
⽉別アーカイブ: 2020年12⽉

⽇本語教室３学期（2021年1⽉から3⽉）について
にほんごきょうしつ

⽇本語教室3
が っ き

学期のスケジュールと3
が っ き

学期
しょかい

初回の
にほんごきょうしつ

⽇本語教室
にほんごきょうしつ
⽇ 本 語 教 室3学期（2021年1⽉〜3⽉）の

にってい
⽇ 程です。 

Japanese class schedule  Jan.-Mar. 2021

★⽇本語3学期スケジュール (2021年1⽉〜3⽉) (pdf)

1
がつ
⽉ はじめの 

じゅぎょう
授 業は （�rst lesson of Third Trimester） 

にちようび
⽇曜⽇クラス Sunday   1⽉10⽇ 
げつようび
⽉曜⽇クラス Monday  ※１⽉はお休みします。 
かようび
⽕曜⽇午前クラス Tuesday Morning ※１⽉はお休みします。 
もくようび
⽊曜⽇午前クラス Thursday Morning 1⽉7⽇ ※１⽉はお休みします。 
きんようび
⾦曜⽇クラス Friday  1⽉8⽇ 
どようび
⼟曜⽇クラス Saturday   1⽉9⽇

かようびやかん
⽕曜⽇夜間クラス Tuesday Evening 1⽉12⽇ 
もくようびやかん
⽊曜⽇夜間クラス Thursday Evening ※１⽉はお休みします。 
すいようびやかんひよし
⽔曜⽇夜間⽇吉クラス Wednesday Evening Hiyoshi 1⽉6⽇

まちがえないように きてください。

カテゴリー: ラウンジだより, 新着情報, ⽇本語教室 | 投稿⽇: 2020-12-28

年末年始（12/29〜1/3）休館のお知らせ。We will be closed on
Dec.29 – Jan.3rd.

http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e6%95%99%e5%ae%a4%ef%bc%93%e5%ad%a6%e6%9c%9f%ef%bc%882021%e5%b9%b41%e6%9c%88%e3%81%8b%e3%82%893%e6%9c%88%ef%bc%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e6%95%99%e5%ae%a43%e5%ad%a6%e6%9c%9f%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a83%e5%ad%a6%e6%9c%9f%e5%88%9d%e5%9b%9e%e3%81%ae%e6%97%a5%e6%9c%ac/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E6%95%99%E5%AE%A43%E5%AD%A6%E6%9C%9F%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB.tif
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%93%e5%ad%a6%e6%9c%9f%ef%bc%882021%e5%b9%b41%e6%9c%88%e3%81%8b%e3%82%893%e6%9c%88%ef%bc%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e5%b9%b4%e5%a7%8b%ef%bc%881229%ef%bd%9e13%ef%bc%89%e4%bc%91%e9%a4%a8%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%82we-will-be-closed-on-dec-29-jan-3rd/


港北国際交流ラウンジは、12⽉29⽇〜１⽉３⽇は休館となります。

We will be closed on Dec.29th – Jan.3rd.

カテゴリー: ラウンジだより, 窓⼝ | 投稿⽇: 2020-12-28

|

【なまえ募集︕】港北国際交流ラウンジ20周年記念誌

港北国際交流ラウンジは、お陰様で本年開設20周年を迎えました。 

20周年を記念し、港北ラウンジの歩みを記した「20周年記念誌」の作成を始めます。 

そこで、「20周年記念誌」の名前（タイトル）を公募します。 

ぜひ、ステキな名前を考えて、ご応募ください︕︕

＊応募⽅法 （AかBのいずれか） 

A) 港北ラウンジ 受付のボックスに投稿。 

B) 以下のGoogleフォームに⼊⼒して送信。

＊2021年1⽉31⽇（⽇） 応募受付しめきり

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/eto_nezumi_family.png
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/eto_ushi_family.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/%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e5%b9%b4%e5%a7%8b%ef%bc%881229%ef%bd%9e13%ef%bc%89%e4%bc%91%e9%a4%a8%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%82we-will-be-closed-on-dec-29-jan-3rd/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e3%81%aa%e3%81%be%e3%81%88%e5%8b%9f%e9%9b%86%ef%bc%81%e3%80%91%e6%b8%af%e5%8c%97%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e4%ba%a4%e6%b5%81%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%b820%e5%91%a8%e5%b9%b4%e8%a8%98%e5%bf%b5/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%B8%E5%A4%96%E8%A6%B3%E5%86%99%E7%9C%9F%EF%BC%92%EF%BC%90%E5%91%A8%E5%B9%B4.png
https://forms.gle/Zxpj5HAKaJNX7Dgn9


