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TIA トピックス
外国人相談サポートセンター新スタッフ紹介
避難カード＆医療情報ハンドブック作成
JICA 情報局
TIA は「やさしい日本語」の
高校生実体験プログラム
普及をすすめています。

▲知事表敬訪問。左からヴィトル、ダニエル、ウリセス、知事、
クリスティーナ、ベアトリス、秋沢会長

▲「ファッション造形」の授業で皮のブレスレットに自分の名前を
入れる研修生（宇都宮白楊高校）

▲「作物」の授業でリース作りを体験（宇都宮白楊高校）

▲宇都宮白楊高校のホストシスター・ブラザーと一緒に記念写真

ブラジル、ペルー、アルゼンチンから高校生が来県
南米の栃木県人会から日系人子弟の高校生を母県である栃木県に招へいし、本県と各国との交流・親善を図ることを
目的とした「栃木県南米県人会短期研修生受入事業」が 1 月 14 日～27 日、県と TIA の主催で実施されました。来県した
のはブラジルから武藤ヴィトルさん、村田ダニエルさんの 2 名、ペルーから池田ベアトリスさん、池田クリスティーナ
さん（双子です！）の 2 名、アルゼンチンから古川ウリセスさんの計 5 名。引率者はアルゼンチン栃木県人会の秋沢
クレリア会長です。
研修生は、栃木県立宇都宮白楊高等学校での体験通学と生徒宅ホームステイをはじめ、知事表敬訪問、栃木県海外移
住家族会との懇親会、県内日系人との交流会、親族等宅ホームステイ、日光視察や東京・横浜視察などを行いました。
プログラム終了後、研修生からは、
「日本の規律は素晴らしいと思います」
、
「学校では皆さん本当にやさしかったです。
友だちをたくさん作りました」、「ホストファミリーはとても親切で、楽しい時を過ごしました」、「ブラジルの学校とは
違いますが、日本の学校はよいところがたくさんあると思います。特に部活動があるのはとてもよいことだと思います」
などの感想が寄せられました。
ＴＩＡニュース やぁ！

とちぎ外国人相談サポートセンター スタッフ紹介
とちぎ国際交流センター内に今年度開設した「とちぎ外国人相談サポートセンター」で相談を担当する新しい
スタッフを紹介するシリーズ第 3 弾！ それぞれのお国柄などもお伝えします♪

ピーリス スワンナ

ホァン ティ ハン

（シンハラ語、
タミル語担当）

（ベトナム語担当）

はじめまして、スリランカ
出身のピーリスです。来日前
は小学校の教師でした。スリラ
ンカの公用語であるシンハラ語
とタミル語の両方が話せます。
■会話で覚えた日本語

はじめまして、ハンです。
18 才のときに家族と日本に来
ました。ベトナム料理教室など
を通して文化紹介をしたり、学
校での通訳もしています。
■3 年で帰国するはずが…

私は 12 年前に来日し、夫の経営するレストランも手伝っ

日本に 3 年いたらベトナムに帰ろうと思っていました。

ています。スタッフやお客さんのほとんどが日本人なので、

でも状況が変わり、ずっと日本にいようと決めてから日本

会話を通して日本語を覚えました。また、二人の子どもが

語の勉強を始めました。わかったふりはせず、わかるまで何

時々、私の間違いを注意してくれます。子どもの宿題を手

度も聞き返したり、ジェスチャーなどで伝えたりしました。

伝うことも日本語の勉強になっています。

■子育ての経験を生かしたアドバイス

■スリランカ人の考え方

ベトナム人の保護者の中には忙しさのせいか、気持ちが子

スリランカ人はいつも周りのことを考え、気軽に助け合い

どもに向いていない人もいます。私自身の子育ての経験か

ます。同じ感覚でスリランカ人が日本に来た場合、日本語が

ら、子どもの話に一日 5 分でもいいから耳を傾ける大切さや

あまりできないと余計に不安に思うかもしれません。

子どもの成長について具体的に伝えています。

■相談スタッフとしての抱負

■相談スタッフとしての抱負

スリランカ人に相談窓口の宣伝をすると、みんな驚きます。

ベトナム語で相談できる窓口があることを知ってもらい、

引きつづき案内し、少しでも力になれたらと思っています。

確実な情報提供ができるように頑張りたいと思います。

どちらも TIA のホームページから
ダウンロードできるよ！
http://tia21.or.jp/publications.html

TIA トピックス TIA TOPICS

TIATTOPICS
TIA は栃木県からの委託を受けて２つの制作物を発行しました。周囲の外国人にぜひお知らせください。
どちらも、とちぎ国際交流センターのほか、市町、市町国際交流協会等で配布しています。

