
関西地方 2023/2/20現在

都道府県 市区町村 実施教室 実施コース 担当講師

兵庫県 伊丹市 阪急伊丹プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月03日(月) 10時0分～ 4月03日(月) 10時0分～

兵庫県 伊丹市 阪急伊丹プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月03日(月) 13時30分～ 4月03日(月) 13時30分～

兵庫県 伊丹市 阪急伊丹プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 3月27日(月) 14時30分～ 3月27日(月) 16時0分～

兵庫県 伊丹市 阪急伊丹プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月28日(火) 10時10分～ 4月04日(火) 10時10分～

兵庫県 神戸市長田区 新長田プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(水) 14時0分～ 3月29日(水) 14時0分～

兵庫県 神戸市長田区 新長田プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月31日(金) 15時30分～ 3月31日(金) 15時30分～

兵庫県 神戸市長田区 新長田プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月01日(土) 15時30分～ 4月01日(土) 15時30分～

兵庫県 神戸市長田区 新長田プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(土) 12時30分～ 4月01日(土) 12時30分～

兵庫県 神戸市長田区 新長田プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月04日(火) 16時0分～ 4月04日(火) 16時0分～

兵庫県 神戸市長田区 新長田プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 10時10分～ 4月01日(土) 10時10分～

兵庫県 神戸市長田区 新長田プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月04日(火) 13時0分～ 4月04日(火) 13時0分～

兵庫県 神戸市長田区 新長田プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 3月29日(水) 16時45分～ 4月05日(水) 16時0分～

兵庫県 神戸市長田区 新長田プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師 3月31日(金) 10時30分～ 4月01日(土) 13時0分～

兵庫県 神戸市長田区 新長田プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月31日(金) 14時0分～ 3月31日(金) 14時0分～

兵庫県 神戸市長田区 新長田プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(土) 10時30分～ 4月01日(土) 10時30分～

兵庫県 神戸市長田区 新長田プラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月29日(水) 12時40分～ 3月29日(水) 14時10分～

兵庫県 神戸市灘区 フォレスタ六甲プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月27日(月) 16時0分～ 3月27日(月) 16時0分～

兵庫県 神戸市灘区 フォレスタ六甲プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月27日(月) 13時0分～ 3月27日(月) 13時0分～

兵庫県 神戸市灘区 フォレスタ六甲プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(土) 14時30分～ 4月01日(土) 14時30分～

兵庫県 神戸市灘区 フォレスタ六甲プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 4月03日(月) 13時0分～ 4月03日(月) 13時0分～

兵庫県 神戸市灘区 フォレスタ六甲プラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月29日(水) 15時0分～ 4月05日(水) 15時0分～

兵庫県 神戸市灘区 フォレスタ六甲プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月29日(水) 13時0分～ 4月05日(水) 13時0分～

兵庫県 西宮市 アクタ西宮プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月30日(木) 16時0分～ 3月30日(木) 16時0分～

兵庫県 西宮市 アクタ西宮プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 4月02日(日) 10時30分～ 4月02日(日) 10時30分～

兵庫県 西宮市 アクタ西宮プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(水) 14時0分～ 3月29日(水) 14時0分～

兵庫県 西宮市 アクタ西宮プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(土) 13時0分～ 4月01日(土) 13時0分～

兵庫県 西宮市 アクタ西宮プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月02日(日) 10時30分～ 4月02日(日) 10時30分～

兵庫県 西宮市 アクタ西宮プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 4月05日(水) 15時0分～ 4月05日(水) 15時0分～

兵庫県 西宮市 アクタ西宮プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(水) 10時30分～ 3月29日(水) 10時30分～

兵庫県 西宮市 アクタ西宮プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(木) 13時0分～ 3月30日(木) 13時0分～

兵庫県 西宮市 アクタ西宮プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 13時0分～ 4月01日(土) 13時0分～

兵庫県 西宮市 アクタ西宮プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 9時30分～ 4月01日(土) 9時30分～

兵庫県 西宮市 アクタ西宮プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(水) 16時40分～ 3月29日(水) 16時40分～

兵庫県 西宮市 アクタ西宮プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(木) 11時0分～ 3月30日(木) 11時0分～

兵庫県 西宮市 アクタ西宮プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(土) 16時15分～ 4月01日(土) 16時15分～

兵庫県 西宮市 アクタ西宮プラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月29日(水) 13時0分～ 4月05日(水) 13時0分～

兵庫県 西宮市 アクタ西宮プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月29日(水) 10時0分～ 3月30日(木) 10時0分～

兵庫県 西宮市 アクタ西宮プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 4月01日(土) 16時0分～ 4月02日(日) 16時0分～

兵庫県 西宮市 エビスタ西宮プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

兵庫県 西宮市 エビスタ西宮プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(金) 14時0分～ 3月31日(金) 14時0分～

兵庫県 西宮市 エビスタ西宮プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月02日(日) 14時0分～ 4月02日(日) 14時0分～

兵庫県 西宮市 エビスタ西宮プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(木) 13時0分～ 3月30日(木) 13時0分～

兵庫県 西宮市 エビスタ西宮プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(金) 10時30分～ 3月31日(金) 10時30分～

兵庫県 西宮市 エビスタ西宮プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月02日(日) 10時0分～ 4月02日(日) 10時0分～

兵庫県 西宮市 エビスタ西宮プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月29日(水) 10時30分～ 3月29日(水) 10時30分～

兵庫県 西宮市 エビスタ西宮プラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月29日(水) 14時45分～ 4月05日(水) 14時45分～

兵庫県 西宮市 エビスタ西宮プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月29日(水) 13時0分～ 4月05日(水) 13時0分～

兵庫県 西宮市 コープこうべ西宮東プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月21日(火) 15時50分～ 3月21日(火) 15時50分～

兵庫県 西宮市 コープこうべ西宮東プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(木) 15時20分～ 3月30日(木) 15時20分～

兵庫県 西宮市 コープこうべ西宮東プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月21日(火) 13時0分～ 3月21日(火) 13時0分～

兵庫県 西宮市 コープこうべ西宮東プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(木) 14時0分～ 3月30日(木) 14時0分～

兵庫県 西宮市 コープこうべ西宮東プラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月21日(火) 10時30分～ 3月30日(木) 10時30分～

兵庫県 西宮市 コープこうべ西宮東プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月31日(金) 13時30分～ 3月31日(金) 15時0分～

兵庫県 西宮市 コロワ甲子園プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(木) 14時30分～ 3月30日(木) 14時30分～

兵庫県 西宮市 コロワ甲子園プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(金) 14時45分～ 3月31日(金) 14時45分～

兵庫県 西宮市 コロワ甲子園プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(土) 14時45分～ 4月01日(土) 14時45分～

兵庫県 西宮市 コロワ甲子園プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(水) 13時0分～ 3月29日(水) 13時0分～

兵庫県 西宮市 コロワ甲子園プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(木) 10時10分～ 3月30日(木) 10時10分～

兵庫県 西宮市 コロワ甲子園プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(金) 11時10分～ 3月31日(金) 11時10分～

兵庫県 西宮市 コロワ甲子園プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 11時10分～ 4月01日(土) 11時10分～

