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　華東師範大学を訪問し、中国の大学生と
中国の留学事情、日本の大学との違い等、意
見交換を行い、構内散策、中国の学食を体験
しました。午後はグル－プに分かれ、中国の

大学生の案内により、上海市内の若者の人気エリアなどでフィ－ルドワ－クをしま
した。夜は、一日行動を共にした仲間と交流会を行いました。

現地中国人大学生、
日本人留学生との交流会

中国上海へのスタディ－ツア－を
実施しました

　茨城県国際交流協会では特に若い世代の国際体験を進めても
らうために、県内の大学生を対象とした海外研修事業を行ってい
ます。茨城大学等の協力により、平成29年2月27日から3月3日ま
での5日間、当協会の上海事務所を拠点に茨城空港発着でツア－
を実施しました。ツア－には28名の大学生が参加しました。

　在上海総領事館、JETRO上
海や、日系企業（上海ハウス食
品、レヨ－ン工業）を訪問し、
中国事情や中国式ビジネスを
学びました。また、日系企業5

社に協力いただき、企業関係者と
の懇親会も行いました。

インターンシップ

・普段入る事のできない在上海総領事館の中で活躍する方々の話が聞
け、貴重な体験だった。

・海外で働きたいと思っているので、日系企業が中国で生き残るための
秘策や苦労話を詳しく聞けて良かった。

・中国人学生や自分と同世代の留学生と話し、日本にどのような印象を
持っているか、生活の仕方の違い等、今まで感じたことの無い考え方
を得ることが出来た。

・他の大学の人たちと一緒に海外に行って、仲良くなれた。

参加学生からの声

上海ハウス食品訪問

帰国時茨城空港で

企業関係者
との交流会

華東師範大学で現地大学生
とのディスカッション
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　茨城県観光物産協会のスタッフで、中国担当の曹麗（そう・れい）さんと韓国担当の朴美貞（パク・ミジョン）さんにお話しを聞きました。
外国人団体ツアーのアテンドや海外メディアのアテンド、ＨＰやフェイスブックで茨城ツアーの情報発信などを担当しています。

　茨城県国際交流協会では、英語の観光通訳ボランティアのための研修講座を開催します。
　申込方法など詳細については7ページ「For You」をご覧ください。

　近年、県内の観光地で外国人の姿を見かけることが多くなりました。
　今回は本県の国際観光についてリポートします。

 国際観光の現場から
Welcome to Ibaraki Welcome to Ibaraki 特 集
茨城県

外国人観光客にとって茨城は…？

茨城県への外国人観光客

県では海外で旅行博や商談会を積極的に行っており、ひたち海浜公園のネモフィラや牛久大仏の人気が高まってきています。また、ホームペー
ジ・フェイスブック等6ケ国語での情報発信や、モニタ－ツア－を通じ、特に台湾、ベトナム、タイ、香港からのツア－数が大きく増加しています。

2016年には、約2,404万人の外国人観光客が日本を訪れました。茨城県への海外からの周遊・宿泊ツア－は平成28年度2,012ツ
アー（54,128人）となり、2年間で約5.9倍に増加しています。

茨城空港では台湾のLCCであるタイガ－エア台湾が、7月から約1ヶ
月間、チャ－タ－便を運航することが決定しました！（週2便、日曜と水曜）

空の玄関口「茨城空港」も、多くの海外からのツアーに利用されています。

茨城空港の利用

●観光客の茨城への興味はどんなところ？
（朴）皆さん、来る前に個人でインタ－ネットなどでよく情報

を見ています。茨城に来てからもネットで調べながら
観光していますよ。

（曹）県庁25階の展望ロビ－を訪れると、眺望の良さはも
ちろんですが、中国人は公的機関が観光に開放され
ていることに驚き、また喜んでくれます。

（曹）観光地では、現地をよく知る人の説明があるとより興味
が増しますね。例えば、偕楽園や弘道館等では歴史的な
物語を伝えることで大変興味を持ってもらえます。

●観光客の茨城滞在中の特徴は？
（朴）韓国人は昔ながらの檜で作られた浴槽や木製の桶、天

然石の露天風呂など、日本風の温泉が大好きです。東
京から日帰りでホロルの湯に来る方もいますよ。茨城
県にはゴルフ場も多く、ゴルフと温泉の組み合わせは
人気ですね。
歩くのが好きなので、トレッキングコ－スがあると、き
れいな景色も楽しめ素敵ですよね。皆さん日本のカレ
－・ル－を買って帰ります。アロマ代わりにお線香も人
気です。

