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ブラジルの昔話“サッシ・ペレレ”の読み聞かせ－多文化こども交流会

多文化こども交流会
平成１９年１１月１８日（日）、外国籍住民集住地域である射水市内の橋

下条公民館において、“多文化こども交流会”を開催し、射水市を

中心に１３３名の子どもが参加しました。ブラジル、フィリピン、パ

キスタン、ロシア、中国出身の子どもたち３７名が、日本の子ども達

約９６名と様々な催しで楽しみました。



射水多文化共生推進会議での協働事業
この交流会は、財団法人とやま国際センターが中心になり進めて

いる「外国籍子どもサポートプロジェクト」の一環で開催したもの

で、富山県、富山県教育委員会、射水市、射水市教育委員会、富山

大学人間発達科学部、射水市民国際交流協会、財団法人富山YMCA、

作道校下自治連合会、そして射水市に住む外国人住民の皆さんで構

成している射水多文化共生推進会議のコアメンバーで何回も集まり

検討してきた事業です。

さらに、１０月に４回シリーズで開催した「多文化共生サポーター

養成講座」の修了生を中心とした２０名のサポーターの皆さんの協力

により一段とパワーアップした事業内容となりました。

外国籍子どもサポートプロジェクトの第一歩
今回の「多文化こども交流会」は、日頃交流する機会が少ない外国籍の子どもたち、日本の子どもたちが、ものづ

くりや遊びなどを通じて交流する機会として開催したものです。また来年度オープン予定の「多文化こどもサポート

センター」のプレ・イベントとして、一人でも多くの人に「外国籍子どもサポートプロジェクト」を理解していただ

く第一歩になったと考えています。

外国籍子どもサポートプロジェクトの今後
外国籍の子どもたちのニーズや学校等関係機関の状況、そして地域住民の多文化共生に対する意識などの総合的な多文化

実態調査を計画しています。この調査結果を踏まえて、来年度開設予定の「多文化こどもサポートセンター」の運営内容な

どを検討します。来年度からはこのサポートセンターがプロジェクトの活動の中心となっていきます。

外国籍子どもサポートプロジェクト 多文化こども交流会

交流会写真集

各国のおやつを求めて長蛇の列

バルーンアートに挑戦 折り紙体験 民族衣装を着よう！

おやつを楽しむ 射水といえば凧作り！ 大人気だったサンバ交流



吉林省、遼寧省、江西省、湖南省など中国各地から１０名の日本語教師が１１月１３日～３０日まで１８日間の日程で来日し

ました。富山県では１６～２８日までの１３日間、日本語教育についての研修を行いました。「日本語教育に関する幅広い

知識を得る」、「コミュニカティブアプローチの理論と実践を学ぶ」、「授業に活用する教材開発を行う」等の到達目標

を掲げた青年たちは、多くのものを吸収し、研修を終えました。

■海外技術研修員

研修員の皆さん研修を終え、帰国 研修受入機関の方、大変お世話になりました。

１１月１６日 来県、富山県庁表敬

１７日 華道体験、瑞龍寺見学

１８日 自主研修

１９日 富山情報ビジネス専門学校

富山大学留学生センター

富山国際学院 視察

２０～２２日 日本語教授法研修

２３日 富山大学留学生センター

“第８回教育研究フォーラ

ム”参加

２４～２５日 ホームステイ

２６～２７日 日本語教授法研修

２８日 評価会、閉講式、懇親会

２９日 離県

■自治体職員協力交流研修員
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木村チアゴ治さん
ブラジル

ダイシン設備（株）
（給排水設備）

グルヂェフ パヴェルさん
ロシア

（有）中嶋工芸社
（木製家具製造）

張 富剛 さん

中国
（国）富山大学大学院医学薬
学研究部（泌尿器科）

金 明姫さん
韓国

（財）高岡地域地場産業セン
ター（観光商品開発）

張 潔さん
中国

富山県衛生研究所
（公衆衛生）

上下水道の設計・設置だ
けでなく住宅等の建設に
ついても勉強できまし
た。ブラジルと違って担
当エンジニアが工事現場
にいることは好ましいと
思いました。また現場は
整理・整頓されており、１
人の技術者がいろんな技
術をこなすことにびっくり
しました。

この工場で働く専門家は
高い技術をもっていま
す。私はここで素材のカッ
ティング技術、生産効率
をいかにアップさせるか
等たくさんのことを学び
ました。日本の職場独特
の丁寧な言葉遣いにはな
かなか慣れませんでした
が、皆さんの温かい助け
に支えられました。

