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TIA トピックス
日本語学習支援研修会（経験者コース）
地域日本語教育コーディネーター着任
JICA 情報局
海外協力隊員の活動紹介
～「地球はひとつＪ」を再び～

TIA は「やさしい日本語」の
普及をすすめています。

▲グル－プワークを取り入れながらエネルギッシュな講義を行う講師の有田氏

日本語学習支援研修会・経験者コース
地域の日本語教室で活躍する日本語学習支援者を対象とした研修会を、とちぎ国際交流センターで開催しました。
11 月から 12 月にかけて計 4 回実施し、県内各地から 32 名が参加しました。講師には東京にほんごネット代表の有田玲子
氏を迎え、地域の日本語教室の役割、日本語学習支援における ICT の活用などについて学びました。
日本語教室の役割について、多様な学びの形があることを理解し、生活に必要な日本語をどのようにサポートしてい
くかという視点で考えました。また、ICT を活用した日本語学習として、文化庁が運営する「つながる ひろがる にほん
ごでのくらし」という日本語学習サイトを紹介し、外国人と日本人が、日本語でやりとりをする場面の動画を視聴しな
がら、教室活動での活用方法について学びました。研修会では視聴した動画を参考にして、オリジナルのスクリプト（会
話の台本）づくりに挑戦しました。スクリプトは、場面の設定やそのスクリプトを通じて学べる表現などを意識し、グ
ル－プに分かれて話し合いながら作成しました。さらに、日本語が全くできない学習者への対応、タスクカードの作り
方、例文を提示するときの注意点などを学びました。
ＴＩＡニュース やぁ！

TIA トピックス TIA TOPICS
日本語ボランティア情報交換会
2 月 25 日（金）

TIATTOPICS

企業向け集中研修
1 月 26 日（水）

オンライン

オンライン

地域の日本語教室などで

外国人の雇用に向けた社内の取組や採用活動の促進を目

外国人に日本語を教える活

的とした 4 部構成のセミナーを開催し、県内企業の経営

動をしている方を主な対象

者・人事担当者など 50 名が参加しました。
やすひさ

に、宇都宮大学基盤教育セ

第 1 部：行政書士の井上尉央氏「在留資格と入管法」

ンターの牧原紀子氏を講師

第 2 部：株式会社ワールディングの池邊 正 一 朗氏「外国

に迎え、オンラインで開催
しました。

い け べ しょういちろう

人材の採用方法」
▲明るくわかりやすい講師の牧原氏

あさ み

第 3 部：内定ブリッジ株式会社の淺 海 一郎氏「受入れの
ための環境整備と定着対策」

冒頭に、昨年度、栃木県と TIA が行った県内の日本語学
習についての調査から、日本語教室の回答結果について報

第 4 部：技能実習生と特定技能外国人を受入れている株式
そうかん

株式会社壮関の生産管理課リーダー 奈良恵美子氏

告しました

と株式会社コバヤシファーム代表取締役社長

牧原氏の講話では、講師自身が行っている外国人児童生

小林哲哉氏による県内企業の雇用事例

徒や保護者との関わり、現在の課題などについて紹介があ
りました。その後、参加者はグループに分かれて、それぞ
れの活動内容や課題を共有しました。そこから、課題の原
因、学習者の目的を再認識する話し合いへと発展させまし
た。また、Padlet（パドレット）を活用し、参加者から出た
課題への解決につながるアイデアなどを出し合いました。
このほか、講師からは、オンラインで活用できるツール
などの活用事例の解説がありました。
参加者からは、
「活動上の課題が自分だけではないと思っ
た」
、
「解決方法のヒントになった」との感想がありました。

PIA TOPICS
外国人材活用促進 Web セミナー
・建設業部会主催セミナー
12 月 7 日（火）

オンライン

度外国人材の活躍に向
けて」を、次にカテル
▲上から畑中氏、大澤氏、田島氏

「海外で大学を卒業する学生の募集と採用について」の講

対象に、国土交通省

演を行い、最後に県内企業の株式会社メイバンプラスチッ

認可の一般社団法人

かえで

ク茂木の田島 楓 氏が事例を紹介しました。
▲説明を行う麓氏（右上）、稲場氏（右下）

ふもと

麓 裕樹氏と事業部プロジェクトリーダーの稲場靖惠氏を

講師に迎え「建設特定技能外国人制度」に関する解説をし
ていただきました。

・介護部会主催セミナー
2 月 25 日（水）

オンライン

県内介護事業所等の職員の方を対象に、
「外国人材の今、

・製造業部会主催セミナー（第 2 回）
12 月 22 日（水）

「中小企業における高

の大澤幸一郎氏が、

者や採用担当者等を

より、管理部長の

ーター 畑中広久氏が

有限会社の国際事業部

県内建設業の経営

建設技能人材機構

材活躍推進コーディネ

オンライン

栃木県には、大手企業や技術力の高い中小企業が多く、
大学・専門学校の卒業生を求める企業もあることから、製
造業の経営者や採用担当者等を対象に、
「優秀な外国人材の
確保・定着に向けて」のセミナーを行いました。
独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）
・高度外国人

