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国際交流・協力ネットワーク会議
を開催しました

　7月11日、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、相互連携、及び情報交換を目的とした平
成29年度国際交流・協力ネットワーク会議を茨城県民文化セン
ター集会室で開催し、今年は126名の方にご参加いただきました。
　午前の全体会では、昨年度訪日外国人観光客数が過去最高と
なる2,400万人を突破したことに着目して、日本政府観光局イン
バウンド戦略部長の山田洋氏に「インバウンド旅行の現状と可能
性」と題し、基調講演をいただきました。
　午後は3つの分科会に分かれて情報交換を行いました。第1分
科会は、「留学生とつくる地域の国際交流」というテーマでの事例
発表と、留学生との交流の可能性について考えるグループディス
カッションを実施しました。第2分科会においては「2020年東京オ
リンピック・パラリンピックに向けた常陸大宮市の取り組み」と題
し、パラオ共和国のホストタウンとして、パラオ研修生の受け入れの
状況や、研修生による日本語での母国紹介などを行いました。第3

分科会では
（公財）水戸
市国際交流
協会とボラ
ンティア日
本語教室の
連携につい
て事例発表
を行い、県
内各地の異
なる教室同
士が混じっ

てワークショップ形式
での情報交換を行いま
した。
　この会議が参加者の
皆さんの今後の活動の
進展やネットワークづく
りの良い機会となれば
幸いです。

　9月25日付けで斉藤久男前理事長の後をうけて理事長に
就任いたしました。
　近年の急速なグローバル化の進展に伴い、本県にお住まい
の外国人の方々は、4月末で約5万8千人と過去最高を記録
し、本県を訪れる外国人観光客数も年々増加しております。
　今後、2019年の世界湖沼会議、2020年の東京オリンピッ
ク・パラリンピックなどの国際的なイベントの開催を控え、当
協会といたしましても、日本人、外国人が共に目指す多文化共生社会づくりや、県
民の皆様のさらなる国際理解の促進など、国際交流団体や関係機関と連携し、社
会のニーズに柔軟に対応した事業を展開して参りたいと考えております。県民の皆
様方には、今後ともご支援、ご協力を賜りますようお願い申しあげます。

理事長　細谷　茂治

理事長就任のご挨拶

第1分科会パラオ研修生の
日本語スピーチ

全体会
「インバウンド旅行の現状と可能性」
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　茨城県国際交流協会では、県内における日本語ボランティア教室の活動
状況を把握するため、約3年ごとにアンケート調査を実施しています。各日
本語教室のご協力により、今年9月時点での最新情報を取りまとめました。

平成29年「茨城県内日本語ボランティア教室
アンケート調査」を実施しました
平成29年「茨城県内日本語ボランティア教室
アンケート調査」を実施しました

特 

集

小学校での学習支援のようす（子供のための日本語教室 太陽）
お正月のお楽しみ会にて

（古河市国際交流協会 日本語教室・総和教室）

県内の日本語ボランティア教室概要

平成29年4月末現在、茨城県には約58,000人の外国人が生活者
として暮らしています。そのような中、9月現在県内31市町村の約
100ヶ所で外国人のための日本語ボランティア教室が開催されてい
ます。学習者数はのべ1,600人以上、指導者数はのべ750人以上を
数えます。学習者全体を国籍別にみると、中国が圧倒的に多く、次いで
フィリピン、ベトナム、タイなどとなっています。学習者の種別では日本
人の配偶者や就労者が多く、次いで学生や外国語指導助手となってい
ます。活動場所では、ほとんどが市民センターなどの公共の貸施設で
あり、これ以外では、学校（取り出し授業など）、外国人が集いやすい教
会、講師個人宅などです。

大人向けに開設されている教室が中心で、午前または午後に1回1
時間半から2時間程度開講する教室が多いです。仕事をしている人も
通えるように平日夜間や週末に開講しているところもあります。内容
は、初・中・上級といったレベルごとのほか、会話、漢字、検定試験対策
など、学習者の要望に応じた場合もあります。また、親とともに来日し
た日本語が不自由な子ども向けの学習支援を行っている教室もあり
ます。このほか、年に数回程度、学習者とのコミュニケーションを深め
たり、学習の成果発表の場となるような交流イベントなどを実施して
いる団体もあります。

授業風景（メサフレンドシップ）

グローバルハーツの交流会

調査項目
活動日時・場所、授業内容、学習者、使用教材、勉強会開催状況

協会ホームページに県内日本語教室の
開催日、場所、連絡先などを掲載しています。
（http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/volunteer/list/index.html）

学習者の主な国籍について
（数値は教室数／具体的な国籍の記載があったものについて集計）

学習者の主な国籍について
（数値は教室数／具体的な国籍の記載があったものについて集計）
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研修生等
外国語指導助手
学生（小・中・高・大）