（曹）中国人にとって旅行で買い物は欠かせません。アウト
レットや水戸などのドラッグストアで、衣料品や日本製
の化粧品、湿布薬、アイマスク、肝油等色々なものを
国の家族や親せきに買って帰ります。なかには梅酒を
ダンボール一杯買って帰る人もいます。

●茨城の観光の魅力は？
（曹）大都市と違い、旅館や土産店の方は帰る時、見えなく

なるまで手を振ってくれるのが印象的だと言っていま
す。皆さんのおもてなしの心を感じ、茨城にまた戻って
きたいという人が多いんですよ。
また、個人の観光客には茨城にしかないもの、ロ－カ
ルの良さが魅力になっています。
黄門まつりや陶炎祭（ひまつり）もそのひとつです。笠間
ではマイお箸づくりができたことも好評でした。つくば
市の科学施設は子供連れの家族旅行に人気です。

（朴）旅行客にアンケ－トを取ると、景色が美しいこと、また、
常陸牛、納豆、ほしいも、めんたいこ、魚など食べ物が
おいしい、また来たいと書いてくれます。自然と県産
品は茨城の大きな魅力です。
また、常陸太田市の古民家での宿泊、そば打ちなど、
茨城での体験旅行を魅力と感じる人が増えています。

（曹）（朴）これからも茨城の魅力をいろいろな角度からアピ－ル
し、外国人観光客に喜んでもらいたいと思っています！

通訳ガイドボランティア育成講座の開催！

（資料提供：茨城県国際観光課）
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県内の主な立ち寄り地
（平成28年度）
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外国人に人気のあるモデルコ－スをいくつかご紹介します。

県内の外国人観光客モデルコ－ス

国営ひたち海浜公園 那珂湊おさかな市場 アクアワ－ルド大洗,及び明太子工場見学

弘道館・偕楽園 笠間稲荷神社 筑波山 つくば市ショッピングモ－ル

袋田の滝 県北でのフル－ツ狩り

結城紬の里 古河散策（歴史博物館、文学館等） 鹿島神宮参拝 潮来あやめ園
※H28茨城空港利用の催行ツアー数

合　計 343ツアー

中　国 291ツアー

台　湾 34ツアー

韓　国 14ツアー

ベトナム 4ツアー

 （資料提供：茨城県国際観光課）

外国人観光客受け入れについては、茨城県観光
物産協会に外国語対応の職員（中国語、英語、タイ
語、韓国語）を配置し、PRに努めています。また、
Wi-Fi環境の拡大、市町村での外国語表記案内板、
観光事業者向けの外国人おもてなし向上や外国語
の研修、消費税が免税となる店舗の拡大（270店
舗（H27.10）➡386店舗（H29.4））等が進めら
れています。

旅行博の様子

ツアーのアテンド風景
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　土浦市には、平成29年4月1
日時点で3,442人の外国人が

住んでいます。その中でも最も多いのがフィリピン人
です。
　スーザンさんは20年近く日本語教室に参加してい
ますが、今ではフィリピン人をはじめとする受講生達
の中心的な存在となっています。土浦市国際交流協
会の「地域ふれあい事業」など、様々なイベントにも
一緒に参加し、活躍しています。特に、「土浦キララ
まつり」の七夕踊りコンテストでは、グループの踊り
の振り付けと指導を担当してくれていて、参加者皆
で毎年踊りを楽しみにしています。また、最近では、
外国人等、日本語での学習が難しい小・中学生を支
援する学校でのボランティア活動も始めています。
支援を必要とする児童・生徒にはフィリピン人の子
供達も多く、明るい人柄を活かして頼もしいサポー
ターとして活躍してくれると期待しています。　

（土浦市国際交流協会 多文化共生事業部会 部会長）
田村　尚子

　私は昨年8月から今年5月までのおよそ10ヶ月間、筑波大学の交換留学プログラムでモ
ロッコに滞在しました。留学期間中は友人たちと旅行をしたりモロッコ人の家庭に宿泊し
たりもして、またプログラム後にはインターンシップにも参加し、勉強も文化理解も就職体
験もと大変充実した時間を過ごすことができました。

