
日本語ボランティア研修2019
～開かれた地域社会をめざして～

NICウェブサイト　http://www.nic-nagoya.or.jp

なごや市民総ぐるみ防災訓練

第5回 お話を聞く会「多文化共生と人権」
講師：近藤 敦氏（名城大学教授）
　近著『多文化共生と人権』から、「多文化共生」の理念につい
て、憲法や人権条約に照らして考えます。諸外国と比べ、日
本の制度の問題点がどこにあるのかも確認してみましょう。

9月14日（土）13：30～15：00
名古屋国際センター 5階 第1会議室
日本語ボランティアおよびその活動に興味のある方
50人（当日先着）　　　 無料　　　 不要
交流協力課　☎052-581-5689
　　　　　　　 vol@nic-nagoya.or.jp

★アクセス：地下鉄「大曽根」駅西改札口に8：10集合、また
は8:30までに直接会場へ。訓練参加者用駐車場はありま
せん。車の方は周辺のコインパーキングをご利用ください。

9月1日（日）8：30～11：00
桜丘中学校（東区東大曽根町11番1号）
名古屋市在住の外国人住民（日本人同伴可）
無料
電話・メール・ウェブサイト・来館にて8月29日（木）
17:00まで受付中（電話と来館の受付時間は火曜～
日曜の9:00～17:00）
交流協力課　☎052-581-5689
　　　　　　　 vol@nic-nagoya.or.jp

　外国人ボランティアによる外国語の絵本の読み聞かせ
です。絵本を通して外国の文化に触れることができます。
8月は中川図書館、9月は中村図書館でも行います。

①8月7日（水）14:30～15:00 英語・スペイン語
　※（中川図書館）
②9月7日（土）10:30～11:00 英語 ※（中村図書館）
③9月22日（日）14:00～14:30 英語ほか
①中川図書館（中川区吉良町178番地3）
②中村図書館（中村区中村町茶の木25）
③名古屋国際センター3階 ライブラリー
無料　　　 不要
広報情報課　☎052-581-0100
　　　　　　　 info@nic-nagoya.or.jp

①NIC日本語の会
9月15日～11月24日の毎週日曜日（全11回）
日本語を母語としない方(小中学生は不可、名古屋市
在住の方優先)
各コース15名～20名（定員を超えた場合は抽選）
各コースの詳細は、要項またはウェブサイトでご確認く
ださい。
2,500円
（11回分。別にテキスト代500円～1,000円）
9月8日（日）11：00～11：30
名古屋国際センター5階 第1会議室で受付後、順次面
接。受講料の支払いは12：15から。

②NIC子ども日本語教室
　日常生活や学校で必要な日本語の学習支援を必要とす
る子どもたちを対象とした日本語教室を開催します。

9月15日～11月24日の毎週日曜日  10：00～11：30
・日本語を母語としない6歳から15歳までの子ども
　(2004年4月2日～2013年4月1日に生まれた子ども)
・2004年4月2日より前に生まれ、現在中学校に在籍し
　ている子ども
＊中学夜間学級に在籍している方はNIC高校生日本   
　語教室にご参加ください。
60人（選考）　　　 　1,000円（11回分）
9月8日（日）9：45～10：15　
名古屋国際センター4階第3展示室で受付後、順次
面接（保護者または引率の方の同席が必要）

③NIC高校生日本語教室
　外国人の若者が高校を修了し、キャリア形成につなげら
れるよう、教科学習に必要な日本語の基盤を築く教室を開
催します。

9月15日～11月24日の毎週日曜日 14:00～16:00
外国人高校生および高校進学を目指す外国人の若者
（2004年4月1日以前に生まれた人。中学夜間学級
を除く中学校に在籍している方はNIC子ども日本語教
室にご参加ください。）
＊市内在住または市内高校在籍の方を優先します。
20人（選考）　　　 　2,000円（11回分）
9月8日（日）14:00～14:30
名古屋国際センター4階第3展示室で受付後、順次面接。
受講料の支払いは15:15～。定員に満たない場合、9月
15日以降も参加を受け付けます。9月15日以降に申
し込みをしたい場合はお問い合わせください。

