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川崎市                                                     

 
 （財）川崎市国際交流協会は、本年設立２０周年を迎えます。多くの皆様方の、これまでのご支援、ご協力に心より感謝申し上げます。２０周年を期に 

今後も市民および在住外国人市民が、国を越え互いを理解し、共に手を携えていけるよう、ますます充実した事業を展開して参りたいと存じます。 

今年は、２０周年記念事業を様々に計画しております。詳細は改めて広報いたしますが、どうぞ皆様ふるってご参加ください。  

《講座・イベントの年間スケジュール（予定）》 ・・・・ 内容その他は都合により、変更になることがあります。・・・・ 

         ★スケジュールに関するお問い合わせ   電話 （午前９時半から午後４時まで） （０４４）４３５－７０００ 

 月         行        事 内        容 
■前期語学講座 開講 （４月～９月） 

【申し込み締切り】 ＊３月２７日（金） 
英会話―初級・中級・英語で異文化ディスカッション 
中国語入門・ドイツ語入門・フランス語入門・おやこ英語教室  

４月 
■外国人のための日本語講座（１学期）開講 

（４月～７月） 午前コース・夜間コース 
【午前コース】 （毎火曜日・金曜日）    １０時～１２時 

【夜間コース】 （毎水曜日）          １８時３０分～２０時３０分 

■英語による国際理解講座 （全３回） 
（５月～７月） 月 1 回の予定 

川崎市在住の外国人市民が講師となって、毎回様々なテーマ 
を取り上げる講座です。（中上級レベルの英語学習者対象） 

５月 
■日本人家庭を訪問しませんか？ 

 One-day Daytime Homestay 

外国人留学生と、ご自宅で交流を！（４月に留学生・日本人家
庭を募集） 

６月 
■第１５回クロコディロスコンサート（未定） 
 

毎年恒例のハーバード大学の男子学生によるアカペラコーラス
お馴染みの歌をエネルギｯシュに歌ってくれます。 

■ インターナショナル・フェスティバル  
＊７月５日（日） 

世界を体験！ 知って、味わって、ともだちを作ろう！ 
世界の料理、ステージ、物産など、全館で開催します。 

■夏休みこども英語教室 （全３回） 
■夏休みこども中国語教室 （全３回） 

初めて英語を学ぶ １年生～６年生 
初めて中国語を学ぶ ５歳～８歳 

■姉妹都市ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ｳｰﾛﾝｺﾞﾝ大学生川崎研修 協会登録ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ宅に、２週間ホームステイ 
（５月に、ホームステイ受入れ家庭を募集） 

 
 

７月 
 
 

★KIAN ニュース発行 （財）川崎市国際交流協会発行のニューズレター 

９月 
■外国人のための日本語講座（２学期）開講 

（９月～１２月） 午前コース・夜間コース
【午前コース】 （毎火曜日・金曜日）    １０時～１２時 

【夜間コース】 （毎水曜日）         １８時３０分～２０時３０分 

■後期語学講座 開講予定（１０月～３月） 
   申し込み開始 ８月より 

英会話初級 ・中級 ・ リスニング英語 ・ 中国語入門 
ハングル入門・イタリア語入門・おやこ英語教室 

 

■中国語による国際理解講座（全３回） 
川崎市在住の外国人市民が講師となって、毎回様々なテーマ 

を取り上げる講座です。（中上級レベルの中国語学習者対象） 

 
１０月 

 

★KIAN ニュース発行 （財）川崎市国際交流協会発行のニューズレター 

■日本語による国際理解講座 
   「世界の子育て」 

子育ては世界共通。国と文化が違うと、子育ての方法も様々。 
何が違って、何が同じ？そしてそこから見えてくるものは？ 

■川崎市国際交流協会２０周年記念事業 
＊１１月２１日（土） 

麻生市民館で映像による協会の歩みと、音楽によるコンサート 

（詳細未定） 

１１月 

■カナガワビエンナーレ川崎巡回展 世界各国から集まった感性溢れるこどもの絵を展示します。 

１２月 
 

■魅惑の音楽紀行 昨年度も大好評の、世界各国の音楽を生演奏でお楽しみいた
だきます。（内容未定） 

■外国人のための日本語講座（３学期） 開講 
（１月～３月） 午前コース・夜間コース 

【午前コース】 毎火曜日・金曜日    １０時～１２時 

【夜間コース】 毎水曜日         １８時３０分～２０時３０分 

■国際文化理解講座 （１月～３月） 「ダンスで国際理解」の第２弾！世界各国のダンスを学べます！ １月 

★KIAN ニュース発行 （財）川崎市国際交流協会発行のニューズレター 

２月 
 

■第１６回  
外国人市民による日本語スピーチコンテスト 

２０周年を記念して、いつもより内容を拡大して実施予定！外国
人市民が、日常生活で感じたあれこれを、生き生きと語ります。
終了後には出場者との「交流会」もあります。 

■春休みこども英語教室 （全３回） 
■春休みこども中国語教室 （全３回） 

初めて英語を学ぶ １年生～６年生 
初めて中国語を学ぶ ５歳～８歳 

■ボランティア研修会 協会登録ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱのための交流と研修 

■民間交流団体補助金交付事業 

 

