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TIA は「やさしい日本語」の
普及をすすめています。

▲配布されたテキスト

▲長谷川氏がテキストの内容を説明

▲「にほん語でかいご」動画シート

介護の仕事のための日本語セミナー
TIA は一般社団法人にほん語でかいご共育会と共催で、県内の外国人住民の皆さんを対象に、介護分野への就職支援及
び介護職への定着化を図るため、介護の仕事に役に立つ日本語を学ぶセミナーを 7 月 11 日(土)にとちぎ国際交流センタ
ーで実施しました。
本セミナーは、共育会が作成したテキスト「にほん語でかいご～はじめて学ぶ介護の言葉」、及びテキストを一人で学
ぶことができる動画（TIA 及び同会が作成）を紹介するものです。同会事務局長の長谷川朋子氏が、テキストから「介護
の仕事とはどういうものなのか」について話した後、テキスト全体の内容、及び動画シートの使い方を説明しました。
会場には 33 名の外国人住民（タイ、中国、ネパール、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ペルー、ベルギー、マレー
シア）が参加しました。皆さんとても意欲的で、
「動画とテキストの利用は自宅学習に役立つと思われます」
、
「このテキ
ストは外国人にとって必ず宝物になると思います！」などの感想がありました。
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昨年度開設した「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 4 弾！ それぞれのお国柄などもお伝えします♪

手塚

ホア

五味渕 ジュリエット
（タガログ語担当）

（ベトナム語担当）

はじめまして、ジュリエット
です。フィリピンの首都マニラ
から車で 2 時間くらいのリサル
県出身です。子どもたちに英会
話を教える仕事もしています。

はじめまして、ベトナム・タ
イビン省出身のホアです。19 才
のときに来日し、日本語学校、
専門学校を経て、横浜市から宇
都宮市に来ました。
■高校卒業後に来日

■日本語は独学で

ベトナムで高校を卒業し、留学生として来日してから、

2000 年に来日して、2006 年に宇都宮市に来ました。仕事

アルバイトをしたり、結婚後も介護ヘルパーなど、これま

や子育てが最優先で、自分のことは後回しになってしまっ

でに様々な仕事の経験をしてきました。

たので、日本語は自分で勉強し、時々、夫にも教えてもら

■ベトナム人との接し方

いながら覚えました。漢字が読めるようになったら、近所

日本とベトナムでは、考え方や習慣が違うことが多いで

の家の表札も読めて便利になりました。

す。日本人からすると信じられないこともあるかもしれま

■フィリピン人とのつながり

せん。ベトナム人に何か説明するときは、理由も一緒に教

コンビニでアルバイトをしていたとき、お客で来ていた

えてもらえると、納得して行動できると思います。コミュ

フィリピン人に勇気を出して声をかけたところ、とても喜

ニケーションをとってもらうのが一番いいです。

ばれました。私自身、フィリピン人とのつながりがあまり

■相談スタッフとしての抱負

なかったのですが、TIA で働くようになって友だちも増え、

一人一人に向き合って、相談員としてアドバイスをするな

ネットワークが広がるようになりました。相談員の仕事を通

ど、しっかりと対応したいと思っています。

して知ることも多く、自分にもプラスになっています。
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相談員・通訳協力者実務研修会 （動画配信）

グローバル人材を対象とした
合同企業説明会（オンライン）

6 月 2 日（火）～8 月 31 日（月）

7 月 29 日（水）～31 日（金）
例年、参加者の
栃木県の委託事業「グローバル企業人材確保支援事業」

皆さんには、セン

の一環として、国内の大学で学ぶグローバル人材を対象と

ターに集まって

した合同企業説明会を開催しました。今年は新型コロナウ

いただいて研修

イルスの感染拡大防止として、対面ではなく、会議アプリ

会を開催してい

ケーションの「Zoom」を利用しました。

ましたが、今回は

説明会は 3 日間にわたって実施され、県内企業 8 社と日

▲資料とともに解説する講師の深見氏

本全国の外国人留学生等 49 名が参加しました。企業ごとに
時間を区切って行い、会社概要、採用内容等を 20 分間説明、
その後、参加者との質疑応答を行いました。終了後、早速、

新型コロナウイ
ルス感染拡大防

止の一環として、動画配信による研修会を実施しました。
講師は、TIA が毎月実施している「在留資格・ビザ相談」
ふかみ

ふみ

を担当されている栃木県行政書士会の深見 史 氏が務め、

履歴書を送って面接を受ける学生もいました。

『外国人住民の支援のために』と題し、在留資格や社会保

県内のグローバル人材
を対象とした合同企業

障、労働基準法など外国人住民に関わる内容を 8 回にわた

説明会も 12 月に予定し

り講演いただきました。参加者は県や市、町の職員や外国

ています。

人向け相談窓口の相談員、TIA トランスレータバンク協力
者など、114 名が職場や自宅などで視聴しました。時間や
場所を選ばず、繰り返し視聴ができ、感染拡大防止につな
がる動画配信の研修会は大変好評でした。

