
まずは日本語で話してみよう (やさしい日本語 )

外国人との会話に
役立つ翻訳アプリ簡単 !指さし英会話 !

もっと知りあうための便利な英会話の例

ごみを出すルール

役立つ例文
手渡しシート

外国人が外国語で相談できる場所・病院

来日間もない外国人がとまどいがちなこと

災害時の避難場所 町内会
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日本語が通じない場合

日本語が通じない場合

英語が通じない場合

英語が通じない場合

入会をすすめる
役立つ例文
手渡しシート
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パルヨン のホームページには英語以外の言語での訳文もあります。

ガイドブック「となりの外国人とのおつきあい」は、日本人に向けたガイドブックです。
外国人のご近所さんに声をかけ、地域のルールを伝え、楽しい近所づきあいを始めてみてください。
仲良くなることで無用なトラブルが避けられ、世界が広がるかもしれません。
冊子は、上京区役所で無料配布をしています。
また、パルヨン のホームページから、PDFを全ページダウンロードできます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://paruyon.jimdo.com/tonarinogaikokujin/

① ガイドブック「となりの外国人とのおつきあい」

外国人女性の会
パ ル ヨ ン　　

がい こく じん　　　　じょ せい　　　　　   かい

ぱ　　　　る　　　　よ　　　　ん

① ガイドブック
　  「となりの外国人とのおつきあい」
② 「外国人のためのやさしい京都マナー講座」
　　　　　　　　　　 YouTube 版

作成

作成

パルヨンは、ガイドブック作成により、地域力の向上に貢献したと認められ、、平成 29年度きょうと地域力アップ貢献事業者等として京都市より表彰されました。



今後は、外国人女性のためのピア・サポート・カウンセリングの実施や、YouTube 版の講座をもっとわかりやすくアップデート
すること、日本人にむけた、外国人とのおつきあいのコツを広める講座の実施などの計画を進めていきます。

2017 年に実施したことの中から、よかったこと！
たくさんの地域の人と
つながった！

朝まっ茶カフェの出会いがきっかけで、
外国人向けまちあるきをしました。
まちの魅力を知るとともに、
地域の商店街と外国人との

交流の機会を
作り出すことができました。

第一線をいく
活動として

国内各地から注目！
「日本人向けの、外国人と
仲良く地域で暮らすための

ガイドブックを作っています！」
ということから関心を持ってもらい、

日本人向けの講演会などに
呼ばれる機会が増えました。

協力してくれた
みなさん！

滋野学区の皆さんには、
ガイドブックにご意見をいただく
など、本当にお世話になりました。
また、退職後の日本の男性が、
そのスキルと経験を持って

プロジェクトに参加してくださるなど、
これまでにない広がりを感じる

ことができました。

「YouTube パルヨン」で検索してください。

パルヨンが上京区役所で定期的に実施してた「外国人のためのやさしい講座シリーズ」から、
特に人気のある「京都マナー講座」のYouTube 版を作成しました。

外国人女性の会　パルヨン 2018年１月発行

外国人のための京都マナー講座 について 
　「外国人女性の会 パルヨン」では、京都に住む外国人の
生活を応援するため、様々な取組を行っています。 

「外国人・外国人支援活動をしている方のためのわかりや
す京都マナー講座」では、ご近所への挨拶、お土産、結婚
式・葬式のマナー、YesがNo

す。次回は、１月２１日（日）午後２時～４時、上京区役
所で開催します。 

YouTube版はどんなかんじ？ 
　短めの動画を何本か作成する予定です。 

　実際に起こりがちな場面を路上で撮影し、解説をつけ編
集した動画を、YouTubeで公開します。 

ボランティアお問い合わせ・お申し込み 
　外国人女性の会　パルヨン 
　paruyon@gmail.com

ボランティアの募集 

①脚本作成 

日時：１月２４日（水） 

　　　午後6時３０分～8時まで 

場所：上京区役所１階ロビー 

やること： 

　　　短い脚本を作ります。 

　　　脚本は、後で、プロの 

　　　チェックが入ります。 

②出演者、撮影補助等 

日時：３月５,６,７日の中で 

　　　　　　　　　どれか１日 

　　　午前10時～午後２時 

場所：北野天満宮近くの路地 

やること： 

　　　外国人役を演じる人 

　　　日本人役を演じる人 

　　　ナレーター 

　　　撮影アシスタント 

　　　（通りがかる人の誘導等）
　※　撮影は、プロの方が行い 

　　ます。 

外国人のための京都マナー講座　

YouTube版をつくります 

 手伝ってくれる人を募集しています！

　都合の良い日を、３月
５,６,７日の中から２日
教えて下さい。 

　集まる人の予定によっ
て、撮影日を決めます。 

　雨に備え、予備の撮影
日も決めます。
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がい　こく　じん　　　　　　　　　　　  きょうと　　  ま な ー　　　　こうざ
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「やさしい日本語」とは、誰にでもわかるように配慮した日本語のことで、
日本に住んでいる外国人の中には、日本人同士の日常会話や

ニュースの言葉はまだ聞き取れなくても、
この「やさしい日本語」ならわかるという人が多いのです。

動画「日本暮らし　近所の人と仲良くなる方法」
１、引っ越した時の挨拶
２、たくさんの友達が遊びに来る時
３、昔からの変わった挨拶

　　　↑「外国人・外国人支援活動をしている
　　　　方のためのわかりやすい京都マナー講座」の様子
　　　　2018 年 1月 21日実施

同講座の案内と　
YouTube 版のボランティア募集のちらし→

↑「わかりやすい講座シリーズ」は、初めての取り組みとして、
　日本人のための「やさしい日本語」の講座も開催しました。
　2017 年 12月 2日実施

② 「外国人のためのやさしい京都マナー講座」YouTube 版


