
⽉別アーカイブ: 2019年10⽉

⽇本語(⽊)午前クラス受⼊れ再開。Japanese lesson (Thu
)morning class is re-open for new register. 星期四上午班的⽇语教
室重新开放给新学习者。

新規受け⼊れを中⽌していた⽇本語教室（⽊）午前クラスですが 

本⽇、受け⼊れを再開しました。

Japanese lesson (Thu )morning class is re-open for new register. 

星期四上午班的⽇语教室重新开放给新学习者。

 

各クラスが
しんきじゅこうせい
新 規 受 講 ⽣を

う
受け

い
⼊れているかどうか こちらで 

かくにん
確 認してください。 

please click HERE for the up-to-date information.

カテゴリー: ラウンジだより, 新着情報, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2019-10-31

⻄髙津中学校からのインタビューがありました。

http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e6%95%99%e5%ae%a4%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89%e5%8d%88%e5%89%8d%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%80%80%e5%8f%97%e5%85%a5%e3%82%8c%e5%86%8d%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e3%81%8a%e3%81%97%e3%82%89%e3%81%9b%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%81%8b%e3%82%89%e3%80%80news-from-japanese-class%e3%80%80/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e3%81%8a%e3%81%97%e3%82%89%e3%81%9b%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%81%8b%e3%82%89%e3%80%80news-from-japanese-class%e3%80%80/
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/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e6%95%99%e5%ae%a4%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89%e5%8d%88%e5%89%8d%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%80%80%e5%8f%97%e5%85%a5%e3%82%8c%e5%86%8d%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e8%a5%bf%e9%ab%99%e6%b4%a5%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/


10⽉28⽇（⽉）川崎市の⻄⾼津中学校1年⽣の4⼈の皆さんが 

⽇本語学習者へのインタビューに来てくれました。 

総合的な学習の時間で「私と違う⼈」をテーマに 

社会の多様性について学習している中での訪問でした。

答えてくれたのはアジア出⾝の⼥性学習者2⼈。

「⽇本に来て困ったことは何ですか︖」 

「⽇本語をどうやっておぼえたんですか︖」 

「⽇本に将来こうなってほしいと思うところはありますか︖」

 質問に⼀つづつ丁寧に答える学習者のお⼆⼈。



 お⼆⼈とも和⾷が好きで好物はお寿司やおでん、うどんなど(^O^) 

⼀⽅で、宗教の違いから⼾惑うこともあったそう。。。 

中学⽣の皆さんが⼀⽣懸命メモを取る姿が印象的でした。

⽇本で暮らす外国⼈や⽂化の多様性について考えるきっかけになれば嬉しい限りです。

遠いところわざわざ電⾞で来てくれてありがとうございました︕

 

カテゴリー: イベント, ラウンジだより, 新着情報, 窓⼝ | 投稿⽇: 2019-10-30

11/6(⽔)⽇吉(ひよし)サテライト教室は開講します。We will have
Japanese class at Hiyoshi satellite on Nov. 6th. ⽇吉分教室上课。

⼯事でご迷惑をおかけしておりますが、 

以下の⽇程は⽇吉のサテライト教室を別館にて開講します。 

2019年11⽉6⽇（⽔）

http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/event/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e7%aa%93%e5%8f%a3/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e8%a5%bf%e9%ab%99%e6%b4%a5%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/116-%e6%b0%b4%e3%80%80%e6%97%a5%e5%90%89%ef%bc%88%e3%81%b2%e3%82%88%e3%81%97%ef%bc%89%e3%82%b5%e3%83%86%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%88%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%81%af%e9%96%8b%e8%ac%9b%e3%81%97%e3%81%be/


11がつ6か の にほんごきょうしつ ひよし くらすは べっかん で あります。

We will have Japanese class at Hiyoshi satellite on November 6th at annex. 

