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（公財）とやま国際センター
〒930-0856　富山市牛島新町5-5
インテックビル4F（タワー111） 
TEL（076）444-2500
FAX（076）444-2600
E-mail：tic@tic-toyama.or.jp
URL：http://www.tic-toyama.or.jp

〜TIC国際理解出前講座〜
　平成１５年度からはじまったTIC国際理解出前講座。県内の学校・団体等に講師を派

遣し、国際交流・協力、国際理解への促進に努めてまいりました。平成２４年度の講座

への参加人数は３，０００人以上にのぼります。

国際理解ワークショップ（氷見市立西部中学校）



日時：平成２５年２月２３日（土）１４：００～１５：３０

場所：高岡市生涯学習センター　研修室５０３

講師：今村　弘子 氏
　　　　　　（富山大学極東地域研究センター教授）

第4回 日本海学講座
「交流するアジア」

　２０１２年の内閣府のアンケートでは、日本と中国および韓国との関係が「良好だと思わない」という割合が過去最

高を記録しました。その一方、昔から現在に至るまで日本と東アジア諸国は文化・政治・経済等の面で深く結びつい

ています。そんな中、今後どのようにお互いが関わっていけばよいのかということをテーマに講座が開催されました。

　５２名が参加し、中国や北朝鮮の政治経済の現状について多くの質問がでました。

　今年で１３回目を迎えた日本海学シンポジウムには、２２３名

が会場に集まり、｢自然観から捉える、森・里・海｣ をテー

マに開催されました。

　基調講演では講師の山折哲雄氏が、親鸞や良寛などの著名

な僧の多くが日本海側に暮らしていたこと、彼らの多くが日

本海沿岸からみる夕日の美しさについて歌に残したことにつ

いて触れ、「自然に身を置く中で形成される価値観を大切に

すべき」と述べました。

　後半のパネルディスカッションではパネリストのそれぞれ

の専門分野から見た日本人の自然観について語り、様々な意

見が交換されました。

日時：平成２５年１月１９日（土）１３：３０～１７：００

場所：北日本新聞ホール

日本海学シンポジウム

基調講演：「海やまのあいだ　–意識の三層構造–」
　　　　　講師　山折　哲雄 氏

　　　　　（元国際日本文化研究センター所長・宗教学者）

パネルディスカッション：

　　　　　「森・里・海の自然観がつくる生活文化」
　　　　　コーディネーター　米原　　寛 氏

　　　　　　　　　　　　　　　　 　（富山県〔立山博物館〕館長）

　　　　　パネリスト　田中　　克 氏（京都大学名誉教授）

　　　　　　　　　　　布村　　昇 氏（前富山県生物学会会長）

　　　　　　　　　　　佐伯　安一 氏（富山民俗の会代表）

山折哲雄氏の基調講演



国際交流員より離任のご挨拶！

　１年間の国際交流員の任期の終わりが近づき、そろそろ帰国する時期になりました。

中国で大学を卒業後、２００１年に日本へ留学し、２００２年から２００８年まで６年間富山で生活し

ました。私は美しい富山が大好きです。富山は私の第二の故郷と言っても過言ではありま

せん。

　去年２月に４月から遼寧省からの国際交流員として富山県に派遣されることを知って、

私は富山と運命的な因縁を感じ、再び富山で勤務、生活することを考えると、とても興奮

しました。

　去年は中日国交正常化４０年に当たる重要な年で、中日交流をさらに深め、両国の関係を

一層強化するチャンスだったのですが、残念ながら尖閣諸島などの問題で、中日関係は中

日国交正常化４０年以来の「氷点」に陥ってしまいました。

　私は中国で中日交流などの仕事を担当しているので、また富山に来る機会は多くあると思います。私は日本と中国、富山

県と遼寧省、日本人と中国人の友好交流のために自分の一生を尽くしたいと思っています。

　桜の時期に日本に来て、桜の時期に中国に戻ることになります。日本に来た時、桜は本

当に可愛らしく私を迎えてくれました。来日時は桜を見ることができましたが、帰国時に

