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英語の絵本のよみきかせに集まる親子

〜外国語の絵本よみきかせ親子の会〜
今年度から開催した“外国語の絵本よみきかせ親子の会”。
英語、中国語、ロシア語などの外国語による絵本の読み聞かせと、外国出身のお父
さん、お母さんを交えた子育てトークを楽しんでいます。

（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

とやま国際塾
とやま国際塾
日時：７月１
７日
（土）～１
８日
（日）
場所：富山県内及び国立立山青少年自然の家
県内高校生と海外技術研修員、留学生など総勢３１名が集い、とやま国際
塾を開催しました。
“とやまで世界を感じよう”をテーマに、１日目は富
山県内の国際化を体感できる場所をいくつか訪れました。
まずはじめに訪れたのは、外国にルーツを持つ子どもたちが気軽に集え
る場所として設立された多文化こどもサポートセンター。子供たちが勉強
している様子を見学したあと、皆で外国語を用いた伝言ゲームなどをして
交流しました。
昼食はブラジル料理店でいただきました。参加高校生の多くは初めて目にするブラジル料理の量にビックリしていま
した。また日本の料理には使われない食材、そして異なる味付けに大変興味を持ったようでした。オーナーの北林さん
からはブラジル料理や移民についても話があり、食を通した異文化体験ができました。
最後に訪れたのは富山空港。施設案内の後に、とやま国際センター語学講座講師である韓国出身の天坂さんに、韓国
のことや韓国との交流を通した富山の国際化についてお話いただきました。
「自分が外国へ行った時は日本の代表とし
て、日本にいる外国人に対してはあくまでも一個人として接することが大切」という言葉が高校生たちにとって印象深
かったようでした。
夜にはキャンプファイヤーを行いました。中国、ロシア、韓国、ブラジル、そしてマラウイなどの歌やゲームで盛り
上がり、交流を深めました。
２日目は私たちにとって身近な
“チョコレート”を題材に、ワークショップを行いました。ロールプレイでガーナのカ
カオ農家と日本の家族とを演じることで、参加生徒たちはチョコレートができる過程で起こる先進国と開発途上国の不
平等や児童労働の問題について気づき、
自分たちの生活と世界のつながりについて考えるきっかけとなったようでした。

夏休みこども英語塾

イングリシュ・アドベンチャー

日時：８月２３日（月）～２７日（金）

日時：８月１
７日
（火）
～２０日
（金）

場所：環日本海交流会館

場所：環日本海交流会館

遊びを通して英語に親しむことを目的として、夏休みこ
ども英語塾を開催しました。
英語での自己紹介に始まり、身近な名詞やジェスチャー、
感情表現などを表す英単語を歌やゲームを取り入れ、体を
動かしながら学びました。また、バルーンアートや折り紙
にも挑戦しました。
初日は静かだった児童たちですが、日に日に笑顔を見せ

高校生を対象に英語をゲームやITで楽しみながら学ぶ今
年度第一回目のイングリシュ・アドベンチャーを開催しま
した。
講師はアメリカから来日直後の国際交流員アキーム・
ジェンキンスさんが担当しました。
インターネットを利用した英語学習方法や英語でのゲー
ム、そして貧困や環境など世界の問題について英語で学び
ました。

るようになり、最終日には大きな声で“What time is it,

参加者からは、
「学校の授業とは違い、とても楽しかっ

Mr.Wolf ?”（時間を尋ねるゲーム）と掛け声をかけてい

た」
、
「毎日のディクテーションで少し英語が聞き取れるよ

ました。児童たちにとって英語が楽しいと感じてもらえる

うになった」な

ような時間となりました。

どの声が聞かれ
ました。

第２回目は１
０月１
９日～２２日を予定しています。

多文化共生理解教室
日時：平成２２年７月３１日（土）
場所：黒部市立田家公民館

とやま国際センターでは、地域の多文化共生を推進する一助として、地域に
住む外国人住民の方が講師となる「多文化共生理解教室」を県内各地で開催し
ています。
今年度第一回目は、アメリカ出身のジャック・リー・ランダルさんを講師に、
「アメリカの文化を理解する」というテーマで、黒部市立田家公民館で開催しました。黒部市田家地区の方々１
７人の参加を
いただきました。
アンケートでは、「アメリカの食文化を知ることができた」「ランダルさんの人形劇を見ることができてよかった」など身
近な外国人住民への理解につながる意見が多く聞かれました。

