
　 外国人のための人権相談会 在留手続き等相談会

相 談 日 ３月10日、４月14日　（毎月第２土曜日） ３月24日、４月28日　（毎月第４土曜日）

時 　 間 13：00～ 16：00　（予約不要） 13：00～ 16：00（受付15：30まで　予約不要）

相 談 言 語 日本語、英語 日本語、英語、中国語　＊それ以外の言語は事前連絡が必要

対 応 先 福岡法務局人権擁護部　第一課 福岡県行政書士会

主な相談受付内容 就労・住宅・婚姻・近所とトラブル等外国人の人権に関すること 国籍・入国・在留資格・家族の呼び寄せ等に関すること

教室名 時間 連絡先 内容

火
曜
日

小さな
国際交流の会

10:00

～

12:00

1 ヶ月1,000円　（見学無料)
※別の場所で開催されている 全クラス
に参加可。

（電話＆FAX）092-662-7690
chiisanainfo@gmail.com
nihongonoguchi@u01.
gate01.com

日常会話（年間プログラムに基づき発話を中心に
言葉のやりとり（場合により、文型を取り入れ会
話を補う。)
発音練習（発音の矯正）
【対象：初級、中級】

水
曜
日

コスモス
日本語クラブ

13:30

～

15:00

100円／回　or
300円／月　　

(電話＆FAX）092-807-7053
berisario_sarinas@yahoo.
co.jp

日常会話、文法　
【対象：初級、中級、上級】

木
曜
日

えふえいち
日本語教室

13:30

～

15:30
500円／月

（電話）090-7539-3739
（FAX）0940-36-9359
fumika@forest.ocn.ne.jp

日常会話、文法、日本語能力試験を受験希望の方
は個別対応します。　
【対象：初級、中級、上級】

金
曜
日

金曜クラブ
14:00

～

16:00
500円／月

（電話) 080-3946-8859
中国語、英語可
(FAX) 092-923-3040

文法、日常会話
【対象：初級、中級、上級】

土
曜
日

Ａ
にほんごひろば

10:30

～

12:00
無料 chikushijfl @yahoo.co.jp

筑紫女学園の学生による日常会話を中心とした楽
しいコミュニケーションづくりの場です。申し込
み不要。どなたでも気軽にご参加ください。
【対象：中級、上級】

Ｂ
日本語を学ぶ会

13:30

～

15:30
500円／月

（電話&FAX） 092-806-3704
090-4779-6816
nihongowomanabukai@
hotmail.co.jp

日常会話、文法、日本語能力試験対策等について
細やかな指導を行います。
【対象：初級、中級、上級】

Ｃ
甘泉日本語教室

16:30

～

18:20
500円／月

（電話＆FAX）
092-801-2974
nihongo822@hotmail.com

日常会話・文法
日本語能力試験対策１・２級
【対象：初級、中級、上級】

日
曜
日

Ｄ
日曜会話サロン

10:30

～

12:20

300円／回
or

500円／月
nichiyo2525@yahoo.co.jp

コミュニケーション能力の向上中心。文法にこだわら
ず、自己表現力、ヒアリング力のアップを目指します。
楽しく自由に会話することができるクラスです。
【対象：中級】

Ｅ
にほんごひろば
・いち・に・さん

13:30

～

15:00

200円／回 or 月 500円

（配布資料が多い時は
コピー代金あり　 )

n i h o n go h i r o b a 1 2 3@
yahoo.co.jp

初級：テキストを使って基礎から勉強しながら会
話力をつけます。
中級以上：表現力をつけるよう指導します。
【対象：初級、中級】

B,C

A,B,C

E

A,B,C

D,E

A,B,C

D,E

A,B,C

A,C

D,E

E

D,E
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●福岡県内国際交流情報カレンダー ●国際交流宅配便 ～あなたに国際交流を届けます～
●みんなでまなぼう！ 日本語教室 ●こくさいひろばカレンダー