就労者
妻、配偶者

学習者の主な属性について
（数値は教室数／具体的な属性の記載があったものについて集計）

学習者の主な属性について
（数値は教室数／具体的な属性の記載があったものについて集計）

■県南
つくば 虹の会

つくば つくば市日本語教室けやきの会

つくば 一般財団法人つくば市国際交流協会

土　浦 土浦ユネスコ協会・土浦市国際交流協会（共催）

土　浦 土浦市男女共同参画センター日本語教室

牛　久 牛久市国際交流協会

龍ケ崎 龍ケ崎日本語ボランティア「フレンド」

龍ケ崎 龍ケ崎市国際交流協会

石　岡 フレンドシップいしおか

石　岡 グローバルハーツ

取　手 取手市国際交流協会

取　手 日本語教室とりで

阿　見 阿見町国際交流協会（あみ日本語クラブ）

美　浦 美浦国際交流協会「日本語教室」

稲　敷 日本語サークルかぼちゃ

守　谷 守谷市国際交流協会日本語講座委員会（MIFA）
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■県央
水　戸 メサフレンドシップ

（メサJ’sクラブ）
水　戸 オルビス
水　戸 ラブニール

水　戸 フレンドリーネイバーフッド
ジャパニーズクラブ

水　戸 ふじの会
水　戸 ソフィア日本語教室

水　戸 子ども向け日本語ボランティア
せきれいの会

水　戸 アガペ
笠　間 一般社団法人笠間市国際交流協会
小美玉 日本語ボランティア サバイディ
小美玉 日本語教室「手と手の会」
大　洗 大洗町国際交流協会

■鹿行
鹿　嶋 鹿嶋国際交流さるびあ
鹿　嶋 鹿嶋国際交流JCサークル
神　栖 神栖市国際交流協会
鉾　田 ほこた日本語クラブ
行　方 なめがた日本語クラブ

潮　来 潮来市国際交流協会
「国際交流の会・ポプラ」

■県西
筑　西 筑西市国際友好協会

常　総 水海道国際交流友の会

常　総 石下国際交流友の会

古　河 古河市国際交流協会

結　城 結城日本語教室「のびる会」

境　町 国際交流友の会「さ・か・い」

取　手 取手市国際交流協会

取　手 日本語教室とりで

阿　見 阿見町国際交流協会（あみ日本語クラブ）

美　浦 美浦国際交流協会「日本語教室」

稲　敷 日本語サークルかぼちゃ

守　谷 守谷市国際交流協会日本語講座委員会（MIFA）

北茨城 北茨城国際交流会（KIFA）

高　萩 みんなの日本語教室

日　立 フレンドリーあんず

日　立 国際交流ボランティアネットワークさくら

日　立 日本語の部屋

常陸太田 日本語ボランティア「ひたちおおた」

常陸大宮 国際交流ボランティア「ばらの会」

那　珂 なか日本語くらぶ

東　海 Tokai JLT にほんご教室

■県北
東　海 東海日本語ボランティア教室

東　海 TNK東海日本語教室

東　海 東海村国際交流協会　にほんご教室

ひたちなか メサフレンドシップ（メサJ’s クラブ）

ひたちなか フレンドリージャパンワールド

ひたちなか 子供のための日本語教室 太陽

ひたちなか にほんご教室いろは

ひたちなか ひたちなか市国際交流協会「にほんご教室ルンルン」

ひたちなか 漢字教室 竹の子
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桜美林大学体育館にて年越稽古
（ロドリゲスさんは剣道三段保持者） 筑波山頂にて

　常総市には、平成29年10月１
日時点で4,668人の外国人が住ん

でいます。ブラジル人が一番多く、次いでフィリピン人
が二番目に多く住んでいます。
　ヴィビアンさんには、平成28年度実施した外国人ピア
サポーター＆外国人相談員養成講座に受講生として参加
していただきました。
　今年度は市主催の国際交流サロン「ようこそ」でのボ
ランティアスタッフとして活動されています。サロンでは
相談者の外国人に対し耳を傾け、同じ悩みを共有したり、
アドバイスをしたりとサロンに欠かせない存在となって
います。
　平時は、市内にある小学校で学習支援員として子ども
達をサポートし、そのあとNPO法人においても、子ども
達の学習支援ボランティアを行うなど、毎日パワフルに
活動されています。
　穏やかで、笑顔の素敵なヴィビアンさんは、子ども達、
先生、PTAなど多くの方から絶大なる信頼を得ています。

（常総市市民生活部市民協働課　係長）　佐内真由美

　私は取手松陽高校で地球市民教育プログラムの一環として実施しているカン
ボジアスタディツアーに参加しました。今年で11年目となるこのツアーは、世界
遺産アンコール＝ワットを訪れるほか、幼稚園や障がい者施設、孤児院訪問な
ど現地の子どもたちとの交流にも重点を置いています。

