
Free：０円

Tsukuba International Association, Tsukuba City Board of Education
In cooperation with : University of Tsukuba, TIG, Ibaraki NPO Center Commons

※Participants can register using the QR code

Free guidance on Elementary, Junior high and high 
school in Tsukuba
Consultation for Japanese learning of children is 
also available

Date  : September 23, 2022 (Friday)

Place : Epochal Tsukuba International Congress Center, 
Meeting room 202 (2-20-3, Takezono, Tsukuba)

Target participants: Foreign students and 
parents/guardians

Inquiry： event@inter.or.jp

※Event may be held online depending on the number of COVID cases

1． Guidance on Elementary and Junior High School

Contents: School life, Entry procedures, Things to prepare, 
Money for schools

３． Regarding Japanese language learning
Contents: Japanese ability check for children.

Advice on learning Japanese

２． Guidance on High School education

Contents: Difference between Middle School and High School, 
Club activities, Entrance examination, Money for schools, 
Experience of seniors

Time: 1:30 p.m. to 3:00 p.m.

Time： １1：3０ a.m. to １2：3０ p.m. , 3：00 p.m. to 4：00 p.m.

Talk by senior: PARTEL SOYAL from Nepal
Tsukuba Shuei High School student.
Graduated from Takezono Higashi Junior High School

Time: 10:00 a.m. to 11:30 a.m.

English



無料：０円

主催：つくば市国際交流協会、つくば市教育委員会 協力：筑波大学、TIG, 茨城NPOセンターコモンズ

さんか ひと もう こ

※参加する人は、QRコードから申し込んでください

しょうがっこう ちゅうがっこう こうこう むりょう

小学校・中学校・高校の無料ガイダンス
にほんご そうだん

日本語の相談もできます

ひ ねん がつ にち きんようび

日にち： ２０２２年 ９月２３日（金曜日）
ばしょ こくさい かいぎじょう ちゅうかいぎしつ じゅうしょ し たけぞの

場 所： つくば国際会議場 中会議室202（住所：つくば市竹園 ２-２0-３）

さんか ひと がいこく じどうせいと ほごしゃ

参加できる人： 外国につながる児童生徒と保護者
といあわ

問合せ： event@inter.or.jp

かんせんしゃ ふ し

※コロナ感染者が増えたら、オンラインになるかも知れません

しょうがっこう ちゅうがっこう

1． 小学校と中学校のガイダンス
ないよう がっこうせいかつ がっこう はい てつづ じゅんび かね はな

内容： 学校生活、 学校に入る手続き、 準備するもの、 お金などを話します
じかん

時間： １０：００～１１：3０

にほんご がくしゅう

３． 日本語学習について
ないよう にほんごりょく かくにん にほんご べんきょう そうだん

内容： こどもの日本語力の確認、 日本語の勉強を相談できます。

こうこう しんがく

２． 高校進学ガイダンス
ないよう ちゅうがっこう こうこう ちが ぶかつどう にゅうがくしけん かね

内容： 中学校 と 高校の違い、 部活動、 入学試験、 お金、
せんぱい けいけん はな

先輩の経験などを話します

じかん

時間： １3：3０～１5：0０

じかん

時間： １1：3０～１2：3０、15：00～16：00

せんぱい はなし しゅっしん
先輩の話： PARTEL SOYAL（パテル・ソエル）さん ネパール出身

しゅうえいこうこう ねんせい たけぞのひがしちゅうがっこう そつぎょう

つくば秀英高校2年生 竹園東中学校 卒業