こくさいひろば

こくさいひろばで
は、

ボランティアのみ
なさんによる

日本語教室や

外国人のための専
門相談会が

開催されています
。

カレンダー

Pick
Up!Pick
Up!
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ガンヤーさん

ローレンさん

マリヤムさん
ラム クリシュナさん

デイビッド ウッドさん

バ ギョウキョクさん

ウェイ ルンさん

シュウ ギョウタンさん

サンゴさん

インガさん

トモコさん

ユハニさん

クマルさん

モティさん

モセスさん

ザハラさん

アリルさん

アディさん

エリカさん

ジャマールさん

韓さん

劉さん

禹さん

馬さん

知弘さん

森山さん

福岡県から若者文化情報を世界に発信 ！
多言語ウェブサイト「アジアンビート」

3月 March
 月 火 水 木 金 土 日

4月 April

       1

 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29

30 

 月 火 水 木 金 土 日

は教室開催日です。 は複数の教室が開催されます。下表のアルファベットでご確認ください。
★こくさいひろばでのイベント開催時には、交流室で開催します。
★日本語教室のスケジュールが変更になる場合がありますので、当センターのホームページをご確認下さい。

    1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 

  

「こくさいひろば」に来場した方々「こくさいひろば」に来場した方々

りゅうのすけくん

フランシスさん

リ ジョンムンさんキム ホヨンさん

張さん

「こくさいひろば」で
なんしようと？

コウタロウさん(左)、ジョウさん(右)

「アジアンビート・FUKUOKA
イラスト展」を見に来まし
た。こくさいひろばに
来たのは初めてで
すが、入口の展示
スペースでは様々
な国に関する展示
が定期的に行われ
ていることを知りました。今後、機関紙
（当紙）でチェックしてみます。

Q



　今回のPick Up!は、こくさいひろばの入口に事務所を構え、若者文化を通じたアジアの若者の相互理

解促進のために活動している「アジアンビート」をご紹介します。

2

福岡県から若者文化情報を世界に発信！
多言語ウェブサイト「アジアンビート」

Pick
Up!Pick
Up!

■　多言語にベトナム語が追加！
　アジアンビートは、日本語、韓国語、中国語（簡体字・繁体字）、英語、
タイ語に対応し、日本発・アジア発の若者文化情報をアジアの若者に向
けて発信しています。
　２０１２年３月には新しくベトナム語を追加して合計７言語に！若く、エ
ネルギーにあふれた国ベトナムの言語が加わることで、より一層発信力
を高めていきます。

■　ウェブサイトと連動したイベントの実施！
　ウェブサイトを訪れた若者たちが情報を得るだけでなく、自らも参加
できるところがアジアンビートの特色の１つです。ウェブサイトによる情
報発信と連動したイベントを実施することで、バーチャルとリアルの双方
で更に交流を活発化させています。

3

　アニメ、まんが、ゲーム、ポップミュージック、ファッション、食文化・・・若
者文化は今、アジア共通の文化として急速に発展し、言葉の壁を超えて、
若者の豊かな感性や価値観を育んでいます。
　福岡県では、アジアとの次世代交流を考える中で、若者文化交流の育成
を重要施策と位置づけ、２００５年から若者文化情報を世界へ発信する多
言語ウェブサイト「アジアンビート」を運営し、情報交流やイベントの開催など
を通して、アジアの若者の相互理解の促進に取組んでいます。

http://asianbeat.com/

アジアンビート　
福岡市中央区天神１－１－１　アクロス福岡３階（こくさいひろば内）
電話  092-400-6640　 E-mail  asianbeat-info@aycc.jp

開 催 日
会 場
公式ＨＰ
問合せ先

：2012年３月25日（日）
：福岡国際センター（福岡市博多区築港本町２-２）
：http://faco.jp
：福岡アジアコレクション事務局／092-844-8837

豪華なゲストやアーティスト、地元ブランドの参加で、日本３大リア

ルクローズファッションショーにも数えられる大型ファッションイベ

ントです。

福岡アジアコレクション（FACo）

「ヂカギキvol.11」開催決定！

　憧れのすごい人に直（ヂカ）に話を
聞く対談形式の講座「ヂカギキ」は毎
回チケットが完売する大人気イベントで
す。その「ヂカギキ」１１回目の開催
が決定しました。講師情報やチケット
お申込み方法、過去の講演録「マタギ
キ」など詳細はアジアンビートウェブサ
イトにてご確認ください。
http://asianbeat.com/ja/gikamata/

