しょきゅう

にほんご しゅうちゅう

この「日本語 集

しゅうかん

く ら す

じかん

にほんご

べんきょう

中 クラス」では、1 週 間 で 36時間 、日本語の 勉 強 をしま

～日本人の皆様へ～

さが

この日本語集中講座は、

す。この 勉 強 で 簡 単 な日本語は 話 すことができるようになります。また、佐賀

日本語がほとんどでき

べんきょう
す

かんたん

にほんご

はな

し

だ

かた

きんじょ

ひと

に住むために知っておいたほうがいいこと(ごみの出し 方 、 近 所 の 人 とのおつき
べんきょう

べんきょう

き

あいなど)も 勉 強 します。みなさん、 勉 強 しに来てください。
ちい

こ

ひと

べ び ー し っ た

べんきょう

ー

ずにお困りの外国人を
対象に、集中的に日本語
の学習をする場です。佐

小 さい子どもさんがいる 人 も、ベビーシッターがいますので、 勉 強 できます。 賀へ来たばかりの方、日
じかんわり

本語が身につかず日本

★ 時 間 割★
にちめ

1日目
か

め

か

め

か

め

2日目

か

め

にち

ねん

がつ

にち

ねん

がつ

にち

ねん

がつ

にち

語学習が思うように進

9：00～12：00／13：00～16：00
9：00～12：00／13：00～16：00

2020年 8月24日 （月曜日）

9：00～12：00／13：00～16：00

2020年 8月27日 （木曜日）

4日目
め

がつ

2020年 8月20日 （木曜日）

3日目

か

ねん

2020年 8月17日 （月曜日）

ねん

がつ

にち

ねん

がつ

にち

9：00～12：00／13：00～16：00

2020年 8月28日 （金曜日）

5日目

9：00～12：00／13：00～16：00

2020年 8月30日 （日曜日）

6日目

9：00～12：00／13：00～16：00

まない方などを対象と
しています。
日 本語 学習を 進め る
上で一番大切な初級の
段階を専門の日本語教
師の方から直接指導を
受けられます。日本語の
基礎を身につけ、佐賀で
の生活の第 1 歩を踏み出

ば し ょ

しょうこう び

★ 場 所 ★
じゅこうりょう

★受 講 料★
もう

る

ちゅう か い ぎ し つ

すきっかけになれば幸

商 工 ビル７F 中 会議室D・F
えん

むいかかん

いです。

きょうざいひ

５００円(６日間の教材費)

こ

さ

が

し

また、この日本語集中

こ く さ い こ う り ゅ うきょうかい

★ 申 し込 み★ 佐 賀 市 国 際 交 流 協 会
TEL：0952-29-0322 FAX：0952-40-2050
e-mail:sagakokusai@yahoo.co.jp

講座の最終日には日本
語学習支援のボランテ
ィアグループとの交流

castanetsnihongo@yahoo.co.jp
なまえ

でんわばんごう

会を企画し、継続して勉
強したい方との橋渡し

おし

※あなたの名前と電 話 番 号 を 教 えてください。

もしていきますので、お
知り合いの外国の方が

な

名

まえ

前

でん わ ばんごう

電話番号

いらっしゃいましたら、
ぜひ、ご紹介ください。

★主催：佐賀市国際交流協会

共催： CASTANETs

This intensive Japanese course is

日语集中讲座

Japanese Intensive Course

本次日语集中讲座的
对象为 对日语 基本不 会外
国人。每天 6 小时，为期一
周，学习日语初级内容。讲
师是佐贺大学的老师。
单词是学习日语的重
要基础，有这个基础的话，
才会有 使用日 语的自 信及
愿望。而且对今后日语的学
习也会起到很好的效果。
另外，本讲座中，还要
学习在 佐贺生 活所必 需的
一些知识（倒垃圾方法、与
周围人如何交往等）。讲座
结束之日，还会有日语教学
志愿者和大家交流，相继续
学习日 语的同 学可以 利用
这个交流会多做介绍。
对有带小孩的学员，我
们有专门的婴儿照看人员，
可以带 着宝宝 一起来 学习
（申请 时候请 注明是 否带
小孩）。
申请时候，请留下您的姓
名及电话号码。

Ang intensive course na ito ay
para sa mga wala pang alam at
gustong matuto ng salitang Hapon.
Ang masinsinang pag-aaral na ito

targeted at foreign residents who do
not speak very much Japanese.
Classes will be held for 6 hours a day
for

a

week,

and

will

cover

introductory Japanese. The class will
be

taught

by

Saga

University

professors. Beyond introducing new
words and grammar, the course will
strive to help you build a strong
foundation in the language. If you can
build a solid language base, then you
will gain confidence in speaking and
be

more

excited

about

using

Japanese! It will also help you in your
future studies of Japanese. The course
will also include important skills for
living in Saga, like how to properly
dispose of garbage and how to
communicate well with neighbors. On
the last day of the course, we will
have an event with volunteers who
teach Japanese, and we can introduce
you to people with whom you can
continue using and studying Japanese
at the event. For those people who
have small children, there will be
baby sitters available to watch them,
so we encourage you to come with
your children. (For those who plan on
attending with children, please inform
us of this when you apply for the
course.) To apply, please contact the
Saga City International Relations
Association (contact information on
the other side of this page) with your
name and telephone number.
＊Date and time:
8/17, 20, 24, 27, 28, 30
9:00-12:00
13:00-16:00

＊Location:Shouko-building 7F
＊Cost: 500 yen.

日期： 8 月 17 日，20 日
24 日，27 日
28 日，30 日
9：00～12：00
13：00～16：00
地点：商工大厦７楼
学费：500 日元

ay gagawin araw-araw sa loob ng
isang linggo. Ang mga boluntaryong
guro ay nagmumula sa Saga
University.
Sa pag-aaral ng anumang
lenguwahe, kailangan nating matuto
ng mga basics na salita. At pag
natutunan na ito, magkakaroon na
tayo ng tiwala sa sariling gamitin
ang salitang natutunan natin.
Magkakaroon na din tayo ng lakas
ng loob na gamitin ang salita sa
dahilang ito’y ating naiintindihan.
Ang kurso ding ito ay magbibigay
sa atin ng kaalaman sa wastong
pamamaraan sa pang araw-araw na
pamumuhay dito katulad ng tamang
paraan ng pagtatapon ng basura, at
pakikitungo sa mga kapitbahay.
Sa pagtatapos ng kursong ito,
may mga gurong pupunta at sa mga
nagnanais na magpatuloy sa
pag-aaral ng salitang Hapon para sa
karagdagang kaalaman, sila ay
tutulong sa pagrerekomenda sa
mga susunod pang klase/kurso.
Sa mga nais mag-aral na may
maliliit na anak, may mga babysitter
na handang mag-alaga ng inyong
mga anak habang kayo’y nag-aaral.
Ipaalam lamang kaagad ito sa
inyong pagpapa rehistro.
Maaari po kayong magparehistro
sa Saga City International Relations
Association na matatagpuan sa
Shoko-building 7F
Schedules: Agosto
8/17, 20, 24, 27, 28,30
9:00-12:00
13:00-16:00
Kaukulang Bayad: ¥500

