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国際交流・協力ネットワーク会議及び多文化共生推進会議を開催しました
　７月２日（月）に、県内の市町村、市町村国際交流協会、民間国際交流・
協力団体を対象に研修及び相互連携、情報交換を目的とした平成２４年度国
際交流・協力ネットワーク会議及び多文化共生推進会議を茨城県民文化セン
ターで開催いたしました。今回は、例年よりも多く１３６名の方にご参加い
ただきました。
　午前の全体会では、独立行政法人国際協力機構筑波国際センター所長、
木
き む ら

邨洗
せんいち

一氏に、アフガニスタン駐在のご経験をふまえ「アフガニスタンの現
状と国際支援について」と題し、基調講演を頂きました。参加者からは「ニュー
スでは聞くが、なかなかアフガニスタンの内情まで聞くことはできないので、良い機会だった。」「実際に、アフガニスタンで活動さ
れていた方の貴重な話を聞くことができ、大変勉強になった。」「今後の支援について、どうあるべきかという点は、大変難しく考え
させられた。」などの感想が寄せられました。
　午後の第1分科会では、多文化共生推進会議として市町村における多文化共生推進についての情報交換、第2分科会では、日本語ボ

ランティアネットワーク会議として、日本語教室の運営状況についての情報
交換を行いました。第3分科会では、アメリカ及びドイツにおける移民と多文
化共生について国際理解研修会を行い、県国際交流員ジェフリー・バーク氏（ア
メリカ出身）、守谷市国際交流員ヨーク・ベッカー氏（ドイツ出身）に移民と
多文化共生について講演をしていただきました。
この会議が、参加者の皆さんにとって今後のネットワークづくり、また活動
の方向性において一助となれば幸いです。

クエスト茨城留学生研修を行いました。
　７月８日（日）、県内留学生を対象に「クエスト茨城留学生研修」を実施し、２６名
が参加しました。
　この研修は、県内の公共施設や企業等を訪問することを通じて、茨城県への理解を深
め、愛着を持って留学生活を送ることを目的とし、毎年実施しています。今回は、アク

アワールド茨城県大洗水族館、かねふくめん
たいパーク（大洗町）、有限会社黒澤醤油店（ひ
たちなか市）を訪問しました。最初に訪れた
黒澤醤油店では、製造工程の説明をしていた
だきながらの工場見学や試食を堪能しました。100年の歴史を持つ大きな樽に入ったお醤油
が、プツプツと発酵する音に興味深く耳を傾けている皆の姿が印象的でした。アクアワール
ドでは、日頃なかなか見ることのできないバックヤードツアーや、イルカ・アシカショーを
満喫しました。太平洋を望む美しい景色に感動した留学生も多かったようです。あっという
間の楽しい一日でした。

黒澤醤油店にて

醤油樽を上から見学

分科会の様子

全体会、基調講演の様子
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～震災からの復興を願って～
外務省青少年交流事業「キズナ強化プロジェクト」