はもう見るチャンスがないでしょう。

　国際交流員の仕事は人生の良い経験になったと思います。特に学校訪問では、日本の子

供たちが中国に対してどのような印象をもっているかが分かりました。富山では外国人が

寂しくならないように外国人向けのイベントがたくさん行われていました。外国人が富山

で友達を作るのは簡単です。皆さんが富山を好きになってくれると思います。

　私は生まれてからずっと平地に住んでいました。富山県は周りを山に囲まれ、海に面し

ています。冬の晴れた日には雪の積もった立山が見えます。それは見飽きることのない風

景でした。立山に行ったことが一度ありますが、残念ながら頂上までは行けませんでした。私は平地育ちなので途中で怖く

て諦めました。立山の美しさは本当に印象深かったです。チャンスがあればもう一度行きたいです。

　最後にあるアメリカ映画の有名なセリフを皆さんに送ります。それは「I'll be back」です。
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TIC国際理解出前講座を活用しよう!!
　国際理解、国際協力、国際交流をテーマに、いろいろな国のことを聞いたり体験し

たりしてみませんか？ お気軽にお問い合わせください。

　皆さんのところへ国際交流員や青年海外協力隊OBなどの講師が出向き、皆さんの

国際理解を応援します。

ワークショップの様子（富山市立五福小学校）

TIC国際理解出前講座の4つのコース

・JICA国際協力出前講座コース

・国際交流･異文化理解コース

・国際理解ワークショップコース

・NGOの活動紹介コース

お申込・お問合せ
〒９３０－０８５６ 富山市牛島新町５番５号 インテックビル４階

（公財）とやま国際センター　　担当：高岡
TEL ０７６－４４４－２５００　FAX ０７６－４４４－２６００
E-mail : jicadpd-desk-toyamaken@jica.go.jp
＊申込書はhttp://www.tic-toyama.or.jpからダウンロードできます。



外国人のための日本語ボランティア養成講座
とき：６月４日～８月６日　全１０回　火曜日　１８：３０～２０：３０

場所：環日本海交流会館

外国人の日本語学習を支援するボランティア養成講座です。

日本語教室アドバイザーの派遣
地域日本語教室へ日本語教育専門アドバイザーを派遣します。

災害時外国人支援ボランティア養成研修
とき：７月

場所：環日本海交流会館

災害時外国人支援ボランティア養成・出前研修
とき：６～７月

場所：県内日本語教室

イングリッシュ・チャット
とき：毎月第１、３水曜日　１９：００～２０：３０

場所：（公財）とやま国際センター　談話室

県内に暮らす外国人ゲストと、文化や習慣など様々なことについて英語でお

しゃべりする集まりです。

とやま国際塾
とき：７月１４日（日）～１５日（祝）１泊２日

場所：呉羽青少年自然の家

高校生を対象に、国際交流員、海外技術研修員、留学生等との交流を通じて

国際協力、多文化共生について考えるセミナーです。

日本海学研究グループ支援事業研究成果発表会
とき：５月１８日（土）９：３０～１６：００
場所：県民会館７０４号室
日本海学に関する研究・普及活動に対し平成２４年度に助成を受けた９つの個
人・グループによる合同の成果発表会です。
 

日本海学シンポジウム
テーマ　“海がつなぐ文化と環境”
とき：１２月７日（土）１３：３０～１７：００
場所：北日本新聞ホール
講師：大阪大学大学院 教授　武田 佐知子 氏　ほか

日本海学講座
第１回　“日本海の旧石器考古学”
とき：６月８日（土）１４：００～１５：３０
場所：県民会館３０４号室
講師：魚津市立図書館 館長　麻柄 一志 氏

第２回　“常識を覆した立山の氷河”
とき：９月１４日（土）１４：００～１５：３０ 
場所：県民会館３０４号室
講師：富山大学 名誉教授　川田 邦夫 氏

第３回　“韓国と日本の文化交流”
とき：１０月２６日（土）１４：００～１５：３０
場所：高岡市生涯学習センター 研修室５０３（ウィングウィング高岡内）
講師：富山大学 准教授　林　夏生 氏