　私がこのツアーで最も印象に残っているのは、日本のNPO法人幼い難民を
考える会（CYR）がカンボジア保育活動支援として運営している幼稚園を訪問
したことです。プノンペンにある幼稚園を訪れるとそこには明るく元気な子ど
もたちがいました。訪問した時間がちょうど水浴びの時間だったこともあり、
私は急きょ手伝わせてもらうことになりました。水浴びと言えばシャワーのよ
うなものをイメージするでしょうが、この幼稚園での水浴びは手桶で躊躇なく
水を園児の頭からかけていくものでした。あまりの勢いのよさに私は驚きまし
たが、これがカンボジアのスタンダードなんだなと思いました。
水をかけた後は、石鹸水で園児の体を洗います。私は最初、「こ
んなに小さな子どもに頭から勢いよく水をかけてしまっていいの
かな」と戸惑い、「子どもたちは満足できているかな」などと不安
に思いながら手探りでやっていたけれど、徐々に慣れていきまし
た。子どもたちは水浴びが終わると、私に1人ずつ「オークン」

（ありがとう）と言ってくれてとても嬉しく温かい気持ちになりま
した。今回訪れた幼稚園は保育士の数や設備など決して恵まれ
た環境ではありませんでした。しかし、ここには幼児教育の原点
ともいえるようなものを感じました。私は将来子どもと関わる仕
事に就きたいと考えているので、この貴重な体験を今後の自分
の進路に役立てていきたいと思います。

ヴィビアンさんを
ご紹介します

　日・韓・中ジュニア交流競技会は、アジア近隣諸国の青少年スポーツの
振興を促進し、相互の理解を深めるとともに、競技力向上に資するため、
平成５年から日本、韓国、中国の三か国のジュニア競技者（高校生世代）
による国際的な競技会として発展してきました。
　第25回目を迎えた本年は、去る８月23日(水)から29日(火)までの７日
間、茨城県内７市11競技会場で開催されました。2年後の茨城国体、その
翌年の東京オリンピックを控え、これらのビッグイベント開催の機運が高
まっているこの時期に、茨城県で国際交流競技会を開催できることは、参
加選手の競技力向上、そして茨城県民のスポーツに対する理解・関心をさ
らに高めるうえで大変有意義でありました。
　この国際的な競技会の運営には、多大な通訳・翻訳業務があり、今回は
この業務スタッフを（公財）茨城県国際交流協会に派遣依頼し、７名の通訳
ボランティアに参加していただきました。大会前は係分担と翻訳業務、大
会期間中は各国選手団団長・本部役員・選手に同行し、選手団激励・式典運営・文化探訪等において通訳・翻訳業務

全般を担い、各国交流の架け橋として存分に力を発揮していただきました。
　お陰をもちまして、参加選手にとっては、若いうちにスポーツを通じて国際
感覚を身に着ける絶好の機会となったこと、そして、本県の魅力を国内のみな
らず、アジア近隣諸国にアピールする
ことができました。
　（公財）茨城県体育協会としまして
は、これからも国際的な相互理解を
深めることが出来るスポーツ交流事業
を推進していきたいと考えております。

第25回日・韓・中ジュニア交流競技会茨城大会を通じた相互交流
公益財団法人茨城県体育協会　指導主事　橋本晃輝

YOUNG EYES 取手松陽高校普通科　２年
佐藤綾奈

開会式（選手宣誓）

ラグビーフットボール（日本ｖｓ中国）
ソフトテニス（競技会終了）

学習支援員の活動

常総市

わが町の外国人リーダー
ヴィビアンさんにお聞きしました

これまで常総市で生活してきてよかったこと、
感じていることなどを教えてください。
　私は、常総市に住んで10年になるフィリピン人のシングルマザー
です。私には14歳の息子と11歳の娘がいます。
　これまで、食品製造などを行う2つの会社で、それぞれ2年と3
年ずつ計５年間働いていました。そして2013年から常総市立飯沼
小学校で、外国人児童の通訳として働き始めました。あわせて、
2016年からは学習支援員としても働き始めました。
　私の息子には障害があってしょっちゅう病院通いばかりしており、私は学校
のことをよく知らなかったので、日本に来たばかりの頃はいろいろと困難な体
験をしました。
　日本語でのコミュニケーションはとても大
変でしたが、私は自分自身や子どもたちのた
めにたくさん学ぶ決心をしました。例えば、
積極的にＰＴＡや様々なイベントに参加したり、
日本人の方々と交流するようにしました。
　今では通訳や学習支援員としての仕事を通
じ、外国人家族が生活しやすくなるよう手助
けをすることができるようになりました。

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。
　日本での生活に慣れるためには不安なこと
がいっぱいあると思いますが、どんどん地域
の活動に参加し、自分自身を知ってもらうよ
う努力することをおすすめします。なぜならそうすることで、本当にたく
さんのことを習得することができるからです。