兵庫県 西宮市 コロワ甲子園プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月31日(金) 10時5分～ 3月31日(金) 10時5分～

兵庫県 西宮市 コロワ甲子園プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(土) 10時5分～ 4月01日(土) 10時5分～

兵庫県 西宮市 コロワ甲子園プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月31日(金) 17時20分～ 4月01日(土) 17時20分～

兵庫県 西宮市 コロワ甲子園プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月31日(金) 17時20分～ 4月02日(日) 17時20分～

兵庫県 西宮市 コロワ甲子園プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 4月01日(土) 17時20分～ 4月02日(日) 17時20分～

兵庫県 尼崎市 あまがさきキューズモールプラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 3月27日(月) 11時0分～ 3月27日(月) 11時0分～

兵庫県 尼崎市 あまがさきキューズモールプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(土) 15時30分～ 4月01日(土) 15時30分～

兵庫県 尼崎市 あまがさきキューズモールプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月04日(火) 13時30分～ 4月04日(火) 13時30分～

兵庫県 尼崎市 あまがさきキューズモールプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(木) 13時0分～ 3月30日(木) 13時0分～

兵庫県 尼崎市 あまがさきキューズモールプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 11時0分～ 4月01日(土) 11時0分～

兵庫県 尼崎市 あまがさきキューズモールプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(木) 11時0分～ 3月30日(木) 11時0分～

兵庫県 尼崎市 あまがさきキューズモールプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(土) 14時20分～ 4月01日(土) 14時20分～

兵庫県 尼崎市 あまがさきキューズモールプラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月31日(金) 16時0分～ 3月31日(金) 17時30分～

兵庫県 尼崎市 あまがさきキューズモールプラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師

兵庫県 尼崎市 あまがさきキューズモールプラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月30日(木) 13時30分～ 3月30日(木) 15時0分～

兵庫県 尼崎市 あまがさきキューズモールプラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月31日(金) 12時0分～ 3月31日(金) 13時30分～

兵庫県 尼崎市 あまがさきキューズモールプラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 4月23日(日) 14時0分～ 4月23日(日) 15時45分～

奈良県 香芝市 じゃんぼスクエア香芝プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師

奈良県 香芝市 じゃんぼスクエア香芝プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

奈良県 香芝市 じゃんぼスクエア香芝プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

奈良県 香芝市 じゃんぼスクエア香芝プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 4月01日(土) 10時0分～ 4月01日(土) 10時0分～

奈良県 香芝市 じゃんぼスクエア香芝プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月21日(火) 17時30分～ 4月04日(火) 17時30分～

奈良県 桜井市 桜井 【Ａ】高学年 日本人講師

奈良県 大和高田市 トナリエ大和高田プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師 4月01日(土) 15時50分～ 4月01日(土) 15時50分～

奈良県 大和高田市 トナリエ大和高田プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(土) 13時10分～ 4月01日(土) 13時10分～

奈良県 大和高田市 トナリエ大和高田プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(金) 15時10分～ 3月31日(金) 15時10分～

【1日目】実施日時
【2日目】実施日時

※ＡコースとＤコースは1日完結のレッス
ンです



奈良県 大和高田市 トナリエ大和高田プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(金) 15時10分～ 3月31日(金) 15時10分～

奈良県 大和高田市 トナリエ大和高田プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 10時30分～ 4月01日(土) 10時30分～

奈良県 大和高田市 トナリエ大和高田プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月31日(金) 14時0分～ 3月31日(金) 14時0分～

大阪府 茨木市 イオンモール茨木プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月31日(金) 14時0分～ 3月31日(金) 14時0分～

大阪府 茨木市 イオンモール茨木プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月01日(土) 13時0分～ 4月01日(土) 13時0分～

大阪府 茨木市 イオンモール茨木プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月27日(月) 14時15分～ 3月27日(月) 14時15分～

大阪府 茨木市 イオンモール茨木プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(金) 10時30分～ 3月31日(金) 10時30分～

大阪府 茨木市 イオンモール茨木プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(土) 14時30分～ 4月01日(土) 14時30分～

大阪府 茨木市 イオンモール茨木プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月03日(月) 14時0分～ 4月03日(月) 14時0分～

大阪府 茨木市 イオンモール茨木プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月22日(水) 15時0分～ 3月22日(水) 15時0分～

大阪府 茨木市 イオンモール茨木プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月27日(月) 10時30分～ 3月27日(月) 10時30分～

大阪府 茨木市 イオンモール茨木プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(木) 14時0分～ 3月30日(木) 14時0分～

大阪府 茨木市 イオンモール茨木プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 10時30分～ 4月01日(土) 10時30分～

大阪府 茨木市 イオンモール茨木プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 4月03日(月) 15時0分～ 4月04日(火) 15時0分～

大阪府 茨木市 イオンモール茨木プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師 4月03日(月) 17時15分～ 4月04日(火) 17時15分～

大阪府 茨木市 イオンモール茨木プラザ 【Ｂ】500B 日本人講師 4月03日(月) 11時30分～ 4月04日(火) 11時30分～

大阪府 茨木市 イオンモール茨木プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師 3月30日(木) 10時30分～ 3月31日(金) 10時30分～

大阪府 茨木市 イオンモール茨木プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月30日(木) 10時30分～ 3月31日(金) 10時30分～

大阪府 茨木市 イオンモール茨木プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 4月03日(月) 10時30分～ 4月04日(火) 10時30分～

大阪府 茨木市 イオンモール茨木プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月22日(水) 11時0分～ 3月22日(水) 11時0分～

大阪府 茨木市 イオンモール茨木プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月23日(木) 11時0分～ 3月23日(木) 11時0分～

大阪府 茨木市 イオンモール茨木プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(土) 10時30分～ 4月01日(土) 10時30分～

大阪府 茨木市 イオンモール茨木プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(土) 15時45分～ 4月01日(土) 15時45分～

大阪府 茨木市 イオンモール茨木プラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月29日(水) 14時0分～ 3月30日(木) 11時0分～

大阪府 茨木市 イオンモール茨木プラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 4月03日(月) 14時30分～ 4月04日(火) 11時0分～

大阪府 茨木市 イオンモール茨木プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月28日(火) 14時30分～ 3月29日(水) 11時0分～

大阪府 羽曳野市 近鉄プラザ古市 【Ａ】高学年 外国人講師 4月01日(土) 15時45分～ 4月01日(土) 15時45分～

大阪府 羽曳野市 近鉄プラザ古市 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(土) 13時0分～ 4月01日(土) 13時0分～

大阪府 羽曳野市 近鉄プラザ古市 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 13時0分～ 4月01日(土) 13時0分～

大阪府 羽曳野市 近鉄プラザ古市 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(土) 11時0分～ 4月01日(土) 11時0分～

大阪府 羽曳野市 近鉄プラザ古市 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月19日(日) 15時0分～ 3月26日(日) 15時0分～

大阪府 羽曳野市 近鉄プラザ古市 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月19日(日) 13時0分～ 3月26日(日) 13時0分～

大阪府 岸和田市 岸和田カンカンプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月01日(土) 15時30分～ 4月01日(土) 15時30分～

大阪府 岸和田市 岸和田カンカンプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(木) 16時0分～ 3月30日(木) 16時0分～

