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　この外国語教室の講師は、現在福岡で勉強している留学生です。ネイティブの講師から
生きた「ことば」や「文化」を学び、国際交流・国際理解に役立つ経験をしていただくととも
に、授業を通じた交流が、受講生のみなさんや講師にとって思い出に残る心の通ったもの
になることを願っています。

　通常の講座では、講師は自身が日本語を学んだ
経験を活かして、母国語を教えたり、母国の文化
紹介を行ったりします。料理教室や文化教室を実
施する際は、会場や曜日、時間を変更することが
あります。

講座紹介（全12講座） ～私たちが教えます～

会 場 福岡市博多区店屋町４-１ 福岡市国際会館4階 第1会議室

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 各講座16名 ※申込多数の場合は抽選

申 込 締 切 6月26日（日）必着 

結 果 通 知 6月30日（木）発送予定（郵送）

受講開始日 7月25日（月）～7月30日（土）の
各講座開講曜日

※申込が定員を大きく下回るクラスは、開講しない場合があります。

開 講 期 間 令和４年７月～令和５年２月（週1回90分・計28回）

受 講 料 33,000円（税込）銀行振込

※祝日にも授業があります。
※8月7日～8月14日、12月25日～1月8日は休講とします。

別途負担（教材費、料理教室の材料費等）

申 込 方 法 右記のQRコードかURLにアクセスしてインターネットからお申込み願います。
インターネットを通じたお申込みが難しい場合は、受講申込書に必要事項
をご記入の上、Fax、郵送、またはご持参ください。

料理教室
講師の母国の料理を調理ができる
別会場で一緒に作ります。

文化教室
民族音楽や伝統的なゲーム等、
講師の母国の文化を体験します。

※料理教室1回(3時間程度)=通常の教室2回分 ※文化教室1回(1.5時間)＝通常の教室1回分

時間 会場 月 火 水 木 金 土

モンゴル語
アルタイサイハン
アルタンヅル

ドイツ語
オレクシク フランチスカ
クリスチーネ

台湾華語
林 以芯

タイ語
ナルピヤクン ワッチャリン

韓国語（中級）
イ ギョビン

お昼の中国語(中級）
何 潔

アラビア語
アルハサン ムハンマド
アナス、カーダーン ハヤ

ベトナム語
ディン ジャ ハン

お昼のスペイン語
エルナンデス ガルシア　
ルイス ヘラルド

ポルトガル語
マルチンス ラファエル
ビニシウス

お昼の中国語(初級）
孔 徳偉

韓国語（初級）
キム ジェヨン

お昼の中国語
（初級）

孔 徳偉
コウ トクイ
ニーハオ！中国語で旅したい方、友達と中国
語で話したい方、想像以上に中国語は簡単で
す。中国語が話せると14億人と繋がることが
できる！未来を切り開くため、このクラスに
参加してみませんか？料理教室と文化教室も
行います！一緒に勉強しましょう！
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18：30～20：00

韓国語
（初級）

KIM JAEYOUNG
キム ジェヨン
アンニョンハセヨ！韓国語を学んでみたいの
に難しそうで迷っている方、韓国語を基礎か
らちゃんと学びたい方、自然な韓国語を学び
たい方、大募集！韓ドラを見ながら日常表現
を学んだり、韓国スイーツを作る料理教室も
行います。お待ちしております。

月

教室番号 No.2

12：30～14：00

お昼の
スペイン語

HERNANDEZ GARCIA LUIS GERARDO
エルナンデス ガルシア ルイス ヘラルド
ＨOLA!!!! 歌や音楽に触れたり、ゲームをし
たりして、言葉だけでなく、スペイン語を話す
国の文化を楽しく学んでみませんか。是非一
度きれいな発音のスペイン語を習ってみてく
ださい。スペイン語ならではの体験ができる
と思います。

火
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18：30～20：00

ベトナム語
DINH GIA HAN
ディン ジャ ハン
こんにちは！ベトナム語やベトナム旅行に興
味がある方、今のうちにベトナム語を一緒に
勉強しませんか？このクラスで、ベトナム語
はもちろん、ベトナム文化や私の地元のフエ
についても沢山紹介します。皇帝料理教室も
行います！楽しく勉強しましょう！

水

教室番号 No.5

18：30～20：00

ポルトガル語
MARTINS RAFAEL VINICIUS
マルチンス ラファエル ビニシウス
Olá！地球の裏側にあるブラジルについて
もっと知りたくないでしょうか？新しい言語
に挑戦してみませんか？ブラジルのボサノバ
はもちろん、音楽、テレビ、食べ物、歴史などを
楽しみながら、ポルトガル語を習いましょう。
Bem-vindos！

火
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12：30～14：00

お昼の中国語
（中級）

何 潔
カ ケツ
你好！このクラスでは、文法のみならず、話す
能力の向上も目標にして授業を行います。異
文化の話や中国事情などの紹介も取り入れま
す。中国への旅行や中国文化を楽しみたい方
に最適です。リラックスした雰囲気で一緒に
中国語を学びましょう。

金
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10：30～12：00

台湾華語
林 以芯
リン イシン
リーホー！こんにちは！台湾と言えば、ルー
ローハンやタピオカを思い浮かべる人も多い
んじゃないでしょうか？台湾旅行や台湾式中
国語を習いたい方にこのクラスはオススメで
す！昔話や映画などを通して日常会話を練習
し、台湾華語を楽しく勉強しましょう！

土

教室番号 No.8

18：30～20：00

アラビア語
ALHASAN M ANAS、 KADAN HAYA
アルハサン ムハンマド アナス、 カーダーン ハヤ

アラビア語は25か国で公用語とされてお
り、6つの国連公用語の一つであることを
ご存知ですか？アラブ文化と見とれてしま
う美しい文字に興味がある方、エジプトや
ドバイへ観光や仕事で訪れたい方にお勧め
です！一緒に楽しく勉強しましょう！

金
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12：30～14：00

モンゴル語
ALTAISAIKHAN ALTANZUL
アルタイサイハン アルタンヅル
モンゴルで旅行が日常的にできるようになり
ました！旅行、就職、趣味など楽しくモンゴル
語を学びたい人集合！夏にはモンゴル料理教
室、秋には大相撲九州場所、冬にはクリスマス
パーティーを楽しみ、文化を学びながら、皆で
上達しましょう。

土
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16：30～18：00

タイ語
NARUPIYAKUL WATCHARIN
ナルピヤクン ワッチャリン
サワディカップ！タイ語・タイ旅行・タイ料理
に関心を持っている方、このクラスに参加し
てみませんか？文字の書き方、発音、使える会
話のロールプレイまで、ていねいに学習しま
す。料理教室などを通して、タイ語の４技能を
楽しく身に付けましょう！

土
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14：30～16：00

ドイツ語
OLEKSIK FRANZISKA CHRISTINE
オレクシク フランチスカ クリスチーネ
皆さん、ドイツは世界で一番パンの種類が多
い国であることをご存じですか？何と3021
種類もあります。ドイツ旅でパンの注文がで
きるようになるのはもちろんですが、それ以
外の日常生活に使えるドイツ語も伝統的な
ゲームなどを通じて、楽しく学びましょう！

土
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18：30～20：00

韓国語
（中級）

李 圭斌
イ ギュビン
韓国語をもう少しステップアップしたい方、
韓国語中級クラスへどうぞ！歌やゲームで表
現を覚えたり、ドラマや映画でネイティブで
ないと分からない文化や言葉を学んだり、美
味しい本場の料理教室も行います！私と一緒
に韓国語を楽しく学習しましょう！

土
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