国際交流サロン「ようこそ」

園児たちと一緒に

幼稚園で水浴びの手伝い

世界遺産アンコールワットの前で
（前列真ん中が佐藤さん）

カンボジアの幼児教育に触れて

交

流
の

場
広マラバナン ヴィビアン タダさん

常総市在住（在住歴10年）
フィリピン出身

　留学やバケーション、仕事など、あれこれで今回は日本に来るのは六回目です。しかし、現在
は一番長く残っていまして、毎日滞在の記録を更新しております。日本に来る前から日本文化や
日本の習慣を勉強していましたが、それでもいろいろびっくりすることがたくさんありました。
　例えば、日本人は家の中なら靴を脱ぐということが海外でよく知られていますが、私が初めて
日本に来た時に一日目のホステルで、ロビーに上がる前に（ドアを開ける寸前に）靴を脱ぐとこ
ろがあって、びっくりしました。すぐに気づきませんでしたので、ホステルのスタッフに少し怒ら
れました。正直言って体育館、レストランでも靴を脱ぐとは思ってもみませんでした。あらためて、
毎日きれいな靴下を履くように決めました。
　日本のシャワーヘッドも、シャワー室の天井に固定をしていなくて、ホースのように自由に動
かせるものが多いですね。母国のメキシコではそれがなくて、面白いと思いました。
　そして茨城県で留学をしていた時に、日本の主食で
あるご飯はそのまま「白米」として食すことが普通だと
いうことに気づきました。メキシコなら、ご飯はトマト、
ピーマン、トウモロコシの粒などと一緒に炊くことが普
通です。逆にメキシコの主食の味付けなしで料理され
る豆は、日本ですごく甘い小豆や味の濃い納豆という
ものがあります。最初はその二つをすごく不思議に思っ
ていましたが、安くておいしくて今は朝食やおやつとし
て欠かせないものですね。

筑波大学大学院人文社会科学研究科
文芸 ・ 言語専攻

ロドリゲスゴメス フアンパブロ
（メキシコ合衆国）

ここが違って、おもしろい！  Across culture

日本でびっくりしたこと

メキシコ 日本VS
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いばらきインターナショナルアンバサダー
Instagramフォトコンテスト作品募集中

「青年中国・上海スタディツアー」
参加者を募集しています

新人紹介

　高校生をはじめとする若い世代が、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14回　日本発／世界発：青年のメッセージ」
を開催します。高校生が国際理解・協力に関する自分の体験や考えを日
本語で発表し、留学生が自国の紹介や高校生との意見交換を行います。た
くさんの方のご来場をお待ちしております。
・開催日時：平成 29 年 12 月 14 日（木）　13：00 ～
・場　　所：茨城県立図書館　視聴覚ホール
・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（留学生のメッセージ）、表彰式

　初めまして、今年８月より茨城県国際課で国際交流
員として勤務しております、グロリア・チェンと申しま
す。カナダのバンクーバー市から参りました。昔から日
本文化や世界中の文化の違いに深い興味を持って、ト

ロント大学で人文学と東アジア文化学を勉強しました。
カナダは移民の国なので、普段の生活の中で違う文化に触

れ合う機会が多いです。この国際交流員の仕事を通じて、多文化共生の
素晴らしさをもっと多くの人に紹介し、違う文化や価値観に対する尊
重と理解を深めるため頑張っていきたいと思います。どうぞ宜しくお願
い致します。

グロリア・チェン

　私の海外生活は、ボリヴィアのサンタクルスという
町で約８年間続きました。異文化に触れるというのは
とても刺激的で、苦労も多いけれど得られるものも素
晴らしいものだと感じています。日本で生活をしてい

る外国人の方々の生活ができるだけ実りあるものであ
　りますよう、また日本人の方々も外国人の目を通して新

たな発見ができるよう、相互理解のお手伝いをし茨城県の国際交流に
貢献できればと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

中根 智子

　外国人の視点で捉えた茨城の魅力発信Instagramフォトコンテスト

の作品を募集しています。茨城県内の観光地の魅力的な風景、伝統的

なお祭り、おいしい食べ物、あなたの国にはない珍しい景色など、ユ

ニークな写真をお待ちしております。

　　応募対象

　茨城の魅力を積極的に発信してくれる外国人の皆さん。

　　応募方法

　写真をメールに添付して、ibaraki-ambassador@ia-ibaraki.or.jp 

まで送ってください。メール本文には、応募者（撮影者）の名前と国籍、

写真の撮影場所と感想を書いてください。

　　応募期限

　2018年１月15日（月）まで

　　賞品（予定）

　最優秀賞１名　スマートフォンまたはタブレット

　優秀賞　２名　スマートウォッチ

　佳作　　数名　大洗水族館入場ペアチケット

※海外に住んでいる受賞者は賞品が変更となる場合があります。

　詳しくは「いばらきインターナショナルアンバサダーフォトコンテ

　スト」で検索または、右記のQRコードからアクセスしてください！
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　平成 30 年２月 25 日（日）13：00 ～ 16：30、県民文化センター小ホー
ルにて開催される「第 27 回外国人による日本語スピーチコンテスト」の
外国人発表者を募集しています。県内で生活している外国人の皆さんが、
日頃考えていることや、日本・茨城の印象、母国の話など国際理解を深め
るテーマについて発表できる絶好のチャンスです。出場者には豪華賞品を
用意しております。たくさんの方のご応募をお待ちしております。（締め切
り 12 月12 日（火）必着）応募方法は協会ホームページをご覧ください。

