
関東地方 2022/2/21現在

都道府県 市区町村 実施教室 実施コース 担当講師

茨城県 つくば市 イーアスつくばプラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月27日(日) 16時15分～ 4月03日(日) 16時15分～

茨城県 つくば市 イーアスつくばプラザ 【Ａ】高学年 日本人講師

茨城県 つくば市 イーアスつくばプラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月27日(日) 14時0分～ 4月03日(日) 14時0分～

茨城県 つくば市 イーアスつくばプラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

茨城県 つくば市 イーアスつくばプラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月26日(土) 15時30分～ 3月27日(日) 15時30分～

茨城県 つくば市 イーアスつくばプラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月29日(火) 15時0分～ 3月31日(木) 15時0分～

茨城県 つくば市 イーアスつくばプラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月29日(火) 17時0分～ 3月31日(木) 17時0分～

茨城県 つくば市 イーアスつくばプラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月27日(日) 11時30分～ 4月03日(日) 11時30分～

茨城県 つくば市 イーアスつくばプラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

茨城県 つくば市 イーアスつくばプラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 11時30分～ 3月27日(日) 11時30分～

茨城県 つくば市 イーアスつくばプラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 13時30分～ 3月27日(日) 13時30分～

茨城県 つくば市 イーアスつくばプラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月29日(火) 11時0分～ 3月31日(木) 11時0分～

茨城県 つくば市 イーアスつくばプラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月29日(火) 13時0分～ 3月31日(木) 13時0分～

茨城県 つくば市 イーアスつくばプラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 3月27日(日) 18時15分～ 4月03日(日) 18時15分～

茨城県 つくば市 イーアスつくばプラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 4月17日(日) 16時15分～ 4月24日(日) 16時15分～

茨城県 つくば市 イーアスつくばプラザ 【Ｂ】400B 日本人講師

茨城県 つくば市 イーアスつくばプラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師

茨城県 つくば市 イーアスつくばプラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月17日(日) 14時0分～ 4月24日(日) 14時0分～

茨城県 つくば市 イーアスつくばプラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月26日(土) 17時30分～ 3月27日(日) 17時30分～

茨城県 つくば市 イーアスつくばプラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 4月17日(日) 11時30分～ 4月24日(日) 11時30分～

茨城県 つくば市 イーアスつくばプラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

茨城県 下妻市 イオンモール下妻プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月30日(水) 14時30分～ 3月30日(水) 16時10分～

茨城県 下妻市 イオンモール下妻プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月26日(土) 14時0分～ 3月26日(土) 15時40分～

茨城県 下妻市 イオンモール下妻プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月30日(水) 10時0分～ 3月30日(水) 11時40分～

茨城県 下妻市 イオンモール下妻プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 10時0分～ 3月26日(土) 11時40分～

茨城県 下妻市 イオンモール下妻プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月29日(火) 13時0分～ 3月29日(火) 14時40分～

茨城県 下妻市 イオンモール下妻プラザ 【Ｃ】高学年 日本人講師

茨城県 下妻市 イオンモール下妻プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月29日(火) 11時0分～ 3月29日(火) 11時0分～

茨城県 下妻市 イオンモール下妻プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

茨城県 下妻市 イオンモール下妻プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

茨城県 下妻市 イオンモール下妻プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

茨城県 牛久市 西友ひたち野うしくプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

茨城県 牛久市 西友ひたち野うしくプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

茨城県 牛久市 西友ひたち野うしくプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

茨城県 牛久市 西友ひたち野うしくプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

茨城県 牛久市 西友ひたち野うしくプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

茨城県 牛久市 西友ひたち野うしくプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

茨城県 牛久市 西友ひたち野うしくプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

茨城県 守谷市 イオンタウン守谷プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月20日(日) 14時30分～ 3月21日(月) 14時30分～

茨城県 守谷市 イオンタウン守谷プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月20日(日) 12時0分～ 3月21日(月) 12時0分～

茨城県 守谷市 イオンタウン守谷プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月26日(土) 12時0分～ 3月27日(日) 12時0分～

茨城県 守谷市 イオンタウン守谷プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月29日(火) 12時0分～ 3月30日(水) 12時0分～

茨城県 守谷市 イオンタウン守谷プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月31日(木) 11時40分～ 4月01日(金) 11時40分～

茨城県 守谷市 イオンタウン守谷プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月20日(日) 10時15分～ 3月21日(月) 10時15分～

茨城県 守谷市 イオンタウン守谷プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 10時15分～ 3月27日(日) 10時15分～

茨城県 守谷市 イオンタウン守谷プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月29日(火) 10時15分～ 3月30日(水) 10時15分～

茨城県 守谷市 イオンタウン守谷プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 4月02日(土) 11時40分～ 4月03日(日) 11時40分～

茨城県 守谷市 イオンタウン守谷プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 3月20日(日) 16時0分～ 3月21日(月) 16時0分～

茨城県 守谷市 イオンタウン守谷プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 3月29日(火) 14時30分～ 3月30日(水) 14時30分～

茨城県 守谷市 イオンタウン守谷プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 3月31日(木) 15時45分～ 4月01日(金) 15時45分～

茨城県 守谷市 イオンタウン守谷プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師 3月26日(土) 17時45分～ 3月27日(日) 17時45分～

茨城県 守谷市 イオンタウン守谷プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 4月01日(金) 10時10分～ 4月01日(金) 10時10分～

茨城県 守谷市 イオンタウン守谷プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 4月02日(土) 10時10分～ 4月02日(土) 10時10分～

茨城県 守谷市 イオンタウン守谷プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月26日(土) 16時0分～ 3月27日(日) 16時0分～

茨城県 守谷市 イオンタウン守谷プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月31日(木) 14時0分～ 4月01日(金) 14時0分～

茨城県 守谷市 イオンタウン守谷プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月26日(土) 14時30分～ 3月27日(日) 14時30分～

茨城県 守谷市 イオンタウン守谷プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 4月02日(土) 14時30分～ 4月03日(日) 14時30分～

茨城県 龍ケ崎市 イトーヨーカドー竜ヶ崎プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月31日(木) 14時30分～ 3月31日(木) 16時10分～

茨城県 龍ケ崎市 イトーヨーカドー竜ヶ崎プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月26日(土) 12時0分～ 3月27日(日) 12時0分～

茨城県 龍ケ崎市 イトーヨーカドー竜ヶ崎プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月29日(火) 10時10分～ 3月29日(火) 11時50分～

茨城県 龍ケ崎市 イトーヨーカドー竜ヶ崎プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 4月02日(土) 10時10分～ 4月02日(土) 11時50分～

茨城県 龍ケ崎市 イトーヨーカドー竜ヶ崎プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 10時10分～ 3月27日(日) 10時10分～

茨城県 龍ケ崎市 イトーヨーカドー竜ヶ崎プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師

茨城県 龍ケ崎市 イトーヨーカドー竜ヶ崎プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月30日(水) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

茨城県 龍ケ崎市 イトーヨーカドー竜ヶ崎プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月29日(火) 17時0分～ 3月30日(水) 17時0分～

茨城県 龍ケ崎市 イトーヨーカドー竜ヶ崎プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月02日(土) 14時30分～ 4月02日(土) 16時10分～

茨城県 龍ケ崎市 イトーヨーカドー竜ヶ崎プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月26日(土) 15時0分～ 3月27日(日) 15時0分～

茨城県 龍ケ崎市 イトーヨーカドー竜ヶ崎プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月29日(火) 15時0分～ 3月30日(水) 15時0分～

群馬県 高崎市 ウニクス高崎プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月05日(火) 14時0分～ 4月05日(火) 15時40分～

群馬県 高崎市 ウニクス高崎プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 4月05日(火) 10時0分～ 4月05日(火) 11時40分～

埼玉県 さいたま市浦和区 ビバモールさいたま新都心プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(火) 17時0分～ 3月30日(水) 17時0分～

埼玉県 さいたま市浦和区 ビバモールさいたま新都心プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月24日(木) 14時0分～ 3月24日(木) 15時45分～

埼玉県 さいたま市浦和区 ビバモールさいたま新都心プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 15時0分～ 3月30日(水) 15時0分～

埼玉県 さいたま市浦和区 ビバモールさいたま新都心プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 15時0分～ 3月26日(土) 16時45分～

埼玉県 さいたま市浦和区 ビバモールさいたま新都心プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 10時15分～ 3月26日(土) 12時0分～

埼玉県 さいたま市浦和区 ビバモールさいたま新都心プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 13時0分～ 3月30日(水) 13時0分～

埼玉県 さいたま市浦和区 ビバモールさいたま新都心プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(水) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

埼玉県 さいたま市浦和区 ビバモールさいたま新都心プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月24日(木) 10時30分～ 3月24日(木) 10時30分～

埼玉県 さいたま市浦和区 ビバモールさいたま新都心プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月31日(木) 14時0分～ 4月01日(金) 14時0分～

埼玉県 さいたま市浦和区 ビバモールさいたま新都心プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月31日(木) 16時0分～ 4月01日(金) 16時0分～

埼玉県 さいたま市浦和区 ビバモールさいたま新都心プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月31日(木) 10時30分～ 4月01日(金) 10時30分～

埼玉県 さいたま市浦和区 浦和パルコプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(火) 16時10分～ 3月30日(水) 16時10分～

埼玉県 さいたま市浦和区 浦和パルコプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月24日(木) 14時30分～ 3月26日(土) 14時30分～

埼玉県 さいたま市浦和区 浦和パルコプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月24日(木) 16時20分～ 3月26日(土) 16時20分～

埼玉県 さいたま市浦和区 浦和パルコプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 14時20分～ 3月30日(水) 14時20分～

埼玉県 さいたま市浦和区 浦和パルコプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(金) 14時50分～ 4月01日(金) 16時20分～

【1日目】実施日時 【2日目】実施日時

※Dコースは1日完結のレッスンです



埼玉県 さいたま市浦和区 浦和パルコプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月24日(木) 12時40分～ 3月26日(土) 12時40分～

埼玉県 さいたま市浦和区 浦和パルコプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 11時10分～ 3月30日(水) 11時10分～

埼玉県 さいたま市浦和区 浦和パルコプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(金) 10時20分～ 4月01日(金) 11時50分～

埼玉県 さいたま市浦和区 浦和パルコプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月24日(木) 10時10分～ 3月24日(木) 10時10分～

埼玉県 さいたま市浦和区 浦和パルコプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 10時10分～ 3月26日(土) 10時10分～

埼玉県 さいたま市浦和区 浦和パルコプラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月31日(木) 15時10分～ 4月02日(土) 15時10分～

埼玉県 さいたま市浦和区 浦和パルコプラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月31日(木) 13時20分～ 4月02日(土) 13時20分～

埼玉県 さいたま市岩槻区 ウニクス浦和美園プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月31日(木) 14時40分～ 4月01日(金) 14時40分～

埼玉県 さいたま市岩槻区 ウニクス浦和美園プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月26日(土) 14時40分～ 4月02日(土) 14時40分～

埼玉県 さいたま市岩槻区 ウニクス浦和美園プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(木) 13時0分～ 4月01日(金) 13時0分～

埼玉県 さいたま市岩槻区 ウニクス浦和美園プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 13時0分～ 4月02日(土) 13時0分～

埼玉県 さいたま市岩槻区 ウニクス浦和美園プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(木) 10時30分～ 4月01日(金) 10時30分～

埼玉県 さいたま市岩槻区 ウニクス浦和美園プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 10時30分～ 4月02日(土) 10時30分～

埼玉県 さいたま市岩槻区 ウニクス浦和美園プラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 14時40分～ 3月30日(水) 14時40分～

埼玉県 さいたま市岩槻区 ウニクス浦和美園プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 13時0分～ 3月30日(水) 13時0分～

埼玉県 さいたま市岩槻区 ウニクス浦和美園プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 11時0分～ 3月29日(火) 11時0分～

埼玉県 さいたま市岩槻区 ウニクス浦和美園プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月03日(日) 14時0分～ 4月03日(日) 15時40分～

埼玉県 さいたま市岩槻区 ウニクス浦和美園プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 4月03日(日) 9時50分～ 4月03日(日) 11時30分～

埼玉県 さいたま市岩槻区 ヤオコー岩槻プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

埼玉県 さいたま市岩槻区 ヤオコー岩槻プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

埼玉県 さいたま市岩槻区 ヤオコー岩槻プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 3月28日(月) 12時30分～ 3月28日(月) 14時40分～

埼玉県 さいたま市岩槻区 ヤオコー岩槻プラザ 【Ｂ】500B 日本人講師 3月19日(土) 14時0分～ 3月19日(土) 16時10分～

埼玉県 さいたま市岩槻区 ヤオコー岩槻プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師

埼玉県 さいたま市岩槻区 ヤオコー岩槻プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

埼玉県 さいたま市岩槻区 ヤオコー岩槻プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月24日(木) 10時0分～ 3月24日(木) 11時40分～

埼玉県 さいたま市見沼区 ハレノテラス東大宮プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月30日(水) 14時40分～ 3月30日(水) 16時10分～

埼玉県 さいたま市見沼区 ハレノテラス東大宮プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 14時30分～ 3月26日(土) 16時0分～

埼玉県 さいたま市見沼区 ハレノテラス東大宮プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月04日(月) 14時40分～ 4月04日(月) 16時10分～

埼玉県 さいたま市見沼区 ハレノテラス東大宮プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(水) 10時15分～ 3月30日(水) 11時45分～

埼玉県 さいたま市見沼区 ハレノテラス東大宮プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 10時0分～ 3月26日(土) 11時30分～

埼玉県 さいたま市見沼区 ハレノテラス東大宮プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月04日(月) 10時15分～ 4月04日(月) 11時45分～

埼玉県 さいたま市見沼区 ハレノテラス東大宮プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月14日(木) 11時20分～ 4月14日(木) 11時20分～

埼玉県 さいたま市見沼区 ハレノテラス東大宮プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月19日(火) 11時15分～ 4月19日(火) 11時15分～

埼玉県 さいたま市見沼区 ハレノテラス東大宮プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月24日(木) 13時15分～ 3月31日(木) 13時15分～

埼玉県 さいたま市見沼区 ハレノテラス東大宮プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月24日(木) 17時10分～ 3月31日(木) 17時10分～

埼玉県 さいたま市見沼区 ハレノテラス東大宮プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月24日(木) 10時30分～ 3月31日(木) 10時30分～

埼玉県 さいたま市見沼区 ハレノテラス東大宮プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月24日(木) 15時20分～ 3月31日(木) 15時20分～

埼玉県 さいたま市中央区 ホームズさいたま中央プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

埼玉県 さいたま市中央区 ホームズさいたま中央プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 15時40分～ 3月30日(水) 15時40分～

埼玉県 さいたま市中央区 ホームズさいたま中央プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 15時40分～ 3月27日(日) 15時40分～

埼玉県 さいたま市中央区 ホームズさいたま中央プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

埼玉県 さいたま市中央区 ホームズさいたま中央プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 11時10分～ 3月30日(水) 11時10分～

埼玉県 さいたま市中央区 ホームズさいたま中央プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 11時10分～ 3月27日(日) 11時10分～

埼玉県 さいたま市中央区 ホームズさいたま中央プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 14時0分～ 3月27日(日) 14時0分～

埼玉県 さいたま市中央区 ホームズさいたま中央プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 14時0分～ 3月30日(水) 14時0分～

埼玉県 さいたま市中央区 ホームズさいたま中央プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 10時0分～ 3月29日(火) 10時0分～

埼玉県 さいたま市中央区 ホームズさいたま中央プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(水) 10時0分～ 3月30日(水) 10時0分～

埼玉県 さいたま市中央区 ホームズさいたま中央プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 10時0分～ 3月26日(土) 10時0分～

埼玉県 さいたま市中央区 ホームズさいたま中央プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月27日(日) 10時0分～ 3月27日(日) 10時0分～

埼玉県 さいたま市中央区 ホームズさいたま中央プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月31日(木) 14時20分～ 3月31日(木) 15時55分～

埼玉県 さいたま市中央区 ホームズさいたま中央プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月31日(木) 10時0分～ 3月31日(木) 11時35分～

埼玉県 さいたま市南区 ベルクスモール浦和南プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月26日(土) 14時15分～ 3月26日(土) 15時45分～

埼玉県 さいたま市南区 ベルクスモール浦和南プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(火) 16時0分～ 3月29日(火) 17時30分～

埼玉県 さいたま市南区 ベルクスモール浦和南プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月30日(水) 15時30分～ 3月30日(水) 17時0分～

埼玉県 さいたま市南区 ベルクスモール浦和南プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 10時15分～ 3月26日(土) 11時45分～

埼玉県 さいたま市南区 ベルクスモール浦和南プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(水) 12時15分～ 3月30日(水) 13時45分～

埼玉県 さいたま市南区 ベルクスモール浦和南プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(木) 12時15分～ 3月31日(木) 13時45分～

埼玉県 さいたま市南区 ベルクスモール浦和南プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月24日(木) 12時15分～ 3月24日(木) 13時45分～

埼玉県 さいたま市南区 ベルクスモール浦和南プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(金) 13時0分～ 4月01日(金) 14時30分～

埼玉県 さいたま市南区 ベルクスモール浦和南プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 12時30分～ 3月29日(火) 14時0分～

埼玉県 さいたま市南区 ベルクスモール浦和南プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師 4月05日(火) 12時0分～ 4月06日(水) 12時0分～

埼玉県 さいたま市南区 ベルクスモール浦和南プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(金) 11時0分～ 4月01日(金) 11時0分～

埼玉県 さいたま市南区 ベルクスモール浦和南プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月29日(火) 10時30分～

埼玉県 さいたま市南区 ベルクスモール浦和南プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月20日(日) 10時15分～ 3月20日(日) 10時15分～

埼玉県 さいたま市南区 ベルクスモール浦和南プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月24日(木) 10時15分～ 3月24日(木) 10時15分～

埼玉県 さいたま市南区 ベルクスモール浦和南プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月20日(日) 14時0分～ 3月27日(日) 14時0分～

埼玉県 さいたま市南区 ベルクスモール浦和南プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月24日(木) 15時30分～ 3月31日(木) 15時30分～

埼玉県 さいたま市南区 まるひろ南浦和プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月31日(木) 16時0分～ 3月31日(木) 17時30分～

埼玉県 さいたま市南区 まるひろ南浦和プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(水) 12時30分～ 3月30日(水) 14時0分～

埼玉県 さいたま市南区 まるひろ南浦和プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(木) 12時30分～ 3月31日(木) 14時0分～

埼玉県 さいたま市南区 まるひろ南浦和プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月24日(木) 15時0分～ 3月24日(木) 16時30分～

埼玉県 さいたま市南区 まるひろ南浦和プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 12時30分～ 3月26日(土) 14時0分～

埼玉県 さいたま市南区 まるひろ南浦和プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 4月02日(土) 12時30分～ 4月02日(土) 14時0分～

埼玉県 さいたま市南区 まるひろ南浦和プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 4月02日(土) 15時45分～ 4月02日(土) 17時15分～

埼玉県 さいたま市南区 まるひろ南浦和プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月24日(木) 10時30分～ 3月24日(木) 10時30分～

埼玉県 さいたま市南区 まるひろ南浦和プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月31日(木) 10時30分～ 3月31日(木) 10時30分～

埼玉県 さいたま市南区 まるひろ南浦和プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月24日(木) 13時0分～ 3月24日(木) 13時0分～

埼玉県 さいたま市南区 まるひろ南浦和プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月26日(土) 10時30分～ 3月26日(土) 10時30分～

埼玉県 さいたま市南区 まるひろ南浦和プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 4月01日(金) 11時0分～ 4月01日(金) 11時0分～

埼玉県 さいたま市南区 まるひろ南浦和プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月01日(金) 13時30分～ 4月01日(金) 15時0分～

埼玉県 さいたま市南区 まるひろ南浦和プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月30日(水) 16時0分～ 3月30日(水) 17時30分～

埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和マーレプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月01日(金) 15時30分～ 4月01日(金) 18時30分～

埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和マーレプラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月28日(月) 14時30分～ 3月29日(火) 14時30分～

埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和マーレプラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月30日(水) 14時15分～ 3月30日(水) 15時45分～

埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和マーレプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月02日(土) 15時30分～ 4月02日(土) 17時0分～

埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和マーレプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 15時30分～ 3月26日(土) 17時0分～

埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和マーレプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(金) 12時15分～ 4月01日(金) 13時45分～

埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和マーレプラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月28日(月) 12時0分～ 3月29日(火) 12時0分～

埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和マーレプラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月30日(水) 10時15分～ 3月30日(水) 11時45分～

埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和マーレプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 12時15分～ 3月26日(土) 13時45分～

埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和マーレプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月02日(土) 12時15分～ 4月02日(土) 13時45分～

埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和マーレプラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月28日(月) 10時15分～ 3月29日(火) 10時15分～



埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和マーレプラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月21日(月) 10時15分～ 3月21日(月) 11時45分～

埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和マーレプラザ 【Ｂ】400B 日本人講師 3月20日(日) 16時30分～ 3月27日(日) 16時30分～

埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和マーレプラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師 4月10日(日) 12時30分～ 4月17日(日) 14時0分～

埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和マーレプラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 4月10日(日) 10時30分～ 4月17日(日) 12時0分～

埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和マーレプラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 3月24日(木) 13時0分～ 3月24日(木) 14時35分～

埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和マーレプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 10時15分～ 3月26日(土) 10時15分～

埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和マーレプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月02日(土) 10時15分～ 4月02日(土) 10時15分～

埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和マーレプラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 4月01日(金) 10時15分～ 4月01日(金) 10時15分～

埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和マーレプラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月24日(木) 10時15分～ 3月24日(木) 10時15分～

埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和マーレプラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月10日(日) 17時0分～ 4月17日(日) 18時30分～

埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和マーレプラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月04日(月) 13時0分～ 4月05日(火) 13時0分～

埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和マーレプラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 4月10日(日) 15時0分～ 4月17日(日) 16時30分～

埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和マーレプラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 4月04日(月) 10時30分～ 4月05日(火) 10時30分～

埼玉県 ふじみ野市 ココネ上福岡プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月26日(土) 17時0分～ 3月27日(日) 17時0分～

埼玉県 ふじみ野市 ココネ上福岡プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月31日(木) 17時0分～ 4月01日(金) 17時0分～

