
日本語ボランティア研修
～開かれた地域社会をめざして～

NICウェブサイト　https://www.nic-nagoya.or.jp

第7回 お話を聞く会「ベトナムの学習者向け発音指導のヒント」
講師：金村 久美氏（名古屋経済大学）
　ベトナム語の発音の特徴を知り、日本語を話すときに気に
なる癖を良くする方法を学びます。

１月１１日（土）13：３0～15：00
名古屋国際センター 3階 第2研修室
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）
TNN会員：無料／一般：500円　　　　不要
交流協力課　☎052-581-5689
　　　　　　　 vol@nic-nagoya.or.jp

★2月29日（土）に、「NIC国際講演会『クール・ジャ
　パンと世間』」を開催します。講師は作家・演出家
　の鴻上尚史氏です。
　詳しくは裏表紙をご覧ください。

①NIC日本語の会
1月19日～3月29日の毎週日曜日
（ただし2月9日は除く。全10回）
名古屋国際センター   
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
（10回分。別にテキスト代500円～1,000円）
1月12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。

名古屋国際センター 3階 第1・2研修室、5階 和室
・日本語を母語としない6歳から15歳の子ども 
　（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日よりも前に生まれ、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（10回）
1月12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）

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。

１月１9日～３月29日の毎週日曜日
（ただし2月９日は除く）１０：０0～1１：３0（全10回）

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。

1月19日～3月29日の毎週日曜日
（ただし2月9日は除く）14:00～16:00（全10回）
名古屋国際センター 3階 第2研修室
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。定
員に満たない場合、申込日以降も参加を受け付けます。
その場合はお問い合わせください。
20人（選考）　　　  2,000円（10回）
1月12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から。

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

●講演・セミナーなど●

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。P A G E
N I C

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。

NIC日本語教室（1～3月コース）

　外国人ボランティアによる外国語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。

12月8日（日）・22日（日）14：00～14：30
1月12日（日）・26日（日）14:00～14:30
名古屋国際センター 3階 ライブラリー   
30人（当日先着）　　　  無料
広報情報課　☎052-581-0100
　　　　　　　 info@nic-nagoya.or.jp

外国語で楽しむ絵本の会

　1月26日の「外国語で楽しむ絵本の会」終了後、交流ス
ペースで子ども向けの海外のアニメを上映します。英語音
声、日本語字幕つき。

1月26日（日）14：45～15：45
名古屋国際センター 3階 ライブラリー内交流スペース
20人程度（当日先着）　　　  無料
広報情報課　☎052-581-0100
　　　　　　　 info@nic-nagoya.or.jp

海外のアニメ上映会2019

　在住外国人の健康管理を目的に、医師、歯科医師、看護師
などによる結核検診、女性相談、ガン検診、身体測定、検尿、血
圧測定、問診などを行います。ボランティアによる通訳あり。
名古屋市健康福祉局、外国人医療センター(MICA)との共催。

1月26日（日）13:30～16:00
名古屋国際センター 5階 第1会議室
名古屋市および周辺地域に住む外国人 
なし　　　  無料
広報情報課　☎052-581-0100
　　　　　　　 info@nic-nagoya.or.jp

外国人の「心」と「からだ」健康相談会

　日本の生活に役立つことばや会話を勉強するクラスを開
講します。「入門」「初級」「会話」の３コース。事業実施者は学
校法人大原学園です。

１月8日～3月14日の毎週水曜日または毎週土曜日
（全10回）
各コースの詳細は同校のウェブサイトでご確認ください。
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校（3号館）
（中村区名駅三丁目18番10号） 
日本語を母語としない16歳以上の方 
各コース20名（先着）
2,500円（全10回、テキスト代含む）
12月14日、17日、20日、21日、1月8日、11日に同校
にて受付。時間は同校のウェブサイトでご確認ください。
交流協力課　☎052-581-5689
　　　　　　　 vol@nic-nagoya.or.jp

