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8⽉まで伝統⽂化体験教室は中⽌します。

新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌により 

5⽉〜7⽉の伝統⽂化教室は中⽌となりました。 

9⽉以降、開催を予定していますが、今後の状況により変更になる 

場合もございます。

5がつ から 8がつ まで  

さどう、しょどう、かどう の きょうしつ は おやすみ です。 

9 がつ からは まだ きまっていません。 

HPで かくにん して ください。

2020年 

5⽉14⽇（⽊）茶道 さどう →ありません 

5⽉21⽇（⽊）書道 しょどう →ありません 

6⽉11⽇（⽊）華道 かどう →ありません 

7⽉14⽇（⽕）書道 しょどう →ありません
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【期間延⻑】5⽉31⽇まで臨時休館／ 8⽉31⽇まで研修室の利⽤を
休⽌します。

 【重要なお知らせ】

新型コロナウィルス感染症の拡⼤防⽌のため、 
港北区からの通達を受け、港北国際交流ラウンジは 
３⽉１⽇（⽇）からから館内施設の利⽤を休⽌していますが、 
港北区から再度指⽰を受け、その期間を5⽉31⽇（⽇）まで延⻑ 
することになりました。 
臨時休館中ですが、メールと電話による相談は受付けております。 
（電話対応時間︓9時〜17時まで 第三⽉曜除く） 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/5%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%bc%9d%e7%b5%b1%e6%96%87%e5%8c%96%e4%bd%93%e9%a8%93%e4%b8%ad%e6%ad%a2%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/culture-class/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/5%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%bc%9d%e7%b5%b1%e6%96%87%e5%8c%96%e4%bd%93%e9%a8%93%e4%b8%ad%e6%ad%a2%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e6%9c%9f%e9%96%93%e5%bb%b6%e9%95%b7%e3%80%915%e6%9c%8831%e6%97%a5%e3%81%be%e3%81%a7%e9%a4%a8%e5%86%85%e6%96%bd%e8%a8%ad%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%82%92%e4%bc%91%e6%ad%a2%e3%81%97/


期間中は、研修室やロビーの利⽤、図書の貸出、私⽤コピーは、ご利⽤ 
いただけません。 
また、⽇本語教室、ニューカマー⼦どもの教室、⾃主登録団体、⼀般団体他による研修室利⽤は8⽉
31⽇までできません。外国語教室は9⽉末までお休みです。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜6⽉1⽇より、⼀部再開が決定しました。＞（2020.5.30更新）

＊開館時間 9時から17時 

＊対⾯での窓⼝相談・情報提供を再開します。 

＊研修室の利⽤は、登録済みの団体による少⼈数での「会議利⽤」に限り可能と 

なります。

・部会ボランティア、⾃主登録団体、⼀般団体、いずれも可能です。 ・研修室予約の⽅法は、登録団体の代表者に別途ご案内いたします。

＊図書コーナーは当⾯休⽌です。現在借りている図書がある⽅は、図書コーナーが再開してから 返却してください。 

港北国際交流ラウンジでは、ひきつづき新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌につとめてまいります。 安⼼してご利⽤いただける環境をつくる
ため、皆様にもご協⼒をお願いいたします。（PDFにてご案内） 

施設のご利⽤に際して（お願い）2020年6⽉

皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

尚、施設の利⽤が再開になっても、当⾯の間、ケアプラザ側の⼊⼝はご利⽤をお控えください。（⾼齢者施設利⽤への感染防⽌のため） 

 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%81%AE%E3%81%94%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%AB%E9%9A%9B%E3%81%97%E3%81%A6%EF%BC%88%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84%EF%BC%892020%E5%B9%B46%E6%9C%88.pdf
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E5%AF%BE%E5%BF%9C20200429EJP.png


状況により期間を延⻑する可能性があます。 

＊研修室の利⽤申請をされていた団体の予約は、こちらでキャンセル 

 させていただきます。
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http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E5%AF%BE%E5%BF%9C20200429ENG.png
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E5%AF%BE%E5%BF%9C20200429%E4%B8%AD%E6%96%87.png
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e7%aa%93%e5%8f%a3/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e6%9c%9f%e9%96%93%e5%bb%b6%e9%95%b7%e3%80%915%e6%9c%8831%e6%97%a5%e3%81%be%e3%81%a7%e9%a4%a8%e5%86%85%e6%96%bd%e8%a8%ad%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%82%92%e4%bc%91%e6%ad%a2%e3%81%97/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%80%91%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%81%93%e3%81%a9%e3%82%82%e3%81%ae%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%80%80%e3%81%8a%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%bf%e3%81%97/


【重要】ニューカマーこどものきょうしつ おやすみ 新来⼉童教室
暂停上课直⾄另⾏通知。New comer class will be closed till
further notice.