大阪府 岸和田市 岸和田カンカンプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(金) 16時0分～ 3月31日(金) 16時0分～

大阪府 岸和田市 岸和田カンカンプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(土) 12時30分～ 4月01日(土) 12時30分～

大阪府 岸和田市 岸和田カンカンプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(木) 13時0分～ 3月30日(木) 13時0分～

大阪府 岸和田市 岸和田カンカンプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(金) 13時0分～ 3月31日(金) 13時0分～

大阪府 岸和田市 岸和田カンカンプラザ 【Ｂ】400B 日本人講師

大阪府 岸和田市 岸和田カンカンプラザ 【Ｃ】高学年 外国人講師 4月05日(水) 13時0分～ 4月05日(水) 14時30分～

大阪府 岸和田市 岸和田カンカンプラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師 3月29日(水) 15時0分～ 3月29日(水) 16時35分～

大阪府 岸和田市 岸和田カンカンプラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月29日(水) 10時30分～ 3月29日(水) 13時0分～

大阪府 岸和田市 岸和田カンカンプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(木) 11時0分～ 3月30日(木) 11時0分～

大阪府 岸和田市 岸和田カンカンプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月31日(金) 11時0分～ 3月31日(金) 11時0分～

大阪府 岸和田市 岸和田カンカンプラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師

大阪府 岸和田市 岸和田カンカンプラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師

大阪府 堺市堺区 ジョルノ堺東プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(金) 14時15分～ 3月31日(金) 14時15分～

大阪府 堺市堺区 ジョルノ堺東プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(土) 14時30分～ 4月01日(土) 14時30分～

大阪府 堺市堺区 ジョルノ堺東プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(木) 10時30分～ 3月30日(木) 10時30分～

大阪府 堺市堺区 ジョルノ堺東プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 10時30分～ 4月01日(土) 10時30分～

大阪府 堺市堺区 ジョルノ堺東プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月31日(金) 13時0分～ 3月31日(金) 13時0分～

大阪府 堺市西区 アリオ鳳プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月26日(日) 16時0分～ 3月26日(日) 16時0分～

大阪府 堺市西区 アリオ鳳プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(水) 15時0分～ 3月29日(水) 15時0分～

大阪府 堺市西区 アリオ鳳プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(土) 10時30分～ 4月01日(土) 10時30分～

大阪府 堺市西区 アリオ鳳プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(日) 13時0分～ 3月26日(日) 13時0分～

大阪府 堺市西区 アリオ鳳プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(木) 13時0分～ 3月30日(木) 13時0分～

大阪府 堺市西区 アリオ鳳プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(木) 15時0分～ 3月30日(木) 15時0分～

大阪府 堺市西区 アリオ鳳プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(金) 15時0分～ 3月31日(金) 15時0分～

大阪府 堺市西区 アリオ鳳プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 14時15分～ 4月01日(土) 14時15分～

大阪府 堺市西区 アリオ鳳プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(日) 11時0分～ 3月26日(日) 11時0分～

大阪府 堺市西区 アリオ鳳プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(土) 17時0分～ 4月01日(土) 17時0分～

大阪府 堺市西区 アリオ鳳プラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月29日(水) 16時0分～ 3月31日(金) 16時0分～

大阪府 堺市西区 アリオ鳳プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月29日(水) 10時30分～ 3月30日(木) 10時30分～

大阪府 堺市西区 アリオ鳳プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月29日(水) 13時0分～ 3月31日(金) 10時30分～

大阪府 堺市西区 アリオ鳳プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月30日(木) 13時0分～ 3月31日(金) 13時0分～

大阪府 堺市西区 アリオ鳳プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 4月01日(土) 16時0分～ 4月01日(土) 17時30分～

大阪府 堺市南区 アクロスモール泉北プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(水) 14時0分～ 3月29日(水) 14時0分～

大阪府 堺市南区 アクロスモール泉北プラザ 【Ｃ】高学年 日本人講師

大阪府 堺市南区 アクロスモール泉北プラザ 【Ｃ】高学年 日本人講師

大阪府 堺市南区 アクロスモール泉北プラザ 【Ｃ】高学年 日本人講師

大阪府 堺市南区 アクロスモール泉北プラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月29日(水) 10時30分～ 3月29日(水) 12時30分～

大阪府 堺市南区 アクロスモール泉北プラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 4月01日(土) 14時30分～ 4月01日(土) 16時0分～

大阪府 堺市南区 アクロスモール泉北プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 4月01日(土) 10時30分～ 4月01日(土) 12時30分～

大阪府 堺市南区 アクロスモール泉北プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 4月04日(火) 10時30分～ 4月04日(火) 12時30分～

大阪府 堺市北区 コーナン中もずプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月30日(木) 15時15分～ 3月30日(木) 15時15分～

大阪府 堺市北区 コーナン中もずプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(土) 14時45分～ 4月01日(土) 14時45分～

大阪府 堺市北区 コーナン中もずプラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

大阪府 堺市北区 コーナン中もずプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(木) 10時45分～ 3月30日(木) 10時45分～

大阪府 堺市北区 コーナン中もずプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 10時45分～ 4月01日(土) 10時45分～

大阪府 堺市北区 コーナン中もずプラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 4月04日(火) 10時45分～ 4月04日(火) 10時45分～

大阪府 堺市北区 コーナン中もずプラザ 【Ｃ】高学年 日本人講師

大阪府 堺市北区 コーナン中もずプラザ 【Ｃ】高学年 日本人講師

大阪府 堺市北区 コーナン中もずプラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師

大阪府 堺市北区 コーナン中もずプラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師

大阪府 堺市北区 コーナン中もずプラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月29日(水) 13時30分～ 3月29日(水) 15時0分～

大阪府 堺市北区 コーナン中もずプラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月29日(水) 16時45分～ 3月29日(水) 18時15分～

大阪府 堺市北区 コーナン中もずプラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 4月04日(火) 10時45分～ 4月04日(火) 12時30分～

大阪府 松原市 セブンパーク天美プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(金) 10時0分～ 3月31日(金) 10時0分～

大阪府 松原市 セブンパーク天美プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(金) 14時0分～ 3月31日(金) 14時0分～

大阪府 松原市 セブンパーク天美プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 14時30分～ 4月01日(土) 14時30分～

大阪府 松原市 セブンパーク天美プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月23日(木) 14時0分～ 3月23日(木) 14時0分～

大阪府 松原市 セブンパーク天美プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(土) 12時30分～ 4月01日(土) 12時30分～



大阪府 松原市 セブンパーク天美プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月07日(金) 14時0分～ 4月07日(金) 14時0分～

大阪府 松原市 セブンパーク天美プラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月31日(金) 17時0分～ 3月31日(金) 17時0分～

大阪府 松原市 セブンパーク天美プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月29日(水) 16時0分～ 3月29日(水) 16時0分～

大阪府 松原市 セブンパーク天美プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月30日(木) 15時45分～ 3月30日(木) 15時45分～

大阪府 松原市 ゆめニティまつばらプラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 3月27日(月) 15時0分～ 4月03日(月) 15時0分～

大阪府 松原市 ゆめニティまつばらプラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 3月30日(木) 14時0分～ 3月31日(金) 14時0分～