第４回　“環日本海地域の経済状況ーロシアとの関連からー”
とき：２月２２日（土）１４：００～１５：３０
場所：県民会館３０４号室
講師：環日本海地域経済研究所 代表理事兼所長　西村 可明 氏

高度差４０００ｍ森里海のつながり発見事業
⑴　高度差４０００ｍ森里海フィールド親子教室 ＊小学生高学年親子対象

　　７月２７日（土）　海 講座　（“若潮丸”乗船体験、海洋教室など)
　　８月３日（土）　森里講座（氷見市内での自然観察、博物館の見学など)
⑵　森里海のつながり講座
　　テーマ：海洋、大地、大気のつながり
　　とき：８月３１日（土）……海洋
　　　　　９月２８日（土）……大地
　　　　　２６年１月２５日（土）……大気
　　　　　いずれも、１３：３０～１４：５０と１５：００～１６：２０の２講座
　　場所：いずれも、県民会館３０４号室

【お申込み・お問合せ】
〒930-8501（住所記載は不要です)
日本海学推進機構（富山県 国際・日本海政策課 企画係内）
TEL 076−444−3339　FAX 076−444−8694
E-mail  adm@nihonkaigaku.org
URL http://www.nihonkaigaku.org/

多文化共生講座

外国語・外国文化を学ぶ講座

日本海学を学ぶ講座

平成25年度の（公財）とやま国際センター
の事業をご紹介します!!
　今年度も、国際理解、国際交流、国際協力及び多文化共生の
促進のため、様々な事業を展開していきます。



