
みんなで「やさしい日本語」！
に　　　ほん　　　ご

「やさしい日本語」を知っていますか？
 …of;fl;O lgxf]Guf] -;lhnf] hfkfgLh efiff_Úsf] af/]df yfxf 5 <

こんな経験はありませんか？
o:tf] lsl;dsf] cg'ej ug'{ePsf] 5 <

栃木県・公益財団法人栃木県国際交流協会（ＴＩＡ）
とち　 ぎ　　けん　　こう　 えき　ざい　だん　 ほう　じん　 とち　 ぎ　  けん　こく　 さい　こう　 りゅう  きょう　かい

tflruL k|fGt, ;fdflhs sNof0f ljefu, tf]lruL k|fGt cGt/fli6«o cGt/ls|of ljefu（TIA）
*一般財団法人自治体国際化協会(CLAIR)の助成事業により作成されました

いっぱんざいだんほうじん　じ　ち  たい こくさい  か きょうかい　　　　　　　　　 じょせい  じ ぎょう　　　　　 さくせい

http://tia21.or.jp/Japanese_class.html

* ;fa{hlgs ;+:yf, gu/ ;ldlt tyf tf]lruL k|fGt cGt/fli6«o cGt/ls|of ljefu¢f/f k|fKt cg'bfgn] lgdf0f{ ul/Psf] .
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はっ   こう　　　 とち　ぎ　 けん さんぎょう ろう  どう  かん  こう　ぶ　 こく  さい　か

  き　かく　  へんしゅう　　　こう  えき  ざい  だん ほう  じん  とち　ぎ　 けん  こく  さい  こう  りゅうきょう かい

とち  ぎ  けん う  つのみや  し はなわだ

　　　　　　　　　　　とち  ぎ  けん う  つのみや  し ほんちょう　　　　　　　　　　　　こくさいこうりゅう　　　　　　　 ない

k|sfzg÷tf]lrlu k|fGt cf}Bf]lus, ko{6g / >d ;DalGw cGt/fli6«o ljefu kf]i6n sf]8 M #@)—*%)! Tff]lruLs]g pr'gf]ldofl; xfgfjfbf !—!—@), 
kmf]g M )@*—^@#—@!(* 
of]hgf / ;Dkfbg M ;fa{hlgs ;+:yf, tf]lruL k|fGt cGt/fli6«o cGt/ls|of ljefu, kf]i6n sf]8 M #@)—))## Tff]lruLs]g pr'gf]ldofl; xf]gRof] (—!$, 
tf]lruL cGt/fli6«o cGt/ls|of　s]Gb|, kmf]g M )@*—^@!—)&&&

* Tff]lruL k|fGt cGt/fli6«o ljefusf] cWoogdf cfwfl/t　*栃木県国際課調べ
とち  ぎ  けんこく さい か  しら

 of] dfG5]sf] hfkfgLh efiff
l56f] / sl7g zAbsf] k|of]un] 

/fd|f];“u a'‰g ;lsg¬ 

この人の日本語は、
難しい言葉があって、

早口でよくわからないな…

dnfO{ ljb]zL efiff af]Ng
cfp“b}g, d]/f] hfkfgLh
efiff a'em]sf] xf]nf / <<

外国語は話せないし、
私の日本語が

わかってるかな??

　　　　　　　　ひと　　　  に　ほん   ご

　　 むずか　　　　 こと　ば

はや  くち

がい  こく　ご　　　はな

　　　 わたし　　　に　ほん　ご

…of;fl;O lgxf]Guf] -;lhnf] 
hfkfgLh efiff_Údf s'/f 
u¥of] eg]¬¬

「やさしい日本語」で
会話をすると・・・

　　　　　　　　　　　  に　ほん　ご

 かい　わ

a'‰5f} † k|i6 x'G5 †

わかる！ 伝わる！
つた

栃木県に暮らす　日本人、外国人すべての方へ
とち  ぎ  けん　　 く　　　　　　　に ほんじん　 がいこくじん　　　　　　　　かた
Tff]lruL k|fGtdf a;f]af; ug]{ hfkfgLh / ljb]zL ;a}sf] nflu g]kfnL efiffdf