大阪府 松原市 ゆめニティまつばらプラザ 【Ｂ】400B 日本人講師 4月01日(土) 13時30分～ 4月02日(日) 15時30分～

大阪府 松原市 ゆめニティまつばらプラザ 【Ｂ】500B 日本人講師 4月01日(土) 15時40分～ 4月02日(日) 15時40分～

大阪府 松原市 ゆめニティまつばらプラザ 【Ｃ】高学年 外国人講師 4月02日(日) 16時30分～ 4月02日(日) 19時30分～

大阪府 松原市 ゆめニティまつばらプラザ 【Ｃ】高学年 外国人講師 4月02日(日) 16時30分～ 4月02日(日) 18時0分～

大阪府 松原市 ゆめニティまつばらプラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師 4月02日(日) 13時15分～ 4月02日(日) 16時15分～

大阪府 松原市 ゆめニティまつばらプラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師 4月02日(日) 13時15分～ 4月02日(日) 14時45分～

大阪府 松原市 ゆめニティまつばらプラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 4月02日(日) 10時5分～ 4月02日(日) 13時5分～

大阪府 松原市 ゆめニティまつばらプラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 4月02日(日) 10時5分～ 4月02日(日) 11時35分～

大阪府 松原市 ゆめニティまつばらプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(木) 11時0分～ 3月30日(木) 11時0分～

大阪府 松原市 ゆめニティまつばらプラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月27日(月) 13時0分～ 4月03日(月) 13時0分～

大阪府 松原市 ゆめニティまつばらプラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 4月01日(土) 11時45分～ 4月02日(日) 11時45分～

大阪府 松原市 ゆめニティまつばらプラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 4月01日(土) 10時5分～ 4月02日(日) 10時5分～

大阪府 寝屋川市 島忠ホームズ寝屋川プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月03日(月) 15時0分～ 4月03日(月) 15時0分～

大阪府 寝屋川市 島忠ホームズ寝屋川プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月27日(月) 14時45分～ 3月27日(月) 14時45分～

大阪府 寝屋川市 島忠ホームズ寝屋川プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(水) 15時0分～ 3月29日(水) 15時0分～

大阪府 寝屋川市 島忠ホームズ寝屋川プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師

大阪府 寝屋川市 島忠ホームズ寝屋川プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師

大阪府 寝屋川市 島忠ホームズ寝屋川プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月27日(月) 13時30分～ 3月27日(月) 13時30分～

大阪府 寝屋川市 島忠ホームズ寝屋川プラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師

大阪府 寝屋川市 島忠ホームズ寝屋川プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師

大阪府 吹田市 イオン北千里プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(水) 14時30分～ 3月29日(水) 14時30分～

大阪府 吹田市 イオン北千里プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月30日(木) 16時0分～ 3月30日(木) 16時0分～

大阪府 吹田市 イオン北千里プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(木) 13時0分～ 3月30日(木) 13時0分～

大阪府 吹田市 イオン北千里プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(土) 15時0分～ 4月01日(土) 15時0分～

大阪府 吹田市 イオン北千里プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月04日(火) 14時30分～ 4月04日(火) 14時30分～

大阪府 吹田市 イオン北千里プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師 4月02日(日) 10時30分～ 4月02日(日) 10時30分～

大阪府 吹田市 イオン北千里プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(水) 10時0分～ 3月29日(水) 10時0分～

大阪府 吹田市 イオン北千里プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 10時30分～ 4月01日(土) 10時30分～

大阪府 吹田市 イオン北千里プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月04日(火) 10時0分～ 4月04日(火) 10時0分～

大阪府 吹田市 イオン北千里プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 4月01日(土) 15時0分～ 4月02日(日) 15時0分～

大阪府 吹田市 イオン北千里プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(木) 10時30分～ 3月30日(木) 10時30分～

大阪府 吹田市 イオン北千里プラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月30日(木) 13時30分～ 3月31日(金) 13時30分～

大阪府 吹田市 イオン北千里プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月30日(木) 10時30分～ 3月31日(金) 10時30分～

大阪府 吹田市 オッツ江坂プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(水) 14時10分～ 3月29日(水) 14時10分～

大阪府 吹田市 オッツ江坂プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(水) 14時10分～ 3月29日(水) 14時10分～

大阪府 吹田市 オッツ江坂プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月01日(土) 14時0分～ 4月01日(土) 14時0分～

大阪府 吹田市 オッツ江坂プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月01日(土) 14時0分～ 4月01日(土) 14時0分～

大阪府 吹田市 オッツ江坂プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(水) 10時30分～ 3月29日(水) 10時30分～

大阪府 吹田市 オッツ江坂プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(土) 10時10分～ 4月01日(土) 10時10分～

大阪府 吹田市 オッツ江坂プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(日) 13時20分～ 3月26日(日) 13時20分～

大阪府 吹田市 オッツ江坂プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 10時10分～ 4月01日(土) 10時10分～

大阪府 吹田市 オッツ江坂プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 14時0分～ 4月01日(土) 14時0分～

大阪府 吹田市 オッツ江坂プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月30日(木) 13時30分～ 3月30日(木) 13時30分～

大阪府 吹田市 オッツ江坂プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 3月31日(金) 13時30分～ 3月31日(金) 13時30分～

大阪府 吹田市 オッツ江坂プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

大阪府 吹田市 オッツ江坂プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(日) 11時10分～ 3月26日(日) 11時10分～

大阪府 吹田市 オッツ江坂プラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月29日(水) 14時0分～ 3月30日(木) 14時0分～

大阪府 吹田市 オッツ江坂プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月29日(水) 11時0分～ 3月30日(木) 11時0分～

大阪府 泉大津市 アルザいずみおおつシティプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

大阪府 泉大津市 アルザいずみおおつシティプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

大阪府 大阪市阿倍野区 あべのキューズモールプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月01日(土) 15時15分～ 4月01日(土) 15時15分～

大阪府 大阪市阿倍野区 あべのキューズモールプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(土) 12時40分～ 4月01日(土) 12時40分～

大阪府 大阪市阿倍野区 あべのキューズモールプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月02日(日) 13時45分～ 4月02日(日) 13時45分～

大阪府 大阪市阿倍野区 あべのキューズモールプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 10時5分～ 4月01日(土) 10時5分～

大阪府 大阪市阿倍野区 あべのキューズモールプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月02日(日) 11時10分～ 4月02日(日) 11時10分～

大阪府 大阪市阿倍野区 あべのキューズモールプラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 3月30日(木) 17時0分～ 3月31日(金) 17時0分～

大阪府 大阪市阿倍野区 あべのキューズモールプラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 4月01日(土) 16時0分～ 4月02日(日) 16時0分～

大阪府 大阪市阿倍野区 あべのキューズモールプラザ 【Ｂ】400B 日本人講師 3月30日(木) 19時10分～ 3月31日(金) 19時10分～

大阪府 大阪市阿倍野区 あべのキューズモールプラザ 【Ｂ】500B 日本人講師 4月04日(火) 19時0分～ 4月05日(水) 19時0分～

大阪府 大阪市阿倍野区 あべのキューズモールプラザ 【Ｂ】500B 日本人講師 4月04日(火) 19時0分～ 4月05日(水) 19時0分～

大阪府 大阪市阿倍野区 あべのキューズモールプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月02日(日) 10時5分～ 4月02日(日) 10時5分～