そして未来を知る」をテーマにパネルディスカッションを
行いました。パネリストに、特別養護老人ホーム・マイホ
たつとし

ームきよはらの常務理事・総合施設長 塩澤 達俊氏、介護
人材専門家の株式会社 ONODERA USER RUN
務執行役員

第一営業統括常

よう すけ

岩﨑庸 介 氏、株式会社ウィルオブ・ワーク

ヘルスケア事業部 事業開発室グローバルサポートグルー
プ マネージャー横井

ゆう

祐 氏を迎え、外国人材の今後の展

望や将来性について、意見をいただきました。
ＴＩＡニュース やぁ！

TIA トピックス TIA TOPICS
TIATTOPICS
第 2 回 TIA 外国人キーパーソン研修会
2 月 5 日（土）

オンライン

JICA 筑波 教師国内研修・実践授業報告会
2 月 19 日（土）

TIA からの

とちぎ国際交流センター＆ライブ配信

JICA 筑波と共催で、
「JICA 筑波 教師国内研修・実践授業

情報を外国人

報告会」を実施しました。

住民に SNS 等

発表者は、国内研修に参加の田代幸恵教諭（宇都宮市立

で伝えている

上河内西小学校）、山﨑さくら教諭（栃木県立足利工業高

「TIA 外国人

校）、仙波千浩教諭（宇都宮市立泉が丘中学校）、行政コー

キーパーソン」

ス参加の興野寛久教諭（栃木県総合教育センター）の 4 名。

を対象に、今

茨城 NPO センター・コモンズ（コミュニティでの場所作り）
、

後の情報発信
活動の参考と

有限会社ドンカメ（たい肥製造）
、エスコーラ・オプション
▲災害用語の説明を行う講師の黒子氏

（ブラジル人学校）
、

なるよう研修会をオンラインで実施し、17 名が参加しました。

TIA 等の研修先で学

今年度 2 回目の研修会テーマは、
「災害時に使われる行政

んだことを生かし、

用語の翻訳」
。栃木県産業労働観光部国際課の黒子康彦副主

SDGs や多文化共生を

幹が講師となり、難しい行政用語の読み方、意味等を解説

キーワードに、オリ

しました。

ジナル教材や個性豊

取 り 上 げ た 用 語は、「高齢者等 避 難 、 避 難 指 示、緊急

かな手法で行った実

安全確保」
、
「罹災証明書、被災証明書」
、新型コロナウイル

践授業の内容及び児

ス関連の「３密」など。各自、翻訳をしたり、翻訳の難し

童・生徒の反応などを発表しました。

かった点や工夫した点などを言語ごとのグループに分かれ

来場者 5 名、ライブ配信による視聴回数は 97 回でした。

て話し合いました。その後、全体でも発表し参考にするな

※この報告会の動画はTIA ホームページからご覧ください。

ど、有意義な研修となりました。

PIA
（http://tia21.or.jp/movie.html）

TOPICS
「水平線のムコウ～元領事のつれづれ話 Part1」刊行
外務省出身で当協会に勤務

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、

する石塚勇人参与が、当協会ホ

「やさしい日本語」について紹介しました。

ームページ「水平線のムコウ～

・小山市役所

元領事のつれづれ話」のコーナ
（2020 年 4 月～2021 年 12 月）

職員向け「やさしい日本
語」活用講座

の内容をまとめました。

11 月 16 日（火）
、

ーに掲載した第 1 回～第 31 回

TIA のホームページから閲覧、

12 月 21 日（火）

ダウンロードが可能です。ぜひ
ご一読ください！
http://tia21.or.jp/parts/files/suiheisen_part1.pdf

「やさしい日本語」のロゴマーク＆多言語ポスターを
ご活用ください！

TIA ランチタイム・コンサート
12 月 11 日（土）

とちぎ国際交流センター

「やさしい日本語」でのコミュニケーションの意志表示と
してロゴマークと多言語ポスター

D

出演：TIA カルテット

「私たちは『やさしい日本語』で

曲目：川の流れのよう

話します」は、TIA ホームぺージ

に、ゴッドファーザー、

からダウンロード

リベルタンゴ、ホワイト