埼玉県 ふじみ野市 ココネ上福岡プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月26日(土) 15時0分～ 3月27日(日) 15時0分～

埼玉県 ふじみ野市 ココネ上福岡プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月31日(木) 15時0分～ 4月01日(金) 15時0分～

埼玉県 ふじみ野市 ココネ上福岡プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 13時0分～ 3月27日(日) 13時0分～

埼玉県 ふじみ野市 ココネ上福岡プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月31日(木) 13時0分～ 4月01日(金) 13時0分～

埼玉県 ふじみ野市 ココネ上福岡プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師 4月02日(土) 10時30分～ 4月03日(日) 10時30分～

埼玉県 ふじみ野市 ココネ上福岡プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 10時30分～ 3月27日(日) 10時30分～

埼玉県 ふじみ野市 ココネ上福岡プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 4月01日(金) 10時30分～ 4月01日(金) 10時30分～

埼玉県 ふじみ野市 ココネ上福岡プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月02日(土) 15時0分～ 4月03日(日) 15時0分～

埼玉県 ふじみ野市 ココネ上福岡プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 4月02日(土) 13時0分～ 4月03日(日) 13時0分～

埼玉県 越谷市 ALCo越谷プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月02日(土) 15時50分～ 4月03日(日) 15時50分～

埼玉県 越谷市 ALCo越谷プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月02日(土) 14時10分～ 4月03日(日) 14時10分～

埼玉県 越谷市 ALCo越谷プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月24日(木) 16時40分～ 4月01日(金) 16時40分～

埼玉県 越谷市 ALCo越谷プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月02日(土) 11時15分～ 4月03日(日) 11時15分～

埼玉県 越谷市 ALCo越谷プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 13時10分～ 3月27日(日) 13時10分～

埼玉県 越谷市 ALCo越谷プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師 4月05日(火) 19時0分～ 4月01日(金) 19時0分～

埼玉県 越谷市 ALCo越谷プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師 3月26日(土) 14時50分～ 3月27日(日) 14時50分～

埼玉県 越谷市 ALCo越谷プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 10時10分～ 3月27日(日) 10時10分～

埼玉県 越谷市 ALCo越谷プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 3月24日(木) 15時0分～ 4月01日(金) 15時0分～

埼玉県 越谷市 ALCo越谷プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月02日(土) 10時5分～ 4月02日(土) 10時5分～

埼玉県 越谷市 ALCo越谷プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師

埼玉県 越谷市 ALCo越谷プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月26日(土) 16時30分～ 3月27日(日) 16時30分～

埼玉県 越谷市 ALCo越谷プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 4月05日(火) 15時15分～ 4月05日(火) 16時45分～

埼玉県 桶川市 ベニバナウォーク桶川プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

埼玉県 桶川市 ベニバナウォーク桶川プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

埼玉県 桶川市 ベニバナウォーク桶川プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

埼玉県 桶川市 ベニバナウォーク桶川プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

埼玉県 桶川市 ベニバナウォーク桶川プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

埼玉県 桶川市 ベニバナウォーク桶川プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

埼玉県 桶川市 ベニバナウォーク桶川プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

埼玉県 桶川市 ベニバナウォーク桶川プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

埼玉県 吉川市 イオンタウン吉川美南プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(火) 15時0分～ 3月30日(水) 15時0分～

埼玉県 吉川市 イオンタウン吉川美南プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師

埼玉県 吉川市 イオンタウン吉川美南プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 13時10分～ 3月30日(水) 13時10分～

埼玉県 吉川市 イオンタウン吉川美南プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(木) 15時0分～ 4月01日(金) 15時0分～

埼玉県 吉川市 イオンタウン吉川美南プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月02日(土) 15時0分～ 4月02日(土) 16時45分～

埼玉県 吉川市 イオンタウン吉川美南プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

埼玉県 吉川市 イオンタウン吉川美南プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月02日(土) 10時20分～ 4月02日(土) 12時30分～

埼玉県 吉川市 イオンタウン吉川美南プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月31日(木) 13時10分～ 4月01日(金) 13時10分～

埼玉県 吉川市 イオンタウン吉川美南プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月31日(木) 11時0分～ 3月31日(木) 11時0分～

埼玉県 吉川市 イオンタウン吉川美南プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月31日(木) 16時45分～ 4月01日(金) 16時45分～

埼玉県 吉川市 イオンタウン吉川美南プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

埼玉県 吉川市 イオンタウン吉川美南プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月29日(火) 16時45分～ 3月30日(水) 16時45分～

埼玉県 久喜市 パルモール東鷲宮 【Ａ】低学年 外国人講師

埼玉県 久喜市 パルモール東鷲宮 【Ａ】幼児 外国人講師

埼玉県 久喜市 パルモール東鷲宮 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月29日(火) 11時40分～ 3月30日(水) 13時10分～

埼玉県 久喜市 パルモール東鷲宮 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月29日(火) 10時0分～ 3月30日(水) 10時0分～

埼玉県 鴻巣市 吹上駅前通りプラザ 【Ａ】高学年 日本人講師

埼玉県 鴻巣市 吹上駅前通りプラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

埼玉県 鴻巣市 吹上駅前通りプラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

埼玉県 鴻巣市 吹上駅前通りプラザ 【Ｂ】400B 日本人講師

埼玉県 鴻巣市 吹上駅前通りプラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師

埼玉県 鴻巣市 吹上駅前通りプラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

埼玉県 鴻巣市 吹上駅前通りプラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

埼玉県 春日部市 春日部プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

埼玉県 春日部市 春日部プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

埼玉県 所沢市 TOCOTOCOSQUARE所沢プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

埼玉県 所沢市 TOCOTOCOSQUARE所沢プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

埼玉県 所沢市 TOCOTOCOSQUARE所沢プラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師

埼玉県 所沢市 TOCOTOCOSQUARE所沢プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師

埼玉県 所沢市 TOCOTOCOSQUARE所沢プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

埼玉県 所沢市 TOCOTOCOSQUARE所沢プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

埼玉県 所沢市 TOCOTOCOSQUARE所沢プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

埼玉県 所沢市 西友小手指プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

埼玉県 所沢市 西友小手指プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

埼玉県 所沢市 西友小手指プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

埼玉県 所沢市 西友小手指プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師

埼玉県 所沢市 西友小手指プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

埼玉県 所沢市 西友小手指プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

埼玉県 所沢市 西友小手指プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

埼玉県 上尾市 上尾ショーサンプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月24日(木) 13時30分～ 3月24日(木) 15時0分～

埼玉県 上尾市 上尾ショーサンプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月30日(水) 14時30分～ 3月30日(水) 16時0分～

埼玉県 上尾市 上尾ショーサンプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 14時30分～ 3月26日(土) 16時0分～

埼玉県 上尾市 上尾ショーサンプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 14時30分～ 3月29日(火) 16時0分～

埼玉県 上尾市 上尾ショーサンプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 10時10分～ 3月26日(土) 11時40分～

埼玉県 上尾市 上尾ショーサンプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 10時10分～ 3月29日(火) 11時40分～

埼玉県 上尾市 上尾ショーサンプラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月30日(水) 10時10分～ 3月30日(水) 11時40分～

埼玉県 上尾市 上尾ショーサンプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月24日(木) 10時10分～ 3月24日(木) 10時10分～



埼玉県 新座市 ＯＳＣデオシティ新座 【Ａ】高学年 日本人講師

埼玉県 新座市 ＯＳＣデオシティ新座 【Ａ】高学年 日本人講師

埼玉県 新座市 ＯＳＣデオシティ新座 【Ａ】低学年 日本人講師

埼玉県 新座市 ＯＳＣデオシティ新座 【Ａ】低学年 日本人講師

埼玉県 新座市 ＯＳＣデオシティ新座 【Ａ】幼児 日本人講師

埼玉県 新座市 ＯＳＣデオシティ新座 【Ａ】幼児 日本人講師

埼玉県 新座市 ＯＳＣデオシティ新座 【Ｃ】低学年 日本人講師

埼玉県 新座市 ＯＳＣデオシティ新座 【Ｃ】低学年 日本人講師

埼玉県 川越市 ウニクス川越プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月31日(木) 15時0分～ 3月31日(木) 16時30分～

埼玉県 川越市 ウニクス川越プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月28日(月) 15時0分～ 3月29日(火) 15時0分～

埼玉県 川越市 ウニクス川越プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月24日(木) 15時0分～ 3月24日(木) 16時30分～

埼玉県 川越市 ウニクス川越プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 10時10分～ 3月26日(土) 12時40分～

埼玉県 川越市 ウニクス川越プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 13時50分～ 3月26日(土) 15時20分～

埼玉県 川越市 ウニクス川越プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(水) 15時0分～ 3月30日(水) 16時30分～

埼玉県 川越市 ウニクス川越プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 14時30分～ 3月26日(土) 16時0分～

埼玉県 川越市 ウニクス川越プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 9時30分～ 3月26日(土) 11時0分～

埼玉県 川越市 ウニクス川越プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(水) 10時30分～ 3月31日(木) 10時30分～

埼玉県 川越市 ウニクス川越プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月24日(木) 10時30分～ 3月24日(木) 12時0分～

埼玉県 川越市 ウニクス川越プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(水) 13時0分～ 3月30日(水) 13時0分～

埼玉県 川越市 ウニクス川越プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月31日(木) 13時0分～ 3月31日(木) 13時0分～

埼玉県 川越市 ウニクス川越プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月28日(月) 10時30分～ 3月29日(火) 10時30分～

埼玉県 川口市 鳩ヶ谷坂下町 【Ａ】高学年 日本人講師

埼玉県 川口市 鳩ヶ谷坂下町 【Ａ】低学年 日本人講師

埼玉県 草加市 ダイエー草加プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月25日(金) 13時50分～ 3月26日(土) 13時50分～

埼玉県 草加市 ダイエー草加プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月25日(金) 12時10分～ 3月26日(土) 12時10分～

埼玉県 草加市 ダイエー草加プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 15時10分～ 3月29日(火) 16時50分～

埼玉県 草加市 ダイエー草加プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月25日(金) 10時30分～ 3月26日(土) 10時30分～

埼玉県 草加市 ダイエー草加プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 11時0分～ 3月29日(火) 12時40分～

埼玉県 草加市 ベルクス草加青柳プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 15時20分～ 3月26日(土) 17時0分～

埼玉県 草加市 ベルクス草加青柳プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(水) 14時10分～ 3月31日(木) 14時10分～

埼玉県 草加市 ベルクス草加青柳プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 11時10分～ 3月26日(土) 12時50分～

埼玉県 草加市 ベルクス草加青柳プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(水) 11時40分～ 3月31日(木) 11時40分～

埼玉県 草加市 ベルクス草加青柳プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 14時0分～ 3月29日(火) 15時40分～

埼玉県 草加市 ベルクス草加青柳プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月30日(水) 15時50分～ 3月31日(木) 15時50分～

埼玉県 草加市 ベルクス草加青柳プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 10時0分～ 3月26日(土) 10時0分～

埼玉県 草加市 ベルクス草加青柳プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月31日(木) 10時30分～ 3月31日(木) 10時30分～

埼玉県 草加市 ベルクス草加青柳プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月30日(水) 17時30分～ 3月31日(木) 17時30分～

埼玉県 草加市 島忠ホームズ草加舎人プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月20日(日) 15時20分～ 3月21日(月) 15時20分～

埼玉県 草加市 島忠ホームズ草加舎人プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月20日(日) 13時30分～ 3月21日(月) 13時30分～

埼玉県 草加市 島忠ホームズ草加舎人プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月24日(木) 17時10分～ 3月24日(木) 18時40分～

埼玉県 草加市 島忠ホームズ草加舎人プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月20日(日) 10時30分～ 3月21日(月) 10時30分～

埼玉県 草加市 島忠ホームズ草加舎人プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月24日(木) 14時0分～ 3月24日(木) 15時30分～

埼玉県 草加市 島忠ホームズ草加舎人プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師 3月29日(火) 15時40分～ 3月30日(水) 15時40分～

埼玉県 草加市 島忠ホームズ草加舎人プラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師 3月20日(日) 17時0分～ 3月21日(月) 17時0分～

埼玉県 草加市 島忠ホームズ草加舎人プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 15時40分～ 3月27日(日) 15時40分～

埼玉県 草加市 島忠ホームズ草加舎人プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月27日(日) 10時10分～ 3月27日(日) 10時10分～

埼玉県 草加市 島忠ホームズ草加舎人プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月29日(火) 10時10分～ 3月29日(火) 10時10分～

埼玉県 草加市 島忠ホームズ草加舎人プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月26日(土) 14時0分～ 3月27日(日) 14時0分～

埼玉県 草加市 島忠ホームズ草加舎人プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月29日(火) 14時0分～ 3月30日(水) 14時0分～

埼玉県 草加市 島忠ホームズ草加舎人プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月26日(土) 11時20分～ 3月27日(日) 11時20分～

埼玉県 草加市 島忠ホームズ草加舎人プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月29日(火) 11時20分～ 3月30日(水) 11時20分～

埼玉県 朝霞市 くみまちモールあさかプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 14時0分～ 3月27日(日) 14時0分～

埼玉県 朝霞市 くみまちモールあさかプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 13時30分～ 3月30日(水) 13時30分～

埼玉県 朝霞市 くみまちモールあさかプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 11時10分～ 3月27日(日) 11時10分～

埼玉県 朝霞市 くみまちモールあさかプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

埼玉県 朝霞市 くみまちモールあさかプラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 15時20分～ 3月30日(水) 15時20分～

埼玉県 朝霞市 くみまちモールあさかプラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 15時45分～ 3月27日(日) 15時45分～

埼玉県 朝霞市 くみまちモールあさかプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月25日(金) 11時30分～ 3月25日(金) 11時30分～

埼玉県 朝霞市 くみまちモールあさかプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月27日(日) 10時0分～ 3月27日(日) 11時0分～

埼玉県 鶴ヶ島市 ワカバウォークプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月30日(水) 13時0分～ 3月30日(水) 14時30分～

埼玉県 鶴ヶ島市 ワカバウォークプラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月31日(木) 10時0分～ 3月31日(木) 11時30分～

埼玉県 鶴ヶ島市 ワカバウォークプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 13時0分～ 3月29日(火) 14時30分～

埼玉県 鶴ヶ島市 ワカバウォークプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月03日(日) 14時0分～ 4月03日(日) 15時30分～

埼玉県 鶴ヶ島市 ワカバウォークプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月04日(月) 10時0分～ 4月04日(月) 11時30分～

埼玉県 鶴ヶ島市 ワカバウォークプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

埼玉県 鶴ヶ島市 ワカバウォークプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(金) 12時30分～ 4月01日(金) 14時0分～

埼玉県 鶴ヶ島市 ワカバウォークプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月03日(日) 10時0分～ 4月03日(日) 11時30分～

埼玉県 鶴ヶ島市 ワカバウォークプラザ 【Ｂ】500B 日本人講師 4月01日(金) 16時30分～ 4月02日(土) 16時30分～

埼玉県 鶴ヶ島市 ワカバウォークプラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師 4月04日(月) 14時0分～ 4月04日(月) 15時30分～

埼玉県 鶴ヶ島市 ワカバウォークプラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 4月02日(土) 10時0分～ 4月02日(土) 11時30分～

埼玉県 鶴ヶ島市 ワカバウォークプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(金) 10時30分～ 4月01日(金) 10時30分～

埼玉県 鶴ヶ島市 ワカバウォークプラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月26日(土) 10時30分～ 3月26日(土) 10時30分～

埼玉県 鶴ヶ島市 ワカバウォークプラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月31日(木) 14時30分～ 3月31日(木) 16時0分～

埼玉県 鶴ヶ島市 ワカバウォークプラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月26日(土) 13時0分～ 3月26日(土) 14時30分～

埼玉県 鶴ヶ島市 ワカバウォークプラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月29日(火) 16時30分～ 3月30日(水) 16時30分～

埼玉県 北葛飾郡松伏町 ゆたか保育園 【Ａ】低学年 日本人講師

埼玉県 北葛飾郡松伏町 ゆたか保育園 【Ａ】幼児 日本人講師

埼玉県 北葛飾郡松伏町 ゆたか保育園 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

埼玉県 蕨市 ビバモール蕨錦町プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 15時40分～ 4月02日(土) 17時10分～

埼玉県 蕨市 ビバモール蕨錦町プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 11時10分～ 4月02日(土) 11時10分～

埼玉県 蕨市 ビバモール蕨錦町プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 14時30分～ 4月05日(火) 14時30分～

埼玉県 蕨市 ビバモール蕨錦町プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(水) 11時15分～ 3月31日(木) 11時15分～

埼玉県 蕨市 ビバモール蕨錦町プラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師 3月30日(水) 15時40分～ 3月31日(木) 15時40分～

埼玉県 蕨市 ビバモール蕨錦町プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 14時0分～ 4月02日(土) 15時30分～

埼玉県 蕨市 ビバモール蕨錦町プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月30日(水) 14時0分～ 3月31日(木) 14時0分～

埼玉県 蕨市 ビバモール蕨錦町プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 10時5分～ 3月26日(土) 10時5分～

埼玉県 蕨市 ビバモール蕨錦町プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月02日(土) 10時5分～ 4月02日(土) 10時5分～

埼玉県 蕨市 ビバモール蕨錦町プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 10時20分～ 3月29日(火) 10時20分～

埼玉県 蕨市 ビバモール蕨錦町プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月05日(火) 17時50分～ 4月05日(火) 17時50分～

埼玉県 蕨市 ビバモール蕨錦町プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(水) 10時5分～ 3月30日(水) 10時5分～

埼玉県 蕨市 ビバモール蕨錦町プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月31日(木) 10時5分～ 3月31日(木) 10時5分～

埼玉県 蕨市 ビバモール蕨錦町プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月29日(火) 16時10分～ 4月05日(火) 16時10分～



埼玉県 蕨市 ビバモール蕨錦町プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月29日(火) 11時30分～ 4月05日(火) 11時30分～

神奈川県 伊勢原市 イトーヨーカドー伊勢原プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師

神奈川県 伊勢原市 イトーヨーカドー伊勢原プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月30日(水) 13時0分～ 3月31日(木) 13時0分～

神奈川県 伊勢原市 イトーヨーカドー伊勢原プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

神奈川県 伊勢原市 イトーヨーカドー伊勢原プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 3月30日(水) 18時0分～ 3月31日(木) 18時0分～

神奈川県 伊勢原市 イトーヨーカドー伊勢原プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師

神奈川県 伊勢原市 イトーヨーカドー伊勢原プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師

神奈川県 伊勢原市 イトーヨーカドー伊勢原プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月30日(水) 15時0分～ 3月31日(木) 15時0分～

神奈川県 横浜市旭区 二俣川プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(火) 17時0分～ 3月30日(水) 17時0分～

神奈川県 横浜市旭区 二俣川プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 15時15分～ 3月30日(水) 15時15分～

神奈川県 横浜市旭区 二俣川プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 13時30分～ 3月30日(水) 13時30分～

神奈川県 横浜市旭区 二俣川プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師

神奈川県 横浜市旭区 二俣川プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師 3月26日(土) 11時15分～ 3月26日(土) 15時0分～

神奈川県 横浜市旭区 二俣川プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 9時30分～ 3月26日(土) 13時15分～

神奈川県 横浜市旭区 二俣川プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

神奈川県 横浜市旭区 二俣川プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

神奈川県 横浜市金沢区 金沢文庫プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(火) 14時15分～ 3月30日(水) 14時15分～

神奈川県 横浜市金沢区 金沢文庫プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 12時30分～ 3月30日(水) 12時30分～

神奈川県 横浜市金沢区 金沢文庫プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 10時0分～ 3月30日(水) 10時0分～

神奈川県 横浜市金沢区 金沢文庫プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師 3月31日(木) 10時0分～ 4月01日(金) 10時0分～

神奈川県 横浜市金沢区 金沢文庫プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月26日(土) 11時0分～ 3月26日(土) 11時0分～

神奈川県 横浜市戸塚区 イオンスタイル東戸塚プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(火) 16時15分～ 3月30日(水) 16時15分～

神奈川県 横浜市戸塚区 イオンスタイル東戸塚プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 15時30分～ 3月26日(土) 17時15分～

神奈川県 横浜市戸塚区 イオンスタイル東戸塚プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 14時30分～ 3月30日(水) 14時30分～

神奈川県 横浜市戸塚区 イオンスタイル東戸塚プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月27日(日) 14時0分～ 3月27日(日) 15時45分～

神奈川県 横浜市戸塚区 イオンスタイル東戸塚プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 11時30分～ 3月30日(水) 11時30分～

神奈川県 横浜市戸塚区 イオンスタイル東戸塚プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月02日(土) 10時15分～ 4月02日(土) 13時0分～

神奈川県 横浜市戸塚区 イオンスタイル東戸塚プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月02日(土) 14時45分～ 4月02日(土) 16時30分～

神奈川県 横浜市戸塚区 イオンスタイル東戸塚プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月27日(日) 10時15分～ 3月27日(日) 10時15分～

神奈川県 横浜市戸塚区 イオンスタイル東戸塚プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月27日(日) 11時30分～ 3月27日(日) 11時30分～

神奈川県 横浜市戸塚区 イオンスタイル東戸塚プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 10時15分～ 3月29日(火) 10時15分～

神奈川県 横浜市戸塚区 イオンスタイル東戸塚プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(水) 10時15分～ 3月30日(水) 10時15分～

神奈川県 横浜市戸塚区 トツカーナプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月24日(木) 15時30分～ 3月26日(土) 15時30分～

神奈川県 横浜市戸塚区 トツカーナプラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 4月02日(土) 15時30分～ 4月03日(日) 15時30分～

神奈川県 横浜市戸塚区 トツカーナプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月24日(木) 13時30分～ 3月26日(土) 13時30分～

神奈川県 横浜市戸塚区 トツカーナプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月21日(月) 14時30分～ 3月21日(月) 16時10分～

神奈川県 横浜市戸塚区 トツカーナプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 14時30分～ 3月29日(火) 16時10分～

神奈川県 横浜市戸塚区 トツカーナプラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 4月02日(土) 13時30分～ 4月03日(日) 13時30分～

神奈川県 横浜市戸塚区 トツカーナプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月24日(木) 10時30分～ 3月26日(土) 10時30分～