（http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/event/speech/index.html）
　どなたでもご自由に参観できますので、多くの皆様のご来場をお待ち
しております。（入場無料）

　当協会では茨城県上海事務所を拠点として青年中国・上海スタディツ
アーを実施します。ツアーでは、上海事務所職員や中国人学生、日系企業
の方々等との交流を通じて日本と中国の文化や考え方の違いを知り、青
年の国際感覚を醸成し、世界で活躍する人材の育成を目指します。
・ツアー日程：平成 30 年３月５日（月）～３月９日（金）　４泊５日
・募 集 締 切：平成 29 年 12 月 20 日（水）
・募 集 人 数：15 人程度（最少催行人員８名程度）
・応 募 条 件：県内の大学生（原則として茨城県在住の方、または県内の

大学に通う学生の方）
＊内容（予定）
・茨城県上海事務所等から中国事情を学ぶ　2Days インターンシップ

第27回外国人による日本語スピーチ
コンテスト発表者を募集しています！

「第14回　日本発／世界発：青年のメッセージ」
を開催します

・中国人大学生、日本人留学生との意
見交換・交流会

・事前研修（旅行社による事前説明ほか）
・事後研修として、ツアーの振返りを

予定
　申し込み方法等詳細については当協
会 HP「新着情報」をご覧ください。
http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/index.html

昨年度のスタディツアー
　日本産なしについては、平成19年にベトナム
において植物検疫法が制定されて以降、ベトナム
向けに輸出することはできませんでした。このた
め、国は輸出解禁に向け、ベトナムと技術的協議
を重ねてきた結果、平成 27 年のりんごに続き、
平成 29 年１月になしの輸出が解禁されました。
本県のなし産地は８月から本格的に出荷を開始
し、９月までに「幸水」、「豊水」、「あきづき」、「新
高」と品種をリレーさせ、合計で約100ｔの輸出
を実施したところです。

生産ほ場の収穫前のなし

本県産なしがベトナムへ100ｔ輸出されました！

　ベトナムへ輸出するためには、日本とベトナムの２国間協議による取り決めに基づき、生産
園地を事前に登録することや、確実な病害虫防除措置を実施することなど、植物検疫に関する
各種条件をクリアすることと併せて、流通ルートや鮮度が保たれる輸送方法などを検討する
ことも必要となります。
　これらの準備を産地と県などの関係機関が一体となり進めた結果、本県産なしがベトナム
に輸出され、主要都市であるホーチミン及びハノイの百貨店や量販店など約 30 店舗で販売
されました。８月23日の販売開始に合わせた、現地百貨店におけるキックオフイベントでは、
多くの日本及び現地のメディアが取材に訪れ、「日本産なしベトナムへ初上陸」のニュースが
広がりました。
　県では、販売期間を通じ各店舗での試食販売の実施や、競合となる他国産との差別化を図る
ための商品ポップ作成等、販売促進を実施してきました。
　全国第２位の生産量を誇る本県産なしが、ベトナムの多くの消費者に喜ばれる商品となる
よう、今後も販売促進に取り組んでまいります。

キックオフイベントでの
消費者への試食の提供

量販店での大規模プロモーションの様子

茨城県農林水産部販売流通課　係長　笹沼 太幸

　スペイン語の勉強を思い立ち、コロンビア第二の都市メデ
ジンに降り立ったのが 2016年４月のことです。コロンビア
でも日本のアニメやマンガの人気が高く、それをきっかけに
日本語を勉強する学生が少なくありません。それらの学生と
お互いに日本語とスペイン語を教え合い勉強し半年が経つ頃、
会社を起こし、日本語学生にもてなして評判のよかったラー
メンで勝負しようと開業に至りました。日本の食材を入手す
ることはほぼ不可能なので、すべてコロンビア産の食材を使
い、スープはもちろん麺もすべて手作りにこだわっています。
「人生初めてのラーメンが君のラーメンでよかった！」と言っ
てくれる人がいるほどコロンビアの方々にも好評価をいただ
き、光栄ながら忙しい日々を送っております。
　コロンビア人、特にメデジンの人々を見て常々思うことは、人生を楽しむことに長け
ている人達だということです。
　週末になると商店、住宅街、公園など場所を問わず大音量の音楽が流れ、皆踊り酒を
飲み、その週の出来事のおしゃべりに夢中になります。
　地元のプロサッカーチームの試合日は、朝からチームユニホームに身を包む人が街中
にあふれ、試合に勝つと空には花火があがり、車のクラクションが鳴り響く、そして夜
更けまでサルサ音楽が街に響き渡ります。そんな陽気な夜を地元の人と共に過ごす日は、
毎回地酒のさとうきび酒を大量に飲まされ、翌日に後悔するのがいつものパターンです。
　そして今日も二日酔い気味の中、店の厨房で麺を茹でています。