富山大学付属病院泌尿器
科では進んだ医療器械を
採用しています。中国で
はほとんどペンでカルテ
を書いていますが、日本
ではオンライン上で書い
ています。また患者のプ
ライバシーが大事にされ
ていますし、医者と看護
師の態度もとてもいいも
のでした。

私は“冬のソナタ”で有名
な江原道春川市の南怡島
から来ました。南怡島は観
光地で、私は土産物の陶
磁器の制作をしていまし
た。高岡の土産物は銅な
どの素材を現代の感覚で
デザインし、身近に使うア
イテムとして商品化して
いることが勉強になりま
した。

環境水からのウィルス分
離、検査等の実験技術研
修、また感染情報配布シ
ステムについて学びまし
た。感染症に対しての調
査のきめ細やかさ、また、
公衆衛生が政府の責任だ
けではなく、国民も一緒
に参加する社会事業にな
っている点に感銘しまし
た。

分野別プログラムスケジュール

富山県庁表敬 富山情報ビジネス専門学校 富山大学留学生センター

富山国際学院 日本語研修 教材できました！

瑞龍寺見学 華道体験 ホストファミリーの皆さんと



テーマ：多文化共生に向けて－異文化間カウンセリング

日本語支援者に必要なカウンセリングマインドについて

講 師：八重澤 美知子氏

（金沢大学留学生センター教授、金沢大学大学院教育学研究科専任教授）

“学びあう地域” ～日本語をとおして～

富山県内の外国人登録者数も約1万5千人となり、定住化する外国籍住民
が増えています。とやま国際センターでは“多文化共生のまちづくり”を目
指し、様々な事業を展開してきました。共生の糸口となる日本語支援につい
ては、外国籍住民のための日本語講座、日本語支援にあたる人向けの日本語
ボランティア養成講座を行ってきました。平成10年度よりはじめた日本語
ボランティア養成講座は延べ290人が講座を修了し、県内で活発な活動を展
開されています。今年度は地域の教室にやってくる“外国籍の子どもたちの
ための日本語学習支援”をテーマに隔年開催の第2回生活支援日本語ボラン
ティア“じっせん”勉強会も行いました。

普段の生活で習慣の違いなど疑問に

思っていること、また悩みなどを日本

語支援者に聞いてもらいたいという外

国人はたくさんいます。

日本語支援者として在住外国人と接

する場合に必要な“相手の話を聞き（傾

聴）、相手の現状を受入れ（受容）、相

手がどのようなことを伝えたいのか”

を理解するカウンセリングマインドに

ついて学習しました。

8月25日

６月１６日から氷見市いきいき元気館で始めてきた“日本語教室 in 氷見”。

氷見市社会福祉協議会、氷見市国際交流協会の協力を仰ぎ、氷見市在住の

ボランティアの皆さんと協働してすすめてきました。

フィリピン、中国出身の女性が多いのがこのクラスの特徴。話好きの受

講者が集まると、毎回クラスは明るい笑い声に包まれます。

“日本人と会話できるのが楽しい”、“頑張って漢字も勉強したい”など意

欲的な受講生。ボランティアの皆さんからは、“氷見市にもたくさんの外国

人がいると知り、できるだけ力になりたいと思う”、“外国人の物の見方の違

いを少し理解できるようになった”などの感想が聞かれました。

日本語教室 in 氷見

受講生は随時
募集しています！

毎週土曜（月3回） 10：00～11：30

氷見市いきいき元気館（保育サービス有） 問い合わせ：076－444－2500 （財）と

中国、ブラジル、フィリピンの教育事情の違

して親や子の立場からそれぞれ感じたことを発

テーマ：外国籍県民の立場から、日本語学

発表者：銭 輝氏（中国） シルビア・ソウ
マリエ・ソウザ氏（ブラジル） エヴ
バウティスタ・ヨシュア（フィリピ

進行役：田上 栄子氏（（有）トヤマ・ヤポニカ

9月8日

・日本や中国では勉強＝出世と考えるがブラ
いと考える。学校も大切だが、人生を楽し
・ブラジルでは個人差は大事にされるが、日
っていくのを感じた。
・中国の教育に比べれば日本の教育は詰め込
を取り上げる傾向があるのは良いことだ。
・行事があるときに制服で行くか、私服で行
のことが説明がないと分からなかった。
・子どもの教育には親の愛情が一番大事。な
どもを育てたいと思った。日本人の夫の助

