
ポルトガル
語をブラジル

学ぼう！

ポルトガル語とは

ポルトガル語圏の国々

ポルトガル語の特徴
男性名詞・女性名詞の使い分け

スペイン語との類似

Bem-vindo
ベン・ヴィンド

ポルトガル語教室

楽しくしっ
かり学習！

ポルトガル語は主にポルトガルや
ブラジルで使用されている言語です。
ラテン語から発展して形成された言
葉のひとつで、スペイン語にとても似
ています。
日本では 1990 年入管法改正を受

け、多くのブラジル人が定住しており、
年々国内でもポルトガル語の需要は高
まっています。またブラジルは日本国
外でもっとも日系人が多く住む国であ
りますので、ブラジル・ポルトガル語
を学ぶことで世界の架け橋を担う仕事
ができる可能性は広がります。

ポルトガル語の名詞には男
性名詞・女性名詞があります。
名詞によって前に付く冠詞や
形容詞が変化します。

ポルトガル語はスペイン語
にとても似ている言語です。
単語や語彙の意味が共通して
いることが多く、スペイン語
でもほぼ意思疎通が可能です。

ポルトガル語を公用語とする国は世界で８ヵ国あり、人口
は約 2億 5000 万人と言われています。そのうち、ブラジルは
人口が約 2億人で全体の約 8割を占めています。また、ポルト
ガル語は世界的に影響力のある言語のひとつでもあります。

ブラジル

ポルトガル

ギニアビサウカーボベルデ

サントメ
プリンシペ 東ティモール
アンゴラ

モザンビーク

ペン ( 女性名詞 ) 紙 ( 男性名詞 )

平野デザイン事務所
〒373-0851 群馬県太田市飯田町 1404 -1 ドン・キホーテ太田店１階
受付時間：月～金曜日 10:00~18:00
休業日：日曜日・祝日

TEL /FAX: 0276-56-9277
MAIL: paulo@hiranodesign.com   
URL: http://www.brasil-navi.net

ポルトガル語の活用

日本の中のポルトガル語

日本には約 17 万人のブラジル人が
在住していると言われ、第 4 位の外国
人人口です。群馬県をはじめ、近代化
以降工業地帯を中心に日本国内でもポ
ルトガル語の重要性は高まっています。
また、ブラジル店舗が多く存在す

る地域では観光に向けた取り組みが行
われる傾向も見られ、商業施設、教育
現場や行政など、様々な分野において
ポルトガル語が必要とされています。
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ポルトガル語教室

群馬県
静岡県三重県

愛知県

Bom dia!
Obrigada!

クーポン券 入会金 50％OFF
お申込みの際このチラシをお持ちください。

buenos días

luna

bom dia

スペイン語日本語

おはよう

月

勉強する

ポルトガル語

lua

estudiar estudar
白 blanco branco

日系ブラジル人が
多く在住する地域

太田駅

ドンキホーテ太田店 1階
ビル外側（国道 407 号線沿）
ドンキホーテ太田店 1階
ビル外側（国道 407 号線沿）

407

407 122

50

2

太田桐生
北関東自動車道

車でお越しの方は、ドン・キホーテ太田店の駐車場を
ご利用いただけます。その際、駐車場入口で発行される
駐車券を当店へお持ちください。
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レッスン内容

Básico

入会金 5,000円

初級コース

Intermediário 中級コース

Avançado 上級コース

・基本的な挨拶、表現や単語
・基本的な文章
・講座は主に日本語で進行

・あいづちや慣用句
・複雑な文章
・講座はポルトガル語を交えて進行

・雑誌や新聞などの
   ポルトガル語記事解読
・説明は（できるだけ）
   ポルトガル語で行う
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レッスンプラン

個人レッスン

ペアレッスン

グループレッスン

いつでも始められるマンツーマンのレッスンです。
ポルトガル語のレベルや目的に合わせて柔軟にカスタ
マイズできます。

ポルトガル語の発音や書き方、文法
を中心とした基礎を学びます。動詞の現
在形を学ぶことで、簡単な会話・作文が
できるようになります。

動詞の過去形・未来形・命令形など
を学び、複雑な作文ができるようにな
ります。読解力の向上、あいづちや慣
用句を使い、表現豊かなポルトガル語
を学びます。

初級と中級で学んだ文法を踏まえ、
実践に備えたポルトガル語の文章の読解
や会話を学んでいきます。ニュースや雑
誌記事など、普段の生活でみられる文章
の読解力が身に付きます。

お友達、ご夫婦、親子などで受講できるプランです。
知り合いと一緒に受講するレッスンですので、相手の方
と練習をしながら授業が進められます。

３名～６名までのコース。ポルトガル語を学びたい
けど一人では不安な方や交友関係を広げたい方におすす
めです。初心者向けのポルトガル語教室です。

固定プラン フリープラン チケット制
前日まで

キャンセル可
毎週決まった
曜日・時間に
通うプランです。

毎回ご希望の
時間に予約

受講ができます。

４回分の
レッスンを

ご購入いただきます。

固定プラン チケット制 前日まで
キャンセル可

毎週決まった
曜日・時間に
通うプランです。

固定プラン
毎週決まった
曜日・時間に
通うプランです。

４回分の
レッスンを

ご購入いただきます。

全20回
レッスン
欠席の場合
講座の振替は
できません。

グループ単位での
振替が可能です。
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レッスン料金

※2016年 4月現在の料金です。
※チケットは購入後3ヶ月間有効です。
※当日キャンセルされた場合はレッスンが行われたものとみなし、
振替の対象となりません。 
※ご購入いただいたチケットの払い戻しはできません。
※チケットは、購入したご本人様のみご利用いただけます。

個人レッスン

ペアレッスン

グループレッスン

1回のレッスン
（チケットなし）

4回分チケット

5,000円
7,500円

16,000円
24,000円

60分

90分

60分

90分

4 回分チケット 12,000円
18,000円

60分

90分

全 20回レッスン 54,000円90分

1回のレッスンにつき60分 4,000円、90分 6,000円

1回のレッスンにつき60分 3,000円、90分 4,500円

1回のレッスンにつき90分 2,700円

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

＊３名様以上集まり次第レッスン開始となります。
＊途中解約した場合お支払いいただいたレッスン料はご返金できません。

PAULO HIRANO （平野パウロ）

LUCIENE HIRANO （平野ルシエネ）

京都外国語大学卒
ブラジル・ポルトガル語学科専攻

サンパウロ大学卒
ポルトガル語学科・日本語学科専攻
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「Bem-vindo」とは
ポルトガル語で「ようこそ」

Bem-vindo ao mundo da língua portuguesa!
ようこそポルトガル語の世界へ！

ポルトガル語教室の特徴
Bem-vindo! ポルトガル語教室では文法を中心

とした、しっかりポルトガル語を学びたい方の
ための教室です。
ネイティブ講師より発音や文法の指導はもち

ろん、教科書では学べない表現やブラジルの習慣
も楽しく学ぶこともでき、生きたポルトガル語を
身につけることができます。
また、大泉町のブラジル街を一緒に巡り、学

んだポルトガル語を使って地元のブラジル人と
交流が図れることも当教室の魅力です。
（ブラジル街散策イベントは不定期開催です）
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一緒に楽しく
ブラジル・ポルトガル語を

勉強しましょう！

講師紹介

講師より教材や授業の進め方について詳しくご説明致しますので
お気軽にお越しください。