ネパール語版
ご　ばん

…;lhnf] hfkfgLh efiffÚeg]sf] hfkfgLh efiff /fd|f];“u ghfGg] 
ljb]zLx?n] klg a'‰g ;Sg] u/L ;lhnf] zAb jf cleJolQmdf
?kfGtl/t af]Ng] / n]Vg] hfkfgLh efiff xf] .
;fdfGo hfkfgLh efiff eGbf …;lhnf] hfkfgLh efiffÚ a'‰g ;xh 
x'G5 . ;fy}, j[¢ / afnssf] nflu klg a'‰g ;xh x'G5 . 
ljb]zLx?;“u …;lhnf] hfkfgLh efiffÚdf s'/f ug]{ hfkfgLhx?sf]
;+Vof al9/x]sf] 5 . Pp6} If]qdf ;“u} 
a;f]af; ug]{ hfkfgLh / ljb]zLx? ;a}n] 
…;lhnf] hfkfgLh efiffÚ k|of]u u/L x]/f}“ n †

栃木県に暮らす外国人
とち　　ぎ　　けん　　　　　  く　　　　　　　　　がい　  こく　　じん

Tff]lruL k|fGtdf a;f]af; ug]{ ljb]zL gful/sx?Tff]lruL k|fGtdf a;f]af; ug]{ ljb]zL gful/sx?

外国人住民数

（2016.12）*

がい　 こく　じん　じゅう  みん　すう

ljb]zL gful/x?sf] s"n ;+Vof

人
にん35,721
hgf

カ国・地域
か　こく　　 ち　いき117
s"n /fi6«

Tff]lruL k|fGtdf ljleGg b]z tyf :yfgaf6 cfPsf ljb]zLx?sf] a;f]af; 5 . 
tnsf] u|fkmdf d"n b]z / :yfgnfO{ w}/}af6 yf]/}sf] qmddf k|:t't ul/Psf] 5 . 
/fli6«o efiff klg km/s–km/s ePsf]n] ;a}n] a'‰g] efiff x'“b}g . t}klg, w]/} ljb]zL 
gful/sx?n] b}lgs hLjgofkgdf hfkfgLh efiffsf] k|of]u 　   . hfkfgLh / 
ljb]zL gful/sx? ;a}hgfn] …;lhnf] hfkfgLh efiffÚ sf] k|of]u u/f}“ .

Tff]lruL k|fGtsf] ljleGg :yfgdf hfkfgLh efiff sIff ;+rfng eO/x]sf] 5 . 
hfkfgLh efiff l;Sg rfxg] ;a}hgfn] pQm sIffdf l;Sg 
　　   . lt sIffdf ;xefuL eO{ x]g'{xf]nf †

lj:t[t hfgsf/Lsf] nflu TIA sf] xf]dk]h x]g'{xf]nf † http://tia21.or.jp/詳しくはTIAのホームページへ！

TIA -tf]lruL k|fGt cGt/fli6«o ljefu_ ¢f/f hfkfgLh / ljb]zL gful/s ldn]/ 
hLjgofkg ug{ ;lhnf] ;dfhsf] lgdf{0fsf] nflu ljleGg sfo{x? ub}{ cfPsf] 5 .
＜k/fdz{ sfo{＞
ljb]zL gful/sn] k/fdz{ ug{              .
kmf]gM )@*—^@&—##(( -(M))ah] b]lv !^M))ah], d+un b]lv zlgaf/_
           k/fdz{ klg lng ;lsG5 . clu|d Pkf]OG6d]G6 lng'kg]{ x'G5 .
・sfg'gL        -x/]s dlxgfsf] klxnf] d+unaf/_
・/]l;8]G6 sf8{ / le;f ;DalGw k/fdz{ -x/]s dlxgfsf] bf];|f] a'waf/_
・dfgl;s :jf:Yo k/fdz{ -dlxgfsf] b'O{ k6s_

