
にほんご多
た

文化
ぶ ん か

ひろば 
外国人を支援したい人のためのボランティア講座 

外国人のための日本語講座 

Japanese Language Class for Foreign Nationals 
외국인을 위한 일본어 강좌  面向外国人的日语讲座 
Trình về các khóa học Tiếng Nhật dành cho người nước ngoài 

 

★ 月に１度の土曜日 ／ Saturday once a month ／ 한달에 한번 토요일 

每月一次星期六 ／ Một lần vào thứ bảy 

１ 
2021年 

４月10日（土） ★１３：１５～１４：００  日本語支援の勉強会・準備 

Study for supporters 

 

            外国の人と日本語で話す際の 

            注意点について学びます。 

 

 

外国語能力は   やさしい日本語で 

問いません。   話します。 

 

  支援希望者は 

 どんな人でもOK！ 

 

 

★１４：００～１５：３０  にほんごサポート 

Support for foreigners 

Japanese language Class 

 

 

 

 

 

                    サポーターとして 

                    日本語学習を 

                    手伝います。 

 

★１５：３０～１６：００  支援者反省会 

Review for supporters 

2 ５月８日（土） 

3 ６月５日（土） 

4 ７月10日（土） 

5 ８月７日（土） 

6 ９月４日（土） 

7 １０月２日（土） 

8 １１月６日（土） 

９ １２月４日（土） 

10 
2022年 

１月８日（土） 

11 ２月５日（土） 

12 ３月19日（土） 

 

 ●場所（Venue） : 勝山公民館 ２階 第２研修室（Katsuyama community center, 2nd floor) 

 ●料金（Price） ： １回 100 円 ／ 100 yen each time 

 ●お問い合わせ（Contacts） ： toboeiko753@yahoo.co.jp ／０８０-３８７４-５４０４ （とうぼう Tobo） 

  

●LINE グループ登録（Register with the LINE app group） 

右の QR コードを読み取り「當房詠子 Tobo Eiko」を「追加」し、何か一言メッセージを 

送ってください。 

After scanning this QR code and adding "Tobo Eiko", please send a message to Tobo. 

 

 

Facebook 



 

日程 Schedule 主な学習テーマ Main learning themes 

１ 
2021年 

４月10日（土） 

自治会①     Topics about neighborhood association 

初級前半の文型① Grammar for beginner learners 

2 ５月８日（土） 
食べ物①     Topic about food 

初級前半の文型② Grammar for beginner learners 

3 ６月５日（土） 
買い物①     Topics about shopping 

初級前半の文型③ Grammar for beginner learners 

4 ７月10日（土） 
災害①（大雨・台風）Topics about disasters(typhoon) 

初級前半の文型④ Grammar for beginner learners 

5 ８月７日（土） 
病院①    Topics about physical condition and hospital 

初級前半の文型⑤ Grammar for beginner learners 

6 ９月４日（土） 
イベント①    Topics about annual events 

初級前半の文型⑥ Grammar for beginner learners 

7 １０月２日（土） 
自治会②     Topics about neighborhood association 

初級後半の文型① Grammar for beginner learners 

8 １１月６日（土） 
食べ物②     Topic about food 

初級後半の文型② Grammar for beginner learners 

９ １２月４日（土） 
買い物②     Topics about shopping 

初級後半の文型③ Grammar for beginner learners 

10 
2022年 

１月８日（土） 
災害②（大雪）  Topics about disasters (snow) 

初級後半の文型④ Grammar for beginner learners 

11 ２月５日（土） 
病院②    Topics about physical condition and hospital 

初級後半の文型⑤ Grammar for beginner learners 

12 ３月19日（土） 
イベント②    Topics about annual events 

初級後半の文型⑥ Grammar for beginner learners 

 

 勝山
かつやま

公民館
こうみんかん

 （ Katsuyama community center )   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 minutes on foot 

Katsuyama 
community 
center 

Shin-Shimonoseki station  
(East exit) 

Google Map 