　学校ではモロッコやイスラームに関する歴史・宗教の教科に加えてフランス
語とアラビア語の授業をとりました。部活も授業も英語でこなせるものの、現
地の学生たちの「普段使いの言葉」で話せる楽しさを友人たちとのコミュニケー
ションの中で日を追うごとに強く感じ、語学の学習にもますます身が入っていき
ました。
　休暇などに友人の家を訪れたときには、とくに言葉の大切さを感じました。
食事などでは友人に通訳してもらう形で話をしていたご家族に自分の使える精
一杯のアラビア語でお礼を伝えたとき、それまでとは違った本当
に嬉しそうなやわらかい笑顔を見せてくれて、言葉を学んでいて
よかったと感じました。コミュニケーションがとれるというだけ
でなく、おたがいにより近く歩みよっていくことが大切なのだと
実感しました。
　大学などで学んだことを活かせたのがインターンシップでし
た。就業先はモロッコとの貿易に関わる日系企業で、現地採用
のモロッコ人スタッフも多い職場でした。そのため業務でも日常
会話でもフランス語を使う機会が多く、業務に支障なく参加で
きたときは勉強が無駄になっていないとわかり嬉しかったです。
　勉強、生活、仕事。バラバラなようで実は全てがちゃんと繋がっ
ている。そのことに改めて気付かされた留学の10ヶ月でした。

ジェニー　オテイ

スーザンさんを
ご紹介します

　笠間市とタイ王国メーファールアン財団との陶芸分野における交流は、
2015年4月から始まりました。
　交流のきっかけは、2014年4月に、タイ王族のひとりで、メーファー
ルアン財団会長であるディスナダ・ディスクル殿下が、茨城県の橋本知事
と面会したことです。文化振興に関心の高い殿下は、当市に立ち寄り、
陶芸分野での交流をご提案くださいました。そして翌2015年4月、当市
と財団は「陶芸における協力関係強化に関する覚書」を締結し、陶芸技
術者の育成及び両国の陶芸産地の強化について協力していくことで合意。
以降、この覚書に基づいて、当市からタイへの陶芸家派遣（2016年冬、
2017年夏）、また、タイから当市への研修生受入（2016年春、2017年春）などの事業を行っています。
　陶芸家派遣事業では、笠間焼陶芸家2名をタイの陶器工場へ派遣。陶芸家は現地技術者に対し、笠間焼の特徴でもあ
る手づくり技法を指導したほか、現地特産品を使った釉薬開発に取り組みました。
　また、研修生受入事業では、研修生作品を笠間焼の一大祭典「笠間の陶炎祭（ひまつり）」
にてお披露目するとともに、茨城県立笠間陶芸大学校での技術研修も行いました。

　笠間市では、今後も、メーファールアン財団との
陶芸分野における協力関係強化に努めるとともに、
日タイ両国のさらなる友好関係構築にも貢献すべ
く、各種事業を行ってまいります。

陶芸を通じたタイとの国際相互交流
～笠間市とタイ ・ メーファールアン財団との覚書締結を基に～

笠間市　商工観光課

YOUNG EYES 筑波大学　人文社会科学研究科
国際地域研究専攻 平尾　遼

笠間の陶炎祭会場での覚書締結式
（左より、橋本知事／プアングロイ・ディスクル妃殿下／ディスナダ・ディスクル殿下／山口市長）

研修生受入事業
（笠間陶芸大学校で講義を受ける研修生）

笠間の陶炎祭での出展作品

日本語教室講師と
（右から二番目がスーザンさん）

土浦市国際交流協会

わが町の外国人リーダー
ここが違って、おもしろい！

Across Culture
スーザンさんにお聞きしました

土浦市での国際交流活動に参加してよかったこと、
感じていることなどを教えてください。
　私は、土浦市に住むようになって23年になります。土浦市国際交
流協会との出会いは20年前に参加した日本語教室でした。また、日
本語教室に参加するのと同時に、毎年「土浦キララまつり」の七夕踊
りコンテストに「世界なかよし連」の一員として参加してきました。「土
浦キララまつり」に参加するようになったきっかけは、日本語教室の
先生から「土浦キララまつり」のために新しい踊りを考えてほしいと言われたこと
です。その時の踊りが今も「世界なかよし連」の踊りの基本になっています。「世界
なかよし連」のメンバーは、土浦市国際交流協会の会員、日本語教室の生徒と先生、
そしてJICA筑波で研修生として勉強をしている
世界中の人たちです。参加者は80名くらいで、
全員での練習はまつりが始まる2時間前の一度
だけです。それでもグループ名の通り、楽しく
汗をかいて素晴らしい国際交流を実現していま
す。明るい外国人の特徴を活かして楽しい踊り
になり、特別賞をいただいたこともあります。
みんなの気持ちはいつでも「目指せ優勝」です！