日本語教室「まるはち」
（名古屋市外国人日本語学習支援事業）

■イベントなど■ 出会う！ つながる！ 世界を変える！
グローバルユースデー2020

　グローバルに活躍している若者の団体、自分にできる活動
を探している若者、若者を応援したい人々がつながり、それ
ぞれが新たな一歩を踏み出すイベントです。
【プログラム】
①プレゼン大会：若者の団体が、活動内容や、活動への想
　い等についてプレゼンテーションします。同世代の活動を
　たくさん知ろう！
②交流タイム：実践団体がブースを設置し、活動をPRし
　ます。多様な団体と交流しよう！
③トークセッション：社会人ゲストが、学生時代の活動や現在
　の仕事について語ります。自分の将来像を思い描こう！

２月１５日（土）13：０0～1７：３0
名古屋国際センター 別棟ホール
中学生以上　　　  100人（申込先着）
無料
1月14日（火）10：00から。定員になり次第受付終了。
電話、メール、ウェブサイト、直接来館で受付
交流協力課　☎052-581-5691
　　　　　　　 koryu@nic-nagoya.or.jp

　今回のテーマは「災害からみえるつな
がりいろいろ」。災害という困難を乗り越
えてつながる世界の人々について考え、
子どもたちに世界と自分とのつながりを
感じてもらう内容です。小学4～6年生
向けですが、大人の方もぜひ手に取って
ご覧ください。

　被災地支援経験の講演やシミュレーションを通して、避難
所等で外国人と日本人が互いに困らないための留意点や配
慮すべき点を考えるとともに、外国人支援活動の基本的な役
割と流れについて学びます。

1月18日（土）13：00～17：00
中区役所（中区栄4-1-8）
NIC登録災害語学ボランティア、災害時の外国人支援
に関心のある方他
60人（申込先着）　　　　無料
12月3日（火）10:00より
電話、メール、ウェブサイト、直接来館で受付
交流協力課　☎052-581-5689
　　　　　　　 seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

災害時外国人支援ボランティア研修
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編 集 後 記
　夏が終わったと思っ
たら、秋の夜長を楽し
む間もなく冬がやって
きました。春と秋が短
くなった気がします。
風邪ひきの人も増えて
いますが、健康第一で
いきましょう。(晴) 
　本誌の編集に4年近
く携わってきました
が、退職により今号ま
でとなりました。毎号
悩みながらも、学ぶこ
とが多くありました。
今後は一市民として愛
読します。ありがとう
ございました。(宮) 

名古屋国際センターサポーター募集！
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。
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) 
サポーター(賛助会員)になると・・・ 
●NIC主催の講演会や交流会へのご優待をいたします。 
●隔月刊広報誌「ニック・ニュース」をお送りします。 
●月刊英語情報誌「ナゴヤ・カレンダー」をお送りします。(希望者のみ)
入会記念品 
●来館にてお申込みいただいた方には、世界寺子屋運動フェアトレー
　ド製品の「ペンケース」または「カードケース」を差し上げます。 
問総務課　☎052-581-5674  

団体賛助会員 9・10月更新団体
東海学園大学、㈱豊田自動織機、中日本建設コンサルタント㈱、
名古屋商工会議所　   

「子どもニック・ニュース冬休み号」が
できました！

　「子どもニック・ニュース冬休み号」と同じテーマ「災
害からみえるつながりいろいろ」のクイズラリーを開催
します。子どもから大人まで、誰もが楽しめるクイズラ
リーです。プチプレゼントもお楽しみに。

12月21日(土)～1月26日（日）10：00～17：00
名古屋国際センター3階情報コーナー
及びライブラリー
無料

       

NICライブラリー 冬休みクイズラリー

広報情報課　☎052-581-0100　　 info@nic-nagoya.or.jp問
◆外国人を対象とした事業◆

年末年始休館のお知らせ：12月29日（日）から1月3日（金）まで休館します。

 (50音順)

いろんな
つながりを
見てみよう ！

kokusaicenter @kokusaicenter
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