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「日本語教室」の生徒さんが、学んでいる日本語の実力ためしの校外学習に参加しました（奈良県、長谷寺・本堂前で）

ドンドン話せる

楽しい

26 年度開講外国語会話講座

べんりな 分割月払い制！

早期割引キャンペーン実施中！

受講生
募集中！

英語・韓国語・中国語・ドイツ語・フランス語・スペイン語・ポルトガル語

詳細は当センターまでお問い合わせください(電話：0744-23-9908)

・26 年度 4 月開講外国語会話講座受講生募集開始！
・「公民館英会話教室」受講生募集中（１回当たり 50 分で１,０8０円）
畝傍地区、白橿地区、八木地区、耳成地区の公民館で開講予定！！

・学生用宿舎の空室あります。私費留学生 15,000 円、日本人学生 25,000 円/月
橿原商工会議所
奈良県橿原市久米町 652-2
電話 0744-28-4400
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■ 公益社団法人としてスタート
当センターは 1998 年に奈良県ではじめて国際交流の分野で社団法人の認可をいただき、本
年 1 月から新しく公益社団法人としてスタートいたしました。公益社団法人は、1 円たりとも
儲けてはいけない法人ですので、語学講座などは出来るだけ多くの皆様に受講いただけるような
価格設定をさせていただいております。これまでにも増して、国際貢献やまちづくりに関する公
益活動を積極的に推進し、県内唯一の国際交流分野の公益法人としての役割を担ってまいる所存
でございます。皆様方の変らぬご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
公益社団法人 まちづくり国際交流センター

理事長 吉田 浩巳

■ 「日本語教室」の校外学習〜長谷寺と飛鳥を訪ねて〜
このほど、日本の歴史と文化に触れながら、日頃学んでいる日本語の実力？を試すべく、
「日
本語教室」校外学習を実施しました。
外国の生徒さん、ボランティアさん等約 30 名で橿原市中央公民館を
10 時に出発。車内で自己紹介等をしているうちに長谷寺に着きました。
さあ、これから日本語試し。ドキドキしながら入山券を各自で購入。
かなり緊張したそうですが全員無事購入できました！⇒

石段の登廊を登る皆さん

仁王門をくぐると目の前には本堂へと続く 399 段にわたる石段の
登廊がひらけ、皆さん大感動。本堂でお参りを済ませるといよいよア
クティビティー開始。
各自、日本人観光客に用意していた質問でインタビュー。インタビ
ューを受けた皆さんが、親切に応対してくださり、受講生にとっては、
日本語を話すことへの大きな自信に繋がりました。

昼食後、万葉文化館で万葉の文化、当時の暮らし等を学びました。
その後、甘樫の丘まで、ハイキング。丘の上から３６０度の大パノ
ラマで大和三山や日本のふるさと「あすか村」を存分に眺めること
ができました。
当時の暮らしも学びました
参加者にとっては、日本の歴史・文化について直接肌で接するこ
とができ、また普段あまり交流することがない他のクラスメイトと
の交流もでき、実り多いイベントとなりました。
甘樫の丘からの大パノラマ！

■ 外国人による「日本語スピーチ大会」

（遠望は畝傍山）

「日本語教室」で日本語を学んでいる外国人生徒さんが、日ごろの勉強の成果を発表するスピ
ーチ大会が橿原市中央公民館で行われました。
今回はベトナム、スリランカ、ラオス、中国、ブラジル、
インド、タイと、多彩な国籍の生徒さんが、日本の印象、体
験等についてスピーチされました。スリランカの生徒さん
は、
「へたな日本人より日本語が上手」とよく言われますが、
「へたな日本人と比べないでほしい」と言って会場を沸かせ
ました。今後とも日本語の勉強に励んで頂き、日本を大好き スピーチをしてくれた外国人と日本語の先生
になって頂きたいものですね。
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■ 平成 26 年度 4 月開講外国語会話講座の受講生募集開始！
当センターが運営している外国語会話講座の新学期受講生の募集を始めました。
小学生からシニアまで、生徒さんにあった幅広いクラスで楽しく上達して頂けるようベテランのネ
イティブ講師が丁寧にご指導いたします。
26 年度は、公益社団法人認定にともない、新しい価格を設定
させていただきました。月々4,980 円プラス年間 21,500 円。
（教務費他）詳細はお問合わせください。資料お送り致します。
▲多様な言語(７国語)が選べます（1 レッスン：50 分）

