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2021年5月 TIC国際理解出前講座の様子（砺波少年自然の家にて）

～TIC国際理解出前講座～
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。

（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

令和3年度 多文化理解連続講座
【第1回】
日

【第2回】

時：令和3年6月26日（土）10：00～11：30

テーマ：
「韓国人が愛する酒とおつまみ」
講

Zoomオンラインセミナー

師：ナ ジンソ さん（韓国在住）

日 時：令和3年9月5日
（日）10：00～11：30
テーマ：
「日系アルゼンチン人移民の歴史」
講 師：フリアナ・タネダ・デ・ガッティ さん
（アルゼンチン在住）

この講座は今年度から新たに始めたZoomによるオンラインセミナーです。コロナ禍で人々の移動が制限さ
れている今、富山県に縁のある在外の皆さんと富山の皆さんをつないで交流の機会をもち、様々な文化に触れ、
理解を深めてもらおうという趣旨で始めました。
1回目はソウルでウェブデザイナー、プログラマーとして活躍
するナ ジンソさんを講師に迎え、「韓国人の愛するお酒とおつま
み」と題し開催しました。お酒の消費量が多い韓国ですが、その
お酒の楽しみ方も多種多様。
「マッコリにはネギチヂミ」など美
味しそうな食べ合わせの例などが紹介されました。
2回目はアルゼンチン第二の都市コルドバでインテリアデザイ
ナーとして活躍するフリアナ・タネダ・デ・ガッティさんが「日
系アルゼンチン人移民の歴史」について紹介しました。自身も日

第 2 回講座オンデマンド配信中 !

系三世のフリアナさんは、アルゼンチン在住日系一世へのインタビューも
織り交ぜながら、明治時代から戦後までの日系移民の苦難の歴史について紹介されました。
二人は共に2003年に富山県の受け入れで技術研修を行いました。時を経て、今、母国
で活躍されている方とのオンライン交流を楽しんだひと時でした。
第3回 11月14日（日）“ワシントンD.C.発アメリカ事情あれこれ”も参加者募集中！

令和3年度 日本語支援ボランティア養成講座
日時：令和3年5月15日（土）～10月9日（土）
全12回

10：00～12：30

場所：高岡市戸出コミュニティセンター
（途中Zoom開催）
とやま国際センターでは地域の日本語教室で外
国人の日本語学習を支援するボランティアの育成
を目的として、平成10年から「外国人のための日
本語支援ボランティア養成講座」を開催しています。今年度は高岡市戸出で、日本語教育機関トヤマ・ヤポニ
カより講師を迎え、全12回の講座を行っています。
コロナ感染拡大が止まらず、途中からオンライン開催となりましたが、グループワークなども活発に行われ
ました。講座では、富山に住む外国人住民が日常生活でどのような悩みを抱えているかなどを理解することか
ら始まり、日本語学習支援に必要な知識や心構え、対話を中心とした活動のスキル等を身につけていきました。
7月17日の実習では、外国人学習者とともに、実際の「対話活動」を体験。講座を通して相互理解を深め、
地域のコミュニティを活性化していく大切さを学びました。
また、9月11日は「年少者への支援」をテーマに福井大学の半原芳子准教授を講師に迎え、成人支援と年
少者支援との違い、親への支援という観点から日本語学習支援のあり方を学びました。

災害時外国人支援のための防災訓練
日時：令和3年8月1日（日） 10：00～11：30
場所：滑川市民交流プラザ

多目的ホール

講師：特定非営利活動法人
多文化共生リソースセンター東海
代表理事

土井

佳彦 さん

毎年富山県の総合防災訓練にあわせて実施している「災
害時外国人支援のための防災訓練」。今年は滑川市民交流
プラザにて、市内在住の外国人支援ボランティアを対象
に開催しました。初めに土井講師より「災害多言語支援センターの役割」と題して、災害時においては、
言葉が分からない外国人は災害時要援護者になりやすく、やさしい日本語や多言語への翻訳が必要になる
こと等の説明がありました。講演のあとは、実際に各言語のグループに分かれ、災害情報の翻訳を行いま
した。参加者からは「今日のような体験を普段からやってみることの大切さを実感した」
「情報のピックアッ
プが難しく、翻訳は日常から意識してトレーニングしていこうと思った」「やさしい日本語を軸に情報を
流すことが大切だと知った」等の感想が寄せられました。