【ニューカマーこどものきょうしつ おやすみ の おしらせ】

ニューカマーこどものきょうしつ は、
８がつ ３１にち まで おやすみ です。

しんがた コロナウィルス の かんせんが ひろがらないように 

するためです。

   

２がっき の ことが きまったら ホームページで おしらせします。 

ときどき ホームページを みてください。

 

 港北国際交流ラウンジでは、 １学期の間（8/31まで） 
ニューカマー⼦どもの教室をお休みとさせていただきます。

新型コロナウィルス感染症の拡⼤に対する不安が⾼まっている中、 
お⼦さんたちとボランティアさんの安全を第⼀に考えた対応です。

ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

＊港北国際交流ラウンジは、電話・メール・窓⼝相談・情報提供業務は⾏っています。（9:00〜
17:00)

In order to prevent the spreading from Coronavirus, we have decided to close New-comer classes until the end of August. Please check

our homepage for re-open date.

カテゴリー: 未分類 | 投稿⽇: 2020-04-29

【外国語教室】前期（4⽉〜9⽉）中⽌のお知らせ

http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%80%91%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%81%93%e3%81%a9%e3%82%82%e3%81%ae%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%80%80%e3%81%8a%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%bf%e3%81%97/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%80%91%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%81%93%e3%81%a9%e3%82%82%e3%81%ae%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%80%80%e3%81%8a%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%bf%e3%81%97/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e5%a4%96%e5%9b%bd%e8%aa%9e%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%80%91%e5%89%8d%e6%9c%9f%ef%bc%884%e6%9c%88%ef%bd%9e9%e6%9c%88%ef%bc%89%e4%b8%ad%e6%ad%a2%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/


★港北国際交流ラウンジでは、新型コロナウィルス感染症の拡⼤のため 
館内の利⽤停⽌が続いておりますが、2020年前期の外国語教室に於いてもやむを得ず中⽌とさせて
いただきます。（4/28更新） 

対象となる2020年度講座︓ 

・英会話初級⽕曜   ・英会話初級⽔曜   ・フランス語で話そう ・イタリア語初級 

・ビジネス英会話初級 ・中国語⼊⾨ ・スペイン語⼊⾨

・英会話サロン ・フランス語会話サロン

*受講料は後期（10⽉〜3⽉）に充当させていただきます。 

ご不明な点がございましたら窓⼝にお電話またはメールにてお問合せください。

（電話受付時間 9時〜17時） 

ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

併せて外国語教室のページもご覧ください。

外国語教室以外のラウンジ事業についての対応についてはこちら。

カテゴリー: 外国語教室, 新着情報 | 投稿⽇: 2020-04-28

たぶんかママカフェ 8がつまで やすみの おしらせ 

ママカフェ  やすみ の おしらせ

８がつまで ママカフェは、おやすみ します。 

コロナウィルス が ひろがらない ためです。 

つぎに はじめるときは、また おしらせします。 

HPやLINEで かくにん してください。 

みなさんも きをつけて くださいね❗ 

Mom’s cafe will be closed until August

For your information, we have decided to close the Multicultural Mom’s cafe until August taking into present situation in Japan.  

We will be noticing you when we start again by HP and LINE. 

Please take care and look forward to seeing you next time ❣ 

通告

为了防⽌新型肺炎扩⼤传播妈妈咖啡厅将暂停举办直⾄另⾏通知。

http://kohokulounge.la.coocan.jp/languageclaa/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%80%91%ef%bc%93%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e3%81%8b%e3%82%89%ef%bc%93%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%95%e6%97%a5%e3%81%be%e3%81%a7%e9%a4%a8%e5%86%85%e6%96%bd%e8%a8%ad%e3%81%ae/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/language-class/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e5%a4%96%e5%9b%bd%e8%aa%9e%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%80%91%e5%89%8d%e6%9c%9f%ef%bc%884%e6%9c%88%ef%bd%9e9%e6%9c%88%ef%bc%89%e4%b8%ad%e6%ad%a2%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%81%9f%e3%81%b6%e3%82%93%e3%81%8b%e3%83%9e%e3%83%9e%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7-8%e3%81%8c%e3%81%a4%e3%81%be%e3%81%a7%e3%80%80%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%bf%e3%81%ae%e3%80%80%e3%81%8a%e3%81%97/