カテゴリー: ラウンジだより, 新着情報, 窓⼝ | 投稿⽇: 2020-12-18

中国語/マレー語スタッフお休みのお知らせ 12/25 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︕

Pengawai Malaysia akan bercuti pada tarikh dibawah:

12⽉25⽇（⾦・星期五）・25 Disember (Jumaat)

 

カテゴリー: 窓⼝ | 投稿⽇: 2020-12-18

ご応募ありがとうございます︕
「送信」を押してください。

【名前募集︕】港北国際交流ラ
ウンジ 20周年記念誌
2020年に開設20周年を迎えた 横浜市港北国際交流ラウンジ の「20周
年記念誌」を作製します。 
記念誌のステキな名前（タイトル）を募集します。 以下に回答してご応
募ください。

saysan145@gmail.com （共有なし）
アカウントを切り替える

回答を⼊⼒

送信 フォームをクリア

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%80%90%e3%81%aa%e3%81%be%e3%81%88%e5%8b%9f%e9%9b%86%ef%bc%81%e3%80%91%e6%b8%af%e5%8c%97%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e4%ba%a4%e6%b5%81%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%b820%e5%91%a8%e5%b9%b4%e8%a8%98%e5%bf%b5/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%aa%9e%e3%83%9e%e3%83%ac%e3%83%bc%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%8012%e6%9c%8825/
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%83%9e%e3%83%ac%e3%83%bc%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%8012%e6%9c%8825/
https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSSquy5q5ETVF7YWSthxQIU4_RUdRepupkbtf9MxvqEWhD_Q/viewform?embedded%3Dtrue&service=wise


【公開終了】2020ワクワクおんらいん 視聴者アンケートご協⼒
ください。

＜アンケート 回答受付終了しました。 ご回答ありがとうございました＞ 

「2020ワクワクおんらいん」を⾒て下さったみなさま、ありがとうございました︕ 

以下のアンケートにご回答いただき、率直なご感想を頂ければ幸いです。 

ご協⼒、よろしくお願い致します。（所要時間は３分程度です。）

このコンテンツは Google が作成または承認し
たものではありません。

【視聴者アンケート】2020ワク
ワクおんらいん
フォーム「【視聴者アンケート】2020ワクワクおんらいん」の回答の受
け付けは終了しました。 
間違いであると思われる場合は、フォームのオーナーにお問い合わせくだ
さい。

フォーム

http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e6%9c%ac%e6%97%a5%e5%85%ac%e9%96%8b%e6%9c%80%e7%b5%82%e6%97%a5%e3%80%912020%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%af%e3%82%af%e3%81%8a%e3%82%93%e3%82%89%e3%81%84%e3%82%93%e3%80%80%e8%a6%96%e8%81%b4/
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


カテゴリー: イベント, ラウンジだより | 投稿⽇: 2020-12-14

【おまけ中国語クイズ】の 正解 発表︕(2020ワクワクおんらい
ん）

「2020ワクワクおんらいん」を⾒て下さったかた、 

 ありがとうございました︕︕

「おもしろ中国語クイズ」の最後に「おまけのクイズ」を出しました。 

この漢字の意味はなんでしょう︖︕ 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/event/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e6%9c%ac%e6%97%a5%e5%85%ac%e9%96%8b%e6%9c%80%e7%b5%82%e6%97%a5%e3%80%912020%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%af%e3%82%af%e3%81%8a%e3%82%93%e3%82%89%e3%81%84%e3%82%93%e3%80%80%e8%a6%96%e8%81%b4/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e3%81%8a%e3%81%be%e3%81%91%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%aa%9e%e3%82%af%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%80%91%e3%81%ae%e3%80%80%e6%ad%a3%e8%a7%a3%e3%80%80%e7%99%ba%e8%a1%a8%ef%bc%812020%e3%83%af%e3%82%af/


