
⽉別アーカイブ: 2017年5⽉

平成28年度 ⽇本語学習者数（国別⼀覧）

平成28年度 当ラウンジの⽇本語教室には、世界49か国から887⼈の学習者が参加しました。

 国名 学習者(⼈) 構成⽐(％)

1 中国 199 22%

2 ベトナム 157 18%

3 フィリピン 68 8%

4 ネパール 66 7%

5 タイ 33 4%

6 韓国 33 4%

7 バングラデシュ 26 3%

8 アメリカ 26 3%

9 台湾 25 3%

10 インドネシア 21 2%

11 スペイン 17 2%

12 インド 16 2%

13 ドイツ 14 2%

14 シンガポール 13 1%

15 スリランカ 13 1%

16 イギリス 13 1%

17 フランス 12 1%

18 ブラジル 11 1%

19 ロシア 10 1%

http://kohokulounge.la.coocan.jp/2016nihongo_seito/


 国名 学習者(⼈) 構成⽐(％)

その他(※) 43 13%

合計 887 100%

※「その他」の国 

⾹港、ミャンマー、⽇本、ブータン、マレーシア、オマーン、トルクメニスタン、パキスタン、イラン、オーストラリア、イタリア、ギリ
シャ、オーストリア、オランダ、リトアニア、ポルトガル、アイルランド、スウェーデン、メキシコ、ベネズエラ、チリ、コロンビア、カ
ナダ、アルゼンチン、ペルー、モロッコ、ガーナ、ナイジェリア、チュニジア、ベナン

カテゴリー: 新着情報, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2017-05-18 [http://kohokulounge.la.coocan.jp/2016nihongo_seito/] |

交流イベント「世界の遊び体験」（5/28）

5⽉の交流イベント「世界の遊び体験」は5⽉28⽇（⽇）です。 

みんな集まれ〜︕ 

★「世界の遊び体験」★

楽しい遊びが待っているよ︕⼤⼈も⼦供も、ゲームに参加して景品をGETしよう︕︕

⽇時 5⽉28⽇（⽇） 13:00〜14:30

場所 港北国際交流ラウンジ
参加費 無料
対象 どなたでも（親⼦・⼦どもだけ・⼤⼈だけOK）
予約不要 当⽇直接ラウンジへお越しください♪（お問い合わせ TEL︓045-430-5670）

   ⇐チラシはこちら。クリックすると拡⼤されます。

——————————————————————————————————————-

「せかい の あそび たいけん」

げーむ に さんか して けいひん を もらおう︕︕

http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/japanese-class/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/2016nihongo_seito/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e9%81%8a%e3%81%b3%e4%bd%93%e9%a8%93%ef%bc%88528%ef%bc%89/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2017/04/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E9%81%8A%E3%81%B3%E4%BD%93%E9%A8%93.pdf
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★さんかひ︓むりょう（￥0）

★だれでも さんか できます。（おやこ・こども・おとなだけでも OK）

★ばしょ︓こうほく らうんじ

よやく ふよう です。

   ⇐チラシはこちら。

 

 

カテゴリー: イベント, ラウンジだより | 投稿⽇: 2017-05-13

|

書道 Calligraphy 教室の様⼦。（5/11）
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http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2017/04/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E9%81%8A%E3%81%B3%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%82%84%E3%81%95%E3%81%97%E3%81%84%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E7%99%BD%E9%BB%92%E7%89%88%EF%BC%89.pdf
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/event/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e9%81%8a%e3%81%b3%e4%bd%93%e9%a8%93%ef%bc%88528%ef%bc%89/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e6%9b%b8%e9%81%93-calligraphy-%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%81%ae%e6%a7%98%e5%ad%90%e3%80%82%ef%bc%88511%ef%bc%89/


次回の教室は6⽉8⽇です。 

お待ちしています。

 

カテゴリー: 伝統⽂化教室, 新着情報 | 投稿⽇: 2017-05-11

華道教室の様⼦。初夏の花を⽣けました（5/8）

第2⽉曜⽇に開催されている華道教室。 

この⽇は多くの参加者で賑わいました。 

華道初⼼者の⽅も、素敵な出来栄え︕ 

皆さん、集中してお花と向き合っていました。 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/culture-class/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e6%9b%b8%e9%81%93-calligraphy-%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%81%ae%e6%a7%98%e5%ad%90%e3%80%82%ef%bc%88511%ef%bc%89/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e8%8f%af%e9%81%93%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%81%ae%e6%a7%98%e5%ad%90%e3%80%82%e5%88%9d%e5%a4%8f%e3%81%ae%e8%8a%b1%e3%82%92%e7%94%9f%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%8858%ef%bc%89/