広域連携による災害時外国人支援ボランティア研修会
日時：令和3年8月28日（土）13：00～15：30
場所：オンライン（Teams）開催
毎年北陸3県合同の持ち回りで開催している「広域連
携による災害時外国人支援ボランティア研修会」。今年
は福井県の主催により、コロナ禍の中での開催というこ
とで、初めてオンライン（Teams）による研修会を行
いました。富山県からは当センター職員2名と、県内の
災害ボランティア登録者2名の計4名が参加しました。
事前に、NPO法人多文化共生マネージャー全国協議会代表理事の土井佳彦さんによる講義動画を視聴
し、当日はその振り返りと質疑応答の後、実際に災害情報を翻訳するグループワークを行いました。
Teamsで言語ごとにいくつかのグループに分かれ、オンライン上で必要な情報を取捨選択し、翻訳作業
を行いました。参加者の中からは「慣れないオンラインでの翻訳作業が難しかった」という声もありまし
たが、
「混乱を極める災害時において、分からない中でもとにかく進めていなかくてはいけないという意
味で貴重な経験ができた」
、
「改めてICTの活用やITリテラシーの重要性を痛感した」等の意見があり、実
りある研修会になったようでした。
今回、北陸3県それぞれから遠隔で翻訳作業を行ったことで、今後実際に災害が起きた場合、直接現場
に行かなくても県外から遠隔で支援ができるという可能性が広がりました。オンラインならではのメリッ
トをコロナ後にも生かしていけるような“新しい支援の仕方”を模索していかなければいけないと気づか
された機会となりました。

日本語教室 ＆ 学習支援教室など
在住外国人の方々にとって、生活に必要な基本的な日本語能力を身につけることが大切で
す。富山県内でも、各地域において公的機関やボランティア団体などによって日本語教
室や学習支援教室が運営されており、在住外国人の方々と地域とのつながりを生む場にも
なっています。身近な外国人の皆さんに情報を教えてあげてください。また、ご関心のあ
る方は、ぜひ教室の活動にトライしてみてください。

3 トヤマヤポニカ
出張

4 日本語教師会 ゆうゆう

オンライン

個人レッスン

※現在、特別な場合を除き個人のお申

高校、富山市民国際交流協会、

込みは受け付けておりません。詳

環日本海交流会館など

しくは直接お問い合せください。

応相談

076-423-2737

9 ふれあい日本語教室

たかおか

クラス

高岡市ふれあい福祉センター 他
（高岡市博労本町4-1）
月２回

日曜10：00～11：30

0766-20-1236
tabunka@city.takaoka.lg.jp
１回200円

15 ワイワイにほんご
・たいこうやま

クラス

 水市立南太閤山コミュニティセ
射
ンター（射水市中太閤山13-3-1）

第２・４土曜 19：00～20：30
HP http://waiwainihongo.jimdo.com
090-5176-2458
1回300円 or 年間1,000円
学習支援教室は無料

19 日本語教室 in 氷見
クラス

１回100円

氷見市いきいき元気館
（氷見市中央町12-21）
月2回程度

土曜日10：00～11：30
0766-74-1800
himi-volunteer@bz3.hi-ho.ne.jp

富山市新富町1-2-3 CiC3階
（入門）

水曜10：30～12：00

076-444-0642

HP https://tc

5 とやまガイドクラブ

日本語教室

クラス

毎週土曜19：00～21：00

090-8092-5078
無料

10 アレッセ高岡

11 Aula de Japones

クラス

クラス

オンライン

ニッセンビル１F（高岡市守山町35）
(対面） 火曜17：00～19：00、
土曜9：30～11：30、13：00～15：00
(オンライン) 水曜17：00～19：00、
土曜15：30~17：30
080-8885-6823
対面：月3,000円、オンライン：年3,000円
HP https://www.alece.org