「外国人のための医療情報ハンドブック <多言語版>」

「わたしの避難カード」

外国人住民が不安
なく医療サービスを
受けられるよう、また
医療機関等において
外国人への対応に活
用できるための医療
情報ハンドブックです。
英語、中国語、ベト
ナム語、フィリピン
▲A5 版 215 ページ。見開きで、左が
日本語、右が外国語で書かれている
が

▲A4 版を八つ折りにして、携帯できるポケットサイズ

「わたしの避難カード」には、災害時に外国人住民が適切

語、ポルトガル語、
スペイン語、韓国語、

ネパール語、タイ語の 9 言語が一冊にまとめてあり便利
が

に避難できるように、災害の説明、避難を知らせる日本語

です。全て日本語が併記されています。

の表現、また、避難所などで示せるよう個人データを書き

病院のかかり方、診療科名、症状の伝え方、薬の求め方、

込める欄も記載しています。英語、中国語、ベトナム語、

健康保険制度、コラムやお役立ち情報など盛りだくさんの

フィリピン語、ポルトガル語、スペイン語、韓国語、ネパ

内容となっています。

ール語、タイ語の 9 種類（日本語併記）があります。

PIA

ＴＩＡニュース やぁ！
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TIATTOPICS

相談員・通訳協力者実務研修会＆T タイムミーティング
11 月 29 日（金）

とちぎ国際交流センター

コミュニティ通訳研修会
1 月 30 日（木）

市町等で外国人の相談に携わる相談員や通訳者を対象に、
「日常生活における在留資格に関わる注意点」について研
ひさやす

とちぎ国際交流センター

地域における通訳支援を行う「コミュニティ通訳」につい
て学ぶ研修を入門者を対象として行い、英語、中国語等 8

修会を開催し 38 名が参加しました。行政書士の井上尉央氏

言語 39 名が参加しました。講師の東京外国語大学大学院総

より、税金・年金等の未納、生活保護、犯罪行為、義務教

合国際学研究院准教授の内藤 稔氏から「コミュニティ通訳

育の未就等による在留資格への影響について、ワークショ

の基本知識と求められる技法」と題し、多文化化が進行す

ップも交えて講演をいた

る日本社会の背景、コミュ

だき、参加者からは「在留

ニティ通訳の活動内容に

資格について整理できた」

ついて講演がありました。

など大変好評でした。

その後、逐次通訳に必要

その後の T タイムミー

な短期記憶や要点を捉え

ティングでは参加者同士

るトレーニング、ノートの

の活動報告など積極的な

取り方、ロールプレイによる

交流会となりました。

通訳実習を行いました。

母子保健を学びにマレーシアから研修員が来県

JICA 教師海外研修報告会

11 月 6 日（水）～11 月 19 日（火）

1 月 25 日（土）

とちぎ国際交流センター

JICA 青年研修事業（委託先：TIA）の一環として、日本

JICA 筑波・TIA 共催で JICA 教師海外研修報告会が開催さ

の母子保健に関する行政、医療、教育機関の取組みを学ぶ
ため、マレーシアから医師、看護師、NGO 職員等計 10 名

れ、教員及び一般県民計 39 名が参加しました。今年度は県

の研修員が来県しました。
一行は、国・県の母子保健行政に関する講義をはじめ、

1 名がミャンマーで研修しました。

内小中教員 3 名がネパールで、また県教育委員会指導主事
報告会では、海外研修の様子、研修を生かした授業内容、

自治体が実施するママパパ学級等の住民サービス、また、
PIA TOPICS

先生方の感じた世界を児童生徒がどう捉えたかなどが発表

助産院、産婦人科医院、

されました。また、ネパール

周産期母子医療センタ

と日本の教室をネットでつ

ー等の各医療機関の機

ないで交流する動画も紹介

能と役割、小中学校にお

されました。参加者からは、

ける保健衛生指導・性教

「研修後、在住外国籍児童生

育の実施方法などにつ

徒への関わり方の変化は？」

いて研修しました。

等の質問もありました。

▲ことり助産院（鹿沼市）で研修する
マレーシアの研修員

災害時外国人サポーター養成講座
11 月 30 日（土）

さくら市氏家公民館

災害が起こったときに、外国人支援の基本について学ぶ
講座「災害時の外国人支援って何？」をさくら市、さくら
市国際交流協会との共催で開催しました。
冒頭に、
TIA から台風 19 号の際の支援報告を行いました。
その後、NPO 法人多文化共生マネージャー全国協議会理事の
ただし

柴垣 禎 氏より、災害時の外
国人支援の取組み、情報をわか
りやすく伝える工夫等の講演
があり、その後のワークでは、
外国人の気持ちを想像しなが
ら課題を整理し、解決方法に
ついて活発な意見交換が行わ
れました。

やさしい日本語出前講座
下記主催の研修会で TIA 職員の田島亮子
が講師を務め、
「やさしい日本語」について
紹介したほか、下記フォーラムにパネリストとして参加しました。