　本プロジェクトは、東日本大震災からの日本再生に関する外国の理解を促進することを目的とした、アジア大洋州地域及び北

米地域（41 カ国・地域）の青少年との交流事業であり、県・市町村・関係団体が国と連携し事業を進めております。

　内容としては、「海外からの招聘」及び「海外への派遣」から構成され、１年間で招聘・派遣併せて１万人以上の青少年との

交流が予定されております。（下表参照）

　このうち、２週間程度の短期招聘が主な事業であり、２週間の日程のうち３泊４日を東北や本県等の被災県に滞在し、被災地

でのボランティアや住民との交流等を行うことになっています。本県では年間約２０００人招聘する計画としていますが、７月

末現在２８３名（アメリカ２２４名、韓国５９名）の青少年が来県しています。

　今回、本県にとって初めての受入れとなったペンシルベニア州・アイダホ州高校生５０人来県（６月１２日～１５日）スケジュー

ルのうち、県庁訪問（初日）、北茨城市視察（２日目）、日立市での学校交流（３日目）の３つについてご紹介したいと思います。

【茨城県庁訪問】

　平成２４年～平成２５年３月末まで被災地との

青少年国際交流を通じた復興への貢献を目的に

「キズナ強化プロジェクト」が現在、本県でも実施

されています。今回はこのプロジェクトを特集し、

紹介します。

　６月１２日（火）キズナ強化プロジェクトの一環でアメリカ

から５０名の高校生等が来庁しました。一行は、県庁２５階に

ある展望ルームから水戸市内を一望した後、代表者１０名が知

事を表敬訪問し、４０名は県庁２階県政シアターにおいて東日

本大震災における本県の対応及び震災の概要等の説明を受けま

した。

　橋本知事か

らは東日本大

震災による被

災 状 況 や 本

県の概要につ

いて説明があ

り、また、高

校生も「震災

により減少し

た観光客をどの

ように呼び戻す

のか」など積極

的に質問をして

いました。

　一方、県政シ

アターにおける

説明では、県国

際課国際交流員

（アメリカ・フ

ランス）２名が進行及び発表役を務めました。震災直後、国際

交流員が中心となって外国人相談や放射能関連の翻訳を行った

ことなど、発表者自らの体験に基づく説明もあり、アメリカの

高校生達は熱心に耳を傾け、終了後に質問をしている生徒もい

ました。知事表敬訪問

県庁２階県政シアターでの説明

１
．
短
期
招
へ
い

【対象】①アジア大洋州：高校生・大学生等
　　　　②北米：高校生

【期間】２週間
【内容】・被災地の高校 / 大学訪問
　　　・被災地視察、ボランティア活動等
　　　・ホ－ムステイ
　　　・帰国後、招聘経験を発信　等

２
．
長
期
招
へ
い

【対象】アジア大洋州：高校生・大学生等
【期間】１２か月
【内容】・ホ－ムステイ、学校に通学
　　　・被災地訪問
　　　・帰国後、招聘経験を発信　等

３
．
短
期
派
遣

【対象】①アジア大洋州：高校生・大学生等
　　　　②北米：高校生

【期間】２週間
【内容】・英語研修、文化体験
　　　・ホ－ムステイ、地方視察　等

４
．
長
期
派
遣

【対象】北米：大学生・大学院生等
【期間】約６か月
【内容】・英語研修、ビジネス慣習研修、文化体験
　　　・インタ－ンシップ　等

特 集
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の映像をスクリーンに映
し出した時には食い入る
ように見ていたように感
じました。
　今回の災害は、我が国
にとって歴史的な大規模
自然災害でしたが、世界
的にも現在記録に残って
いる大災害に匹敵する甚
大なものでした。その被
害の現状を直接日本に来て目の当たりにした皆さんはどう感じ
たのだろうか。表情からすべてを推し量ることは難しいものが
ありますが、少なくても、震災は甚大で日本中が力を合わせて
災害に立ち向かったこと、災害はいつ起こるか分からないこと、
防災対策の必要性はどの国でも共通であること、そしてまた、
日本は復興が早く進んでいることなどを、日本の人々と触れ合
いながら感じ取ってもらえたのではないかと思いました。
　講話の途中では笑いもあり、質問もあったりして、外国の青
少年への防災講和が初めての経験であった私の方も、通訳の方
はじめ、スタッフの皆さんに支えられながら楽しく終了するこ
とができました。

　未曾有の被害をもたらした東日本大震災から約 1 年 3 ヶ月
が経過しました。
　いまだ仮設住宅にお住いになっている被災者もいますが、北
茨城市では復興のための槌音もようやく響き始め、急ピッチで
元の環境と市民生活を取り戻せるよう全市民で頑張っていると
ころです。
　そんな中、キズナ強化プロジェクト事業により招聘された青
少年達を迎えることになりました。
　私が担当したのは、震災による北茨城市における被災状況及
び防災への取り組みについて訪日団に講話をすることでした。
　どのような思いで来たのか、何を感じ取って帰ることになる
のか、講話を担当する私としては心配するととともにうまくい

くかどうか不安でもあり
ました。しかし、実際に
出会ってみると、アメリ
カ合衆国から訪日した約
50 名の青少年は、長旅に
も関わらず疲れた様子も
なく、明るく、そして礼
儀正しく、私の稚拙な講
話を熱心に聞いてくれま
した。特に大津波襲来時

　皆さんは日本に来た最初のときのことを覚えていますか？も
し私たちと同じであれば、喜びと驚きで目は輝き、体はすみず
みまで調べようとむずむずし、外にでた途端に夢中になったこ
とでしょう。あなたは何か発見をしたとき、どのように見えた
か考えたことはありますか？私は、先日、キズナプロジェクト
による初めての来県グループが幸せを見つける時間を目にする
機会がありました。
　アメリカから来た高校生達は来県 3 日目、日本の学生生活
体験や彼らと同年代の学生に会うために、日立二高を訪れまし
た。バスが駐車場に入るとすぐに、彼らの興奮が最高潮に達し
ました。
　アメリカ・日本両国の学生達ははじめのうちは緊張し、同じ
グループのみでいましたが、彼らがお互いに触れ合いたいのは

明らかでした。よ
う や く、 他 の グ
ループの学生を
見つけ、互いの母
語で新しい言葉
を教えるゲーム
をおこなった後、
間 も な く、 教 室
は楽しいおしゃ

べりでいっぱいになりました。言葉の壁にもかかわらず、彼ら
はコミュニケーションが取れるということがわかったのです。

「他」への魅力にひかれ、教室はすぐにエネルギーで満ちました。
　その後、アメリカの学生達は 2 人ずつに分かれ、日本の高
校の通常の授業に参加しました。私はいくつかのグループを訪
ねましたが、彼らの学校の考え方を見るのが面白かったです。