日本で生活している外国人の方々への
メッセージやアドバイスをお願いします。
　どこの国でも同じだと思いますが、日本に来
て感じたことは、日本語を覚えることがとても
大切だということです。おしゃべりができるよ
うになっても、字が読めないと道順もわかりま
せん。日本はまだまだ道路標識や看板が日本語だけで書かれているところが
多いです。毎日少しずつ努力を続けて、日本語の理解を深めていきましょう。

土浦キララ祭り
（七夕踊りコンテスト）

モロッコ最高峰ツブカル山頂

砂漠の夕日

ラクダとツーショット

市役所のロビー前のパラオコーナーにて

留学は気づきの機会

交

流
の

場
広

メーファールアン財団とは…
　1972年に設立された非政府組織。タイ王国北部に本拠地を置き、貧困地域における生
活向上支援や文化芸術保護等を目的に活動。なかでもドイトン地区における「ドイトン開発
プロジェクト」では、財団が、農業・窯業・観光業等の事業を興し、雇用を創出。現地住民
の生活水準は向上し、現在ではコーヒー、マカダミアナッツ、陶器など多種多様な「ドイトン」
ブランド商品が生産されている。

パラオ 日本VS

　私はパラオという美しい島から来ました。アメリカの自由連合国として誕生
した小さな国家です。パラオは一年中夏で、熱帯の国です。島で生まれ育っ
た私が日本という四季のある国に来て、すべての季節を体験できることはと
てもラッキーなことです。私は4月に日本に来た時にこんなに寒いとは予想し
ていませんでした。けれど、寒い気候というものを楽しみたいと思っています。
それから、日本に来て驚いたことの1つとして自動販売機の数です。自動販売
機は、あなたを待っていましたと言わんばかりにあらゆる所に置いてありま
す。これからパラオと日本の文化の違いをたくさん見つけて日本での生活を
満喫したいです。

アスティン　ニラケド
　私は初めて日本に来て、パラオとの違いをたくさん感じました。食生活や
文化など見るもの触れるものそのすべてが新鮮でした。しかし、その中でパ
ラオと日本の共通点を見つけました。それがなんと言語です。例えば「やきゅ
う」「まど」「ぞうり」などです。みな日本人から伝わり、パラオ語となりました。
そのように考えると日本に親しみを感じ、日本語を学ぶことがより簡単に思
えます。日本の良さをたくさん見つけ、充実した研修生活を送りたいです。

ケネリー　レケメル
　私が日本に来て初めて感じたことは広大で美しい大地です。日本の美しさは私の予想をはるかに超えていました。
そして日本人はとても丁寧で、相手のことを敬うように接します。また、みんなマナーを守り、とても優しいです。
私にとって新しいと思うことは、食生活スタイルです。例えば、日本では食事の際に箸を使います。また、ほとん
どの日本人は日常的に「納豆」を食べますが、私はそれをどのように食べればよいかわかりませんでした。これか
ら日本のことや文化をもっと学べることをとても楽しみにしていますし、私が日本にいられるこの時間や機会を楽
しみたいと思います。

※３人は、2020年東京五輪・パラリ
ンピックのホストタウンとして登録
を受けた常陸大宮市に、ホストタ
ウン交流計画の一環として滞在して
いるパラオからの研修生です。

