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やぁ！クローズアップ
ブラジル日本移民 110 周年
＆在伯栃木県人会 60 周年
わくわく☆多文化
ハンガリーを知ろう！
JICA 情報局
海のむこうの暮らしから 「ケニア」

TIA は「やさしい日本語」の
普及を促進しています。

▲ゲーム「人間椅子」でアメリカの高校生たちと交流する参加者たち（7 月 24 日実施）

とちぎグローバルセミナー2018
栃木県内で国際理解、国際交流、国際協力等の活動をしている団体が、それぞれ特長を活かした内容でセミ
ナーを開催する「とちぎグローバルセミナー」
（主催：TIA、JICA 筑波）は、今年でちょうど 10 回目となりま
す。今年度は公益財団法人栃木県国際交流協会(TIA)設立 30 周年でもあり、これらを記念して、今回はさまざ
まなテーマで過去最多の 21 のセミナーを 7 月 21 日(土)～9 月 15 日(土)に実施しています。
8 月 4 日までに実施した 8 つのセミナーは、高校生の外国留学体験談（実施団体：グローバル・グループ）
、
ブラジルの伝統料理紹介（交流会「仲間」
）
、北インドの農村女性たちへの支援報告（アーシャ＝アジアの農民
と歩む会）
、アメリカの高校生とのゲーム交流（とちぎ YMCA）、スリランカ・カレー紹介（アジア学院）、世
界の海の豊かさを考えるワークショップ（JICA 筑波）、内閣府青年海外派遣事業の紹介（栃木県青年国際交流
機構）
、台湾料理紹介（World Cooking C.）
。子どもから大人まで多くの県民が参加し、楽しみながら外国文化
や世界の現状などを学びました。
とちぎグローバルセミナーは 9 月 15 日まで実施しています。まだ
30th Anniversary
間に合うセミナーもございますのでぜひご参加ください！詳しくは、
TIA ホームページ http://tia21.or.jp/からどうぞ。
※次号（12 月号）で 8 月 18 日以降に実施したセミナーをご報告します。 TIA はおかげさまで 30 周年
ＴＩＡニュース やぁ！

やぁ！クローズアップ

ブラジル日本移民 110 周年＆在伯栃木県人会創立 60 周年
ブラジルは現在、世界最大の日系人がいる国です。
1908 年に日本人が初めて、
ブラジルへ契約移民として「笠
戸丸」という船で渡りました。それから約 25 万人の日本人
が移民し、移民初期は主にコーヒー農園などの農業に従事
しました。今年は移民開始から 110 年の節目になります。
また、サンパウロを拠点として、本県出身者の交流の場
として設立された「在伯栃木県人会」が 60 周年を迎えるに
あたり、栃木県からは、福田知事（栃木県国際交流協会会
長）を始め、県関係者らがブラジルを訪問しました。

TIA で写真展の開催（7 月 3 日～8 月 8 日）
TIA は JICA 筑波と共
催で、両周年記念に合わ
せ、とちぎ国際交流セン
ター1 階の企画展示室
で、日本人のブラジル移
住や日系社会の様子、県
人会の活動などのパネ
ル展を開催しました。

▲パネル展示のほか、テレビモニター
で現地の様子も紹介

＜パネル展の一部を紹介
します＞

◀「栃木県人会館」。壁には県
のマークと日本語名が漢字で
書かれています

▲在伯栃木県人会記念式典で祝辞を述べる福田知事

7 月 19 日（木）にブラジル・サンパウロ市内にある栃
木県人会館では「在伯栃木県人会創立 60 周年記念式典」
が開催され、県人会の坂本アウグスト進会長や現地の会
員 140 名とともに、福田知事らも出席しました。

TIA トピックス

▶

TIA TOPICS

第 4 回栃木県フェア
「とちぎ de 国際理解 －クイズに答えて地球儀クラ
フトを GET しよう！－」
6 月 16 日（土）

県人会主催
「やきそば
会」の準備の
様子。楽しそ
うに野菜を切
る県人会の皆
さん

イオンモール小山店

TIA 県民外国語講座 とちぎ国際交流センター
はじめての英会話
5 月 10 日（木）～7 月 12 日（木）
日本国内や世界のニュースをもとに英語を学びながら、