①②③とも
交流協力課　☎052-581-5689
　　　　　　　 vol@nic-nagoya.or.jp

　「NIC地球市民教室」は、外国人講師が小中学校や地域の
団体に出向き、さまざまなテーマに沿って母国を紹介する
国際理解教育事業です。この教室で活躍していただける外
国人講師を募集します。1回につき、名古屋市内の講演は
6,000円、市外の講演は8,000円の講師料を依頼者より
お支払いします（税金・交通費込み）。詳しくは募集要項をご
確認ください。
　　　　①日本語で講演ができること。（書類選考あり）
　　　②事前の面接と研修（9月28日（土）面接13:00～、
　　　　研修14:00～16:30実施)に参加できること。
　　 所定の申込書を郵送、Eメールで送付、または持参。
　　 9月21日（土）17:00必着
　　募集要項・申込書はNICウェブサイトからダウンロード可。
交流協力課　☎052-581-5691
　　　　　　　 koryu@nic-nagoya.or.jp

　映画『ラ・ラ・ランド』(デイミアン・チャゼル監督作品)を活
用しながら、名古屋市の姉妹友好都市であるロサンゼルス
の魅力や人々の暮らしなどについて学びます。
講師：坪井篤史氏(シネマスコーレ副支配人)

10月6日(日)13:30～15:30
10:00から映画『ラ・ラ・ランド』を上映します。鑑賞希
望のセミナー受講者はご参加ください。
名古屋国際センター 5階 第1会議室
中学生以上　　　 50人（申込先着）　　　 無料
9月11日（水）10：00より、NICウェブサイト、メール、
電話、来館にて受付
（電話と来館の受付時間：火曜～日曜 9:00～17:00）
交流協力課　☎052-581-5691
　　　　　　　 koryu@nic-nagoya.or.jp

　NICの活動を支援していただくために、サポーター(賛助会員)
を募集しています。みなさまのご協力をお待ちしています。

　今号の特集はカラ
フルで多国籍、楽しん
でいただけるかなと
期待します。イベント
も満載で、夏に向けて
NICがにぎやかになり
そうです。（晴）

●講演・セミナーなど●

◆外国人を対象とした事業◆

名古屋国際センター（NIC）が行う催し・募集などの情報をお知らせするページです。

日時、内容などを変更する場合がありますので、予約不要のイベントでも、念のため事前にお問い合わせください。

メールでお申し込みの方へお願い／イベント名、開催日時、お名前、電話番号を必ずお知らせください。

年会費  学生1,500円 個人5,000円 団体50,000円
※会員期間：学生・個人(令和2年3月迄)　団体(入会月から1年間) 

団体賛助会員 5・6月更新団体
 愛知淑徳大学、(有)しら河、瀬戸市役所、中部電力(株)、    
 名古屋信用保証協会　　  　　　　　　　 (50音順) 

名古屋・ロサンゼルス姉妹都市提携60周年記念事業
「映画から知るアメリカ・ロサンゼルス」

　現在外国につながる子どもの教育や支援に携わっている
方、今後活動再開予定のある実践経験者を対象とした研修で
す。講義やワークショップを通して現状や制度についての知識
を深め、課題やよりよい支援について共に考えます。全3回。

10月26日(土)、11月23日(土・祝)、12月21日(土)
10:30～16:00
名古屋国際センター ５階 第１会議室
外国人児童・生徒の教育に携わる方(初めて受講する方、
全3回参加できる方を優先）
40名（選考）　　　 2,000円（3回通し）
9月3日（火）10:00から9月29日（日）17:00まで、
ウェブサイト、メール、電話および来館にて受付
交流協力課　☎052-581-5689
　　　　　　　 seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

　東区で開催される防災訓練に、NICの災害語学ボラン
ティアと一緒に参加しましょう。災害時の行動や防災につい
て、参加者の母語や「やさしい日本語」で学びます。地震は
いつ起きるかわかりません！ぜひご参加ください。

