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国際交流フォーラム
inなんと国際交流フェスティバル
さる７月１日に福光中央会館で国際交流フォーラムを開催
しました。
タレントで山形弁研究家のダニエル・カールさんに、「が
んばっぺ、オラの大好きな日本」というテーマで講演をして
いただきました。南砺市内外から参加いただいた来場者は
２５０名を数えました。

（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

とやま国際塾
日時：平成２４年７月１
４日（土）～１
５日（日）
場所：富山空港及び呉羽青少年自然の家
２日間にわたり、県内高校生を対象とした“とやま国際塾”
を開催しました。
１日目、最初に向かったのは世界への玄関口でもある富山空
港。説明を受けながら空港内や展望デッキなどを視察した後、
富山空港の国際化の現状と将来展望について講義を受けました。
午後からは活動場所を呉羽青少年自然の家に移し、外国人スタッフとの交流や英語での授業を体験しました。クイズ
や人間ビンゴで緊張をほぐした後は、世界井戸端会議と称し各国出身者を交えて、テーマに沿って会話を楽しみました。
英語での授業は、音楽、ダンス、影絵をテーマに行いました。高岡市国際交流員のマット・ブラウンさんの歌声で始
まった音楽の授業では、イギリスの現代音楽についてだけでなく、歌詞を通してイギリスの社会問題にも触れることが
できました。ダンスでは、伏木高校外国語指導助手のアイシャ・ヨークさんが、出身国であるトリニダード・トバゴで
誕生したリンボーダンスを紹介してくれました。アイシャさんと高校生がお互いの筋力と柔軟性を競い合う姿も見られ
ました。夜は県内でも活躍している影絵師ジャック・リー・ラン
ダルさんの作品を鑑賞し、ジャックさんの指導の下、オリジナル
影絵作りに挑戦しました。
２日目は、平成２２年度JICA教師海外研修でウガンダ共和国を
訪問された富山高校英語科教諭の栄 秀樹氏を講師として迎え、異
文化理解ワークショップを行いました。栄氏がウガンダで撮影し
た写真や動画を通して、ウガンダやそこに住む人々、生活様式に
ついて理解を深めました。また現地の学生と日本の高校生にとっ
て大切なものを比較し、多様な価値観に触れることできました。
影絵作りを指導するジャックさん

さまざまな活動を通し、世界を身近に感じることができた2日
間でした。

射水多文化共生理解教室
日時：平成２４年７月２５日（水）
場所：射水市櫛田コミュニティーセンター
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。
今年度第二回目は、イギリス出身のヒーリー・スチュワー
トさんを講師に迎え、
「イギリスの文化を理解する」という
テーマで開催しました。射水市串田地区などから５２名の参加
を頂きました。
２０００年に金沢大学で経済学を学ぶために来日したヒーリーさんは、その後富山県出身の女性と結婚し、２００９年から
射水市串田でブラックベリーを無農薬で栽培、無添加のジャムを作り射水市内各地で販売しています。
祖母が作ってくれたデザートの中でもブラックベリーとアップルのパイがとてもおいしかったことや、ブラックベ
リー栽培での苦労話や、地域の人から頂いた支援、そして外国人とのコミュニケーションに関しての助言など、様々な
話をしていただきました。
参加者からは、
「ロンドン・オリンピック直前にイギリスを身近に感じることができてよかった」などの意見が聞か
れました。

外国人のための日本語ボランティア養成講座
日時：平成２４年６月７日（木）～８月９日（木）
毎木曜日 １
８：３０～２０：３０ 全１
０回
場所：環日本海交流会館

外国人住民が地域社会に参加するために必要な日本語
支援について学ぶことを主なねらいとして全10回の養
成講座を開催しました。
今回は大学生から６０代までの幅広い年齢層の男女２３
人が参加しました。
講座では、まず地域の日本語教室の現状について知り、
その後、対話中心の活動(まだ日本語が十分に話せない
人と話をつないでいく方法)などを学びました。
最終回に来ていただいた射水市の日本語教室“ワイワイにほんご・たいこうやま”代表の亀井あつ子さんからは、
「日
本語教室は外国人住民が『ありのままの自分でいられる、自分の存在感を実感できる場所』だ」など、教室活動の意義
について話していただきました。
受講者からは、
「地域の日本語教室の活動に参加したくなった。」「ボランティアとしての立場、理念をしっかり学ぶ
ことができた。
」
「講座参加者との対話や交流によって、自分のコミュニケーション力を見つめなおすことができた。
」
などの意見がありました。
講座終了後のアンケートでは、大半の方から「地域日本語教室の活動に参加したい」という回答をいただきました。
そして、実際に、活動に参加されているという嬉しい報告がありました。

