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ママカフェ開催しました

11⽉28⽇（⽔）、第2回ママカフェを開催しました︕

今回は簡単な絵本の紹介。 

おすすめの本を紹介したり、皆さんの⺟語で本を読んでもらったりしました。 

ウクライナの絵本は、ウクライナの⽣活の様⼦が⾒え、柔らかい⾔葉にうっとり。 

フィリピンのおかあさんは歌の絵本を読んで下さり、みんなで⼀歌に合わせて⼿遊びをしました。 

       

来週1才になる⼥の⼦もいて、中国語と⽇本語（︖）でハッピーバースデーを歌いました♬ 

おめでとう‼

みんなで成⻑を⾒守りたいね、と記念撮影

       

来⽉は12⽉20⽇（⽊）です。 

たくさんのご参加、お待ちしています︕︕
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ラウンジニュース「そよ⾵」114号を発⾏しました

ラウンジニュース「そよ⾵」114号を発⾏しました。 

114号はワクワクまつり（2018年10⽉14⽇実施）特集号です。 

写真をクリックするとPDFで全⽂をご覧になれます。ラウンジ窓⼝でお渡しすることも可能です。

「そよ⾵」のバックナンバーはこちらからどうぞ。 

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: 2018-11-30

2019年度 窓⼝スタッフ募集 （〆切ました。）

＜2019年度窓⼝スタッフ募集＞→応募締め切りました。

2019年度窓⼝スタッフ（若⼲名）を募集します。 

私たちと⼀緒に、ラウンジで楽しくお仕事しませんか︖

国際交流に興味があり、ボランティア精神に富む⽅のご応募を お待ちしています︕

 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%8c%e3%81%9d%e3%82%88%e9%a2%a8%e3%80%8d114%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/soyokaze/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2018/11/soyokaze114.pdf
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%8c%e3%81%9d%e3%82%88%e9%a2%a8%e3%80%8d/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%80%8c%e3%81%9d%e3%82%88%e9%a2%a8%e3%80%8d114%e5%8f%b7%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/2019%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%aa%93%e5%8f%a3%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%95%e5%8b%9f%e9%9b%86/


 

＜募集⼈数＞
★窓⼝スタッフ・・・若⼲名  

＜募集要項＞
窓⼝にて配布。 または、こちらから印刷してください。 

2019年度 窓⼝スタッフ募集要項

＜応募⽤紙＞
窓⼝にて配布。 または、こちらから印刷してください。 

2019年度 窓⼝スタッフ応募⽤紙
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<応募⽅法＞ 
応募⽤紙⼀式を郵送、または直接ご持参下さい。
受付期間︓2018年12⽉10⽇（⽉）〜2019年1⽉25⽇（⾦）必着

＜スケジュール＞
1⽉  30⽇（⽔）〜書類選考 

2⽉  11⽇（⽉・祝）   ⾯接試験（時間未定） 

2⽉  18⽇（⽉）オリエンテーション

 

 

カテゴリー: ラウンジだより, 窓⼝ | 投稿⽇: 2018-11-27

近隣⼩学校のラウンジ⾒学と国際理解（11/22）

11⽉22⽇（⽊）、⼤⾖⼾⼩学校5年2組の皆さんが国際理解や学習交流会の⼀環で 

来館してくれました。 

来館前から電話インタビューをしたり、いろいろ調べたり、とても学習意欲の 

⾼い⽣徒さんたちでした。

来館当⽇、まずは窓⼝スタッフから、施設の説明。 

次に外国⼈スタッフの紹介となりました。 

インタビューは、グループに分かれて。 

窓⼝⽇本⼈スタッフと、ウクライナ、中国、マレーシアのスタッフが 
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各グループを回りました。 

「⽇本に来てどんなことが⼤変でしたか︖」 

「⾃分の国と⽐べて、違うことは︖驚いたことは︖」 

「出⾝国について教えてください」 

「窓⼝スタッフ（⽇本⼈）をやっていてどんな時が楽しいですか」等々 

たくさんの質問が出ました。

興味津々な様⼦に、こちらも嬉しくなりました。

スタッフをやっていてどんな時が楽しいか。これの答えはいろいろありますが 

何と⾔っても、出⾝国の違う⼈たちと話していていろいろ新しい発⾒があることです。 

今まで当たり前だと思っていたことが、実はあたり前ではなかったり。 

そういう考え⽅もあるんだ、と気づいたり。 

お互いの⽂化を認め合ったり。 

そんな思いが⽣徒の皆さんに伝わってると嬉しいです*＾＾*

そして、今回だけでなく、今よりもっと世界に⽬を向けたり、 

⽇本に来る外国⼈のことを考えたり、多⽂化を意識したり、 

そんなきっかけの⼀⽇になってくれたらと願わずにはいられません。

学習交流会、がんばってね︕

カテゴリー: ラウンジだより, 新着情報, 窓⼝ | 投稿⽇: 2018-11-22

インターナショナル少年サッカー⼤会の報告（11/10）

去る11月10日(土)、横浜市都筑区、東京・横浜ドイツ学園サッカーグラウンドにて、

港北ラウンジ主催による”インターナショナル　少年　交流サッカー大会“が行われました。
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当⽇は雲⼀つない快適な秋空、恵まれた晴天の下、熱戦が繰り広げられました。 

