中国語

以母语为非日语的初中生及家长为对象的高中升学说明与咨询会

·不需事先预约 ·入场免费

·所有会场都有中文翻译。
·内容包括:高中的种类、招生考试办法、奖学金、外籍考生特殊名额等说明及个别咨询
英語 High School Admission Guidance for Non-native Speakers of Japanese (Free interpretation service available･No application
necessary･Admission free) Information provided includes: types of high schools, system of entrance examination, scholarships, special admission for
foreign residents, stories and advice from current high school students,etc. One-on-one consultation available on site.
スペイン語 Guía de ingreso en el Koko (escuela secundaria superior) para las personas cuya lengua materna no es el idioma japonés.
・ No se necesita inscripción ・Entrada gratuita ・En cada reunión y consulta, se dispone de intérprete de español.
・ Contenido: Clasificación del Koko, Sistema de selección de alumnos, Admisión especial para extranjeros en Kanagawa, Exámenes de admisión,
Beca para los alumnos, etc, Cualquier inquietud sobre el ingreso en el Koko será bien acogida por los profesores del Koko.
ポルトガル語 Orientação para o Ingresso no Colégio voltado às Pessoas cuja Língua Materna não é a Língua Japonesa
・Ｐａｒｔｉｃｉｐａção livre
・Entrada Franca ・Programa: Orientação sobre os tipos de colégios,
estudo e Haverá explicação e consultaｓ individuais sobre vagas especiais para estrangeiros
・Em todo local haverá um tradutor de lingua portuguesa

Normas de Seleção para Ingresso , Bolsa de

タガログ語 Gabay sa pagpasok sa Mataas na Paaralan sa Kanagawa para sa mga taong hindi ginagamit ang wikang Hapon
・ May Tagalog interpreter ・ Hindi kailangan ang aplikasyon sa pagdalo ・ Walang bayad ang partisipasyon
・ Kabuuan: Pagpapaliwanag at indibidwal na konsultasyon sa uri ng high school, sistema ng eksaminasyon sa pagpasok, scholarship, paliwanag
tungkol sa espesyal na tanggapan para sa dayuhan at iba pa, karanasan ng mga senior high school ・ Mga indibidwal na konsultasyon sa
teacher ng high school o/at kawani ng Board of Education, mga payo mula sa senior high school
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2015 日本語を母語としない人たちのための高校進学ガイダンス かながわ
か わ さ き し こくさいこうりゅう

① ９／１３（日・SUN）川崎市国際 交 流 センター
よこはまし

にしこうかいどう

じ か ん

② ９／２３（水・休 WED）横浜市 西公会堂

時間はすべて

③ ９／２７（日・SUN）いちょうコミュニティハウス

13:00～16:00

こ く さ い こうりゅう

④ １０／４（日・SUN）さがみはら国際交流ラウンジ
し み ん かつどう

⑤ １０／１１（日・SUN）ひらつか市民活動センター

うら

くわしくは裏を
み

見てください！

⑥ １０／１２（月・休 MON）アミューあつぎ
ベトナム語 Buổi hướng dẫn thi lên Koko dành cho các bạn không dùng tiếng Nhật là tiếng mẹ đẻ. Không cần báo trước khi muốn đến tham dự,
vào cửa tự do, miễn phí. Nếu cần thông dịch tiếng Việt, xin báo trước 1 tuần để lấy hẹn. Nội dung: Giải thích tổng quát và có phần bàn thảo riêng cá
nhân về các loại trường Koko, chế độ thi tuyển, học bổng, sĩ số phần tuyển sinh đặc biệt cho người ngoại quốc được tuyển nhận v..v...

ネパール語

जापानी मातभ
ु क, पहहल्यै रिजभेसन िना नपने, दोभाषे
ृ ाषा नभएका मान्छे हरूको लागि उच्च माध्यममक विद्यालय प्रिेश िाइडान्स (भनाा नन:शल्

भएको-नेपाली भाषाको लागि रिजभेसन आिश्यक) िाइडान्सको विषयिस्त:ु उच्च माध्याममक विद्यालयको प्रकाि, प्रिेश पिीक्षाको मसस्टम, छात्रित्ृ तत िकम, विशेष भनाा
आहदको िर्ान। उच्च माध्याममक विद्यालयको ििीष्ठद्िािा अनुभिहरूको बयान। व्यत्ततित सल्लाह
韓国朝鮮語 일본어를 모어로 하지 않는 사람들을 위한 고교진학 가이던스