ある学生は、ここで使われていた「家庭科」の定義の違いに注
目し、別の学生は、生物の授業はより実践的であると言ってい
ました。
　しかし、私が話を聞いた大部分の学生が、思っていたより驚
きは少なかったと感じていたようです。ほとんど例外なく、こ
こで経験したものは、すでに彼らが日本について知っていたこ
とであり、想像どおりだったようです。アニメやその他の映像
文化によって日本について知っていたとしても、むしろ、彼ら
は、実際にそれを見つけることにわくわくしていました。実際、
彼らはずっと外側から見ていた世界に実際に入れたことに大喜
びしていたようです。
　今回のキズナプロジェクト第一陣は、その目的を達成したと
思います。彼らがそれぞれの体験の中で興奮する様子を見たり、
未来の日本との結びつきへの情熱を聞いたりしていると、それ
ほど昔ではない私自身のことを思い出させます。彼らの目は、
当時私が抱いた思いを呼び起こし、彼らの未来への計画を聞き、
とても刺激を受けました。できれば、今回の新しいスポークス
マンたちが今回の話題を持って帰国し、他の人に日本の沿岸部
震災地への訪問を促すこととなってほしいと思います。そし
て、できれば、いつか今回の訪問団がまた日本を訪れ、発見や
経験の循環を
続け、個人間
と国家間、双
方にとって新
しい絆の始ま
りとなってほ
しいと思いま
す。

日立二高との高校交流に同行した県国際交流員、エリーゼ・ハタードさんのレポート

【日立市での高校交流】

【北茨城市視察】
キズナ強化プロジェクト米国第 1 陣を受入れて 北茨城市消防本部　澤田　清

ペンシルベニア州の生徒とともに

震災時の状況について説明

教室における交流の様子

集合写真を撮る日米の高校生
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財団法人　日本国際親善厚生財団　理事長　多田　正毅

麻薬撲滅支援のドイトンコ－ヒ－を味わって

　財団法人日本国際親善厚生財団（JIFF）は、1982 年よりイ
ンドシナ難民への国際医療協力を始め、その後エチオピア、ア
フガニスタン、タイへと医療支援活動を広げました。2005 年
からは、タイ王室メーファールワン財団の代表であるディスナ
ダ・ディスクル殿下のご指導のもと、タイ北部にあるメイサイ
市の国立メイサイ病院と友好関係を結び、医療機器、救急車、
消防車の寄贈をはじめ、医療従事者の人的交流も行なっていま
す。また、メコン河流域諸国に蔓延する三大感染症である結核、
エイズ、マラリアの予防と治療に当たる医療従事者の研修活動

も行なってきました。
　タイ北部山岳地帯にあ
るドイトン地域では、住
民は、かつて麻薬の栽培
に生活を依存していまし
た。
　メーファールワン財団
は、1987 年 か ら 30 年
計画で、住民に麻薬の栽
培をやめさせる代わり

に、コーヒー、マカデミアナッツ、陶器、和紙、園芸品、民芸
品、観光などの代替産業を行わせることにより、安定した、合
法的で尊厳ある生活手段を与えるための支援活動を行なってい
ます。
　この活動は、2001 年、UNODC　（国際連合薬物犯罪事務所）
によって、世界規模の麻薬撲滅活動に貢献したとして認定され、
ドイトンの生産物に、UNODC のマークを使用する事が許可さ
れました。
　JIFF は、この麻薬撲滅活動への協力を行なうため、2012
年7月、JIFFが本部を置く城西病院内に、海外初のドイトンコー
ヒー店を開店しました。
　ドイトンコーヒー店のある城西病院旧館のロビーには、ドイ
トンにおける麻薬撲滅活動の歴史が写真で展示され、ドイトン
で栽培されたコーヒーを飲みながら、麻薬とその撲滅活動につ
いて知ることができます。
　JIFF は、「現地の人たちの生きがいとなる希望の一杯を味
わってほしい」と呼びかけています。

利根町国際交流会長　石橋　達夫

利根町国際交流会（Tone Association for International Exchange  略称 TAIE）

　利根町国際交流会は平成２４年度のイベントとしてホームビ
ジット（1 日交流会）、国際文化交流バスツアー（留学生、研
修生とのバスツアー）また国際料理交流会（外国料理教室）を
開催します。
　ホームビジットは流通経済大学の留学生を招き、ホストファ
ミリーの家庭で、家族と昼食を一緒にします。本年度からのイ
ベントとして企画いたしました。
　国際文化交流バスツアーは今年度で９回目を数えます。流通
経済大学の留学生をはじめ、筑波大学の留学生ならびにＪＩＣ
A 筑波（国際協力機構）の研修生と一緒に茨城県内また近隣市
町村の名所史跡を巡ります。
　国際料理交流会は日本料理をはじめタイ料理、中国料理、イ

ン ド ネ シ ア 料 理、
またスペイン料理
など延べ 14 カ国
の家庭料理をご披
露いただきました。
参加者の皆さんと
テーブルを囲み試
食を行い、料理の
話題で楽しい一時
を過ごします。

