
いんたーねっと(zoom) で  

なつやすみ の しゅくだい を します（むりょう） 

わたしたち は YSC ぐろーばる・すくーる（YSC 

Global School） です。NPO（Non Profit 

Organization）です。 

おとうさん か おかあさん が がいこくじん の 

こども が なつやすみ の しゅくだい が わかり

ません。 その とき、 いんたーねっと（zoom）で 

せんせい に きく ことができます。  

YSC の せんせいたち と いっしょに しゅくだい を べんきょう しましょう! 

 

だれ? にほん に いる ６さい から １８さい くらい の こども （おとうさん か おかあさ

ん が がいこくじん です） 

＊しゅくだい を もっている こども だけ さんか できます。 

（にほんの がっこうに いっていない １５さいいじょう（15 さい と １５さい より とし

うえ）の ひと に YSC が しゅくだいを おくります） 

いつ? ２０２１ねん ８がつ １０にち（かようび） 、 ８がつ １１にち（すいようび）、 
８がつ １２にち（もくようび） 

＊いちにち だけ さんか してもいいです。 

なんじ? しょうがく １ねんせい から ３ねんせい （６さい から ９さい）は ごぜん ９じ から 

１０じ ３０ふん まで 

しょうがく ４ねんせい から ６ねんせい （１０さい から １２さい）は ごぜん １０じ 

３０ふん から １２じ まで 

１３さい いじょう（１３さい と １３さい より としうえ）は ごご １じ から ４じ 

どこ? Zoom（いんたーねっと で べんきょう します） 

いくら? ０えん 

もうしこみ（どう

やって さんかし

ますか？） 

この QR こーど から もうしこんでください。 

もうしこんだ あと、 メールで Zoom の URL や ID/ 
パスワードを おくります。 

しつもん 
YSC Global School 
Email：info@nihongo-kodomo.net 

 



 

Intaanetto (internet/zoom) de  

natsuyasumi no benkyo o shimasu (muryo) 
 

Watashitachi wa YSC guroobaru sukuuru 

(YSC Global School) desu. NPO (Non  

Profit Organization) desu. Otoosan ka  

okaasan ga gaikokujin no kodomo ni  

nihongo to gakkoo no benkyoo o  

oshieteimasu. 2020 nen no natsuyasumi,  

shukudai o ganbaritai kodomotachi o  

ooen shimasu. YSC no senseitachi to issho ni syukudai o benkyo shimashoo! 

 

Dare? 
Nihon ni iru 6sai kara 18sai kurai no kodomo (otousan ka okaasan 
ga gaikokujin desu) 

Itsu? ２０２1 nen ８gatsu １０nichi（kayobi）、 ８gatsu １１nichi（suiyobi）、 
           ８gatsu 12nichi（mokuyobi） 

Nanji? 
Shogaku 1nensei kara 3nensei（６sai kara 9sai）wa 9：００ kara １0:30am 

Shogaku 4nensei kara 6nensei（10sai kara 12sai）wa 10：30 kara １2:00am 

１３sai ijoo（１３sai to １３sai yori toshiue）wa １：００ kara 4：００ｐｍ 

Doko? 
Zoom（intaanetto de benkyo shimasu.） 

Ikura? 
0en (hontou ha okane ga kakari masu. ima dake 0en desu.) 

Mooshikomi
（dooyatte 
sankashimas
uka？） 

Kono QR kodo kara moushikonde kudasai. 

Atode ID to Password wo mail de okurimasu.  

しつもん 
YSC Global School 
Email：info@nihongo-kodomo.net 

 