神奈川県 横浜市戸塚区 トツカーナプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月21日(月) 10時0分～ 3月21日(月) 11時40分～

神奈川県 横浜市戸塚区 トツカーナプラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 4月02日(土) 10時30分～ 4月03日(日) 10時30分～

神奈川県 横浜市戸塚区 トツカーナプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 13時0分～ 3月29日(火) 13時0分～

神奈川県 横浜市戸塚区 トツカーナプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

神奈川県 横浜市戸塚区 トツカーナプラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月30日(水) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

神奈川県 横浜市戸塚区 トツカーナプラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月31日(木) 13時30分～ 4月01日(金) 13時30分～

神奈川県 横浜市戸塚区 トツカーナプラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月31日(木) 10時30分～ 4月01日(金) 10時30分～

神奈川県 横浜市港南区 イオンフードスタイル港南台プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月24日(木) 16時0分～ 3月26日(土) 17時0分～

神奈川県 横浜市港南区 イオンフードスタイル港南台プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月30日(水) 16時40分～ 3月31日(木) 17時30分～

神奈川県 横浜市港南区 イオンフードスタイル港南台プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月01日(金) 17時0分～ 4月04日(月) 16時50分～

神奈川県 横浜市港南区 イオンフードスタイル港南台プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月24日(木) 14時0分～ 3月26日(土) 15時20分～

神奈川県 横浜市港南区 イオンフードスタイル港南台プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(水) 14時50分～ 3月31日(木) 15時45分～

神奈川県 横浜市港南区 イオンフードスタイル港南台プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(金) 15時0分～ 4月02日(土) 16時20分～

神奈川県 横浜市港南区 イオンフードスタイル港南台プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月24日(木) 11時0分～ 3月26日(土) 10時30分～

神奈川県 横浜市港南区 イオンフードスタイル港南台プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(水) 12時0分～ 3月31日(木) 11時0分～

神奈川県 横浜市港南区 イオンフードスタイル港南台プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(金) 13時0分～ 4月02日(土) 11時50分～

神奈川県 横浜市港南区 イオンフードスタイル港南台プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 13時30分～ 4月02日(土) 14時40分～

神奈川県 横浜市港南区 イオンフードスタイル港南台プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師 4月04日(月) 10時0分～ 4月05日(火) 10時0分～

神奈川県 横浜市港南区 イオンフードスタイル港南台プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月31日(木) 14時0分～ 4月04日(月) 15時0分～

神奈川県 横浜市港南区 イオンフードスタイル港南台プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月02日(土) 10時30分～ 4月02日(土) 10時30分～

神奈川県 横浜市港南区 イオンフードスタイル港南台プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月04日(月) 13時0分～ 4月05日(火) 14時0分～

神奈川県 横浜市港南区 ヨークフーズ上大岡プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月21日(月) 16時0分～ 3月28日(月) 16時0分～

神奈川県 横浜市港南区 ヨークフーズ上大岡プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月29日(火) 14時0分～ 3月30日(水) 14時0分～

神奈川県 横浜市港南区 ヨークフーズ上大岡プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月21日(月) 14時15分～ 3月28日(月) 14時15分～

神奈川県 横浜市港南区 ヨークフーズ上大岡プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 14時15分～ 4月02日(土) 14時15分～

神奈川県 横浜市港南区 ヨークフーズ上大岡プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月21日(月) 11時30分～ 3月28日(月) 11時30分～

神奈川県 横浜市港南区 ヨークフーズ上大岡プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 11時30分～ 4月02日(土) 11時30分～

神奈川県 横浜市港南区 ヨークフーズ上大岡プラザ 【Ｃ】高学年 外国人講師 3月24日(木) 18時0分～ 3月31日(木) 18時0分～

神奈川県 横浜市港南区 ヨークフーズ上大岡プラザ 【Ｃ】高学年 外国人講師 3月26日(土) 16時0分～ 4月02日(土) 16時0分～

神奈川県 横浜市港南区 ヨークフーズ上大岡プラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師 3月24日(木) 16時15分～ 3月31日(木) 16時15分～

神奈川県 横浜市港南区 ヨークフーズ上大岡プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月24日(木) 14時30分～ 3月31日(木) 14時30分～

神奈川県 横浜市港南区 ヨークフーズ上大岡プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月21日(月) 10時15分～ 3月21日(月) 10時15分～

神奈川県 横浜市港南区 ヨークフーズ上大岡プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月28日(月) 10時15分～ 3月28日(月) 10時15分～

神奈川県 横浜市港南区 ヨークフーズ上大岡プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月24日(木) 11時30分～ 3月24日(木) 11時30分～

神奈川県 横浜市港南区 ヨークフーズ上大岡プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月31日(木) 11時30分～ 3月31日(木) 11時30分～

神奈川県 横浜市港南区 ヨークフーズ上大岡プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 10時15分～ 3月26日(土) 10時15分～

神奈川県 横浜市港南区 ヨークフーズ上大岡プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月02日(土) 10時15分～ 4月02日(土) 10時15分～

神奈川県 横浜市港南区 ヨークフーズ上大岡プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

神奈川県 横浜市港北区 イトーヨーカドー綱島プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月26日(土) 13時0分～ 3月26日(土) 14時45分～

神奈川県 横浜市港北区 イトーヨーカドー綱島プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月29日(火) 15時0分～ 3月30日(水) 15時0分～

神奈川県 横浜市港北区 イトーヨーカドー綱島プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月21日(月) 10時30分～ 3月21日(月) 13時0分～

神奈川県 横浜市港北区 イトーヨーカドー綱島プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月29日(火) 13時0分～ 3月30日(水) 13時0分～

神奈川県 横浜市港北区 イトーヨーカドー綱島プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月20日(日) 10時30分～ 3月20日(日) 13時0分～

神奈川県 横浜市港北区 イトーヨーカドー綱島プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

神奈川県 横浜市港北区 イトーヨーカドー綱島プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 4月03日(日) 10時30分～ 4月03日(日) 13時0分～

神奈川県 横浜市港北区 イトーヨーカドー綱島プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師

神奈川県 横浜市港北区 イトーヨーカドー綱島プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月21日(月) 15時0分～ 3月21日(月) 15時0分～

神奈川県 横浜市港北区 イトーヨーカドー綱島プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月27日(日) 10時30分～ 3月27日(日) 10時30分～

神奈川県 横浜市港北区 イトーヨーカドー綱島プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月24日(木) 10時30分～ 3月24日(木) 10時30分～

神奈川県 横浜市港北区 イトーヨーカドー綱島プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月31日(木) 13時0分～ 4月01日(金) 13時0分～

神奈川県 横浜市港北区 イトーヨーカドー綱島プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月31日(木) 10時30分～ 4月01日(金) 10時30分～

神奈川県 横浜市神奈川区 相鉄ローゼン新子安 【Ａ】低学年 外国人講師 3月24日(木) 15時0分～ 3月24日(木) 15時0分～

神奈川県 横浜市神奈川区 相鉄ローゼン新子安 【Ａ】低学年 日本人講師 3月27日(日) 13時0分～ 3月27日(日) 14時45分～



神奈川県 横浜市神奈川区 相鉄ローゼン新子安 【Ａ】幼児 外国人講師 3月24日(木) 13時0分～ 3月25日(金) 13時0分～

神奈川県 横浜市神奈川区 相鉄ローゼン新子安 【Ａ】幼児 日本人講師 3月21日(月) 11時30分～ 3月21日(月) 14時15分～

神奈川県 横浜市神奈川区 相鉄ローゼン新子安 【Ａ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 13時0分～ 3月26日(土) 14時45分～

神奈川県 横浜市神奈川区 相鉄ローゼン新子安 【Ｂ】300B 日本人講師 3月29日(火) 15時30分～ 3月30日(水) 15時30分～

神奈川県 横浜市神奈川区 相鉄ローゼン新子安 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月24日(木) 11時0分～ 3月24日(木) 11時0分～

神奈川県 横浜市神奈川区 相鉄ローゼン新子安 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月25日(金) 11時0分～ 3月25日(金) 11時0分～

神奈川県 横浜市神奈川区 相鉄ローゼン新子安 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月21日(月) 10時15分～ 3月21日(月) 10時15分～

神奈川県 横浜市神奈川区 相鉄ローゼン新子安 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月29日(火) 13時30分～ 3月30日(水) 13時30分～

神奈川県 横浜市神奈川区 相鉄ローゼン新子安 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月29日(火) 11時0分～ 3月30日(水) 11時0分～

神奈川県 横浜市神奈川区 相鉄ローゼン新子安 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月26日(土) 10時15分～ 3月27日(日) 10時15分～

神奈川県 横浜市神奈川区 片倉町 【Ａ】高学年 日本人講師 3月30日(水) 14時0分～ 3月30日(水) 15時45分～

神奈川県 横浜市神奈川区 片倉町 【Ａ】低学年 日本人講師 3月30日(水) 10時0分～ 3月30日(水) 11時45分～

神奈川県 横浜市神奈川区 片倉町 【Ａ】幼児 日本人講師 3月24日(木) 10時0分～ 3月24日(木) 11時45分～

神奈川県 横浜市神奈川区 片倉町 【Ｂ】300B 日本人講師 3月24日(木) 19時0分～ 3月25日(金) 19時0分～

神奈川県 横浜市神奈川区 片倉町 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月24日(木) 17時0分～ 3月25日(金) 17時0分～

神奈川県 横浜市神奈川区 片倉町 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月24日(木) 15時0分～ 3月25日(金) 15時0分～

神奈川県 横浜市瀬谷区 イオンフードスタイル三ツ境プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(火) 17時0分～ 3月30日(水) 16時0分～

神奈川県 横浜市瀬谷区 イオンフードスタイル三ツ境プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 15時0分～ 3月30日(水) 14時0分～

神奈川県 横浜市瀬谷区 イオンフードスタイル三ツ境プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 13時0分～ 3月26日(土) 14時30分～

神奈川県 横浜市瀬谷区 イオンフードスタイル三ツ境プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 13時0分～ 3月30日(水) 12時0分～

神奈川県 横浜市瀬谷区 イオンフードスタイル三ツ境プラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師 3月24日(木) 13時30分～ 3月31日(木) 13時30分～

神奈川県 横浜市瀬谷区 イオンフードスタイル三ツ境プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 3月24日(木) 10時30分～ 3月31日(木) 10時30分～

神奈川県 横浜市瀬谷区 イオンフードスタイル三ツ境プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 10時30分～ 3月26日(土) 10時30分～

神奈川県 横浜市瀬谷区 イオンフードスタイル三ツ境プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月29日(火) 10時30分～

神奈川県 横浜市瀬谷区 イオンフードスタイル三ツ境プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月24日(木) 15時30分～ 3月31日(木) 15時30分～

神奈川県 横浜市瀬谷区 イトーヨーカドー瀬谷プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月31日(木) 16時15分～ 4月01日(金) 16時15分～

神奈川県 横浜市瀬谷区 イトーヨーカドー瀬谷プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月26日(土) 16時15分～ 4月02日(土) 16時15分～

神奈川県 横浜市瀬谷区 イトーヨーカドー瀬谷プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(木) 14時30分～ 4月01日(金) 14時30分～

神奈川県 横浜市瀬谷区 イトーヨーカドー瀬谷プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 14時30分～ 4月02日(土) 14時30分～

神奈川県 横浜市瀬谷区 イトーヨーカドー瀬谷プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

神奈川県 横浜市瀬谷区 イトーヨーカドー瀬谷プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(木) 12時0分～ 4月01日(金) 12時0分～

神奈川県 横浜市瀬谷区 イトーヨーカドー瀬谷プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 12時0分～ 4月02日(土) 12時0分～

神奈川県 横浜市瀬谷区 イトーヨーカドー瀬谷プラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師 3月24日(木) 13時0分～ 4月05日(火) 13時0分～

神奈川県 横浜市瀬谷区 イトーヨーカドー瀬谷プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月24日(木) 10時30分～ 4月05日(火) 10時30分～

神奈川県 横浜市瀬谷区 イトーヨーカドー瀬谷プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月31日(木) 10時30分～ 3月31日(木) 10時30分～

神奈川県 横浜市瀬谷区 イトーヨーカドー瀬谷プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 10時30分～ 3月26日(土) 10時30分～

神奈川県 横浜市西区 オーケーみなとみらいプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月24日(木) 13時30分～ 3月24日(木) 15時0分～

神奈川県 横浜市西区 オーケーみなとみらいプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 13時30分～ 3月26日(土) 15時0分～

神奈川県 横浜市西区 オーケーみなとみらいプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 11時0分～ 3月26日(土) 11時0分～

神奈川県 横浜市西区 オーケーみなとみらいプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月24日(木) 11時0分～ 3月24日(木) 11時0分～

神奈川県 横浜市西区 オーケーみなとみらいプラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月27日(日) 13時0分～ 3月27日(日) 14時30分～

神奈川県 横浜市西区 オーケーみなとみらいプラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月20日(日) 13時0分～ 3月20日(日) 14時30分～

神奈川県 横浜市西区 サミットストア横浜岡野プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月31日(木) 12時45分～ 3月31日(木) 14時30分～

神奈川県 横浜市西区 サミットストア横浜岡野プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 4月01日(金) 12時45分～ 4月01日(金) 14時30分～

神奈川県 横浜市西区 サミットストア横浜岡野プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月24日(木) 15時0分～ 3月24日(木) 16時45分～

神奈川県 横浜市西区 サミットストア横浜岡野プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(水) 12時45分～ 3月30日(水) 14時30分～

神奈川県 横浜市西区 サミットストア横浜岡野プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月21日(月) 12時45分～ 3月21日(月) 14時30分～

神奈川県 横浜市西区 サミットストア横浜岡野プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月26日(土) 14時45分～ 3月26日(土) 16時30分～

神奈川県 横浜市西区 サミットストア横浜岡野プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月24日(木) 10時30分～ 3月24日(木) 13時15分～

神奈川県 横浜市西区 サミットストア横浜岡野プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 10時0分～ 3月26日(土) 12時45分～

神奈川県 横浜市西区 サミットストア横浜岡野プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 4月02日(土) 11時15分～ 4月02日(土) 14時0分～

神奈川県 横浜市西区 サミットストア横浜岡野プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 4月04日(月) 10時30分～ 4月04日(月) 13時15分～

神奈川県 横浜市西区 サミットストア横浜岡野プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師 4月04日(月) 17時30分～ 4月05日(火) 17時30分～

神奈川県 横浜市西区 サミットストア横浜岡野プラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師 3月30日(水) 16時15分～ 3月31日(木) 16時15分～

神奈川県 横浜市西区 サミットストア横浜岡野プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(水) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

神奈川県 横浜市西区 サミットストア横浜岡野プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月31日(木) 10時30分～ 3月31日(木) 10時30分～

神奈川県 横浜市西区 サミットストア横浜岡野プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月21日(月) 10時30分～ 3月21日(月) 10時30分～

神奈川県 横浜市西区 サミットストア横浜岡野プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月21日(月) 16時30分～ 3月21日(月) 16時30分～

神奈川県 横浜市西区 サミットストア横浜岡野プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 4月01日(金) 10時30分～ 4月01日(金) 10時30分～

神奈川県 横浜市西区 サミットストア横浜岡野プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 4月02日(土) 9時45分～ 4月02日(土) 9時45分～

神奈川県 横浜市西区 サミットストア横浜岡野プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月01日(金) 16時15分～ 4月02日(土) 16時15分～

神奈川県 横浜市西区 サミットストア横浜岡野プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 4月04日(月) 15時30分～ 4月05日(火) 15時30分～

神奈川県 横浜市青葉区 etomo市が尾プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(火) 16時0分～ 3月31日(木) 16時0分～

神奈川県 横浜市青葉区 etomo市が尾プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月26日(土) 16時0分～ 4月02日(土) 16時0分～

神奈川県 横浜市青葉区 etomo市が尾プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 14時20分～ 3月31日(木) 14時20分～

神奈川県 横浜市青葉区 etomo市が尾プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 14時20分～ 4月02日(土) 14時20分～

神奈川県 横浜市青葉区 etomo市が尾プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 12時40分～ 3月31日(木) 12時40分～

神奈川県 横浜市青葉区 etomo市が尾プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 12時40分～ 4月02日(土) 12時40分～

神奈川県 横浜市青葉区 etomo市が尾プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月29日(火) 10時30分～

神奈川県 横浜市青葉区 etomo市が尾プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月31日(木) 10時30分～ 3月31日(木) 10時30分～

神奈川県 横浜市青葉区 etomo市が尾プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月02日(土) 10時30分～ 4月02日(土) 10時30分～

神奈川県 横浜市青葉区 etomo市が尾プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月23日(水) 16時40分～ 3月24日(木) 16時40分～

神奈川県 横浜市青葉区 etomo市が尾プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月23日(水) 15時0分～ 3月24日(木) 15時0分～

神奈川県 横浜市泉区 いずみ中央 【Ｂ】400B 日本人講師

神奈川県 横浜市泉区 いずみ中央 【Ｂ】400B 日本人講師

神奈川県 横浜市泉区 相鉄ライフいずみ野 【Ａ】高学年 日本人講師

神奈川県 横浜市泉区 相鉄ライフいずみ野 【Ａ】低学年 日本人講師

神奈川県 横浜市泉区 相鉄ライフいずみ野 【Ａ】幼児 日本人講師

神奈川県 横浜市泉区 相鉄ライフいずみ野 【Ｃ】高学年 日本人講師

神奈川県 横浜市泉区 相鉄ライフいずみ野 【Ｃ】低学年 日本人講師

神奈川県 横浜市泉区 相鉄ライフいずみ野 【Ｃ】幼児 日本人講師

神奈川県 横浜市泉区 相鉄ライフいずみ野 【Ｄ】ベビー 日本人講師

神奈川県 横浜市泉区 相鉄ライフいずみ野 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

神奈川県 横浜市泉区 相鉄ライフいずみ野 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

神奈川県 横浜市中区 ベイタウン本牧プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月21日(月) 14時45分～ 3月21日(月) 16時30分～

神奈川県 横浜市中区 ベイタウン本牧プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月24日(木) 14時0分～ 3月24日(木) 15時45分～

神奈川県 横浜市中区 ベイタウン本牧プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月21日(月) 10時15分～ 3月21日(月) 13時0分～

神奈川県 横浜市中区 ベイタウン本牧プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 4月04日(月) 19時0分～ 4月05日(火) 19時0分～

神奈川県 横浜市中区 ベイタウン本牧プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月24日(木) 10時15分～ 3月24日(木) 10時15分～

神奈川県 横浜市中区 ベイタウン本牧プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月24日(木) 11時30分～ 3月24日(木) 11時30分～

神奈川県 横浜市中区 ベイタウン本牧プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月04日(月) 15時45分～ 4月05日(火) 15時45分～

神奈川県 横浜市中区 ベイタウン本牧プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 4月04日(月) 14時0分～ 4月05日(火) 14時0分～



神奈川県 横浜市鶴見区 西友鶴見プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月26日(土) 15時0分～ 4月02日(土) 15時0分～

神奈川県 横浜市鶴見区 西友鶴見プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 13時0分～ 4月02日(土) 13時0分～

神奈川県 横浜市鶴見区 西友鶴見プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(木) 15時45分～ 3月31日(木) 17時15分～

神奈川県 横浜市鶴見区 西友鶴見プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月24日(木) 15時0分～ 3月24日(木) 16時30分～

神奈川県 横浜市鶴見区 西友鶴見プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(木) 12時30分～ 3月31日(木) 14時0分～

神奈川県 横浜市鶴見区 西友鶴見プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 10時0分～ 4月02日(土) 10時0分～

神奈川県 横浜市鶴見区 西友鶴見プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師 3月27日(日) 15時45分～ 3月27日(日) 17時15分～

神奈川県 横浜市鶴見区 西友鶴見プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 3月27日(日) 12時30分～ 3月27日(日) 14時30分～

神奈川県 横浜市鶴見区 西友鶴見プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月24日(木) 10時30分～ 3月24日(木) 10時30分～

神奈川県 横浜市鶴見区 西友鶴見プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月24日(木) 13時0分～ 3月24日(木) 13時0分～

神奈川県 横浜市鶴見区 西友鶴見プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月31日(木) 10時0分～ 3月31日(木) 10時0分～

神奈川県 横浜市鶴見区 西友鶴見プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月29日(火) 15時30分～ 3月30日(水) 15時30分～

神奈川県 横浜市鶴見区 西友鶴見プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月29日(火) 13時30分～ 3月30日(水) 13時30分～

神奈川県 横浜市都筑区 港北東急ＳＣ店センター南プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

神奈川県 横浜市都筑区 港北東急ＳＣ店センター南プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師

神奈川県 横浜市都筑区 港北東急ＳＣ店センター南プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

神奈川県 横浜市都筑区 港北東急ＳＣ店センター南プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

神奈川県 横浜市都筑区 港北東急ＳＣ店センター南プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

神奈川県 横浜市都筑区 港北東急ＳＣ店センター南プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

神奈川県 横浜市都筑区 港北東急ＳＣ店センター南プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師

神奈川県 横浜市都筑区 港北東急ＳＣ店センター南プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

神奈川県 横浜市都筑区 港北東急ＳＣ店センター南プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

神奈川県 横浜市都筑区 港北東急ＳＣ店センター南プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師

神奈川県 横浜市都筑区 港北東急ＳＣ店センター南プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

神奈川県 横浜市都筑区 港北東急ＳＣ店センター南プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

神奈川県 横浜市緑区 中山とうきゅう 【Ａ】高学年 日本人講師 3月29日(火) 13時0分～ 3月29日(火) 14時45分～

神奈川県 横浜市緑区 中山とうきゅう 【Ａ】高学年 日本人講師 3月26日(土) 14時30分～ 3月27日(日) 14時30分～

神奈川県 横浜市緑区 中山とうきゅう 【Ａ】低学年 日本人講師 3月27日(日) 10時30分～ 3月27日(日) 12時15分～

神奈川県 横浜市緑区 中山とうきゅう 【Ａ】低学年 日本人講師 3月20日(日) 14時30分～ 3月21日(月) 14時30分～

神奈川県 横浜市緑区 中山とうきゅう 【Ａ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 10時30分～ 3月26日(土) 12時15分～