県民の日（6 月 15 日）に合わせて行われたイベントに今

外国人講師と英会話を楽しみました。今回はイギリス、ア

年も参加し、TIA は国際理解につながるクイズを行うブース

メリカ、フィリピンなどのネイティブ講師が交代でレッス

を開設しました。

ンを務め、講座開講期間中はワールドカップと重なってい

「栃木県に暮らす外国人の数は？」
、
「外国人観光客の県
内一番の観光スポットはどこ？」などの質問について 3 択
で答えてもらい、いろいろな形の地球儀ができる工作シー

たので、各国のチームや試合結果について会話が弾み、に
ぎやかな講座になりました。

しました。TIA

とちぎ おもてなし
英会話

スタッフは、ク

5 月 11 日（金）～

トをプレゼント

7 月 13 日（金）

イズに参加され
た方々と交流し

おもてなしを中心に

ながら、身近な

英会話を楽しみながら、

話題を通して、

とちぎの歴史や文化な

栃木県の国際化

どについても学習しま

についてお話し

した。講師は、全国通

しました。

▲優しくアドバイスする講師の平野氏
（中央）

訳案内士で TIA のトランスレータ協力者の平野聖乃氏が務
▲TIA スタッフ（奥）とクイズの答えを考える参加者

めました。
ＴＩＡニュース やぁ！

TIA トピックス

TIA TOPICS

TIA ランチタイム・コンサート

「ピアノ演奏とクラリネット・アンサンブル」

お昼の時間帯（12:15～13:00）に、国内外のさまざまなジャ
ンルの音楽を聞いたり、とちぎ国際交流センターを知っていた
だく目的で１階の交流ラウンジで開催しています♫♪

7 月 12 日（木）
出演者：粂川玲衣香氏ほか（ピアノ）
、アルボーレ クラ
リネット アンサンブル（クラリネット）
演奏曲：プレリュード 1 番（ピアノソロ）
、東京ブギウ

「津軽三味線～邦楽の調べ～」

ギ（クラリネットアンサンブル＆ピアノ）等

6 月 14 日（木）
出演者：
コンサート後、

小川貢清世氏ほか

来場者の皆さ
演奏曲：津軽じょ

んに、「やさしい

んがら節、津軽民

日本語」の紹介

謡メドレー等

もさせていただ
きました！

コミュニティ通訳研修会
7 月 7 日（土）

日本語ボランティア情報交換会
「日本語の練習を超えた学習活動をしてみよう！」

とちぎ国際交流センター

7 月 13 日（金）

とちぎ国際交流センター

外国人住民
が日常生活の

外国人住民に日本語を教える活動を行っているボランテ

あらゆる場面

ィアを対象に、
日本語の教え方や教室活動などについて学ぶ

（行政窓口、

▲通訳者の役割を丁寧に話す講師の内藤氏

情報交換会を行い、

病院、学校等）

県内各地から 25 名

でコ ミュニケ

が参加しました。

ーシ ョンが円

今回は、
ちば多文

滑に なるよう

化協働プロジェク

支援 する「コ

ト日本語教育コー

ミュ ニティ通

ディネーターの
まんなみ え り

訳」について学ぶ研修会を実施し、TIA トランスレータバン

萬浪絵理氏を講師

ク登録者など 8 カ国語（英語、中国語、韓国語、スペイン
語、タイ語、フランス語、ベンガル語、ロシア語）の 25 名
が参加しました。
講師は昨年に引き続き、東京外国語大学大学院総合国際

