dchool

Topic；

Talk, Listen, Read, Write, Investigate & Apply

Japanese Language Class
10116, 10123, 10130 (Tue)
From 9:30-12:30 Chiba City International Association

Do you have any knowledge about
Japanese elementary, junior high, or high
school?
Do schools in your country have school
uniforms or school lunches?
Is there any issue in schools either in
Japan or your home country?
You will study Japanese while sharing your
experiences and opinions.
Please join the 3 stages from Step 1 to Step 3
Step 1: October 16
Theme: Listen to the specialist, search it out, and talk about the topic
‘School’.
Step 2: October 23
Express opinion and listen to other ideas and speeches about ‘School’ .
And join a small group of Japanese participants for discussion.

Step 3 : October 30
Summarization of Step 1, and Step 2, and formulation of ideas and
dissemination.

To apply, please inform us of your:
1. Name

(会場地図

map)

2. Contact No.

Participation fee: 1,200 yen
Includes Snacks!
千葉市国際交流協会（CCIA） 担当 鈴木suzuki
申込み 電話043-245-5750 メール chibatabunka@ccia-chiba.or.jp

主题-学校
说一说, 听一听，读一读，写一写，查一查， 试一试

日 语 班

10116, 10123, 10130 (周二)

From 9:30-12:30 千叶市国际交流广场
您对日本的小学、中学、高中有
了解吗？
您的国家的学校有制服和学校午
餐吗？
您觉得自己国家的学校和日本的
学校有什么问题吗？一边谈自己
的经验和意见，一边学习日语。

从第1步到第3步，共3次。请全部参加。
第1步（10/16）

围绕主题(学校)，听一听专家的看法，大家一起边查边
交流。
第2步(10/23)

谈一谈有关学校的想法与经验，分小组与日本人进行交
流。
第3步(7/4)
第3步(10/30)
制作第1・2步的综合录像，练习写作文。
总结第1步与第2步，把自己的想法写成文章并发表。
把作品登到网上，并写短信通知朋友。

请告知：
1．姓名、 2．联系方式

(会場地図

参加费：1,200日元 包括茶点！
千葉市国際交流協会（CCIA） 担当 鈴木suzuki
申込み 電話043-245-5750 メール chibatabunka@ccia-chiba.or.jp

map)

H30 年度 文化庁委託事業
ちば多文化協働プロジェクト

テーマでつながる
日本語クラス
学校
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9:30 –12:30 千葉市国際交流プラザ
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したりします。
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作文などで発信したりします。
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公益財団法人千葉市国際 交 流 協 会 （CCIA） 担当 鈴木
〒260-0026 千葉市中央区千葉港２－１ 千葉中央コミュニティセンター２階
お申込み・お問い合わせ

Tel.043-245-5750

email

chibatabunka@ccia-chiba.or.jp

ちば多文化協働プロジェクトとは。。。
-

千葉市には外国出身者が２万人以上生活しています。
日本での生活は、何がどのように便利なのでしょうか。
また、何がどのように大変なのでしょうか。
発信する機会があまりない…
日本語で自己表現するのが難しい…
どちらも、もったいないことです。
様々な文化背景を持つ人同士がお互いに話を聴いたり気づきを発言したりす
ることで、地域は誰にとっても住みやすい街に発展する可能性があります。
このプロジェクトでは「あう、きく、はなす、かんじる」を大切にし、保
育、教育、地域生活など様々なテーマで皆が発信できる場を創ります。
また、千葉市国際交流協会の知見とつながりを活かし、取組を継続するため
のゆるやかなネットワーク作りをおこないます。
WEB ページをご覧ください。皆様の参加を歓迎いたします。

https://www.facebook.com/chibatabunka26
お問い合わせ先

chibatabunka@ccia-chiba.or.jp

ちば多文化協働プロジェクト 検索

公益財団法人千葉市国際交流協会（CCIA） 担当 鈴木
〒260-0026 千葉市中央区千葉港２－１ 千葉中央コミュニティセンター２階
お申込み・お問い合わせ

Tel.043-245-5750

email

chibatabunka@ccia-chiba.or.jp