外国語で楽しむ絵本の会

　九番団地で、国籍も年齢も関係なく楽しめるお祭り「みな
と国際交流のつどい」を開催します。屋台やおばけやしき、
防災や防犯、ゴミの分別について学べるコーナー、盆踊りな
ど、楽しいイベントが盛りだくさんです。イベントを通して、
住民どうしの顔の見える関係づくりをめざします。

8月31日（土）15：00～18：30
九番団地1号棟前広場及び集会所
（港区九番町1丁目1-1 地下鉄名港線「東海通」4番出
口から北へ徒歩5分）
無料　　　 不要
交流協力課　☎052-581-5689
　　　　　　　 vol@nic-nagoya.or.jp

みなと国際交流のつどい

　米国高等教育機関約30校の担当者及び卒業生が来場。個
別に入学要件・専攻・奨学金や現地生活について質問できる
チャンスです。留学関連機関による特別セミナーも開催予定。
申込は不要ですが、事前登録をしてくれた参加者全員に記念
品をプレゼント。アメリカ行きのフライトチケットも抽選で当た
ります。詳細および事前登録についてはアメリカンセンター
JAPANのウェブサイト(QRコード)にてご確認ください。

9月16日（月・祝）13:00～17:00
名古屋国際センター 別棟ホール
無料　　　 不要
在名古屋米国領事館／名古屋アメリカンセンター
留学フェア担当
☎052-581-8631　　nacprogram@state.gov

　日本語勉強中の人や旅行で日本を訪れた人は、職場や学
校、地域、訪れた先で、どんな日本語に困ってしまうのでしょ
う？地震や台風など、緊急時や防災で私たち日本語話者に
求められる心配りとは？ “やさし<ない日本語あるある” の
コントとワークショップで、「やさしい日本語劇団」と一緒に
「やさしい日本語」について考えましょう。

8月18日（日）14:00～16:00（受付13:30～）
名古屋国際センター 別棟ホール
40人（申込先着）　　　 無料
「こくちーず」専用申込ページ(QRコード)で受付中。
定員に達し次第締切。
やさしい日本語劇団
　 teatroeasyjapanese@gmail.com

NIC地球市民教室　外国人講師募集

■イベントなど■

【共催事業】やさしい日本語劇団自主公演
「やさしい日本語どんなもの？

～みんなで考える私たちの日本語～」

【共催事業】アメリカ留学フェア2019

休館のお知らせ：令和元年8月11日（日）はビル整備点検のため休館します。

本誌の読者モニターを募集します。皆さまのご応募をお待ちし
ております。

2019年10月1日から2020年9月30日までの1年間
「ニック・ニュース」（2019年10・11月号から2020年
8・9月号まで1年間、隔月発行)及び「子どもニック・ニュース」
（冬号・夏号の2回発行)のアンケート回答と読者モニター
交流会（年2回程度）への出席。1年間活動いただいた方に
は、活動終了時に3,000円分の図書カードを贈呈します。
10名程度（応募者多数の場合は選考）
氏名、住所、電話番号、職業、性別、ニック・ニュース8・9月号
（今号）の感想文（200字程度）を添えて、郵便、FAXまた
はメールでお送りください。
申込期間：8月8日（木）～9月11日（水）（必着）
〒450-0001 名古屋市中村区那古野1-47-1
名古屋国際センタービル 3階
  (公財)名古屋国際センター
　広報情報課　ニック・ニュース係
☎052-581-0100　 　　052-571-4673
　 news@nic-nagoya.or.jp

ニック・ニュース読者モニター募集
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名古屋市在住外国人総人口
名古屋市総人口

23,731
16,536
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7,390
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1,576
1,204
86,255

2,325,918

中 国
韓国・朝鮮
ベ ト ナ ム
フィリピン
ネ パ ー ル
ブ ラ ジ ル
ア メ リ カ
台 湾

名古屋市在住外国人人口（国・地域別）
上位8か国（令和元年6月1日現在）

国・地域 人　数

裏表紙にも催しの
ご案内があります。
ぜひご覧ください！

名古屋国際センターサポーター募集中！

NIC日本語教室（9～11月コース）

外国人児童・生徒サポーター研修～実践編～
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