乗峯スーザンさん
土浦市在住（在住歴23年）
フィリピン出身

のり みね

私の留学体験記
北アフリカ編
（モロッコ王国）

TAIWAN

VIETNAM

CHINA

INDONESIA

PHILIPPINES

BRUNEI
DARUSSALAM

パラオ
（パラオ共和国）

Republic of Palau 
（Beluu ęr a Belau）
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　茨城県では、２０２０年東京オリンピック・パラリ
ンピック競技大会の開催を３年後に控え、各市町
村、県内の大学等と連携し、大会に参加する各国･
各地域の選手団や競技チームが実施する事前キャ
ンプの誘致に取り組んでおります。
　これまで、県内各地においてブルガリアや台湾
など、様々な国・地域からの視察を受け入れてお
りますが、平成２９年４月には常陸大宮市が県内で
初めて、事前キャンプにかかる基本合意書をパラ

ブルガリア青年・スポーツ大臣による、
県内スポーツ施設の視察

2020年東京オリンピック・パラリンピックを
契機とする国際交流の推進

オ共和国と締結するなど、県内でもキャンプ誘致の機運が高まってまいりました。
　オリンピック・パラリンピックの事前キャンプを行うことは、トップアスリートとの交流を通じ、
県民のスポーツに対する興味・関心の向上や、国際交流の推進、本県の魅力発信など、多くの
効果が期待されております。
　さらに国では、2020年の大会開催により多くの選手・観客が来訪することを契機に、地域
の活性化を推進するため、事前キャンプの誘致を通じ、参加国・地域との人的・経済的・文化
的な相互交流を図る地方公共団体を「ホストタウン」として全国各地に広げることとしています。
茨城県では、平成２９年６月現在で８件が登録されており、登録された市町村では、さらなる国
際交流活動の展開が期待されます。 
　こうした取組は、ますますグローバル化が進む中、茨城県における国際人材の育成、地域の
国際化を進めていく上で、大変意義のあるものです。
　県では、市町村の事前キャンプ誘致活動をさらに支援するため、本年度新たに、キャンプ誘
致活動経費の一部を助成する制度を創設いたしました。
　今後とも、本県の持つ素晴らしさを積極的にアピールし、市町村と共にキャンプ誘致、ホスト
タウンの登録等を通じて、国際交流を推進してまいります。

県内市町村担当者会議において、
情報を共有

ベトナム文化スポーツ観光副大臣による、
県内スポーツ施設の視察

茨城県政策審議室　政策員　中村 一博

こんにちは。在英国日本国大使館の浅倉と申します。大
使館の業務について少しご紹介しつつ、まだ着任してから
１ヶ月ではありますが、英国に住んで感じたことを述べたい
と思います。

私が勤務している在英国日本国大使館は、ロンドンの中
心部、日本でも知られているバッキンガム宮殿に近いところにあり、大使をはじめ約１５０名
の職員が日々、業務に励んでいます。

大使館の仕事は大まかに言うと、現地の日本人の生命・財産の保護、相手国政府との交
渉や連絡、政治・経済その他の情報の収集・分析、日本の情報を発信し親日感を醸成する
ための広報文化活動などがあります。その中でも私の業務は広報文化活動であり、大使館で
の文化行事の開催や英国内の日本文化関連行事開催のサポートなどを行っています。

英国特にロンドンに住んで感じたことは、日本という国への関心の高さです。和食ブーム
もあり、寿司チェーン店から本格的なラーメン店など、日本食店が多くあり日常的に日本を
感じることができます。

また、かの有名な大英博物館においては、日本をテーマとする常設展が設置されているこ
とに加え、今年５月からは特別展の葛飾北斎展が開催されています。その葛飾北斎展をテー
マにした映画が英国の一部映画館で現在放映されていますが、涙を流しながら映画を観てい
る英国の方を見て、日本の芸術に大きな誇りを感じました。

在任中は、英国で様々な人と触れあい、日本とは異なる文化を体験するとともに、日本の伝
統や文化、産業などを英国の皆さんにお伝えし、日英の友好交流に努めていきたいと思います。

英国における日本の存在感
在英国日本国大使館　三等書記官　浅倉 祥一

（H27～28年度まで、外務省に県駐在職員として勤務。
H29年度から外務省在英国日本国大使館に勤務。） 

大英博物館

日本文化行事：Japan_Matsuri

在英国日本国大使館における北斎展コラボ企画

県だより

大使館外観

通訳ガイドボランティア育成講座の
受講者を募集しています！

国際理解教材（ワ－ルドボックス）を
募集しています！

　各国紹介のための世界のグッズを募集しています

　募集しているもの

　・各国の民族衣装（新品又はクリ－ニングされたもの）
　・各国の民芸品（民具、玩具など伝統的な品物）
　・教科書、漫画など現地語の資料

　ご家庭で国際交流をして
みませんか。ホームステイ
を希望する外国からのゲ
ストを温かく受け入れてく
ださるホストファミリーを
募集しています。詳しくは当
協会ホームページ内「多文
化共生サポーターバンク」
のページをご覧ください。