外国人のための暮らしに役立つ日本語教室

―ＹＯＭＩＫＡＫＩ広場―

日時：平成２４年４月～平成２５年２月
日曜日 １
０：３０～１
２：００ 全２０回
場所：環日本海交流会館

地域に住む外国人が、自立し、誇りを持って、社会に参加するためには識字の力は大切です。会話には不自由がな
くても「読み書き」に困っている方々が、生活に結びついた「読み書き」の能力を得ることができるように、昨年度か
らこの日本語教室「YOMIKAKI広場」を開催しています。
教室は大きく３つに分かれています。まず、漢字を初めて勉強する人や漢字があまりわからない人のための「漢字
１
００！グループ」
、そして、会話には不自由がなくても学校からのお知らせや回覧板を読むのにはちょっと困っていると
いうような方を対象の「生活漢字グループ」、最後に、日
本の社会や文化に関するトピックを読み解く「読み書きス
キルアップグループ」の３つです。
富山市だけではなく魚津市や射水市など県内各地から外
国人が参加しています。この教室の活動の進行は日本語教
育専門家が行います。そして、外国人参加者は、当センター
主催の日本語ボランティア養成講座を受講したサポーター
といっしょに、毎回おしゃべりを楽しみながら「読み書き」
を学んでいます。

活用しよう! “国際交流人材バンク”
平成１
３年度から運用している国際交流人材バンク。これまでにたくさんの方にご登録いただき、県内の国際交流・
国際協力・多文化共生に関する様々な場面でご活躍いただいています。行政機関や企業、個人の方などからの様々
な依頼に応え、県内の今後のさらなる交流、活動の発展に寄与したいと考えます。

どんな人が登録しているの？
海外事情紹介者
9％

分野別登録者

国際交流人材バンクには、現在約１
５０人程度の方が登録されています。
その7割は日本人で、ついで中国人、韓国人という順になっています。
また、バンクには「通訳者」、「翻訳者」、「ホストファミリー」
、
「日

日本語指導者
8％

本語指導者」、「海外事情紹介者」という５つの分野があり、分野別登

ホストファミリー
9％

録者をみると通訳者と翻訳者で7割を占めます。

通訳者
39％

通訳者を言語別にみますと、多い順に英語４７人、中国語３１人、韓国
語１１人、ロシア語１
０人、ポルトガル語８人、その他、となっています。

翻訳者
35％

どんな人が利用しているの？
過去5年の利用実績をみますと、国際交流人材バンクの依頼
者は１, 個人、２, 行政機関・公益法人、３, 企業の順に多くなっ
ています。学校等の教育機関、団体、マスコミ、病院等から
の要請にも多くこたえています。

北東アジアバイヤー商談会 (通訳)

国際交流人材バンクへの登録、
ご活用をおまちしています！
！
国際交流人材バンクの5つの分野

通訳者

翻訳者

ホスト
ファミリー

日本語
指導者

海外事情
紹介者

TICでは様々な国際交流活動に協力していただける人材を募集し、紹介しています。「日本語を
教えてほしい」
、
「通訳を探している」などの要望にお応えします。
人材バンクをご利用になる際は、当センターのホームページ上の「紹介依頼書」に記入の上、お
申込ください。また、
ご登録になる際は同じくホームページ上の「国際交流人材バンク登録申請書」
及び登録されたい分野の登録票に記入し、EメールやFAXなどでセンターにお送りください。
要綱など、詳しい情報についてはホームページをご覧ください。
http://www.tic-toyama.or.jp/extra_information/bank.html

