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See the a coordinator for Japanese classes at the Kagawa International Exchange Association (I-PAL)
　※You may download the schedule and application form on the I-PAL website (http://www.i-pal.or.jp/)

香川县国际交流协会 日语讲座负责人　※报名表·课程安排表可以从网站下载（http://www.i-pal.or.jp/）

日本語を初めて学ぶ学習者を対象とする「入門1」から、初級終了程度の日本語力を身に
つけることを目的とする「日本語3」までの5つのレベル、全7クラスを開講していますので、自
分のレベルに合った授業が受けられます。ひらがなが読めるようになりたい！生活に必要な
日本語を身につけたい！と思ったら、アイパル香川の日本語講座で一緒に勉強しましょう。

【テキスト】入門1・2のみ、別途テキスト代（各350円）　　【場所】アイパル香川　3階会議室
【申込方法】アイパル香川の2階事務所で、受講料を添えてお申込みください。新規で申込まれる
方には、事前に簡単なクラス分けテストと見学をしていただきます。

・今日初めて地震を体験しました。とても怖かったです。今回の経験
があるので、本当の地震がきてもあまり緊張しなくて済むと思いま
す。（中国）

・今日勉強した知識を、人に伝えたいと思いました。（中国）
・このようなイベントをしてくれたのは、外国人の命も大切に思ってく

れているからだと思います。心から感謝しています。（中国）
・たくさん難しい漢字を勉強しましたが、とても面白かったです。（ベ

トナム）
・たくさんのことを勉強しました。地震が起きたらど

こに逃げたらよいか分かりました。（ベトナム）
・こんな訓練に参加したのは初めてです。とても嬉

しかったし良かったです。（カンボジア）
・今回の体験と交流が大好きです。（中国）
…非常食はどの国の方にも好評でした♪

・ こういう訓練を通してネットワークを築いていければ、香川県とい
う地域の対応力がアップしていくと思いました。（行政職員）

・ 支援する側からの思いだけではなく、受ける側の思いも感じながら
の支援が必要だということを実感しました。（行政職員）

・ 想像以上の様々な質問が出てきて、自分の無知さを感じた。
 日頃から情報を収集していきたい。（ボランティア）

・ 自分を外国人に置き換えて考えてみると、
言葉の不自由による不安は想像をはるかに
超えると思う。相手の立場に立った取組を
行いたい。（行政職員）

・ 日本人にとっての当たり前は当たり前では
ないことを実感しました。（団体職員）
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We offer a total of 7 classes catering to 5 levels from “Beginners 1”, for absolute beginners, to 
“Japanese 3”, for those who want to study at pre-intermediate level. Each student can choose which class 
suits their level and needs. If you want to learn to read hiragana, or learn basic Japanese necessary for 
living in Japan, then please consider enrolling in our classes at I-PAL.

【Textbook】Students of the Beginners 1 or Beginners 2 classes should purchase the appropriate textbook (¥350).
【Location】I-PAL Kagawa’s 3rd Floor Meeting Room 
【Application】Please fill out an application form at the office on the 2nd floor of I-PAL Kagawa.  New students 
will be required to take a placement test and observe their allocated class before being admitted formally.

从以日语初学者为对象的《入门1》到以熟练掌握为目标的《日语3》，共设有5个水平阶段7

个班级，所以，可以根据自己的日语水平选择合适的班级进行学习。想学会读平假名！想掌握必

要的生活日语！如果您有这些想法，那么，来I-PAL香川的日语讲座一起学习吧。

【教科书】入门1及入门2附有配套的教科书（350日元）

【地点】香川县国际交流协会　3层会议室

【报名方法】在I-PAL香川2楼办公室填写报名表。新报名者需参加分班考试和试听。

2016年度上半期　日语讲座　　Japanese Language Classes 2016 (First Term)