第３回日本海学講座「親子料理教室」
地引き網＆とれたて夏魚で料理体験
日時：平成２２年８月７日（土）
場所：黒部市生地浜、黒部市コミュニティーセンター

日本海学講座特別編として昨年好評だった小学生の親子対象の料理教室を今
年も実施しました。数百年の長い歴史を持つ黒部市生地浜の地引き網漁を体験
し、獲れた魚などを親子一緒に調理して味わうものです。
１０家族２５名の参加者は地引き網の形と仕掛け方などの簡単な説明を受けた
後、生地浜にて地引き網漁体験をしました。途中、曳き綱が切れるハプニング
もありましたが、シマダイ、カワハギ、アジなどが獲れ、子供たちは生きた魚を手に大喜びでした。
くろべ漁業協同組合女性部（部長

松野勢津子氏、県認定とやま食の匠）、「食育研究会 いただきます！」（代表

澤井保

子氏）のメンバーの方々の丁寧な指導を受けながら、参加した子供たちやお父さんが慣れない手つきで魚に包丁を入れてい
ました。アジの刺身、昆布おにぎりを親子で作り、スタッフの準備による海鮮汁、水だんごと一緒においしくいただきました。
食事の合間には、ビデオ「生地地曳き網漁」の放映、くろべ漁業協同組合長松野均氏による地引き網の歴史の話もあり、
参加者は地引き網漁について、体験とともに多くのことを学習できました。また、朝食の大切さを紙芝居で伝えるなどといっ
た企画もあり、子供たちも熱心に視線を注いでいました。
「途中網がきれたけど、最後にはたくさんの魚がとれてよかった」、
「親子で魚をさばいて刺身にできておいしかった」
「ゆっ
、
くり自然に親しみ、料理ができ、心も体もリフレッシュした」などの感想が寄せられ、大人も子供も、海と魚、魚料理に対
する知識を深めていました。

新しい国際交流員よりご挨拶！
富山の皆様、ハロー（こんにちは）！アメリカのニューメキシコ州から参りましたアキーム・ジェ
ンキンスと申します。今年の８月に富山県に来て県庁ととやま国際センターで国際交流員として仕
事をさせて頂くことになりました。富山県に来てから一ヶ月半しかたっていないです。来県前、
ヒューレット・パッカードという有名な I T 会社でテクニカル・アカウント・マネジャーとしてリナッ
クスやVMwareの I T サポート、サービスというような仕事をしていました。
富山県のイメージを考えると、やはり“おわら風の盆”など伝統的な行事が盛んで、美しい自然
に囲まれ、あちらこちらに水がいつも流れているようなイメージです。まだ富山県で冬を過ごした
ことはありませんが、きっと冬でもたくさん楽しいことができるでしょう。楽しみにしております。
これから日本人と外国人との間の知識交流や文化交流だけではなく、多くのアメリカ人に富山の魅力と素晴らしさをア
ピールできるように頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。

読んでみよう! 外国語の絵本
“外国語の絵本よみきかせ親子の会”でとりあげた本はアメリカ、中国、
イラン、ロシアなどの国の絵本です。
エリック･カールやレオ・レオニなど日本でもよく知られた作家の本も
あれば、日本ではあまり知られていませんがその国ではとても有名な本も
あります。

本に込められたメッセージ
昔話や民話には人生の教訓などがちりばめられており、子供は本を読む
ことで自然に社会の慣習、道徳、倫理観を身に付けていったものです。
ファリバ・バホレワルさんが読んでくれたイランのお話“Ghelgheli
nakhorde sobone mariz shode monde khone”には、朝ご飯を食べ
ずに遊んでばかりいて、しまいにお腹が痛くなって大変な思いをする男の
子が登場。
三箇順福さんが読んでくれた中国のお話“起床啦！皇帝”は、早起きが
苦手な幼い皇帝の話。早起きをして市場で梨を売る少年との出会いを通し
て早起きの美徳と友情について学びます。
いずれもその国の文化を色濃く残しながらも普遍的な価値観を伝えるも
のです。