どのように活用されているの？
平成２３年度は東日本大震災の影響による交流
事業の自粛等に伴い、人材バンクの利用も前年
度に対しやや減りはしたものの、今年度は上半
期を経過し、既に前年度を上回るペースでの利
用実績となっています。
人材バンクの利用で最も多いのは通訳者と翻
訳者の紹介で、例年、両者をあわせて全体利用
実績の８割を占めています。
通訳ですが、言語別にみますと、利用実績の
多い順に英語、韓国語、中国語、ロシア語となっ
ており、環日本海地域の言語が多数を占めてい
ます。富山県在住の外国人住民として中国人に
次いで2番目に多いブラジル人の話すポルトガ

ロシア沿海州こどもキャンプ (通訳)

ル語、また、台湾語やタイ語、ベトナム語などの東南アジアの言語もニーズが高まっています。
分野的には国際交流事業が最も多く、次いで、商談や技能実習生の通訳等、ビジネスでの利用も多くなっています。
また、司法、医療、教育関係でも通訳が必要となる場面がみられます。
一方、翻訳の利用実績を言語別にみると圧倒的に英語が多くなっています。翻訳での依頼で一番多いのは証明書等
の翻訳です。ビジネスの分野では契約書等の翻訳の依頼も増えており、医療関係では、薬関係、診断書等の翻訳など
の必要性も出てきています。
人材バンクには他に「日本語指導者」
、
「ホストファミリー」、「海外事情紹介者」という分野もあります。
今年度は、
「日本語指導者」については交換留学生の日本語指導、「ホストファミリー」については米国人教育者日
本派遣プログラムで来県された方のホームステイ先等をご紹介しました。
海外事情紹介者とは“外国の文化・習慣のほか国際協力活動の事例を紹介できる方”を登録し、ご紹介するもので
すが、今年度に関しては富山県観光ガイドドライバー養成講座等の講師を登録者から派遣し、文化・言語の等の講義
を実施して頂きました。
「富山県在住の語学力や海外経験など様々な知識・ノウハウをもつ人材を、これからの富山県の国際交流・協力、ビ
ジネス等のグローバルな発展に役立てる。
」この目標を胸に、これからも皆さんに愛される国際交流人材バンクを目指
します。

平成24年度
国際交流人材バンク 通訳者セミナー開催!
日時

平成２４年１
１月１
８日
（日）１
３０
: ０～１
５３
:０

場所

環日本海交流会館 大会議室（富山市内幸町６-６）

講師 新崎 隆子 氏
（会議・NHK放送通訳者。NHKグローバルメディアサービス国際研修室講師。
東京外国語大学大学院非常勤講師）
とやま国際センターでは、国際交流人材バンク通訳登録者を対象に毎年セミナーを開催しており、今年度は、
最も登録者の多い英語の通訳登録者を対象にスキルアップセミナーを行います。
講師には、国際会議・シンポジウムの同時通訳やNHKワールドニュースの放送通訳及びニュース７・ニュー
スウォッチ９の音声多重放送など、第一線でご活躍中の新崎隆子氏をお迎えし、「通訳概論と実践演習」と題
し通訳者セミナーを行います。
この機会に、是非、皆さんのご参加をお待ちしております!!

JICAボランティア 平成24年度秋募集が始まります!
【募集期間】
平成２４年１
０月１日（月）～１
１月５日（月）
【募集対象】
・青年海外協力隊＆日系社会青年ボランティア（２０～３９歳）
・シニア海外ボランティア＆日系社会シニアボランティア（４０～６９歳）
【体験談＆説明会】
ボランティアの制度、OB・OGの体験談、皆さんの疑問・質問にお答えします。申込み・
参加費は不要です。
日時：１
０月１
４日（日）１
１：００～１
６：００（会場出入り自由）
会場：サンシップとやま研修室６０２
※なお、JICAボランティア平成２４年度秋募集での応募をお考えの方は、指定の「語学力申告台紙」の応募時の提出
が必須となりますのでご注意ください。平成２４年度秋募集からは、二次選考会場での、TOEICの受験はできません
ので、お早めに語学試験を受験してくださいますようお願いします。

平成24年度国際協力のプロになるためのガイダンス
日時：平成２４年６月２７日（水）
場所：CiCビル３階

富山国際学園サテライト・オフィス

講師とテーマ：
武藤一郎 氏 (元外務省職員)
「アフリカ開発と日本の協力」
友部秀器 氏 (独立行政法人国際協力機構(JICA)北陸支部長)
「JICAの国際協力について」
井川定一 氏 (認定NPO法人アジア
日本相互交流センター(ICAN)事務局長)
「国際協力NGOの活動で求められる人材、知識や心構えなど」

