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板橋第二中学校 日本語学級
いたばし だいに ちゅうがっこう にほんご がっきゅう

板桥 第二 中学 日语班
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だれがべんきょうしますか。

Admission Standard
A

B

C

D

どんなべんきょうをしますか。

Curriculum Content

いつべんきょうしますか。

Class Syllabus and Schedule 课程表和时间表

にほんごがっきゅうにはいりたいです。

Admission Procedure 录取程序

日本語学級について
关于日本

E
おしらせ

Announcements 広告

にほんごがっきゅう
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录取标准

课程内容



２６人のせいとが
べんきょうしています。
26名学生正在学习

中国 14

尼泊尔 9

德国 1

美国 1

柬埔寨 1

中国 14人
ネパール 9人
ドイツ 1人
アメリカ 1人
カンボジア 1人

中国
1４人

ネパール
９人

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
3人

ドイツ
1人
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A

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ
1人

ｱﾒﾘｶ
1人



帰国生徒及び在日外国人生徒で、日本語能力が不十分なため、学習理解及び生活習慣の習得が不
可能な者のうち、指定校への通級が可能で、かつ通級途中の安全が確保できる生徒とします。通級
は原則として通級開始から2年間までで、生徒に合わせて決定します。また通級期間の延長もその生
徒の日本語や教科の学習状況をみて在籍校担任と相談します。通級終了は設置校と在籍校で協議し
決定します。

がいこくからきたちゅうがくせい。
にほんにすんでいるがいこくじんのちゅうがくせい。

にほんごがわからない（べんきょうがわからない
にほんでのせいかつがわからない）ちゅうがくせい。

ひとりでくることができるちゅうがくせい。

２ねんかん、にほんごがっきゅうでべんきょうします。

Admission standard

Returners or  foreign students living in Japan. 

Those who are left behind academically because 

of their incomplete Japanese,

Those who  can commute safety to the class,

The course lasts for about  two years.

We decide whether to extend the length of term or 

not after consultation with their home room 

teacher.

にほんごがっきゅうで べんきょうできるひとA

可以在日语班学习的人

外国初中生
因不懂日语而无法学习的初中生
可以单独上学的初中生
初中生可以在日语班学习两年
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もうすこし、
にほんごをべんきょ
うするひと

日语学习的延长

Extension of via.
さくぶん、スピーチ
にほんごでの、めん
せつ

作文 演讲稿
日文面试
Japanese essays, 
speeches, 
interview

きょうかのがくしゅう
かんじ にほんぶんか

学科
汉字 日本文化

Japanese as a second 
language 
(courseworks）
Kanji Japanese culture

にほんごのきまりとこ
とば カタカナとかん
じ
初级日语
片假名 汉字

Grammar, Vocabraly
Katakana Kannji

にほんのせいかつで
ひつようなことば
ひらがな
日语日常会话
平假名

Daily conversation

Necessary words.

Hiragana .

はじめてのにほんご

にほんごの べんきょうないよう
日语学习的课程设计 Course Design for Japanese Learning

B
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Your Text Here

きょうしつのようす
学校生活和活动 School life and events

１

1 教室 2 帖子 3 书法 4 入场仪式
5 日语演讲比赛 6日本文化7 毕业典礼

1 Classroom 2 Display  3 Calligraphy 

4 Opening Ceremony  5 Japanese Speech Contest

6 Japanese Culture  7  Closing Ceremony
６

２ ３

５

４

７

B
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8:30～10:20 10:30～12:20 14:00～15:50

月
Mon

火
Tue

水
Wed

木
Thu

金
Fri

じかん 课程表 Time Table

にほんごがはじめてのひとは,  １しゅうかんに４じかん、すこしわかるひとは２じかんのじゅぎょうです。
どのコマにも、せいとが３にんずつ、はいっています。

每节课要三个学生。初学者在一周内有四节课，其他两节课。

Every period has three students. Absolute beginners have four lessons

others two lessons in a week. 

C

いえ→にほんご
→じぶんのがっこう

自己的家→日语班
→自己的初中

Home
→  Japanese Class
→ Your school

じぶんのがっこう→にほ
んご→じぶんのがっこう

自己的初中→日语班
→自己的初中

Your school
→ Japanese Class
→ Your school

きゅうしょくのあと
→にほんご →いえ

午餐后→日语班
→自己的家

After lunch
→ Japanese Class
→ Home
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Consult 

enrollment  with 

your primary school.

あなたのがっこうの
せんせいにそうだん
します。

咨询你的学校
你的校长向日本班的
校长提出要求
Your school ‘s 

principle requests 

enrollment from J-

class’s principle.

如果可以的话。和父母一起来到日语班
和校长的谈话。然后由老师决定什么时候来上日
语课
If accepted,

you and your parents  have an interview with the 

J-class principle. After the interview, The staff  

tells you about your first day etc.

にほんごがっきゅうへのはいりかた
如何报名 How to Enroll

じぶんの
がっこうきぼうしゃ めんせつ

にほんご
がっきゅう

D

つうきゅう

あなたのがっこうの
こうちょうせんせいが、
にほんごがっきゅうの
こうちょうせんせいに
たのみます。

クラスがあいていれば、おやといっしょに
にほんごがっきゅうにきます。そして、
こうちょうせんせいとめんせつをします。そのあと、
いつからじゅぎょうをはじめるかきめます。
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じゅぎょうのおかねはいりま
せんが、きょうかしょや、で
んしゃだいは、かていではら
ってください。

不收取任何费用。你必须
购买课本并支付交通费。
There are no fees. Students 

must  buy the text book and 

pay their  transportation 

costs.

01
おやのせきにんで、あるくかでん
しゃできてください。あとは、あ
なたのがっこうのきまりとおなじ
です。

请步行或电车前来。 发生什么
是父母的责任。 任何时候都要遵
守学校的规定。
Please come on foot or by train.

With  a parental responsibility.  

Follow  your  school rules at all 

times. 

きをつけること02

やすむときは、でんわをして
ください。あなたのがっこう
のぎょうじやテストがあると
きは、あなたのがっこうにい
ってください。

请打电话告诉我们你不能来
上课。学校的活动和考试是
优先事项。有考试的时候，
你不要来。
Please call and tell us you 

unable to attend class. 

School events and  tests are 

a priority.

けっせきについて 03

つうきゅうのせつめい
关于报名参加日语班的注意事项 Notes About Enrollment in the Japanese Class

おかねについて

にほんごがっきゅうのでんわ Tel 03-3956-8200
日语教室电话

Ｅ
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じぶんのくにのことばと、にほんをがくしゅうするボランティアきょうしつです。

LAMP is a volunteer activity that preserve students’ native language and study 
Japanese 

LAMPとは What’s LAMP

Study Kokugo-Japanese in theiir native language with native teachers. Then study  the 
same thing in Japanese.

ないよう contents

すいようびのほうかごにあります。16:00～17:30
Every Wednesday from 4:00pm to 5:30pm 。

ひにち date

にほんごがっきゅうのせいとで、すこしにほんごがわかる２ねんせいと３ねんせいが、おやのせきにんできます。
Participants are upper level 2,3 graders  with a parents responsibility.

さんかしゃ perticipantes

こどもLAMPについて
Language Acquisition and Maintenance Project

TOP HOME

Ｅ

こくごのきょうかしょを、じぶんのくにのことばとやさしいにほんごでがくしゅうします。

ことしはありません
今年没有
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