原語のもつリズムと音を味わう
日本の保育所や幼稚園では歌をたくさん覚えますが、ロシアでは詩を暗
唱できるようにするそうです。武田エレーナさんが読んでくれたロシア民
話“Теремок”ではリズミカルなロシア語を感じることができました。
布谷クリスティーナさんの読んでくれたドクター・スースの作品、
“Green Eggs and Ham”は荒唐無稽なストーリーのように思われます
が、５０単語だけで完璧な韻とリズムを作りあげており、この世界はまさに
翻訳不可能で、原語で読むことではじめて味わえるものです。

外国語の絵本よみ

今年度から県内在住のお父さん、お
きかせを始めました。毎月第二日曜日
シア語などの外国語の絵本をネイティ
ます。
読み聞かせの後はお父さん、お母
子育てトーク。外国出身のお父さん
日本での子育てにまつわる話、日本
お母さんからは外国での子育ての仕
いろんな質問が…。いろんな子育て
て文化を分かち合う集まりの場となっ

参加者の皆さんの声
浜村

享子 さん

布谷 クリスティーナ さん

私達が参加したときは、
「かいじゅうたちの

読み聞かせをしていると、子ども達が母

いるところ」という絵本を英語で読んでもら

に、注意深くストーリを追いながら絵本を

いました。

ことに驚かされます。ページに触ったり感

家でも読んだことのある絵本だったのです

しながら、とても積極的に参加しています

が、英語という、いつもとは違う言葉での読

話を聞いたり、新しい英単語を覚えたりす

み聞かせが３歳の息子にとっては不思議だっ

嬉しいようです。読み聞かせのアドバイス

たようです。その他にも言葉遊びの本「Jump Frog Jump」も意味が分か

……元気に、ドラマチックに！といったと

らないながら、リズム感を楽しんでいたようです。

自分の子育てと他の人の子育て、ときに

その後の母乳育児についてのトークでは、「外国でも母乳育児が主流に

ことまでシェアできるまたとない機会です

なっているんだな～」と興味深かったです。言葉や習慣が違っても、やっ

中で、今まで思いもしなかった子育て方法

ぱりお母さんとして子どもたちのために頑張っているんですね。

もそれぞれの寝かせ方、お風呂の入れ方、

みきかせ親子の会

お母さんによる外国語の絵本のよみ
日は英語、第四日曜日は中国語、ロ
ィヴの方が原語で読み聞かせてくれ

母さんたちの
んお母さんの
本のお父さん
仕方について
て体験、子育
っています。

母語でもないの

を見つめている

感想を言ったり

す。別の言語で

するのがとても

スをするならば

ところでしょうか?

分かち合って楽しい! 子育て体験
絵本読み聞かせの後は、参加したお父さんお母さんと読み手の子育て
トーク。
自分の国の子育てと違って不思議に感じた日本の子育てについて、寝か
しつけ、トイレトレーニング、離乳食など…。お父さん、お母さんが日頃
疑問に思っている様々な子育てトピックについて語り合っています。

日本の子育ての“ビックリ”
・寒いのにＴシャツ１枚で遊んでいる。
・日本の教育番組は充実している。
・児童館はいい場所である。
・オムツが取れるのが遅い。
・名前を書かなければならない幼稚園の持ち物がたくさんある。
・子供だから分からないだろう、
危ない等と言って出来ることもさせてない。
・自分の国の有名な子育て本の日本語訳がちゃんと存在していた。

世界の子育ての“ビックリ”
・生後３週間から雨の日も雪の日も毎日、時には２時間かけて乳母車で散
歩する（ロシア）
・親子が一緒にお風呂に入らない（ロシア、アメリカ）
・マトリョーシカは知育玩具だった。（ロシア）
・保育園には時間割があり、算数や英語が教えられている（中国）
・全寮制の保育園がある（中国）
※読み手の皆さんには子育てエッセイを書いてもらっています。詳しくは
ホームページをご覧ください。