コロンビアでラーメン屋経営
小坂 啓司（コロンビア在住）

コロンビア第二の都市メデシン

現地で相撲ラーメンのお薦め記事

相撲ラーメン店舗外観

県だより

厨房にて
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いばらきインターナショナルアンバサダー
Instagramフォトコンテスト作品募集中
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・開催日時：平成 29 年 12 月 14 日（木）　13：00 ～
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１

２

３

４

　平成 30 年２月 25 日（日）13：00 ～ 16：30、県民文化センター小ホー
ルにて開催される「第 27 回外国人による日本語スピーチコンテスト」の
外国人発表者を募集しています。県内で生活している外国人の皆さんが、
日頃考えていることや、日本・茨城の印象、母国の話など国際理解を深め
るテーマについて発表できる絶好のチャンスです。出場者には豪華賞品を
用意しております。たくさんの方のご応募をお待ちしております。（締め切
り 12 月12 日（火）必着）応募方法は協会ホームページをご覧ください。

（http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/event/speech/index.html）
　どなたでもご自由に参観できますので、多くの皆様のご来場をお待ち
しております。（入場無料）

　当協会では茨城県上海事務所を拠点として青年中国・上海スタディツ
アーを実施します。ツアーでは、上海事務所職員や中国人学生、日系企業
の方々等との交流を通じて日本と中国の文化や考え方の違いを知り、青
年の国際感覚を醸成し、世界で活躍する人材の育成を目指します。
・ツアー日程：平成 30 年３月５日（月）～３月９日（金）　４泊５日
・募 集 締 切：平成 29 年 12 月 20 日（水）
・募 集 人 数：15 人程度（最少催行人員８名程度）
・応 募 条 件：県内の大学生（原則として茨城県在住の方、または県内の

大学に通う学生の方）
＊内容（予定）
・茨城県上海事務所等から中国事情を学ぶ　2Days インターンシップ

第27回外国人による日本語スピーチ
コンテスト発表者を募集しています！

「第14回　日本発／世界発：青年のメッセージ」
を開催します

・中国人大学生、日本人留学生との意
見交換・交流会

・事前研修（旅行社による事前説明ほか）
・事後研修として、ツアーの振返りを

予定
　申し込み方法等詳細については当協
会 HP「新着情報」をご覧ください。
http://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/index.html

昨年度のスタディツアー
　日本産なしについては、平成19年にベトナム
において植物検疫法が制定されて以降、ベトナム
向けに輸出することはできませんでした。このた
め、国は輸出解禁に向け、ベトナムと技術的協議
を重ねてきた結果、平成 27 年のりんごに続き、
平成 29 年１月になしの輸出が解禁されました。
本県のなし産地は８月から本格的に出荷を開始
し、９月までに「幸水」、「豊水」、「あきづき」、「新
高」と品種をリレーさせ、合計で約100ｔの輸出
を実施したところです。

生産ほ場の収穫前のなし

本県産なしがベトナムへ100ｔ輸出されました！

　ベトナムへ輸出するためには、日本とベトナムの２国間協議による取り決めに基づき、生産
園地を事前に登録することや、確実な病害虫防除措置を実施することなど、植物検疫に関する
各種条件をクリアすることと併せて、流通ルートや鮮度が保たれる輸送方法などを検討する
ことも必要となります。
　これらの準備を産地と県などの関係機関が一体となり進めた結果、本県産なしがベトナム
に輸出され、主要都市であるホーチミン及びハノイの百貨店や量販店など約 30 店舗で販売
されました。８月23日の販売開始に合わせた、現地百貨店におけるキックオフイベントでは、
多くの日本及び現地のメディアが取材に訪れ、「日本産なしベトナムへ初上陸」のニュースが
広がりました。
　県では、販売期間を通じ各店舗での試食販売の実施や、競合となる他国産との差別化を図る
ための商品ポップ作成等、販売促進を実施してきました。
　全国第２位の生産量を誇る本県産なしが、ベトナムの多くの消費者に喜ばれる商品となる
よう、今後も販売促進に取り組んでまいります。