TIA -tf]lruL k|fGt cGt/fli6«o ljefu_ ¢f/f hfkfgLh / ljb]zL gful/s ldn]/ 
hLjgofkg ug{ ;lhnf] ;dfhsf] lgdf{0fsf] nflu ljleGg sfo{x? ub}{ cfPsf] 5 .
＜k/fdz{ sfo{＞
ljb]zL gful/sn] k/fdz{ ug{              .
kmf]gM )@*—^@&—##(( -(M))ah] b]lv !^M))ah], d+un b]lv zlgaf/_
           k/fdz{ klg lng ;lsG5 . clu|d Pkf]OG6d]G6 lng'kg]{ x'G5 .
・sfg'gL        -x/]s dlxgfsf] klxnf] d+unaf/_
・/]l;8]G6 sf8{ / le;f ;DalGw k/fdz{ -x/]s dlxgfsf] bf];|f] a'waf/_
・dfgl;s :jf:Yo k/fdz{ -dlxgfsf] b'O{ k6s_

　TIA（栃木県国際交流協会）は、日本人と外国人が
いっしょに住みやすい社会のため、いろいろな事業を
しています。
＜相談事業＞
外国人のための相談ができます。
TEL 028-627-3399 （9:00～16:00、火曜～土曜）
*専門的な相談もできます。予約が必要です。
・法律相談 （毎月第１火曜）
・在留資格・ビザ相談 （毎月第2水曜）
・精神保健相談 （月2回）

18.3% 12.8% 11.6% 9.9% 8.6% 6.6% 6.3% 4.9% 2.8% 2.6% 15.7%

中国
（中国語）

フィリピン
（フィリピノ語） ブラジル

（ポルトガル語） ベトナム
（ベトナム語） ペルー

（スペイン語） 韓国
（韓国語）

ネパール
（ネパール語）

タイ
（タイ語）

台湾
（中国語）

スリランカ
（シンハラ語、

タミル語）

その他
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a|flhn
-kf]r'{luh efiff_

leotgfd
-leotgfdL efiff_

leotgfd
-leotgfdL efiff_ k]?

-:k]gL efiff_
k]?

-:k]gL efiff_
sf]l/of

-sf]l/og efiff_
sf]l/of

-sf]l/og efiff_ g]kfn
-g]kfnL efiff_

g]kfn
-g]kfnL efiff_

yfO{Nof08
-yfO{ efiff_
yfO{Nof08
-yfO{ efiff_

tfOjfg
-rfOlgh efiff_

tfOjfg
-rfOlgh efiff_

>Ln+sf
-l;+xnL, 

6fldn efiff_

>Ln+sf
-l;+xnL, 

6fldn efiff_

cGocGo

   ちゅうごく

ちゅうごく ご

ご

ご

ご

ご 　かんこく

かん こく  ご ご

ご

　  たいわん

ちゅうごく  ご
　 ご

ご

た

　　　　　　  とち　 ぎ　けん　こく　さい  こう りゅうきょう  かい　　　　　　 に   ほん  じん　　　がい  こく   じん

　　　　　　　　　　　　す　　　　　　　　　　　しゃ  かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ  ぎょう

　　 そう  だん　じ  ぎょう

 がい  こく  じん　　　　　　　　　　  そう だん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 か　よう　　　  ど　よう

　 せん  もん  てき　　　そう  だん　　　　　　　　　　　　　　よ　やく　　　 ひつ  よう

　  ほう  りつ そう  だん　　  まい つき  だい　　  か　よう

 　ざい りゅう  し　かく　　　　　　　そう だん　　  まい つき  だい　　 すい  よう

　 せい  しん　ほ　 けん そう  だん　　 つき　　かい

くわ

けい  けん

に　　ほん　　ご　　　　　　　　し

;a}hgfn] …of;fl;O lgxf]Guf] -;lhnf] hfkfgLh efiff_Ú † ;a}hgfn] …of;fl;O lgxf]Guf] -;lhnf] hfkfgLh efiff_Ú † 

　「やさしい日本語」とは、日本語があまり得意でない
外国人の方にわかるように、わかりやすい言葉や表現に
言い換えたり、書き換えたりした日本語のことです。
　普通の日本語より、「やさしい日本語」だとわかりやすい
です。また、高齢者や子どもにもわかりやすいです。
　外国人に「やさしい日本語」で話す日本人が増えて
います。地域に住んでいる日本人も外国人もいっしょに
「やさしい日本語」を使ってみましょう！