大阪府 大阪市阿倍野区 あべのキューズモールプラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月26日(日) 14時0分～ 3月26日(日) 14時0分～

大阪府 大阪市阿倍野区 あべのキューズモールプラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 4月01日(土) 18時10分～ 4月02日(日) 18時10分～

大阪府 大阪市阿倍野区 あべのキューズモールプラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 4月04日(火) 17時0分～ 4月05日(水) 17時0分～

大阪府 大阪市阿倍野区 あべのキューズモールプラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月26日(日) 10時15分～ 3月26日(日) 10時15分～

大阪府 大阪市阿倍野区 あべのキューズモールプラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 4月01日(土) 10時5分～ 4月02日(日) 10時5分～

大阪府 大阪市阿倍野区 あべのキューズモールプラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 4月01日(土) 11時40分～ 4月02日(日) 11時40分～

大阪府 大阪市阿倍野区 あべのキューズモールプラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 4月01日(土) 13時20分～ 4月02日(日) 13時20分～

大阪府 大阪市城東区 今福ファミリータウンプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

大阪府 大阪市城東区 今福ファミリータウンプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

大阪府 大阪市城東区 今福ファミリータウンプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

大阪府 大阪市西区 フォレオ大阪ドームシティプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月02日(日) 15時30分～ 4月02日(日) 15時30分～

大阪府 大阪市西区 フォレオ大阪ドームシティプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(木) 14時0分～ 3月30日(木) 14時0分～

大阪府 大阪市西区 フォレオ大阪ドームシティプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(土) 16時15分～ 4月01日(土) 16時15分～

大阪府 大阪市西区 フォレオ大阪ドームシティプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月02日(日) 12時45分～ 4月02日(日) 12時45分～

大阪府 大阪市西区 フォレオ大阪ドームシティプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(木) 10時30分～ 3月30日(木) 10時30分～

大阪府 大阪市西区 フォレオ大阪ドームシティプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 10時0分～ 4月01日(土) 10時0分～

大阪府 大阪市西区 フォレオ大阪ドームシティプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 13時30分～ 4月01日(土) 13時30分～

大阪府 大阪市西区 フォレオ大阪ドームシティプラザ 【Ｂ】300B 日本人講師

大阪府 大阪市西区 フォレオ大阪ドームシティプラザ 【Ｂ】400B 日本人講師

大阪府 大阪市西区 フォレオ大阪ドームシティプラザ 【Ｂ】500B 日本人講師

大阪府 大阪市西区 フォレオ大阪ドームシティプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月02日(日) 10時30分～ 4月02日(日) 10時30分～

大阪府 大阪市西区 フォレオ大阪ドームシティプラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師

大阪府 大阪市西区 フォレオ大阪ドームシティプラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師

大阪府 大阪市中央区 もりのみやキューズモールＢＡＳＥプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(水) 14時0分～ 3月29日(水) 14時0分～

大阪府 大阪市中央区 もりのみやキューズモールＢＡＳＥプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(木) 14時30分～ 3月30日(木) 14時30分～



大阪府 大阪市中央区 もりのみやキューズモールＢＡＳＥプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(金) 13時30分～ 3月31日(金) 13時30分～

大阪府 大阪市中央区 もりのみやキューズモールＢＡＳＥプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月02日(日) 14時30分～ 4月02日(日) 14時30分～

大阪府 大阪市中央区 もりのみやキューズモールＢＡＳＥプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(木) 10時30分～ 3月30日(木) 10時30分～

大阪府 大阪市中央区 もりのみやキューズモールＢＡＳＥプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 13時30分～ 4月01日(土) 13時30分～

大阪府 大阪市中央区 もりのみやキューズモールＢＡＳＥプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月02日(日) 10時30分～ 4月02日(日) 10時30分～

大阪府 大阪市中央区 もりのみやキューズモールＢＡＳＥプラザ 【Ｂ】400B 日本人講師 3月30日(木) 16時0分～ 3月31日(金) 16時0分～

大阪府 大阪市中央区 もりのみやキューズモールＢＡＳＥプラザ 【Ｂ】500B 日本人講師 4月01日(土) 16時0分～ 4月02日(日) 16時0分～

大阪府 大阪市中央区 もりのみやキューズモールＢＡＳＥプラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 3月19日(日) 10時30分～ 3月21日(火) 10時30分～

大阪府 大阪市中央区 もりのみやキューズモールＢＡＳＥプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(水) 11時0分～ 3月29日(水) 11時0分～

大阪府 大阪市中央区 もりのみやキューズモールＢＡＳＥプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月31日(金) 11時0分～ 3月31日(金) 11時0分～

大阪府 大阪市中央区 もりのみやキューズモールＢＡＳＥプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(土) 11時0分～ 4月01日(土) 11時0分～

大阪府 大阪市中央区 もりのみやキューズモールＢＡＳＥプラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月19日(日) 15時0分～ 3月21日(火) 15時0分～

大阪府 大阪市中央区 もりのみやキューズモールＢＡＳＥプラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月30日(木) 14時0分～ 3月31日(金) 14時0分～

大阪府 大阪市中央区 もりのみやキューズモールＢＡＳＥプラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 4月01日(土) 14時0分～ 4月02日(日) 14時0分～

大阪府 大阪市中央区 もりのみやキューズモールＢＡＳＥプラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月19日(日) 13時0分～ 3月21日(火) 13時0分～

大阪府 大阪市中央区 もりのみやキューズモールＢＡＳＥプラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月30日(木) 10時30分～ 3月31日(金) 10時30分～

大阪府 大阪市中央区 もりのみやキューズモールＢＡＳＥプラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 4月01日(土) 10時30分～ 4月02日(日) 10時30分～

大阪府 大阪市都島区 関西スーパー善源寺プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(金) 15時45分～ 3月31日(金) 15時45分～

大阪府 大阪市都島区 関西スーパー善源寺プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(水) 12時30分～ 3月29日(水) 12時30分～

大阪府 大阪市都島区 関西スーパー善源寺プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(金) 14時0分～ 3月31日(金) 14時0分～

大阪府 大阪市都島区 関西スーパー善源寺プラザ 【Ｂ】500B 日本人講師

大阪府 大阪市都島区 関西スーパー善源寺プラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師 3月29日(水) 15時15分～ 3月29日(水) 16時45分～

大阪府 大阪市都島区 関西スーパー善源寺プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師 4月01日(土) 13時30分～ 4月01日(土) 15時5分～

大阪府 大阪市都島区 関西スーパー善源寺プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 4月01日(土) 10時0分～ 4月01日(土) 11時35分～

大阪府 大阪市都島区 関西スーパー善源寺プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(水) 11時0分～ 3月29日(水) 11時0分～

