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１．英語によるスポーツイベント実施
２．「日本語教室」のミニ・ディベート大会
３．平成 26 年度外国語会話講座、秋のキャンペーン
４．無料子供英会話教室
５．インフォメーション
５．地域づくり英会話教室受講生募集中

秋 号

４．インフォメーション

英語でバスケットボールの指導を受ける橿原市内の小学生のみなさん（橿原市曽我川緑地体育館）

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！

秋のキャンペーン実施中！

受講生
募集中！

英語・韓国語・中国語・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 年度外国語会話講座好評開講中！10 月から賛助会費 12,000 円に割引！
・「地域づくり英会話教室」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実施中！！

・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
・異文化交流～外国人講師を派遣中！
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奈良県橿原市久米町 652-2
電話 0744-28-4400
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■ 英語によるスポーツイベント実施
橿原市内の小学生を対象に、外国人指導者によるスポーツ体験をしました。
★バスケットボール（橿原市曽我川緑地体育館）
当センターのブライアン講師（アメリカ出身）により、総
勢 33 名を 3 グループに分け、2 日間にわたって指導してい
ただきました。皆さんバスケットボールは初めての人がほと
んどで、最初はまずボールに触れることから始まり、ドリブ
ルやディフェンス、シュートのし方を練習しました。
最初はドリブルができなかった子ども達も、終わりの頃
には、スムーズにボールを操っていました。Put your ball
down, Get your ball, Run, Stop, Jump。。。など頻繁に
使われた言葉は、頭でなく身体がおぼえたらしく、指示が
英語でとんできても機敏に動くことができていました。
2 日目になると、バスケットボールにも先生にも段々慣
れ、最後には、試合に挑戦しました。
保護者の方から「今回、スポーツを通して英語も学べたので、とても良かった。また、このよ
うなイベントをしてほしい」と嬉しいコメントも頂きました。
★卓球（橿原市香久山地区公民館）
午前の部、午後の部に分かれ、計 16 名の小学生が参加しまし
た。今回指導して下さったのは、中国から天理大学に留学されて
いる、卓球部の張慧超さんと同部の嘉数篤志さんのお二人。
まずは、カードを使って卓球に関する英単語を学びました。
いよいよ実践練習。まずはラケットの正しい持ち方から始ま
り、ボールの打ち方や受け方を教わり、最後にはラリーもでき
るようになりました。
帰りぎわには、「卓球を習いたい。どこでやっているのです
か？」と質問する子どもや「もっとしたい」と話す子どももい
て、皆さん楽しく参加してくれました。

■ 「日本語教室」ミニ・ディベート大会
初めての試みとして、「日本語教室」の生徒さんによるミ
ニ・ディベート大会を実施しました。
テーマは「日本での体験」ということで、日本の生活につ
いて不思議に思うことや、好きな日本の食べ物等について意
見を述べ、それについてみなさんが、日本語で討論しました。
中国、ベトナム、ホンコン、フィリピン、インド、ラオス他多彩な国籍の生徒さんに日本に
ついて感じておられることを楽しく発表・討論していただきました。
ディベート大会のあとは、各自持ち寄った自国の料理を囲んで、交流のひと時を楽しんでい
ただきました。
。
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■平成２６年度外国語会話講座秋のキャンペーン実施中！
本年、当センターは公益社団法人として認定され、当セン
ターが運営しております外国語会話教室の受講料を、月額
4,980 円という格安価格で提供させていただいています。
。
おかげさまで好評を頂いていますが、１０月は更に年度賛
助会費を「12,000 円（6,000 円引き）に割引」のキャン
ペーンを実施中です。
この機会にぜひ外国語会話講座の受講をご検討ください。
▲無料体験受付け中
クラスのレベル、雰囲気等、実際の授業内容等ご体験下さい。
電話で受講クラスをご予約頂けます。
▲プライベートレッスンもあります。
ご希望内容とご都合にあわせて短期間に集中的に学べます。
▲橿原校、西大寺校、学園前校から選んでいただけます。
▲便利な月払い制度もあります。

詳細はお問合わせ
ください。

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: nara-c.com

■ 無料子供英会話教室
今回、初めてのケースとして、7 月～来年 3 月の間（週 1 回、合計 20 回）、自治総合コミュニ
ティー助成金により、橿原市内の小学生を対象に無料で英会話クラスを開講しています。
小学生の英語熱の高まりから 100 名を超えるご応募を頂きましたが、抽選で 15 名の方が選ば
れ、橿原市中央公民館で実施しています。アメリカ人講師による
本場の発音に段々慣れてきて頂いています。
今後とも、小学生の頃から、外国人や英会話に自然に慣れて頂く
ことをめざした事業に取り組んでゆきたいと考えております。

■ 各地区での交流会

★（講師派遣）★
■ 各地区での交流会
今年前半、各地で国際交流を実施しました。
★（講師派遣）★

多くの皆様と交流を
持つことができました！

●幼稚園等
今年前半、各地で国際交流を実施しました。
・6
月 20 日（金）真菅幼稚園 講師：ブライアン リーズ(アメリカ)
・6
月 23 日（月）耳成南幼稚園 講師：メイ イゥティン(中国)
●幼稚園等
・6
・6月月27
20日（金）晩成幼稚園
日（金）真菅幼稚園 講師：ブライアン
講師：ブライアン リーズ(アメリカ)
リーズ(アメリカ)
・7
日（水）耳成南小学校
ボスン(韓国)
・6月月923
日（月）耳成南幼稚園講師：李
講師：メイ
イゥティン(中国)
・9
日（火）白橿幼稚園
・6月月927
日（金）晩成幼稚園講師：亀谷ウダーラ(スリランカ)
講師：ブライアン リーズ(アメリカ)
・7 月【大和高田市・大和高田市教育委員会主催】
9 日（水）耳成南小学校 講師：李 ボスン(韓国)
●団体
9 日（火）白橿幼稚園
講師：亀谷ウダーラ(スリランカ)
・・9
7 月月17
日（木）みんぞくの広場
夏のつどい
講師：メイ イウティン（中国）、クリスティーナ アリンソッド（フィリピン）
・9 月 2 日（火）みんぞくの広場 秋のつどい
講師：メイ イウティン（中国）、クリスティーナ アリンソッド（フィリピン）
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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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