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2017（ねん）年 7 月（がつ）から 2020 年（ねん）3 月（がつ）まで 2

か月（げつ）に一回（いっかい）で発行（はっこう）された「英文情

報紙（えいぶんじょうほうし）Kaleidoscope MEGURO」に代（か）わり、

2021年（ねん）3月（がつ）より 2 か月（げつ）に一回（いっかい）

「外国人生活情報（がいこくじんせいかつじょうほう）デジタルニュ

ース（でじたるにゅーす）」を日本語（にほんご）と英語（えいご）の

二か国語（にかこくご）で配信（はいしん）します。外国（がいこく）

から来日（らいにち）して目黒区（めぐろく）およびその近隣（きん

りん）にお住（す）まいの外国人（がいこくじん）の暮（く）らしに

役立つ（やくだつ）情報（じょうほう）をお届け（とどけ）します。 

 

目次（もくじ） 

【1】目黒区（めぐろく）の情報（じょうほう） 

【2】東京都（とうきょうと）の情報（じょうほう） 

【3】その他（そのほか）の情報（じょうほう） 

 

─────────────────────────────── 

【1】目黒区（めぐろく）の情報（じょうほう） 

─────────────────────────────── 

目黒区（めぐろく）、区内（くない）の団体（だんたい）の情報（じょ

うほう）を紹介（しょうかい）します。 

 

1. 新型（しんがた）コロナウイルス（COVID-19 ）感染（かんせん）

ついての目黒区（めぐろく）の情報（じょうほう） 

（1）新型（しんがた）コロナ（COVID-19 ）ワクチン（わくちん）接

種（せっしゅ）お問合せ（といあわせ）チャットボット（ちゃっとぽ

っと） 

[にほんご][English][簡体中文][코리언][たいご ภาษาไทย] 

https://obot-ai.com/bot/covid_meguro/  

新型（しんがた）コロナウイルス（COVID-19 ）ワクチン（わくちん）

接種（せっしゅ）について、文字入力（もじにゅうりょく）・音声入力

https://obot-ai.com/bot/covid_meguro/


（おんせいにゅうりょく）で検索（けんさく）ができます。 

 

（2）新型（しんがた）コロナウイルス（COVID-19 ）感染症（かんせ

んしょう）のワクチン（わくちん）接種（せっしゅ）の準備（じゅん

び） 

[にほんご] 

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/hoken_eisei/shinryo/yobo

sesshu/covid19/covid19_vaccine.html  

 

（3）新型（しんがた）コロナワクチン（ころなわくちん）接種（せっ

しゅ）コールセンター（こーるせんたー） 

[にほんご] 

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/hoken_eisei/shinryo/yobo

sesshu/covid19/callcenter.html 

電話（でんわ）：0570-058-050／ふぁっくす：03-5722-7048 

受付時間（うけつけじかん）：月曜日（げつようび）から土曜日（どよ

うび）8 時（じ）30 分（ぷん）から 17 時（じ）※祝日（しゅくじつ）

と休日（きゅうじつ）は受け付け（うけつけ）ていません。 

 

2．目黒区観光（めぐろくかんこう）・防災（ぼうさい）ポータル（ぽ

ーたる） 

[にほんご][English][簡体中文][코리언] 

https://home.meguro.kokosil.net/ja/  

目黒区（めぐろく）の魅力（みりょく）ある観光情報（かんこうじょ

うほう）を発信（はっしん）するとともに、災害（さいがい）が起（お）

きたときの情報提供（じょうほうていきょう）や区民（くみん）サー

ビス向上（さーびすこうじょう）のためのポータル（ぽーたる）です。 

 

3. MIFA 目黒区国際交流協会（めぐろくこくさいこうりゅうきょうか

い オンライン(おんらいん) にほんご初級者（しょきゅうしゃ）クラ

ス（くらす） 

 

MIFA は 初級者（しょきゅうしゃ）の 日本語（にほんご） クラ

ス（くらす）を オンライン（おんらいん）で はじめます。 Zoom

を つかいます。日本語（にほんご）の 勉強（べんきょう）を 始

（はじ）めたい 人（ひと）は 申込（もうしこ）んでください。 

一緒（いっしょ）に 日本語会話（にほんごかいわ）の 勉強（べん

きょう）を しましょう。 

申込（もうしこみ）はここから↓ 

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/hoken_eisei/shinryo/yobosesshu/covid19/covid19_vaccine.html
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/hoken_eisei/shinryo/yobosesshu/covid19/covid19_vaccine.html
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/hoken_eisei/shinryo/yobosesshu/covid19/callcenter.html
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/hoken_eisei/shinryo/yobosesshu/covid19/callcenter.html
https://home.meguro.kokosil.net/ja/


https://mifa.jp/blog/nihongo_for_beginners/  

 

