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 외국인 어린이를 위한
 입학전의 준비수업

 외국인 어린이를 위한
 입학전의 준비수업

 외국인 어린이를 위한
 입학전의 준비수업

外国儿童的入学预备班外国儿童的入学预备班外国儿童的入学预备班

かあ　　　　　　 とう

ねん

2016年  1月24日～3月13日

大阪国際交流センター
2016年4月に小学校に入学する予定の子ども

毎週日曜日   13：30～15：00
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無料（お金はいりません）

電話かホームページのメールフォームで申し込んでください。
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Pre School　Para sa mga batang may Lahing　Dayuhan
Pagtitipon para sa mga batang papasok sa mababang paaralan sa darating na Abril ,2016 
upang pag aralan ang mga bagay tungkol sa mga alituntunin ng mababang paaralan sa bansang 
Hapon at mgapangkaraniwang Wikang Hapones na gagamitinpara sa mga batang papasok sa 
mababang paaralan sa darating na Abril, 2016. 
Mga nanay at tatay samahan po natin an gating mga anak sa pagtitipong ito.

15名（先着順）
めい　　せん ちゃく  じゅん

（2009年4月2日～2010年4月1日までに生まれた子ども）
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2016 小学校のことを

に  ちじ

日時
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対象対象
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参加費参加費
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お申込みお申込み
もうしこもうしこ

日本の小学校のきまりや小学校で使う日本語を楽しく勉強します。
お母さん・お父さんといっしょに来てください。
小学校に入る前に準備をして、楽しい小学校生活にしましょう。

にほん　　  しょうがっこう　　　　　　　　　しょうがっこう　　つか　　に  ほん  ご　　 たの　　　べんきょう               
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外国にルーツを持つ子どものためのプレスクール外国にルーツを持つ子どものためのプレスクール外国にルーツを持つ子どものためのプレスクール
がい   こく　　　　　　　　　　　　　　も　　　　 こ



地図

お申込み・お問合せ

おお  さか   し   てん   のう   じ      く     うえ  ほん まち

もうし     こ                                                               とい     あわ

TEL: 06-6773-8989
FAX: 06-6773-8421

検索ih-osaka

プレスクールで勉強できること

体の部分の名前をおぼえよう

数・位置をおぼえよう

小学校にある場所や物の名前をおぼえよう

給食やそうじの練習をしよう

おお  さか  こく    さい  こう  りゅう

Access Map

We will start “Pre-School” sessions for foreign students who plan to attend the first year 
of elementary school from April, 2016. 
Students can learn about general school rules and the basic Japanese required in preparation for 
elementary school life.  Students who do not understand any Japanese are also welcome to attend. 

2016년 4월에 초등학교에 입학예정인 어린이들을 대상으로 입학전의 준비수업을 개최합니다.
초등학교에서 필요한 일본어나 학교의 규칙 등을 입학전에 배워둠으로써, 초등학교 생활을 
순조롭게 시작할 수 있도록 응원합니다.
일본어를 잘하지 못하거나 전혀 이해하지 못하는 어린이도 참가할 수 있습니다.

1월24일(일)　3월13일（일）까지  매주 토요일（전8회）13:30-15:00
            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
오사카국제교류센터 

15 (First come, first served.)
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以准备在2016年4月进入小学就读的外国儿童为对象，举办入学预备班。
为了支援外国儿童，在进小学之前学习在小学所使用的日语和学校的规则，使小学生活能够顺利开始。
不能流利地讲日语或不能充分地理解日语的儿童也可以参加。

～

1月24日(周日)至3月13日（周日）为止的每周五（共8次）13:30-15:00

Inquiries 문의咨询处

みんなで小学校に見学にも行く予定です！
しょうがっこう　　  けんがく　　　　 い　　  よ   てい

Date & Time  

Venue  
Admission  
Limit  

时间

地点

规定人数

费用

일시

大阪国际交流中心

15名（以报名先后为序）

免费

무료

15명（선착순）

Every Sunday between January 24th and March 13th (Total 8 lessons)   13:30 ‒ 15:00
   

Free
International House, Osaka

지도

장소

비용

정원