16 たのしい日本語ひろば

in 滑川

オンライン

滑川東地区公民館
（滑川市吾妻町426）
第3日曜

10：00～11：30

090-2838-0235
tanoshiihiroba@gmail.com
１回

100円

20 にほんご教室なんと
クラス

（初

（富山市奥田新町3-1）

１回１時間半程度 1,500円より

クラス

クラス

富山市立奥田公民館

076-442-1435

HP http://www.japonica.jp

1 富山市民国際交流協会

1回300円 or 年間1,500円
託児（要予約）200円

福光交流センター
(南砺市福光1137)
月2回程度
日曜日10：00～11：30
090-7749-1377
nantonihongo@gmail.com

ポルトガル語、スペイン語圏の方を
中心とした教室です。
高岡市
平日19：00～
090-2839-2084
iasuiuqui@h3.dion.ne.jp

17 魚津市日本語教室
個人レッスン

無料

（交通費として月1,000円）

魚津市釈迦堂1-10-1
魚津市役所 会議室等
月～金曜

応相談

0765-23-1131
HP http://www.city.uozu.
toyama.jp/（魚津市HP）

21 にほんご教室なんと（入門）
クラス

１回300円

福光福祉会館
(南砺市福光5260)
毎月第２・４日曜日

10：00～11：30

0763-52-4548
HP http://www.nanto-ykk.org/

2 富山国際学院

ス

１回300円

初級）

出張

富山市芝園町2-5-13 織田ビル

金曜10：30～12：00

076-441-9360

オンライン

個人レッスン

月～金曜

HP https://www.toyamaia.com/

詳細はホームページをご確認ください

ca-toyama.jp/
 マ イ ル ベ ア ー 日本語教
6 ス

室＆コミュニティー

クラス

クラス

出張

オンライン

富山市、高岡市、砺波市他
詳細は直接お問い合わせ下さい。
090-4267-3481
ID：＠743fjfeh
HP http://smilebear.jp

12 前川 衛
個人レッスン

高岡市戸出自宅教室
月曜日～土曜日
0766-63-191

7 学習日本語支援

・勉強お助け隊

無料

クラス

8 高岡市国際交流協会

基礎日本語教室

１回500円

クラス

（土曜日） 10：00～11：30
環日本海交流会館（富山市内幸町６-６）

御旅屋セリオ7階
（高岡市御旅屋町101）
第1、3、5土曜日
13：30～15：00

（日曜日） 10：15～11：45
CiC３階（富山市新富町1-2-3）

0766-27-1856

076-444-0642

HP https://takaoka-iec.jim
dofree.com/

13 日本語ボランティア

ひまわり

クラス

14 富山情報ビジネス専門学校
クラス

射水市三ケ576

高岡市東野165-8

月～金曜

随時

0766-55-1420

090-3760-6526

the_battle_is_the_lords
@yahoo.co.jp

heichuan-wan@ezweb.ne.jp

１時間1,300円

交通費その他１時間600円

HP http://www.bit.urayama.ac.jp
募集、出願方法等の詳細はホームペー
ジをご確認ください

18 日本語教室 in 黒部
クラス

1回300円

（一時保育あり※要予約）

19

黒部市三日市20
黒部市国際文化センター コラーレ 他

10
9 13
11 8
12
15 14

月2～3回程度
日曜または土曜 10：00~12：00
0765-57-0498/080-1965-8625
HP https://www.city.kurobe.
toyama.jp/（黒部市HP）

とやま国際センターでは、地域
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日本語教室へアドバイザーを派
遣し、運営を支援しています。
また、日本語ボランティア向け
の研修会も実施しています。今
年度のスケジュール等詳細はP8
に掲載しています。

※令和３年３月末時点の情報です。詳細は
（公財）
とやま国
際センターホームページで７か国語（日・英・中・韓・露・
伯・越）で確認できます。尚、新型コロナウイルスの状
況によって、中止や変更となっている場合があります。

オンライングローバルキャンパス 2021 ～北陸発の国際協力を知ろう～
JICA北陸では、高校生・大学生向けに国際協力について知り、
考えてもらうための入門セミナーを全4回開催しており、8月
28日に第1回『知ることか
ら始めよう−経験者から学
ぶ 国際協力− 』 を 実施 し ま
した。

第1回
知ることから始めよう
8/28（土） −経験者から学ぶ国際協力−
民間企業×国際協力
第2回
−北陸の企業が途上国の
9/18（土）

社会課題に挑む−

第1回 は、JICA北陸 か
らJICAの 事業 や 北陸3県
の取り組みを紹介、ゲスト
スピーカーである一般社団法人 Think Locally Act Globally
（TLAG）事務局長の小島路生さんからは、様々な国際協力の現
場での経験とその経験から学んだことについて話していただ

行政×国際協力
第3回
−私たちが住む街が行っている
11/6（土）

国際協力とは−

地方創生×国際協力
第4回
−国際協力の経験からみる
12/4（土）

北陸の地域課題−

きました。参加者からは、
「 教育支援に対する考え方が大きく変
わった」
「他の参加者と交流できたことが嬉しかった」などの

←詳しくはこちらを

声がありました。今後もグローバルキャンパスは続きますので、

ご参照ください

ご興味がありましたらぜひご参加ください。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

10月6日は「国際協力の日」＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

みなさんは、「国際協力の日」があることをご存じでしたか？ 1954年の10月6日、日本が初めて
国際協力の援助国として、国際組織「コロンボ・プラン」（Colombo Plan）に加盟しました。これを
記念して1987年に外務省と独立行政法人