＜研修会＞
・栃木市国際交流協会
11 月16 日（土）
、12 月6 日（金）
「やさしい日本語講座」

・とちぎ未来づくり財団
1 月 24 日（金）
「やさしい日本語職員研修」

＜フォーラム＞
・東京都国際交流委員会、国際交流・協力 TOKYO 連絡会
2 月 8 日（土）
「国際化市民フォーラム in Tokyo」
『災害時の「やさしい日本語」
、どう“まち”に根付かせるか？』
ＴＩＡニュース やぁ！

TIA トピックス TIA TOPICS
グローバル人材採用セミナー
12 月 11 日（水）

TIATTOPICS県内のサービス業（宿泊業）を対象とした外国人材活用の

とちぎ国際交流センター

ためのセミナーを開催し、34 社 43 名が参加しました。
セミナーでは、行政書士事務所 ISA パートナーズ代表の
ひさやす

県と TIA は「グローバル人材確保支援事業」の一環として、

井上尉央氏から、外国人雇用に必要な手続きの説明をして

海外展開を目指す県内企業やグローバル人材受入れ企業等

いただきました。その後は、栃木県那須町出身で現在ベト

を対象としたセミナーを開催し、21 社 29 名が出席しました。

ナムに在住の良知 コミュニケーションパートナーズ代表

前半は、外国人を受け入れる際に必要となる在留資格変更

りょうち

じん

の白井 尋氏から「ベトナム人

等の手続きなどについて、栃木県行政書士会の深見 史氏に

材の可能性と活用のポイント」

過去の事例等を交えてご講演いただきました。

と題して、ベトナムの若者の

後半は、株式会社アイ電子

自立支援を目指す活動やベト

工業の鈴木 悟氏より外国人材

ナム人社員との意思疎通や協

受入れの事例報告、また、同社

力関係強化についてご講演い

技術部勤務のベトナム出身の

ただきました。

▲メモを取りながら熱心に聞く
参加者

グエン・マン・ティエップ氏より

TIA 外国語講座 「はじめてのベトナム語」

就職活動の体験や仕事内容
について発表いただきました。 ▲経験談を発表するグエン氏

9 月 21 日（木）～11 月 30 日（木）

全 10 回

とちぎ国際交流センター

宿泊業における外国人材受入れセミナー
1 月 31 日（金） ニューみくら

ベトナム語初心者向けの講座

昨年 4 月に新たな在留資格である「特定技能」が創設さ

を開催しました。講師のフィン
ティ ホン イエン氏の指導の

れたことを受け、栃木県では「とちぎ外国人材活用促進協

もと、文字、発音、基本フレ

議会」を設立するなどの取組みを行っています。県と TIA は↗

JICA
情報局

高校生国際協力実体験プログラム

PIA TOPICS
～SDGs でつながる世界と私たち～

12 月 14 日（土）
、とちぎ国際交流センターにて JICA
筑波主催『高校生国際協力
実体験プログラム 2019』
が開催され、12 校 47 名
が参加しました。
このプログラムは、高校

ーズを楽しく学びました。

▲明るく楽しいベトナム語講座

ランチタイムコンサート
■フェロン オーケストラ■
～ヨーロッパの伝統音楽で
素敵なクリスマスを～
2019 年 12 月 13 日（木）に、と
ちぎ国際交流センターでギター、
フィドル、アコーディオンの演奏
を楽しみました。
曲目：ノルウェーの結婚行進曲等

▲４人が奏でる北欧音楽

生を対象に開発途上国の現
状や日本の国際協力につい
て理解を深めてもらうこと
をねらいとしています。

▲外国人とのランチ交流も楽しんだ
県内高校生

午前中のワークショップで SDGs について詳しく学び、
午後は、事前に一人ひとりが考えてきた身の回りの SDGs
課題を生徒間で共有し「今、私たちができること」をアク
ションプランにまとめました。学年、学校を越えた関係の
中で、高校生が考える栃木県の課題も、明らかになった
ようです。

JICA 栃木デスクからのお知らせ
・JICA ボランティア春募集 開始！
募集期間：２月 2０日(木)〜３月３０日（月）
⇒募集に関する相談は、栃木デスクにて、随時受け付
けております。
・20２０年度教師海外研修は 4 月募集です！
・JICA 筑波施設訪問（学校、市民団体等）も受付中
ご質問、お問い合わせはお気軽に！
JICA 栃木デスク ℡ 028-621-0777

編集・発行 公益財団法人栃木県国際交流協会（TIA）
住所
宇都宮市本町 9-14 とちぎ国際交流センター内
TEL
028-621-0777（代表） 028-627-3399（相談専用）
業務時間 8:30～17:15 休館日 日曜・月曜・祝祭日・年末年始
URL http://tia21.or.jp
Email tia@tia21.or.jp
ＴＩＡニュース やぁ！