神奈川県 横浜市緑区 中山とうきゅう 【Ａ】幼児 日本人講師 3月20日(日) 10時30分～ 3月21日(月) 10時30分～

神奈川県 横浜市緑区 中山とうきゅう 【Ｂ】300B 日本人講師 3月20日(日) 19時0分～ 3月21日(月) 19時0分～

神奈川県 横浜市緑区 中山とうきゅう 【Ｂ】400B 日本人講師 3月26日(土) 19時0分～ 3月27日(日) 19時0分～

神奈川県 横浜市緑区 中山とうきゅう 【Ｂ】500B 日本人講師 3月31日(木) 19時0分～ 4月01日(金) 19時0分～

神奈川県 横浜市緑区 中山とうきゅう 【Ｃ】高学年 日本人講師 3月31日(木) 13時0分～ 4月01日(金) 13時0分～

神奈川県 横浜市緑区 中山とうきゅう 【Ｃ】低学年 日本人講師 3月31日(木) 10時30分～ 4月01日(金) 10時30分～

神奈川県 横浜市緑区 中山とうきゅう 【Ｃ】幼児 日本人講師 3月20日(日) 12時30分～ 3月21日(月) 12時30分～

神奈川県 横浜市緑区 中山とうきゅう 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月29日(火) 10時30分～

神奈川県 横浜市緑区 中山とうきゅう 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月26日(土) 17時0分～ 3月27日(日) 17時0分～

神奈川県 横浜市緑区 中山とうきゅう 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月20日(日) 17時0分～ 3月21日(月) 17時0分～

神奈川県 海老名市 ビナウォーク海老名プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月30日(水) 15時15分～ 3月31日(木) 15時15分～

神奈川県 海老名市 ビナウォーク海老名プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月30日(水) 15時15分～ 3月31日(木) 15時15分～

神奈川県 海老名市 ビナウォーク海老名プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月21日(月) 14時45分～ 3月27日(日) 14時45分～

神奈川県 海老名市 ビナウォーク海老名プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(水) 11時0分～ 3月31日(木) 11時0分～

神奈川県 海老名市 ビナウォーク海老名プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月21日(月) 13時0分～ 3月27日(日) 13時0分～

神奈川県 海老名市 ビナウォーク海老名プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 13時0分～ 3月26日(土) 13時0分～

神奈川県 海老名市 ビナウォーク海老名プラザ 【Ｂ】500B 日本人講師

神奈川県 海老名市 ビナウォーク海老名プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 13時0分～ 3月26日(土) 14時45分～

神奈川県 海老名市 ビナウォーク海老名プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月27日(日) 10時30分～ 3月27日(日) 10時30分～

神奈川県 海老名市 ビナウォーク海老名プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月21日(月) 10時30分～ 3月21日(月) 10時30分～

神奈川県 海老名市 ビナウォーク海老名プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月20日(日) 16時30分～ 3月21日(月) 16時30分～

神奈川県 海老名市 ビナウォーク海老名プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月21日(月) 16時30分～ 3月27日(日) 18時0分～

神奈川県 海老名市 マルエツさがみ野プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月31日(木) 16時15分～ 4月01日(金) 16時15分～

神奈川県 海老名市 マルエツさがみ野プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(木) 14時30分～ 4月01日(金) 14時30分～

神奈川県 海老名市 マルエツさがみ野プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 14時30分～ 3月26日(土) 16時10分～

神奈川県 海老名市 マルエツさがみ野プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(木) 11時30分～ 4月01日(金) 11時30分～

神奈川県 海老名市 マルエツさがみ野プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 10時10分～ 3月26日(土) 11時50分～

神奈川県 海老名市 マルエツさがみ野プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師

神奈川県 海老名市 マルエツさがみ野プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月31日(木) 10時15分～ 3月31日(木) 10時15分～

神奈川県 海老名市 マルエツさがみ野プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(金) 10時15分～ 4月01日(金) 10時15分～

神奈川県 海老名市 マルエツさがみ野プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

神奈川県 海老名市 マルエツさがみ野プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 4月02日(土) 14時0分～ 4月03日(日) 14時0分～

神奈川県 鎌倉市 イトーヨーカドー大船プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月02日(土) 15時0分～ 4月03日(日) 15時0分～

神奈川県 鎌倉市 イトーヨーカドー大船プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月26日(土) 17時0分～ 3月27日(日) 17時0分～

神奈川県 鎌倉市 イトーヨーカドー大船プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 15時0分～ 3月27日(日) 15時0分～

神奈川県 鎌倉市 イトーヨーカドー大船プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月02日(土) 13時0分～ 4月03日(日) 13時0分～

神奈川県 鎌倉市 イトーヨーカドー大船プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 13時0分～ 3月27日(日) 13時0分～

神奈川県 鎌倉市 イトーヨーカドー大船プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月02日(土) 10時30分～ 4月03日(日) 10時30分～

神奈川県 鎌倉市 イトーヨーカドー大船プラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師 3月31日(木) 14時0分～ 4月01日(金) 14時0分～

神奈川県 鎌倉市 イトーヨーカドー大船プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月31日(木) 11時0分～ 4月01日(金) 11時0分～

神奈川県 鎌倉市 イトーヨーカドー大船プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 11時0分～ 3月26日(土) 11時0分～

神奈川県 鎌倉市 コーナン鎌倉大船プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

神奈川県 鎌倉市 コーナン鎌倉大船プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

神奈川県 鎌倉市 コーナン鎌倉大船プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

神奈川県 鎌倉市 コーナン鎌倉大船プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

神奈川県 茅ヶ崎市 BRANCH茅ヶ崎プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

神奈川県 茅ヶ崎市 BRANCH茅ヶ崎プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

神奈川県 茅ヶ崎市 BRANCH茅ヶ崎プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

神奈川県 茅ヶ崎市 BRANCH茅ヶ崎プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

神奈川県 茅ヶ崎市 BRANCH茅ヶ崎プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

神奈川県 茅ヶ崎市 BRANCH茅ヶ崎プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

神奈川県 茅ヶ崎市 BRANCH茅ヶ崎プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師

神奈川県 茅ヶ崎市 BRANCH茅ヶ崎プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師

神奈川県 茅ヶ崎市 BRANCH茅ヶ崎プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

神奈川県 茅ヶ崎市 BRANCH茅ヶ崎プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

神奈川県 茅ヶ崎市 BRANCH茅ヶ崎プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

神奈川県 茅ヶ崎市 BRANCH茅ヶ崎プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

神奈川県 茅ヶ崎市 イオンスタイル湘南茅ヶ崎プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月30日(水) 15時45分～ 3月31日(木) 15時45分～

神奈川県 茅ヶ崎市 イオンスタイル湘南茅ヶ崎プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(水) 14時0分～ 3月31日(木) 14時0分～

神奈川県 茅ヶ崎市 イオンスタイル湘南茅ヶ崎プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 15時45分～ 3月27日(日) 15時45分～

神奈川県 茅ヶ崎市 イオンスタイル湘南茅ヶ崎プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(水) 11時15分～ 3月31日(木) 11時15分～

神奈川県 茅ヶ崎市 イオンスタイル湘南茅ヶ崎プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 11時15分～ 3月27日(日) 11時15分～



神奈川県 茅ヶ崎市 イオンスタイル湘南茅ヶ崎プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 14時0分～ 3月27日(日) 14時0分～

神奈川県 茅ヶ崎市 イオンスタイル湘南茅ヶ崎プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(水) 10時0分～ 3月30日(水) 10時0分～

神奈川県 茅ヶ崎市 イオンスタイル湘南茅ヶ崎プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月31日(木) 10時0分～ 3月31日(木) 10時0分～

神奈川県 茅ヶ崎市 イオンスタイル湘南茅ヶ崎プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 10時0分～ 3月26日(土) 10時0分～

神奈川県 茅ヶ崎市 フレスポ茅ヶ崎プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月29日(火) 15時30分～ 3月30日(水) 15時30分～

神奈川県 茅ヶ崎市 フレスポ茅ヶ崎プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 4月02日(土) 16時30分～ 4月03日(日) 16時30分～

神奈川県 茅ヶ崎市 フレスポ茅ヶ崎プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月29日(火) 13時30分～ 3月30日(水) 13時30分～

神奈川県 茅ヶ崎市 フレスポ茅ヶ崎プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 4月02日(土) 13時30分～ 4月03日(日) 13時30分～

神奈川県 茅ヶ崎市 フレスポ茅ヶ崎プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

神奈川県 茅ヶ崎市 フレスポ茅ヶ崎プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 4月02日(土) 10時30分～ 4月03日(日) 10時30分～

神奈川県 茅ヶ崎市 フレスポ茅ヶ崎プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師 3月30日(水) 19時0分～ 3月31日(木) 19時0分～

神奈川県 茅ヶ崎市 フレスポ茅ヶ崎プラザ 【Ｃ】高学年 日本人講師 4月04日(月) 15時0分～ 4月05日(火) 15時0分～

神奈川県 茅ヶ崎市 フレスポ茅ヶ崎プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師 4月04日(月) 13時0分～ 4月05日(火) 13時0分～

神奈川県 茅ヶ崎市 フレスポ茅ヶ崎プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 4月04日(月) 10時30分～ 4月05日(火) 10時30分～

神奈川県 茅ヶ崎市 フレスポ茅ヶ崎プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月31日(木) 10時30分～ 3月31日(木) 10時30分～

神奈川県 茅ヶ崎市 フレスポ茅ヶ崎プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 4月02日(土) 15時20分～ 4月02日(土) 15時20分～

神奈川県 茅ヶ崎市 フレスポ茅ヶ崎プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月31日(木) 15時30分～ 4月01日(金) 15時30分～

神奈川県 茅ヶ崎市 フレスポ茅ヶ崎プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月31日(木) 13時30分～ 4月01日(金) 13時30分～

神奈川県 厚木市 ガーデンシティ厚木プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(火) 15時0分～ 3月30日(水) 15時0分～

神奈川県 厚木市 ガーデンシティ厚木プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 13時15分～ 3月30日(水) 13時15分～

神奈川県 厚木市 ガーデンシティ厚木プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

神奈川県 厚木市 ガーデンシティ厚木プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師 4月02日(土) 13時0分～ 4月03日(日) 13時0分～

神奈川県 厚木市 ガーデンシティ厚木プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 4月02日(土) 10時30分～ 4月03日(日) 10時30分～

神奈川県 厚木市 ガーデンシティ厚木プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 16時40分～ 3月29日(火) 16時40分～

神奈川県 厚木市 ガーデンシティ厚木プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月02日(土) 16時45分～ 4月03日(日) 16時45分～

神奈川県 厚木市 ガーデンシティ厚木プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 4月02日(土) 15時0分～ 4月03日(日) 15時0分～

神奈川県 小田原市 小田原シティーモールプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月30日(水) 16時30分～ 3月30日(水) 18時0分～

神奈川県 小田原市 小田原シティーモールプラザ 【Ａ】高学年 日本人講師

神奈川県 小田原市 小田原シティーモールプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月24日(木) 16時0分～ 3月24日(木) 17時30分～

神奈川県 小田原市 小田原シティーモールプラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

神奈川県 小田原市 小田原シティーモールプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(水) 13時15分～ 3月30日(水) 14時45分～

神奈川県 小田原市 小田原シティーモールプラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

神奈川県 川崎市宮前区 フレルさぎ沼プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

神奈川県 川崎市宮前区 フレルさぎ沼プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

神奈川県 川崎市宮前区 フレルさぎ沼プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

神奈川県 川崎市宮前区 フレルさぎ沼プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師

神奈川県 川崎市宮前区 フレルさぎ沼プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師

神奈川県 川崎市宮前区 フレルさぎ沼プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

神奈川県 川崎市宮前区 フレルさぎ沼プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

神奈川県 川崎市宮前区 フレルさぎ沼プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

神奈川県 川崎市宮前区 フレルさぎ沼プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

神奈川県 川崎市宮前区 相鉄ローゼンたいら 【Ａ】低学年 日本人講師 4月01日(金) 9時30分～ 4月01日(金) 11時10分～

神奈川県 川崎市宮前区 相鉄ローゼンたいら 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月01日(金) 13時30分～ 4月01日(金) 16時30分～

神奈川県 川崎市宮前区 相鉄ローゼンたいら 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月01日(金) 13時30分～ 4月01日(金) 15時10分～

神奈川県 川崎市宮前区 東急宮前平プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師

神奈川県 川崎市宮前区 東急宮前平プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

神奈川県 川崎市宮前区 東急宮前平プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

神奈川県 川崎市宮前区 東急宮前平プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

神奈川県 川崎市宮前区 東急宮前平プラザ 【Ｂ】500B 日本人講師

神奈川県 川崎市宮前区 東急宮前平プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師

神奈川県 川崎市宮前区 東急宮前平プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師

神奈川県 川崎市宮前区 東急宮前平プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

神奈川県 川崎市宮前区 東急宮前平プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

神奈川県 川崎市幸区 鹿島田 【Ａ】高学年 外国人講師 4月04日(月) 16時30分～ 4月05日(火) 16時30分～

神奈川県 川崎市幸区 鹿島田 【Ａ】低学年 外国人講師 4月04日(月) 14時45分～ 4月05日(火) 14時45分～

神奈川県 川崎市幸区 鹿島田 【Ａ】低学年 日本人講師 3月26日(土) 14時0分～ 3月26日(土) 15時40分～

神奈川県 川崎市幸区 鹿島田 【Ａ】幼児 外国人講師 4月04日(月) 13時0分～ 4月05日(火) 13時0分～

神奈川県 川崎市幸区 鹿島田 【Ａ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 10時5分～ 3月26日(土) 11時45分～

神奈川県 川崎市幸区 鹿島田 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月04日(月) 11時0分～ 4月04日(月) 11時0分～

神奈川県 川崎市幸区 鹿島田 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月24日(木) 11時0分～ 3月24日(木) 11時0分～

神奈川県 川崎市幸区 鹿島田 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月26日(土) 9時0分～ 3月26日(土) 9時0分～

神奈川県 川崎市幸区 鹿島田 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月30日(水) 15時15分～ 4月01日(金) 15時15分～

神奈川県 川崎市幸区 鹿島田 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月30日(水) 13時30分～ 4月01日(金) 13時30分～

神奈川県 川崎市高津区 溝の口プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 4月02日(土) 9時30分～ 4月02日(土) 11時0分～

神奈川県 川崎市高津区 溝の口プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月21日(月) 10時0分～ 3月21日(月) 11時30分～

神奈川県 川崎市高津区 溝の口プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月30日(水) 9時30分～ 3月30日(水) 11時0分～

神奈川県 川崎市高津区 溝の口プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月24日(木) 14時0分～ 3月24日(木) 15時30分～

神奈川県 川崎市高津区 溝の口プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師

神奈川県 川崎市高津区 溝の口プラザ 【Ｂ】500B 日本人講師

神奈川県 川崎市高津区 溝の口プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師

神奈川県 川崎市高津区 溝の口プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師

神奈川県 川崎市高津区 溝の口プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月21日(月) 14時0分～ 3月21日(月) 14時0分～

神奈川県 川崎市川崎区 島忠ホームズ川崎大師プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月31日(木) 15時0分～ 3月31日(木) 16時40分～

神奈川県 川崎市川崎区 島忠ホームズ川崎大師プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月04日(月) 14時45分～ 4月04日(月) 16時25分～

神奈川県 川崎市川崎区 島忠ホームズ川崎大師プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月26日(土) 13時30分～ 3月27日(日) 13時30分～

神奈川県 川崎市川崎区 島忠ホームズ川崎大師プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月04日(月) 10時30分～ 4月04日(月) 13時0分～

神奈川県 川崎市川崎区 島忠ホームズ川崎大師プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 11時0分～ 3月27日(日) 11時0分～

神奈川県 川崎市川崎区 島忠ホームズ川崎大師プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師 3月29日(火) 13時30分～ 3月30日(水) 13時30分～

神奈川県 川崎市川崎区 島忠ホームズ川崎大師プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 3月30日(水) 10時30分～ 3月31日(木) 10時30分～

神奈川県 川崎市川崎区 島忠ホームズ川崎大師プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月18日(月) 13時0分～ 4月18日(月) 13時0分～

神奈川県 川崎市川崎区 島忠ホームズ川崎大師プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月29日(火) 10時30分～

神奈川県 川崎市川崎区 島忠ホームズ川崎大師プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月30日(水) 15時30分～ 3月30日(水) 17時10分～

神奈川県 川崎市川崎区 島忠ホームズ川崎大師プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月29日(火) 15時30分～ 3月29日(火) 17時10分～

神奈川県 川崎市中原区 グランツリー武蔵小杉プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(火) 11時30分～ 3月29日(火) 14時30分～

神奈川県 川崎市中原区 グランツリー武蔵小杉プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(水) 11時30分～ 3月30日(水) 14時30分～

神奈川県 川崎市中原区 グランツリー武蔵小杉プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 11時30分～ 3月26日(土) 14時30分～

神奈川県 川崎市中原区 グランツリー武蔵小杉プラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師 3月24日(木) 11時30分～ 3月24日(木) 14時30分～

神奈川県 川崎市中原区 グランツリー武蔵小杉プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月24日(木) 10時15分～ 3月24日(木) 10時15分～

神奈川県 川崎市中原区 グランツリー武蔵小杉プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 10時15分～ 3月26日(土) 10時15分～

神奈川県 川崎市中原区 グランツリー武蔵小杉プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 16時15分～ 3月26日(土) 16時15分～

神奈川県 川崎市中原区 グランツリー武蔵小杉プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(水) 10時15分～ 3月30日(水) 10時15分～

神奈川県 川崎市中原区 西友武蔵新城プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師



神奈川県 川崎市中原区 西友武蔵新城プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師

神奈川県 川崎市中原区 西友武蔵新城プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師

神奈川県 川崎市中原区 西友武蔵新城プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

神奈川県 川崎市中原区 西友武蔵新城プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

神奈川県 川崎市中原区 西友武蔵新城プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

神奈川県 川崎市中原区 西友武蔵新城プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

神奈川県 川崎市中原区 西友武蔵新城プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

神奈川県 川崎市中原区 西友武蔵新城プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

神奈川県 川崎市中原区 西友武蔵新城プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

神奈川県 川崎市中原区 西友武蔵新城プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

神奈川県 相模原市中央区 三和相模原富士見プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師 3月29日(火) 12時0分～ 3月30日(水) 12時0分～

神奈川県 相模原市中央区 三和相模原富士見プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月29日(火) 10時0分～ 3月29日(火) 10時0分～

神奈川県 相模原市中央区 三和相模原富士見プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月29日(火) 15時30分～ 3月30日(水) 15時30分～

神奈川県 相模原市中央区 三和相模原富士見プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月29日(火) 13時45分～ 3月30日(水) 13時45分～

神奈川県 相模原市南区 ｂｏｎｏ相模大野プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

神奈川県 相模原市南区 ｂｏｎｏ相模大野プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

神奈川県 相模原市南区 ｂｏｎｏ相模大野プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

神奈川県 相模原市南区 ｂｏｎｏ相模大野プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

神奈川県 相模原市南区 ｂｏｎｏ相模大野プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

神奈川県 相模原市南区 ｂｏｎｏ相模大野プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

神奈川県 相模原市南区 ｂｏｎｏ相模大野プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師

神奈川県 相模原市南区 ｂｏｎｏ相模大野プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師

神奈川県 相模原市南区 ｂｏｎｏ相模大野プラザ 【Ｂ】500B 日本人講師

神奈川県 相模原市南区 ｂｏｎｏ相模大野プラザ 【Ｃ】高学年 日本人講師

神奈川県 相模原市南区 ｂｏｎｏ相模大野プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師

神奈川県 相模原市南区 ｂｏｎｏ相模大野プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師

神奈川県 相模原市南区 ｂｏｎｏ相模大野プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

神奈川県 相模原市南区 ｂｏｎｏ相模大野プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

神奈川県 相模原市南区 ｂｏｎｏ相模大野プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

神奈川県 相模原市南区 ｂｏｎｏ相模大野プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

神奈川県 相模原市南区 ニトリモール相模原プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師

神奈川県 相模原市南区 ニトリモール相模原プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

神奈川県 相模原市南区 ニトリモール相模原プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

神奈川県 相模原市南区 ニトリモール相模原プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

神奈川県 相模原市南区 ニトリモール相模原プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

神奈川県 相模原市南区 ニトリモール相模原プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師

神奈川県 相模原市南区 ニトリモール相模原プラザ 【Ｂ】500B 日本人講師

神奈川県 相模原市南区 ニトリモール相模原プラザ 【Ｃ】高学年 日本人講師

神奈川県 相模原市南区 ニトリモール相模原プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師

神奈川県 相模原市南区 ニトリモール相模原プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師

神奈川県 相模原市南区 ニトリモール相模原プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師

神奈川県 相模原市南区 ニトリモール相模原プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

神奈川県 相模原市南区 ニトリモール相模原プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

神奈川県 相模原市緑区 コーナン西橋本プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月26日(土) 13時30分～ 3月27日(日) 13時30分～

神奈川県 相模原市緑区 コーナン西橋本プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月02日(土) 13時0分～ 4月03日(日) 13時0分～

神奈川県 相模原市緑区 コーナン西橋本プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(水) 10時30分～ 3月31日(木) 10時30分～

神奈川県 相模原市緑区 コーナン西橋本プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月02日(土) 10時30分～ 4月03日(日) 10時30分～

神奈川県 相模原市緑区 コーナン西橋本プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月28日(月) 10時30分～ 3月29日(火) 10時30分～

神奈川県 相模原市緑区 コーナン西橋本プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師

神奈川県 相模原市緑区 コーナン西橋本プラザ 【Ｃ】高学年 外国人講師 3月26日(土) 11時0分～ 3月27日(日) 11時0分～

神奈川県 相模原市緑区 コーナン西橋本プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月03日(日) 15時0分～ 4月03日(日) 15時0分～

神奈川県 相模原市緑区 コーナン西橋本プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

神奈川県 足柄上郡開成町 開成 【Ａ】幼児 日本人講師

神奈川県 足柄上郡開成町 開成 【Ｂ】300B 日本人講師

神奈川県 足柄上郡開成町 開成 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

神奈川県 大和市 イオンモール大和（鶴間）プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(火) 16時15分～ 3月30日(水) 16時15分～

神奈川県 大和市 イオンモール大和（鶴間）プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 14時30分～ 3月30日(水) 14時30分～

神奈川県 大和市 イオンモール大和（鶴間）プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月02日(土) 14時45分～ 4月02日(土) 16時30分～

神奈川県 大和市 イオンモール大和（鶴間）プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 14時0分～ 3月26日(土) 15時40分～