大阪府 大阪市都島区 関西スーパー善源寺プラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師

大阪府 大阪市東住吉区 カナートモール南田辺プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

大阪府 大阪市東住吉区 カナートモール南田辺プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

大阪府 大阪市東住吉区 カナートモール南田辺プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師

大阪府 大阪市東住吉区 カナートモール南田辺プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師

大阪府 大阪市東住吉区 カナートモール南田辺プラザ 【Ｂ】500B 日本人講師

大阪府 大阪市東住吉区 カナートモール南田辺プラザ 【Ｃ】高学年 日本人講師

大阪府 大阪市東住吉区 カナートモール南田辺プラザ 【Ｃ】高学年 日本人講師

大阪府 大阪市東住吉区 カナートモール南田辺プラザ 【Ｃ】高学年 日本人講師

大阪府 大阪市東住吉区 カナートモール南田辺プラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師

大阪府 大阪市東住吉区 カナートモール南田辺プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師

大阪府 大阪市東住吉区 カナートモール南田辺プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師

大阪府 大阪市東住吉区 カナートモール南田辺プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師

大阪府 大阪市東住吉区 カナートモール南田辺プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師

大阪府 大阪市東住吉区 カナートモール南田辺プラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師

大阪府 大阪市東住吉区 カナートモール南田辺プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師

大阪府 大阪市東淀川区 かみしんプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月27日(月) 13時0分～ 3月27日(月) 13時0分～

大阪府 大阪市東淀川区 かみしんプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(金) 14時30分～ 3月31日(金) 14時30分～

大阪府 大阪市東淀川区 かみしんプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(木) 13時0分～ 3月30日(木) 13時0分～

大阪府 大阪市東淀川区 かみしんプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(金) 10時30分～ 3月31日(金) 10時30分～

大阪府 大阪市東淀川区 かみしんプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月27日(月) 10時30分～ 3月27日(月) 10時30分～

大阪府 大阪市東淀川区 かみしんプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(木) 10時30分～ 3月30日(木) 10時30分～

大阪府 大阪市東淀川区 かみしんプラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月26日(日) 15時45分～ 4月04日(火) 15時45分～

大阪府 大阪市東淀川区 かみしんプラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月26日(日) 14時0分～ 4月04日(火) 14時0分～

大阪府 大東市 ポップタウン住道プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

大阪府 大東市 ポップタウン住道プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

大阪府 大東市 ポップタウン住道プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

大阪府 大東市 ポップタウン住道プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

大阪府 大東市 ポップタウン住道プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

大阪府 大東市 ポップタウン住道プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師

大阪府 大東市 ポップタウン住道プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師

大阪府 大東市 ポップタウン住道プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師

大阪府 大東市 ポップタウン住道プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

大阪府 大東市 ポップタウン住道プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

大阪府 大東市 ポップタウン住道プラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師

大阪府 大東市 ポップタウン住道プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師

大阪府 池田市 サンシティ池田プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月31日(金) 13時30分～ 3月31日(金) 13時30分～

大阪府 池田市 サンシティ池田プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(金) 10時0分～ 3月31日(金) 10時0分～

大阪府 池田市 サンシティ池田プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月30日(木) 12時0分～ 4月01日(土) 12時0分～

大阪府 池田市 サンシティ池田プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月30日(木) 12時0分～ 4月01日(土) 12時0分～

大阪府 東大阪市 コーナン東大阪菱江プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(日) 10時30分～ 3月26日(日) 12時0分～

大阪府 東大阪市 コーナン東大阪菱江プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師

大阪府 東大阪市 コーナン東大阪菱江プラザ 【Ｃ】高学年 外国人講師 3月26日(日) 14時0分～ 3月26日(日) 15時30分～

大阪府 東大阪市 コーナン東大阪菱江プラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師 3月29日(水) 13時30分～ 3月29日(水) 15時5分～

大阪府 東大阪市 コノミヤ徳庵 【Ａ】低学年 外国人講師 3月21日(火) 13時0分～ 3月21日(火) 13時0分～

大阪府 東大阪市 コノミヤ徳庵 【Ａ】幼児 外国人講師

大阪府 東大阪市 コノミヤ徳庵 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師

大阪府 豊中市 オトカリテ千里中央プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月28日(火) 15時45分～ 3月28日(火) 15時45分～

大阪府 豊中市 オトカリテ千里中央プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月27日(月) 15時45分～ 3月27日(月) 15時45分～

大阪府 豊中市 オトカリテ千里中央プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(水) 15時45分～ 3月29日(水) 15時45分～

大阪府 豊中市 オトカリテ千里中央プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月27日(月) 12時45分～ 3月27日(月) 12時45分～

大阪府 豊中市 オトカリテ千里中央プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月28日(火) 12時45分～ 3月28日(火) 12時45分～

大阪府 豊中市 オトカリテ千里中央プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(水) 12時45分～ 3月29日(水) 12時45分～

大阪府 豊中市 オトカリテ千里中央プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月27日(月) 10時30分～ 3月27日(月) 10時30分～

大阪府 豊中市 オトカリテ千里中央プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月28日(火) 10時30分～ 3月28日(火) 10時30分～

大阪府 豊中市 オトカリテ千里中央プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月28日(火) 10時30分～ 3月28日(火) 10時30分～

大阪府 豊中市 オトカリテ千里中央プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(水) 10時30分～ 3月29日(水) 10時30分～

大阪府 豊中市 オトカリテ千里中央プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(水) 10時30分～ 3月29日(水) 10時30分～

大阪府 枚方市 ニトリモール枚方プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

大阪府 枚方市 ニトリモール枚方プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

大阪府 枚方市 ニトリモール枚方プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

大阪府 枚方市 ニトリモール枚方プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

大阪府 枚方市 ニトリモール枚方プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

大阪府 枚方市 ニトリモール枚方プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

大阪府 枚方市 ニトリモール枚方プラザ 【Ｂ】300B 日本人講師

大阪府 枚方市 ニトリモール枚方プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師

大阪府 枚方市 ニトリモール枚方プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師



大阪府 枚方市 ニトリモール枚方プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

大阪府 枚方市 ニトリモール枚方プラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師

大阪府 枚方市 ニトリモール枚方プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師

大阪府 枚方市 枚方ビオルネプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

大阪府 枚方市 枚方ビオルネプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師

大阪府 枚方市 枚方ビオルネプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師

大阪府 枚方市 枚方ビオルネプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

大阪府 枚方市 枚方ビオルネプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

大阪府 枚方市 枚方ビオルネプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

大阪府 枚方市 枚方ビオルネプラザ 【Ｂ】500B 日本人講師

大阪府 枚方市 枚方ビオルネプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

大阪府 枚方市 枚方ビオルネプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師

大阪府 箕面市 みのおキューズモールプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月30日(木) 14時30分～ 3月30日(木) 14時30分～

大阪府 箕面市 みのおキューズモールプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(水) 14時0分～ 3月29日(水) 14時0分～

大阪府 箕面市 みのおキューズモールプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(木) 10時30分～ 3月30日(木) 10時30分～

大阪府 箕面市 みのおキューズモールプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(土) 12時30分～ 4月01日(土) 12時30分～

大阪府 箕面市 みのおキューズモールプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月04日(火) 14時0分～ 4月04日(火) 14時0分～

大阪府 箕面市 みのおキューズモールプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(水) 10時30分～ 3月29日(水) 10時30分～