 

 

カテゴリー: たぶんかママカフェ, 新着情報, 窓⼝ | 投稿⽇: 2020-04-27

【重要】にほんごきょうしつ 8がつまで おやすみです。 ⽇语教
室暂停上课直⾄另⾏通知。

【にほんごきょうしつ 1がっき おやすみ の おしらせ】

１がっき（８がつの おわりまで） 

こうほくラウンジの にほんごきょうしつ は おやすみです。 

しんがた コロナウィルス の かんせんが ひろがらないように 

するためです。

９がつから にほんごきょうしつ を はじめるかどうか 

ホームページで おしらせします。 

ときどき ホームページを みてください。

To further prevent the spread of the novel coronavirus (COVID-19),  

we have decided to cancel all the Japanese language class until August (�rst semester). 

We will be informing you on our HP when we open the Japanese class again.

 Please contact us by phone or e-mail if you need anything during our opening hour ;

9:00.~17:00. 

Thank you for your co-operation and understanding.

 

 

 港北国際交流ラウンジでは、1学期（８⽉末まで） 
⽇本語教室（全９クラス）をお休みとさせていただきます。 
（館外学習も中⽌となります。）

http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/momscafe/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e7%aa%93%e5%8f%a3/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%81%9f%e3%81%b6%e3%82%93%e3%81%8b%e3%83%9e%e3%83%9e%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7-8%e3%81%8c%e3%81%a4%e3%81%be%e3%81%a7%e3%80%80%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%bf%e3%81%ae%e3%80%80%e3%81%8a%e3%81%97/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%80%91%e3%81%ab%e3%81%bb%e3%82%93%e3%81%94%e3%81%8d%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%97%e3%81%a4%e3%80%80%ef%bc%94%e3%81%8c%e3%81%a4%e3%80%80%e3%81%8a%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%bf/


新型コロナウィルス感染症の拡⼤に対する不安が⾼まっている中、 
学習者さんとボランティアさんの安全を第⼀に考えた対応です。 
ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

９⽉以降の教室開催については、決定次第ホームページにてお知らせいたします。

＊⽇本語教室のすべてのクラス（⽉曜クラス・⽕曜午前クラス・ 

 ⽕曜夜間クラス・⽔曜夜間⽇吉クラス・⽊曜午前クラス・ 

 ⽊曜夜間クラス・⾦曜クラス・⼟曜クラス・⽇曜クラス）が対象です。

＊港北国際交流ラウンジでは、電話・メールによる相談・情報提供業務は⾏っています。

为了防⽌新型肺炎扩撒，⽇语教室将暂停上课直⾄下学期。我们会在⽹站公布开课时间请在8⽉初查阅
详情。

 

 

カテゴリー: ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2020-04-27

にほんごの べんきょうの サイト しょうかい♯2 ♪ 

 ♪
いえ

家 でも
たの

楽しく
に ほ ん ご

⽇本語を
べんきょう

勉 強しましょう♪ Vol.2

かながわ国際交流財団より、 

⽇本語を学べるサイト紹介が届いたので紹介します   
☟

【にほんごの べんきょう】 

いえで にほんごを べんきょうするとき、やくにたつ ウェブサイトを しょうかい します。 

■  NIHONGO eな  
いろいろな ウェブサイトや アプリを みることが できます。 

URL︓https://nihongo-e-na.com  <https://nihongo-e-na.com/> 

※にほんご・Englishで みることが できます。 

 ■ JFにほんごeラーニング みなと 
いろいろな クラスが あります。ひらがな、カタカナ、かんじ、 

ぶんぽうなどを べんきょうすることが できます。 

URL︓https://minato-jf.jp  <https://minato-jf.jp/> 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/japanese-class/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%80%91%e3%81%ab%e3%81%bb%e3%82%93%e3%81%94%e3%81%8d%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%97%e3%81%a4%e3%80%80%ef%bc%94%e3%81%8c%e3%81%a4%e3%80%80%e3%81%8a%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%bf/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%81%ab%e3%81%bb%e3%82%93%e3%81%94%e3%82%92%e3%80%80%e3%81%be%e3%81%aa%e3%81%b9%e3%82%8b%e3%80%80%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%80%80%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%8b%e3%81%84%e2%99%aa%e2%99%af2/
https://nihongo-e-na.com/
https://nihongo-e-na.com/
https://minato-jf.jp/
https://minato-jf.jp/