に迎え、
日本語教室
▲学習者との対話例を実演する講師の
萬浪氏（左）

が日本語を話す「練
習」
を行うばかりで

なく、
「実践」の場になるような様々な取り組み事例のほか、

学研究院講師の内藤 稔氏。「コミュニティ通訳が果たすべ

外国人学習者とのコミュニケーションスキルについて学び

き役割と守るべき倫理」と題し、相談通訳から見えてくる

ました。

外国人住民の現状や通訳者の守秘義務等についてご講演い

前半は、日本語学習者にとっても身近な「健康」、
「防災」
、

ただきました。その後は、グループで通訳活動の事例につ

「介護」などのテーマについて学び、ポスターの作成や発表

いて話し合いました。

を行う活動やミニド

後半の通訳スキル

ラマ作りの実践例の

演習では、聞いた内

動画を視聴しながら

容を自分でまとめて

詳しく紹介していた

話すリプロダクショ

だきました。後半は、

ン演習、通訳時のノ

事例を実践する上で

ートの取り方のほか、

の課題を話し合った

市役所窓口でのやり

り、学習者の発話を

とりを想定した通訳
実習も行いました。

促すコミュニケーシ
▲通訳スキルの演習を行う参加者

ョンを学びました。

▲自己紹介とともに相手の話にあいづち
をうつ練習をする参加者

ＴＩＡニュース やぁ！

わくわく☆ 多文化

ハンガリーを知ろう！

2020 年の東京オリンピックで、栃木県はハンガリーの陸上

登校する生徒が多く、10 時の

競技選手のキャンプ地として決定されています。ハンガリー

休み時間におやつを食べる習

ってどんなところなんでしょうか？

慣があります。私はとてもお

AFS*のプログラムでハンガリーに一年間留学し、今年 7 月
しゅうれん

に帰国したばかりの後藤 秋 連 さん（栃木県立足利高等学校 2
年）にハンガリーでの体験について話してもらいました！

■街並み

▲ブダペストの町をバックに後藤さん（左）と友人

腹がもちませんので、食べて
から登校していました。
授業は、日本と同じように
クラスごとに行われ、選択科

まず、ハンガ

目の時は分かれます。午後の

リーに到着して

1～2 時には下校し、清掃や部

第一印象は、街

活はありません。学校では気

並みの美しさで

軽に話しかけてくれる人もい

す。歴史を感じ

て、気さくで話しやすいです。

る建造物が並び

■ホストファミリー

▲通学していた学校の校舎

本当に素晴らし

お父さん、お母さん、19 歳のお兄さんと 17 歳の弟のいる

く、休日はよく

家にホームステイしました。一般的にハンガリー人は、休日

写真を撮りに行

は家族と過ごし、クリスマスも

きました。

ツリーを飾って家で祝います。

首都のブダペストは公共交通機関が発達していて、路線バ

パプリカを使う料理が多く、

スや地下鉄のほか、
「トラム」という路面電車があります。

中でも両親が作ってくれた「グ

路線図を見れば外国人でも気軽に移動が可能です。

ヤーシュ（肉と野菜のスープ）
」

■学校生活
現地の高校に毎日通学していましたが、朝食をとらずに

▲ある日の夕食。ジャガイモ
にパプリカソースをかけたもの

は美味しかったです。

*AFS:高校生の交換留学等を行う国際ボランティア団体

JICA

海のむこうの暮らしから

情報局

～ケニア（PC インストラクター）隊員より～
鈴木由美 さん（那須塩原市出身）

TIA で社会体験研修を受け入れました
作新学院高等学校トップ英進部教諭の和久井瞳氏が、教
員研修として 7 月

Dejo su mochila y todo en su cuarto de pension donde

から 8 月にかけて

se alojaba, policia veia sus cocas y encontro su memo
私はケニアのナイロビ市
y parece que su plan de viaje,にある女子高校でコンピュ
quiere que lo lea,
Y si es posible quieren que ータを教えています。在校
vayan ahi.
生の多くがテレビやラジ
オ、スマートフォンもない
寮生活を送っています。生
徒たちが PC 実習室に入ってはインターネットを観ようとす
るなど、毎日がちょっとしたバトルの連続です。また、学校
には日本語クラブがあり、「とちぎ春夏秋冬」の写真で日本
に対する理解を深めたり、日本語の簡単なあいさつや折り紙
を練習しています。市内にある日本大使館では、10 年以上
前から宇都宮市出身の方が 60 人近いケニア人に空手を教え
ており、日本の文化が思った以上に受け入れられています。

の 5 日間、TIA で

【こんな活動をしています！】

就 業 体 験 として、
国際理解のイベン
トの準備や運営な
どを行いました。
▲外国料理教室の写真を撮る和久井氏（右端）

【栃木県の皆さんへ】
使わなくなった算盤や
縦笛、ピアニカ、お習字
セットなど、世界中の多
くの子供たちのためにぜ
ひ寄付してください！

JICA 栃木デスクからのお知らせ
JICA ボランティア秋募集情報
募集期間：10 月 1 日（月）～11 月 1 日（木）
ご質問、お問合せはお気軽に！
JICA 栃木デスク ０２８－６２１－０７７７
ＴＩＡニュース やぁ！