これからの読み聞かせの日程
１
０／１
０ 英語、１
０／２４ タイ語、１
１／１
４ 英語、１
１／２８ ポルトガル語

外国語の絵本コーナー
環日本海交流会館では約270冊の絵本が閲覧、貸出できます。英
語の絵本80冊、ポルトガル語の絵本60冊をはじめとして、中国語、
韓国語、台湾語、ロシア語、タガログ語そ
して日本語の絵本があります。
是非ご利用ください！

には親の世代との子育てとの違いといった

環日本海交流会館

す。ここでは友達もできます。話し合いの

〒930-0093 富山市内幸町6-6
TEL / FAX 076-444-7679
E-mail:kaikan@tic-toyama.or.jp

法の違いに気づきました。実にどの家族に

、食べさせ方、しつけがあるものですね。

JICAボランティア平成22年度秋募集説明会開催
JICAボランティア平成２２年度秋募集の開始に伴い、下記の日程で募集説明会を行います。
予約不要、入場無料！お気軽にご来場ください。

募集期間：１
０月１日～１１月８日
■青年海外協力隊

満２０歳～満３９歳
日

時

会

１
０月３日
（日） １
４：００～１
６：００

サンシップとやま

１
０月１
４日（木） １
８：３０～２０：３０

富山駅前CiCビル３階
富山市民国際交流協会

１
０月２３日（土） １
４：００～１
６：００

サンシップとやま

■シニア海外ボランティア
日

場

研修室７０１
会議室１

研修室５０１

満４０歳～満６９歳
時

会

場

１
０月３日
（日） １
０：３０～１
２：３０

サンシップとやま

研修室７０１

１
０月２３日
（土） １
０：３０～１
２：３０

サンシップとやま

研修室５０１

主 催：独立行政法人国際協力機構（JICA）北陸支部
連絡先：JICA国際協力推進員（富山県デスク） 竹中成行

TEL：０７６－４４４－２５００

E-mail： jicadpd-desk-toyamaken@jica.go.jp

今回はカメルーンから届いた青年海外協力隊

岩崎

渉さん からのお便りをご紹介します。

Bonjour！僕は今、中央アフリカのカメルーン共和国で小学校教諭と
して活動し、体育・図工・音楽などを教えています。僕の住むバファン
は標高が１０００mを超える高地で、アフリカとは思えないくらい涼しく過
ごしやすい気候です。
さて皆さん、カメルーンと聞いて思い浮かぶことは？やはり「サッ
カー」ではないでしょうか。先日行われたサッカーワールドカップ南ア
フリカ大会の日本の対戦国ということで、日本ではかなり有名になった
ことだと思います。結果はカメルーンが惜しくも負けてしまいました
が…。
こちらカメルーンではサッカーは最も人気があるスポーツです。子供
がボールを追いかける姿は街のあちこちで見かけられます。しかし、丸
くしっかりしたボールは高級品、子供たちは穴が開いて空気が無いボー
ルや、丸い物、ペットボトルまでもボールにしてサッカーをしています。

岩崎

渉さん
派 遣 国：カメルーン
職
種：小学校教諭
派遣期間：平成21年9月～平成23年9月
配 属 先：オーニンカム県事務所

また大人たちは、大きな大会やカメルーン代表が試合をする時はテレビ
のある家やバーなどに集まり観戦します。カメルーン代表が勝とうものなら大騒ぎです。でも、もし負けようものなら、
何故負けたのかを議論する“サッカー談義”が行われます。勝っても負けても、サッカーに対する情熱を忘れないのが
カメルーン人！
僕はカメルーンに来て1年になりました。残りの1年もこんな情熱的なカメルーン人達と一緒に楽しく過ごしていき
たいと思います。