　　　　　　　　　　  に  ほん  ご　　　　　　 　  に  ほん  ご　　　　　 　　　　 とく  い

がい こく じん　　 かた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  こと  ば　　 ひょうげん

 い　　　 か　　　　　　　　 か　　　 か　　　　　　　　　　　に  ほん  ご

　ふ　つう　　  に  ほん  ご　　　　　　　　　　　　　　　  に  ほん  ご

　　　　　　　　　こう れい しゃ　　　こ

 がい こく じん　　　　　　　　　　　　　 に  ほん  ご　　　　 はな　　　 に  ほん じん　　　 ふ

　　　　　   ち　いき　　　す　　　　　　　　　　に  ほん じん　　 がい こく じん

　　　　　　　  に  ほん  ご　　　　つか

　栃木県にはいろいろな国・地域から来た外国人が住んで
います。下のグラフは、出身国・地域を多いところから並べた
ものです。このように、公用語もいろいろで、みんなが
わかることばはありません。しかし、多くの外国人住民の
みなさんは、生活の中で日本語を使っています。日本人も
外国人もやさしい日本語を使いましょう！

 とち   ぎ    けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　くに　　 ち   いき　　　　　　き　　　  がい  こく  じん　　　　す

　　　　　　  した　　　　　　　　　　　　　  しゅっしん　こく　　 ち　いき　　  おお　　　　　　　　　　　　　　  なら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こう  よう　ご

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おお　　　　　 がい  こく  じん じゅうみん

　　　　　　　　　　　　 せい  かつ　　 　なか　　　 に   ほん　 ご　　　  つか　　　　　　　　　　　　　　  に　ほん  じん

がい  こく  じん　　　　　　　　　　　　  に　ほん　ご　　　 つか

　栃木県のいろいろなところに、日本語教室があります。
日本語を勉強したい人は、みんなその教室で勉強すること
ができます。教室に行ってみてください！

 とち   ぎ    けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  に   ほん　ご  きょう しつ

   に　ほん　ご 　　　べん きょう　　　　　　　　ひと　　　　　　　　　　　　　　　　  きょう しつ　　　 べん きょう

　　　　　　　　　　　　　きょう しつ　　　  い

]

 

गदछन ्

स दछन ्

स दछन ्

 ngz]mk]f|k
 k/fdz{



हनेहुोस ्

…of;fl;O lgxf]Guf] -;lhnf] hfkfgLh efiff_Ú sf] nf]uf] lrGx

「やさしい日本語」のロゴマーク
に  ほん  ご

申し訳ありませんが、
お電話いただけますか？

もう　　  わけ

　　 でん  わ

いつもの
日本語
に　ほん   ご

やさしい
日本語

に　ほん   ご 電話してください
でん  わ

s'/fsfgL ubf{会話で
かい　わ

 pbfx/0fsf] nflu例えば…
たと la:tf/}, :ki6;“u

ゆっくり、はっきり
5f]6f] / 5'§f5'§} ?kdf
短く　区切って
みじか　　　   く　ぎ

sl7g zAbsf] k|of]u gug]{
難しいことばは使わない
むずか　　　　　　　　　　  つか

;/n / nfdf] s'/f gePsf]n] a'‰g ;lhnf] †

簡単で、長く話さないからわかりやすい！
かん たん　　　 なが　　はな

…;lhnf] hfkfgLh efiffÚ eg]sf] c?n] a'‰g ;Sg] u/L ;/n zAb jf 
cleJolQmsf] k|of]u ePsf] hfkfgLh efiff xf] .
…;lhnf] hfkfgLh efiffÚsf] ;/n pbfx/0f o; k|sf/ 5 .

　「やさしい日本語」は、相手がわかるように、簡単な
単語や表現を使った日本語のことです。
　「やさしい日本語」の簡単な例を紹介します。

;a} ljb]zLx?nfO{ hfkfgLh efiffdf s'/f ug{ ;lhnf] xf]; ;fy}, 

…;lhnf] hfkfgLh efiffÚ xf] eg]/ t'?Gt} yfxf kfpgsf] nflu 

nf]uf] lrGxsf] lgdf{0f ul/Psf] 5 . of] nf]uf] lrGx b]v]kl5 …;

lhnf] hfkfgLh efiffÚ sf] k|of]u u/L x]g'{xf]nf .

