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にほんごの教え方、教えます。

THA NK’s からのお知らせ

第一回(土)

TEL:078-891-3030

日本語だけで外国人に「にほんご」が
教えられるんです！

プライベートレッスン（適宜）

【主催講座】基礎コース：4 月～5 月、11 月～12 月／実践コース：6 月、1 月／達人養成コース：2 月
学びの講座（土曜講座）：5 月～3 月（月 1 回：9 回/年）
【委託講座】三田市国際交流協会：日本語教育ボランティア養成講座（6 月～7 月、9 月～10 月、11 月）
京田辺市国際ふれあいネット（8 月、2020 年 2 月）／場とつながりの研究センター（10 月）
外国人対象の日本語教育など（民間委託:毎月） ／プライベートレッスン（適宜）

【THANK's 紹介講座】生きがい活動ステーション市民塾（9 月）／あすてっぷ KOBE 企画・発信 DAY（10 月）
【にほんご交流サロン】3 月は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
日本語教室（日曜・月曜・水曜サロン：毎月）

参加者総数（外国人、見学者を含む）は、678 人/年

にほんごで遊ぼう（うちわ作り・おりがみ：7 月、ハイキング：5 月・10 月、年末お楽しみ会：12 月）バザー：9 月

あ なた も「にほ んご 」で世 界と つなが りませ んか 。
外国語が話せないと「にほんご」を教えられないと思っている方も多いと思いますが、実は日本語

平成から令和に元号が変わった 2019 年、あっという間に過ぎていった気がします。

だけで「にほんご」が教えられます。

この一年を

日本政府が国家資格(公認日本語教師)の創設を進めるなど、外国人への日本語教育が注目さ

THANK’s では、学習者は文法と言葉の意味を９か国語版テキストで理解し、そして「にほんご」で

振り返って

れ始めたためか、事業は好調で、基礎・実践・達人各講座の受講生は午後のコースを追加

指導者と大量に練習 することで効率的に学習する ことができます。これはプロの講師が考案した

開催するほど増加しましたし、サロンも各曜日、大賑わいが続いています。

THANK’s 独自のメソッドがあるからです。ですから「にほんご」で大丈夫なんです！

そのような中で、特に特徴的なことは THANK’s に新しい風が吹き始めたということです。運営委員が増え、インストラ

外国人に「にほんご」を教えてみたい方、資格を持っているけれど、実際に教えたことがなくて自

クターのグループレッスンも始まり、THANK’s の将来を考えていく「THANK’s を考える会」も発足しました。

信が持てない方、今、教えているけれど、もっといろいろな人に教えたい方、初めての方でもどなた

理事の中にも家族の介護や看取り、自分自身の病気など、身の回りの変化も多く、THANK’s にもいよいよ高齢化の波が

でも参加できます。ぜひ一度、見学に来てください！

迫ってきた感がありますが、新しい風がこれからの THANK’s の新しい未来を作ってくれることでしょう。皆さんと共
に 2020 年度も力強く進んでいきましょう。

（理事長

浅田まり）

●第 16 回 総会（5 月 16 日）は新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面による議決を行うこととなりました。
編集 :
編集にあたっては、皆さんに日本語教育と THANK’s に関心を持ってもらうことを今まで以上に意識し、手に
後記
取りやすく見て理解しやすい誌面づくりに知恵を絞りました。THANK’s の雰囲気が伝わったでしょうか。
（M.O）

2015 年にウズベキスタンから THANK’s にやってきたモハメド君。
初めは、日本語が全然わからなかったのですが、たった一年で、県立高校に合格。
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そして、今年、見事、神戸市外国語大学に合格しました。

〒657-0855 神戸市灘区摩耶海岸通 2 丁目 3 番

HAT 神戸・灘の浜 2-104

一緒に日本語を勉強した私たちには、大変嬉しいニュースでした。
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（編集：小木曽・金澤・慶野・鈴木・時岡・服部・矢野・山下）
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THANK’s のインストラクターはそれぞれの関わり方で運営に参加し、THANK’s 以外にも活動の場を広げています。

THANK’s の講座の
受講後は、外国人に
すぐに教えられます

プロの日本語講師が

日本語ボランティアを
育成します

日本と外国の文化交流や
地域の人々との
ふれあいが楽しめます

外国人に教えながら
指導スキルが磨けます

にほんご交流サロン
グループレッスン、マンツーマンレッスンに加え
ティータイムがあり、
“学びやすい・教えやすい・

日本語の教え方講座
基礎コース・実践コース・達人コースがあります。

楽しい”をモットーにしています。

にほんごで遊ぼう
日本の行事を体験したり、餃子やチヂミなど学

今までの受講者数は延べ約 1200 名です。

習者のお国料理に舌鼓を打ったり、工場見学や

全講座修了者対象のインストラクター認定制度が

プロの講師 7 人が効率の良い日本語指導を
したいと、THANK’s を立ち上げ、独自のテ
キストと指導書を作成しました。

ハイキングに出かけたりしています。

あり、認定インストラクターは「にほんご交流サロン」
で教えられます。現在活動中のインストラクターは、
約 40 名です。

グループレッスン
レジュメを
ご覧ください

離宮公園
私がやって
みますね

土曜講座

「受身」
「音声・発音」など

毎月違ったテーマを取り上げています。
興味のあるテーマを選んで受講できます。

マンツーマン
レッスン
モデル

ティータイム

レッスン

チヂミ
餃子作り

バザー
毎年開催しています。
地域の方々も楽しみに
さあ、やってみましょう

うちわ作り

してくださっています。