（公財）香川県国際交流協会　日本語講座担当
　※申込書・スケジュールはホームページ（http://www.i-pal.or.jp/）からダウンロードできます。

4月から始まります
！!がつ はじ

【問合せ・申込み/报名与咨询/Applications・Inquiries】

入　門1 /入门1 / Beginners 1

入　門2 /入门2 / Beginners 2

日本語1 /日语1 / Japanese 1

日本語2 /日语2 / Japanese 2

日本語3 /日语3 / Japanese 3

――

10：00～12：00

――

10：00～12：00

――

12：30～14：30

15：00～17：00

12：30～14：30

15：00～17：00

10：00～12：00

4月14日
～9月15日

4月9日
～9月10日

5～15名

全18回
总共18次

for all 18
classes

※アイパル賛助会員
　I-PAL赞助会员
　I-PAL Supporting Members

3,600 円

クラス/班级/Class

【受講料/课时费 /Fee】

4,000 円

木曜日
Thursday

土曜日
Saturday

期間
Term

定員
Capacity

回数
Number of
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実施日：平成２８年１月３１日（日）　於：三豊市危機管理センター
主催：香川県・（公財）三豊市国際交流協会、協力：三豊市・三豊市防災士会・三豊警察署・三観広域行政組合北消防署

外国人住民のための　防災訓練
参加者：３か国（中国・ベトナム・カンボジア） 31名

災害時における　多言語情報伝達訓練
参加者：３０名

（行政・団体職員、地域日本語指導
ボランティア・通訳等ボランティア）○三豊の災害を知ろう

○避難所を体験しよう①
（起震車での地震体験、ダンボールパーテーション設置、
担架づくり、AED操作、応急処置、非常食試食など）

○講演「多言語支援センターの役割について」
（特活）多文化共生マネージャー全国協議
会理事の柴垣さん、事務局長の時さんか
ら、お話をうかがいました。
○多言語支援センター設置運営訓練
災害本部から出された情報の中から、被災者にとって必要と思
われるものに優先順位をつけて、多言語での翻訳にあたりまし
た。また、地図を見ながら避難所までの経路を確認したりしま
した。

●共通訓練≪避難所巡回訓練≫●
三豊市で災害が発生し、外国人住民が避難所に避難しているという設定のもと、参加者全員で行いました。

○避難所を体験しよう②
【外国人参加者の役割】避難所に避難している外国人被災者
役。多言語支援チームの巡回時に、それぞれの国の言葉で質
問したり、相談したりします。

○防災の日本語講座
災害が起きたときに、命を守るための正
しい行動がとれるよう、気象警報・注意
報や、携帯の緊急速報メールを題材とし
て、漢字や語彙を学ぶ日本語講座を実施
しました。

○避難所巡回訓練振り返り
それぞれのグループで、活動の感想や反省点などを話し合い
ました。外国人被災者からの質問の意図を理解した上で、正
確な情報を様々な言語や手法で伝え、少しでも安心を届けら
れるようにするためには何が必要か、みんなで考える時間と
なりました。また、記録をもとに、次に活動するボランティア
への申し送りの練習も行いました。

○避難所巡回訓練
【支援者の役割】外国人被災者が避難している避難所を巡回
し、必要な情報を多言語で提供したり、外国人被災者が抱え
る問題のへ対応を行ったりします。

参加者アンケートより
参加者アンケートより

どんな災害がおこるのかな？

震度７の地震を体験！ 東日本大震災紹介パネル 毛布で担架を作ろう

地図で避難所の場所を確認！

ゲーム感覚で練習～

今年度も県内のどこかで訓練を実施したいと考えています。関心をお持ちの方は、災害時外国人支援担当までお問い合わせください。

受講者募集 2016年度前期日本語講座
外国人住民のための防災訓練を三豊市で開催しました!!外国人住民のための防災訓練を三豊市で開催しました!!

技能実習生の
方がほとんど
でした★

一生懸命、私たち
外国人のために
準備してくれた
んだな～

身振り手振りで
伝えてみよう！

記録も大事！