右から武藤、友部、井川の3氏

とやま国際センターの新規事業として、平成２４年度国際協力のプロになるためのガイダンスを開催しました。講師
の３名には、それぞれの経験談を交えながら講演していただき、普段なかなか聴くことの出来ない貴重な話を聴く機
会になりました。
武藤一郎氏には、長年にわたり国際協力の分野に携わった経験に基づき、日本が戦後、世界各国の支援で復興した
歴史、そして現在の開発途上国への支援の意義等について、わかりやすく説明していただきました。
JICA北陸の友部支部長には、国際協力の必要性や国際協力分野で求められる人材像について話していただきました。
ICANの井川事務局長には、NGO職員を目指すために必要な知識や心構え、求められている人材像の他、NGO職員
の待遇や業務内容などを具体的に説明してもらえて大変参考になりました。
参加した皆さんが、今後国際協力分野に進もうとされる際の参考になったのではないかと感じています。

Voices from the world

〜オーストリア インスブルック〜
世界の富山ファンからのメッセージ

板谷 麻夕さん
Ｑ．今、どんなお仕事をされていますか？
Ａ．現在、３足の草鞋を履いています。現地のIT会社でのプロジェクト・
マネージメントのアシスタント、オーストリア観光ガイド、独語・英
語翻訳です。
オーストリアで観光ガイドをするには国家認定資格が必要で、この資
格を持たずにガイドをすると罰金約３０万円が課せられます。なぜか今
夏は日本からオーストリアへの観光ツアー数が例年の１
２０％というこ
とで、私たち日本人観光ガイドはフル稼働でした。
Ｑ．オーストリアの近況について教えてください。

アルプス山脈とインスブルックの街

Ａ．
『冷夏、ゲリラ豪雨がオーストリアワイン市場を直撃！』
今年の夏は、３６度を越える猛暑が続いたかと思えば、突如気温が２０度まで下がる肌寒い日が続いたり、ゲリラ豪
雨や雹（大きいもので野球ボール大で、車のフロントガラスが割れる程）に見舞われたりと、波乱続きの夏でした。
そのせいもあって、今年のワイン収穫量は激減！価格高騰！の予想です。オーストリアのワインはあまり日本では
有名ではありませんが、イタリアやスペインのワインとは別の味わいがあります。ワインとチーズをこよなく愛す
る『のんべえ』の私としては、寂しい限り（ちなみに『チーズ市場、異常なし』です）。
Ｑ．富山とはどんな結びつきがありますか？
Ａ．富山で生まれ育ったキトキトの富山人です！チロルに観光にいらした日本人の方から、
「富山って、緑豊かで、お魚も美味しいし、何と言ってもホタルイカよね〜」なんて言
われると嬉しくなります♡
Ｑ．最後に富山の人に一言メッセージをお願いします。
Ａ．チロル州は人口７０万人（州都のインスブルックは人口１
３万人というコンパクトな都市）
で、周囲をアルプス山脈に囲まれ自然豊かで独特の文化・精神（チロル州の人は頑固
者ともいわれています）をもつ地方です。時間の流れがゆっくりで（ゆっくりすぎる
皇帝マクシミリアン1世が
建築した旧市街のシンボル
“黄金の小屋根”

のが難点ですが）、自然に親しみ、心身ともにリフレッシュするにはもってこいの場所
です！ぜひ遊びにきてくださいね！

こんな“国際交流”やっています！
「緑の植林協力隊」２０１
２海の森づくり、
マングローブ植林と視察 (公財)オイスカ富山県支部 (富山市)
～TICから助成した事業をご紹介します～
１
９７５年に発足したオイスカ富山県支部。１
４０名の会員からなり、アジア
太平洋地域での農村開発や環境保全活動を展開しています。
さる７月２２日～２７日、フィリピンで行われた活動をご紹介します。今回
のメインの活動となったのはボホール島でのマングローブ植林です。海岸
から３００m位の地点で、地元の大学生や村人とともに２０００本のオヒルギな
どを植樹しました。股下まで海水に浸りながらの作業ですが、無事に終了
することができました。今後は大学生たちが中心になり植林管理をしてく
れることになっています。
またネグロス島では、日本の技術が移転された蚕糸工場を視察し、カン
ラオンでは稲作研修を受けた青年が作り上げた約２００haの田んぼ、ドン・サルバドール・ベネディクトの８年前に植林
活動を行った現場を視察するなど、
日本人が現地に実際に訪れて行ってきた活動の成果を確認し帰国の途につきました。