▲無料体験でご自分に合ったクラスが選べます
▲短期間に集中的に学べるプライベートレスンもあります
▲橿原校、西大寺校、学園前校から選べます
▲便利な分割月払い制度もあります
早期割引キャンペーン実施中！！

お問合わせ・お申し込み先
電話 0744-23-9908
Fax 0744-29-5931
e-mail: niec@nara-c.com
URL: http://nara-c.com

■中学生の職場体験
このほど、３日間のにわたり、葛城市の中学校からかわいい２人
の中学生が当センターへ職場体験に来られました。
お二人には、保育所で英語講師のアシスタントや、交流教室で使用
する外国の紹介ポスターづくり、また、外国人が学んでいる「日本
語教室」では、外国人の日本語サポート等もしていただきました。
今回の職場体験で彼女たちが感じた事を聞いてみました。

日本語教室でサポート中です

●一番印象に残ったことは、日本語教室で外国の人たちと交流したこと。皆さん頑張って勉強して
いる姿を見ているとすごく暖かい気持ちになった。
●外国の紹介資料を作り、その国の色々な歴史や文化を知ることができ外国に興味がわいてきた。
●ドイツ語や、フランス語などの沢山の言語を喋れるようになって、いっぱい友達を作りたい。
●3 日間、楽しかったし、将来のことをいろいろ考えることができた。そして、もっとたくさんの
外国の人と喋りたくなった。等々
我々大人が気付かなかったような事柄も、若々しい目線で鋭く感じておられ、大変頼もしく、また
嬉しく感じた次第です。3 日間お疲れ様でした。

☺国際交流の広場☺

■ 各地区での交流会
★（講師派遣）★

多くの皆様と交流を
持つことができました！

昨年 4 月から今年 2 月まで、橿原市内の各幼稚園や小学校で累計２１
回、７カ国（アメリカ、ペルー、フィリピン、韓国、中国、ベトナム、ブ
ラジル）の先生がお伺いし、先生のお国の言葉や学校の様子、歌や踊り、
地理や遊びなどについて楽しく交流をさせていただきました。これからも
多くの皆さんと交流を持てますよう願っています。
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★★★★★★★★インフォーメーション

INFORMATION

■お問い合わせ・お申込み：電話

★★★★★★★★★★

0744-23-9908

☆公民館英会話教室のご案内（無料見学もできます）
お近くの公民館で学べる英会話教室、2６年度も開講することになりました。新しく始められる
方も、継続して受講される方も楽しく学べます。皆様のご応募をお待ちしています。
■期間：平成 26 年４月 28 日〜翌年 3 月までの期間で週 1 回、合計 40 回実施 （50 分授業）
●畝傍地区公民館（月）
●白橿地区公民館（火）
●八木地区公民館（木）
●耳成地区公民館（金）

●初級：13 時〜及び
18 時〜
●初中級：14 時〜及び
19 時〜
●中級：20 時〜

●受講料： 1,080 円×40 回（43,200 円）
●教材費： 3,240 円
●支払方法※：①一括、②2 分割
●講 師： 外国人講師
●募集人員：各 10〜12 人名程度（申し込み順）

※①一括：46,440 円 ②分割：4 月 25,340 円（受講料+教材費+手数料 500 円）、9 月 21,600 円
【注】ご応募の状況によって、場所・時間は変更になる場合があります。詳細はお問合わせください。

☆異文化交流〜外国人講師を派遣します〜
外国人講師が各種団体（町内会、子ども会、学童・サークル・ＰＴＡ等）を訪問し、異文化への
興味や理解を広げ、広い視野を持った人材育成のお手伝いをします。
◎費用： 講師１名16,200 円（税込み・９０分程度まで。交通費、材料費等別途必要）
詳細はご相談ください。

❂外国人相談窓口❂
英語：月曜〜金曜 9:00〜17:00
ポルトガル語：月曜/金曜 9:00〜12:00
※ なるべく早めに電話予約をお願い致します。
※ 上記以外の言語につきましてはお問い合わせください。
まちづくり国際交流センター（橿原事務所）

まちづくり国際交流センター（西大寺駅前校）

〒634-0813 奈良県橿原市四条町 818-9
TEL：0744-23-9908 FAX: 0744-29-5931
U R L：nara-c.com E-Mail：niec@nara-c.com

まちづくり国際交流センター（学園前校）

〒634-0813 奈良県橿原市四条町 818-9
TEL：0744-23-9908 FAX: 0744-29-5931
U R L：nara-c.com E-Mail：niec@nara-c.com
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