
⽉別アーカイブ: 2018年6⽉

七⼣かざり 願いをこめて

今年も七⼣の笹を飾りました。 

⽇曜クラスの学習者さんがイベントで短冊を書いてくれた他、 

他の⽣徒さんやボランティアの先⽣⽅も願いをこめて☆⼺

   

⽇本語学習関連や家族の幸せを願う短冊が多い中、 

「今年の夏が涼しいように」、とは切実な＾＾︔ 

きっと⺟国に⽐べて⽇本は酷暑なのでしょうね、、、、 

しかし、これを書いてくれた翌⽇あたりから、梅⾬明け︖のニュースと共に 

猛暑⽇が続いています 
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ニューカマーの⽣徒さんたちも短冊をに願いをこめました。 

   

 ⼩学⽣は将来の夢、中学⽣は志望校合格の願いが⽬⽴ちました。 

暑い中、⼀⽣懸命通っている⽣徒さんたち、応援したくなります︕

そして、明⽇7/1は、⽇本語能⼒試験の⽇︕ 

頑張ってる学習者さんたちの合格を願わずにはいられません。 

みんな、がんばって‼  

健闘を祈ります☆

 

カテゴリー: ラウンジだより, 新着情報, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2018-06-30

国際理解教室「⾒たい︕知りたい︕南アフリカ」を開催しまし
た。

梅⾬の晴れ間、⾵が強くて暑い1⽇だった 6⽉27⽇（⽔）、 

国際理解教室「⾒たい︕知りたい︕南アフリカ」を開催しました。

講師は、JICA⻘年海外協⼒隊員として2015年から2年間南アフリカの⼩学校で算数を教えていらした蛭⽥秀樹さんです。
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蛭⽥さんが現地で感じた⼈種差別問題など体験談を交えながらリアルなお話をして下さいました。また、⼩学校での算数教育の問題点など
から、アパルトヘイトが終わったからと⾔ってすぐには解決できない数々の課題を知り、⾊々と考えさせられることもありました。

でも、⼦どもの映像から⾒る笑顔ややんちゃな様⼦はどこも同じ︕

蛭⽥さんが撮影されて素敵な写真も沢⼭紹介して下さいました。

       

 

最後に南アフリカでしか⽣産されていないルイボスティーとお菓⼦をいただきながら、トークタイム。時間内に質問が終わらず、しばらく
残ってお話していかれる⽅々もいらっしゃいました。

カテゴリー: ラウンジだより, 新着情報, 未分類 | 投稿⽇: 2018-06-28
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ラウンジニュース「そよ⾵」112号を発⾏しました

ラウンジニュース「そよ⾵」112号を発⾏しました。

←左の写真をクリックするとPDFでご覧になれます

そよ⾵のバックナンバーはこちら︕

カテゴリー: ラウンジだより, ラウンジニュース「そよ⾵」, 新着情報 | 投稿⽇: 2018-06-27

7⽉の伝統⽂化教室は「書道」、7/10（⽕）に開催します。

Traditional Japanese Cultural Lessons 

伝統⽂化教室のご案内です。 

7⽉は「書道教室」です。

Would you like to get acquainted with Japanese culture? 

Volunteer teachers will teach you in a friendly atmosphere. 

We have SHODO, calligraphy, class on July 10th. 

Please make a reservation at the reception desk.

⽇ 時︓7⽉10⽇（⽕） 1pm〜3pm 

参加費︓外国⼈100円／⽇本⼈300円 

講 師︓河村先⽣  

定 員︓約10名（外国⼈優先枠5名） 

お電話または来館にてご予約を承ります。

ラウンジのボランティア部会に所属されていない、 

⼀般の⽅も参加できます。但し、外国⼈が優先となります。 

定員に達した場合、募集を締め切ります。
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2018-2019伝統⽂化スケジュール（PDF）

 

 

カテゴリー: イベント, ラウンジだより, 伝統⽂化教室, 新着情報 | 投稿⽇: 2018-06-17
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平成29年度 ⽇本語学習者数（国別⼀覧）

平成29年度 当ラウンジの⽇本語教室には、世界41か国から466⼈の学習者が参加しました。

 国名 学習者(⼈) 構成⽐(％)

1 中国 134 29%

2 ベトナム 72 15%

3 フィリピン 40 9%

4 韓国 37 8%

5 ネパール 26 6%

6 アメリカ 18 4%

7 台湾 18 4%

8 インドネシア 10 2%

9 タイ 10 2%

10 インド 9 2%

11 バングラデシュ 9 2%

12 フランス 7 2%

13 マレーシア 7 2%

14 スペイン 6 1%

15 イギリス 6 1%

16 ドイツ 6 1%

17 シンガポール 5 1%

18 メキシコ 5 1%

19 スリランカ 4 1%

20 ブラジル 4 1%

その他(※） 33 7%

合計 466 100%

※「その他」の国 

⾹港、⽇本、パキスタン、ミャンマー、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、 

コロンビア、チリ、ペルー、アイルランド、オーストリア、オランダ、ベルギー、イタリア、 

フィンランド、イラン、トルコ、ナイジェリア、カメルーン、ガーナ
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カテゴリー: 新着情報, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2018-06-15

