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「留学生から学ぶ外国語教室」は留学生を先生として外国語を学ぶ教室です。 
ことばを学ぶだけでなく、留学生との交流を深めながら文化や風習に触れることができます。 

 
 

時間割 No.17 

 
 

金曜日 
19:00～20:30 

アラビア語  マンスール モハメド / ｴｼﾞﾌﾟﾄ 

アラビア語は多くの国で母国語として話されて
おり、アラビア語の世界には独自の芸術、音
楽、文学、料理、生活様式があります。 
このクラスで一緒に学んでみませんか？ 

（講師名 / 出身） 

 
 

時間割 No.20 

 
 

土曜日 
10:30～12:00 

   広東語   ヤン ダニエル / 香港  

香港を旅している時に、広東語が話せると、飲
茶とお茶をレストランで自由に注文できるし、
一人旅でも全然「冇問題」ですよ。香港映画を

見たり、香港のポップソングを聞いたりして、広
東語の発音と文法を楽しく勉強できます。 

 
 

時間割 No.27 

 
 

土曜日 
19:00～20:30 

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語 ﾗﾊﾏﾝ ﾑﾊﾝﾏﾄﾞ ｱｳﾘｱ / ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

インドネシアで流行っている、現代の人が「聞
けばワクワクする」キーワード等、より豊かな
勉強ができると思います。教科書だけではなく、
皆さんの興味に合わせて、ニュースや映画、
アニソンから楽しく勉強しましょう！ 

 
 

時間割 No.3 

 
 

月曜日 
19:00～20:30 

  ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語 
  （中級） 

  ﾅﾀﾅｴﾙ ｽﾜﾝﾃﾞｨ / ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

このクラスで、文法だけではなく、物語や音楽
から単語を習ったり、インドネシア人がよく日常
会話に使う言葉を習ったり、ロールプレイをし
ます。料理教室も行います！さあ、一緒にイン
ドネシア語を学びましょう！ 

 
 

No.5 

 
 

火曜日 
19:00～20:30 

  ロシア語 ボルツノワ リリヤ / ロシア 

ミステリアスなロシア語を学んでみませんか。
このクラスでは、言葉だけでなく、ロシアの文
化について教えます。いっしょにゲームをした
り、ロシア語を話したりして楽しく過ごしましょ
う！ 

平成30年度中級クラスで使用したテキスト 
●インドネシア語・・・「やさしいインドネシア語読本」（出版社：大学書林）を参考に講師がプリントを作成し 
             配布 
●中国語・・・「中国語会話301（下）」（出版社：北京語大言出版社）を参考に講師がプリントを作成し配布 
●韓国語・・・「基礎から学ぶ韓国語講座（中級）」（出版社：国書刊行会） 
●スペイン語・・・「AULA INTERNATIONAL2」（出版社： Difusion ）を参考に講師がプリントを作成し配布 
レベル確認の目安としてください。なお、2019年度のクラスで使用する予定のテキストは2月下旬を目途に
ホームページへ掲載します。 

 
 

時間割 No.1 

 
 

月曜日 
13:00～14:30 

お昼の韓国語   朴 美姾(ﾊﾟｸ ﾐｼﾞｮﾝ) / 韓国 

ハングルの母音と子音の練習や文型の作り方
など、基礎知識からゆっくり勉強していきたい
と思います。韓国のドラマや映画、K-popなど

に触れながら、韓国語だけではなく、韓国の文
化や流行について勉強したいと思います。 

 
 

時間割 No.9 

 
 

水曜日 
19:00～20:30 

   韓国語 
   (中級) 

金 惠美(キム ヘミ) / 韓国 

韓国の音楽、ドラマ、映画などをもっと理解し
たい方、韓国に旅行する時、地元民と交流し
たい方、このクラスに参加してみませんか？
ロールプレイでドラマの場面を練習し、作文を
通じて会話の自信を持つことができます！ 

 
 

時間割 No.12 

 
 