上海万博へようこそ！

～上海万博リポート～
しょう

富山の皆様、ご無沙汰しております。わたしは平成２０年度の国際交流員を務めました鐘
しょう
婕です。一年前の春、家族の元へ、そして元の職場に戻ってからも、ずっと元気でやって
きました。
今年の春、上海万博局に異動し、中国館で勤務することになりました。主に日本から中
国館に訪れたお客様の案内、通訳をしています。世界中の各業界のVIP、そしてもちろん
富山県の石井知事もいらっしゃいました。

中国館国家館はやっぱりすごい！
中国館勤務の私ですから、まず中国館の見所を紹介します。中国館は国家館と地域館か
らなっています。国家館で一番素晴らしいのは最上階の総合展示館で、国宝と動く絵巻が
見所です。国宝は西安から持ってきた秦兵馬俑の青銅馬車で、始皇帝の先導馬車をイメー
VIPルーム“ゴールドホール”で
の鐘婕さん
ジしています。その技術の素晴らしさから、青銅器の最高傑作とも言われます。また「清
明上河図」という動く絵巻もお客様には大変好評です。CG技術で千年前の中国の都の繁
栄ぶりが再現されていますが、絵巻の中の、人、船等がゆったりと動いているのを見ると、時空を超えた不思議な感
じがしてきます。
中国国家館は完全予約制で、朝、改札口で整理券が配られています。ただし、枚数が限られているので、９時改札
が始まってから１
５分もしないうちに、なくなってしまいます。整理券をもらうために６時からずっと並ぶお客様もい
ます。旅行会社を通じて団体予約もできるので、問い合わせの際よく確かめてください。

上海館はやっぱりオススメ！
たとえ中国国家館の整理券がなくても、一階の地域館にはスムーズに入れます。中には中国各省のパビリオンが入っ
ていて、各地の民俗、文化が味わえますが、お薦めNo.1は上海館です。自慢でも何でもないのです！楽しく不思議な
空間が作り出された４Dの上海館を見て、訪れたVIP全員が「よく出来てるなぁ、楽しいなぁ」とつぶやいていました。
船や馬車に乗ったり、空を飛んだり、海底に潜ったりするような感覚を体験できます。永遠の若さを持つ女性のような、
活気に溢れた上海の様子がよく分かります。
上海館の次は吉林館。中国東北の山林を体感できる４D映像があり、穴に落ちたり、クモやトラに襲われたりする
ような刺激的な体験ができ、映画館の中は叫び声で賑わっています。人気の石油館にも似たような感じです。
上海館の待ち時間は２時間、吉林館は１時間。日本やサウジ、石油館の５時間以上より断然短いし、室内で並べる
ので、高温や台風の日も安心です。その他に、お洒落なイタリア館、かわいいタイ館、アクティブ系の航空館もお薦
めです。それらのパビリオンにプラス日本館か日本産業館を巡れば、もう充実した万博の一日ルートになります。万
博もクライマックスを迎える頃、富山の皆様にも是非、上海に来て楽しんでもらいたいですね。

こんな“国際交流”やっています！
～
“高校進学を目指す外国人のための学習支援教室”
高岡外国人の子どものことばと学力を考える会（高岡市）～
富山県内には、多くの外国人児童生徒が小中学校に通っています。日本語を流暢
に話す子もいますが、日本語による高度な表現や抽象的な思考ができず、学校の授
業に十分ついていけない子も多いです。学年が上がるにつれて学習の遅れは深刻さ
を増しながらも彼らは進級していき、
ついには
「高校受験」という壁にぶつかります。
アレッセ高岡では、彼らが「高校受験」の壁をなんとか乗り越えられるよう、今
年の５月から、外国人中学生を対象に、週２回、高岡市の東部公民館やふれあい福
祉センターで、学習支援を始めました。現在、生徒はブラジル人１
０名、中国人３名、
韓国人１名のあわせて１４名。教員や、元私塾経営者などの協力を得て、各生徒の苦手な教科や伸ばしたい教科の指導
をしています。
「自分には無理だから…」と暗い表情で話していた子も、アレッセの教室では、高校に進学して自分の
夢をかなえようと、講師や同じ志を持つ友人たちに励まされながら、一生懸命勉強しています。諦めないように声を
かけ、彼らの学習を後押しすることで、子どもたちは夢や希望を持つことができると実感しています。