川崎市を拠点に国内外で国際交流活動をしている団体を支援
するための補助金です。前期の申請は３月。交付は５月
後期の申請は９月。交付は１１月。ふるって申請してください！ 

３月 

★KIAN ニュース発行 （財）川崎市国際交流協会発行のニューズレター 

※他にも「世界の料理講座」や音楽会などを予定しています。詳しくは、「センターだより」他で改めてご案内いたします。 



 
・・・ 図書・資料室から ・・・  
 

「世界一素敵な学校  サドベリー・バレー物語」 
 

  昨今、教育現場ではいじめや学校崩壊など、学校を取り巻く状況は 
ますます厳しくなるばかりです。そんな中で私たちに、これからの教育の 
方向性のひとつを示唆している、アメリカのマサチューセッツ州フラミンガム 
にあるユニークな学校の例をご紹介しましょう。 

  １９６８年に設立されたこの学校は「サドベリー・バレー校」といい、４歳から１９歳までの子どもたちを受け入れています。 
その教育方針はカリキュラムも、点数も、卒業証書もなく、子どもたちの本来持っている好奇心や自由性を育てることを中心と
しており、世界一自由な学校と言われています。本書を読み進むうちに、この学校の独特の教育方針、学校運営が明らかに
なっていきます。世界の多くの学校が参考にしている、サドベリー・バレー。ぜひ、皆さんのこれからの子育て、教育の参考に
していただけたらと思います。 

  卒業生の、次の言葉が印象深く胸に残ります。・・・・・「サドベリー・バレーでのあの日に、本当に戻りたい！サドベリー・バレ
ーは私の人生の最良の時だった。私が私になっていくのに、すごいインパクトを与えてくれた。本当にすごかった」 

 
図書・資料室（センター２階） 午前１０時から午後８時まで。資料室内のみで閲覧可能。 館外貸し出しはしていません 

 
 

民族衣装大募集！！・・・・未来を担う子どもたちの国際理解のために！・・・・ 
  

川崎市内の学校へ多文化を理解していただく一環として、外国の民族衣装の貸し出しを行っております。 
   しかし現在のところ、多くの貸し出しに対応できる程、衣装が十分に揃っておりません。もし、ご自宅のタンスに 

使わない民族衣装が眠っていましたら、ぜひ（財）川崎市国際交流協会へご提供ください！また各国の遊びの 
道具なども併せて募集中です。頂いた衣裳は、有効に活用させていただく予定です。 

 お持ちいただくか、郵送など（送料は提供者のご負担となります。）でお願いいたします。詳細についてはお問い 
 あわせください。      ・・・・（問い合わせ先） 小島 ・・・・ 

 

♦♢♦♢ 国際交流センターをご利用ください！ 国際交流センターは、会議室の貸し出しを行っております。♦♢♦♢ 

              【会 議 室  利 用 料】  
土曜日、日曜日及び休日に使用するときは、規定利用料の２割増相当額となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
✿お願い✿   ・・・・・・  センター内で、簡易な食事をとることができる場所の変更  ・・・・ 
  ４月１日より、談話ロビーでは弁当、菓子類などを食べることはできません。所定の場所でのみ（情報ロビー）１２時～１３時

まで、簡易な昼食をとる場所として、ご利用いただけます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

★ ４月と５月の施設点検日は次の通りです。 

月 日 施設利用 受付業務 および ふれあいネット 協会業務 レストラン ホテル 

４月２７日（月）  ×     ○ （９：００ ～ １８：００） ○ × ○ 

５月２５日（月）  ×     ○ （９：００ ～ １８：００） ○ × ○ 

     
   （発行） 川崎市国際交流センター          東急東横線・目黒線 元住吉駅下車 西口より徒歩１０分 

          〒211-0033 神奈川県川崎市中原区木月祗園町２－２  電話  ０４４－４３５－７０００ 
        http://www.kian.or.jp/kic/  E-mail：ｋiankawasaki@kian.or.jp  FAX   ０４４－４３５－７０１０ 

午 前 午 後 夜 間 全 日          区 分 

会議室 ９：００～１２：００ １３：００～１７：００ １８：００～２１：００ ９：００～２１：００ 

第１会議室   36 名定員 ２，１００円 ２，６００円 ３，２００円 ７，９００円

第２会議室  24 名定員 １，４００円 １，５００円 １，８００円 ４，７００円

第３会議室  24 名定員 １，４００円 １，５００円 １，８００円 ４，７００円

第４会議室  30 名定員 １，５００円 １，８００円 ２，２００円  ５，５００円

第５会議室  30 名定員 １，５００円 １，８００円 ２，２００円   ５，５００円

第６会議室  18 名定員    ３００円     ４００円     ５００円  １，２００円

第７会議室  10 名定員    ２００円     ３００円     ４００円     ９００円

特別会議室  28 名定員 １０，５００円 １４，０００円 １７，５００円 ４２，０００円

ダニエル･グリーンバーク著／大沼 安史 訳
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