キックオフイベントでの
消費者への試食の提供

量販店での大規模プロモーションの様子

茨城県農林水産部販売流通課　係長　笹沼 太幸

　スペイン語の勉強を思い立ち、コロンビア第二の都市メデ
ジンに降り立ったのが 2016年４月のことです。コロンビア
でも日本のアニメやマンガの人気が高く、それをきっかけに
日本語を勉強する学生が少なくありません。それらの学生と
お互いに日本語とスペイン語を教え合い勉強し半年が経つ頃、
会社を起こし、日本語学生にもてなして評判のよかったラー
メンで勝負しようと開業に至りました。日本の食材を入手す
ることはほぼ不可能なので、すべてコロンビア産の食材を使
い、スープはもちろん麺もすべて手作りにこだわっています。
「人生初めてのラーメンが君のラーメンでよかった！」と言っ
てくれる人がいるほどコロンビアの方々にも好評価をいただ
き、光栄ながら忙しい日々を送っております。
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毎回地酒のさとうきび酒を大量に飲まされ、翌日に後悔するのがいつものパターンです。
　そして今日も二日酔い気味の中、店の厨房で麺を茹でています。

コロンビアでラーメン屋経営
小坂 啓司（コロンビア在住）

コロンビア第二の都市メデシン

現地で相撲ラーメンのお薦め記事

相撲ラーメン店舗外観

県だより

厨房にて

7



編集・発行
（公財）茨城県国際交流協会

〒310-0851 茨城県水戸市千波町後川745 県民文化センター分館2F
TEL：029-241-1611　FAX：029-241-7611

ホームページ http://www.ia-ibaraki.or.jp
メールアドレス iia@ia-ibaraki.or.jp

　当協会ではより多くの皆様が外国の方々と交流し相互理解を深め
る機会を提供するために、留学生や在住外国人の方々、交流団体の皆
様と連携し、様々な事業を展開しています。さらに充実した活動を行え
るよう、支援していただける賛助会員を募集しております。
　会員になると、機関紙「ふれあい茨城」の送付、各種イベント等情報の
提供、協会施設の優先利用、提携旅行社の割引などの特典があります。
　また、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。
　皆様のご支援・ご協力をお願い申し上げます。

当協会の賛助会員を募集しています！当協会の賛助会員を募集しています！

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。

石岡商工会議所
伊奈工業　株式会社

「茨城アジア教育基金」を支える会
いばらき印刷　株式会社
茨城海外旅行クラブ

（一社）茨城県医師会
茨城県行政書士会

（一社）茨城県経営者協会
茨城県市長会

（社福）茨城県社会福祉協議会
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
茨城県世界青少年
　コミュニケーションクラブ（WYCCI)
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
鹿嶋国際交流さるびあ
鹿嶋国際交流ＪＣサークル
鹿島都市開発（株）
神栖市国際交流協会
韓国語上級講座
韓国語中級講座

（株）関電工　茨城支店
北茨城国際交流会

（一財）研究学園都市
　コミュニティケーブルサービス
古河市国際交流協会
国際ソロプチミストつくば
コスモエコー
コトブキ印刷（株）
下館商工会議所

（株）常陽銀行
常陽ビジネスサービス（株）
常陽保険サービス（株）

（株）めぶきリース
新日鐵住金（株）茨城支店

（株）セイキョウ
関彰商事（株）
センター印刷（株）

（株）高野高速印刷
筑西市国際友好協会
チョッ サラン

（株）筑波銀行
（株）つくば研究支援センター
電機連合茨城地方協議会
那珂市国際交流協会
日本原子力発電（株）東海事業本部

地域共生部　茨城事務所
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

ネパール子ども奨学支援会
パーク（株）
ハングル初級教室
ハン　サラン
常陸大宮市国際交流協会
日立商工会議所

（株）ひたちなかテクノセンター
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
フレンドリージャパンワールド

（株）ホテルグランド東雲
水戸内原国際交流ふれあいの会
水戸商工会議所
水戸信用金庫
水戸ユネスコ協会
明秀学園日立高等学校
メサフレンドシップ
特定非営利活動法人　豊かな大地
ラブニール
ワタヒキ印刷（株）
JA茨城県中央会

（株）JTB関東　法人営業水戸支店
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皆様のご支援とご協力に心より感謝申し上げます。

総合防災訓練に参加しました総合防災訓練に参加しました
　11月11日（土）茨城県・稲敷市総合防災訓練が江戸崎総合運動公園で
実施されました。当協会では、外国人の皆さんに防災の知識を深めていた
だくと共に、災害時語学サポ－タ－の災害情報通訳・翻訳などの研修を目
的に今回は留学生やALT等外国人を含み約30名が参加しました。
　本年度は特に、災害発生後の初動対応において避難所や在宅の外
国人の安全な生活を多言語での情報提供で支援するため、「災害多言
語支援センタ－」の開設、及びサポ－タ－の皆さんによるライフライ
ン等災害関連の情報の翻訳模擬訓練を実施しました。
　外国人の皆さんと一緒に参加し、災害時の安全・安心のための備え
としていただければ幸いです。