4．目黒区（めぐろく）の外国人相談（がいこくじんそうだん） 

https://www.city.meguro.tokyo.jp/smph/kurashi/sodan/gaikokujin.h

tml 

電話： 

03-5722-9187[English]月曜日（げつようび）～金曜日（きんようび）

9:00 - 12:00/13:00-17:00 

03-5722-9194[中文]月曜日（げつようび）～水曜日（すいようび）10:00 

- 12:00/13:00-17:00 

03-5722-9194[코리언]第（だい）1・3 木曜日（もくようび）10:00 - 

12:00/13:00-17:00 

03-5722-9194[Filipino]第 2・ 4 木曜日（もくようび） 10:00 - 

12:00/13:00-17:00 

 

 

─────────────────────────────── 

【2】東京都（とうきょうと）の情報（じょうほう） 

─────────────────────────────── 

東京都（とうきょうと）、都内（とない）のいろいろな団体（だんたい）

の情報（じょうほう）を紹介（しょうかい）します。 

 

1. 東京都多文化共生（とうきょうとたぶんかきょうせい）（ポータル

サイト（ぽーたるさいと）（多言語（たげんご）） 

[にほんご][えいご][そのほかのことば（じどうほんやく）] 

https://tabunka.tokyo-tsunagari.or.jp/  

このサイト（さいと）は、東京（とうきょう）の多文化共生（たぶん

かきょうせい）に関（かか）わる情報（じょうほう）をあつめて発信

（はっしん）するサイト（さいと）です。外国人（がいこくじん）の

みなさんが、東京（とうきょう）で安心（あんしん）して元気（げん

き）に生活（せいかつ）していけるように、いろいろな情報（じょう

ほう）をとどけます。 

 

2. 東京都多言語相談（とうきょうとたげんごそうだん）ナビ ＜TMC

ナビ＞（多言語（たげんご）） 

[にほんご][English][簡体中文][코리언][Tiếng Việt][Filipino] 

[ねぱーるご नेपाली][ひんでぃーご हिन्दी][たいご ภาษาไทย] 

[Português][Español][Bahasa Indonesia][Français][Русский] 

https://mifa.jp/blog/nihongo_for_beginners/
https://www.city.meguro.tokyo.jp/smph/kurashi/sodan/gaikokujin.html
https://www.city.meguro.tokyo.jp/smph/kurashi/sodan/gaikokujin.html
https://tabunka.tokyo-tsunagari.or.jp/


[みゃんまーご မြနြ်ာဘာသာစကာား]※みゃんまーごは毎週（まいしゅう）

木曜日（もくようび）だけ] 

https://www.tokyo-tsunagari.or.jp/joint/  

生活（せいかつ）で 困（こま）っていることや 知（し）りたいこと

についていろいろな言葉（ことば）で相談（そうだん）できます。ま

た、新型（しんがた）コロナ（COVID-19）で 困（こま）ったときに

相談（そうだん）できます。電話（でんわ）で相談（そうだん）でき

ます。無料（むりょう）です。 

電話（でんわ）：03-6258-1227 

相談（そうだん）できる日（ひ）：月曜日（げつようび）～金曜日（き

んようび）AM10：00～PM4：00 

休（やす）み：土曜日（どようび）・日曜日（にちようび）・祝日（し

ゅくじつ）・年末年始（ねんまつねんし） 

─────────────────────────────── 

【3】その他（ほか）の情報（じょうほう） 

─────────────────────────────── 

政府（せいふ）や、いろいろな団体（だんたい）ほかの情報（じょう

ほう）を紹介（しょうかい）します。 

 

1. 外国（がいこく）の言葉（ことば）による災害（さいがい）・コロナ

（COVID-19）の情報（じょうほう）（NHK-World） 

[にほんご][English][あらびあごالعربية][べんがるご বাাংলা] 

[びるまご မြနြ်ာဘာသာစကာား][簡体中文][繁體中文][Français] 

[ひんでぃーご हिन्दी][Bahasa Indonesia][코리언][ぺるしゃごسی ار  [ف

[Português][Русский][Español][すわひりご Kiswahili] 

[たいご ภาษาไทย][とるこご Türkçe][うるどぅーごاردو][Tiếng Việt] 

https://www.nhk.or.jp/nhkworld-blog/  

 