外国人のための日本語ボランティア養成講座
とき：６月４日～８月６日　全１０回　火曜日　１８：３０～２０：３０

場所：環日本海交流会館

外国人の日本語学習を支援するボランティア養成講座です。

日本語教室アドバイザーの派遣
地域日本語教室へ日本語教育専門アドバイザーを派遣します。

災害時外国人支援ボランティア養成研修
とき：７月

場所：環日本海交流会館

災害時外国人支援ボランティア養成・出前研修
とき：６～７月

場所：県内日本語教室

外国語の絵本よみきかせ親子の会
とき：毎月第２土曜日　１０：００～１１：００

　　　全１２回

場所：環日本海交流会館

外国語の絵本の読み聞かせを通して、外国人

親子が母国の文化に親しんだり、日本人親子

が異文化を楽しむ講座です。

イングリッシュ・チャット
とき：毎月第１、３水曜日　１９：００～２０：３０

場所：（公財）とやま国際センター　談話室

県内に暮らす外国人ゲストと、文化や習慣など様々なことについて英語でお

しゃべりする集まりです。

とやま国際塾
とき：７月１４日（日）～１５日（祝）１泊２日

場所：呉羽青少年自然の家

高校生を対象に、国際交流員、海外技術研修員、留学生等との交流を通じて

国際協力、多文化共生について考えるセミナーです。

講座名 開催期間 曜日 対象 定員

中国語（入門） ５／２０～３／１７ 月 初心者 ３０名

中国語（初級） ５／２４～３／１５ 金 １年程度学習された方 ３０名

中国語（中級） ５／２２～３／１２ 水 ２年程度学習された方 １５名

韓国語（入門） ５／２１～３／１１ 火 初心者 ４０名

韓国語（初級） ５／２３～３／１３ 木 １年程度学習された方 ４０名

韓国語（中級） ５／２２～３／１２ 水 ２年程度学習された方 ３０名

ロシア語（入門） ５／２３～３／１３ 木 初心者 １５名

ロシア語（中級） ５／２４～３／１４ 金 ２年程度学習された方 １５名

ポルトガル語（初級） ５／２０～３／１７ 月 初心者等 １５名

と　き：上記の期間の１８：３０～２０：００　年間３５回程度　　 
場　所：（公財）とやま国際センター研修室
受講料：１０，０００円（テキスト代別）

BOUSAIに取り組もう!!
とやま国際センターでは今年度新たに災害時の外国人支援

事業を実施します。災害時外国人支援ボランティアの育成、

外国人住民も参加する防災訓練の実施、外国語・やさしい

日本語による防災情報ホームページ作成に取り組みます。

外国語・外国文化を学ぶ講座

“BOUSAI RADIO”外国人のための災害情報提供
　防災意識の啓発を目的として平成１８年度より実施してきた“BOUSAI RADIO”の放
送日及び時間を変更します。平成２５年度は４ヵ国語（やさしい日本語、英語、中国語、
ポルトガル語）での放送となります。

FMとやま 周波数８２．７MHz
平成２５年５月～平成２６年２月 
毎月第１土曜日　２１：５５～２２：００　やさしい日本語、中国語　
　　第３土曜日　２１：５５～２２：００　英語、ポルトガル語

平成25年度の（公財）とやま国際センター
の事業をご紹介します!!
　今年度も、国際理解、国際交流、国際協力及び多文化共生の
促進のため、様々な事業を展開していきます。



　首都ルサカからバスで８時間。マラウイとの国境にある町、山に囲

まれた町チパタが私の配属先である。チパタ郡は東部州の州都であり、

州の中で１番人口の多い郡である。ザンビアは人口が日本の約１０分の

１、国土は日本の２倍である。隣国であるマラウイまでの距離は１９

kmである。公用語は英語だが、ザンビアには７４の部族が存在しており、

チパタでは現地語としてニャンジャ語とチェワ語が主に話されている。

　毎年２月の最後の週に、ンクワラセレモニーというンゴニと呼ばれ

る部族による伝統的な催しが行われる。ザンビアの気候は雨季と乾季

に分かれており、チパタでは雨季の期間の毎週火曜日、木曜日、日曜

日が停電・断水である。教会だけでなく、モスクも数多くありイスラ

ム色も強い。自転車タクシーがとても多く走っている。大型スーパー

やマーケットがあり、生活には不自由しない。みんな携帯電話を持っ

ている。近年、ザンビアの発展は目覚ましく、首都ルサカでは映画鑑賞・

カラオケができたり、焼き肉、しゃぶしゃぶ、回転寿司が食べたりで

きる。一方で、貧富の差は凄まじい。

　私はチパタ郡教育事務所に配属しており、チパタ郡内の小中学校（５校程度）を巡回し、体育の授業をしている。放

課後は部活動としてソフトボールを教えている。また、富山県ソフトボール協会様より寄贈していただいたソフトボー

ル用具を活用し、道具の大切さを教えている。任期を終えた後、私がいないことで道具がガラクタになり、寄贈してく

ださった方々の思いを踏みにじることのないようにしたい。時間を守る概念がない、体操服に着替える習慣がない、な

ど異文化に触れる毎日で、時にザンビア人に裏切られ、嫌いになったりもするが、救ってくれるのもまたザンビア人。

どんなことがあっても強く生き、笑っている彼らを少しでもサポート出来たらなと思う。

今回はザンビア共和国から届いた青年海外協力隊　山田　茉以子 さんからのお便りをご紹介します。

　今、開発途上国では様々な分野において、わたしたちの技術・知識・経験が必要とされています。あなたも、海外
ボランティアへの扉をたたいてみませんか！？

募集期間：平成２５年４月１日（月）～５月１３日（月）

【体験談 ＆ 説明会】
○日時：３月３０日（土）１１：００～１６：００（出入り自由)
　場所：CiCビル３階 会議室１（富山市新富町１－２－３）　
　　※１２：３０より、ドキュメンタリー映画「バレンタイン一揆」を上映します。
　　　映画にちなんで、フェアトレードのコーヒーとチョコレートを楽しんでいただく特典付き！