　利根町国際交流会
は、国際交流を通じ
て相互の親善並びに
理解を深めることを
目的として平成６年

（１９９４年）に新た
なスタートをきりま
した。インドネシア
民族舞踊団を招聘し、
日本公演の一つ、利根
町公演を行いインド
ネシア古来の舞踊文化と日本舞踊、モダンバレエなどの相互交
流を開催しました。
　3 泊～ 5 泊程度のホームステイを開催し、オーストラリア
中高校生を受け入れることにより、彼ら（彼女ら）の出身国の
生活、風習、言語などの違いや、彼ら（彼女ら）が日本文化を
どのように理解しているか交流を行いました。
　交流会のメンバーは 12 名と少数ですが、海外の生活体験豊
かなメンバーですので、精鋭部隊として町内の外国籍をもつ
方々との交流を主として、また留学生、研修生に日本生活の一
端を提供できるよういろいろな活動を企画開催していきたいと
思います。

ドイトン・コーヒー店のスタッフと、
ドイトン本部から応援に来たバリスタ
たち

テープカット：手前より、茨城県議会議員臼井
平八郎氏、結城市長前場文夫氏、JIFF 理事長多田
正毅氏、ディスナダ・ディスクル殿下

「オーストラリア中高校生ホームステイ」
日本文化体験　琴の体験の一コマ

「国際文化交流バスツアー」（平成 22 年度）
福島第二原子力発電所を見学しました．
留学生・研修生にとっても貴重な見学でした。
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日米交歓ディベート in茨城レポート
茨城県立竹園高等学校教諭　丸本　照美

最後は笑顔で記念撮影

　「日米交歓ディベート全米代表日本ツアー」は、日米の大学

生の交流促進とディベート活動の普及のために 1970 年代か

ら開催されているものである。前回のツアーから高校生への

ディベート普及も目的に加わり、大学生・院生のディベート全

米代表チームが日本の高校でも交流を行うようになった。その

一環として、去る６月１９日（火）本校学習館に全米代表ディ

ベートチームの方々が来校し、本校生とのディベート模範試合

やブライアン・レイン氏（ノーステキサス大学准教授）による

ディベート講義を実施した。本年度ツアーでの高校訪問は全国

で５校とのことだっ

た。 以 下 は そ の レ

ポートである。

　１１時頃本校に到

着した全米代表一行

３名（レイン準教授

と学生２名）は、す

ぐに肯定側・否定側

に分かれ各々本校生

３名と混成チームを結成した。その後１３時半、模範試合開始。

会場には聴衆として本校国際科２年生７３名や他校教諭（希望

参加）を含む１２０名強が既に着席していた。わずか１時間の

打ち合わせのみの急ごしらえチームとは思えない程のテンポの

良い掛け合いは聴衆に感銘を与えたようだ。聴講した本校生た

ちは「全米チームのディベーターも素晴らしかったが、同じ竹

高生が台本などではなく自分の考えを自分の言葉で言えていた

のですごいと思った。」と語った。また、選抜メンバーの一人

は「本場のディベートに触れたことによって今まで見えなかっ

た自分の欠点や忘れていたディベートの根本的な部分を改めて

見直す良い機会になりました。」と目を輝かせていた。後半は

全米代表チームコーチのレイン准教授によるディベートについ

ての講義だった。自身の講義内容を裏打ちする分かりやすい説

明に、ある生徒は「今後の社会に役立てて行きたい」と感想を

述べていた。全米代表メンバーによれば、本校メンバーの手際

の良さや情報収集能力には感心したという。台風の接近の中行

われた交流だが、参加者全てに笑顔をもたらし終了した。

　みなさん、シンチャオ！（ベトナム語で「こんにちは」とい
う意味です。）
　私は、フエ大学外国語カレッジから 1 年間の交換留学生と
して来ているハア・トゥイです。
　私が学んでいる茨城キリスト教大学では、8 月の上旬に前期
の授業と期末試験が終わり、楽しかった約 2 ヶ月の夏休みも
間もなく終了します。また 9 月の下旬から後期の授業がスター
トします。日本でも「秋入学」が検討されているようですが、
ベトナムの学校では 9 月から新年度が始まります。9 月なの
に新しい制服を着た初々しい生徒や学生の姿を見かけないのは
少し寂しい感じがしています。
　新入生といえば、私は今年の 4 月に来日しましたが、初め
て体験した日本の大学の行事は、「入学式」でした。私の大・大・
大好きな桜の花が咲く季節に行われた入学式は、讃美歌やお祈
り、総長先生、学長先生の挨拶、学生代表者の宣誓など、とて
も厳かな雰囲気でした。また、入学生のほとんどが黒や紺色の
スーツを着ていました。