…;lhnf] hfkfgLh efiffÚ df s'/f u/] x'GYof] eGg] nfUbf of] 

nf]uf] lrGx b]vfpg' xf]nf .

　　　　　　　　　　　  　　  に　ほん　ご 　　　　　　あい　て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かん  たん

 たん　ご　　　 ひょう げん　　  つか　　　　　 に　ほん　ご

　　　　　　　　　　　 に　ほん　ご　　　　  かん  たん　　  れい　　  しょう かい

…;lhnf] hfkfgLh efiffÚ af]Ng] JolQm c?n] a'em]sf] 5 ls 
5}g xf]nf¬eGg] ;f]Rb} s'/f ul//x]sf] x'G5 .
;a} ljb]zL gful/sx? † hfkfgLh;“u s'/f u/L x]g'{xf]nf . 
olb hfkfgLh gful/sn] af]n]sf] /fd|f];“u ga'em]df …of;fl;O 
lgxf]Guf] b] xfgfl;t] s'bf;fO{ -;lhnf] 
hfkfgLh efiffdf

＊of] nf]uf] lrGx TIA sf] xf]dk]haf6 8fpgnf]8 ug{ ;lsG5 . 
   lj:t[t hfgsf/Lsf] nflu o;df        M
＊ロゴマークはTIAホームページからダウンロードできます。
  詳しくは、こちらを見てください。

くわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 み

*xf ]dk ]haf6 klg x ]g { ;lsG5 † http://tia21.or.jp/publications.html*ホームページでも見られます！

◆df]afOn—O{d]n dfkm{t ;"rgfsf] ljt/0f
ko{6g, sfos|d{x?, hLjgofkgsf lgodx?, k|sf]k /f]syfd h:tf ;"rgfx? 
df]afOn— O{d]n cfbL dfkm{t ljb]zL efiff / …;lhnf] hfkfgLh efiffÚ df 
k7fp“b} 5f}“ .

◆…;lhnf] hfkfgLh efiffÚ ;]ldgf/sf] cfof]hgf
Tff]lruLs]gsf] ljleGg 7fp“x?df ;]ldgf/ ul//x]sf 5f}“ . ;]ldgf/df …;
lhnf] hfkfgLh efiffÚ sf] k|of]u u/L ljb]zLx?;“u s'/f ug]{ / n]Vg] s'/f 
l;lsG5 .　

◆xft]k':tssf] k|sfzg …;lhnf] hfkfgLh efiffdf s'/f u/L x]/f}“Ú

b}lgs hLjgsf ljleGg kl/l:yltsf] s'/fsfgL …;lhnf] hfkfgLh efiffÚ 
df k|:t't ul/Psf] 5 .

-lxtf]r'af;L ljZjljBfnosf Ocf]/L O;fcf] k|f]km];/

ko{j]Ifs_

◆df]afOn—O{d]n dfkm{t ;"rgfsf] ljt/0f
ko{6g, sfos|d{x?, hLjgofkgsf lgodx?, k|sf]k /f]syfd h:tf ;"rgfx? 
df]afOn— O{d]n cfbL dfkm{t ljb]zL efiff / …;lhnf] hfkfgLh efiffÚ df 
k7fp“b} 5f}“ .

◆…;lhnf] hfkfgLh efiffÚ ;]ldgf/sf] cfof]hgf
Tff]lruLs]gsf] ljleGg 7fp“x?df ;]ldgf/ ul//x]sf 5f}“ . ;]ldgf/df …;
lhnf] hfkfgLh efiffÚ sf] k|of]u u/L ljb]zLx?;“u s'/f ug]{ / n]Vg] s'/f 
l;lsG5 .　

◆xft]k':tssf] k|sfzg …;lhnf] hfkfgLh efiffdf s'/f u/L x]/f}“Ú

b}lgs hLjgsf ljleGg kl/l:yltsf] s'/fsfgL …;lhnf] hfkfgLh efiffÚ 
df k|:t't ul/Psf] 5 .