○日時：４月１０日（水）１８：３０～２０：３０
　場所：（公財）とやま国際センター ラウンジ（富山市牛島新町５－５ インテックビル４階）
　　※「協力隊ナビ」と同時開催です。

募集ボランティア：
○青年海外協力隊（２０歳～３９歳対象）　○シニア海外ボランティア（４０歳～６９歳対象）
　職種：農林水産、加工、保守操作、土木建築、保健衛生、教育文化、社会福祉、観光・商業、スポーツなど多種

【応募に関するお問い合せ・相談窓口】
・JICA北陸・ボランティア担当
　電話：076−233−5931　E-mail：Araya-Naoko.2@jica.go.jp　URL：http://www.jica.go.jp/hokuriku/index.html
・国際協力推進員・富山県デスク
　電話：076−444−2500　E-mail：jicadpd-desk-toyamaken@jica.go.jp

※JICAホームページもご覧ください!　URL: http://www.jica.go.jp/volunteer/index.html

JICAボランティア平成25年度春募集

山田　茉以子さん 
派 遣 国：ザンビア共和国
職　　種：体育
派遣期間：平成24年1月～平成26年1月
配 属 先：チパタ群教育事務所

JICAボランティア平成25年度春募集



〜平成24年度外国人住民エッセイコンテスト入選作品より〜
【優秀賞】　

　　富山県に住んでよかったこと
　劉

りゅう

　人
じん

栄
えい

（中国出身)　富山大学 大学院生

　私は日本に来て今年（平成２４年）１０月で７年になった。ずっと富山に住んでいる。私にとって富山は日本のイメージ

である。富山に住んでよかったと感じることは何度もあった。特に子供が生まれてから、富山は子育てにとって最適な

ところだと深く感じた。

　現在子供が２歳で保育所に通っている。富山の保育施設は親が安心して子供を預けることができる。子供は一週間も

しないうちに保育所が大好きになった。体調が少し悪くても休まず保育所に行きたいという。保育所の先生のことも大

好きだ。私はおかげで大学の勉強を続けることができた。本当に心から感謝している。

　富山は山と海の幸に恵まれていて子供に美味しくて安全な食品を食べさせることができる。現代社会には味が良い物

はいくらでもあるが、安全な食べ物は少ないと思う。日本に留学したおかげで、子供に安全な物を食べさせることがで

きたと常に感謝している。私の子供はご飯と魚が大好き。美味しそうに食べている様子を見て、富山に住んで本当によ

かったと思う。

　また図書館、児童館、公園など子供が遊べる場所も充実している。空気がきれいなので遊ぶ場所は本当に多い。子供

を連れてファミリーパークによく行く。動物を見るだけでなく、自然と親しむ場所として利用している。年間パスポー

トがたったの１，０００円で、そして一年中遊べる。

　最後に、富山での子育てにはお金があまりかからない。少なくとも私の故郷中国大連より少なくて済む。大連では子

育てに関係するビジネスが多く、子供に関わることにはすごくお金がかかる。富山はその反対で、子供の料金が無料だっ

たり、子育てを支援しているところが多くて大変助かっている。

　大学院を修了してから、日本に残るか中国に帰るかまだ迷っている。就職は中国の企業を希望しているが、子供のた

めなら富山に残ったほうが断然いいと思っている。

　県内で国際交流・協力活動及び多文化共生活動を実施する民間の非営利団体・グループに対し助成します。

【助成対象事業】

① 異文化交流、異文化理解の増進に資する事業

② スポーツ・芸術・学術などの国際交流促進に関する事業

③ 国際的に緊急かつ深刻な貧困、災害などへの支援事業

④ 開発途上国への援助・協力支援事業

⑤ 国際協力に関する県民の理解を深めるための事業

⑥ 県内在住の外国人を支援する多文化共生支援事業

⑦ 多文化共生に対する県民の理解を深めるための事業 

⑧ その他県民の国際交流・協力および多文化共生促進に寄与する事業

＊助成事業は、審査委員会にて決定します

＊ 対象となる経費は報償費、旅費（交通費・宿泊費）、需用費（消耗品・印刷製本・光熱）、役務費（通信費・保険料）、

使用料及び賃借料です。

～ 詳細につきましては、当センターにお問い合わせください～

締め切りは5月17日まで

草の根国際活動助成事業募集中!!