　ベトナムでも入学式は行われます。学校によって少し内容は
異なりますが、私の在籍する大学では、まずベトナムの主席と
文部大臣の言葉が読み上げられ、次に学長先生の挨拶、そして、
入学式開幕のための在校生による歌や踊りなどの演芸が披露さ
れます。それから、入学試験の高得点者と在学生の学業優秀者
の表彰、最後にサークル活動の紹介と勧誘があります。ベトナ
ムの入学式は厳粛というよりは、明るく賑やかです。新入生の
服装は、女性は白いアオザイ（ベトナムの民族服）、男性はワ
イシャツとズボンというのが一般的です。
　アジアの中でも国によって、いろいろな違いがあります。初
めて他の国での入学式に出席できた私は本当に幸せです。国と
国との違いから新しいことを知り、文化を体験できることが留
学生活の楽しみの一つです。みなさん、チャンスがあったら、
是非一度留学してみてください。きっと、その国の言葉だけで
はなく、周りの生活からたくさんの新発見をすることができる
と思います。
　それでは、タン・ビェト（さようなら）。

肯定側チームのメンバー

グアム

硫黄島
与那国島

沖縄島

沖ノ鳥島

クリシュナ川

ガンジス川

ブラマプトラ川

エーヤワディー川

タンルイ川

メコン川

シー川

長江

黄河

アムノック川

日本

朝鮮民主主義
人民共和国

大韓民国

中華人民共和国

モンゴル

台湾

マレーシア
ブルネイ

フィリピン

パラオ

北マリアナ諸

カンボジア

タイ

ラオス
ミャンマー

バングラディッシュ

スリランカ

ネパール
ブータン

ベトナム

ハア　トゥイ　ティ　フォンさん
（茨城キリスト教大学交換留学生）
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　社会や経済のグローバル化の急速な進展の中で、国際社会で活躍で
きる人材を育成するには、国際理解教育の充実や英語によるコミュニ
ケーション能力の育成が重要です。茨城県教育委員会では、平成 23
年度より、「国際社会で活躍できる人材育成事業」を通して、小・中・
高等学校における新学習指導要領に対応した外国語教育の充実や、高
等学校における留学を促進するなど、グローバル社会に対応できる人
材の育成を図っています。
　今回は、本事業における高等学校を対象にした取組をご紹介します。

（１）ディベート・チャレンジ
　ディベートとは、賛否対立する議題について討論することです。茨
城県では、県内の県立高等学校 21 校を「ディベート・チャレンジ校」
に指定し、英語によるディベート活動を導入した英語の授業の研究
実践を行っています。また、教員向けのディベートの指導法の研修や、
生徒を対象としたディベート・ワークショップも行っています。平成

24 年度には、ディ
ベート・チャレンジ
校が公開授業を通し
て研究成果を発表し
ます。
　平成 24 年 11 月
４日（日）には、筑
波学院大学を会場
に、高校生英語ディ
ベート県大会第２
回「ローズ杯」が開
催されます。昨年の
第１回大会では、県

内の県立高等学校 10 校が参
加し、入賞した県立竹園高等
学校・並木中等教育学校・水
戸第一高等学校等が石川県で
行われた全国大会に出場しま
した。今年はどの学校が、千
葉県で行われる全国大会への
切符を手にするのでしょうか。
熱い戦いが期待されます。

（２）留学・国際交流促進事業
　高校生の留学や国際交流を
促進するために、　県内の高校生等対象に留学ガイダンスを開催し、
留学経費の支援（一人 40 万円上限）を行っています。応募の詳細に
ついては本県教育委員会のホームページをご覧下さい。

（３）茨城県英語教員指導力向上研修
　平成 25 年度からの「英語で行う授業」の実践に向けて、各県立高
等学校に外部講師を派遣し、各校の校内研修を支援しています。

（４）英語活動お助けキャラバン
　各県立高等学校で行われる英語の課外活動を支援するために、県で
雇用する外国語指導助手（ＡＬＴ）の外国人青年を、授業のない長期
休業中にも各学校に派遣しています。各学校では、派遣された外国人
青年を講師とする「英語キャンプ」や、英語の課外指導などを行って
います。 
　以上、詳細については県教育委員会のホームページをご覧下さい。
http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/gakkou/koukou/gakuryoku/
kokusai/index.htm

国際社会で活躍できる人材育成事業
（高等学校の取組）
茨城県教育庁高校教育課

　守谷市の国際交流についてご紹介します。守谷市では市としての
国際交流事業、また、守谷市国際交流協会を中心とした国際交流事
業の２つを軸に運営しています。守谷市はドイツ・マインブルク市

（１９９０年１１月より）、アメリカ・グリーリー市（１９９３年８月
より）との２カ国と国際姉妹都市の締結をしています。
　今年の４月に行った守谷市市制施行１０周年記念式典では、姉妹都
市のドイツ・マインブルク副市長にご挨拶をいただいたほか、マイン
ブルク市民代表によるマリンバ演奏が披露され、大いに盛り上がりま
した。また、守谷市国際交流協会員とも懇親会を行い異文化交流を深
めました。
　市の事業としての青少年海外派遣事業については、ドイツ・マイン
ブルク市、アメリカ・グリーリー市を交互に訪問しています。今年は
アメリカ・グリーリー市を７月２７日～８月７日の１２日間で、中学
１年生～高校２年生までの１２名の生徒と守谷市役所職員１名、守