 そして、正解発表〜︕︕

 どうでしたか︖ 「⼿紙」が 「トイレットペーパー」を意味するなんてびっくりですね︕ 

中国語と⽇本語は、「漢字」という共通する⽂化を持ちながら、同じ字でも違う意味になることがあるのが⾯⽩いですね︕✨

カテゴリー: イベント, 新着情報 | 投稿⽇: 2020-12-10

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/%E3%81%8A%E3%81%BE%E3%81%91%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%82%BA.png
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/%E3%81%8A%E3%81%BE%E3%81%91%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%AE%E6%AD%A3%E8%A7%A3.png
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/event/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/information/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e3%81%8a%e3%81%be%e3%81%91%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%aa%9e%e3%82%af%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%80%91%e3%81%ae%e3%80%80%e6%ad%a3%e8%a7%a3%e3%80%80%e7%99%ba%e8%a1%a8%ef%bc%812020%e3%83%af%e3%82%af/


12/14まで︕【2020ワクワクおんらいん】⾒どころ紹介

2020ワクワクおんらいん は 公開期間を終了いたしました。 
ご視聴ありがとうございました。

12⽉1⽇から公開している 【2020ワクワクおんらいん】 

もうご覧いただけたでしょうか︖

嬉しいことに、ご好評をいただき
公開5⽇間で本編の視聴回数は700回を超えました。 

どうもありがとうございます︕︕✨

動画の公開は、明⽇12⽉7⽇（⽉）まででしたが、好評につき12/14まで 

延⻑となりました。
ここでは、⾒どころを3つご紹介しますので、まだの⽅はぜひご覧ください。 

【⾒どころ①】
『せかいの ことばで こんにちは』
港北ラウンジで⽇本語勉強中の学習者さんが、⺟国の⾔葉を紹介してくれます
あなたは、何ヶ国語わかりますか︖

 

 

 

 

 

 

 

 

【⾒どころ②】
『世界のファッションショー』

http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%80%90%e3%81%8a%e3%81%be%e3%81%91%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%aa%9e%e3%82%af%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%80%91%e3%81%ae%e3%80%80%e6%ad%a3%e8%a7%a3%e3%80%80%e7%99%ba%e8%a1%a8%ef%bc%812020%e3%83%af%e3%82%af/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%af%e6%98%8e%e6%97%a5127%e3%81%be%e3%81%a7%ef%bc%81%e3%80%902020%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%af%e3%82%af%e3%81%8a%e3%82%93%e3%82%89%e3%81%84%e3%82%93%e3%80%91%e8%a6%8b%e3%81%a9/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/%E3%81%9B%E3%81%8B%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%B0%E3%81%A7%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB.png
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/IMG_8060.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/IMG_8061.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/IMG_8063.jpg


<⼤⼈編＞と＜ママと⼦ども達編＞があります。 

それぞれに美しくて魅⼒的な⺠族⾐装をお⾒逃しなく

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【⾒どころ③】
フィナーレを飾る『リモートアンサンブル ♪上を向いて歩こう SUKIYAKI』 

港北ラウンジの⾳楽好きが、リモートアンサンブルに挑戦しました。
コロナのために、集まって演奏したり歌を歌うことはできませんが、それぞれに演奏した
り、歌を歌った動画を集め、それを重ねて１つのハーモニーになりました

“また⾃由に会える⽇まで、みんなで頑張ろう︕“という思いをこめました。  

ぜひ、聴いて⼀緒に歌ってください︕

 

 

 

もちろん、これら3つの⾒どころ以外にも楽しいコンテンツがいっぱい︕ 

ぜひ⾒てみてくださいね︕

カテゴリー: イベント, ラウンジだより | 投稿⽇: 2020-12-06

英会話初級(⽔) 12/16→12/23に変更になりました。

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/IMG_8032.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/IMG_8037.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/IMG_8038.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/IMG_8039.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/IMG_8054.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/IMG_8055.jpg
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/event/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/staff/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%af%e6%98%8e%e6%97%a5127%e3%81%be%e3%81%a7%ef%bc%81%e3%80%902020%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%af%e3%82%af%e3%81%8a%e3%82%93%e3%82%89%e3%81%84%e3%82%93%e3%80%91%e8%a6%8b%e3%81%a9/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e8%8b%b1%e4%bc%9a%e8%a9%b1%e5%88%9d%e7%b4%9a%e6%b0%b4%e3%80%801216%e2%86%921223%e3%81%ab%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/