-lxtf]r'af;L ljZjljBfnosf Ocf]/L O;fcf] k|f]km];/

ko{j]Ifs_

vfGhL n]Vbf पढ्ने tl/sf klg n]Vg]

漢字にふりがなをつける
zAbx? 5'§f5'§} n]Vg]

ことばを区切って書く
く　ぎ　　　　  かかん じ

sl7g zAbsf] k|of]u gug]{

難しいことばは使わない
むずか　　　　　　　　　　  つか

≪tf]lruL k|fGtsf] …;lhnf] hfkfgLh efiffÚ sf] ;+/rgf≫≪tf]lruL k|fGtsf] …;lhnf] hfkfgLh efiffÚ sf] ;+/rgf≫

…;lhnf] hfkfgLh efiffÚ sf] jfSo ;fdfGo hfkfgLh efiffsf] n]vfO eGbf पढ्न 
/ a'‰g ;lhnf] x'G5 . b]Vg' eof] eg] cjZo k9L x]g'{xf]nf .

<kfgL :6]zgsf] af/]df＞
¬¬zx/df kfgL cfk"lt{ /f]lsPsf] 5 . xfnnfO{ slxn] k"j{fj:yfdf kmls{G5 eGg] olsg 

5}g . Tolta]nf ;Ddsf] nflu cGt/fli6«o kfs{df kfgL cfk"lt{ x'G5 . 

<kfgL :6]zgsf] af/]df＞
¬¬zx/df kfgL cfk"lt{ /f]lsPsf] 5 . xfnnfO{ slxn] k"j{fj:yfdf kmls{G5 eGg] olsg 

5}g . Tolta]nf ;Ddsf] nflu cGt/fli6«o kfs{df kfgL cfk"lt{ x'G5 . 

<給水所について＞
○○市内の水道が断水しています。現在、
復旧の見込みは立っていません。当分の
間、国際公園で給水できます。

dfkm ug'{xf]nf, kmf]g kfpg ;S5' <
;fdfGo
hfkfgLh
efiff

;lhnf]
hfkfgLh
efiff

kmf]g

みhttp://tia21.or.jp/

▲セミナーの様子　
;]ldgf/sf] k|s[lt

よう  す

cfxf † a'‰g ;lhnf] 
わぁ！わかりやすい

…;lhnf] hfkfgLh efiffÚ df
s'/f ug{ dg nfUof]¬

「やさしい日本語」で話したい…
に　ほん　ご　　　　  はな

http://tia21.or.jp/

…of;fl;O lgxf]Guf] -;lhnf] hfkfgLh efiff_Ú eg]sf] s:tf] xf] <
「やさしい日本語」ってどんなもの？

に　  ほん　　ご

いつもの日本語 ;fdfGo hfkfgLh efiff
に　ほん   ご

＜kfgL k|fKt ug]{ 7fp“＞
¬¬zx/df clxn] kfgL cfp“b}g . slxn]af6 kfgL cfp“5 
yfxf 5}g .
cGt/fli6«o kfs{df kfgL k|fKt ug{ ;lsG5 . k};f nfUb}g 
-l;Q}df xf]_ . 
kfgL xfNg] ef“8f] af]s]/ cGt/fli6«o kfs{df जानुहोस ्.

＜kfgL k|fKt ug]{ 7fp“＞
¬¬zx/df clxn] kfgL cfp“b}g . slxn]af6 kfgL cfp“5 
yfxf 5}g .
cGt/fli6«o kfs{df kfgL k|fKt ug{ ;lsG5 . k};f nfUb}g 
-l;Q}df xf]_ . 
kfgL xfNg] ef“8f] af]s]/ cGt/fli6«o kfs{df जानुहोस ्.