韓国出身
金 光淑 さん
お薦め料理！

作ってみよう！韓国料理

ビビンバ

ビビンバは今では多くの人に好まれる代表的韓国料理ですが、元々は、農民が忙しい農作業の合間
にさっと食べられるように、残り物とご飯を混ぜて食べたのが始まりといわれています。
韓国には野菜や山菜のいろんなナムル(野菜の和え物)があります。韓国ではよくナムルを2～3日分
作っておいて、毎日少しずつ食べます。ビビンバは夕食よりはどちらかというとお昼や、食事を簡単
に済ませたい時、作り置きのナムルを使って手軽に作れるのが特徴です。
～作り方～
１．米をよく研いで、約３
０分水に漬け
てからふっくらと炊き上げる。
２．Aを炒める。
３．豆もやしを鍋に入れて塩少々
のお湯で茹でる。煮上がったら
ザルにあげBの調味料で和える。
４．大根をCの調味料で和える。
５．湯通ししたほうれん草を水で
ゆ す ぎ、 搾 っ て 水気 を 取 り、
４cm大に切りDの調味料で和
える。
６．人参をEの調味料で和える。
７. ご飯を器に盛り、各ナムルを載せ、コチュジャン、ゴ
マ油をかけて出来上がり。

〜材料〜（４人分）
米3合、コチュジャン大さじ4、ゴマ油小さじ4
A ひき肉300g、おろしニンニク小さじ1、白ゴマ小
さじ1、ゴマ油小さじ1、醤油小さじ1、コショウ少々
B【豆もやしナムル】
豆もやし200g、おろしニンニク小さじ1、白ゴマ小さ
じ2、ゴマ油小さじ2、塩小さじ1
C【大根ナムル】
大根千切り300g、唐辛子小さじ2、おろしにんにく小
さじ1、白ゴマ小さじ1、砂糖大さじ1、塩大さじ1、
酢大さじ、ゴマ油小さじ2
D【ほうれん草ナムル】
ほうれん草200g、おろしニンニク小さじ1、白ゴマ小
さじ2、醤油小さじ1、塩少々、ゴマ油小さじ2
E【人参ナムル】
人参千切り中1本、塩少々、サラダ油少々

TICからのお知らせ
これからの行事予定
イングリッシュ･アドベンチャー
１
０月１
９日（火）～１
０月２２日（金）全４回 １
７：００〜１
８：２０
（財）とやま国際センター研修室Ａ（インテックビル４階）

（財）とやま国際センター賛助会員募集及び
寄付のお願い

国際交流フェスティバル
１
１月１
３日（土）、１
４日（日）富山駅前CiCビル内
ロシア語スピーチコンテスト、外国人カラオケ大会等

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。

日本語ボランティア・スキルアップ
−ボランティア・リーダーのための勉強会−
１
１月２０日（土）１
３：３０〜１
６：３０
環日本海交流会館（富山市内幸町６－６）

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。

日本海学シンポジウム
「海と船が教える、本当の人間力
～暮らしの知恵から共生社会を担う指導力まで～」
１
２月１
８日（土）午後 スカイホール
（インテックビル３階）
日本海学講座
１
０月２日（土）９：００〜１
５：００ 黒部市生地地区
「海の恵みと名水のまち生地」
１
１月２０日（土）１
３：３０〜１
５：００ 富山県民会館７０１号室
「富山の環日本海交流～中国、ロシア、韓国～」

年会費（１口）個人会員 ３，
０００円
団体会員 ３０，
０００円

電話通訳サポートのご案内
日本語が十分にできない外国籍住民の方がどこかの
機関に相談したい場合ご利用下さい。スタッフが相
談内容 を 聞 き 専門機関 に リ ア ル タ イ ム で 電話通訳
し、相談者、センターのスタッフ、専門機関の担当
者で同時に相談を進めることができます。
専用電話番号 076−441−5654

外国人生活相談・電話通訳サポートの日程
月

火
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