木曜日 
19:00～20:30 

   韓国語   成 儒彬(ｿﾝ ﾕﾋﾞﾝ) / 韓国 

まず韓国語を話すのに必要な最低限の文法
を一から勉強します。あとは、ひたすら韓国語
を使う練習をするのみ！基礎をしっかりして、
フィードバックを受けながら地道に練習すれば、
きっと伸びます。料理教室も行う予定です。 

 
 

時間割 No.24 

 
 

土曜日 
17:00～18:30 

   韓国語 
   (中級) 

池 賢九(ｼﾞ ﾋｭﾝｸﾞ) / 韓国 

韓国語を習いたい方、一緒に勉強してみませ
んか？ 韓国語を一人で勉強するのは難しく
て困っていませんか？一緒にドラマを見たり、
韓国料理を作ったりしながら難しい韓国語を
分かりやすく、楽しく勉強してみましょう！ 

 
 

時間割 No.30 

 
 

日曜日 
19:00～20:30 

   韓国語 
   (中級) 

  呉 濟元(ｵ ｼﾞｪｳｫﾝ) / 韓国 

毎週、楽しい韓国語を勉強したい方はこのクラ
スに注目！音楽、ドラマ、映画などでコミュニ
ケーションを一緒に学びませんか。他にも韓国
料理や文化を韓国語で学ぶことができます！ 

 
 

時間割 No.4 

 
 

月曜日 
19:00～20:30 

 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語   クリー ソジアート / ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 

この授業を受ければ、日常的なカンボジア語
の会話ができるようになります。また、カンボジ
ア料理を一緒に作る時間もあるので、なかな
か日本で食べられない美味しい料理を味わう
ことができますよ。 

 
 

時間割 No.19 

 
 

土曜日 
10:30～12:00 

   韓国語   曺 允僖(ジョ ユニ) / 韓国 

韓国語の仕組みや文法の勉強を行い、その
後は、例文を作ったり、ロールプレイを行った
りして実践的に使うことで楽しく覚えて行きた
いと思います。料理教室もメニューはリクエス
トに応じて行いたいと思います。 

 
 

時間割 No.26 

 

 
土曜日 

19:00～20:30 

イタリア語   ﾌｪｯﾗﾚｾ ｽﾃﾌｧﾉ / ｲﾀﾘｱ 

ブオンジョルノ！日本ではイタリアの言語がよ
く使われています。このクラスでは一緒に楽し
くイタリアの言語と歴史と料理を勉強します。 

楽しい旅をするためも、新しい友達を作るため
にも、楽しくイタリア語を勉強しましょう。 

 
 

時間割 No.29 

 
 

日曜日 
19:00～20:30 

 スペイン語 
  （中級） 

ｴﾙﾅﾝﾃﾞｽ ｶﾞﾙｼｱ ﾙｲｽ ﾍﾗﾙﾄﾞ / ﾒｷｼｺ 

スペイン語を学びたい方、歌やゲームなどで
文法や単語・表現を覚えたり、文化や会話をし
たり、また料理教室で思い出を作りませんか?
楽しくスペイン語を勉強しましょう。 

 
 

時間割 No.21 

 
 

土曜日 
15:00～16:30 

スペイン語   ｺﾙﾄﾞﾊﾞ ｴｽﾃﾊﾞﾝ / ｺｽﾀﾘｶ 

世界で2番目に多く話されている言語を勉強し

ませんか？スペイン語はラテンアメリカ地域に
おける共通語となっています。楽しくスペイン
語を学びながら、ラテンアメリカの文化も勉強
しましょう。 

 
 

時間割 No.31 

 
 

日曜日 
19:00～20:30 

   中国語 
 （中級） 

  仇 志美(ｷｭｳ ｼﾋﾞ) / 中国 

このクラスでは、中国語を「わかる」ではなく、
中国語を「できる」ように目指しています。 

中国語の発音が難しいと思う方、実際の場面
での会話がなかなかできない方、中国の文化 
をもっと知りたい方、ぜひご参加ください。 

 
 

時間割 No.6 

 
 