国際協力事業団（現：国際協力機構（JICA））が制定しま

した！

JICA海外協力隊からの現地リポート

― 番外編 コロナ禍で帰国、今の思い ―

世界中で活動しているJICA海外協力隊は、2020年3～4月に新型コロナウイルスの影響により一時帰国を余儀なく
されました。帰国後、複雑な思いを抱えながらも、新たな道に進む富山県の協力隊員の今の思いを聞いてみました。

2018年度 2次隊

新田

雄（にった

ゆう）さん（派遣国：ウガンダ、職種：コミュニティ開発））

ウガンダ北東部にある現地NGOに配属され、農家の生活、収入向上を目
標にネリカ米というお米の普及活動を行っていました。雨季の前には現地の
人達と草だらけの土地を鍬だけで耕し種を蒔きました。数ヶ月後嬉しそうに
収穫する農家さんの笑顔が今でも忘れられません。しかし新型コロナウイル
ス感染症の拡大により、任期を半年残し日本への緊急帰国となりました。急
な帰国だったためお世話になった人達に「さよなら」を言えなかったのが心
残りです。
帰国後、待機期間が長くなり、移動が自粛となるなか、「今自分に何がで
きるだろう？」と考えるようになりました。赴任する前は農業の経験がほと
んどなかったのですが、任地で農業に関わり、農業の面白さや可能性に魅せ
られました。現在は農業の知識や経験を増やしていきたいと思い、富山県で
農業に取り組んでいます。日本の農業を取り巻く課題も知り、農業を通した
社会課題の解決に貢献していきたいと思っています。

共に生きる TOYAMA
武田 エレーナ

さん（ロシア・ノボシビルスク出身）

来日のきっかけ
今から25年前、日本人の夫と結婚したことがきっかけです。私の出身地のノボ
シビルスクは札幌市と姉妹都市で、市内には日本文化を紹介する施設やイベント
が多くあり、私は生花教室に通っていました。そして当時同市に滞在中だった夫
と出会いました。
結婚当初は札幌市に住んでいましたが、1998年に夫の仕事の関係で、ここ富
山県にやってきました。
現在のお仕事について
現在は県内の学校でロシア語教師として勤務する傍ら、県内で暮らすロシア語を母語とする子どもたちのた
めのロシア語教室の運営を行っています。教室を始めようと思ったきっかけは、自分の子育てにおいて、母語
教育がいかに大切か気づいたことからでした。
子育て期において、母語で話をするということは単なるコミュニケーションの手段としてだけではなく、親
子の絆を深めるために非常に大切なことです。子どもたちが母語であるロシア語をきちんと習得せずに失って
しまうと、親子のコミュニケーションがうまく行かなくなり、情緒不安定や、ひいては社会的不適合などの深
刻な事態を招くおそれがあるのです。実際に、県内でも外国人児童の就学者数は確実に増加していますし、な
かには残念ながら問題が起きてしまっている例も耳にします。
実は、富山県は全国的に見て、人口に占めるロシア出身者の割合が非常に高いです。もちろん数では都会に
かないませんが、それでも県内にはロシアにルーツをもつ子どもたちがたくさんいます。その子どもたちと、
特にお母さんに、母語教育の大切さを伝えたい、そしてお母さんの母語の力は子どもたちの成長に非常に大き
な役割を果たすことを伝えたいという思いから、2006年に教室をスタートさせました。
教室を始めた頃は、生徒数はまだ２～３人でした。その後、富山高専で故松井良治先生と出会ったことで、
知り合いが増え、たくさんの富山の方々に助けていただきながら、徐々に生徒数が増えていきました。
教室ではどんなことをされているのですか？
まず、母語教育というのは学校で英語を教えるような、“外国語を教える”というものとは全く異なります。
ですから、教室では一方的な授業ではなく、“自然と身につく”ことを意識して、子どもたちが楽しく勉強で
きる環境を作っています。小さな子どもたちには絵本やゲームを通して、楽しく言葉や文化を勉強してもらい
ます。少し大きな子どもたちには、家庭では使わない難しい言葉も出てくる、児童向けの自然科学の読み物な
どを教材にして、子どもの知的好奇心をはぐくむ教育をしています。
かれこれもう10年以上、児童のバイリンガル教育に携わってきた私ですが、ある時から母語の習得は、も
う一方の母語にも良い影響を与えるということに気が付きました。逆に言えば、ロシア語をきちんと伸ばさな
いと日本語も同じようには伸びていかない、ということです。その意味でも、富山県でこうして母語教育を行っ
てきたことは、非常に意味のあることだと思っています。
多文化共生社会実現のために、どんなことが大切か、ヒントをいただけますか？
外国人だとか日本人だとか言う以前に、他人にはその人の人生があるということを認識することが大切だと
思います。人生十人十色でいろんなやりかたがあります。子育てだってそうです。ロシアのやり方、日本のや
り方、それぞれに良いところがあって、どちらかに決めるのではなく、良いところを取り入れていけばそれで
うまくいくのです。もし、他人を見て、変な人だな、この人は何してるんだろう、と思うことがあっても、実
はちゃんと理由があることを忘れてはいけません。話を聞いてみたら、「なんだ、そういうことだったのか」
と納得したりするものです。みんなそれぞれ違った人間だとお互いが理解し、それを受け入れようとする気持
ちが大切だと、私は思います。

