
外国人向け 介護の日本語　講座

一般財団法人 国際都市おおた協会 (GOCA)
2022 年度大田区受託事業　　

全 8 回

〇ひらがな、 カタカナが読むことができる、

　 日本語でかんたんな会話ができる人。

   （目安 ： JLPT N4 くらい～）

おおた国際交流センター （Minto Ota）　　

大田区蒲田４-1６-８　2 階　

京急蒲田駅　西口　から　

歩いて　2 分

　参加費 （fee）

無料 ・ Free
　　　0 円

介護の仕事　　　　　　　　　

に興味がある外国人や、 介護の仕事

を始めた外国人が安心して働けるよう

に、 「介護の日本語」 や 「仕事での

日本人とのコミュニケーション」 につ

いて勉強します。

介護の仕事をしたことがない…。

興味はあるけれど、 よくわからない…。

はじめての人も参加することができます！

場所

Kaigo（Caregiver　job ） Japanese language course 

〇外国人 （日本語学習者、 1６才～）

〇大田区に住んでいる人

〇大田区で働いている人         　　　

〇大田区の学校で勉強をしている人

〇介護の仕事に興味がある、

　 介護の仕事をしている人。

① 1 /29 （日）　　　② 2 /5    （日）

③ 2 /12 （日）　　　④ 2 /19  （日）

⑤ 2 /26 （日）　　  ⑥ 3 /5    （日）

⑦ 3 /12  （日）　　  ⑧ 3 /19  （日）

時間 ： 13 時 30 分～ 16 時 30 分

KAIGO NO 

NIHONGO

 for foreigners

日時

介護の仕事

GOCA HP

Minto Ota
(GOCA)

地図 /Map

Q ： なにを勉強しますか？

A ： 介護の仕事 （Caregiver job)　を

　　　するための　日本語を勉強します。

　 ・ 介護の仕事で使うことば

   ・ 介護の仕事の会話、 コミュニケーション

   ・ 介護の仕事でたいせつなこと　など

　詳しくは、 こちらをみてください。

　介護の先輩の話もあります！

2023 年

かいご　　　　　　しごと　　

 かいご　　　　　　　　　　　　　　にほんご　　　　　　　　　　　　こうざ
がいこくじん む　

きょうみ　　　　　　　　　　　がいこくじん　　　　　　　　　　かいご　　　　　しごと　

はじ　　　　　　　　がいこくじん　　　　あんしん　　　　　　　はたら

かいご　　　　　　　にほんご　　　　　　　　　　　　　　　しごと

にほんじん　

べんきょう
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対象
たいしょう

がいこくじん　　　　　　　　にほんご　　　がくしゅうしゃ　　　　　　　　　　さい

おおたく　　　　　　　　す　　　　　　　　　　　　　　　　ひと

おおたく　　　　　　　はたら　　　　　　　　　　　　　ひと

おおたく　　　　　　　　がっこう　　　　べんきょう　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひと

かいご　　　　　　しごと　　　　　　きょうみ

かいご　　　　　　しごと　                               ひと　　　　

かいご　　　しごと　　　　　

きょうみ

ひと　　　さんか

にほんご　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　かいわ　　　　　　　　　　　　　　　  ひと

よ

こくさいこうりゅう　　　　

ある                  ふん

おおたく　　　 かまた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい　　　　　　　

けいきゅう 　かまたえき　　　　にしぐち　　　　　　　　　　　　　　　　

けいきゅう 　かまたえき　　　　にしぐち　　　　　　　　　　　　　　　　

べんきょう　　　　　　　　　　　　　　

かいご　　　　　　　　しごと　　　　　　　　　　　　

にほんご　　　　　　　べんきょう

かいご　　　　　　　　しごと　　　　　　　つか　　　　　　　

かいご　　　　　　　　しごと　　　　　　　かいわ　　　　

かいご　　　　　　　　しごと　　　　　　　　　　

くわ　　　　　　　　　

かいご　　　　　　 せんぱい　　　　　はなし　　　　　　　　　

じかん　　　　　　　　　　 じ        　　　ふん　　　　　　　　　　じ　　　　　　　ふん

ねん ぜん　　　　　　かい

ばしょ

にちじ

ちず

 めやす  

 WEB
（ＧＯＣＡ）



①WEB(Google form)　

②窓口　　　　  国際都市おおた協会 （GOCA）　

　　　　　　　　　 （おおた国際交流センター （Minto Ota）　　
                     
                     大田区蒲田４-1６-８　2 階 )

③E-mail 　    　mail@ota-goca.or.jp      

④ＦＡＸ　　　　　03-6410-7982

申し込み方法

国際都市おおた協会 (GOCA)

03-6410-7981

※コロナウィルスの拡大状況によっては、 中止または、 日程の変更、 オンラインへ切り替える場合があります。

わからないことがあったら、 連絡してください

名前

TEL

E-mail

あてはまるものは

どれですか？

□してください

□大田区に住んでいる人　　　　□大田区で働いている人     

□大田区の学校で勉強をしている　　　□その他

介護の仕事を

したことが

ありますか？

□はい、 今、 介護施設で働いています。 施設の名前は                                です。

□はい。 でも今は働いていません

□いいえ。 介護の仕事をしたことがありません。

□その他

国 / 地域

＠

書いてください。

お申込みが完了した人に、 E-mail→　mail@ota-goca.or.jp　または　

                                      電   話→　03-6410-7981    します。

✓

□ひらがな / カタカナが読めます / 書けます 　□会話がすこしできます　

□かんたんな漢字がすこし読めます / 書けます□その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

日本語について

教えてください

問い合せ先

Google form

どれかの方法で申し込んでください
もう　　　　こ　　　　  ほう ほう                                         ほう ほう　　　 もう        こ

まど  ぐち　　　　　　　　　　　　　　 こく　さい　 と　   し　　　　　　　　　　　　 きょう かい

 こく  さい  こう  りゅう

おお　 た     く　　かま　た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい

か

 なまえ

くに      ちいき

  おおたく         す　　　　　　　　　　　　ひと                  おおたく       はたら                  ひと

　おおたく         がっこう　　 べんきょう                                              た

いま　　　かいご　 しせつ      はた                              しせつ        なまえ

いま　　はたら

かいご　　　　 しごと

た

 にほんご                                                                                              よ　　　　　　　　　　　　 か                          かいわ

おし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かんじ　　　　　　　　　　　　よ　　　　　　　　　　　　 か                                た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

もうしこ　　　　　　かんりょう        ひと

でん　　　わ

かくだいじょうきょう　　　　　　　　　　　　　　　　ちゅうし　　　　　　　　　　　　　にってい　　 へんこう                                   き  　   か            ばあい

れんらく

 　　　こくさいとし　　　　 　　　　　　　　　きょうかい

かいご　　　　し ごと

 と         あ　　　  　さき