参加チームは6チーム、東京横浜ドイツ学園DSTYイーグルス、東京国際フランス学園、 

セントメリーズインターナショナルスクール、 

および港北区の新⽥中学校、⾼⽥中学校、篠原中学校でした。

 

各チーム選⼿たちの保護者の⽅々も、沢⼭の⽅々が応援に駆け付けられ、 

会場は終⽇賑やかな雰囲気に溢れていました。 

各チームとも実⼒拮抗、時として⼤⼈顔負けの激しい競り合いもあり、 

まさにどの試合も爽やかな真剣勝負でした。

結果は予選リーグでは2位だったセントメリーズが決勝トーナメントで逆転優勝、 

2位⾼⽥中学校、3位フランス学園、4位篠原中学校、5位ドイツ学園、6位新⽥中学校でした。



成績に応じて全チームにトロフィー及び副賞の⽢柿が贈呈されました。 

選⼿の皆さんが今後も練習に励まれ活躍をし、また来年この場で再会できることをご祈念いたします。皆様、お疲れさまでした。 

（交流企画部） 

 

カテゴリー: イベント, ラウンジだより, 新着情報 | 投稿⽇: 2018-11-16

For Foreign Moms! 多⽂化ママカフェ 多元化妈妈咖啡厅︕(11/28)
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11がつ28にち ママカフェやります︕ 
Mama cafe will open on the November 28th. 

にほんご

⽇本語の
えほん

絵本、あなたの
くに

国の絵本を
よ

読んでみよう♪ 

Let’s read Japanese picture books and your picture books in your mother tongue.

Let’s exchange information and talk about life in Japan and Children while making friends. Foreign mothers, their children, and

expecting mothers are welcome!  

No reservation is needed︕

Click here for details ↓↓↓

和⼤家⼀起边交流在⽇本的⽣活经验，边交换育⼉信息，同时还可以交朋友。以外国⼈妈妈和孩⼦，以及准妈妈为对象开办。妈妈⼀个⼈来参加

也可以。不⽤予約︕ 

详情见此处↓↓↓

 

がいこくじん
外 国 ⼈のお

かあ
⺟さんと

こ
⼦ども、これからお⺟さんになる⼥性のための 

じょうほうこうかん
情 報 交 換や

おともだちづくり
お友達作りの

ばしょ
場所です。ぜひいらしてください︕ 

 
よやく

予約はいりません︕ 
しょうさい
詳 細は↓↓↓ 

11
がつ
⽉28

にち
⽇（

すい
⽔・星期三）     Wednesday November 28th.  10︓30am. 〜 11︓30am.

＠
こうほくこくさいこうりゅう
港 北 国 際 交 流ラウンジ    @Kohoku Int’l Lounge

        クリックすると⼤きくなります
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近隣⼩学校の国際理解 ⽇本語教室の⾒学

11⽉9⽇（⾦）区内の師岡⼩学校6年1組の児童の皆さんが 

⽇本語教室の⾒学に来てくれました。 

総合的な学習の時間で「国際理解・多⽂化」をテーマに学習している 

中での訪問でした。

まずは⽇本語教室のスタッフから、ラウンジの説明がありました。 

そして、グループに分かれて外国⼈学習者にインタビューをしました。 

  

⾒学を終えていろいろな声が聞こえてきました。 

「中国は⽇本より宿題が多いんだって︕」 

「将来カナダに⾏ってみたい」 

「どこの国の学習者が⼀番多いのかな」 

「コロンビアの⼈にインタビューしたよ」 

「楽しかった︕」

⽂化は違っても相互理解、国際理解。 

⽇本に興味を持って⽇本語を勉強したい⼈もたくさんいるということを 

知ってもらえたでしょうか＾＾

最後に⽇本語教室代表からお話がありました。 

「みんなの学校にも外国のお友達がいると思うけど、 

どんどん友達になってくださね。また道で迷って困ってる外国⼈がいたら 

親切にしてくださいね。今⽇をいい機会にしてください。」

http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e8%bf%91%e9%9a%a3%e5%b0%8f%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e3%81%ae%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e7%90%86%e8%a7%a3%e3%80%80%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%81%ae%e8%a6%8b%e5%ad%a6/


もっともっと興味を持って世界に⽬を向けてくれたら嬉しいですね︕（*＾＾*）

カテゴリー: ラウンジだより, 新着情報, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2018-11-09

【⽇本語教室】⽉曜クラスの報告 秋を感じて

  

学習者の皆さんにも⽇本の秋を感じて欲しいですね＾＾

カテゴリー: 新着情報, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2018-11-06
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