　はじめまして。4月から交流推進課に勤務しておりま
す加藤雅春と申します。
　茨城県のグローバル化を推進する国際交流実践組
織である当協会は、2020年東京オリンピック・パラリ

ンピックの年に設立30周年を迎えます。
　 これまで同様、地域に根差した活動を積み重ねると共に、時
代の変化に即した新規事業を展開するなど、皆様にとって親しみやすく
役立つ協会となるように、職員として尽力したいと思います。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

賛 助 会 費
団 体 会 員 １口　10,000円／年
個 人 会 員 １口　  3,000円／年

※賛助会特典、税金の優遇措置の詳細については、当協会ＨＰをご覧ください。

ホストファミリーを募集しています！

　当協会の活動を支援してくださる賛助会員を募集しております。
　賛助会員には、機関紙「ふれあい茨城」の送付、各種イベント・国際
交流協力等情報の提供、協会施設の優先利用などの特典があります。ま
た、個人会員に限り会員証を提示することで協会と提携する旅行会社の
商品の割引を受けることができます。
　なお、賛助会費は、公益法人への寄付として申告により所得税や法人
税の優遇措置の適用を受けることができます。
　２口以上のご支援も歓迎しております。よろしくお願いします。

当協会の賛助会員を募集しています！

新人紹介

　県民の皆様とともに国際交流を進めていくため、県内から広くボラン
ティアを募集しています。当協会主催の各種事業を通して、共に国際交流・
国際協力活動に携わってみませんか？詳細は、協会ホームページをご覧い
ただくか、総務課までお問い合わせください。皆様のご応募をお待ちしてお
ります。

事業ボランティアを募集しています！

　詳細は以下URLを参照ください
　http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/rikai/box/index.html

ワールドボックス（ポーランド）

ぜひ
ご協力ください。

ふるさとファミリー事業

加藤 雅春

　はじめまして！สวัสดี ค่ะ! Xin chào mọi người!
　5月より交流推進課にて勤務しております、首藤繭子

（しゅとうまゆこ）と申します。タイとベトナムそれぞれ
に、半年ほど留学した経験があります。留学を通して、「外

国人」だからこそ大変なことがある一方で、「外国人」だか
らこそ発見できることや、学べることがあると実感しました。

　日本で、茨城で、外国人も日本人も同じ「人間」として、より良い生活を
して行きたいと考えています。また、お互いの「違い」を交換して、理解と
学びを深めて行けたらいいな、と思っています。
　私が出来ることに対して、精一杯取り組んでいくつもりです。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

首藤 繭子
なお、今年度の「茨城ふるさとファミリー事業」は9月30日（土）～10月１日

（日）を予定しています。

　茨城を訪れる外国人観光客の更なる増加が見込まれる中、観光地などで
ボランティアとして英語の通訳ガイドを志す方のための研修講座を開催
します。

１　研修内容

　　第１回　8月27日（日）10：00～15：30  県民文化センタ－分館集会室10号
　　　　〇「通訳ガイドの心構え」
　　　　　心構え、マナ－/ 観光英語レッスン/ 文化や習慣の違いに対す
　　　　　る基礎知識、等
　　第２回　9月23日（土）10：00～15：00  県民文化センタ－分館集会室10号
　　　　〇「茨城観光ガイドの基礎知識」
　　　　　水戸藩（偕楽園・弘道館）/神社（笠間稲荷・鹿島神宮）/日本酒（酒
　　　　　造所）/観光地別グループワークによる通訳シミュレ－ション
　　第3回（現地研修－1か所選択）
　　　　　・10月21日（土）偕楽園・弘道館、明利酒類
　　　　　・10月28日（土）笠間稲荷神社、須藤本家
　　　　　・11月18日（土）鹿島神宮、愛友酒造