皆さんの意見

入門コースの参加者



とやま国際センター

違いについて、また実際日本の教育を体験

発表してもらいました。

学習および支援の現状を聞く

ウザ氏（ブラジル）

ヴェルソン・レモス氏（ブラジル）
ン） 豆佐マリア（フィリピン）

カ）

とやま国際センターでは
日本語講座、日本語ボランティア養成講座だけではなく、
こんなこともやっています…

●県内の日本語教室がTICホームページで検索できる！
あなたのお近くの日本語教室がとやま国際セ

ンターのホームページ上で検索することができ

ます。（日本語／英語）

●国際交流人材バンクを活用しよう！
国際交流人材バンクでは”日本語指導者”の登録、紹介も行っています。日本語

の指導者として登録されたい方、また、日本語の個人指導等を受けたい外国籍住民

の方が活用できます。

「文化背景の違う外国籍の子どもが

日本にやってきたとき、教科学習にお

いてどんな困難があるか？」国語学習

支援を例にだし、“先行学習”、まずは

教科学習で習う事柄の下地になる概念

を作ってあげるという練習を行いまし

た。地域の日本語教室でどのような教

科学習の補助ができるか…実際にワー

クシートなどを作成しました。

11月3日

「読む」、「書く」という行為を改め

て考え直し、外国籍のこどもが、“な

んで？”、“何を？”、“どのように？”

読み書きするのかを考察しました。

学習者の個性、日本語レベル、母語

レベル、発達の度合い等にあわせ、ど

の教材をどのように使うか…

参加者は真剣にワークショップに取

り組みました。

テーマ：身近なテーマから読み書き活動へ～子どもと一緒に学ぶための工夫～

講 師：池上 摩希子氏

（早稲田大学日本語教育研究科准教授）

10月13日
テーマ：日本語における先行学習－地域日本語支援活動への取組みについて

講 師：清田 淳子氏

（お茶の水女子大学大学院リサーチフェロー）

ラジルでは他のことで頑張って出世すればよ
しむことも大事である。
日本の学校は画一的で、子どもが無表情にな

込み、暗記主体ではなく生活に密着したもの

行くかなど、日本人の親なら知っていて当然

なるべく子どもと接することで情緒豊かな子
助けなしでは子育ては難しかった。

年賀状文化を学ぶ！



第１２回とやま国際草の根交流賞受賞者の皆さま

竹 里美さん
２０００年から２００２年までのコスタリカ、及び２００３年から始
まったタイへの定置網漁業技術指導において、漁業専門
家として現地指導や日本での研修生への指導などを積極
的に行い、水産業を通じた国際協力に大きく貢献。

田邊 久子さん
高岡市国際交流協会のボランティア（通訳・翻訳）に登
録されて以来、姉妹都市等に係る通訳、英語ボランティ
ア説明員、ホームスティの受入等に尽力。また、１９９５年
設立の高岡フィンランド協会の副会長として、啓蒙・交
流事業の推進者として大きく貢献。

布尾 英二さん
１９７１年氷見青年ユネスコクラブの設立に尽力、初代会長
として事業推進。１９７４年氷見ユネスコ協会の設立に関わ
り常任理事として運営に貢献。また、富山県青年ユネス
コ連絡協議会理事、富山県ユネスコ連絡協議会会長、日
本ユネスコ協会連盟中央委員等歴任。

野上 正毅さん
５０年間の長きにわたり富山ユネスコ協会の会員、理事、
理事長、副会長として、また、富山県ユネスコ協議会の
理事、副会長（事務局長兼務）として、卓越した見識、
豊富な専門知識など活かし、ユネスコ運動の推進に大き
く貢献。

�野 功さん
「２０００年とやま世界こども演劇祭」、「プラハ・フェステ
ィバル・ダンス・プライズ２００３」、「富山舞台芸術団プラ
ハ公演」、「アジア太平洋こども演劇祭」、「上海少年児童
芸術祭」等に参加、子供たちの芸術活動や友好交流にも
大きく貢献。

町田スヾエさん
１９９５年第４回世界女性会議（北京会議）NGOに参加、
婦翔会おおさわの会長に就任来、ホームスティ、料理を
学び交流する事業、日本文化の紹介や旧大沢野町の企業
で働く外国人、ALT等を講師として独自の国際交流を
行い国際理解・国際交流に大きく貢献。