11⽉6⽇（星期三）⽇吉分教室上课的学习者请注意，6号将在别馆⾥上课。

カテゴリー: ラウンジだより, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2019-10-30 

ワクワク写真展とニューカマーの⼦ども達の作品展

残念ながら、⼤型の強い台⾵のため中⽌になってしまった 

今年のワクワクまつり ( ﾉД`)ｼｸｼｸ…。

予定していたステージ等はお⾒せすることは出来ませんが 

展⽰作品は、今館内で楽しむことができます︕

まずは⽇本語学習者の皆さんの写真展。 

⽇本で撮ったお気に⼊りのシーンを切り取った傑作ばかり。

⾒た⼈は、「いいね︕シール」も貼ってくれてます。 

第3研修室に展⽰しているので、ぜひ⾒に来てくださいね︕

次に、ニューカマーの⼦どもたちの作品展。こちらはロビーに展⽰されています。 

「夏の思い出」と題して思い思い絵⽇記で綴られています。 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/japanese-class/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/116-%e6%b0%b4%e3%80%80%e6%97%a5%e5%90%89%ef%bc%88%e3%81%b2%e3%82%88%e3%81%97%ef%bc%89%e3%82%b5%e3%83%86%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%88%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%81%af%e9%96%8b%e8%ac%9b%e3%81%97%e3%81%be/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%af%e3%82%af%e5%86%99%e7%9c%9f%e5%b1%95%e3%81%a8%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e9%81%94%e3%81%ae%e4%bd%9c%e5%93%81/


⼦どもたちの素直な感性に驚き✨ 

描いている⼦ども達のキラキラした⽬が浮かんでくるようです。

写真展は10⽉31⽇（⽊）まで、ニューカマーは10⽉26⽇（⼟）まで 

展⽰しています。 

ぜひ⾒にきてくださいね︕

カテゴリー: ラウンジだより, 新着情報, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2019-10-25

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%83%af%e3%82%af%e3%83%af%e3%82%af%e5%86%99%e7%9c%9f%e5%b1%95%e3%81%a8%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e9%81%94%e3%81%ae%e4%bd%9c%e5%93%81/


10/30 (⽔) ⽇本語教室 ⽇吉（ひよし）はお休みです。 We will
NOT have Japanese class at Hiyoshi satellite on Oct. 30th. 10⽉
30号⽇吉分教室不上课。

10⽉30⽇（⽔）の⽇吉サテライト教室はありません。（教室の予約ができなかったからです。）

10がつ30にち の にほんごきょうしつ ひよし くらすは ありません。

We will not have Japanese class at Hiyoshi satellite on October 30th. 

10⽉30⽇（星期三）⽇吉分教室不上课。

カテゴリー: ラウンジだより, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2019-10-24

ママカフェ☆ハロウィンアートを楽しみました︕

もうすぐハロウィン︕ ということで、 

今⽇の「多⽂化ママカフェ」は、ハロウィンアートを楽しみました。 

あんよに絵の具をぬって・・・ 

そして、紙にぺたんこ︕と 

かわいい⾜形を。

その⾜形を使って、ママたちはハロウィンアートに仕上げます。♡

 

 

 

 

みんな、ステキな作品が出来上がりました︕楽しかったですね︕♪ 

 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%af%e3%82%af%e5%86%99%e7%9c%9f%e5%b1%95%e3%81%a8%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e9%81%94%e3%81%ae%e4%bd%9c%e5%93%81/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/10_30hiyoshi/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/japanese-class/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/10_30hiyoshi/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%83%9e%e3%83%9e%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e2%98%86%e3%83%8f%e3%83%ad%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%bf%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/IMG_5085-e1571812054720.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/IMG_5098-e1571812102962.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/IMG_5116.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/IMG_5103.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/IMG_5118.jpg