FACoに参加したタイ読者モデルの活躍を報じた日系ファッション誌のタイ語版「S Cawaii！」

に参加したた加参加したタイ読者モデルの活躍を報を躍活ルデ者読タタイ読日系フ系日
■開催日：2012年3月13日(火)19:00開演
■講　師：おちまさと・本田直之
■場　所：アクロス福岡1F 円形ホール
　　　　　（福岡市中央区天神１－１－１）
■チケット料金：1,500円（税込） 
　※120名限定、売り切れ次第販売終了
■問合せ先：アジアンビート 
　　　　　　／ 092-400-6640
  （10:00～18:00 土・日・祝を除く）

FAFAACooAACoに参加参に参加

2011年9月に中国大連で開催した
ウェブ投票の予選撮影会の様子

　毎年３月に福岡で開催される大型ファッションショー「福岡アジアコレクション
（FACo）」との連動企画では、ステージに登場するアジアの読者モデルをアジアン
ビートウェブサイトの人気投票で選出するコンテストを実施。今年も中国、台湾、タ
イからウェブ投票で選出された上位各２名が「asianbeat×FACoカワイイ大使」とし
て夢のランウェイ
を歩きます。

2011年3月のFACoに
参加したタイの読者モデル

今年もアジアから「asianbeat×FACoカワイイ大使」がやってくる！
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　嘉穂特別支援学校では思い出をたくさん作ってきました。先生方
は国際理解の授業にとても熱心で、日本の生徒たちが調べた韓国に
ついての発表は、とても興味深いものでした。調べ学習の内容と共
に私とのひと時も、のちのち韓国という国を考える引き出しになっ
てくれることと思います。
　国際理解の授業は、私にとっても、日本の文化を肌で感じる貴重
な経験になっています。例えば給食交流。韓国の伝統的な食事文化
では、出された食事を全て食べる習慣はないので、生徒
たちが残さず食べようとする様子がとても印象的でし
た。また、現在、息子が日本の小学校に通っている
ので、親として、日本の学校を知る貴重な場にもなっ
ています。
　より多くの子どもたちに、より多くの国を身近に
感じてもらえるように、韓国を紹介する一員として、
これからも一歩ずつがんばっていきたいと思いま
す。

国際交流宅配便 　　
～あな

たに　
　　　　　　

　　国
際交流を

届けます～

にほんご教室にほんご教室
小さな国際交流の会

各教室のスケジュールや問合せ先等の詳細は、裏表紙（P８）をご覧下さい。各教室のスケジュールや問合せ先等の詳細は、裏表紙（P８）をご覧下さい。

室室教教んご教んご教んごごにほんんんにほんにほん 教室教室ほんご教室ほ 室室教教教にほんご教室んご教
　福岡県国際交流センターは、県内の学校や公民館などへ外国人講師や海外での生活体験のある日本
人講師を派遣し、世界のことを知り、考えるきっかけとなる国際理解教育推進事業を行っています。
　今回は、県内の学校で行われた国際交流を通して、外国人講師が得たこと、感じたことに焦点を当て
レポートします。

今年度実施した授業の報告や、実際に授業を
行った講師による模擬授業を行います。国際理
解の授業に興味がある方、講師になりたい方、皆
さんのご参加をお待ちしています。

福岡県立嘉穂特別支援学校

実 施 日
対 象

派遣講師

2011年12月8日(木)
中学１～３年生（43人）

キム ミンキョン氏（韓国）
テグ出身。1995年、留学のため来日。2010年よ
りこくさいひろばで勤務し、翻訳業務をはじめ当セ
ンター主催のイベント「こくさいひろばカフェ」で
スピーカーを務めるなど、多方面で活躍中。

