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令和２年度多文化共生フォーラム
〜外国につながる子どもたちは今〜
去る1月24日、インテックビルスカイホールにて、富山県との共催により、
多文化共生フォーラム

を開催しました。
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〒930-0856 富山市牛島新町5-5
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FAX（076）444-2600

E-mail：tic@tic-toyama.or.jp
URL：http://www.tic-toyama.or.jp

多文化共生フォーラム

― 外国につながる子どもたちは今 ―

日時：令和3年1月24日(日) 14：00〜16：30
場所：インテックビル（タワー111）3階 スカイホール

（第1部）対談「私は私のままでいい」
ゲスト

ジャズシンガー CHIKOさん

聞き手

(公財)とやま国際センター
国際交流推進専門員

中村 則明

第１部ではジャズシンガーのCHIKOさんをゲストに招き、幼少期から現在にいたるまでの数々のエピソードや苦悩
を対談形式でお話しいただきました。
―コンゴ人の父と、魚津市出身で人形作家の母を両親に持つCHIKOさん。日本に生まれ、日本で育った彼女は幼少
時代から自身の容姿がまわりの子たちと違っていることがずっとコンプレックスでした。みんなと同じようにまっす
ぐな髪と白い肌になりたい、ただ

普通

になりたいのだと、ある日お母さんに泣きながら訴えたそうです。その時、

母の昌子さんが彼女に言った言葉は「普通ってなに？」というものでした。そして突如、学校の休みを利用してニュー
ヨークへ。そこでCHIKOさんが見たのは、町じゅうにいる様々な人種の人たちがそれぞれ生き生きと暮らしている姿
でした。―
表題「私は私のままでいい」と思えるまでに彼女が体験したこと、そしてその思いを語っていただきました。参加者
からは「CHIKOさんの言葉が心に響いた」
、
「外国人に限らず様々なことにあてはまる気づきがあった」、「子どもたち
にもぜひ聞かせてあげたい」
、
「多文化共生について考えるきっかけになった」といった言葉が寄せられました。

（第2部）意見交換
外国につながる子どもたちに対する地域の支援活動の紹介

多文化こどもサポートセンター

富山パキスタン協会

報告者：宮田

報告者：アハマド・モハマド・モムターズさん

妙子

さん

おとぎの森学習支援教室

牧野校下多文化共生協議会

報告者：赤沢

報告者：野村

省三

さん

ポルトガル語教室
「KODOMOTACHI」
報告者：デ ソウザ シルビア さん

（第3部）ミニコンサート
CHIKOさんから美しく力強い歌声を披露して
いただきました。

清人

さん

質疑応答時間では、現役の生徒さ
んから外国籍児童・生徒の学校給
食の問題について、貴重なご意見
をいただきました。

国際交流員より着任のご挨拶！
Aline Akemi Yamashita（アリーネ・アケミ・ヤマシタ）さん（ブラジル）
初めまして、アリーネ・アケミ・ヤマシタと申します。この度、ポルトガル語の国際交流
員としてブラジルから富山に参りました。ブラジルにいる時から富山の美しい景色や新鮮な
海の幸などについて調べており、富山で働くことをとても楽しみにしていました。
私はブラジルに住みながら、日系コミュニティの中で育てられたため、日本とブラジル両
方の文化や言語に子供のころから親しんでいました。大学に入学してからは教育学と社会科
学を専攻し、主に多文化共生、相互理解、バイリンガル教育について勉強しました。
これからはブラジルと日本の架け橋となれるよう富山の外国語教育や国際交流に貢献した
いと思います。よろしくお願いします。

李

該敏（イ・へミン）さん（韓国）

元々は4月着任の予定でしたが、新型コロナウイルスの影響により着任が遅くなりました。
難しい状況の中、富山に来ることができ大変うれしく思います。
私は子供の頃から日本に興味があり、大学で日本語と日本文学を専門に勉強しました。在
学中、1年間青山学院大学で留学したことをきっかけに日本で働いてみたいと考えるように
なりました。卒業後は日本とは関係のない仕事に就きましたが、やはり日本と触れ合える仕
事がしたいと思い、国際交流員に挑戦しました。
富山県は初めてですが、富山県の黒部市は私の生まれたサムチョク市と友好関係があるな
ど、富山県とは何かの縁を感じます。まだまだ分からないことだらけですが、これから富山
県についてたくさん学び、韓国の方々に富山県のすばらしさをお伝えできればと考えております。そして、富山県の皆
様にも韓国の魅力を発信していきたいと思います。
一日でも早くコロナの状況が収まり、富山県民の皆さまと活発に交流できる日を期待しております。
至らない点も多々
あるかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。