※にほんご・English・中⽂・Español・Tiếng Việt・ภาษาไทย・Bahasa Indonesiaで 

みることが できます。 

  

■  エリンが挑戦（ちょうせん）︕にほんごできます 
ドラマを みて、にほんごや にほんの ぶんかを べんきょうすることが  

できます。 

URL︓https://www.erin.ne.jp  <https://www.erin.ne.jp/> 

※にほんご・English・Español・Português・中⽂・한국어・Français・Bahasa Indonesia・ภาษาไทย で みることが できます。  

 

■  NEW versionやさしい⽇本語（にほんご） Conversation lessons 
アニメを みて、にほんごや にほんの ぶんかを べんきょうすることが 

できます。アニメは 28 あります。 

URL︓https://www.nhk.or.jp/lesson  <https://www.nhk.or.jp/lesson/> 

・Português・Pусский・Español・فارسی・বাংলা・ြမနမ်ာစကား・中⽂・English・Français・िह�ी・Bahasa Indonesia・코리안・َعَربِّي ※
Kiswahili・ภาษาไทย・Türkçe・اردو・Tiếng Việtで みることが できます。  

 

■  NHK NEWS WEB EASY 
かんたんな にほんごで ニュースを よんだり、きいたり することが できます。コロナ ウイルスの ニュースも あります。 

URL︓http://www3.nhk.or.jp/news/easy  <http://www3.nhk.or.jp/news/easy/>

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

以上、公益財団法人かながわ国際交流財団からの情報でした。（2020.4.23） 
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【重要】JLPT ⽇本語能⼒試験 対策クラス（４〜６⽉）中⽌の 
おしらせ

2020年7⽉5⽇（⽇）の⽇本語能⼒試験 JLPT は 中⽌になりました。
（2020年5⽉18⽇発表） 

https://www.erin.ne.jp/
https://www.erin.ne.jp/
https://www.nhk.or.jp/lesson
https://www.nhk.or.jp/lesson/
http://www3.nhk.or.jp/news/easy
http://www3.nhk.or.jp/news/easy/
http://www.kifjp.org/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%81%ab%e3%81%bb%e3%82%93%e3%81%94%e3%82%92%e3%80%80%e3%81%be%e3%81%aa%e3%81%b9%e3%82%8b%e3%80%80%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%80%80%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%8b%e3%81%84%e2%99%aa%e2%99%af2/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%80%91jlpt-%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e8%83%bd%e5%8a%9b%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%80%80%e5%af%be%e7%ad%96%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9%ef%bc%88%ef%bc%94%ef%bd%9e%ef%bc%96/


http://info.jees-jlpt.jp/other/20-

1%e4%b8%ad%e6%ad%a2%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%

82%89%e3%81%9b-2.html 

【港北ラウンジの ⽇本語能⼒試験 JLPT N1,N2,N3  

７⽉受験のための４〜６⽉のクラスも 中⽌します。】

しんがた コロナウィルス の かんせんが ひろがらないように 

するためです。

４⽉（がつ）がつから ６⽉（がつ）に 予定（よてい）していた 

にほんごのうりょくしけん JLPT N1,N2,N3 の クラスは、 

⾦曜⽇（きんようび）クラス、⽇曜⽇（にちようび）クラス ともに 

中⽌（ちゅうし）します。 

もうしこみした ひとには メールや でんわで れんらくしています。

つぎの JLPT たいさく クラスは ９がつからの 予定（よてい）です。 ７がつごろ ホーム
ページで おしらせします。 

ときどき ホームページを みてください。

 港北国際交流ラウンジでは、７⽉受験のために４⽉〜６⽉開講を予定していた⽇本語能⼒試験 
JLPT N1、N2、N3 受験対策講座を中⽌とさせていただきます。 
新型コロナウィルス感染症の拡⼤に対する不安が⾼まっている中、学習者さんとボランティアさん
の安全を第⼀に考えた対応です。

ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

12⽉受験のための秋のコースは、９⽉〜１１⽉に実施する予定です。 

申込み受け付けは、７⽉頃ホームページにてお知らせいたします。

＊港北国際交流ラウンジでは、臨時休館中もメールと電話での窓⼝相談・情報提供業務は⾏ってい
ます。
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http://info.jees-jlpt.jp/other/20-1%e4%b8%ad%e6%ad%a2%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b-2.html
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/japanese-class/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%80%91jlpt-%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e8%83%bd%e5%8a%9b%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%80%80%e5%af%be%e7%ad%96%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9%ef%bc%88%ef%bc%94%ef%bd%9e%ef%bc%96/


【時間（じかん）短縮（たんしゅく）】電話（でんわ）相談（そ
うだん）は17時までです。

【電話相談 受付時間短縮のお知らせ】 

4⽉13⽇（⽉）から 5⽉6⽇（⽔）まで、電話相談の受付時間が変更になりました。 

平⽇も午前9時から午後5時までとなります。

メールでの相談も、午後5時以降に受信したメールは、翌⽇以降の対応になります。 

新型コロナウィルス感染症拡⼤防⽌のための時間短縮措置です。 

ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

※5⽉7⽇（⽊）以降については未定ですが延⻑になる可能性があります。

【でんわ そうだんの じかんが みじかくなります。】 

４がつ１３にちから ５がつ６にちまで 

こうほくラウンジ で でんわの そうだんが できる じかんは 

９じから １７じまでに なります。 

へいじつも １７じより おそいじかんは そうだんできません。

コロナウィルスに かからないよう あんぜんのためです。

【Telephone consultation ︓9︓00〜17︓00  weekdays and weekends】 

 Thank you for your understanding.
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にほんごの べんきょうの サイト しょうかい♯１ ♪ 

♪
いえ

家 でも
たの

楽しく
に ほ ん ご

⽇本語を
べんきょう

勉 強しましょう♪

いえ にほんご べんきょう しょうかい

http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%80%91jlpt-%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e8%83%bd%e5%8a%9b%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%80%80%e5%af%be%e7%ad%96%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9%ef%bc%88%ef%bc%94%ef%bd%9e%ef%bc%96/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e6%99%82%e9%96%93%ef%bc%88%e3%81%98%e3%81%8b%e3%82%93%ef%bc%89%e5%a4%89%e6%9b%b4%ef%bc%88%e3%81%b8%e3%82%93%e3%81%93%e3%81%86%ef%bc%89%e3%80%91%e9%9b%bb%e8%a9%b1%ef%bc%88%e3%81%a7%e3%82%93/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e7%aa%93%e5%8f%a3/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e6%99%82%e9%96%93%ef%bc%88%e3%81%98%e3%81%8b%e3%82%93%ef%bc%89%e5%a4%89%e6%9b%b4%ef%bc%88%e3%81%b8%e3%82%93%e3%81%93%e3%81%86%ef%bc%89%e3%80%91%e9%9b%bb%e8%a9%b1%ef%bc%88%e3%81%a7%e3%82%93/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%81%9f%e3%81%ae%e3%81%97%e3%81%8f%e3%80%80%e3%81%ab%e3%81%bb%e3%82%93%e3%81%94%e2%99%aa%e2%99%af%ef%bc%91%e3%80%80enjoy-japanese%e2%99%aa%e2%99%af%ef%bc%91/


家で⽇本語を勉 強できる インターネットのサイトを紹 介します。 

ぜひ みてみてください︕

 ★https://www.marugoto.org/

   
にほん
⽇本のことばと

ぶんか
⽂化を「まるごと」

まな
学べる

にほんごきょうざい
⽇ 本 語 教 材です。

 ★https://study.u-biq.org/

   
ちゅうきゅう
中 級 までの

にほんご
⽇本語が

べんきょう
勉 強できます。 

   レベルに
わ
分かれていて 

ぶんぽう
⽂ 法も くわしく

せつめい
説 明。 

   JLPTの
べんきょう
勉 強もできます。

★https://www.erin.ne.jp/jp/

   
にほん
⽇本の

ちゅうがっこう
中 学 校を

しょうかい
紹 介している

どうが
動画です。 

   
み
⾒るだけでもおもしろいです。

※
むりょう
無 料で

べんきょう
勉 強できる

どうが
動画や、

むりょう
無 料でダウンロードできる

きょうざい
教 材があるサイトを

しょうかい
紹 介しています。 

 
ゆうりょう
有 料の

きょうざい
教 材の

りよう
利⽤を

すす
勧めるものではありません。
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