タイ出身
高田ポッジャニーさん
お薦め料理！

作ってみよう！タイ料理

サンカヤーファットーン
サンカヤーファットーン
(まるごとカボチャのココナッツプリン)
(まるごとカボチャのココナッツプリン)
このデザートはタイのどこでも食べられています。一般的にタイではデ
ザートはあまり手作りせずに買って食べます。ココナッツプリンはカボチャ
の甘さとよく合います。我が家でも人気の一品になっています。
～作り方～

ポッジャニーさんと
息子の航輔くん

１．カボチャの外側をよく洗い、上部直径6cm
程度をくりぬく。
２．カボチャの種の部分をスプーンで取り出す。

〜

材

料

〜

３．ココナッツミルク(分離している場合はよく

坊ちゃんカボチャ‥‥‥ … 1個

混ぜる)、卵、白砂糖、黒砂糖、塩をボールに

(手のひらサイズで700g程度のもの)

入れて泡だて器で混ぜる。

ココナッツミルク‥‥… 100cc

４．カボチャの中に流し込む。

卵‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥… 4個

５．蒸し器に入れ、
中火で４５分間蒸す。カボチャ

白砂糖‥‥‥‥‥‥… 大さじ1

の上部は蓋をせずに

黒砂糖‥‥‥‥‥‥… 大さじ1

一緒に蒸す。

塩‥‥‥‥‥‥‥‥‥… 少々

６．あら熱がとれたら一晩冷蔵庫で冷やして出来
あがり。

TICからのお知らせ
これからの行事予定
国際交流フェスティバル
11月11日（日）１
０：３０～１
７：００ 富山駅前CiCビル内
外国人カラオケ大会、ロシア語スピーチコンテスト等
日本海学講座
“縄文時代の装身具と翡翠”
１０月６日（土）１
４：００～１
５：３０ 県民会館３０４号室
講師 前 富山市埋蔵文化財センター所長 藤田 富士夫 氏
高度差４０００m森里海のつながり発見事業
“森里海のつながり講座”
１０月２７日（土）１
３：４０～１
６：３５
ボルファートとやま「珊瑚の間」
講師 元 富山大学教育学部教授 長井真隆 氏
魚津水族館館長
稲村 修 氏
１１月１０日（土）１
３：４０～１
６：３５ 県民会館７０
１号室
講師 前 富山県生物学会会長
布村 昇 氏
富山大学名誉教授
田中 晋 氏
１１月１７日（土）１
３：４０～１
６：３５
ボルファートとやま「珊瑚の間」
講師 富山県森林研究所森林資源課長
長谷川幹夫 氏
富山大学極東地域研究センター教授 和田 直也 氏

（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，
０
０
０円
団体会員 ３
０，
０
０
０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。

外国語の絵本よみきかせ親子の会
県内在住の外国人お母さん・お父さんによる外国語の絵
本のよみきかせです。各国の子育て事情についてもざっく
ばらんに話せる親子の会。皆さんの参加をお待ちしていま
す！
：００
日時：毎月 第２土曜日１
０：００～１
１

（１
０、１
２、１、２月は英語、11月はロシア語、
３月は中国語）
場所：環日本海交流会館 (富山市内幸町６-６)

環日本海交流会館には英語、ロシア語、ポルトガル語、
中国語等の絵本を５００冊以上設置しています。
今回新たに入った本を少しご紹介します。
「Mr. Gumpy's Outing」
（John Burningham）
「Three Billy Goats Gruff」
（Marcia Brown）
「Play with Me」
（Marie Hall Ets）
「Crictor」
（Tomi Ungerer）
「Katy and the Big Snow」
（Virginia Lee Burton）
「Let's Play」
（Leo Lionni）
「The Sign on Rosie's Door」
（Maurice Sendak）など多数