＜テーマ＞
韓国の文化について調べ発表し、交流を行うこと
で、異文化への興味･関心を広げる。

【開催日】 ３月11日（日） 14：30～17：00　
【場　所】 アクロス福岡３Ｆ「こくさいひろば」
【定　員】 60名（要事前申込）
【参　加】 無料

国際理解教育
事例発表会のお知らせ

申込方法等はP３参照

　１～３年生までクラスごとに行った調べ学習の発表会。１年生は観光スポット、
２年生は伝統衣装・スポーツ、３年生は料理をテーマに取り組みました。
　韓国の食事のマナーについての選択クイズや、日本人旅行者が選んだ韓国料
理ベスト５、パジ･チョゴリ（男性用）とチマ･チョゴリ（女性用）の顔出しパネ
ルなど、バラエティー豊かな発表に、キムさんも興味津々。

生徒たちの発表～調べ学習について～

　韓国の民族衣装をはじめ、結婚式やお墓、おせち料理についてなど、
キムさんから直接聞くお話は、調べ学習とは一味違います。キムさん
は伝統文化だけではなく、最近の韓国についても紹介。皆で一緒に韓
国の人気のダンスを動画に合わせて踊ったり、韓国でサウナの時に頭
にかぶるタオルの羊を作ったり・・・。
　日本と韓国、似ているところがいっぱいあって、ぐっと身近な国にな
りました。

キムさんの発表～韓国の文化や生活について～

▶
３
年
１
組
で
の
キ
ム
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ん
と
の

給
食
交
流
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子

◀調べ学習で使用した韓国の唐辛子
「どうやって食べるの？」という生徒の質問に対し、「実際に調理して

みよう！」と、担任の大場康司先生。給食交流では、皆で3日前から漬

けたカクテキをキムさんに振舞いました。

キム ミンキョン

みんなでまなぼう！ 火曜日

◆ボランティアスタッフ：４名　◆学習者：10名（出身地：韓国、中国、フィリピン、タイ、
ベネズエラ、インドネシア、イタリア、トリニダード トバゴ、アメリカ）

◆特徴：
学習者さんはボラ
ンティアさんを「～
先生」ではなく、「～
さん」と呼んでいま
す。先生・生徒の
関係ではなく、対
等な関係で気楽に
会話を楽しむ教室
です。代表：野口 照代さん

えふえいち日本語教室木曜日

◆ボランティアスタッフ：5名
◆学習者：16名（出身地：中国、台湾、韓国、ベルギー）

◆特徴：
学習者さんの約半分
は日本語能力試験の
合格を目指していま
す。昨年は、１級、2
級に計3名の学習者
さんが合格。丁寧な
指導ができるように、
ボランティアさん自身も
勉強に励んでいます。代表：青木 ふみかさん

にほんごひろば土曜日

◆ボランティアスタッフ：3名
◆学習者：6名（出身地：中国、韓国、アメリカ）

◆特徴：
ボランティアさんは全
員大学生。テキスト
は使わず、学習者さ
んの国と日本の文化
の違いなどについて
おしゃべりをする教室
です。皆、年齢が近
いので、自然に話が
盛り上がっています。代表：石川 紫央里さん

甘泉日本語教室土曜日

◆ボランティアスタッフ：５名
◆学習者：10名（出身地：中国、インドネシア、韓国、フィリピン、トルコ、アメリカ）

◆特徴：
「日本語能力試験対
策をして欲しい」「ひ
らがな・カタカナを勉
強したい」「若者言
葉などのスラングが知
りたい」・・・学習者
さんの様々なニーズに
合わせて対応する教
室です。代表：平田 成人さん

