
主催：島根県、主催：島根県、
   しまね国際センター（SIC）   しまね国際センター（SIC）

★申込期間：
2022年9月12日（月）～9月22日（木）

★勉強する期間：
2022年10月3日（月）～12月8日（木）

★内容
自分のことについて話したり、かんたんな
コミュニケーションをとったりするのに
必要な日本語を勉強します。教科書は、
『いろどり 生活の日本語 初級1/A2』を
使います。

　 『いろどり 生活の日本語 初級1/A2』
https://www.irodori.jpf.go.jp/elementary01/pdf.html

SICにほんごコース

ネットで
にほんご

オンラインの日本語クラスです。
パソコンやスマホから参加することができます。

くわしいことは、
2ページを見てください。
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【初級１クラス】

令和４年度 ⽂化庁
地域⽇本語教育の総合的な体制づくり推進事業

⽇本語⽇本語

しょきゅう

にほんご　　　　　　　  

さんか

み

もうしこみきかん

ねん　  がつ　　　 にち　 　  げつ                      がつ　　   にち          もく

べんきょう　 　　　　きかん

ねん　        がつ　　か　　　 げつ  　                     がつ　     か           もく

ないよう

じぶん　　　　　　　　　　　　　　　　  はな

つか

ひつよう　　　    にほんご　　     べんきょう　　　　　　　　　 きょうかしょ

せいかつ　　　　にほんご　  しょきゅう　　　   

せいかつ　　　　にほんご　   しょきゅう



申込期間：2022年9月12日（月）～9月22日（木）
オンラインで勉強します。スマホ、パソコン、ネット環境など、必要なものは自分で準備してください。
クラス形式で勉強します。
20人まで参加することができます。
申込みができるのは、次の①～③の人です。

クラスが始まる前に、レベルチェックテストをします。
19回目、20回目は、修了テストをします。どちらかに必ず出席してください。

microsoft forms から申し込んでください。

　　①島根県に住んでいる人か、島根県で仕事をしている人
　　②16歳以上の人
　　③全20回のうち、10回以上参加できる人

　　どちらか1日だけでいいです。仕事などでどちらも出席できない人は、前もって相談してください。

　　https://forms.office.com/r/vkQWHDAwCV

基礎クラス
2022年度は
終了しました

ひらがなとカタカナの読み書きと、メッセージアプリなどを
使った簡単なやり取りを勉強します

入門クラス
2022年度は
終了しました

国際交流基金『いろどり　生活の日本語
入門／A1』を使って勉強します（※）

初級１クラス ★今回募集します
国際交流基金『いろどり　生活の日本語
初級1／A2』を使って勉強します（※）

初級２クラス
2022年11月に

申込みを受け付けます
国際交流基金『いろどり　生活の日本語
初級2／A2』を使って勉強します（※）

こんかい ぼしゅう

①10月3日（月）
「今の私」

②10月6日（木）
「今の私」

③10月10日（月・祝）
「季節と天気」

④10月13日（木）
「季節と天気」

⑤10月17日（月）
「私の町」

⑥10月20日（木）
「私の町」

⑦10月24日（月）
「いっしょに出かける」

⑧10月27日（木）
「いっしょに出かける」

⑨10月31日（月）
「日本語学習」

⑩11月3日（木・祝）
「日本語学習」

⑪11月7日（月）
「おいしい料理」

⑫11月10日（木）
「おいしい料理」

⑬11月14日（月）
「仕事の連絡」

⑭11月17日（木）
「仕事の連絡」

⑮11月21日（月）
「健康な生活」

⑯11月24日（木）
「健康な生活」

⑰11月28日（月）
「交際」

⑱12月1日（木）
「交際」

⑲12月5日（月）
修了テスト(※)

⑳12月8日（木）
修了テスト(※)

問合せ先
しまね国際センター

✉ issho@sic-info.org
    070-3774-9329

　 https://www.sic-info.org/

にゅうもん
こくさいこうりゅうききん                                           せいかつ        　にほんご

にゅうもん　　　　　　　　つか　　　  べんきょう

2022年度初級1クラス
ねんど　しょきゅう

べんきょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　かんきょう 　                   ひつよう　　　　　　　　　　じぶん　　　 じゅんび

けいしき　　べんきょう

にん　　　　　さんか

もうしこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　つぎ　　　　 　　　　　　　ひと

しまねけん　　　  す　　　　　　　　      ひと　　　　    しまねけん            しごと                                           ひと　

さい いじょう　　  ひと

ぜん　　   かい                                          かい  いじょう  さんか　　　　　  　　ひと

はじ　　　　  まえ

かいめ　　　　　　 かいめ　           しゅうりょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かなら　 しゅっせき

にち　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しごと　　　　　　　　　　　　　　       しゅっせき　　　　　　　     ひと                 まえ　　　　　   　そうだん

もうしこみきかん                          　 ねん　  がつ　　    にち    　  げつ                     がつ　　    にち         もく

といあわせさき

こくさい

SICにほんごコース《ネットで にほんご》には、４つのクラスがあります

しょきゅう

しょきゅう
ねん　     がつ

もうしこ　　　　  う　　　 つ

こくさいこうりゅうききん                                           せいかつ        　にほんご

こくさいこうりゅうききん                                           せいかつ        　にほんご

しょきゅう　　　　　　　　　 つか　　　   べんきょう

しょきゅう　 　　　　　　　　 つか　　　  べんきょう

※の教材は、QRコードか下のURLから見ることができます
URL：https://www.irodori.jpf.go.jp/index.html

きょうざい　　　　　　　　　　した　　　　　　　  み
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きそ
ねんど

しゅうりょう

がつ　　　か　　　　 げつ　                        　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　か　　　　 もく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     がつ　　　　   か　 　　　げつ　　　 しゅく　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　　にち　 　　  もく

がつ　　　　 にち　　　  げつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　       か　　　　もく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　　　か　　　　げつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　　 にち　　　   もく

がつ　　        にち　　　　げつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　か　　　　もく　　　しゅく　　　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　か　　　　げつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　　  か　 　　   もく

がつ　　          か　　　　げつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　         たち　　　 もく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 がつ　　  　　にち　　  　げつ　　　　　　　　　　　　       　　　　　　   がつ　　　       か　　　   もく

がつ　　        にち　　　　げつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がつ　ついたち　　　 もく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 がつ　　 　か　　　   げつ                            　　　　　　　　　　       　　　がつ　　　 か　  　　  もく

いま　　　わたし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いま           わたし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 きせつ　　　　　　てんき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 きせつ                    てんき

わたし　　　まち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わたし 　　  まち                                                                                                                                                         で                                                                                                                           で

にほんごがくしゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にほんごがくしゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  りょうり                                                                                                               りょうり

しごと　　　　　れんらく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しごと 　　　　　れんらく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けんこう　　　　  せいかつ                                                                                  けんこう                せいかつ

こうさい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こうさい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅうりょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅうりょう

月曜日…PM7:00~9:00、木曜日…AM10:00~12:00
げつようび　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もくようび

よ　　　か

つか　　　 　かんたん　             　　と　　       べんきょう

ねんど

しゅうりょう

もう　　　こ