神奈川県 大和市 イオンモール大和（鶴間）プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 11時30分～ 3月30日(水) 11時30分～

神奈川県 大和市 イオンモール大和（鶴間）プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 4月02日(土) 10時10分～ 4月02日(土) 11時50分～

神奈川県 大和市 イオンモール大和（鶴間）プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 10時15分～ 3月26日(土) 10時15分～

神奈川県 大和市 イオンモール大和（鶴間）プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 11時30分～ 3月26日(土) 11時30分～

神奈川県 大和市 イオンモール大和（鶴間）プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 10時15分～ 3月29日(火) 10時15分～

神奈川県 大和市 イオンモール大和（鶴間）プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(水) 10時15分～ 3月30日(水) 10時15分～

神奈川県 大和市 イオンモール大和（鶴間）プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月31日(木) 13時30分～ 4月01日(金) 13時30分～

神奈川県 大和市 イオンモール大和（鶴間）プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月31日(木) 10時15分～ 4月01日(金) 10時15分～

神奈川県 大和市 イオン大和ＳＣプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月31日(木) 15時30分～ 4月01日(金) 15時30分～

神奈川県 大和市 イオン大和ＳＣプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(木) 13時30分～ 4月01日(金) 13時30分～

神奈川県 大和市 イオン大和ＳＣプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月02日(土) 14時30分～ 4月02日(土) 16時10分～

神奈川県 大和市 イオン大和ＳＣプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(木) 10時30分～ 4月01日(金) 10時30分～

神奈川県 大和市 イオン大和ＳＣプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月02日(土) 10時0分～ 4月02日(土) 11時40分～

神奈川県 大和市 イオン大和ＳＣプラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 3月29日(火) 18時0分～ 3月30日(水) 18時0分～

神奈川県 大和市 イオン大和ＳＣプラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月28日(月) 11時0分～ 3月28日(月) 11時0分～

神奈川県 大和市 イオン大和ＳＣプラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月29日(火) 14時0分～ 3月30日(水) 14時0分～

神奈川県 大和市 イオン大和ＳＣプラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

神奈川県 藤沢市 サミットストア藤沢駅北口プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 15時15分～ 4月02日(土) 15時15分～

神奈川県 藤沢市 サミットストア藤沢駅北口プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 15時15分～ 3月30日(水) 15時15分～

神奈川県 藤沢市 サミットストア藤沢駅北口プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 13時30分～ 4月02日(土) 13時30分～

神奈川県 藤沢市 サミットストア藤沢駅北口プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 13時30分～ 3月30日(水) 13時30分～

神奈川県 藤沢市 サミットストア藤沢駅北口プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師 3月31日(木) 17時30分～ 4月01日(金) 17時30分～

神奈川県 藤沢市 サミットストア藤沢駅北口プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 11時0分～ 3月26日(土) 11時0分～

神奈川県 藤沢市 サミットストア藤沢駅北口プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 11時0分～ 3月29日(火) 11時0分～

神奈川県 藤沢市 サミットストア藤沢駅北口プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(水) 11時0分～ 3月30日(水) 11時0分～

神奈川県 藤沢市 サミットストア藤沢駅北口プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月28日(月) 15時15分～ 3月31日(木) 15時15分～

神奈川県 藤沢市 サミットストア藤沢駅北口プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月28日(月) 13時30分～ 3月31日(木) 13時30分～

神奈川県 平塚市 平塚プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師

神奈川県 平塚市 平塚プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師

神奈川県 平塚市 平塚プラザ 【Ｂ】500B 日本人講師

神奈川県 平塚市 平塚プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 3月20日(日) 10時0分～ 3月21日(月) 11時30分～

神奈川県 平塚市 平塚プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

千葉県 印西市 BIGHOPガーデンモール印西 【Ａ】低学年 外国人講師 4月04日(月) 15時0分～ 4月04日(月) 16時45分～



千葉県 印西市 BIGHOPガーデンモール印西 【Ａ】低学年 日本人講師 3月27日(日) 12時20分～ 3月27日(日) 14時0分～

千葉県 印西市 BIGHOPガーデンモール印西 【Ａ】幼児 外国人講師 4月04日(月) 10時30分～ 4月04日(月) 12時15分～

千葉県 印西市 BIGHOPガーデンモール印西 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月02日(土) 11時0分～ 4月02日(土) 11時0分～

千葉県 印西市 BIGHOPガーデンモール印西 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月27日(日) 10時30分～ 3月27日(日) 10時30分～

千葉県 印西市 BIGHOPガーデンモール印西 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月27日(日) 15時40分～ 3月27日(日) 17時20分～

千葉県 浦安市 NEWCOASTSHIN-URAYASUプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月01日(金) 15時0分～ 4月01日(金) 16時45分～

千葉県 浦安市 NEWCOASTSHIN-URAYASUプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 15時15分～ 3月26日(土) 17時0分～

千葉県 浦安市 NEWCOASTSHIN-URAYASUプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

千葉県 浦安市 NEWCOASTSHIN-URAYASUプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 11時0分～ 3月26日(土) 13時30分～

千葉県 浦安市 NEWCOASTSHIN-URAYASUプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

千葉県 浦安市 NEWCOASTSHIN-URAYASUプラザ 【Ｂ】300B 日本人講師

千葉県 浦安市 NEWCOASTSHIN-URAYASUプラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 4月01日(金) 10時30分～ 4月01日(金) 13時0分～

千葉県 浦安市 NEWCOASTSHIN-URAYASUプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

千葉県 浦安市 NEWCOASTSHIN-URAYASUプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(水) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

千葉県 浦安市 NEWCOASTSHIN-URAYASUプラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月02日(土) 15時15分～ 4月02日(土) 17時0分～

千葉県 浦安市 NEWCOASTSHIN-URAYASUプラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 4月02日(土) 11時0分～ 4月02日(土) 13時15分～

千葉県 我孫子市 あびこプラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月26日(土) 14時0分～ 3月27日(日) 14時0分～

千葉県 我孫子市 あびこプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

千葉県 我孫子市 あびこプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

千葉県 我孫子市 あびこプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

千葉県 我孫子市 あびこプラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 11時30分～ 3月27日(日) 11時30分～

千葉県 我孫子市 あびこプラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 3月26日(土) 16時0分～ 3月27日(日) 16時0分～

千葉県 我孫子市 あびこプラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月29日(火) 15時0分～ 3月30日(水) 15時0分～

千葉県 我孫子市 あびこプラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月29日(火) 13時0分～ 3月30日(水) 13時0分～

千葉県 鎌ケ谷市 ショッピングプラザ鎌ケ谷プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月24日(木) 14時30分～ 3月24日(木) 16時15分～

千葉県 鎌ケ谷市 ショッピングプラザ鎌ケ谷プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 4月02日(土) 15時0分～ 4月02日(土) 16時40分～

千葉県 鎌ケ谷市 ショッピングプラザ鎌ケ谷プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 4月02日(土) 10時5分～ 4月02日(土) 11時45分～

千葉県 鎌ケ谷市 ショッピングプラザ鎌ケ谷プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 3月29日(火) 17時0分～ 3月30日(水) 17時0分～

千葉県 鎌ケ谷市 ショッピングプラザ鎌ケ谷プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月24日(木) 10時5分～ 3月24日(木) 11時50分～

千葉県 鎌ケ谷市 ショッピングプラザ鎌ケ谷プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月29日(火) 15時15分～ 3月30日(水) 15時15分～

千葉県 鎌ケ谷市 ショッピングプラザ鎌ケ谷プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月29日(火) 13時30分～ 3月30日(水) 13時30分～

千葉県 香取市 佐原 【Ａ】高学年 日本人講師

千葉県 香取市 佐原 【Ａ】低学年 日本人講師

千葉県 香取市 佐原 【Ｂ】300B 日本人講師

千葉県 香取市 佐原 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月29日(火) 15時0分～ 3月29日(火) 16時45分～

千葉県 四街道市 四街道 【Ａ】低学年 外国人講師

千葉県 四街道市 四街道 【Ａ】低学年 日本人講師

千葉県 四街道市 四街道 【Ａ】幼児 外国人講師

千葉県 四街道市 四街道 【Ａ】幼児 日本人講師

千葉県 四街道市 四街道 【Ｂ】400B 日本人講師

千葉県 四街道市 四街道 【Ｄ】ベビー 日本人講師

千葉県 四街道市 四街道 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

千葉県 市川市 西友行徳プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月30日(水) 16時0分～ 3月31日(木) 16時0分～

千葉県 市川市 西友行徳プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月26日(土) 16時0分～ 4月02日(土) 16時0分～

千葉県 市川市 西友行徳プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(水) 14時15分～ 3月31日(木) 14時15分～

千葉県 市川市 西友行徳プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 14時15分～ 4月02日(土) 14時15分～

千葉県 市川市 西友行徳プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(水) 12時30分～ 3月31日(木) 12時30分～

千葉県 市川市 西友行徳プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 12時30分～ 4月02日(土) 12時30分～

千葉県 市川市 西友行徳プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 10時20分～ 3月26日(土) 10時20分～

千葉県 市川市 西友行徳プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(水) 10時20分～ 3月30日(水) 10時20分～

千葉県 習志野市 奏の杜フォルテプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

千葉県 習志野市 奏の杜フォルテプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

千葉県 習志野市 奏の杜フォルテプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

千葉県 習志野市 奏の杜フォルテプラザ 【Ｃ】高学年 外国人講師

千葉県 習志野市 奏の杜フォルテプラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師

千葉県 習志野市 奏の杜フォルテプラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師

千葉県 習志野市 奏の杜フォルテプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

千葉県 習志野市 奏の杜フォルテプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

千葉県 習志野市 奏の杜フォルテプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

千葉県 習志野市 奏の杜フォルテプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

千葉県 習志野市 奏の杜フォルテプラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

千葉県 習志野市 奏の杜フォルテプラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

千葉県 習志野市 奏の杜フォルテプラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

千葉県 習志野市 奏の杜フォルテプラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

千葉県 習志野市 奏の杜フォルテプラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

千葉県 松戸市 イオンフードスタイル新松戸プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(水) 15時0分～ 3月30日(水) 16時40分～

千葉県 松戸市 イオンフードスタイル新松戸プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(木) 15時0分～ 3月31日(木) 16時40分～

千葉県 松戸市 イオンフードスタイル新松戸プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 13時0分～ 3月30日(水) 13時0分～

千葉県 松戸市 イオンフードスタイル新松戸プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 15時0分～ 3月26日(土) 16時40分～

千葉県 松戸市 イオンフードスタイル新松戸プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 15時0分～ 3月29日(火) 16時40分～

千葉県 松戸市 イオンフードスタイル新松戸プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

千葉県 松戸市 イオンフードスタイル新松戸プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 11時0分～ 3月26日(土) 11時0分～

千葉県 松戸市 イオンフードスタイル新松戸プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

千葉県 松戸市 イトーヨーカドー八柱プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

千葉県 松戸市 イトーヨーカドー八柱プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

千葉県 松戸市 イトーヨーカドー八柱プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

千葉県 松戸市 イトーヨーカドー八柱プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

千葉県 松戸市 イトーヨーカドー八柱プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

千葉県 松戸市 イトーヨーカドー八柱プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師

千葉県 松戸市 イトーヨーカドー八柱プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

千葉県 松戸市 イトーヨーカドー八柱プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

千葉県 松戸市 ダイエー松戸プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師

千葉県 松戸市 ダイエー松戸プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

千葉県 松戸市 ダイエー松戸プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

千葉県 松戸市 ダイエー松戸プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

千葉県 松戸市 ダイエー松戸プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

千葉県 松戸市 ダイエー松戸プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師

千葉県 松戸市 ダイエー松戸プラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師

千葉県 松戸市 ダイエー松戸プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師

千葉県 松戸市 ダイエー松戸プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師

千葉県 松戸市 ダイエー松戸プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

千葉県 松戸市 ダイエー松戸プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師



千葉県 松戸市 プラッツ五香プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月27日(日) 15時0分～ 3月27日(日) 16時30分～

千葉県 松戸市 プラッツ五香プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 13時15分～ 3月27日(日) 13時15分～

千葉県 松戸市 プラッツ五香プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 10時30分～ 3月27日(日) 10時30分～

千葉県 松戸市 プラッツ五香プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 16時45分～ 3月26日(土) 16時45分～

千葉県 松戸市 プラッツ五香プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月29日(火) 15時0分～ 3月29日(火) 16時30分～

千葉県 松戸市 プラッツ五香プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月29日(火) 13時0分～ 3月30日(水) 13時0分～

千葉県 松戸市 ヨークプライス五香プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月31日(木) 13時0分～ 4月01日(金) 13時0分～

千葉県 松戸市 ヨークプライス五香プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月30日(水) 15時0分～ 3月30日(水) 16時30分～

千葉県 松戸市 ヨークプライス五香プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月31日(木) 10時30分～ 4月01日(金) 10時30分～

千葉県 松戸市 ヨークプライス五香プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月29日(火) 15時0分～ 3月29日(火) 16時30分～

千葉県 松戸市 ヨークプライス五香プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月29日(火) 13時0分～ 3月30日(水) 13時0分～

千葉県 松戸市 ヨークプライス五香プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月01日(金) 15時0分～ 4月01日(金) 16時30分～

千葉県 松戸市 ヨークプライス五香プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

千葉県 松戸市 ヨークプライス五香プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月31日(木) 15時0分～ 3月31日(木) 16時30分～

千葉県 成田市 ウニクス成田プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月26日(土) 16時0分～ 3月27日(日) 16時0分～

千葉県 成田市 ウニクス成田プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月26日(土) 13時30分～ 3月27日(日) 13時30分～

千葉県 成田市 ウニクス成田プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 10時0分～ 3月27日(日) 10時0分～

千葉県 成田市 ウニクス成田プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 4月02日(土) 10時0分～ 4月03日(日) 10時0分～

千葉県 成田市 ウニクス成田プラザ 【Ｂ】500B 日本人講師 4月02日(土) 16時0分～ 4月03日(日) 18時0分～

千葉県 成田市 ウニクス成田プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月29日(火) 16時0分～ 3月29日(火) 16時0分～

千葉県 成田市 ウニクス成田プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月02日(土) 13時30分～ 4月03日(日) 13時30分～

千葉県 千葉市花見川区 イトーヨーカドー幕張プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

千葉県 千葉市花見川区 イトーヨーカドー幕張プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

千葉県 千葉市花見川区 イトーヨーカドー幕張プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

千葉県 千葉市花見川区 イトーヨーカドー幕張プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

千葉県 千葉市花見川区 イトーヨーカドー幕張プラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師

千葉県 千葉市花見川区 イトーヨーカドー幕張プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師

千葉県 千葉市花見川区 イトーヨーカドー幕張プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

千葉県 千葉市緑区 ミスターマックスおゆみ野プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

千葉県 千葉市緑区 ミスターマックスおゆみ野プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

千葉県 千葉市緑区 ミスターマックスおゆみ野プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

千葉県 千葉市緑区 ミスターマックスおゆみ野プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師

千葉県 千葉市緑区 ミスターマックスおゆみ野プラザ 【Ｃ】高学年 日本人講師

千葉県 千葉市緑区 ミスターマックスおゆみ野プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師

千葉県 千葉市緑区 ミスターマックスおゆみ野プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師

千葉県 千葉市緑区 ミスターマックスおゆみ野プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

千葉県 千葉市緑区 ミスターマックスおゆみ野プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

千葉県 千葉市緑区 ミスターマックスおゆみ野プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

千葉県 千葉市緑区 ミスターマックスおゆみ野プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

千葉県 船橋市 イオンタウン新船橋プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(火) 16時30分～ 3月30日(水) 16時30分～

千葉県 船橋市 イオンタウン新船橋プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 14時45分～ 3月30日(水) 14時45分～

千葉県 船橋市 イオンタウン新船橋プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 13時0分～ 3月30日(水) 13時0分～

千葉県 船橋市 イオンタウン新船橋プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師

千葉県 船橋市 イオンタウン新船橋プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月29日(火) 10時30分～

千葉県 船橋市 イオンタウン新船橋プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

千葉県 船橋市 イオンタウン新船橋プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

千葉県 柏市 イオンモール柏プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

千葉県 柏市 イオンモール柏プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

千葉県 柏市 イオンモール柏プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

千葉県 柏市 イオンモール柏プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

千葉県 柏市 イオンモール柏プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

千葉県 柏市 イオンモール柏プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

千葉県 柏市 イオンモール柏プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

千葉県 柏市 イオンモール柏プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

千葉県 柏市 イオンモール柏プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

千葉県 柏市 イオンモール柏プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

千葉県 柏市 イトーヨーカドー柏プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月02日(土) 15時0分～ 4月03日(日) 15時0分～

千葉県 柏市 イトーヨーカドー柏プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月02日(土) 13時0分～ 4月03日(日) 13時0分～

千葉県 柏市 イトーヨーカドー柏プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(水) 11時30分～ 3月30日(水) 14時0分～

千葉県 柏市 イトーヨーカドー柏プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月02日(土) 10時0分～ 4月03日(日) 10時0分～

千葉県 柏市 イトーヨーカドー柏プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(水) 10時10分～ 3月30日(水) 10時10分～

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ｂ】500B 日本人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

千葉県 柏市 ららぽーと柏の葉プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

千葉県 富里市 富里 【Ａ】低学年 日本人講師 4月03日(日) 9時15分～ 4月03日(日) 11時0分～

千葉県 富里市 富里 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月03日(日) 13時30分～ 4月03日(日) 15時15分～

千葉県 茂原市 茂原プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

千葉県 茂原市 茂原プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

千葉県 茂原市 茂原プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師



千葉県 茂原市 茂原プラザ 【Ｂ】500B 日本人講師

千葉県 茂原市 茂原プラザ 【Ｃ】高学年 日本人講師 4月01日(金) 10時30分～ 4月02日(土) 10時30分～

千葉県 茂原市 茂原プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

千葉県 茂原市 茂原プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

千葉県 野田市 ベルクス七光台プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月27日(日) 14時30分～ 3月27日(日) 16時0分～

千葉県 野田市 ベルクス七光台プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月30日(水) 11時0分～ 3月30日(水) 12時30分～

千葉県 野田市 ベルクス七光台プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(金) 13時0分～ 4月01日(金) 14時30分～

千葉県 野田市 ベルクス七光台プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月26日(土) 14時30分～ 3月26日(土) 16時0分～

千葉県 野田市 ベルクス七光台プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月27日(日) 10時0分～ 3月27日(日) 11時30分～

千葉県 野田市 ベルクス七光台プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 10時0分～ 3月26日(土) 11時30分～

千葉県 野田市 ベルクス七光台プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 3月31日(木) 18時0分～ 4月01日(金) 18時0分～

千葉県 野田市 ベルクス七光台プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師

千葉県 野田市 ベルクス七光台プラザ 【Ｂ】500B 日本人講師 3月29日(火) 18時0分～ 3月30日(水) 18時0分～

千葉県 野田市 ベルクス七光台プラザ 【Ｃ】高学年 日本人講師 3月30日(水) 15時0分～ 3月30日(水) 16時30分～

千葉県 野田市 ベルクス七光台プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師 3月29日(火) 14時30分～ 3月29日(火) 16時0分～

千葉県 野田市 ベルクス七光台プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 3月29日(火) 11時0分～ 3月29日(火) 12時30分～

千葉県 野田市 ベルクス七光台プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 4月02日(土) 10時30分～ 4月02日(土) 10時30分～

千葉県 野田市 ベルクス七光台プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月31日(木) 14時30分～ 3月31日(木) 16時0分～

千葉県 野田市 ベルクス七光台プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月01日(金) 10時30分～ 4月01日(金) 12時0分～

千葉県 野田市 ベルクス七光台プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月02日(土) 15時45分～ 4月02日(土) 17時15分～

千葉県 野田市 ベルクス七光台プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月31日(木) 10時30分～ 3月31日(木) 12時0分～

千葉県 野田市 ベルクス七光台プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 4月01日(金) 14時30分～ 4月01日(金) 16時0分～

千葉県 野田市 ベルクス七光台プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 4月02日(土) 12時30分～ 4月02日(土) 14時0分～

千葉県 流山市 LEVENおおたかの森プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

千葉県 流山市 LEVENおおたかの森プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

千葉県 流山市 LEVENおおたかの森プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

千葉県 流山市 LEVENおおたかの森プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

千葉県 流山市 LEVENおおたかの森プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

千葉県 流山市 LEVENおおたかの森プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

千葉県 流山市 LEVENおおたかの森プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

千葉県 流山市 LEVENおおたかの森プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

千葉県 流山市 LEVENおおたかの森プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 10時0分～ 3月26日(土) 10時0分～

千葉県 流山市 LEVENおおたかの森プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

千葉県 流山市 LEVENおおたかの森プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

千葉県 流山市 LEVENおおたかの森プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

千葉県 流山市 ヤオコー南流山プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

千葉県 流山市 ヤオコー南流山プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

千葉県 流山市 ヤオコー南流山プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 14時0分～ 3月27日(日) 14時0分～

千葉県 流山市 ヤオコー南流山プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 16時50分～ 3月30日(水) 16時50分～

千葉県 流山市 ヤオコー南流山プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(木) 15時0分～ 4月01日(金) 15時0分～

千葉県 流山市 ヤオコー南流山プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 11時20分～ 3月27日(日) 11時20分～

千葉県 流山市 ヤオコー南流山プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 15時0分～ 3月30日(水) 15時0分～

千葉県 流山市 ヤオコー南流山プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(木) 10時40分～ 4月01日(金) 10時40分～

千葉県 流山市 ヤオコー南流山プラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師

千葉県 流山市 ヤオコー南流山プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 13時10分～ 3月30日(水) 13時10分～

千葉県 流山市 ヤオコー南流山プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

千葉県 流山市 ヤオコー南流山プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

千葉県 流山市 ヤオコー南流山プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 稲城市 SOCOLA若葉台プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

東京都 稲城市 SOCOLA若葉台プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

東京都 稲城市 SOCOLA若葉台プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

東京都 稲城市 SOCOLA若葉台プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

東京都 稲城市 SOCOLA若葉台プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 稲城市 SOCOLA若葉台プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 稲城市 SOCOLA若葉台プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師

