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まちづくり国際交流センターだより
Nara International Exchange Center News
１．平成 25 年度「日本語教室」がスタートしました
２．外国語会話講座「サマーキャンペーン」のお知らせ
３．各地区で国際交流がはじまりました
４．新外国人講師フレデリック就任（ＡＬＴ）
５．地域づくり英会話教室受講生募集中！

2013 年

夏 号

受講生
募集開始！
国際化推進保育事業の導入により、外国語・異文化・外国人に慣れ親しむ園児たち（ルビレン講師：フィリピン）

ドンドン話せる

楽しい

25 年度開講外国語会話講座

べんりな 分割月払い制！

サマーキャンペーン実施中！

受講生
募集中！

英語・韓国語・中国語・タイ語・イタリア語・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)

・25 年度外国語会話講座夏季キャンペーン実施中！(7 月 1 日〜8 月 31 日)
・地域づくり英会話教室随時受講生募集中（１,０５０円/１回当たり）
畝傍地区、八木地区、耳成地区の公民館で開講中！！

・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
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■ 平成 25 年度「日本語教室」がスタートしました
当センターが運営している（橿原市と共催）在住外国人のための 25 年度「日本語教室」が
先着 20 社限り！
４月１4 日（日）、橿原市中央公民館で開講しました。
今年も中国、ルーマニア、ベトナム、タイ、インドネシア、フィリピ
ン、ペルー、ブラジル、パキスタン、スリランカ、ラオス、ニカラグア
先着 20 社限り！
等様々な国の生徒さんが希望に満ちた新学期を迎えました。
これから１年間、講師・ボランティアの皆様にご支援いただきながら、
日本語学習はもちろん、各国の文化交流、地域の皆さんとの交流も深め
ながら、楽しく日本語を学んで頂きたいと思います。
挨拶中の二宮主任講師

■ 外国語会話講座「サマーキャンペーン」のお知らせ！
当センターが運営している外国語会話講座のサマーキャンペーンを開始しました！
外国語会話を何とかものにしたいのだけれど。。。とずっと考えておられた方、今がチャンスで
す。この夏から、外国語会話の勉強をスタートしましょう！
キャンペーン期間 7 月 1 日（月）〜8 月 31 日（土）
賛助会費 年間 20,000 円 →10,000 円

なんと 10,000 円
お得！！

▲多様な言語が選べます（1 レッスン：50 分）

▲無料体験でご自分に合ったレベルのクラスが選べます
▲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
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
http://nara-c.com

モンへ・ビニシオ講師によるスペイン語クラス（西大寺校）

■ 各地区での異文化交流会（講師派遣）

アメリカの話を真剣に聞く子供たち
(アンドリュウ講師、アメリカ）

☺国際交流の広場☺
今年 5 月から、橿原市内
の各幼稚園や小学校で外国の
先生（アメリカ、ネパール、ペルー、
フィリピン、韓国、中国、カナダ、台湾、
ブラジル等）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ご紹介する楽しい交流
会がはじまりました。これから、多くの皆さんと交流が持
てますよう願っています。

■ 学童保育 ― 地域循環型子育て支援及び国際貢献事業
２０１１年秋から、新しい公共モデル事業として、橿原市、奈良県
学童保育支援センター等と連携しながらスタートしましたこの事業
も、すっかり定着してまいりました。
ある学童クラブのスタッフさんは、「今までは宿題を終えた子供たちは各自バラバラに遊んで
いたのですが、英語の先生が来るようになってから、みんなが一つになって取り組める時間を持
てるようになったので、とてもうれしい！」という嬉しいコメントもいただきました。
今年度も学童の皆さんと楽しく、実のある交流をしてまいりたいと念じています。

■ 幼稚園英語スタート

英語で韓国の民俗衣装を
紹介する李講師

本年度から橿原市は国際化推進保育事業として、指定する市内
公立幼稚園・保育所７か所で英会話による保育（あそび）をスタ
ートし、当センターは外国人講師を派遣しています。
この事業は、小学校入学前の幼稚園児に対し、簡単な英会話によ
る言葉遊び等を通して、幼少の頃から外国語・異文化・外国人に
慣れ親しむことによって、より広い視野をもった子供に成長して
もらうことをめざしています。

■ 小学校派遣の新外国人講師フレデリック就任（ＡＬＴ）
当センターでは橿原市内の全小学校へ外国人講師
（ALT）を派遣していますが、今年度はこれまでのブライ
アン講師（アメリカ出身）とともにカナダ出身のフレデリ
ック講師が就任しました。フレデリック講師はゴルフ、ボ
ーリング等のスポーツの他に大根、白菜等野菜作りも大好
きな明るい青年です。今年もみなさんと元気いっぱい英語
に親しみましょう！

ブライアン講師
（アメリカ）
フレデリック講師
(カナダ)
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お知らせ

お問い合わせ：電話 0744-23-9908

☆地域づくり英会話教室受講生募集中！（無料見学できます）
お近くの公民館で学べる地域づくり英会話、25 年度も以下の日程で開催中です。是非一度授業
をご見学ください。（電話でご予約要：0744-23-9908）。皆様のご応募をお待ちしています。
▲日程・場所：平成 25 年 5 月〜翌年 3 月までの期間で各クラス週 1 回実施（50 分授業）
公民館
曜日
18 時
19 時
20 時
▲受講料：残回数×1,050 円
畝傍地区
月
―
初級 2
中級
▲教材費：3,150 円
▲支払方法：①一括、②2
分割 ③月払制
八木地区
木
初級 1
初級 2
中級
▲講師：外国人講師（カナダ人）
耳成地区
金
―
初級 2
中級
詳しくはお問合わせください：0744-23-9908

U R L：nara-c.com

☆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をお手伝いします。
◎費用： 講師１名15,750 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。
申し込み・問い合わせ 0744-23-9908

❂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）

〒631-0821 奈良市西大寺東町 2-1-4 桐山ビル１F
TEL：0742-33-5931 FAX: 0744-29-5931

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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