火曜日 
19:00～20:30 

   中国語 
 （中級） 

  張 琦(チョウ キ) / 中国 

基礎から応用まで分かりやすく授業を行いま
す。イラストや写真で単語を覚えたり、有名な
映画を題材に勉強したり、リスニングや会話力
を伸ばしていきます。水墨画教室も行います。
言語と文化を楽しく勉強しましょう。 

 
 

時間割 No.22 

 
 

土曜日 
15:00～16:30 

   中国語 
  （中級） 

  楊 洪(ヨウ コウ) / 中国 

単語や文型を１つずつ勉強することで聞く・話
す・読む・書く力を身につけることができ、さら
に中国の文化を理解することもできます。一緒
に充実して笑顔が絶えない中国語の時間を過
ごしませんか？ 

 
 

時間割 No.8 

 
 

水曜日 
13:00～14:30 

お昼の中国語   郝 暁陽(ﾊｳ ｼｮｳﾖｳ) / 中国 

中国人同士のお喋りを「ケンカ」しているみた
い、と思ったりしたことがありませんか？それ
は四つのイントーネーションがあるからです。
文化、歴史、旅行など皆さんが関心を持ってい
る話をシェアしながら、楽しく勉強しましょう。 

 
 

時間割 No.16 

 
 

金曜日 
19:00～20:30 

   中国語   高 翔宇(ｺｳ ｼｮｳｳ) / 中国 

このクラスでは実用できる中国語の言葉使い
を学ぶと同時に歴史に関する知識を習うこと
ができます。会話中心の授業をするので、発
音についてはご心配なく。興味のある方はぜ
ひご参加ください。 

 
 

時間割 No.28 

 
 

土曜日 
19:00～20:30 

中国語   趙 天寧(ﾁｮｳ ﾃﾝﾈｲ) / 中国 

新しい言語を学ぶと新しい世界へのゲートを
開けるかのように、人生の視野が広がります。
中国語から中国の文化までリラックスした雰囲
気で、一緒に楽しく充実した中国語の時間を
過ごしましょう！ 

 
 

時間割 No.23 

 
 

土曜日 
17:00～18:30 

   タイ語   ｳｶﾗｰｳｫﾝﾂｬｲ  ﾁｬﾔｰﾀﾞｰ / ﾀｲ 

タイが好きな方、タイに旅行したい方、教科書
だけで勉強するクラスに飽きた方はこのクラス
に参加してみませんか？タイの文化、お祭り、
考え方を学んだり、ロールプレイしたり、一緒
に楽しく勉強しましょう！ 

 
 

時間割 No.18 

 
 

土曜日 
10:30～12:00 

  ドイツ語 弟舞寿 龍空(ﾃﾞﾌﾞｽ ﾘｸ) / ドイツ 

ドイツ、オーストリア、スイスに旅行や出張で行
く方、留学したい方、文化や習慣などに興味が
ある方、是非この授業を受けてみて下さい。新
しいことに挑戦してみたい方も大歓迎です。 
たくさんのご参加をお待ちしています。 

 
 

時間割 No.2 

 
 

月曜日 
19:00～20:30 

  びん南語 
 （台湾語） 

  詹 紹文(ｾﾝ ｼｮｳﾌﾞﾝ) / 台湾 

近年台湾に旅行する日本の方が多くなってき
ましたね。びん南語の中には色んな日本語が
混ざっていて、びん南語は台湾と日本の架け
橋です。このクラスで台湾料理、台湾語の歌を
体験しませんか？ 

 
 

時間割 No.11 

 
 

水曜日 
19:00～20:30 

 ネパール語   バッタ スマン / ネパール 

ネパールへ旅したり、友達とネパール語で話し
たり、ネパールの文化について知りたい方は、
この教室に参加してみませんか？ゲームや歌
などで言葉を覚えたり、日常会話をできるよう
になりましょう！ 

 
 

時間割 No.15 

 
 

金曜日 
19:00～20:30 

ベトナム語   ｸﾞｴﾝ ﾃｨ ﾌｫﾝ / ﾍﾞﾄﾅﾑ 

私自身も外国語を学び誰よりも外国語の難し
さを理解しています。皆さんにはもっと面白くベ
トナム語を身に付けていただきたいです。 
毎回の授業の後必ず話せるようになります。 
ベトナム料理や文化も学び楽しく交流できます。 