東京都 稲城市 SOCOLA若葉台プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 稲城市 SOCOLA若葉台プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 稲城市 SOCOLA若葉台プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 稲城市 SOCOLA若葉台プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 稲城市 SOCOLA若葉台プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

東京都 稲城市 イオンタウン稲城長沼プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(火) 15時20分～ 3月30日(水) 15時20分～

東京都 稲城市 イオンタウン稲城長沼プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月01日(金) 16時10分～ 4月02日(土) 16時10分～

東京都 稲城市 イオンタウン稲城長沼プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 13時30分～ 3月30日(水) 13時30分～

東京都 稲城市 イオンタウン稲城長沼プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(金) 14時20分～ 4月02日(土) 14時20分～

東京都 稲城市 イオンタウン稲城長沼プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 15時30分～ 3月26日(土) 17時35分～

東京都 稲城市 イオンタウン稲城長沼プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

東京都 稲城市 イオンタウン稲城長沼プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(金) 12時30分～ 4月02日(土) 12時30分～

東京都 稲城市 イオンタウン稲城長沼プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 12時0分～ 3月26日(土) 13時35分～

東京都 稲城市 イオンタウン稲城長沼プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 4月04日(月) 10時30分～ 4月05日(火) 10時30分～

東京都 稲城市 イオンタウン稲城長沼プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(金) 10時10分～ 4月01日(金) 10時10分～

東京都 稲城市 イオンタウン稲城長沼プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月04日(月) 15時20分～ 4月05日(火) 15時20分～

東京都 稲城市 イオンタウン稲城長沼プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 4月04日(月) 13時30分～ 4月05日(火) 13時30分～

東京都 稲城市 フレスポ若葉台プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

東京都 稲城市 フレスポ若葉台プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師

東京都 稲城市 フレスポ若葉台プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

東京都 稲城市 フレスポ若葉台プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 稲城市 フレスポ若葉台プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 稲城市 フレスポ若葉台プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 稲城市 フレスポ若葉台プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師

東京都 稲城市 フレスポ若葉台プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師

東京都 稲城市 フレスポ若葉台プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 稲城市 フレスポ若葉台プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師

東京都 稲城市 フレスポ若葉台プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 稲城市 フレスポ若葉台プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 稲城市 フレスポ若葉台プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

東京都 稲城市 フレスポ若葉台プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

東京都 葛飾区 アリオ亀有プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月29日(火) 15時0分～ 3月30日(水) 15時0分～

東京都 葛飾区 アリオ亀有プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(木) 16時0分～ 4月01日(金) 16時0分～

東京都 葛飾区 アリオ亀有プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月29日(火) 13時0分～ 3月30日(水) 13時0分～

東京都 葛飾区 アリオ亀有プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 4月03日(日) 11時0分～ 4月03日(日) 14時0分～

東京都 葛飾区 アリオ亀有プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(木) 14時0分～ 4月01日(金) 14時0分～

東京都 葛飾区 アリオ亀有プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 13時30分～ 3月26日(土) 15時10分～



東京都 葛飾区 アリオ亀有プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 4月05日(火) 11時0分～ 4月05日(火) 14時0分～

東京都 葛飾区 アリオ亀有プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 11時0分～ 3月26日(土) 11時0分～

東京都 葛飾区 アリオ亀有プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(金) 11時0分～ 4月01日(金) 11時0分～

東京都 葛飾区 アリオ亀有プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

東京都 葛飾区 イトーヨーカドー四つ木プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

東京都 葛飾区 イトーヨーカドー四つ木プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

東京都 葛飾区 イトーヨーカドー四つ木プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 葛飾区 イトーヨーカドー四つ木プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 葛飾区 イトーヨーカドー四つ木プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 葛飾区 イトーヨーカドー四つ木プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 葛飾区 イトーヨーカドー四つ木プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 葛飾区 イトーヨーカドー四つ木プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 葛飾区 イトーヨーカドー四つ木プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 葛飾区 イトーヨーカドー四つ木プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

東京都 葛飾区 コモディイイダ金町プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月30日(水) 15時0分～ 3月30日(水) 16時40分～

東京都 葛飾区 コモディイイダ金町プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(水) 10時30分～ 3月30日(水) 12時10分～

東京都 葛飾区 コモディイイダ金町プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月24日(木) 10時30分～ 3月24日(木) 12時10分～

東京都 葛飾区 コモディイイダ金町プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 15時20分～ 3月26日(土) 17時0分～

東京都 葛飾区 コモディイイダ金町プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月31日(木) 10時30分～ 3月31日(木) 12時10分～

東京都 葛飾区 コモディイイダ金町プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 11時0分～ 3月26日(土) 11時0分～

東京都 葛飾区 コモディイイダ金町プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月24日(木) 15時0分～ 3月24日(木) 16時40分～

東京都 葛飾区 コモディイイダ金町プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月31日(木) 15時0分～ 3月31日(木) 16時40分～

東京都 葛飾区 サミット新小岩プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月26日(土) 16時0分～ 3月26日(土) 17時45分～

東京都 葛飾区 サミット新小岩プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 14時30分～ 3月30日(水) 14時0分～

東京都 葛飾区 サミット新小岩プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(木) 10時30分～ 3月31日(木) 13時0分～

東京都 葛飾区 サミット新小岩プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 11時30分～ 3月26日(土) 14時0分～

東京都 葛飾区 サミット新小岩プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 12時0分～ 3月30日(水) 10時30分～

東京都 葛飾区 サミット新小岩プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月29日(火) 10時30分～

東京都 葛飾区 サミット新小岩プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(金) 10時30分～ 4月01日(金) 10時30分～

東京都 葛飾区 サミット新小岩プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月31日(木) 15時30分～ 4月01日(金) 16時40分～

東京都 葛飾区 サミット新小岩プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月29日(火) 16時40分～ 3月30日(水) 16時15分～

東京都 江戸川区 イオンフードスタイル船堀プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月01日(金) 15時0分～ 4月01日(金) 16時45分～

東京都 江戸川区 イオンフードスタイル船堀プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(金) 10時30分～ 4月01日(金) 13時10分～

東京都 江戸川区 イオンフードスタイル船堀プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

東京都 江戸川区 イオンフードスタイル船堀プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

東京都 江戸川区 イオンフードスタイル船堀プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 4月02日(土) 14時45分～ 4月02日(土) 16時30分～

東京都 江戸川区 イオンフードスタイル船堀プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 江戸川区 イオンフードスタイル船堀プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 江戸川区 イオンフードスタイル船堀プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 江戸川区 イオンフードスタイル船堀プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 4月02日(土) 10時10分～ 4月02日(土) 12時50分～

東京都 江戸川区 イオンフードスタイル船堀プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月31日(木) 10時30分～ 3月31日(木) 13時30分～

東京都 江戸川区 イオンフードスタイル船堀プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 4月02日(土) 10時10分～ 4月02日(土) 12時50分～

東京都 江戸川区 イオンフードスタイル船堀プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 江戸川区 イオンフードスタイル船堀プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月30日(水) 16時0分～ 3月31日(木) 16時0分～

東京都 江戸川区 サニーモール西葛西プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月30日(水) 15時0分～ 3月31日(木) 15時0分～

東京都 江戸川区 サニーモール西葛西プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(水) 13時0分～ 3月31日(木) 13時0分～

東京都 江戸川区 サニーモール西葛西プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 13時0分～ 3月27日(日) 13時0分～

東京都 江戸川区 サニーモール西葛西プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(水) 10時30分～ 3月31日(木) 10時30分～

東京都 江戸川区 サニーモール西葛西プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 10時30分～ 3月27日(日) 10時30分～

東京都 江戸川区 サニーモール西葛西プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師 3月28日(月) 18時0分～ 3月29日(火) 18時0分～

東京都 江戸川区 サニーモール西葛西プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 15時0分～ 3月26日(土) 15時0分～

東京都 江戸川区 サニーモール西葛西プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月26日(土) 10時30分～ 3月26日(土) 10時30分～

東京都 江戸川区 サニーモール西葛西プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月28日(月) 16時0分～ 3月29日(火) 16時0分～

東京都 江戸川区 サニーモール西葛西プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月28日(月) 14時0分～ 3月29日(火) 14時0分～

東京都 江東区 アリオ北砂プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(水) 12時30分～ 3月30日(水) 14時10分～

東京都 江東区 アリオ北砂プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 12時30分～ 3月29日(火) 14時10分～

東京都 江東区 アリオ北砂プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 13時45分～ 3月26日(土) 15時25分～

東京都 江東区 アリオ北砂プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 10時15分～ 3月29日(火) 10時15分～

東京都 江東区 アリオ北砂プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月26日(土) 13時30分～ 3月26日(土) 15時10分～

東京都 江東区 イオン東雲プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(火) 16時15分～ 3月30日(水) 16時15分～

東京都 江東区 イオン東雲プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月02日(土) 11時45分～ 4月02日(土) 16時15分～

東京都 江東区 イオン東雲プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月05日(火) 11時45分～ 4月05日(火) 16時15分～

東京都 江東区 イオン東雲プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月24日(木) 14時30分～ 3月24日(木) 16時15分～

東京都 江東区 イオン東雲プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 14時30分～ 3月30日(水) 14時30分～

東京都 江東区 イオン東雲プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月02日(土) 10時0分～ 4月02日(土) 14時30分～

東京都 江東区 イオン東雲プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月03日(日) 11時45分～ 4月03日(日) 16時15分～

東京都 江東区 イオン東雲プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 江東区 イオン東雲プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月27日(日) 11時45分～ 3月27日(日) 16時15分～

東京都 江東区 イオン東雲プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 10時0分～ 3月30日(水) 10時0分～

東京都 江東区 イオン東雲プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(木) 14時30分～ 4月01日(金) 14時30分～

東京都 江東区 イオン東雲プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月03日(日) 10時0分～ 4月03日(日) 14時30分～

東京都 江東区 イオン東雲プラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師 3月31日(木) 16時15分～ 4月01日(金) 16時15分～

東京都 江東区 イオン東雲プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月27日(日) 10時0分～ 3月27日(日) 10時0分～

東京都 江東区 イオン東雲プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 10時0分～ 3月26日(土) 10時0分～

東京都 江東区 イオン東雲プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月27日(日) 14時30分～ 3月27日(日) 14時30分～

東京都 江東区 イオン東雲プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 14時30分～ 3月26日(土) 14時30分～

東京都 江東区 イオン東雲プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 11時45分～ 3月29日(火) 11時45分～

東京都 江東区 イオン東雲プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(水) 11時45分～ 3月30日(水) 11時45分～

東京都 江東区 イオン東雲プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 江東区 イオン東雲プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 江東区 イオン東雲プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月31日(木) 18時0分～ 4月01日(金) 18時0分～

東京都 江東区 ダイエー東大島プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(水) 13時0分～ 3月30日(水) 14時35分～

東京都 江東区 ダイエー東大島プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 15時0分～ 3月29日(火) 16時35分～

東京都 江東区 ダイエー東大島プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(木) 14時0分～ 3月31日(木) 15時35分～

東京都 江東区 ダイエー東大島プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(金) 12時0分～ 4月01日(金) 13時35分～

東京都 江東区 ダイエー東大島プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月02日(土) 12時40分～ 4月02日(土) 14時15分～

東京都 江東区 ダイエー東大島プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 11時30分～ 3月29日(火) 13時5分～

東京都 江東区 ダイエー東大島プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(水) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

東京都 江東区 ダイエー東大島プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月31日(木) 11時0分～ 3月31日(木) 11時0分～

東京都 江東区 ダイエー東大島プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月02日(土) 10時10分～ 4月02日(土) 10時10分～

東京都 江東区 ダイエー東大島プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月02日(土) 16時0分～ 4月02日(土) 16時0分～

東京都 江東区 ダイエー東大島プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月30日(水) 16時20分～ 3月30日(水) 17時55分～



東京都 江東区 ダイエー東大島プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 4月01日(金) 15時30分～ 4月01日(金) 17時5分～

東京都 江東区 亀戸プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月04日(月) 14時0分～ 4月04日(月) 15時35分～

東京都 江東区 亀戸プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 江東区 亀戸プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 江東区 亀戸プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 江東区 亀戸プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 4月02日(土) 9時30分～ 4月02日(土) 11時5分～

東京都 江東区 亀戸プラザ 【Ｂ】500B 日本人講師

東京都 江東区 亀戸プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月26日(土) 10時0分～ 3月26日(土) 10時0分～

東京都 江東区 亀戸プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

東京都 江東区 西友東陽町プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月26日(土) 16時30分～ 3月27日(日) 16時30分～

東京都 江東区 西友東陽町プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 14時45分～ 3月27日(日) 14時45分～

東京都 江東区 西友東陽町プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 13時0分～ 3月27日(日) 13時0分～

東京都 江東区 西友東陽町プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 10時30分～ 3月26日(土) 10時30分～

東京都 江東区 西友東陽町プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月27日(日) 10時30分～ 3月27日(日) 10時30分～

東京都 江東区 門前仲町 【Ｂ】400B 日本人講師

東京都 江東区 有明ガーデンプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 江東区 有明ガーデンプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 江東区 有明ガーデンプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 江東区 有明ガーデンプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 荒川区 フレスポ東日暮里プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 14時40分～ 4月02日(土) 14時40分～

東京都 荒川区 フレスポ東日暮里プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 16時20分～ 4月02日(土) 16時20分～

東京都 荒川区 フレスポ東日暮里プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 14時45分～ 3月30日(水) 14時45分～

東京都 荒川区 フレスポ東日暮里プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 13時0分～ 4月02日(土) 13時0分～

東京都 荒川区 フレスポ東日暮里プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 13時0分～ 3月30日(水) 13時0分～

東京都 荒川区 フレスポ東日暮里プラザ 【Ｃ】高学年 外国人講師 3月29日(火) 16時30分～ 3月30日(水) 16時30分～

東京都 荒川区 フレスポ東日暮里プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月02日(土) 10時30分～ 4月02日(土) 10時30分～

東京都 荒川区 町屋 【Ａ】高学年 外国人講師

東京都 荒川区 町屋 【Ａ】低学年 外国人講師

東京都 荒川区 町屋 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 荒川区 町屋 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 荒川区 日暮里プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月24日(木) 15時45分～ 3月29日(火) 15時45分～

東京都 荒川区 日暮里プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月24日(木) 14時0分～ 3月29日(火) 14時0分～

東京都 荒川区 日暮里プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 16時0分～ 3月27日(日) 16時0分～

東京都 荒川区 日暮里プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月30日(水) 13時30分～ 4月01日(金) 13時30分～

東京都 荒川区 日暮里プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月24日(木) 10時45分～ 3月29日(火) 10時45分～

東京都 荒川区 日暮里プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 9時30分～ 3月26日(土) 11時10分～

東京都 荒川区 日暮里プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月30日(水) 10時0分～ 4月01日(金) 10時0分～

東京都 荒川区 日暮里プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月24日(木) 9時30分～ 3月24日(木) 9時30分～

東京都 荒川区 日暮里プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 9時30分～ 3月29日(火) 9時30分～

東京都 荒川区 日暮里プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月27日(日) 14時50分～ 3月27日(日) 14時50分～

東京都 荒川区 日暮里プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月30日(水) 17時0分～ 4月01日(金) 17時0分～

東京都 荒川区 日暮里プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月30日(水) 15時15分～ 4月01日(金) 15時15分～

東京都 三鷹市 三鷹プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 4月02日(土) 15時30分～ 4月03日(日) 15時30分～

東京都 三鷹市 三鷹プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

東京都 三鷹市 三鷹プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 4月02日(土) 13時0分～ 4月03日(日) 13時0分～

東京都 三鷹市 三鷹プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 三鷹市 三鷹プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 三鷹市 三鷹プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 4月02日(土) 10時30分～ 4月03日(日) 10時30分～

東京都 三鷹市 三鷹プラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師

東京都 三鷹市 三鷹プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 三鷹市 三鷹プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 三鷹市 三鷹プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

東京都 渋谷区 笹塚ショッピングモール２１プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 4月02日(土) 10時30分～ 4月03日(日) 10時30分～

東京都 渋谷区 笹塚ショッピングモール２１プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月04日(月) 13時0分～ 4月05日(火) 13時0分～

東京都 渋谷区 笹塚ショッピングモール２１プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月31日(木) 14時0分～ 4月01日(金) 14時0分～

東京都 渋谷区 笹塚ショッピングモール２１プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月04日(月) 10時30分～ 4月05日(火) 10時30分～

東京都 渋谷区 笹塚ショッピングモール２１プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月31日(木) 11時0分～ 4月01日(金) 11時0分～

東京都 渋谷区 笹塚ショッピングモール２１プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 11時0分～ 3月26日(土) 14時0分～

東京都 渋谷区 笹塚ショッピングモール２１プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月29日(火) 10時30分～

東京都 小金井市 SOCOLA武蔵小金井クロスプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月31日(木) 16時20分～ 4月01日(金) 16時20分～

東京都 小金井市 SOCOLA武蔵小金井クロスプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(木) 13時0分～ 4月01日(金) 13時0分～

東京都 小金井市 SOCOLA武蔵小金井クロスプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月02日(土) 12時30分～ 4月02日(土) 14時10分～

東京都 小金井市 SOCOLA武蔵小金井クロスプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(水) 13時0分～ 3月30日(水) 14時40分～

東京都 小金井市 SOCOLA武蔵小金井クロスプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月05日(火) 13時0分～ 4月05日(火) 14時40分～

東京都 小金井市 SOCOLA武蔵小金井クロスプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(木) 14時40分～ 4月01日(金) 14時40分～

東京都 小金井市 SOCOLA武蔵小金井クロスプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 12時30分～ 3月26日(土) 14時10分～

東京都 小金井市 SOCOLA武蔵小金井クロスプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(水) 10時50分～ 3月30日(水) 10時50分～

東京都 小金井市 SOCOLA武蔵小金井クロスプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月31日(木) 10時50分～ 3月31日(木) 10時50分～

東京都 小金井市 SOCOLA武蔵小金井クロスプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(金) 10時50分～ 4月01日(金) 10時50分～

東京都 小金井市 SOCOLA武蔵小金井クロスプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 10時20分～ 3月26日(土) 10時20分～

東京都 小金井市 SOCOLA武蔵小金井クロスプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月02日(土) 10時20分～ 4月02日(土) 10時20分～

東京都 小平市 アクロスプラザ小平プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月20日(日) 15時30分～ 3月21日(月) 15時30分～

東京都 小平市 アクロスプラザ小平プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月02日(土) 15時30分～ 4月03日(日) 15時30分～

東京都 小平市 アクロスプラザ小平プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月20日(日) 10時30分～ 3月21日(月) 10時30分～

東京都 小平市 アクロスプラザ小平プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月02日(土) 10時30分～ 4月03日(日) 10時30分～

東京都 小平市 アクロスプラザ小平プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月02日(土) 14時0分～ 4月02日(土) 14時0分～

東京都 小平市 アクロスプラザ小平プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月20日(日) 14時0分～ 3月20日(日) 14時0分～

東京都 小平市 アクロスプラザ小平プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月24日(木) 16時30分～ 3月31日(木) 16時30分～

東京都 小平市 アクロスプラザ小平プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月29日(火) 16時30分～ 4月05日(火) 16時30分～

東京都 昭島市 イトーヨーカドー昭島プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師

東京都 昭島市 イトーヨーカドー昭島プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師

東京都 昭島市 イトーヨーカドー昭島プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

東京都 昭島市 イトーヨーカドー昭島プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

東京都 昭島市 イトーヨーカドー昭島プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

東京都 昭島市 イトーヨーカドー昭島プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 昭島市 イトーヨーカドー昭島プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 昭島市 イトーヨーカドー昭島プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 昭島市 イトーヨーカドー昭島プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 昭島市 イトーヨーカドー昭島プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 昭島市 イトーヨーカドー昭島プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 昭島市 イトーヨーカドー昭島プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師

東京都 昭島市 イトーヨーカドー昭島プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師



東京都 昭島市 イトーヨーカドー昭島プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師

東京都 昭島市 イトーヨーカドー昭島プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 昭島市 イトーヨーカドー昭島プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 昭島市 イトーヨーカドー昭島プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 昭島市 イトーヨーカドー昭島プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 昭島市 ヤオコー西武立川プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月26日(土) 15時30分～ 3月27日(日) 15時30分～

東京都 昭島市 ヤオコー西武立川プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月26日(土) 13時0分～ 3月27日(日) 13時0分～

東京都 昭島市 ヤオコー西武立川プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 10時30分～ 3月27日(日) 10時30分～

東京都 昭島市 ヤオコー西武立川プラザ 【Ｂ】500B 日本人講師

東京都 昭島市 ヤオコー西武立川プラザ 【Ｂ】500B 日本人講師 4月02日(土) 17時0分～ 4月03日(日) 17時0分～

東京都 昭島市 ヤオコー西武立川プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師 3月26日(土) 17時30分～ 3月27日(日) 17時30分～

東京都 昭島市 ヤオコー西武立川プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 昭島市 ヤオコー西武立川プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

東京都 新宿区 東新宿プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月26日(土) 14時0分～ 4月02日(土) 14時0分～

東京都 新宿区 東新宿プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(金) 13時0分～ 4月01日(金) 14時45分～

東京都 新宿区 東新宿プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 11時15分～ 4月02日(土) 11時15分～

東京都 新宿区 東新宿プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(金) 11時0分～ 4月01日(金) 11時0分～

東京都 杉並区 西友阿佐ヶ谷 【Ａ】高学年 日本人講師

東京都 杉並区 西友阿佐ヶ谷 【Ａ】高学年 日本人講師

東京都 杉並区 西友阿佐ヶ谷 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 杉並区 西友阿佐ヶ谷 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 杉並区 西友阿佐ヶ谷 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 杉並区 西友阿佐ヶ谷 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 杉並区 西友阿佐ヶ谷 【Ｂ】400B 日本人講師

東京都 杉並区 西友阿佐ヶ谷 【Ｃ】高学年 日本人講師

東京都 杉並区 西友阿佐ヶ谷 【Ｃ】低学年 日本人講師

東京都 杉並区 西友阿佐ヶ谷 【Ｄ】ベビー 日本人講師

東京都 杉並区 西友阿佐ヶ谷 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 世田谷区 オオゼキ池尻プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