カテゴリー: たぶんかママカフェ, ラウンジだより, 新着情報, 窓⼝ | 投稿⽇: 2019-10-23

中国語スタッフお休みのお知らせ 11⽉1⽇、8⽇ 中⽂⼯作⼈员
休息
ちゅうごくごたいおう
中 国 語 対 応の

す た っ ふ
スタッフのお

やす
休みを お

し
知らせします。  

中⽂⼯作⼈员休息，敬请谅解︕

11⽉1⽇、８⽇（⾦・星期五）

カテゴリー: 窓⼝ | 投稿⽇: 2019-10-20

11⽉の伝統⽂化体験は「書道」Japanese Calligraphy、11/8（⾦）

Traditional Japanese Cultural Lessons

 〜SYODO <Japanese Calligraphy>〜書道（しょどう） 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/IMG_5119-e1571812158934.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/momscafe/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
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%83%9e%e3%83%9e%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e2%98%86%e3%83%8f%e3%83%ad%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%bf%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%aa%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%95%e3%81%8a%e4%bc%91%e3%81%bf%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%8011%e6%9c%881%e6%97%a5%e3%80%818%e6%97%a5%e3%80%80/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e7%aa%93%e5%8f%a3/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%aa%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%95%e3%81%8a%e4%bc%91%e3%81%bf%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%8011%e6%9c%881%e6%97%a5%e3%80%818%e6%97%a5%e3%80%80/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/11%e6%9c%88%e3%81%ae%e4%bc%9d%e7%b5%b1%e6%96%87%e5%8c%96%e4%bd%93%e9%a8%93%e3%81%af%e3%80%8c%e6%9b%b8%e9%81%93%e3%80%8djapanese-calligraphy%e3%80%81118%ef%bc%88%e9%87%91%ef%bc%89%e9%96%8b%e5%82%ac/


伝統⽂化教室のご案内です。 

11⽉は「書道」です。

 

 

 

 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/2019.11.8%E6%9B%B8%E9%81%93.jpg


Woul d you like to get acquainted with Japanese culture? 

Volunteer teachers will teach you in a friendly atmosphere.

We have Syodo ,Japanese calligraphy , 1 day lesson on Tuesday July 2nd. 

Please make a reservation at the reception desk.

⽇ 時︓11⽉8⽇（⽕） 1pm〜3pm 

参加費︓外国⼈ 100円／⽇本⼈ 200円 

講 師︓河村先⽣ 

定 員︓10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。

2019-2020伝統⽂化スケジュール

 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/%E4%BC%9D%E7%B5%B1%E6%96%87%E5%8C%96%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB2019-2020rv.png


カテゴリー: イベント, ラウンジだより, 伝統⽂化教室 | 投稿⽇: 2019-10-17

たいふうの ニュースを みてください。

Huge typhoon is heading to Japan. 

Please check the Multilingual info in order to protect yourself and your family❗  

https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/m_multi.html 

とても おおきい たいふう が きています。 

９がつに きた たいふうと おなじくらい おおきな たいふうです。 

たくさん ひがいが ありました。 

てんきよほうや ニュースを みて ください。

↓ いろいろな ことばで じょうほうを みることが できます。
https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/m_multi.html

http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/event/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/culture-class/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/11%e6%9c%88%e3%81%ae%e4%bc%9d%e7%b5%b1%e6%96%87%e5%8c%96%e4%bd%93%e9%a8%93%e3%81%af%e3%80%8c%e6%9b%b8%e9%81%93%e3%80%8djapanese-calligraphy%e3%80%81118%ef%bc%88%e9%87%91%ef%bc%89%e9%96%8b%e5%82%ac/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%81%9f%e3%81%84%e3%81%b5%e3%81%86%e3%81%ae%e3%80%80%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%92%e3%80%80%e3%81%bf%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%e3%80%82/
https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/m_multi.html?fbclid=IwAR3PeHFvLP6H1akxeRXGmf4AVwq2ktPW7qOkSaSmaUm3_xiTN-DJX6Haeao
https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/m_multi.html?fbclid=IwAR3PeHFvLP6H1akxeRXGmf4AVwq2ktPW7qOkSaSmaUm3_xiTN-DJX6Haeao


カテゴリー: ラウンジだより, 窓⼝ | 投稿⽇: 2019-10-11

今⽇の「ビジネス英会話初級」は開講します。

外国語教室「ビジネス英会話初級」受講のみなさまへ

本⽇（10⽉11⽇⾦曜⽇）19時からの「ビジネス英会話初級」の授業は、 
当初の予定通り⾏います。 

受講⽣の皆様は、お⾜もとに気を付けて港北ラウンジにお越しください。

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/website%E6%B0%97%E8%B1%A1%E5%BA%811.jpg
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%81%9f%e3%81%84%e3%81%b5%e3%81%86%e3%81%ae%e3%80%80%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%92%e3%80%80%e3%81%bf%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%e3%80%82/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e4%bb%8a%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e8%8b%b1%e4%bc%9a%e8%a9%b1%e5%88%9d%e7%b4%9a%e3%80%8d%e3%81%af%e9%96%8b%e8%ac%9b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/