できます。ぜひ

クリスマス等

ご活用ください。

参加者数：40 名
▲演奏する TIA カルテットのみなさん
ＴＩＡニュース やぁ！

地域日本語教育コーディネーター紹介
こんにちは。地域日本語教育
TIATTOPICS

ちと悪戦苦闘。日本語の難しさを実感しながら、教師として

コーディネーターの福田あゆみ

鍛えられました。その後、定住外国人の日本語研修に関わ

です。文化庁『地域日本語教育

りました。栃木県に住んでいる外国人の方々の学習意欲の

の総合的な体制づくり推進事

高さに驚かされるとともに、生活者の日本語という視点で

業』において、地域の日本語教

たくさんのことを学ばせていただきました。

育を推進するため、令和 3 年 10

■TIA での現在の仕事

月から、TIA に勤務しています。

初年度の現在は、市町や日本語教室、外国人コミュニテ
ィの日本語学習に関する調査、地域の日本語教室で使える

■地域日本語教育コーディネーターとは？
地域で日本語学習支援に関わる自治体、国際交流協会、

教材や他県での日本語教室の取り組み事例の収集などをし
ています。また、日本語学習に関する相談にも対応してい

民間団体、日本語教室などからのご相談に対して、必要な

ます。

情報の提供、助言、専門家や他機関とのコーディネートな

■今後の展望

どを行います。

コロナ禍において、日本語学習の環境も変化しています。

■経歴

このような時期でも学習が継続できるような環境づくり、

以前は日本語教師

学習の場や学習の方法につながるための情報提供、日本語

として、外国人に日

教室や学習支援者の皆さまの課題解決など、お役に立ちた

本語の指導をしてい

いと思います。ぜひお声をかけてください！

ました。日本語学校
では、ベトナム、ネ

TIA のホームページに「日本語学習支援」のページができ

パール、中国、スリ

ました！日本語教室に役立つ教材も紹介しています。

ランカなど主にアジ ▲日本語学校の留学生と（右端が筆者）

ぜひ一度ご覧ください。
http://tia21.or.jp/3425.html

アからの留学生た

JICA
情報局

海外協力隊員の活動紹介

PIA

TIA で社会体験学習

～「地域はひとつ J」を再び～

TOPICS

宇都宮市立泉が丘中学校 2 年

6 月号でご紹介した CRT 栃木

の大島睦恵さん、守田行汰

放送番組内「地球はひとつＪ」

さんが 11 月 30 日から 4 日間、

～

ですが、おかげさまで 2 月末
現 在 、 45 回 42 名 の 隊 員 の
出演がありました。現地なら
ではのエピソードは、元隊員

▲元メキシコ隊員の岡田洋氏
（右）と小暮アナウンサー

外国人相談員から話を聞い
▲センターの掲示物を作成し
た
ている大島さん（右）と
守田さん（左）

たり、やさしい日本語の掲示
物の作成を行いました。

の状

が聴いてもびっくり！、ドッキリ！の内容が盛り沢山です。
栃木県には、県出身・在住の隊員や帰国隊員に対する支援
団体として、
「青年海外協力隊とちぎ応援団」があります。放
送のアーカイブや活動記事は、団体 HＰで聴くことができま
す。聞き逃した方は、ぜひこの機会にお聴きください！
「地球はひとつ J」コーナーは、まだまだ、4 月からも続きま
す。2 年住んだからこそ分かった！知った！現地の生情報を、
引き続きお楽しみください！JICA 筑波フェイスブックにも
毎回の放送の様子を掲載中です！
番組名：
「地球はひとつ J」 放送局：CRT 栃木放送（ラジオ）
放送時間：毎週水曜午前 10 時 40 分頃から午後 1 時頃まで
※青年海外協力隊とちぎ応援団ホームページ：
https://tochigiouendan.wixsite.com/ouendan

JICA 栃木デスクからのお知らせ
JICA 海外協力隊など情報はこちらから
◆筑波と世界をつなぐ様々な情報を発信中！

https://www.jica.go.jp/tsukuba/

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

ご相談は JICA 栃木デスクまでお気軽に！
ＴＩＡニュース やぁ！