・·참가신청서 제출은 필요없습니다. ・·입장무료

・·한국조선어의 통역은 1 주일전까지 전화 예약이 필요합니다.・·내용:고교의 종류,입시제도,장학금,외국인 모집 범위등의 설명 및 개별 상담

งานแนะแนวศึกษาต่ อโรงเรียนมัธยมปลายสาหรั บผู้ท่ไี ม่ ได้ ใช้ ภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาหลัก ・ไม่จำเป็ นต้ องสมัครล่วงหน้ ำ ・ค่ำเข้ ำร่วมกิจกรรมฟรี ・หำก
ต้ องกำรล่ำมแปลภำษำไทย ต้ องโทรศัพท์แจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ 1 อำทิตย์ ・งำนนี ้มี กำรให้ ข้อมูลเรื่อง ประเภทของโรงเรียนมัธยมปลำย ระบบกำรสอบเข้ ำ ทุนกำรศึกษำ
กำรรับสมัครนักเรียนต่ำงชำติเป็ นกรณีพิเศษ ฯลฯ นอกจำกนี ้ นักเรียนมัธยมปลำยเล่ำประสบกำรณ์ ครูโรงเรียนมัธยมปลำยและกรรมกำรกำรศึกษำให้ คำปรึกษำเป็ นรำยบุคคล

タイ語

主催 神奈川県教育委員会、NPO法人多文化共生教育ネットワークかながわ、多文化活動連絡協議会（①会場）
後援 横浜市教育委員会（②会場）
協力団体（50音順）
：エスニックジャパン、神奈川県教職員組合、神奈川県高等学校教職員組合、
（公財）かながわ国際交流財団
(社団)神奈川人権センター、
（特非）かながわ難民定住援助協会、神奈川の外国人教育を考える会、さがみはら国際交流ラウンジ
(公社)青年海外協力協会、多文化まちづくり工房、
（公財）中国残留孤児援護基金、TIEトマトマの会、中地区教職員組合
(社福)平塚市社会福祉協議会、平塚市通訳・翻訳等ボランティア、
（公財）大和市国際化協会、横内プロジェクト
(公財)横浜市国際交流協会
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日本語を母語としない人たちのための高校進学ガイダンス
しゅさい

か な が わ け ん きょういく い い ん か い

ほうじん た ぶ ん か きょうせいきょういく

主催：神奈川県 教 育 委員会、NPO法人多文化 共 生 教 育 ネットワークかながわ（ME-net）

①
②
③
④
⑤

がつ

にち

にちよう

かわさきし

こくさいこうりゅう

９月13日（日曜）川崎市 国際 交 流 センター
がつ
にち
すいよう
きゅうじつ
よこはまし に し く
にしこうかいどう
９月23日（水曜・休 日 ）横浜市西区 西公会堂
がつ
にち
にちよう
よ こ は ま し いずみく
９月27日（日曜）橫浜市泉区 いちょうコミュニティハウス
がつ
にち
にちよう
さがみはらし
こくさいこうりゅう
10月 4日（日曜）相模原市 さがみはら国際 交 流 ラウンジ
がつ
にち
にちよう
ひらつかし
し み ん かつどう
10月11日（日曜）平塚市 ひらつか市民活動センター
がつ

にち

げつよう

きゅうじつ

じ か ん

時間はすべて
13:00～16:00

あつぎ し

⑥ 10月12日（月曜・休 日 ）厚木市 アミューあつぎ ７F
と

じ む き ょ く げっすいきん

あ

問い合わせ：045-896-0015（ME-net事務局月水金）
ご

ご

ご

た

げんご

にゅうじょうむりょう

よやくふよう

つうやく

ちゅうごくご

えいご

入 場 無料、予約不要、通訳あり（中国語、英語、
つうやく

きぼう

ばあい

しゅうかんまえ

よやく

タガログ語、スペイン語、ポルトガル語 ◎他の言語の通訳を希望する場合は、2週間前までに予約してください。
）
たいふう

ちゅうし

ばあい

し

台風などで中止する場合は、ホームページでお知らせします。http://www15.plala.or.jp/tabunka/