 
 

時間割 No.7 

 
 

火曜日 
19:00～20:30 

ポルトガル語 ﾏﾙﾁﾝｽ ﾗﾌｧｴﾙ ﾋﾞﾆｼｳｽ / ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 

日本から見て地球の裏側にあるブラジルに興
味を持つ方にはこのクラスはぴったりです。ポ
ルトガル語の文法や発音を勉強しながら、広
いブラジルの多様な文化を楽しみましょう。 

 
 

時間割 No.13 

 

 
木曜日 

19:00～20:30 

  マレー語   ｵﾏﾙ ｶﾃﾞｨｼﾞｬ ﾋﾞﾝﾃｨ / ﾏﾚｰｼｱ 

マレーシアには日本人が多く来ますが、マレー
語が話せる方は少ないです。会話を使って自
然なマレー語を教えたいと思います。皆さんが
マレーシアがterbaik（マレー語で「最高！」）だ
と思えるようになればいいなと思います！ 

 
 

時間割 No.14 

 
 

木曜日 
19:00～20:30 

ミャンマー語   ニラコ / ミャンマー 

日本語と文法がよく似ているミャンマー語は、
日本人にとって、単語と発音を覚えるだけでか
なり学習効果が上がります。このクラスでミャ
ンマー語をストレスなく学びましょう。料理教室
も行いますので、ぜひ参加してください！ 

 
 

時間割 No.10 

 
 

水曜日 
19:00～20:30 

モンゴル語   ｶﾞﾝﾌｰ ﾌﾚﾙﾊﾞｰﾄﾙ / ﾓﾝｺﾞﾙ 

皆さんの目標や学習スタイルに合わせ、いつ
も面白い話題のニュースやモンゴル国の魅力
的な旅行場所などを紹介します。さらにモンゴ
ル人の友達を招き、料理教室や、会話練習も
行う予定です。是非、一緒に勉強しましょう。 

 
 

時間割 No.25 

 
 

土曜日 
17:00～18:30 

ヒンディ語  パンシュル シャルマ / ｲﾝﾄﾞ 

 ヒンディ語で旅したい方、友達とヒンディ語で

話したい方、このクラスに参加してみません
か？ ゲームや歌などで単語を覚えたり、ロー
ルプレイで実際の会話にチャレンジしたり、 料
理教室も行ないます!  楽しく勉強しましょう! 

New 

日程 2019年5月～2020年2月 
※2019年5月7日（火）～13日（月）の各クラスの時間割に応じ順次開講します。 
※講師の都合（学業等）で休講する場合もあります。その場合は、時間延長や別曜日・別時間の授業、 
 別会場（料理教室）などの方法で補講を行います。 

実施回数 40回（週1回90分） 

対象 小学生以上 ※小学生は保護者同伴（保護者の受講料は別途必要） 

定員 1クラス20名程度（応募者多数の場合は抽選） 
※申し込みが定員を大幅に下回るクラスは開講しない場合があります。 

会場 福岡市国際会館（福岡市博多区店屋町4-1） 

受講料 1クラス32,400円（税込） 
※受講料は返金できません。 
※全額前納制、納入期限は4月8日（月） 
※テキスト代は受講料に含まれません。講師が指定したものを各自、別途購入。 
※クラスで料理教室を行う場合は、別途、材料費等の実費負担があります。 

申込方法 受講申込書に必要事項を記入のうえ、3月11日（月）までに申込先へ郵送または持参（必着） 
※FAXでの申し込み不可 
※定員に達しないクラスは5月31日まで募集を延長します。 

申込先 （公財）福岡よかトピア国際交流財団 
〒812-0025 
福岡市博多区店屋町4-1 福岡市国際会館1階事務所 
受付時間：平日8:45～18:00 電話番号：092-262-1744 

結果通知 4月上旬頃 ※郵便でお知らせします。 

その他注意事項 ①中級クラス以外は受講生のレベルに関わらず全て初級クラスです。 
②クラスの見学及び開講後のクラス変更はできません。 

New 