2. 新型（しんがた）コロナウイルスワクチン（ころなういるすわくち

ん）（首相官邸（しゅしょうかんてい） 

[にほんご][えいご] 

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html  

ワクチンのくわしいことや、政府（せいふ）の対応（たいおう）につ

いて解説（かいせつ）しています。 

 

2. 外国人児童（がいこくじんじどう）・保護者（ほごしゃ）向（む）

け動画（どうが） 

外国人児童生徒等（がいこうじんじどうなど）やその保護者（ほごし

ゃ）に対（たい）し、日本（にほん）の学校（がっこう）での生活（せ

https://www.tokyo-tsunagari.or.jp/joint/
https://www.nhk.or.jp/nhkworld-blog/
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html


いかつ）の様子（ようす）を知（し）ってもらうための動画（どうが）

です。 

 

■「はじめまして！今日（きょう）からともだち」 

外国（がいこく）から来日（らいにち）し、日本（にほん）の小学校

（しょうがっこう）に通学（つうがく）することになった外国人児童

（がいこくじんじどう）を主人公（しゅじんこう）にして、学校生活

（がっこうせいかつ）の様子（ようす）を紹介（しょうかい）してい

ます。 

https://www.youtube.com/watch?v=dO0rqWQo2Ok [にほんご] 

https://www.youtube.com/watch?v=-RM6TYVhoRw [English] 

https://www.youtube.com/watch?v=dgQqmwVkgmc [Português] 

https://www.youtube.com/watch?v=t9yHKpj46tY [Español] 

https://www.youtube.com/watch?v=2t0txMiU3gg [中文] 

https://www.youtube.com/watch?v=Cpx5Vk6DmaQ [Filipino] 

https://www.youtube.com/watch?v=Wf7vfrFTx6A [Tiếng Việt] 

 

■「おしえて！日本（にほん）の小学校（しょうがっこう）」 

学校（がっこう）の行事（ぎょうじ）、学校生活（がっこうせいかつ）

の習慣（しゅうかん）やきまり、毎日（まいにち）の持ち物（もちも

の）など、絵（え）かーどを用いてわかりやすく紹介（しょうかい）

しています。 

https://www.youtube.com/watch?v=ROPBDykUHDw （にほんご） 

https://www.youtube.com/watch?v=fX77C8bze4Y [English] 

https://www.youtube.com/watch?v=f8uEBywM3SU [Português] 

https://www.youtube.com/watch?v=p0dvoW_ngfg [Español] 

https://www.youtube.com/watch?v=ol4plQIZ9Kc [中文] 

https://www.youtube.com/watch?v=oEKkgnmO0fU [Filipino] 

https://www.youtube.com/watch?v=etMaWjYV8wI [Tiếng Việt] 

 

3. 国際落語振興会（こくさいらくごしんこうかい）YouTube チャンネ

ル（ちゃんねる） 

[English][Français][Español][中文][Deutsche][Nederlands] 

[ぶるがりあご български][のるうぇーご norsk][코리언][Tiếng Việt] 

[とるこご Türkçe] [ふぃんらんどご Suomalainen] 

[Русский][くめーるごភាសាខ្មែរ] 

https://www.youtube.com/channel/UCo-WN_oGz54f5SwzulwFfEg  

日本（にほん）の伝統芸能（でんとうげいのう）である落語（らくご）

を 14 か国語（こくご）の字幕（じまく）で紹介（しょうかい）してい
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ます。 

配信元（はいしんもと）：NPO 法人（ほうじん） 国際落語振興会（こ

くさいらくごしんこうかい） 

Tel 81-6-4305-3523  Fax 81-6-6445-7146 

メールアドレス：kokusairakugo@gmail.com        

https://www.interpeople.or.jp/cgi/web/index.cgi?c=info_dantai-

3&pk=671  

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

★外国人生活情報（がいこくじんせいかつじょうほう）デジタルニュ

ース（でじたるにゅーす）について、ご意見（いけん）・ご要望（よう

ぼう）をメール（めーる）（info@mifa.jp）にておしらせください。 

 

★配信（はいしん）の停止（ていし）・メールアドレス（めーるあどれ

す）の変更（へんこう）はメール（めーる）（info@mifa.jp）にておし

らせ下（くだ）さい。 

 

★ 外国人生活情報（がいこくじんせいかつじょうほう）デジタルニュ

ース（でじたるにゅーす） (2021/5/20) 
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