外国人留学生のための県内企業説明会・面接会を行いました外国人留学生のための県内企業説明会・面接会を行いました
　当協会では昨年度より、将来本県の産業への貢献が期待される留学
生に県内企業を良く知ってもらうこと、また企業にも留学生の仕事観
などを理解してもらうために、ひたちなかテクノセンタ－と連携し、企
業と留学生の交流会を実施してきました。
　本年度は初めての試みとして、10月2日（月）、茨城県立県民文化セ
ンタ－分館（水戸市）で外国人留学生のための県内企業説明会・面接
会を行いました。この事業は関東経済産業局が主催し、ひたちなかテ
クノセンタ－がコ－ディネ－トするもので、当協会では県内大学の留学
生への周知・広報を行い8名が参加しました。
　当日は様々な業界から県内企業16社の説明の後、各企業のデスクで
面接会が行われました。留学
生は県内の大学生に加え、
県内及び北関東の専門学校
生等50名が参加し、それぞ
れ興味を持つ企業との意見
交換や、面接に臨みました。

国際理解教育研修会を開催しました国際理解教育研修会を開催しました
　8月17日（木）、県内の小中学校・高等学校・特別支援学校の教職員、
市町村協会、民間国際交流団体、当協会登録のファシリテーターを対
象とした国際理解教育研修会を、県民文化センター分館集会室にて開
催し、58名の方が参加しました。
　NPO法人開発教育協会事務局長の中村絵乃氏を講師としてお招き
し、「世界がもし100人の村だったら」【改定第5版】～持続可能な開発
目標（SDGs）を考える～、と題して、ワークショップを体験しました。
　参加者からは、「動き、目で見て、のワ－クショップはとても楽しく参
考になった。授業に活用したい。」、「世界について考える機会は少な
く、まして意見交換する機会は滅多にないので、とても勉強になった」
等の感想をいただきました。

高校生のための地球市民講座を開催しました高校生のための地球市民講座を開催しました
　9月13日（水）、独立行政法人国際協力機構筑波国際センター（JICA筑波）
で「平成29年度高校生のための地球市民講座」を開催しました。県内の高
校生93名が参加し、青年海外協力隊経験者の方のお話を聴いたり、各国か
ら来た研修員と昼食を交えて交流したりと、充実した一日を過ごしました。
　午後は、貿易によって世界の貧富の構造などを考えるワークショッ
プ、「貿易ゲ－ム」を実施しました。高校生にとっては、新たな視点から
世界を見つめる良い機会となりました。

　7月8日（土）、茨城県への理解を深めてもらうことを目的に、留学生
向けのバスツアーを実施し、留学生35人が参加しました。今回は、ひ
たちなか市のひたちなかテクノセンター、大洗町のアクアワールド茨城
県大洗水族館を訪問しました。
　ひたちなかテクノセンターでは県内企業15社との交流会を行い、就
職した先輩留学生による事例発表も聞きました。またアクアワールド
では、イルカ・アシカショーを見たり、バッ
クヤードツアーに参加したりしました。
　留学生にとっては、将来日本で就職し
て働く姿を想像したり、普段見ることが
できない水族館の裏側を見学したりと、
貴重な経験になりました。

第１回クエスト茨城留学生研修を実施しました第１回クエスト茨城留学生研修を実施しました

　10月15日（日）、県内の留学生25人と常陸大宮市の高校生10人が参
加し交流会を実施しました。常陸大宮市が東京オリンピックの事前キャ
ンプ地として合意しているパラオからの研修生3名も参加しました。あ
いにく雨の中でしたが、午前中はパ－クアルカディアケビン村を訪問し、
プラネタリウム観覧、屋内でグル－プ毎の自己紹介やパラオ研修生・高
校生からの母国や地域の紹介で打ち解けた後、バ－ベキュ－ハウスで
野外交流を楽しみました。午後には五介和紙を訪問し、自分ですいた和
紙を記念に持ち帰り、また、道の駅常陸大宮～
かわプラザ～で地域の特産品を見学しました。
　留学生にとっては高校生との相互交流に加
え、茨城の魅力を体感し、SNS等で発信するこ
とができる、等、充実した一日となったようです。

ワ－ルドキャラバン野外交流会・
第２回クエスト茨城留学生研修を実施しました

ワ－ルドキャラバン野外交流会・
第２回クエスト茨城留学生研修を実施しました

茨城ふるさとファミリー事業を実施しました茨城ふるさとファミリー事業を実施しました
　9月30日（土）～10月1日（日）に、当協会で任命している留学生親
善大使、ＡＬＴ（ＪＥＴプログラム外国人指導助手）を対象に、「茨城ふるさ
とファミリー事業」を実施しました。今年度は留学生6名、ＡＬＴ16名、常
陸大宮市研修生（パラオ）3名の合計25名が、ご応募くださった県内の
ご家庭（ホストファミリー）宅で1泊2日のホームステイを体験しまし
た。ホストファミリーにとっても、ゲストに
とっても、楽しい2日間となったようです。
　当協会では随時、ホストファミリーを募集し
ています。登録の詳細については、ホームペー
ジをご覧いただくか、お気軽にご連絡ください。

iS a d iD d&
&

iS a d iD d&&

8