国際交流ひろば

ー富山県国際交流員による各国お料理教室ー

日時：令和2年 9月26日（土）14：00〜17：00「ブラジル料理」
令和2年10月17日（土）10：00〜13：00「アメリカ料理」
令和2年11月28日（土）10：00〜13：00「インド料理」
令和2年12月13日（日）10：00〜13：00「ベトナム料理」
場所：富山県民共生センター「サンフォルテ」調理実習室
富山県国際交流員が、母国の文化や習慣を楽しく紹介する「国際交流ひろば」
。昨
年度に引き続き、今年度も「いろんな国の料理」をテーマとし、国際交流員が講師
となってみんなで料理を作りました。いずれの回も定員いっぱいのお申し込みがあり、
全員で58名の方にご参加いただきました。
第1回「ブラジル料理」では、パステウ（ブラジル風揚げ餃子）とブリガディロ（ブラジルのお菓子）を作りました。ブラジ
ルではとてもポピュラーな食べ物のようですが、日本人にはあまり馴染みがないため、皆さん興味津々な様子で終始楽しそうに
調理していたのが印象的でした。
第2回「アメリカ料理」では、チリコンカルネ（挽肉と豆のトマト煮）とワカモレ（アボカドディップ）を作りました。おい
しくて簡単に作れるレシピだったため、家庭料理のレパートリーに加えたいという声が多かったです。また、講師と英語でコミュ
ニケーションをとって楽しむ姿があちこちで見られました。
第3回「インド料理」では、チキンカレーとラッシー（ヨーグルトドリンク）を作りました。6つのスパイスを自分たちで調
合して作るカレーは、グループによって仕上がりの味も異なったようです。辛いだけでなく奥深い味わいの本場の南インドカレー
に皆さん感動されていました。
第4回「ベトナム料理」では、フォーガー（鶏肉のフォー）とバインセオ（ベトナム風お好み焼き）を作りました。この回は
やや難易度の高いレシピで、生姜とエシャレットを直火であぶったり、生地を薄くパリパリに焼いたりする工程で皆さん苦戦さ
れていましたが、完成した料理は講師も感心するほどの美しい出来栄えでした。

令和3年度の（公財）とや
事業・講座・イベント

語学講座

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）

6／2〜3／9

水

20名

中国語（入門）

6／4〜3／11

金

20名

韓国語（入門）

6／3〜3／10

木

20名

韓国語
（初級）

6／7〜3／14

英語（初級）

ポルトガル語（初級） 6／2〜3／9
ベトナム語（入門）

6／7〜3／14

月

10名

水

10名

月

20名

新

多文化
共生講座

Voices from
the world

防災訓練
への参加

災
害
時
外国人支援

大規模災害時の外国人支援を
想定して石川県、福井県と連
携した災害ボランティア研修
を行うとともに、富山県総合
防災訓練にも参加します。

富山県に縁のある海外在住者を
講師に迎え、各国の歴史や文化、
生活習慣等についてのオンライ
ン講座を開催します。（予定）

とやま国際塾
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。

新

母語学習
支援事業
県内で最も多い外国人であるベ
トナム人の母語保持の重要性を
学ぶセミナーを開催し、在住ベ
トナム人同士のネットワークづ
くりを目指します。（予定）

市町村担当者向け

ボランティア養成

災害時外国人
支援基礎研修

災害時に外国人を支援するボラ
ンティアを養成するため、多言
語や、やさしい日本語による情
報提供の研修を行います。

災害多言語支援センターや避難
所の設置・運営に係る基礎研修
とやさしい日本語研修を行いま
す。

国 際
ひ ろ

各国からの国際
異文化理解等に
います。今年度
の料理」をテー
催を予定してい

日
本
ボラン

スキルアッ

日本語支援ボラ
ルアップを目的
します。

外国人の

防災講

災害時に、県内
迅速かつ適切に
きるよう、外国
た同時通訳によ
る講義とワーク
います。

環日本海交流会館は県民と外国人相互の交流の場、また、国際交流団体やボランティアの皆様方に自主
な活動を展開していただく場、留学生等の活動の場として広く活用して頂くことを目的としています。