華道教室 夏の花を⽣けました（6/14）

蒸し暑さを忘れるような、爽やかなお花がたくさん並んだ本⽇の華道教室。 

教えて下さったのは、⽯塚喜三江先⽣。

今回は10⼈近い外国⼈の皆さんが参加しました。 

皆さん、⾊とりどりの花を素敵に⽣けていました。

     

 お友達のお花と交換したり、思い思い⾃由に⽣けて楽しまれていたようです♪ 

参加者どうし交流もあったりと、始終和やかな雰囲気でした、と先⽣。

     

剣⼭を⾒て、どこで売ってるの︖と質問した⽅も。 

⾒つけたらぜひご⾃宅でも⽣けてくださいね︕
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この後帰国される⽅もいらしゃったようです。 

⽇本のいい思い出が出来てよかったです＾＾

次回の華道教室は10⽉9⽇（⽕）です。秋のお花を⽣けるのでお楽しみに♪ 

予約は、9⽉ごろラウンジにて承ります。

カテゴリー: ラウンジだより, 伝統⽂化教室, 新着情報 | 投稿⽇: 2018-06-14

「情熱の国スペイン」が開催されました（6/10）

6⽉10⽇(⽇）13︓00〜

おしゃべりイベント「情熱の国スペイン」が開催されました。

⾬模様の天候にも関わらず、申込頂いた25名の⼤半の⽅が参加。

スペインの⽅6名とスタッフを含め、40名近い⽅が参加されました。

今回スペインの紹介をして下さったのは、マドリード出⾝で東⼯⼤で研究をしていらっしゃるラケルさん。

当ラウンジの⽇本語教室の学習者さんです。
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お国紹介の後は、参加者からの質疑応答では、⽇本の好きな所やどうしてそんなに⽇本語が上⼿なのか・・・など、沢⼭の質問が出てきま
した。

スペイン語とは全く違う、バスク語の話も出ました。

   

ノンアルコールのサングリアでティータイム。

作り⽅の質問も交え、わきあいあいと楽しい交流の時間をすごしました。

参加して下さったみなさま、スペインの⽅々、ありがとうございました︕ 

 

 

カテゴリー: イベント, 新着情報 | 投稿⽇: 2018-06-10

館外学習のお知らせ︓6⽉28⽇（⽊）午前の⽇本語教室は、館外学
習のため、教室での授業はお休みになります。Japanese class on
Thursday Morning, 28 June will be closed for excursion. 6⽉28⽇
（星期四）上午的⽇语课因课外学习，不在教室内上课。
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Japanese class on Thursday Morning , 28 June will be closed for excursion.

 

6⽉28⽇(星期四)上午的⽇语课因课外学习，不在教室内上课。
 

 

カテゴリー: ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2018-06-10 

国際理解教室「⾒たい︕知りたい︕南アフリカ」(6/27)を開催しま
す

6⽉27⽇（⽔）10:00~11:30 国際理解教室

『⾒たい︕知りたい︕南アフリカ 

〜JICA⻘年海外協⼒隊員に聞く南アフリカの体験談・知られざるストーリー〜』

を開催します。

南アフリカで、２年に渡り⻘年海外協⼒隊員として⼩学校教育に携わった講師を招き、南アフリカの「今」についてお話をしていただきま
す。貴重なお話を聞ける絶好の機会です。ぜひ、ご参加下さい。

予約不要。当⽇、ラウンジにご来館下さい。（先着40名）

詳細はこちら︕（クリックするとPDFが開きます。）

カテゴリー: イベント, ラウンジだより | 投稿⽇: 2018-06-06 [

夏休み⼩学⽣英会話 受講⽣募集
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＜2018 夏休み⼩学⽣英会話教室＞

ラウンジでは下記の⽇程で今年も⼩学⽣英会話教室を開講します。 

⼩学⽣（2年〜4年⽣）の皆さん、 

夏休みの6⽇間、ネイティブ講師と⼀緒に英語に親しみませんか︖

⽇程︓7⽉23⽇（⽉）、25⽇（⽔）、27⽇（⾦）、30⽇（⽉） 

   8⽉1⽇（⽔）、3⽇（⾦）（全6回） 

時間︓AM10時〜AM11時 

対象︓⼩学2〜4年⽣
募集⼈数︓約20名 

費⽤︓5000円（全6回） 

場所︓港北国際交流ラウンジ 

申込み︓往復ハガキ（新料⾦124円）にて、〒、住所、参加者⽒名（漢字とローマ字）、学年、 

    電話番号を明記の上、夏休み⼩学⽣英会話教室係までお申し込みください。

締切︓6⽉20⽇（⽔）必着 

※応募者多数の場合は抽選の上、結果を7⽉上旬に発送いたします。
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