ブラジル出身
山下 アリーネ さん
お薦め料理！

作ってみよう！ブラジル料理

Curau（クラウ）
（クラウ）

ブラジルで6月から7月にかけて行われる伝統的なお祭り「フェスタジュニーナ（フェス
タジュリーナ）
」で食べられる伝統的なスイーツです。このお祭りはポルトガル植民地時代
に広まったもので、元来はキリスト教への改宗の意味合いが強くありましたが、現在は宗教
とは関係のない国民的なお祭りとして広く親しまれています。祭りでは男女グループになっ
て踊る「クァドリーリャ」や、露店、伝統的な食事を楽しみます。
～作り方～

〜材料〜

１．トウモロコシと牛乳をミキサーにかけます。

コーン缶……………… 200g

２．１を濾し器でこし、鍋に入れます。

牛乳…………………… 500ml

３．練乳、水に溶かした片栗粉を入れて、よく混ぜ

片栗粉……………… 大さじ１

ます。

水…………………… 大さじ１

４．中火で、沸騰するまで混ぜ続けます。

練乳………… 1/2缶（200ml）

５．沸騰したら、弱火にして、とろみが出るま

シナモン…………… お好みで

でよく混ぜます。
６．と ろみが出たら、火をとめて、カップもし
くは大きめの容器に入れて冷まし固めます。
７．最後にシナモンを振って出来上がり。
※冷蔵庫に入れて冷ましても、温かいまま食べ
てもどちらもおいしいですよ。

TICからのお知らせ
これからの行事予定
外国語の絵本よみきかせ親子の会

第３回＆第４回 国際交流ひろば

10月 9日
（土） 英語

10月23日（土） 10：00～13：00

ブラジル料理

11月13日
（土） ベトナム語

12月 4日（土） 14：00～17：00

インド料理

所：富山県民共生センター「サンフォルテ」調理室

12月11日
（土） 英語

場

時

間：10：00～11：00

参加費：各回500円

場

所：環日本海交流会館 大会議室

第3回 多文化理解連続講座 Zoom

ナマステ インディア

内

容：「ワシントンD.C.発 アメリカ事情あれこれ」

10月18日・25日（月） インドの農業

日

時：11月14日（日） 10：00～11：30

11月 ８日・15日（月） インドの冬の生活

場

所：オンライン（Zoom）開催

12月13日・20日（月） インドの聖典
「マハーバーラタ」
時

間：18：30～20：00

場

所：とやま国際センター ラウンジ

多文化共生フォーラム
第１部

対談：アフリカ少年が
日本で漫画を描いた結果

第２部

パネルディスカッション：
ひろがれ！多文化共生の輪

ニーハオ・ベトナム ～中国語でベトナムを知ろう～
10月27日
（水） ベトナムの基礎知識と文化

日

時：11月28日（日） 14：00～16：00

11月10日
（水） ベトナムの民族と多文化共生

場

所：インテックビル３階 スカイホール

11月24日
（水） ベトナムの言語
12月15日
（水） ベトナム人の生活感・仕事観
時

間：18：30～20：00

場

所：とやま国際センター ラウンジ

（コロナウイルスの感染状況によってはZoomに切り
替える可能性があります。）

日本語支援ボランティアスキルアップ講座
内

容：「外国にルーツを持つ子どもたちと
発達障がい」

日

時：12月4日（土） 13：30～15：00

場

所：オンライン（Zoom）開催