大阪府 箕面市 みのおキューズモールプラザ 【Ａ】幼児 日本人講師 4月01日(土) 10時30分～ 4月01日(土) 10時30分～

大阪府 箕面市 みのおキューズモールプラザ 【Ｂ】300B 日本人講師 3月31日(金) 15時0分～ 3月31日(金) 17時0分～

大阪府 箕面市 みのおキューズモールプラザ 【Ｂ】400B 日本人講師 3月29日(水) 18時0分～ 4月05日(水) 18時0分～

大阪府 箕面市 みのおキューズモールプラザ 【Ｃ】低学年 外国人講師 4月04日(火) 10時0分～ 4月04日(火) 11時30分～

大阪府 箕面市 みのおキューズモールプラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師 4月01日(土) 14時0分～ 4月01日(土) 15時30分～

大阪府 箕面市 みのおキューズモールプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月28日(火) 11時0分～ 3月28日(火) 11時0分～

大阪府 箕面市 みのおキューズモールプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(土) 10時30分～ 4月01日(土) 10時30分～

大阪府 箕面市 みのおキューズモールプラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月29日(水) 16時0分～ 3月29日(水) 17時30分～

大阪府 箕面市 みのおキューズモールプラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 4月01日(土) 15時30分～ 4月01日(土) 17時0分～

大阪府 箕面市 みのおキューズモールプラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月30日(木) 16時0分～ 3月30日(木) 17時30分～

大阪府 箕面市 みのおキューズモールプラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月31日(金) 15時30分～ 3月31日(金) 17時0分～

大阪府 門真市 ベアーズ大日プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月02日(日) 13時0分～ 4月02日(日) 13時0分～

大阪府 門真市 ベアーズ大日プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月04日(火) 14時0分～ 4月04日(火) 14時0分～

大阪府 門真市 ベアーズ大日プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(木) 13時0分～ 3月30日(木) 13時0分～

大阪府 門真市 ベアーズ大日プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月04日(火) 10時5分～ 4月04日(火) 10時5分～

大阪府 門真市 ベアーズ大日プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師

大阪府 門真市 ベアーズ大日プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月28日(火) 10時30分～ 3月30日(木) 10時30分～

大阪府 門真市 ベアーズ大日プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月28日(火) 10時30分～ 3月28日(火) 10時30分～

大阪府 門真市 ベアーズ大日プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月02日(日) 10時30分～ 4月02日(日) 10時30分～

大阪府 門真市 ベアーズ大日プラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師

大阪府 門真市 ベアーズ大日プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師

大阪府 和泉市 イオン和泉府中プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月04日(火) 16時15分～ 4月04日(火) 16時15分～

大阪府 和泉市 イオン和泉府中プラザ 【Ａ】高学年 日本人講師

大阪府 和泉市 イオン和泉府中プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月04日(火) 13時30分～ 4月04日(火) 13時30分～

大阪府 和泉市 イオン和泉府中プラザ 【Ａ】低学年 日本人講師

大阪府 和泉市 イオン和泉府中プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月04日(火) 10時0分～ 4月04日(火) 10時0分～

大阪府 和泉市 イオン和泉府中プラザ 【Ａ】幼児 日本人講師

大阪府 和泉市 イオン和泉府中プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師

大阪府 和泉市 イオン和泉府中プラザ 【Ｂ】500B 日本人講師

大阪府 和泉市 イオン和泉府中プラザ 【Ｃ】高学年 日本人講師 3月30日(木) 15時15分～ 3月31日(金) 15時15分～

大阪府 和泉市 イオン和泉府中プラザ 【Ｃ】低学年 日本人講師 3月30日(木) 13時30分～ 3月31日(金) 13時30分～

大阪府 和泉市 イオン和泉府中プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 3月30日(木) 11時0分～ 3月31日(金) 11時0分～

大阪府 和泉市 イオン和泉府中プラザ 【Ｄ】ベビー 日本人講師 3月23日(木) 11時0分～ 3月23日(木) 11時0分～

大阪府 和泉市 イオン和泉府中プラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師

大阪府 和泉市 イオン和泉府中プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師

滋賀県 守山市 西友守山プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月21日(火) 10時30分～ 3月21日(火) 10時30分～

滋賀県 守山市 西友守山プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月30日(木) 10時30分～ 3月30日(木) 10時30分～

滋賀県 守山市 西友守山プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月21日(火) 14時30分～ 3月21日(火) 14時30分～

滋賀県 守山市 西友守山プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(木) 14時30分～ 3月30日(木) 14時30分～

滋賀県 守山市 西友守山プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(木) 15時15分～ 3月30日(木) 15時15分～

滋賀県 守山市 西友守山プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 13時30分～ 4月01日(土) 13時30分～

滋賀県 守山市 西友守山プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(木) 11時30分～ 3月30日(木) 11時30分～

滋賀県 守山市 西友守山プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(土) 11時0分～ 4月01日(土) 11時0分～

滋賀県 守山市 西友守山プラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月29日(水) 17時45分～ 4月05日(水) 17時45分～

滋賀県 守山市 西友守山プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月29日(水) 16時0分～ 4月05日(水) 16時0分～

滋賀県 草津市 近鉄百貨店草津プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(水) 14時0分～ 3月29日(水) 14時0分～

滋賀県 草津市 近鉄百貨店草津プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(金) 10時30分～ 3月31日(金) 10時30分～

滋賀県 草津市 近鉄百貨店草津プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月09日(日) 14時0分～ 4月09日(日) 14時0分～

滋賀県 草津市 近鉄百貨店草津プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(木) 14時0分～ 3月30日(木) 14時0分～

滋賀県 草津市 近鉄百貨店草津プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 10時30分～ 4月01日(土) 10時30分～

滋賀県 草津市 近鉄百貨店草津プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月02日(日) 14時0分～ 4月02日(日) 14時0分～

滋賀県 草津市 近鉄百貨店草津プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月05日(水) 14時0分～ 4月05日(水) 14時0分～

滋賀県 草津市 近鉄百貨店草津プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 3月29日(水) 11時0分～ 3月30日(木) 11時0分～

滋賀県 草津市 近鉄百貨店草津プラザ 【Ｃ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 14時30分～ 4月02日(日) 11時20分～

滋賀県 草津市 近鉄百貨店草津プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月02日(日) 10時10分～ 4月02日(日) 10時10分～

滋賀県 草津市 近鉄百貨店草津プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月05日(水) 11時0分～ 4月05日(水) 11時0分～

滋賀県 草津市 近鉄百貨店草津プラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月31日(金) 15時0分～ 3月31日(金) 16時30分～

滋賀県 大津市 小野 【Ａ】高学年 日本人講師

滋賀県 大津市 瀬田駅前 【Ａ】高学年 日本人講師

滋賀県 大津市 瀬田駅前 【Ａ】低学年 日本人講師

滋賀県 大津市 瀬田駅前 【Ｂ】300B 日本人講師

滋賀県 大津市 瀬田駅前 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師

滋賀県 大津市 瀬田駅前 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師

京都府 京田辺市 BRANCH松井山手プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月31日(金) 14時30分～ 3月31日(金) 14時30分～

京都府 京田辺市 BRANCH松井山手プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(土) 15時0分～ 4月01日(土) 15時0分～