東京都 世田谷区 オオゼキ池尻プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

東京都 世田谷区 オオゼキ池尻プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

東京都 世田谷区 オオゼキ池尻プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 世田谷区 オオゼキ池尻プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 世田谷区 オオゼキ池尻プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 世田谷区 オオゼキ池尻プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 世田谷区 オオゼキ池尻プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 世田谷区 オオゼキ池尻プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 世田谷区 オオゼキ池尻プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 世田谷区 オオゼキ池尻プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 世田谷区 オオゼキ池尻プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師

東京都 世田谷区 オオゼキ池尻プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 世田谷区 オオゼキ池尻プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

東京都 世田谷区 サミットストア砧環八通りプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月30日(水) 15時0分～ 3月30日(水) 16時30分～

東京都 世田谷区 サミットストア砧環八通りプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(水) 10時0分～ 3月30日(水) 11時30分～

東京都 世田谷区 サミットストア砧環八通りプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 14時0分～ 3月29日(火) 15時30分～

東京都 世田谷区 サミットストア砧環八通りプラザ 【Ｂ】400B 日本人講師 3月29日(火) 18時0分～ 3月30日(水) 18時0分～

東京都 世田谷区 サミットストア砧環八通りプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 10時0分～ 3月29日(火) 10時0分～

東京都 世田谷区 サミットストア砧環八通りプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 11時10分～ 3月29日(火) 11時10分～

東京都 世田谷区 サミットストア砧環八通りプラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月02日(土) 14時30分～ 4月02日(土) 16時0分～

東京都 世田谷区 サミットストア砧環八通りプラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 4月02日(土) 10時0分～ 4月02日(土) 11時30分～

東京都 世田谷区 三軒茶屋プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(火) 14時0分～ 3月30日(水) 14時0分～

東京都 世田谷区 三軒茶屋プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

東京都 世田谷区 三軒茶屋プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(金) 15時30分～ 4月02日(土) 15時30分～

東京都 世田谷区 三軒茶屋プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 16時0分～ 3月30日(水) 16時0分～

東京都 世田谷区 三軒茶屋プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(金) 13時30分～ 4月02日(土) 13時30分～

東京都 世田谷区 三軒茶屋プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(金) 10時30分～ 4月01日(金) 10時30分～

東京都 世田谷区 三軒茶屋プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月02日(土) 10時30分～ 4月02日(土) 10時30分～

東京都 世田谷区 三軒茶屋プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月27日(日) 14時0分～ 3月28日(月) 14時0分～

東京都 世田谷区 三軒茶屋プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月27日(日) 10時30分～ 3月28日(月) 10時30分～

東京都 世田谷区 用賀 【Ａ】低学年 外国人講師

東京都 世田谷区 用賀 【Ａ】低学年 外国人講師

東京都 世田谷区 用賀 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 世田谷区 用賀 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 世田谷区 用賀 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 世田谷区 用賀 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 世田谷区 用賀 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 世田谷区 用賀 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(水) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

東京都 清瀬市 クレア清瀬プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師

東京都 清瀬市 クレア清瀬プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 清瀬市 クレア清瀬プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 清瀬市 クレア清瀬プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 清瀬市 クレア清瀬プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 清瀬市 クレア清瀬プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 清瀬市 クレア清瀬プラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師

東京都 清瀬市 クレア清瀬プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師

東京都 清瀬市 クレア清瀬プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 清瀬市 クレア清瀬プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

東京都 足立区 イトーヨーカドー綾瀬プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月26日(土) 17時10分～ 3月27日(日) 17時10分～

東京都 足立区 イトーヨーカドー綾瀬プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 15時30分～ 3月27日(日) 15時30分～

東京都 足立区 イトーヨーカドー綾瀬プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(水) 13時55分～ 3月31日(木) 13時55分～

東京都 足立区 イトーヨーカドー綾瀬プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 13時45分～ 3月27日(日) 13時45分～

東京都 足立区 イトーヨーカドー綾瀬プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(水) 11時15分～ 3月31日(木) 11時15分～

東京都 足立区 イトーヨーカドー綾瀬プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 3月26日(土) 15時30分～ 3月27日(日) 15時30分～

東京都 足立区 イトーヨーカドー綾瀬プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 11時0分～ 3月27日(日) 11時0分～

東京都 足立区 イトーヨーカドー綾瀬プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月30日(水) 15時35分～ 3月31日(木) 15時35分～

東京都 足立区 イトーヨーカドー綾瀬プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(水) 10時5分～ 3月30日(水) 10時5分～

東京都 足立区 イトーヨーカドー綾瀬プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(金) 10時5分～ 4月01日(金) 10時5分～

東京都 足立区 イトーヨーカドー綾瀬プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月26日(土) 14時0分～ 3月27日(日) 14時0分～

東京都 足立区 イトーヨーカドー綾瀬プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月01日(金) 14時0分～ 4月02日(土) 14時0分～

東京都 足立区 イトーヨーカドー綾瀬プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月26日(土) 11時15分～ 3月27日(日) 11時15分～

東京都 足立区 イトーヨーカドー綾瀬プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 4月01日(金) 11時15分～ 4月02日(土) 11時15分～

東京都 足立区 パサージオ西新井プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師



東京都 足立区 パサージオ西新井プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師

東京都 足立区 パサージオ西新井プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

東京都 足立区 パサージオ西新井プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

東京都 足立区 パサージオ西新井プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 足立区 パサージオ西新井プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 足立区 パサージオ西新井プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 足立区 パサージオ西新井プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 足立区 パサージオ西新井プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 足立区 ビバホーム足立神明プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月01日(金) 15時10分～ 4月01日(金) 16時45分～

東京都 足立区 ビバホーム足立神明プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 15時10分～ 3月26日(土) 16時45分～

東京都 足立区 ビバホーム足立神明プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(木) 14時10分～ 3月31日(木) 15時45分～

東京都 足立区 ビバホーム足立神明プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月02日(土) 15時10分～ 4月02日(土) 16時45分～

東京都 足立区 ビバホーム足立神明プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 12時0分～ 3月26日(土) 13時35分～

東京都 足立区 ビバホーム足立神明プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(水) 10時5分～ 3月30日(水) 11時40分～

東京都 足立区 ビバホーム足立神明プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(木) 10時5分～ 3月31日(木) 11時40分～

東京都 足立区 ビバホーム足立神明プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月02日(土) 12時0分～ 4月02日(土) 13時35分～

東京都 足立区 ビバホーム足立神明プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 3月28日(月) 15時30分～ 3月29日(火) 15時30分～

東京都 足立区 ビバホーム足立神明プラザ 【Ｂ】500B 日本人講師 4月04日(月) 15時30分～ 4月05日(火) 15時30分～

東京都 足立区 ビバホーム足立神明プラザ 【Ｃ】高学年 外国人講師 4月01日(金) 12時0分～ 4月01日(金) 13時35分～

東京都 足立区 ビバホーム足立神明プラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師 3月30日(水) 14時10分～ 3月30日(水) 15時45分～

東京都 足立区 ビバホーム足立神明プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 10時0分～ 3月26日(土) 10時0分～

東京都 足立区 ビバホーム足立神明プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(金) 10時0分～ 4月01日(金) 10時0分～

東京都 足立区 ビバホーム足立神明プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月02日(土) 10時0分～ 4月02日(土) 10時0分～

東京都 足立区 ビバホーム足立神明プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月28日(月) 13時0分～ 3月29日(火) 13時0分～

東京都 足立区 ビバホーム足立神明プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月04日(月) 13時0分～ 4月05日(火) 13時0分～

東京都 足立区 ビバホーム足立神明プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月28日(月) 10時30分～ 3月29日(火) 10時30分～

東京都 足立区 ビバホーム足立神明プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 4月04日(月) 10時30分～ 4月05日(火) 10時30分～

東京都 足立区 ポンテポルタ千住プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(火) 15時45分～ 3月30日(水) 15時45分～

東京都 足立区 ポンテポルタ千住プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月27日(日) 13時30分～ 3月27日(日) 15時15分～

東京都 足立区 ポンテポルタ千住プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 14時0分～ 3月30日(水) 14時0分～

東京都 足立区 ポンテポルタ千住プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 足立区 ポンテポルタ千住プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 13時0分～ 3月26日(土) 14時45分～

東京都 足立区 ポンテポルタ千住プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 11時0分～ 3月30日(水) 11時0分～

東京都 足立区 ポンテポルタ千住プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師

東京都 足立区 ポンテポルタ千住プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 10時30分～ 3月26日(土) 10時30分～

東京都 足立区 ポンテポルタ千住プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月27日(日) 11時15分～ 3月27日(日) 11時15分～

東京都 足立区 ポンテポルタ千住プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師

東京都 足立区 ポンテポルタ千住プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 足立区 ポンテポルタ千住プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

東京都 多摩市 多摩センタープラザ 【Ａ】高学年 日本人講師

東京都 多摩市 多摩センタープラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 多摩市 多摩センタープラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 多摩市 多摩センタープラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 多摩市 多摩センタープラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 多摩市 多摩センタープラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 多摩市 多摩センタープラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 多摩市 多摩センタープラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師

東京都 多摩市 多摩センタープラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 多摩市 多摩センタープラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

東京都 大田区 マチノマ大森プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月31日(木) 13時0分～ 3月31日(木) 14時35分～

東京都 大田区 マチノマ大森プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

東京都 大田区 マチノマ大森プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(金) 15時30分～ 4月01日(金) 17時0分～

東京都 大田区 マチノマ大森プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(水) 14時45分～ 3月30日(水) 16時20分～

東京都 大田区 マチノマ大森プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月02日(土) 13時0分～ 4月02日(土) 14時35分～

東京都 大田区 マチノマ大森プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(水) 13時30分～ 3月30日(水) 15時5分～

東京都 大田区 マチノマ大森プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(金) 11時30分～ 4月01日(金) 13時0分～

東京都 大田区 マチノマ大森プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(水) 10時30分～ 3月30日(水) 12時5分～

東京都 大田区 マチノマ大森プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月02日(土) 10時30分～ 4月02日(土) 10時30分～

東京都 大田区 マチノマ大森プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(水) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

東京都 大田区 マチノマ大森プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月31日(木) 10時30分～ 3月31日(木) 10時30分～

東京都 大田区 マルエツ新田プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

東京都 大田区 マルエツ新田プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 15時30分～ 3月26日(土) 17時5分～

東京都 大田区 マルエツ新田プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(金) 14時30分～ 4月01日(金) 16時5分～

東京都 大田区 マルエツ新田プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 大田区 マルエツ新田プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 大田区 マルエツ新田プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 11時0分～ 3月26日(土) 12時40分～

東京都 大田区 マルエツ新田プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(金) 10時0分～ 4月01日(金) 11時40分～

東京都 大田区 マルエツ新田プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 大田区 マルエツ新田プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 9時45分～ 3月26日(土) 9時45分～

東京都 大田区 洗足池 【Ａ】高学年 外国人講師 3月30日(水) 15時50分～ 3月30日(水) 17時25分～

東京都 大田区 洗足池 【Ａ】低学年 外国人講師

東京都 大田区 洗足池 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(水) 12時30分～ 3月30日(水) 14時5分～

東京都 大田区 洗足池 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(水) 11時0分～ 3月30日(水) 11時0分～

東京都 大田区 洗足池 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 大田区 洗足池 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

東京都 大田区 田園調布本町 【Ａ】低学年 日本人講師 4月02日(土) 10時30分～ 4月09日(土) 10時30分～

東京都 大田区 田園調布本町 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月03日(日) 10時30分～ 4月10日(日) 10時30分～

東京都 大田区 梅屋敷 【Ａ】高学年 日本人講師 3月30日(水) 10時30分～ 3月30日(水) 12時30分～

東京都 大田区 梅屋敷 【Ａ】低学年 日本人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月29日(火) 12時30分～

東京都 中央区 勝どき 【Ａ】高学年 外国人講師 3月30日(水) 15時30分～ 3月30日(水) 17時0分～

東京都 中央区 勝どき 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 15時30分～ 3月29日(火) 17時0分～

東京都 中央区 勝どき 【Ａ】低学年 日本人講師 3月26日(土) 15時0分～ 3月26日(土) 16時30分～

東京都 中央区 勝どき 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 13時0分～ 3月30日(水) 13時0分～

東京都 中央区 勝どき 【Ａ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 10時30分～ 3月26日(土) 12時0分～

東京都 中央区 勝どき 【Ｂ】300B 日本人講師

東京都 中央区 勝どき 【Ｂ】400B 日本人講師

東京都 中央区 勝どき 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

東京都 町田市 ままともプラザ町田プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 14時30分～ 3月27日(日) 14時30分～

東京都 町田市 ままともプラザ町田プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 12時30分～ 3月27日(日) 12時30分～

東京都 町田市 ままともプラザ町田プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月30日(水) 17時40分～ 3月31日(木) 19時10分～

東京都 町田市 ままともプラザ町田プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月30日(水) 16時0分～ 3月31日(木) 17時30分～

東京都 町田市 ミスターマックス町田多摩境 【Ａ】高学年 日本人講師



東京都 町田市 ミスターマックス町田多摩境 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 町田市 ミスターマックス町田多摩境 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 町田市 ミスターマックス町田多摩境 【Ｄ】ベビー 日本人講師 4月02日(土) 11時0分～ 4月02日(土) 11時0分～

東京都 町田市 ミスターマックス町田多摩境 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月01日(金) 15時0分～ 4月02日(土) 15時0分～

東京都 町田市 ミスターマックス町田多摩境 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 4月01日(金) 13時0分～ 4月02日(土) 13時0分～

東京都 町田市 町田プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月29日(火) 16時0分～ 3月30日(水) 16時0分～

東京都 町田市 町田プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月29日(火) 14時0分～ 3月30日(水) 14時0分～

東京都 町田市 町田プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

東京都 町田市 町田プラザ 【Ｂ】500B 日本人講師

東京都 町田市 町田プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月31日(木) 14時0分～ 4月01日(金) 14時0分～

東京都 町田市 町田プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月19日(土) 16時0分～ 4月09日(土) 16時0分～

東京都 町田市 町田プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月31日(木) 10時30分～ 4月01日(金) 10時30分～

東京都 町田市 町田プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月19日(土) 14時0分～ 4月09日(土) 14時0分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月20日(日) 15時50分～ 3月21日(月) 15時50分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月26日(土) 15時50分～ 3月27日(日) 15時50分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(火) 15時50分～ 3月30日(水) 15時50分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月20日(日) 14時10分～ 3月21日(月) 14時10分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 14時10分～ 3月27日(日) 14時10分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 14時10分～ 3月30日(水) 14時10分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月20日(日) 12時30分～ 3月21日(月) 12時30分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 12時30分～ 3月27日(日) 12時30分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 12時30分～ 3月30日(水) 12時30分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 3月26日(土) 15時10分～ 3月27日(日) 15時10分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 3月31日(木) 14時40分～ 4月01日(金) 14時40分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ｃ】高学年 外国人講師 4月02日(土) 15時20分～ 4月03日(日) 15時20分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ｃ】高学年 外国人講師 4月04日(月) 15時20分～ 4月05日(火) 15時20分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師 4月02日(土) 13時30分～ 4月03日(日) 13時30分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師 4月04日(月) 13時30分～ 4月05日(火) 13時30分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 4月02日(土) 10時30分～ 4月03日(日) 10時30分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 4月04日(月) 10時30分～ 4月05日(火) 10時30分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月29日(火) 10時30分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月29日(火) 10時30分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月29日(火) 10時30分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 10時30分～ 3月26日(土) 10時30分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月20日(日) 10時30分～ 3月20日(日) 10時30分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月26日(土) 13時30分～ 3月27日(日) 13時30分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月31日(木) 13時0分～ 4月01日(金) 13時0分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月26日(土) 10時30分～ 3月27日(日) 10時30分～

東京都 調布市 キテラタウン調布プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月31日(木) 10時30分～ 4月01日(金) 10時30分～

東京都 調布市 島忠ホームズ仙川プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(火) 16時30分～ 3月30日(水) 16時30分～

東京都 調布市 島忠ホームズ仙川プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 15時0分～ 3月27日(日) 15時0分～

東京都 調布市 島忠ホームズ仙川プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 14時45分～ 3月30日(水) 14時45分～

東京都 調布市 島忠ホームズ仙川プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 13時0分～ 3月27日(日) 13時0分～

東京都 調布市 島忠ホームズ仙川プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 13時0分～ 3月30日(水) 13時0分～

東京都 調布市 島忠ホームズ仙川プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 10時30分～ 3月27日(日) 10時30分～

東京都 調布市 島忠ホームズ仙川プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(水) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

東京都 東村山市 イトーヨーカドー東村山プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月26日(土) 13時30分～ 3月27日(日) 13時30分～

東京都 東村山市 イトーヨーカドー東村山プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月26日(土) 11時45分～ 3月27日(日) 11時45分～

東京都 東村山市 イトーヨーカドー東村山プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 10時0分～ 3月27日(日) 10時0分～

東京都 東村山市 イトーヨーカドー東村山プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月10日(日) 11時45分～ 4月17日(日) 11時45分～

東京都 東村山市 イトーヨーカドー東村山プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 4月10日(日) 10時0分～ 4月17日(日) 10時0分～

東京都 日野市 高幡 【Ａ】高学年 日本人講師 3月20日(日) 15時40分～ 3月21日(月) 15時40分～

東京都 日野市 高幡 【Ａ】低学年 日本人講師 3月20日(日) 13時40分～ 3月21日(月) 13時40分～

東京都 日野市 高幡 【Ａ】幼児 日本人講師 3月20日(日) 11時10分～ 3月21日(月) 11時10分～

東京都 日野市 高幡 【Ａ】幼児 日本人講師 3月20日(日) 11時10分～ 3月21日(月) 11時10分～

東京都 日野市 高幡 【Ｂ】300B 日本人講師 3月26日(土) 10時0分～ 3月27日(日) 10時0分～

東京都 日野市 高幡 【Ｂ】400B 日本人講師 3月26日(土) 13時0分～ 3月27日(日) 13時0分～

東京都 日野市 高幡 【Ｂ】500B 日本人講師 3月26日(土) 15時10分～ 3月27日(日) 15時10分～

東京都 日野市 高幡 【Ｃ】高学年 日本人講師

東京都 日野市 高幡 【Ｃ】低学年 日本人講師

東京都 日野市 高幡 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月20日(日) 10時0分～ 3月20日(日) 10時0分～

東京都 日野市 高幡 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 日野市 高幡 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

東京都 日野市 西友豊田プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月04日(月) 15時30分～ 4月05日(火) 15時30分～

東京都 日野市 西友豊田プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月04日(月) 13時30分～ 4月05日(火) 13時30分～

東京都 日野市 西友豊田プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月04日(月) 11時0分～ 4月05日(火) 11時0分～

東京都 日野市 西友豊田プラザ 【Ｂ】500B 日本人講師

東京都 日野市 西友豊田プラザ 【Ｃ】高学年 日本人講師

東京都 日野市 西友豊田プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師

東京都 日野市 西友豊田プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師

東京都 日野市 西友豊田プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 日野市 西友豊田プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

東京都 八王子市 スーパーアルプス宇津木台 【Ａ】高学年 日本人講師 3月29日(火) 15時45分～ 3月30日(水) 15時45分～

東京都 八王子市 スーパーアルプス宇津木台 【Ａ】低学年 日本人講師 3月29日(火) 14時0分～ 3月30日(水) 14時0分～

東京都 八王子市 スーパーアルプス宇津木台 【Ｂ】300B 日本人講師 3月29日(火) 18時0分～ 3月30日(水) 18時0分～

東京都 八王子市 スーパーアルプス宇津木台 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月29日(火) 11時45分～ 3月30日(水) 11時45分～

東京都 八王子市 スーパーアルプス宇津木台 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月29日(火) 10時0分～ 3月30日(水) 10時0分～

東京都 八王子市 セレオ八王子プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月26日(土) 16時0分～ 3月27日(日) 16時0分～

東京都 八王子市 セレオ八王子プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(火) 16時0分～ 3月30日(水) 16時0分～

東京都 八王子市 セレオ八王子プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 13時30分～ 3月27日(日) 13時30分～

東京都 八王子市 セレオ八王子プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 13時30分～ 3月30日(水) 13時30分～

東京都 八王子市 セレオ八王子プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 4月02日(土) 13時30分～ 4月03日(日) 13時30分～

東京都 八王子市 セレオ八王子プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 10時30分～ 3月27日(日) 10時30分～

東京都 八王子市 セレオ八王子プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

東京都 八王子市 セレオ八王子プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 4月02日(土) 10時30分～ 4月03日(日) 10時30分～

東京都 八王子市 セレオ八王子プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師

東京都 八王子市 セレオ八王子プラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師 3月31日(木) 16時0分～ 4月01日(金) 16時0分～

東京都 八王子市 セレオ八王子プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月31日(木) 13時30分～ 4月01日(金) 13時30分～

東京都 八王子市 セレオ八王子プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(金) 11時0分～ 4月01日(金) 11時0分～

東京都 八王子市 セレオ八王子プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月20日(日) 13時30分～ 3月21日(月) 13時30分～

東京都 八王子市 セレオ八王子プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月20日(日) 10時30分～ 3月21日(月) 10時30分～

東京都 八王子市 フォレスト南大沢プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月01日(金) 13時30分～ 4月02日(土) 13時30分～



東京都 八王子市 フォレスト南大沢プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(金) 10時30分～ 4月02日(土) 10時30分～

東京都 八王子市 フォレスト南大沢プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(金) 15時15分～ 4月02日(土) 15時15分～

東京都 八王子市 フォレスト南大沢プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師

東京都 八王子市 フォレスト南大沢プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師

東京都 八王子市 フォレスト南大沢プラザ 【Ｂ】500B 日本人講師

東京都 八王子市 フォレスト南大沢プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師

東京都 八王子市 フォレスト南大沢プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師

東京都 八王子市 京王八王子プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

東京都 八王子市 京王八王子プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師

東京都 八王子市 京王八王子プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

東京都 八王子市 京王八王子プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 八王子市 京王八王子プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 八王子市 京王八王子プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 八王子市 京王八王子プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 八王子市 京王八王子プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師 3月26日(土) 14時40分～ 3月27日(日) 14時40分～

東京都 八王子市 京王八王子プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 八王子市 京王八王子プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