谷市国際交流協会１名、計
１４名が訪れ、グリーリー
市民やホストファミリーと
の有意義な国際交流を経験
し生徒達は目を輝かせてい
ました。また、守谷市には
ドイツから来日している国
際交流員がおり、ドイツ語
教室や世界の料理教室な
ど、年間を通して多彩な事
業を行い地域の方々との交
流を楽しんでいます。

　守谷市国際交流協会は、１９８９年７月に８５人の会員（現在約
３５０名）で守谷町国際交流協会としてスタートしました。活動の拠
点は国際交流研修センター、通称「ログハウス」と呼ばれている施設
です。当協会は７つの委員会と、ときには、プロジェクトチームを結
成して様々な国際事業に取り組んでいます。平成１８年１０月にはこ
れらの活動が評価され、当時ＪＩＣＡ理事長の緒方貞子さんから感謝
状が授与されました。
　守谷市国際交流協会が中心となり、近隣外国人やＪＩＣＡ研修員と
交流するＭＩＦＡフェスタ、昨年開催したこのＭＩＦＡフェスタにつ
いては３０カ国より４３人もの研修員が参加し、全参加者は２１１人
にもなりました。ほかにも、駐日外国大使を招聘しその国の歴史・文
化などをお話いただく大使講演会、筑波大学外国人留学生のホームス
テイ受入れ、外国人のゲストを招いてお茶やトークを楽しむＭＩＦＡ
サロン、日本語のわからない外国出身の方へのボランティア日本語教
室、など、様々な
事業を展開すると
ともに、市が実施
する姉妹都市交流
事業を積極的に支
援しています。
　守谷市では更な
る飛躍を目指して、
守谷市国際交流協
会と協力し新たな
事業にも取り組ん
でまいります。

守谷市の国際交流

守谷市国際交流担当

H24 海外派遣 フェスタ書道

高校生留学ガイダンスで講演する講師

県立竹園高等学校を会場に開催された第１回
茨城県ローズ杯高校生英語ディベート大会
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　東日本大震災により、外国人住民が日常生活の中で地域との

つながりを持つことの重要性が改めて認識されました。外国人

の現状を理解し、サポートするために必要な制度や知識を学ぶ

ために、平成24年度の新規事業として「外国人のための地域

生活アドバイザー育成研修会」を開催しています。

日程　平成24年８月20日（月）～ 12月10日（月）　全６回

場所　茨城県立県民文化センター　集会室

内容　「外国人の地域生活と多文化共生」、「日本の出入国管理

制度について」、「外国人児童・生徒の教育支援」、「やさ

しい日本語の特徴と実際」、「災害時の外国人支援」、「外

国人意見交換会」等

　10月から来年２月にかけ、英語でさまざまなトピックにつ

いて話を聞いて意見交換を行う「世界文化セミナー」を開催し

ます。木曜クラスと土曜クラスの２クラスで１回２時間、全

10回の講座です。国際交流員のオレリー・ノエルが毎回異な

るゲスト講師と共に進めていきます。

　個人賛助会員の方は受講料の割引あり、初回時の入会申し込

みも可。（９月18日締切）

　茨城県国際理解教育推進協議会では、平成２４年度下期の実

施団体を募集しています。

　ワ－ルドキャラバンは、県内の小・中学校、高等学校および

中等教育学校、特別支援学校、生涯学習関連施設が、国際交流

や国際理解教育を目的とした事業を行う際に、必要となる外国

人講師および国際理解教育を企画するコ－ディネ－タ－を派遣

し、参加者が外国人と直接対話する機会を設けたり、開発教育

のワ－クショップ等を行うことで、将来、国際社会で活躍出来

る人材の育成を図るものです。

■申し込み手続き・申請先

　以下の日程で当協会内、茨城県国際理解教育推進協議会事務

局宛に申請書を提出してください。

　下期実施期間：平成24年12月１日から平成25年２月28日

　申込締切：９月30日

■実施要領・申請書・その他

　実施要領や申請書のダウンロ－ド、過去の実績など詳細につ

いては当協会ホ－ムペ－ジ内ワ－ルドキャラバンペ－ジをご覧

ください。

　http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/rikai/caravan/index.