京都府 京田辺市 BRANCH松井山手プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月04日(火) 10時30分～ 4月04日(火) 10時30分～

京都府 京田辺市 BRANCH松井山手プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月05日(水) 10時30分～ 4月05日(水) 10時30分～

京都府 京田辺市 BRANCH松井山手プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師

京都府 京田辺市 BRANCH松井山手プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(水) 13時0分～ 3月29日(水) 13時0分～

京都府 京田辺市 BRANCH松井山手プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(金) 10時30分～ 3月31日(金) 10時30分～

京都府 京田辺市 BRANCH松井山手プラザ 【Ｂ】400B 日本人講師 3月23日(木) 12時0分～ 3月30日(木) 16時0分～

京都府 京田辺市 BRANCH松井山手プラザ 【Ｃ】幼児 日本人講師 4月01日(土) 13時0分～ 4月04日(火) 15時30分～

京都府 京田辺市 BRANCH松井山手プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(木) 10時30分～ 3月30日(木) 10時30分～

京都府 京田辺市 BRANCH松井山手プラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月31日(金) 17時15分～ 4月05日(水) 16時30分～



京都府 京田辺市 BRANCH松井山手プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月29日(水) 16時0分～ 4月05日(水) 14時30分～

京都府 京田辺市 BRANCH松井山手プラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 4月01日(土) 10時30分～ 4月04日(火) 17時30分～

京都府 京都市左京区 洛北阪急スクエアプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月31日(金) 16時0分～ 3月31日(金) 16時0分～

京都府 京都市左京区 洛北阪急スクエアプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月29日(水) 16時0分～ 3月29日(水) 16時0分～

京都府 京都市左京区 洛北阪急スクエアプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(土) 16時0分～ 4月01日(土) 16時0分～

京都府 京都市左京区 洛北阪急スクエアプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月29日(水) 13時0分～ 3月29日(水) 13時0分～

京都府 京都市左京区 洛北阪急スクエアプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月31日(金) 13時0分～ 3月31日(金) 13時0分～

京都府 京都市左京区 洛北阪急スクエアプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 13時0分～ 4月01日(土) 13時0分～

京都府 京都市左京区 洛北阪急スクエアプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月29日(水) 11時0分～ 3月29日(水) 11時0分～

京都府 京都市左京区 洛北阪急スクエアプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(土) 11時0分～ 4月01日(土) 11時0分～

京都府 京都市山科区 西友山科 【Ａ】高学年 外国人講師 3月31日(金) 13時0分～ 3月31日(金) 13時0分～

京都府 京都市山科区 西友山科 【Ａ】低学年 外国人講師 4月04日(火) 13時0分～ 4月04日(火) 13時0分～

京都府 京都市山科区 西友山科 【Ａ】幼児 外国人講師 4月04日(火) 10時0分～ 4月04日(火) 10時0分～

京都府 京都市山科区 西友山科 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月25日(土) 13時0分～ 3月25日(土) 14時30分～

京都府 京都市山科区 西友山科 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月18日(土) 13時0分～ 3月18日(土) 14時30分～

京都府 京都市南区 イオンモールKYOTOプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月30日(木) 16時0分～ 3月30日(木) 16時0分～

京都府 京都市南区 イオンモールKYOTOプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 4月01日(土) 16時0分～ 4月01日(土) 16時0分～

京都府 京都市南区 イオンモールKYOTOプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月21日(火) 13時0分～ 3月21日(火) 13時0分～

京都府 京都市南区 イオンモールKYOTOプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月27日(月) 16時0分～ 3月27日(月) 16時0分～

京都府 京都市南区 イオンモールKYOTOプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月26日(日) 13時0分～ 3月26日(日) 13時0分～

京都府 京都市南区 イオンモールKYOTOプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月27日(月) 13時0分～ 3月27日(月) 13時0分～

京都府 京都市南区 イオンモールKYOTOプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月30日(木) 13時0分～ 3月30日(木) 13時0分～

京都府 京都市南区 イオンモールKYOTOプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 13時0分～ 4月01日(土) 13時0分～

京都府 京都市南区 イオンモールKYOTOプラザ 【Ｂ】400B 日本人講師 4月03日(月) 18時30分～ 4月04日(火) 17時30分～

京都府 京都市南区 イオンモールKYOTOプラザ 【Ｂ】500B 日本人講師 4月03日(月) 16時0分～ 4月04日(火) 15時0分～

京都府 京都市南区 イオンモールKYOTOプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月26日(日) 11時0分～ 3月26日(日) 11時0分～

京都府 京都市南区 イオンモールKYOTOプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月27日(月) 11時0分～ 3月27日(月) 11時0分～

京都府 京都市南区 イオンモールKYOTOプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(木) 11時0分～ 3月30日(木) 11時0分～

京都府 京都市南区 イオンモールKYOTOプラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月29日(水) 16時30分～ 3月31日(金) 16時30分～

京都府 京都市南区 イオンモールKYOTOプラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月21日(火) 16時0分～ 3月26日(日) 16時0分～

京都府 京都市伏見区 ＭＯＭＯテラスプラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月31日(金) 15時30分～ 3月31日(金) 15時30分～

京都府 京都市伏見区 ＭＯＭＯテラスプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月30日(木) 13時0分～ 3月30日(木) 13時0分～

京都府 京都市伏見区 ＭＯＭＯテラスプラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 3月31日(金) 12時0分～ 3月31日(金) 12時0分～

京都府 京都市伏見区 ＭＯＭＯテラスプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 3月27日(月) 15時0分～ 3月27日(月) 15時0分～

京都府 京都市伏見区 ＭＯＭＯテラスプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 15時0分～ 4月01日(土) 15時0分～

京都府 京都市伏見区 ＭＯＭＯテラスプラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月04日(火) 12時30分～ 4月04日(火) 12時30分～

京都府 京都市伏見区 ＭＯＭＯテラスプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 3月30日(木) 11時0分～ 3月30日(木) 11時0分～

京都府 京都市伏見区 ＭＯＭＯテラスプラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月01日(土) 13時0分～ 4月01日(土) 13時0分～

京都府 京都市伏見区 ＭＯＭＯテラスプラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 4月05日(水) 13時30分～ 4月05日(水) 15時0分～

京都府 京都市伏見区 ＭＯＭＯテラスプラザ 【Ｅ】5級(小3以上) 日本人講師 3月21日(火) 10時30分～ 4月05日(水) 10時30分～

京都府 京都市伏見区 伏見プラザ 【Ａ】高学年 外国人講師 3月29日(水) 14時0分～ 3月29日(水) 14時0分～

京都府 京都市伏見区 伏見プラザ 【Ａ】低学年 外国人講師 4月01日(土) 13時0分～ 4月01日(土) 13時0分～

京都府 京都市伏見区 伏見プラザ 【Ａ】幼児 外国人講師 4月01日(土) 9時30分～ 4月01日(土) 9時30分～

京都府 京都市伏見区 伏見プラザ 【Ｄ】ベビー 外国人講師 4月02日(日) 9時30分～ 4月02日(日) 9時30分～

京都府 京都市伏見区 伏見プラザ 【Ｅ】4級(小5以上) 日本人講師 3月28日(火) 18時0分～ 3月29日(水) 17時0分～