東京都 八王子市 八王子みなみ野プラザ 【Ｂ】500B 日本人講師 4月02日(土) 18時0分～ 4月03日(日) 18時0分～

東京都 板橋区 イトーヨーカドー上板橋プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

東京都 板橋区 イトーヨーカドー上板橋プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 板橋区 イトーヨーカドー上板橋プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 板橋区 イトーヨーカドー上板橋プラザ 【Ｃ】高学年 日本人講師

東京都 板橋区 イトーヨーカドー上板橋プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師

東京都 板橋区 イトーヨーカドー上板橋プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師

東京都 板橋区 イトーヨーカドー上板橋プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師

東京都 板橋区 イトーヨーカドー上板橋プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師

東京都 板橋区 イトーヨーカドー上板橋プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 板橋区 イトーヨーカドー上板橋プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 板橋区 イトーヨーカドー上板橋プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

東京都 板橋区 ベルクスモール浮間舟渡プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月31日(木) 15時0分～ 3月31日(木) 16時30分～

東京都 板橋区 ベルクスモール浮間舟渡プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月05日(火) 15時0分～ 4月05日(火) 16時30分～

東京都 板橋区 ベルクスモール浮間舟渡プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月02日(土) 14時20分～ 4月02日(土) 15時50分～

東京都 板橋区 ベルクスモール浮間舟渡プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(木) 10時0分～ 3月31日(木) 11時30分～

東京都 板橋区 ベルクスモール浮間舟渡プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 15時0分～ 3月29日(火) 16時30分～

東京都 板橋区 ベルクスモール浮間舟渡プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月02日(土) 10時0分～ 4月02日(土) 11時30分～

東京都 板橋区 ベルクスモール浮間舟渡プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 4月01日(金) 10時0分～ 4月01日(金) 11時30分～

東京都 板橋区 ベルクスモール浮間舟渡プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 10時40分～ 3月29日(火) 10時40分～

東京都 板橋区 ベルクスモール浮間舟渡プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月30日(水) 15時0分～ 3月30日(水) 16時30分～

東京都 板橋区 ベルクスモール浮間舟渡プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月01日(金) 15時0分～ 4月01日(金) 16時30分～

東京都 板橋区 ベルクスモール浮間舟渡プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月30日(水) 10時0分～ 3月30日(水) 11時30分～

東京都 板橋区 大山教室 【Ａ】高学年 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ａ】高学年 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ｃ】高学年 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ｃ】高学年 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ｃ】高学年 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ｃ】高学年 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ｃ】高学年 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ｃ】高学年 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ｃ】高学年 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ｃ】低学年 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ｃ】低学年 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ｃ】低学年 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ｃ】低学年 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ｃ】低学年 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ｃ】低学年 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ｃ】低学年 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ｃ】幼児 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ｃ】幼児 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ｃ】幼児 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ｄ】ベビー 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 板橋区 大山教室 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

東京都 品川区 新馬場 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(水) 14時0分～ 3月30日(水) 15時30分～

東京都 品川区 新馬場 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(水) 10時0分～ 3月30日(水) 11時30分～

東京都 品川区 新馬場 【Ａ】幼児 外国人講師 4月02日(土) 10時0分～ 4月02日(土) 11時30分～

東京都 品川区 新馬場 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月02日(土) 14時0分～ 4月02日(土) 14時0分～

東京都 品川区 新馬場 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月01日(金) 15時0分～ 4月01日(金) 16時40分～

東京都 品川区 新馬場 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月29日(火) 14時0分～ 3月29日(火) 15時30分～

東京都 品川区 不動前プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

東京都 品川区 不動前プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月02日(土) 13時0分～ 4月02日(土) 14時30分～

東京都 品川区 不動前プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

東京都 品川区 不動前プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 13時0分～ 3月26日(土) 14時30分～

東京都 品川区 不動前プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月24日(木) 10時0分～ 3月24日(木) 10時0分～

東京都 品川区 不動前プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月02日(土) 11時0分～ 4月02日(土) 11時0分～

東京都 品川区 不動前プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月31日(木) 10時30分～ 3月31日(木) 10時30分～



東京都 品川区 不動前プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 府中市 武蔵府中ル・シーニュプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月26日(土) 17時0分～ 3月27日(日) 17時0分～

東京都 府中市 武蔵府中ル・シーニュプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月30日(水) 17時0分～ 3月31日(木) 17時0分～

東京都 府中市 武蔵府中ル・シーニュプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 15時15分～ 3月27日(日) 15時15分～

東京都 府中市 武蔵府中ル・シーニュプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(水) 15時15分～ 3月31日(木) 15時15分～

東京都 府中市 武蔵府中ル・シーニュプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 13時30分～ 3月27日(日) 13時30分～

東京都 府中市 武蔵府中ル・シーニュプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(水) 13時30分～ 3月31日(木) 13時30分～

東京都 府中市 武蔵府中ル・シーニュプラザ 【Ｃ】高学年 外国人講師 3月29日(火) 17時0分～ 3月30日(水) 17時0分～

東京都 府中市 武蔵府中ル・シーニュプラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 15時15分～ 3月30日(水) 15時15分～

東京都 府中市 武蔵府中ル・シーニュプラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 13時30分～ 3月30日(水) 13時30分～

東京都 府中市 武蔵府中ル・シーニュプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 11時0分～ 3月26日(土) 11時0分～

東京都 府中市 武蔵府中ル・シーニュプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(水) 11時0分～ 3月30日(水) 11時0分～

東京都 府中市 武蔵府中ル・シーニュプラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月24日(木) 17時0分～ 3月26日(土) 17時0分～

東京都 府中市 武蔵府中ル・シーニュプラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月24日(木) 15時0分～ 3月26日(土) 15時0分～

東京都 武蔵野市 イトーヨーカドー武蔵境プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月21日(月) 13時30分～ 3月21日(月) 15時15分～

東京都 武蔵野市 イトーヨーカドー武蔵境プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月31日(木) 15時30分～ 4月01日(金) 15時30分～

東京都 武蔵野市 イトーヨーカドー武蔵境プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月02日(土) 15時30分～ 4月03日(日) 15時30分～

東京都 武蔵野市 イトーヨーカドー武蔵境プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 15時30分～ 3月30日(水) 15時30分～

東京都 武蔵野市 イトーヨーカドー武蔵境プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(木) 13時30分～ 4月01日(金) 13時30分～

東京都 武蔵野市 イトーヨーカドー武蔵境プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月02日(土) 13時30分～ 4月03日(日) 13時30分～

東京都 武蔵野市 イトーヨーカドー武蔵境プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 13時30分～ 3月30日(水) 13時30分～

東京都 武蔵野市 イトーヨーカドー武蔵境プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(木) 10時30分～ 4月01日(金) 10時30分～

東京都 武蔵野市 イトーヨーカドー武蔵境プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月02日(土) 10時30分～ 4月03日(日) 10時30分～

東京都 武蔵野市 イトーヨーカドー武蔵境プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

東京都 武蔵野市 イトーヨーカドー武蔵境プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月24日(木) 10時30分～ 3月24日(木) 10時30分～

東京都 武蔵野市 マルイ吉祥寺プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 16時0分～ 3月30日(水) 16時0分～

東京都 武蔵野市 マルイ吉祥寺プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(木) 16時0分～ 4月01日(金) 16時0分～

東京都 武蔵野市 マルイ吉祥寺プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 12時0分～ 3月26日(土) 15時0分～

東京都 武蔵野市 マルイ吉祥寺プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 14時0分～ 3月30日(水) 14時0分～

東京都 武蔵野市 マルイ吉祥寺プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(木) 14時0分～ 4月01日(金) 14時0分～

東京都 武蔵野市 マルイ吉祥寺プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 10時40分～ 3月26日(土) 10時40分～

東京都 武蔵野市 マルイ吉祥寺プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(水) 11時0分～ 3月30日(水) 11時0分～

東京都 武蔵野市 マルイ吉祥寺プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(金) 11時0分～ 4月01日(金) 11時0分～

東京都 武蔵野市 マルイ吉祥寺プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 11時30分～ 3月29日(火) 11時30分～

東京都 豊島区 ｉＴｅｒｒａｃｅ落合南長崎プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師

東京都 豊島区 ｉＴｅｒｒａｃｅ落合南長崎プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師

東京都 豊島区 ｉＴｅｒｒａｃｅ落合南長崎プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 豊島区 ｉＴｅｒｒａｃｅ落合南長崎プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 豊島区 ｉＴｅｒｒａｃｅ落合南長崎プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 豊島区 ｉＴｅｒｒａｃｅ落合南長崎プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 豊島区 ｉＴｅｒｒａｃｅ落合南長崎プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 豊島区 ｉＴｅｒｒａｃｅ落合南長崎プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 豊島区 ｉＴｅｒｒａｃｅ落合南長崎プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 豊島区 ｉＴｅｒｒａｃｅ落合南長崎プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 豊島区 ｉＴｅｒｒａｃｅ落合南長崎プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

東京都 豊島区 ｉＴｅｒｒａｃｅ落合南長崎プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

東京都 豊島区 巣鴨プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(火) 17時30分～ 3月30日(水) 17時30分～

東京都 豊島区 巣鴨プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月26日(土) 15時30分～ 4月02日(土) 15時30分～

東京都 豊島区 巣鴨プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 13時30分～ 4月02日(土) 13時30分～

東京都 豊島区 巣鴨プラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師 3月29日(火) 15時30分～ 3月30日(水) 15時30分～

東京都 豊島区 巣鴨プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 13時30分～ 3月30日(水) 13時30分～

東京都 豊島区 巣鴨プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 11時0分～ 3月26日(土) 11時0分～

東京都 豊島区 巣鴨プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月02日(土) 11時0分～ 4月02日(土) 11時0分～

東京都 豊島区 巣鴨プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月26日(土) 17時30分～ 4月02日(土) 17時30分～

東京都 豊島区 巣鴨プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月31日(木) 10時30分～ 4月01日(金) 10時30分～

東京都 墨田区 オリナス錦糸町プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月02日(土) 14時0分～ 4月02日(土) 15時45分～

東京都 墨田区 オリナス錦糸町プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月29日(火) 13時0分～ 3月30日(水) 13時30分～

東京都 墨田区 オリナス錦糸町プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 11時30分～ 3月26日(土) 14時0分～

東京都 墨田区 オリナス錦糸町プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 13時0分～ 3月30日(水) 13時0分～

東京都 墨田区 オリナス錦糸町プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月27日(日) 10時30分～ 3月27日(日) 13時0分～

東京都 墨田区 オリナス錦糸町プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 3月27日(日) 11時0分～ 3月27日(日) 14時0分～

東京都 墨田区 オリナス錦糸町プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師

東京都 墨田区 オリナス錦糸町プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 15時0分～ 3月30日(水) 15時0分～

東京都 墨田区 オリナス錦糸町プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月29日(火) 10時30分～

東京都 墨田区 オリナス錦糸町プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月02日(土) 11時30分～ 4月02日(土) 11時30分～

東京都 墨田区 オリナス錦糸町プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月26日(土) 14時30分～ 3月26日(土) 14時30分～

東京都 墨田区 オリナス錦糸町プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月21日(月) 10時30分～ 3月21日(月) 13時0分～

東京都 墨田区 オリナス錦糸町プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 墨田区 オリナス錦糸町プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月21日(月) 10時30分～ 3月21日(月) 13時0分～

東京都 目黒区 学芸大学プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月01日(金) 15時50分～ 4月01日(金) 17時25分～

東京都 目黒区 学芸大学プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月31日(木) 14時30分～ 3月31日(木) 16時10分～

東京都 目黒区 学芸大学プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(金) 12時30分～ 4月01日(金) 14時5分～

東京都 目黒区 学芸大学プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月24日(木) 13時30分～ 3月24日(木) 15時10分～

東京都 目黒区 学芸大学プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月02日(土) 11時0分～ 4月02日(土) 12時40分～

東京都 目黒区 学芸大学プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(土) 13時15分～ 3月26日(土) 14時55分～

東京都 目黒区 学芸大学プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(火) 13時30分～ 3月29日(火) 15時10分～

東京都 目黒区 学芸大学プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(木) 11時0分～ 3月31日(木) 12時40分～

東京都 目黒区 学芸大学プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月24日(木) 11時0分～ 3月24日(木) 11時0分～

東京都 目黒区 学芸大学プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(土) 11時0分～ 3月26日(土) 11時0分～

東京都 目黒区 学芸大学プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(火) 11時0分～ 3月29日(火) 11時0分～

東京都 目黒区 学芸大学プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月30日(水) 14時30分～ 3月30日(水) 16時5分～

東京都 立川市 若葉ケヤキモールプラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月26日(土) 13時30分～ 3月27日(日) 13時30分～

東京都 立川市 若葉ケヤキモールプラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月26日(土) 13時30分～ 3月27日(日) 13時30分～

東京都 立川市 若葉ケヤキモールプラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 10時30分～ 3月27日(日) 10時30分～

東京都 立川市 若葉ケヤキモールプラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 3月25日(金) 13時0分～ 3月26日(土) 13時0分～

東京都 立川市 若葉ケヤキモールプラザ 【Ｂ】400B 日本人講師 3月25日(金) 15時30分～ 3月26日(土) 15時30分～

東京都 立川市 若葉ケヤキモールプラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月24日(木) 11時0分～ 3月24日(木) 11時0分～

東京都 立川市 若葉ケヤキモールプラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月30日(水) 13時30分～ 3月31日(木) 13時30分～

東京都 立川市 若葉ケヤキモールプラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月30日(水) 10時30分～ 3月31日(木) 10時30分～

東京都 練馬区 成増プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

東京都 練馬区 成増プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師

東京都 練馬区 成増プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師



東京都 練馬区 成増プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

東京都 練馬区 成増プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

東京都 練馬区 成増プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

東京都 練馬区 成増プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師

東京都 練馬区 成増プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

東京都 練馬区 成増プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師

東京都 練馬区 成増プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師

東京都 練馬区 成増プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師

栃木県 さくら市 イオンタウンさくらプラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 4月02日(土) 13時0分～ 4月02日(土) 14時30分～

栃木県 さくら市 イオンタウンさくらプラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 4月01日(金) 13時0分～ 4月01日(金) 14時30分～

栃木県 さくら市 イオンタウンさくらプラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 4月02日(土) 9時30分～ 4月02日(土) 11時0分～

栃木県 さくら市 イオンタウンさくらプラザ 【Ｃ】高学年 日本人講師 3月25日(金) 9時30分～ 3月25日(金) 11時0分～

栃木県 さくら市 イオンタウンさくらプラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師 3月24日(木) 13時0分～ 3月24日(木) 14時30分～

栃木県 さくら市 イオンタウンさくらプラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 3月24日(木) 9時30分～ 3月24日(木) 11時0分～

栃木県 さくら市 イオンタウンさくらプラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月30日(水) 10時0分～ 3月30日(水) 10時0分～

栃木県 さくら市 イオンタウンさくらプラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月30日(水) 13時0分～ 3月30日(水) 14時30分～

栃木県 さくら市 イオンタウンさくらプラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月29日(火) 9時30分～ 3月30日(水) 11時0分～

栃木県 宇都宮市 ベルモール宇都宮プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月29日(火) 13時0分～ 3月29日(火) 14時30分～

栃木県 宇都宮市 ベルモール宇都宮プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月29日(火) 13時0分～ 3月29日(火) 14時30分～

栃木県 宇都宮市 ベルモール宇都宮プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月21日(月) 15時0分～ 3月21日(月) 16時30分～

栃木県 宇都宮市 ベルモール宇都宮プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

栃木県 宇都宮市 ベルモール宇都宮プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月21日(月) 11時0分～ 3月21日(月) 12時30分～

栃木県 宇都宮市 ベルモール宇都宮プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師 3月30日(水) 13時0分～ 3月30日(水) 14時30分～

栃木県 宇都宮市 ベルモール宇都宮プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 3月29日(火) 13時0分～ 3月29日(火) 14時30分～

栃木県 宇都宮市 ベルモール宇都宮プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月30日(水) 11時0分～ 3月30日(水) 11時0分～

栃木県 宇都宮市 ベルモール宇都宮プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月26日(土) 10時30分～ 3月26日(土) 12時0分～

栃木県 宇都宮市 ベルモール宇都宮プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月29日(火) 16時30分～ 3月30日(水) 16時30分～

栃木県 宇都宮市 みどり野町 【Ａ】高学年 日本人講師

栃木県 佐野市 イオンモール佐野新都市プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 4月02日(土) 15時30分～ 4月02日(土) 17時0分～

栃木県 佐野市 イオンモール佐野新都市プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月26日(土) 15時0分～ 3月26日(土) 16時30分～

栃木県 佐野市 イオンモール佐野新都市プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月31日(木) 11時0分～ 4月01日(金) 11時0分～

栃木県 佐野市 イオンモール佐野新都市プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師 3月30日(水) 15時0分～ 3月30日(水) 16時30分～

栃木県 佐野市 イオンモール佐野新都市プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 4月02日(土) 11時0分～ 4月02日(土) 11時0分～

栃木県 佐野市 イオンモール佐野新都市プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月31日(木) 17時30分～ 4月01日(金) 17時30分～

栃木県 佐野市 イオンモール佐野新都市プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月31日(木) 15時30分～ 4月01日(金) 15時30分～

栃木県 小山市 イオンモール小山プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月31日(木) 14時45分～ 4月01日(金) 14時45分～

栃木県 小山市 イオンモール小山プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月29日(火) 12時30分～ 3月30日(水) 12時30分～

栃木県 小山市 イオンモール小山プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 4月02日(土) 15時30分～ 4月03日(日) 15時30分～

栃木県 小山市 イオンモール小山プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月27日(日) 10時0分～ 3月27日(日) 11時30分～

栃木県 小山市 イオンモール小山プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月29日(火) 10時30分～ 3月30日(水) 10時30分～

栃木県 小山市 イオンモール小山プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 4月02日(土) 13時45分～ 4月03日(日) 13時45分～

栃木県 小山市 イオンモール小山プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 3月26日(土) 17時15分～ 3月27日(日) 17時15分～

栃木県 小山市 イオンモール小山プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師 3月31日(木) 16時30分～ 4月01日(金) 16時30分～

栃木県 小山市 イオンモール小山プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師 3月31日(木) 13時0分～ 4月01日(金) 13時0分～

栃木県 小山市 イオンモール小山プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 3月31日(木) 10時30分～ 4月01日(金) 10時30分～

栃木県 小山市 イオンモール小山プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月30日(水) 11時0分～ 3月30日(水) 11時0分～

栃木県 小山市 イオンモール小山プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 4月02日(土) 14時0分～ 4月02日(土) 14時0分～

栃木県 小山市 イオンモール小山プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月29日(火) 16時0分～ 3月30日(水) 16時0分～

栃木県 小山市 イオンモール小山プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 4月02日(土) 12時0分～ 4月03日(日) 12時0分～

栃木県 小山市 イオンモール小山プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月29日(火) 14時15分～ 3月30日(水) 14時15分～

栃木県 小山市 イオンモール小山プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 4月02日(土) 10時0分～ 4月03日(日) 10時0分～

栃木県 小山市 イオンモール小山プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月27日(日) 14時0分～ 3月27日(日) 15時30分～

栃木県 真岡市 とりせん真岡プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月30日(水) 14時10分～ 3月31日(木) 14時10分～

栃木県 真岡市 とりせん真岡プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月30日(水) 12時30分～ 3月31日(木) 12時30分～

栃木県 真岡市 とりせん真岡プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月30日(水) 10時30分～ 3月31日(木) 10時30分～

栃木県 真岡市 とりせん真岡プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師 4月02日(土) 18時30分～ 4月03日(日) 18時30分～

栃木県 真岡市 とりせん真岡プラザ 【Ｃ】高学年 日本人講師 4月02日(土) 16時45分～ 4月03日(日) 16時45分～

栃木県 真岡市 とりせん真岡プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師 4月02日(土) 15時0分～ 4月03日(日) 15時0分～

栃木県 真岡市 とりせん真岡プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 4月02日(土) 13時15分～ 4月03日(日) 13時15分～

栃木県 真岡市 とりせん真岡プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 4月02日(土) 12時0分～ 4月02日(土) 12時0分～

栃木県 真岡市 とりせん真岡プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月30日(水) 17時30分～ 3月31日(木) 17時30分～

栃木県 真岡市 とりせん真岡プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月30日(水) 15時50分～ 3月31日(木) 15時50分～

栃木県 那須塩原市 アクアス那須塩原プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月24日(木) 15時0分～ 3月25日(金) 15時0分～

栃木県 那須塩原市 アクアス那須塩原プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月26日(土) 12時25分～ 3月26日(土) 13時55分～

栃木県 那須塩原市 アクアス那須塩原プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月24日(木) 13時0分～ 3月25日(金) 13時0分～

栃木県 那須塩原市 アクアス那須塩原プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 3月30日(水) 14時0分～ 3月30日(水) 15時30分～

栃木県 那須塩原市 アクアス那須塩原プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月26日(土) 9時0分～ 3月26日(土) 10時30分～

栃木県 那須塩原市 アクアス那須塩原プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月30日(水) 10時15分～ 3月30日(水) 11時45分～

栃木県 那須塩原市 アクアス那須塩原プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月24日(木) 10時0分～ 3月25日(金) 10時0分～

栃木県 那須塩原市 アクアス那須塩原プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 3月24日(木) 19時0分～ 3月25日(金) 19時0分～

栃木県 那須塩原市 アクアス那須塩原プラザ 【Ｃ】高学年 日本人講師 3月21日(月) 17時30分～ 3月21日(月) 19時0分～

栃木県 那須塩原市 アクアス那須塩原プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師 3月21日(月) 14時0分～ 3月21日(月) 15時30分～

栃木県 那須塩原市 アクアス那須塩原プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 3月21日(月) 10時0分～ 3月21日(月) 11時30分～

栃木県 那須塩原市 アクアス那須塩原プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月30日(水) 9時0分～ 3月30日(水) 9時0分～

栃木県 那須塩原市 アクアス那須塩原プラザ 【Ｅ】高学年(Book2) 日本人講師 3月30日(水) 17時30分～ 3月30日(水) 19時0分～

栃木県 那須塩原市 アクアス那須塩原プラザ 【Ｅ】低学年(Book1) 日本人講師 3月24日(木) 17時0分～ 3月25日(金) 17時0分～