英会話初級⽔曜のテンプリン先⽣のクラスが、以下の通り 

⽇程変更になりました。

12⽉16⽇→授業はありません。 

12⽉23⽇→振替授業があります。

カテゴリー: 外国語教室, 窓⼝ | 投稿⽇: 2020-12-03

ワクワクおんらいん★動画の⾒たい部分だけ⾒る⽅法（スマホの
場合）

 

「2020ワクワクおんらいん」を⾒てくださった皆さん、 

ご視聴ありがとうございます︕︕  

「もう⼀度、あの部分を⾒てみたいなあ」と思ってくださった⽅のために動画の⾒たい部分を素早
く⾒つけ出して再⽣する⽅法（スマホの場合）をお知らせします。  （PCの場合はこちらへ） 

まず、スマホでYouTubeの動画を再⽣し、チャプターの選択をしたい場合は、Youtubeアプリをダ
ウンロードしてある必要があります。 

（再⽣するだけならダウンロードは必要ありません）

http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/language-class/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/%e7%aa%93%e5%8f%a3/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e8%8b%b1%e4%bc%9a%e8%a9%b1%e5%88%9d%e7%b4%9a%e6%b0%b4%e3%80%801216%e2%86%921223%e3%81%ab%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%af%e3%82%af%e3%81%8a%e3%82%93%e3%82%89%e3%81%84%e3%82%93%e2%98%85%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%81%ae%e8%a6%8b%e3%81%9f%e3%81%84%e9%83%a8%e5%88%86%e3%81%a0%e3%81%91%e8%a6%8b%e3%82%8b-2/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%af%e3%82%af%e3%81%8a%e3%82%93%e3%82%89%e3%81%84%e3%82%93%e2%98%85%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%81%ae%e8%a6%8b%e3%81%9f%e3%81%84%e9%83%a8%e5%88%86%e3%81%a0%e3%81%91%e8%a6%8b%e3%82%8b/


http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC%E8%AA%AC%E6%98%8ESP1.png


カテゴリー: イベント, ラウンジだより, 窓⼝ | 投稿⽇: 2020-12-03

ワクワクおんらいん★動画の⾒たい部分だけ⾒る⽅法

 「2020ワクワクおんらいん」を⾒てくださった皆さん、 

ご視聴ありがとうございます︕︕ 
「もう⼀度、あの部分を⾒てみたいなあ」と思ってくださった⽅のために動画の⾒たい部分を素早
く⾒つけ出して再⽣する⽅法をお知らせします。

http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC%E8%AA%AC%E6%98%8ESP2.png
http://kohokulounge.la.coocan.jp/category/event/
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%83%af%e3%82%af%e3%83%af%e3%82%af%e3%81%8a%e3%82%93%e3%82%89%e3%81%84%e3%82%93%e2%98%85%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%81%ae%e8%a6%8b%e3%81%9f%e3%81%84%e9%83%a8%e5%88%86%e3%81%a0%e3%81%91%e8%a6%8b%e3%82%8b-2/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%af%e3%82%af%e3%81%8a%e3%82%93%e3%82%89%e3%81%84%e3%82%93%e2%98%85%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%81%ae%e8%a6%8b%e3%81%9f%e3%81%84%e9%83%a8%e5%88%86%e3%81%a0%e3%81%91%e8%a6%8b%e3%82%8b/


１）PCの場合 ↓   ２）スマホの場合はこちら 

 

http://kohokulounge.la.coocan.jp/%e3%83%af%e3%82%af%e3%83%af%e3%82%af%e3%81%8a%e3%82%93%e3%82%89%e3%81%84%e3%82%93%e2%98%85%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%81%ae%e8%a6%8b%e3%81%9f%e3%81%84%e9%83%a8%e5%88%86%e3%81%a0%e3%81%91%e8%a6%8b%e3%82%8b-2/
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC%E8%AA%AC%E6%98%8EPC1.png
http://kohokulounge.la.coocan.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC%E8%AA%AC%E6%98%8EPC12.png
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