▲企業の説明を熱心に聞く参加者

PIA

ＴＩＡニュース やぁ！

とちぎグローバルセミナー2020
【主催：TIA ・ JICA 筑波】
県内の国際理解・交流・協力等の団体が、とちぎ国際交流センターでセミナーを開催しました。今回は 7 月～
8 月に実施したセミナーを紹介 ‼ （参加者全員マスク着用、会場換気、参加者間の接触を最小限として実施しました）
7/18 簡単おいしいインド・カレー
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を作ろう！

7/25 北インドのフェアトレード

8/1 飛びたて高校生！高校

事業と新型コロナ

留学の意義

学校法人 アジア学院

アーシャ＝アジアの農民と歩む会

グローバル・グループ

インド・ナガランド出身のベロさん

コロナ禍の中、モリンガ・裁縫事業で

AFS 高校留学プログラムの紹介と、

が講師となり、スパイスの効いた

活躍する北インドの女性達の報告と現

イタリアやアルゼンチンの留学経験

カレーを作って食べました。

地で作られた洋服等を展示しました。

者が現地の高校生活を発表しました。

8/1 LET’S！ 国際交流

8/8 多様性の国アメリカ

8/8 七色の土を使って、お皿を

栃木県青年国際交流機構

栃木県産業労働観光部国際課

（栃木 IYEO）

作ろう！
クリエイティブ・レインボープロジェクト

栃木 IYEO の紹介、
「世界青年の船」
、

はやし か く

国際交流員のカエル氏が、アメリカ

陶芸家の 林 香君氏らが、
「七色クレ

「日韓交流事業」参加者の報告やホー

の民族、動植物、自然の多様性につい

イ」を使った皿の作り方を紹介。参加

ムステイの楽しさを伝えました。

てクイズを混ぜながら紹介しました。

者はオリジナルのお皿を作りました。
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8/22 ゲ ー ム で 考 え る チ ョ コ

8/2 ここがわたしの

8/29 とちぎからネパール人の

レートの旅

ANOTHER SKY !!

声を聞こう

まちなか・せかいネット
－とちぎ海外協力 NGO センター

栃木県青年海外協力隊 OB 会

ネパール支援有志の会サンガサンガイ

オリジナルのカードゲームでフェア

カメルーンやタンザニアで活動して

ネパールの基本情報の紹介、ネパー

トレードについて学び、チョコレート

いた JICA 青年海外協力隊員が、現地の

ル文字体験のほか、県内のネパール人

が届くまで何が起きるか学びました。

活動の様子や文化を紹介しました。

が直面したコロナ問題を話しました。

ＴＩＡニュース やぁ！
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～企業のための～
外国人材 “共働“ Web Journal
外国人材の受入れから、共に働く環境を整えるための

・海外での求人を考える
～タイでの『日本の魅力』を振り返って～
■外国人材 法律のポイント（栃木県弁護士会）
・コロナウイルスの影響に伴う技能実習生の解雇について

情報満載のコラムを、TIA ホームページ内で連載中です。

・技能実習と特定技能の違い

下記のような専門家によるラインナップで、今後も随時
更新していきます。ぜひ、ご覧ください！

■外国人材雇用の手続き（栃木県行政書士会）

http://tia21.or.jp/WebJournal.html

・コロナ禍の外国人労働者
・在留資格「技能実習」
・在留資格「特定技能」

■外国人とともに働く
（TIA 外国人材コーディネーター

堀江茂行）

■外国人材の労務（栃木県社会保険労務士会）

・外国人住民数の状況

・労働契約の締結について

・外国人労働者の在留資格とは

・労働条件 (1)労働契約の期間及び更新について

・外国人が働く業種

・労働条件 (2)労働時間について

JICA
情報局

JICA 筑波 40 周年

PIA TOPICS
～これからも地域と世界をつなぐお手伝いを～

【JICA 筑波 40 周年記念イベント開催のお知らせ】
9/19（土）～10/31（土）
ありがとう 40 周年！
～筑波から世界へ！40 年の実り～

TIA のコロナ対策
TIA 事務所のある「とちぎ国際
交流センター」では、換気、
消毒を行うほか、職員及び来館
者のマスクの着用、手指消毒を
徹底し、センター内の行事では
▲密を避けて椅子を配置した 収容人数の半数以下の人数で
センター1 階のラウンジ
開催しています。

栃木県を所管する JICA 筑波は、1980 年の設立
以来、地域の皆さんと世界をつなぎ、今年 40 周年
を迎えました。
40 年の実り、皆さんへの感謝、そしてこれからの
世界と日本の SDGs（持続可能な開発目標）貢献へ
の決意を込めて、記念イベントを開催します。
感染予防対策に注意し、一部はオンラインでも
開催しますので、お気軽にご参加ください！
記念イベントは期間中、随時 HP 上で公開します。
ぜひ、こまめにチェックしてみてくださいね!
◆筑波と世界をつなぐ様々な情報を発信中！
Website:https://www.jica.go.jp/tsukuba/
JICA 栃木デスクからのお知らせ
・JICA 海外協力隊の応募を検討の方
⇒現在募集は一時中止となっていますが、募集に
関する相談は、随時受け付けています。
・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 栃木デスクまで！(TEL 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
消毒
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！