にほんごひろば・いち・に・さん日曜日

◆ボランティアスタッフ：8名
◆学習者：13名（出身地：インドネシア、ベトナム、韓国、ペルー）

◆特徴：
基礎をしっかり身に着
けることを心がけてい
る教室です。初級よ
りも易しい「入門クラ
ス」では、生活に役
立つオリジナルテキス
トを使用しています。

代表：河原 恵美子さん

コスモス日本語クラブ水曜日

◆ボランティアスタッフ：19名　◆学習者：28名（出身地：中国、韓国、タイ、台湾、
モンゴル、アメリカ、ペルー、スペイン、メキシコ、セネガル、ルーマニア）

◆特徴：
リピーターの学習
者さんが多く、口コ
ミで大所帯の教室
になりました。様々
な国の人がいるの
で、初めての方も
溶け込みやすい教
室です。

代表：岸田 孝彦さん

日本語教室金曜クラブ金曜日

◆ボランティアスタッフ：9名　◆学習者：13名（出身地：中国、韓国、台湾、ドイツ、
ペルー、フランス、メキシコ、インドネシア）

◆特徴：
中国語、英語、韓
国語、インドネシア語、
フランス語、スペイン
語で対応。外国語を
学んだボランティアさ
んが、学習者さんの
気持ちになってサポー
トできる教室です。

代表：芝 弘子さん

日本語を学ぶ会土曜日

◆ボランティアスタッフ：5名
◆学習者：11名（出身地：中国、台湾、セネガル、オーストラリア、韓国）

◆特徴：
日常会話ができること
を目標にしている学習
者さんが集まっていま
す。勉強だけでなく、
クリスマスパーティを
はじめ様々なイベント
を行い、交流を楽し
みながら勉強できる教
室です。

代表：濱地  辰子さん

日曜会話サロン日曜日

◆ボランティアスタッフ：2名
◆学習者：3名（出身地：中国、韓国、アメリカ）

◆特徴：
中級レベルの学習者
さんが対象の教室。
テキストは使わず、日
本語の語彙がもっと
増えるよう「日本語の
シャワーを浴び、会
話する」を心がけ、
毎回異なるテーマで
会話を行っています。代表：深川 和郎さん

　こくさいひろばには、多くの外国人の方が日本語を学
びに集まっていることを知っていますか？
　今回は、こくさいひろば内で実施されているボランティ
アの方々によって開設された9つの日本語教室について紹
介します。

　こくさいひろばには、多くの外国人の方が日本語を学
びに集まっていることを知っていますか？
　今回は、こくさいひろば内で実施されているボランティ
アの方々によって開設された9つの日本語教室について紹
介します。
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　韓国の民族衣装をはじめ、結婚式やお墓、おせち料理についてなど、
キムさんから直接聞くお話は、調べ学習とは一味違います。キムさん
は伝統文化だけではなく、最近の韓国についても紹介。皆で一緒に韓
国の人気のダンスを動画に合わせて踊ったり、韓国でサウナの時に頭
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　 外国人のための人権相談会 在留手続き等相談会