⽇常から離れるこんな⽇もまたいいですよね。 

次回の教室は6⽉12⽇になります。

 

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: 2017-05-10

|

「しゃべり場」の様⼦。わいわい、おしゃべりしています♪
（5/8）

⽇本語でもっと会話を楽しもう︕

気軽に参加できる「しゃべり場」は、⽇本語教室が終わった学習者さんや 

お⼦さん連れの⽅で今⽇もにぎわっています＾＾

 

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/%e8%8f%af%e9%81%93%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%81%ae%e6%a7%98%e5%ad%90%e3%80%82%e5%88%9d%e5%a4%8f%e3%81%ae%e8%8a%b1%e3%82%92%e7%94%9f%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%8858%ef%bc%89/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%8c%e3%81%97%e3%82%83%e3%81%b9%e3%82%8a%e5%a0%b4%e3%80%8d%e3%81%ae%e6%a7%98%e5%ad%90%e3%80%80%e3%82%8f%e3%81%84%e3%82%8f%e3%81%84%e6%8f%a1%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99/


うまく握れたかな︖ 

 

⼀⼈でも、お友だちと⼀緒でも、リラックスして参加してくださいね︕

次回は、5⽉22⽇です。お待ちしています。

カテゴリー: ラウンジだより, 新着情報, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2017-05-10

「英語でクッキング」開催します♪（6/1）→締切ました

こちらのイベントは定員15名に達したので締切りました。（5/19）

マレーシア、フィリピンの外国⼈スタッフと⼀緒に 

簡単なデザートを作りませんか︖ 

作り⽅の説明はすべて英語で⾏います♪ 
⼀緒に作って楽しく⾷べましょう︕

⽇時︓6⽉1⽇（⽊） 13︓30〜15︓30 

参加費︓300円 

持ち物︓エプロン、三⾓⼱、タオル

http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/japanese-class/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%8c%e3%81%97%e3%82%83%e3%81%b9%e3%82%8a%e5%a0%b4%e3%80%8d%e3%81%ae%e6%a7%98%e5%ad%90%e3%80%80%e3%82%8f%e3%81%84%e3%82%8f%e3%81%84%e6%8f%a1%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%8c%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e3%81%a7%e3%82%af%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%80%8d%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e2%99%aa%ef%bc%8861%ef%bc%89/


申込︓5⽉17⽇（⽔）9時〜お電話または来館にて。 

先着15名。 

申込、お問い合わせは 045-430-5670

＊メニューは当⽇発表します。

カテゴリー: イベント, ラウンジだより, 窓⼝ | 投稿⽇: 2017-05-01

にほんご で もっと はなそう︕ 「しゃべり場」開催しています︕

がいこくじん の みなさん 

にほんご で もっと おはなし しませんか︖ 

らうんじ では もっと きがる に おしゃべり できる 

「しゃべりば」という あつまり があります。

だれでも さんか できます。 

ひとりでも、おともだちと いっしょでも、こどもと いっしょでも 

OKです。

ただし、かいわ は にほんご です。

おにぎり も あります。 

みんな で にぎって（つくって）、いっしょ に たのしく 

たべましょう︕

かいさいび（しゃべりば が ある ひ） 

★5⽉8⽇ げつようび 

★5⽉22⽇ げつようび 

★6⽉12⽇ げつようび 

★6⽉26⽇ げつようび 

★7⽉10⽇ げつようび

じかん は 12︓30〜2︓30pm です。

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2017/05/6%E6%9C%88_%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%80%8C%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E3%81%A7%E3%82%AF%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%80%8D1.pdf
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http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%8c%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e3%81%a7%e3%82%af%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%80%8d%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e2%99%aa%ef%bc%8861%ef%bc%89/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%81%ab%e3%81%bb%e3%82%93%e3%81%94%e3%80%80%e3%81%a7%e3%80%80%e3%82%82%e3%81%a3%e3%81%a8%e3%80%80%e3%81%af%e3%81%aa%e3%81%9d%e3%81%86%ef%bc%81%e3%80%80%ef%bd%9e%e3%80%8c%e3%81%97%e3%82%83%e3%81%b9/


よやく は ひつよう ありません。 

ちょくせつ らうんじ に きてください。 

おまち してます＾＾

カテゴリー: 新着情報, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2017-05-01
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