html

外国人のための地域生活アドバイザー育成研修会

　10月15日（月）に、平成24年度国際理解教育研修会を県

民文化センター分館にて開催いたします。これは、国際理解教

育の手法について研修すると共に、国際理解教育の現況や課題

について理解を深めることを目的としています。参加対象者は、

学校や生涯学習の場などで国際理解教育を実践する当協会登録

のファシリテーターやNGO団体の会員、小・中学校及び高等

学校の教職員です。今回は、（特活）開発教育協会副代表理事で、

立教大学文学部特任准教授であられます湯本浩之氏を講師とし

てお迎えする予定です。

　11月10日（土）に茨城県・日立市総合防災訓練が日立港都

市再開発用地敷ほか日立市内避難所において実施されます。当

協会では外国人及び災害時語学サポーターの皆さんに参加いた

だき、防災の知識を深めていただくと共に、東日本大震災での

教訓を踏まえ、避難訓練や消火訓練等を行います。

　12月２日（日）10：00 ～ 15：00、しもだて地域交流セ

ンタ－・アルテリオ（筑西市丙３７２番地）にて実施致します。

相談受付内容は、在留資格、労働関係、国際結婚、税金、保険、

その他生活全般についてで、弁護士による無料相談を行います。

秘密は厳守します。英語、ポルトガル語、タイ語、タガログ語、

中国語、スペイン語、韓国語、インドネシア語の通訳が可能で

す。この事業をより多くの外国人の方々に知っていただき、ご

活用いただければと考えています。

　高校生をはじめとする若い世代が、国際化社会への意見を発

表するとともに、留学生の意見交換をとおして、世界に対する

理解を深め、国際社会に生きる力と視点を涵養することで世界

にはばたき貢献できる人材を育成することを目的として「第９

回日本発／世界発：青年のメッセージ」を実施する予定です。

たくさんの方のご来場をお待ちしております。詳しくは総務課

郡司までお問い合わせ下さい。

日程　平成24年12月12日（水）

場所　茨城県立図書館　視聴覚ホール（入場無料）

内容　国際教育弁論大会（高校生のメッセージ）、留学生シン

ポジウムおよび表彰式

公務員のための外国語活用術～窓口対応！指差し会話一覧表つき～

毛受　敏浩(著) ／ぎょうせい

日本社会の外国人～人類の「旅」と入国管理制度～

大串 博行(著) ／パレード

キャリアガイドDVD ～可能性は無限大～

三重県

キャリアガイドDVD ２～深めよう絆　確かな未来をつくるために～

三重県

秋期世界文化セミナー開催のお知らせ

ワ－ルドキャラバン下期募集のお知らせ

国際理解教育研修会開催のお知らせ

平成２４年度茨城県・日立市総合防災訓練

外国人のための一日無料弁護士相談 in 筑西

「第９回 日本発／世界発：青年のメッセージ」を開催します

新着図書情報
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香港城市大学の皆さんが当協会を訪問しました。

　７月２４日（火）に香港城市大学語文学部生１７名が NPO 法人国
際交流日本語協会と共に当協会を訪れました。夏季日本語研修にて約
３週間水戸市に滞在し、日本の歴史、文化を学びながら市民との交流、
相互理解を深める貴重な体験の一環として当協会への訪問もいただい
たものです。皆さんに自己紹介をいただいた後には「日本の文化、特
にドラマ、アニメ等が大好き」、「８月４日、黄門まつりのパレ－ドで
チャイナドレスを着て踊るのが楽しみ」等、活発に懇談が行われまし
た。８月９
日の帰国ま
で、ホ－ム
ステイの体
験、日本語
スピ－チコ
ンテストも
行われ、日
本での滞在
を 満 喫 さ
れ、帰国さ
れた事と思
います。

筑波大学からのインターンシップ受け入れ

　７月１８日から２７日までの間、筑波大学人文・文化学群３年生の
井口亜美さん、同社会・国際学群２年生の中村江さん、そしてスロベ
ニア共和国のリュブリャナ大学文学部アジア・アフリカ研究学科日
本語研究講座２年
生のトマジン・ゴ
ルダナさんとシュ
テルク・アニャさ
んの４名が、イン
ターンシップで茨
城空港への取材や
香港城市大学学生
達の表敬訪問への
応接など、当協会
の業務を体験しま
した。

ワールドキャラバン上期派遣校の決定

　平成２４年度上期のワールドキャラバン派遣校が決定しました。今
年度上期は、県内の小・中・高等学校、生涯学習関連施設へ計 57 件
の派遣を予定しています。当協会登録の留学生親善大使、各国事情紹
介講師、県国際交流員（CIR）等を講師として派遣し、自国の文化や
生活習慣などについて紹介していただきます。参加者の皆さんにとっ
て、講師との相互交流により、様々な国の文化について理解を深める
貴重な機会となることでしょう。

平成２４年度　日本語教育アドバイザー派遣団体決定のお知らせ

　当協会登録の日本語教育アドバイザーが県内のボランティア日本語
教室で日本語ボランティアの育成（初心者のための教授法など）を行
います。初級日本語ボランティア養成講座は、新しいメンバーを対象
に開催しますので、ご興味のある方は、是非受講されてはいかがでしょ
うか。下記の表に記載されている団体は、８月 27 日時点におきまし
て、今年度日本語教育アドバイザー派遣が決定している団体です。現
在、他の団体につきましては調整中ですので、派遣が決定次第、順次
ご連絡いたします。また、ホームページにも記載する予定です。

