
外国 からきた おとうさん おかあさん のための 交流会

私たちより⽇本語が

できるのに、なぜ

⼦どもの成績が あがら

ないのかしら？

こんな経験 ありませんか？

地域や家庭で育てるには？

母語と日本語の関係
外国 からきた おとうさん おかあさん のための 交流会

ことばことば     ⼒ことば     ⼒
⼦ども ⼦ども の⼦ども

申し込み
もう　　               こ

おかあさん
家では ⽇本語
つかって
くださいね

いえ　　　　　に   ほん ご

そんなこと ⾔われても。

⽇本語は 得意じゃないし。
　　　　　　　　　　   い

に   ほん  ご              とく い

わたし　　　　　　　  に   ほん  ご

  こ　                        せいせき

休み時間          授業中
やす　    じ  かん　                                                           じゅぎょうちゅう

けい  けん

10.282018.           ⽇   13:30-15:30

ガレリアかめおか 2 階 ⼤広間会場
かいじょう                                                                                                     かい    おお   ひろ     ま

「ことばの⼒を育てる」⽅法を

いっしょに 考えましょう !

ちから      そだ                         ほう ほう

      かんが

がい    こく
こう    りゅう   かい

ぼ    ご　            に    ほん   ご　         かん   けい

ち　いき　　　か　てい          そだ

の      を 育てる育てるの      を 育てる

主催：　Office Com Junto （公財）京都府国際センター
共催：　亀岡国際交流協会
後援：　京都府教育委員会、亀岡市教育委員会

くださいね

ても。

。ないし。。

休休休休
や

主催：　
共催：

Xin chào

您好

Hello

Hola

안녕하세요

كانه ابحرم

привет там

宝
たから

親のことば
おや

無料
む りょう

こ

　　　　　　　　　　　　　　　                                     ちから　　　　　　         そだ



清田淳子さん　（立命館大学文学部教授）

子ども（5カ月児～就学前）を

あずけたい人は、予約して

ください。
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ガレリアかめおか
TEL　0771-29-2708

子育て中の日本語を
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（公財）京都府国際センター
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Email : main@kpic.or.jp   TEL: 075-342-5000   URL : www.kpic.or.jp/
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外国から来た お父さんや お母さんのことばは、子どもにとって 宝と 言われています。

この勉強会では、日本語を 母語としない 親のことばが なぜ 子どもにとって  「宝」であるのかについて、

日本語の力との 関わり、アイデンティティの 形成の 面から 学びます。

さらに、幼児を育てる お母さん（中国出身）の 取り組みを 例に、外国につながりをもつ 子どもたちの

ことばの力を、地域や 家庭で どのように 育んでいくのか、参加者の 皆さんと 共に 考えたいと 思います。
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