山田 晴子さん
「２０００年とやま世界こども演劇祭」「２００４年アジア太平洋
こども演劇祭」の運営に尽力。また、とやま世界こども
演劇祭支援協議会事務局長、副会長としてボランティア
活動の企画・運営の要として活動し相互理解と友情交流
に大きく貢献。

南砺市日中友好教育会
中国との相互理解、友好交流を発展させた。その後、主
に紹興市を中心に交流全般に活動を拡大し、教育関係者、
体育関係者及び一般市民の訪問・受入を行い友好を深め
た。また、市民を対象とした中国語講座にも積極的に取
り組み大いに貢献。

国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民シシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムム
と き：平成１９年１０月２０日（土）

ところ：富山駅前CiCビル５階多目的ホール

とやま国際草の根交流賞表彰式、宮内淳氏を迎えての
基調講演も行いました。

今回は、テレビドラマ「太陽にほえろ！」で人気を博した俳優であり、NPO法人「地

球友の会」の理事長を務める宮内 淳氏を講師に迎えご講演いただきました。

世界８０数ヶ国の開発途上国を周られた体験談を中心に聞き、途上国の人がもつ「日本人

が忘れてしまった素晴らしい精神や習慣」、または、宮内氏の信条でもある「分からない

ことは地球に聞いてみる」という自然の摂理にそった生き方などについて、会場の皆さん

は興味深く耳を傾けていました。

世界をめぐって感じたこと ～地球環境と人間の幸せ～

基調講演

宮内 淳 氏



当サークルは２００３年より現地NGO「Courier of Samoa」と共同して現地の人に洋裁やコンピューターの指導など

を行っています。当初は女性を対象とした洋裁トレーニングからスタートしたため、このようなプロジェクト名にな

っていますが、現在は男女問わず洋裁、料理、コンピューターの指導を行

っています。洋裁指導ではJICAシニアボランティア経験者橋本とみこ氏が

指導にあたり本学生がアシスタントを勤め、型紙おこし、縫製を指導しま

した。コンピューター指導では、インターネット、ワープロ指導を行いま

した。ビデオ通話については今後の遠隔指導の可能性にも繋がり有意義な

研修となりました。また料理指導では、サモアで問題になっている肥満、

成人病予防対策として、野菜を中心としたお好み焼きなどの日本食の紹介

を行いました。またNGOの運営資金を調達するため、サモア民芸品の販売

活動も行いました。日本とサモアの若い世代の交流が増え、国際貢献活動

が益々発展することを願っています。

種田 フリアナ さん（インテリアショップ“カロガティア”オーナー）

Q．今、どんなお仕事をされていますか？

A．２００４年まで富山の国際職芸学院で日本の伝統建築、インテリアデザインを

研修し、帰国してからは起業に向けての準備をし、去年自分のインテリア

ショップを立ち上げました。店では、輸入品も含めた室内装飾品を扱って

おり、またインテリアデザイン、インテリアに関するアドバイスも行って

います。

Q．アルゼンチンの状況について教えてください。

A．最近、大統領選挙があり、アルゼンチンでは最初の女性の大統領が誕生しま

す。その女性クリスティーナ・フェルナンデス・デ・キルチネルは現大統領

の妻です！アルゼンチンの経済と社会状況は不安定で、街は以前より安全でなくなってきています。

Q．富山とはどんな結びつきがありますか？

A．私の祖父が富山で生まれました。まだ連絡をとっている親戚もいて、いつも富山の山や自然の美しい様子を聞か

せてくれます。時々インターネットで富山の近況を調べたりしては富山に思いを寄せています。

Q．最後に富山の人に一言メッセージをお願いします。

A．まず最初に、研修時のたくさんの忘れがたい思い出に感謝したいです。

人々の優しさ、富山の調和のとれた町並み、これらのことはいつも私の

心にあり、富山を恋しく思っています。富山が世界に開かれ、経験を分

かち合い、国際的な関係を維持していくことを願います。是非、アルゼ

ンチンに来て、アルゼンチンの食、ダンス、音楽などを楽しんでくださ

い！ お待ちしています！

世界の富山ファンからのメッセージ

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVooooooooooooooooooooooooooooooooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicccccccccccccccccccccccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssss ffffffffffffffffffffffffffffffffffrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm tttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWoooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrlllllllllllllllllllllllllllllllllldddddddddddddddddddddddddddddddddd ～～アアルルゼゼンンチチンン共共和和国国～～