当協会の賛助会員を募集しています

　当協会の活動を支援してくださる賛助会員を募集しています。会員になっていただくと次
のような特典があります。
１　協会が発行する機関誌等による情報提供
　　機関紙「ふれあい茨城」を年４回送付します（個人・団体共通）
２　協会が実施する各種事業の案内（個人・団体共通）
　　協会が指定する事業の参加費の減免（個人会員のみ）
３　協会が実施する各種サービスの優先利用
　　研修室等の早期優先申込等ができます（団体のみ）
４　協会が貸出用に備える各種備品等の優先借受け
　　早期優先申込等ができます（個人・団体共通）
５　税控除の優遇措置（当協会は公益財団法人のため特定公益増進法人であり、税控除の優
遇措置が受けられます）（個人・団体共通）
６　個人賛助会員証の提示による、協会と提携する会社の指定する商品の代金の一部割引等

（個人会員のみ）
＊提携会社及び対象商品、割引内容については、当協会 HP（http://www.ia-ibaraki.or.jp）
をご覧頂くか、当協会（TEL 029-241-1611 　iia@ia-ibaraki.or.jp）までお問い合わせ下
さい。

なお、当協会では国際交流活動への寄付も募集しております。（当協会は公益財団法人のため
特定公益増進法人であり、税控除の優遇措置が受けられます。）

　Ｈ２４年度　団体賛助会員　（Ｈ２４年７月末現在）
ICC 国際交流
JA 茨城県連共通総合室
NPO 法人内モンゴル沙漠植林交流協会
石岡商工会議所
伊奈工業（株）

「茨城アジア教育基金」を支える会　
いばらき印刷（株）
茨城海外旅行クラブ
茨城県行政書士会
茨城県市長会
茨城県商工会議所連合会
茨城県商工会連合会　
茨城県女性のつばさ連絡会
茨城県信用組合
茨城県信用保証協会
茨城県青年海外協力隊を育てる会
茨城県中小企業団体中央会
茨城県町村会
茨城県日中友好協会
いわせ国際交流友の会
内原国際交流ふれあいの会
エーアンドティー・プロモーションズ（有）
鹿嶋国際交流 JC サークル
鹿嶋国際交流さるびあ
鹿島都市開発（株）
神栖市国際交流協会
韓国語学習会
韓国語上級講座
韓国語初級講座
韓国語中級講座
北茨城国際交流会

キヤノン化成（株）
行政書士　水戸総合事務所　
古河市国際交流協会　
国際ソロプチミストつくば　
国際ソロプチミスト水戸
コスモエコー
コトブキ印刷（株）
下館国際交流友の会
下館商工会議所　
常陽ビジネスサービス（株）
常陽保険サービス（株）
住友金属工業（株）北関東支社
世界青少年コミュニケーションクラブ（WYCCI)
関彰商事（株）
センター印刷（株）
千葉産業クリーン
チョッ サラン　NEW
筑波銀行
つくば畜産事業協同組合
筑波都市整備（株）
電機連合茨城地協　
時語（TOGO）
日本原子力発電（株）
日本語学校つくばスマイル
日本労働組合総連合会　茨城県連合会
パーク（株）
ハン　サラン
ハングル初級教室　NEW
常陸大宮市国際交流協会
日立商工会議所
ひたちなかロータリークラブ

ビバ　エル　エスパニョール
広沢商事（株）
ふじの会
フレンドリーあんず
平成ウイングパーキング
水戸韓国文化クラブ
水戸商工会議所　
水戸信用金庫
水戸ユネスコ協会　
メサフレンドシップ
ラブニール

（株）JTB 関東法人営業　水戸支店　
（株）JTB 商事　茨城外商センター
（株）関電工茨城支店 
（株）きど印刷所　
（株）常陽銀行
（株）常陽リース　
（株）高野高速印刷
（株）つくば研究支援センター
（株）トビタ文具
（株）ホテルグランド東雲　
（財）研究学園都市コミュニティケーブルサービス
（社）茨城県医師会
（社）茨城県経営者協会
（社）茨城県公害防止協会
（社福）茨城県社会福祉協議会
（有）新生プリント　

新たに下記の団体の皆様に賛助会員へ加入いただきました。
ありがとうございました。
* チョッ サラン　　* ハングル初級教室

賛助
会費

個　人　会　員 団　体　会　員
１口年額  ３，０００円 １口年額  １０，０００円

初級日本語ボランティア養成講座
●龍ヶ崎市国際交流協会　　　　　　　　　　● Tokai JLT にほんご教室

●子供向け日本語ボランティアせきれいの会　●国際交流友の会「さ・か・い」

レベルアップ講座
●古河市国際交流協会　●取手市国際交流協会

●土浦市国際交流協会

左から中村さん、トマジンさん、シュテルクさん、
井口さん

全員で記念写真