相 談 日 ３月10日、４月14日　（毎月第２土曜日） ３月24日、４月28日　（毎月第４土曜日）

時 　 間 13：00～ 16：00　（予約不要） 13：00～ 16：00（受付15：30まで　予約不要）

相 談 言 語 日本語、英語 日本語、英語、中国語　＊それ以外の言語は事前連絡が必要

対 応 先 福岡法務局人権擁護部　第一課 福岡県行政書士会

主な相談受付内容 就労・住宅・婚姻・近所とトラブル等外国人の人権に関すること 国籍・入国・在留資格・家族の呼び寄せ等に関すること

教室名 時間 連絡先 内容

火
曜
日

小さな
国際交流の会

10:00

～

12:00

1 ヶ月1,000円　（見学無料)
※別の場所で開催されている 全クラス
に参加可。

（電話＆FAX）092-662-7690
chiisanainfo@gmail.com
nihongonoguchi@u01.
gate01.com

日常会話（年間プログラムに基づき発話を中心に
言葉のやりとり（場合により、文型を取り入れ会
話を補う。)
発音練習（発音の矯正）
【対象：初級、中級】

水
曜
日

コスモス
日本語クラブ

13:30

～

15:00

100円／回　or
300円／月　　

(電話＆FAX）092-807-7053
berisario_sarinas@yahoo.
co.jp

日常会話、文法　
【対象：初級、中級、上級】

木
曜
日

えふえいち
日本語教室

13:30

～

15:30
500円／月

（電話）090-7539-3739
（FAX）0940-36-9359
fumika@forest.ocn.ne.jp

日常会話、文法、日本語能力試験を受験希望の方
は個別対応します。　
【対象：初級、中級、上級】

金
曜
日

金曜クラブ
14:00

～

16:00
500円／月

（電話) 080-3946-8859
中国語、英語可
(FAX) 092-923-3040

文法、日常会話
【対象：初級、中級、上級】

土
曜
日

Ａ
にほんごひろば

10:30

～

12:00
無料 chikushijfl @yahoo.co.jp

筑紫女学園の学生による日常会話を中心とした楽
しいコミュニケーションづくりの場です。申し込
み不要。どなたでも気軽にご参加ください。
【対象：中級、上級】

Ｂ
日本語を学ぶ会

13:30

～

15:30
500円／月

（電話&FAX） 092-806-3704
090-4779-6816
nihongowomanabukai@
hotmail.co.jp

日常会話、文法、日本語能力試験対策等について
細やかな指導を行います。
【対象：初級、中級、上級】

Ｃ
甘泉日本語教室

16:30

～

18:20
500円／月

（電話＆FAX）
092-801-2974
nihongo822@hotmail.com

日常会話・文法
日本語能力試験対策１・２級
【対象：初級、中級、上級】

日
曜
日

Ｄ
日曜会話サロン

10:30

～

12:20

300円／回
or

500円／月
nichiyo2525@yahoo.co.jp

コミュニケーション能力の向上中心。文法にこだわら
ず、自己表現力、ヒアリング力のアップを目指します。
楽しく自由に会話することができるクラスです。
【対象：中級】

Ｅ
にほんごひろば
・いち・に・さん

13:30

～

15:00

200円／回 or 月 500円

（配布資料が多い時は
コピー代金あり　 )

n i h o n go h i r o b a 1 2 3@
yahoo.co.jp

初級：テキストを使って基礎から勉強しながら会
話力をつけます。
中級以上：表現力をつけるよう指導します。
【対象：初級、中級】

B,C

A,B,C

E

A,B,C

D,E

A,B,C

D,E

A,B,C

A,C

D,E

E

D,E

D,EA,B,C

ベスト電器
本店
●

明治通り

西鉄福岡駅 ●天神コア

福岡市役所●
天神中央公園●

国体道路

●イムズ

●大丸
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●福岡県内国際交流情報カレンダー ●国際交流宅配便 ～あなたに国際交流を届けます～
●みんなでまなぼう！ 日本語教室 ●こくさいひろばカレンダー

こくさいひろば

こくさいひろばで
は、

ボランティアのみ
なさんによる

日本語教室や

外国人のための専
門相談会が

開催されています
。

カレンダー

Pick
Up!Pick
Up!

8

ガンヤーさん

ローレンさん

マリヤムさん
ラム クリシュナさん

デイビッド ウッドさん

バ ギョウキョクさん

ウェイ ルンさん

シュウ ギョウタンさん

サンゴさん

インガさん

トモコさん

ユハニさん

クマルさん

モティさん

モセスさん

ザハラさん

アリルさん

アディさん

エリカさん

ジャマールさん

韓さん

劉さん

禹さん

馬さん

知弘さん

森山さん

福岡県から若者文化情報を世界に発信 ！
多言語ウェブサイト「アジアンビート」

3月 March
 月 火 水 木 金 土 日

4月 April

       1

 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29

30 

 月 火 水 木 金 土 日

は教室開催日です。 は複数の教室が開催されます。下表のアルファベットでご確認ください。
★こくさいひろばでのイベント開催時には、交流室で開催します。
★日本語教室のスケジュールが変更になる場合がありますので、当センターのホームページをご確認下さい。

    1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 

  

「こくさいひろば」に来場した方々「こくさいひろば」に来場した方々

りゅうのすけくん

フランシスさん

リ ジョンムンさんキム ホヨンさん

張さん

「こくさいひろば」で
なんしようと？

コウタロウさん(左)、ジョウさん(右)

「アジアンビート・FUKUOKA
イラスト展」を見に来まし
た。こくさいひろばに
来たのは初めてで
すが、入口の展示
スペースでは様々
な国に関する展示
が定期的に行われ
ていることを知りました。今後、機関紙
（当紙）でチェックしてみます。

Q