２　対　　象

　本県在住・在勤・在学の高校生以上でボランティアとして英語での
通訳ガイドを志す方（英検2級程度以上）。受講後、通訳ガイドボラン
ティアとして積極的に協力する意欲をお持ちの方。

３　募集人員

　　合計90名程度（応募者多数の場合、選考にて決定いたします。）

４　参 加 費

　　無料（交通費、昼食代等は自己負担）

５　申込方法

　　当協会HP、新着情報にて詳細をご覧ください。
　　http://kokusai.intergear.net/info/detail.php?lang=jp&id=5340

６　申込締切　平成29年8月6日（日）必着

７　お問合せ　茨城県国際交流協会交流推進課　TEL 029-241-1611

6 7



2 グロ－バル交流の推進2 グロ－バル交流の推進
（１）国際活動情報の提供
①情報提供等シンクタンクとしての役割強化

□機関誌「ふれあい茨城」を発行します。
・協会や民間国際交流・協力団体の活動や、国際理解を推進するため

の情報を紹介する機関紙を発行します。年3回（7月、11月、3月）
□ホームページでの情報提供に努めます。
□国際活動に関する図書やDVDなどの収集及び貸出しをします。

（２）国際交流・協力の推進
①県民の国際交流活動の推進

☆国際交流・協力ネットワーク会議及び市町村協会連絡会議等を開催します。
・市町村及び市町村国際交流推進組織、民間国際交流・協力団体を

対象に活動の情報交換及び研修を実施します。
◇イベントや地域活動等への技能実習生や外国人の参加支援と交流機

会の提供に努めます。
○茨城県国際交流協会事業ボランティアの登録・活用に努めます。
○ボランティア活動室の運営及び研修室の貸出しを行います。

②国際協力活動の推進
○JICAボランティア、国際協力への参加促進に努めます。
○義援金・書き損じはがき等を募集します。

・海外での大規模自然災害発生の際には、「NGO茨城の会」と連携して募
金活動を行い、被災地の援助に役立てます。また、県民の皆さまに書き
損じはがき等を募り、国際協力を実践している団体の活動を支援します。

（３）産業のグロ－バル化への支援
①企業の海外展開等への協力

　留学生等により県産品の海外輸出のニ－ズ調査や、県内企業との交
流、等を行います。

②茨城の魅力発信
□「いばらきインタ－ナショナルアンバサダ－」

による情報を発信します。
・留学生、在住外国人などにより、ＳＮＳ等を

利用し、本県の観光イベントや外国人から
みた茨城の魅力を国内外に発信します。

◇「いばらきインタ－ナショナルアンバサダ－」
インスタグラムフォトコンテストを実施します。
・外国人による茨城の魅力フォトコンテス

トを実施し、日本人とは違う多様な視点
からの茨城の魅力を発信します。

③観光分野の語学協力
☆通訳ガイドボランティア育成講座を開催します。

・本県への訪日外国人の更なる増加が見込まれる中、ボランティアと
して通訳ガイドを志す方を対象に、基本的な講座や県内観光地での
現地研修を実施します。

▲いばらきインターナショナルアンバサダーHP

　茨城県にお住まいの外国人の皆さんが安心して生活できるよう、9言語での相談受付や情報の提
供に努めます。特に今年度は本県の観光や産業交流推進に寄与するために、語学サポ－タ－等ボラ
ンティアの皆さんにご協力いただき、観光分野等での外国人受け入れへの支援に努めます。各事業
の詳しい内容は、今後発行します「ふれあい茨城」紙上や当協会ホ－ムペ－ジでご案内いたします。