こんな“国際交流”やってます！
～“サモア女性自立支援プロジェクト”富山国際大学国際協力サークル（富山市）～

～TICから助成した事業をご紹介します～

お店に立つフリアナさん

２００７年３月に結婚されたフリアナさん
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これからの行事予定
ユネスコアジア太平洋写真コンテスト入選作品写真パネル展

１月１０日（木）～１月３１日（木）

富山県国際交流センター 企画展示コーナー

JET世界まつり

ステージアトラクション、キッズコーナー等

１月２７日（日）１３：００～１６：００

射水市小杉文化ホール ラポール

市町村職員等国際協力・交流実務者研修

１月３０日（水）１４：００～１６：３０

富山県国際交流センター 研修室A

国際交流団体ネットワーク会議

２月２日（土）１３：３０～１６：００

環日本海交流会館

第４回日本海学講座 日本海を越える大気汚染と黄砂

２月２日（土）１３：３０～１５：００

ウィング・ウィング高岡 研修室５０３

炒炒炒炒炒炒炒炒炒炒炒炒炒炒炒炒炒炒炒炒炒米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉（（（（（（（（（（（（（（（（（焼焼焼焼焼焼焼焼焼焼焼焼焼焼焼焼焼きききききききききききききききききビビビビビビビビビビビビビビビビビーーーーーーーーーーーーーーーーーフフフフフフフフフフフフフフフフフンンンンンンンンンンンンンンンンン）））））））））））））））））

～作り方～
１．野菜をすべて細切り。干しエビは水に３０分浸
しておく。

２．沸騰したお湯に大さじ２のサラダ油を入れ、
ビーフンを約１分間ゆでる。

３．お湯をきり、ふたをして蒸らす。
４．鍋で干しエビを炒める。中火で香りをだすように炒
める。

５．細切りした野菜を加え強火で焦がさないように炒める。
６．スープ、塩、コショウを加え強火で煮込む。
７．まだスープが残っているところにゆでたビーフンを入れ混ぜ合わせる。
８．醤油、オイスターソースを入れさらに炒め、ネギのみじん切りを加
え軽い焦げがつくまで炒める。最後にごま油をたらして、出来上がり。

食の台湾。台湾では中国各地の名物料理を味わうことができます。台湾の主食は米ですが、
麺料理も豊富。今回ご紹介するのは台湾でおなじみのビーフン（米粉）を炒めた炒米粉（チャ
オミィフェン）。台湾では屋台料理としてもおなじみ。観光者にも大人気です！野菜をたくさん
入れて炒めましょう�

（財）とやま国際センター賛助会員募集中！
国際交流・協力事業にご支援いただけるようお願いします。

年会費（１口）個人会員 ３，０００円
団体会員 ３０，０００円

＊賛助会費に対しては税法上の優遇措置があります。

国旗、民族衣装貸し出します！

新しい民族衣装も入りました！

詳細はホームページでご覧下さい…
http : //www.tic‐toyama.or.jp/

TICからの助成のご案内

とやま国際センターでは、民間レベルの国際交流・
国際協力の充実を目的とし、国際交流および国際協力
事業に対して一部助成を行っています。助成金額は対
象経費の２分の１以内の額で、２０万円（県内での実施
事業は原則１０万円）を限度としています。
詳しくは当センターのホームページをご覧下さい。

国際交流人材バンク

TICでは、様々な国際交流活動等に協力していただ

ける人材を募集し、紹介しています。「外国の方をホ

ストファミリーとして受け入れたい」、「通訳をしても

らいたい」など…そんな方は国際交流人材バンクを活

用してみてください。

利用や登録についての詳細はホームページをご確認

ください。

http : //www.tic‐toyama.or.jp/

台湾出身
（浮橋さんは日本語教室 in 氷見受講生）

浮橋 敏蓉さんお薦め料理！

～材料（４人分）～
ビーフン３００�、キャベツ１００�
にんじん６０�、ピーマン８０�
玉ネギ６０�、チンゲンサイ ２株
干しエビ４０�、長ネギ 少々

【調味料】
塩 小さじ１、醤油 大さじ２
オイスターソース 大さじ２
鶏がらスープ４００cc
コショウ、ごま油 少々

国際交流人材バンクの５つの分野