中国雲南省奨学金支給事業



TICからのお知らせ

〜材料〜

タピオカ粉…………… 250g
粉チーズ……………… 80g
卵…………………………2個
水…………………… 250ml
サラダ油……………… 50ml
塩……………………… 少々
牛乳…………………… 少々

　日曜日に家族や友達が集まって、ポン・デ・ケージョをたくさん作ってアツアツの
焼き立てを食べるのは最高です。ブラジルの工場では冷凍ポン・デ・ケージョを日本
を含めた各国に輸出しています。油は生地をモチモチにする働きがあります。

〜作り方〜

１．水と油を一緒に鍋で温める。表面がフツフツ言うまで温める。

２．塩を少々混ぜたタピオカ粉に１を入れ、よく混ぜる。

３．生地が冷めたら、卵を一つ一つ入れ、よくこねる。

４．粉チーズを加えて、生地が耳たぶくらいの柔らかさ

になるまで、牛乳を加えながらこねる。

５．ボール状に成形する。(手に水をつける

とやりやすい。)

６．２００度に温めたオーブンで２０～３０分程度

焼いて、できあがり。

外国人のための生活相談
　県内在住外国人が母国語で相談できるように相談員を

配置しています。電話通訳サポート（トリオフォン）も

ご利用ください！！

曜日 言語 時間 場所

月曜日
英語 １３：００～１７：００

（公財）とやま
国際センター

TEL０７６－４４４－２５００

ポルトガル語 １２：３０～１７：００

火曜日 ポルトガル語 １２：３０～１６：３０

水曜日

ポルトガル語
９：００～１２：００
１３：００～１７：００

英語

１３：００～１７：００
中国語

韓国語

ロシア語

木曜日 ポルトガル語 １２：３０～１６：３０

金曜日

ポルトガル語 １２：３０～１６：３０

英語

１３：００～１７：００中国語

ロシア語

ウルドゥ語
（第２，４）

１４：３０～１７：３０

電話通訳サポート
　外国人の方が直接専門機関に相談されたい場合、電話

通訳サポートが利用できます。三者通話機を使い相談員

が通訳をします。

電話通訳サポート専用ダイヤル　076−441−5654

環日本海交流会館 図書新着情報
【図書】

海外勤務を命じられたら読む本

中国嫁日記

日本企業への就職ビジネスマナーと基本のことば

日本人の知らない日本語

日本語教師のための楽しく教える活動集22

世界の美しいお城

海外トレッキングベスト50コース

ビジュアル版世界遺産まるわかりブック

移住・移民の世界地図

【DVD】

グラン・トリノ

或る夜の出来事

いたずらスヌーピー

空飛ぶモンティ・パイソン　　
他にも多数はいりました！

（公財）とやま国際センター賛助会員募集及び
寄付のお願い

公益財団法人とやま国際センターは、民間レベル
の国際交流、国際協力を推進するため、様々な事
業に取り組んでいます。TICの事業にご支援いただ
ける賛助会員の方を募集しています。
　　　年会費（１口）個人会員　 ３，０００円　
　　　　　　　　　　団体会員　３０，０００円
また、財政基盤の充実を図るため、寄付について
もよろしくお願い申し上げます。

ポン・デ・ケージョ
作 っ て み よ う ！ ブ ラ ジ ル 料 理

ブラジル出身 
　永山コニコさん、ジョアン・マチアスさん

　お薦め料理！

ポン・デ・ケージョ