＜水を　もらう　ところ＞
○○市は　今　水が　出ません。　
いつ　水が　出るかわかりません。
国際公園で　水を　もらうことが　できます。
お金は　いりません（ただ　です）。　
水を　入れる　ものを 持って　国際公園に
行ってください。

みず

やさしい日本語 ;lhnf] hfkfgLh efiff
に　ほん   ご

n]Vbf 文で
ぶん

pbfx/0fsf] nflu例
れい

「やさしい日本語」の目印!
　　　　　　　　  に  ほん ご　 　　  めじるし
…;lhnf] hfkfgLh efiff Úsf] lrGx †

　　　　  　 し　　　　　　いま　　　みず　　　　　　で

　　　　　　　  みず　　　　　　で

 こく  さい  こう  えん　　　　　 みず

　　  かね

 みず　　　　　  い　　　　　　　　　　　　　　　　  も　　　　　　　   こく  さい  こう  えん

  い

読みやすいし、説明がわかりやすい！
よ　　　　　　　　　　　　せつ めい

पढ्न ;lhnf] clg j0f{g u/]sf] a'‰g ;lhnf] †

◆携帯メールでの情報配信
　観光、イベント、生活上のきまり、防災などの情報を携帯
メールなどを通じて、外国語と「やさしい日本語」で送って
います。
◆やさしい日本語セミナーの開催
　栃木県のいろいろなところで
セミナーをしています。
　セミナーでは「やさしい日本語」
で外国人と話したり、書いたりする
ことを勉強します。
◆ハンドブックの発行
　「やさしい日本語で話してみよう！」
　日常生活のいろいろな場面の会話を

「やさしい日本語」で紹介しています。
（一橋大学　庵　功雄教授　監修）

　　  けい  たい　　　　　　　　　　　　 じょう ほう はい  しん

 かん  こう　　　　　　　　　　　　　 せい  かつ じょう　　　　　　　　　　　 ぼう  さい　　　　　　　   じょう ほう　 　   けい たい

 　　　　　　　　　　　  　つう　　　　 　 　 がい  こく　ご　　　　　　　　　　　　　　  　に　ほん　ご　　　　   おく

　　　　　　　　　　　　  に　ほん　ご　　　　　　　　　　　　　 かい  さい

 とち　 ぎ　 けん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　に　ほん　ご

 がい  こく  じん　　　 はな　　　　　　　　　  か

　　　　 べんきょう

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  はっ  こう

　　　　　　　　　 　　 に　ほん　ご　　　 はな

 にちじょう せい かつ　　　　　　　　　　　　　　　  ば  めん　　　かい　わ

　　　　　　　　  に　ほん　ご　　　　 しょうかい

　ひとつ ばし だい  がく　　  いおり　　  いさ　お　きょう じゅ　　   かん しゅう

≪栃木県の「やさしい日本語」の取組≫
とち  ぎ  けん　　　　　　　　　　　  　  に  ほん  ご　　　　   とり くみ

「やさしい日本語」の文は、普通の日本語より読み
やすく、わかりやすいです。見たら、ぜひ読んで
みてください！

に   ほん　ご 　　　　 ぶん　　　　　ふ　 つう　　　 に   ほん　ご　　　　　　 よ

　　　                      　　　　　　　　 　  み　　　　　　　　　　　　    よ

　外国人のみなさんが日本語で話しかけやすい
ように、また、「やさしい日本語」の文だとすぐにわかる
ように、ロゴマークを作りました。このロゴマークを
見たら、「やさしい日本語」を使ってみてください。
　「やさしい日本語」で話してほしいときには、この
ロゴマークを見せてください。

 がい  こく   じん　　　　　　　　　　　　　   　　　 に　ほん   ご　　　  はな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  に　ほん  ご　　　　 ぶん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  つく

   み 　　　　　　　　　　　　　　　　　  に　ほん　ご　　　 　 つか

　　　　　　　　　　　 　　　に　ほん　ご　　　  　 はな

　　　　　　　　　　　　　　　み

「やさしい日本語」を話している人は、相手がわかっている
かな・・と考えながら話しています。

外国人のみなさん！日本人と話してみてください。
もし、日本人が話していることがよくわからない時は、

「やさしい日本語で　話してください」と言ってみてくださいね。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   に　ほん　ご　　　　   はな　　　　　　　　　　 ひと　　　　 あい   て

　　　　　　　　　　　　　　　  　　  かんが　　　　　　　　　 はな

 がい  こく  じん　　　　　　　　　　　　　   に  ほん  じん　　  はな

　　　　　　  に   ほん じん　　　 はな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とき

　　　　　　　　　　　　　　に 　ほん 　ご　　　　　　はな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  い  बो नुहोस_्Ú  egL हेनुहोस् .  

 गनहुोस ्. 