平成29年度事業計画

マークのご案内 ☆セミナー・講座　◇イベント　◎講師等派遣事業　□情報提供・相談　○その他

　県内企業の中国ビジネスに係る多様なニ－ズに対応し、中国に関する情報の収
集・提供や現地活動へのサポ－トを通じて、企業の海外展開を積極的に支援します。

4 上海事務所の運営4 上海事務所の運営

（１）国際理解を推進するための事業実施体制の整備
①県や関係機関との横断的連携体制の整備

○茨城県国際理解教育推進協議会を設置し、事業を効果的に実施します。
○茨城県留学生親善大使を任命します。

・県内の外国人留学生約100名を親善大使に任命し、国際理解や国際交流
を推進するイベントや講座で活躍していただきます。

☆小中高等学校の教員やファシリテ－タ－を対象に国際理解教育研修会
を実施します。

○民族衣装や工芸品、国旗等の国際理解教材の収集・貸出をします。

（２）相互理解・国際理解の推進
①県民の国際感覚醸成

◎ワールドキャラバン国際理解教育講師等派遣
事業を実施します。
・外国人講師及びファシリテ－タ－等を学校

や生涯学習の場に派遣し、異文化に触れた
りワ－クショップを体験するなど国際理解教育の機会を提供します。

◇外国人による日本語スピーチコンテストを開催します。
☆外国人を講師に迎え、各国の文化や社会事情について英語で話し合

う、世界文化セミナーを開催します。
②世界で活躍する人材の育成

○海外研修を実施します。
・大学生を対象とし、海外の企業訪問等ビジネス研修や現地の大学生、

本県留学経験者との交流等、青年の海外研修を実施します。
☆高校生のための地球市民講座を開催し、ワ－クショップを通して国際

協力への理解を深めます。
◇日本発／世界発：青年のメッセージで、留学生によるシンポジウムを

実施し、若い世代へのメッセ－ジを発信します。
○インタ－ンシップの受け入れを行います。

③外国人留学生の多様な社会体験機会の提供
◇クエスト茨城留学生研修を実施します。

・親善大使をはじめとする県内で学ぶ外国人留学生が、茨城に立地する
企業、施設、史跡等を訪問し、本県について理解を深めていただきます。

◇茨城ふるさとファミリ－事業を実施し、留学生や在県外国人が当協会
登録のボランティアの家庭にホ－ムステイをする機会を提供します。

▲ワールドキャラバン国際理解教育講師等派遣事業

3 グロ－バル社会へ向けた人づくり3 グロ－バル社会へ向けた人づくり

1 共に目指す多文化共生社会づくり1 共に目指す多文化共生社会づくり
（１）外国人が安心して生活できる環境の整備に努めます。
①コミュニケ－ション支援

□多様な広報媒体・9言語による生活情報を提供します。
（英語、ポルトガル語、中国語、タイ語、タガログ語、スペイン語、韓国語、インドネシア語、ベトナム語）
・ホ－ムペ－ジ、携帯メ－ル、フェイスブックなどによる情報提供
・生活ガイドブック、災害時マニュアル、メディカルハンドブック等の外

国人支援図書による情報提供
☆外国人の日本語学習を支援します。

・外国人が身近で日本語を習得することができるよう、ボランティア日
本語指導者への研修を行います。

②外国人相談体制の充実
□外国人相談センターでの9言語による相

談に対応します。
・外国人住民の日常生活での疑問や問題を

解決するため、弁護士会などと連携し、年
間を通じ相談事業を行います。曜日別に9
言語で生活全般について相談に応じます。

□休日無料法律相談を実施します。
□市町村及び地域のボランティアとの連携による相談体制の整備に努めます。

③多文化共生のためのサポ－タ－バンクの運営
◎外国人住民の支援や本県の魅力発信に協力いただくサポ－タ－を登録

する多文化共生サポ－タ－バンクを運営します。また、「いばらきインタ－
ナショナルアンバサダ－」により、本県の魅力を広く国内外に発信します。

　（登録されているサポ－タ－）
　　語学サポ－タ－　医療通訳サポ－タ－　災害時語学サポ－タ－
　　外国人のための地域生活アドバイザ－　各国事情紹介講師
　　ホ－ムステイホストファミリ－　いばらきインタ－ナショナルアンバサダ－ 

④災害時・緊急時の在住外国人支援体制の充実・強化
☆防災訓練への外国人の参加を促進します。

・外国人と災害時語学サポ－タ－が、ともに茨城県総合防災訓練に参
加し、避難、応急手当等の訓練を受けます。

○広域での連携による災害時の支援体制の整備に努めます。
□外国人が病院などで円滑にコミュニケ－ションができるよう、医療機関

からの要請により、医療通訳サポ－タ－を派遣します。

（２）外国人による地域活動の推進
①在住外国人や留学生の地域活動への参画拡大

　外国人の皆さんにご協力いただき、自ら活動できるよう、イベントや講
座等、地域活動への参加を進めます。特に留学生や本県在住経験のある
外国人による地域の情報発信等の活動を推進します。

▲外国人相談センタ－
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