環日本海
交流会館

開館時間
月〜金曜日（水曜日を覗く） 10：00〜21：00
土、日
10：00〜17：00
休館日
毎週水曜日、祝日、4月25日〜5月11日、8月10日〜19日、12月23日〜1月11日
使用目的
国際交流・国際協力、国際理解など国際化に関連のある事業などに使用できます。
＊詳しくはホームぺージ内利用規程をご覧ください。
使用料
原則無料

その他にも
国書籍、日
教材、DV
を行ってお
利用は無料

やま国際センターの
トをご紹介します

ナマステ
インディア

交 流
ろ ば

国際理解
出前講座

際交流員を講師に
に関する講座を行
度も「いろんな国
ーマに全 4 回の開
います。

地域の国際交流協会や、小中高
校、大学などに出向き、国際交
流・国際理解・国際協力等に関
する出前講座を行います。

時：第2、第4月曜日
18：30ー20：00
場 所：とやま国際センター
富山県国際交流員と、インドの
文化や習慣などについて理解を
深める講座です。

本
語
ティア

日本語支援
ボランティア
養 成 講 座

日本語教室
アドバイザー
派 遣 事 業

外国語の絵本
よ み き か せ
親 子 の 会

ランティアのスキ
的に研修会を開催

地域の日本語教室などで、身近
にいる外国人の方々への日本語
支援をしていただけるボラン
ティアを養成する講座です。

地域の日本語教室へ日本語教育
専門のアドバイザーを派遣しま
す。

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。

のための

多文化共生
フォーラム

内在住外国人が
に対応し行動で
国人を対象とし
よる防災に関す
クショップを行

県民や、在住外国人が多文化共
生に理解を深めるよう、講演、
パネルディスカッションを実施
します。

民 族 衣 装
国旗、教材等
の各種貸出

ップ研修会

講習会

主的
。

も多数の外
日本語学習
VD等の貸出
おります。
料です。

国 際 交 流
人材バンク
通訳者セミナー
地域の通訳者として必要なスキ
ルを磨く実践的な通訳者向けの
セミナーを開催します。

日

外国語
外国文化
を学ぶ

その他

世界各国の国旗、民族衣装、ユ
ニセフ視聴覚教材、国際理解教
育のための教材などの貸出を
行っています。

国 際 交 流
人材バンク

様々な国際交流活動に協力して
いただける人材の募集、登録、
紹介を行っています。

・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 ・災害時外国人支援ボランティア
の6つの分野で国籍を問わず登録、利用できます。
詳しくはホームベージ内「公益財団法人とやま国際センター 国際交流
人材バンク要綱」をご確認ください。

「JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト2020」
受章者発表
テーマ：世界とつながる自分

―私たちが考えること、できること―

本コンテストは、次の世代を担う中学生・高校生を対象に、開発途上国の現状や、開発途
上国と日本の関係について理解を深め、国際社会の中で日本、そして自分たち一人ひとりが
どのように行動すべきかを考えることを目的として実施しています。今年度で中学生の部は
25回、 高校生 の 部 は59回 を 数 え、 中学生 の 部16,956点、 高校生 の 部22,762点、 総数
39,718点（うち県内から中学：60点、高校：907点

総計：967点）ものご応募をいた

だきました。

富山県では5名が個人賞、2校が学校賞を受賞
北陸センター所長賞
佳

作

特別学校賞
学 校 賞

富山国際大学付属高等学校
高岡市立戸出中学校
富山県立高岡南高等学校
富山国際大学付属高等学校
富山国際大学付属高等学校
富山県立伏木高等学校
富山国際大学付属高等学校

山
奥
坂
石
山

辺
野
井
﨑
森

雄 翔
結 衣
怜 菜
美 咲
こころ

さん
さん
さん
さん
さん

山辺さん
石﨑さん

坂井さん

奥野さん

山森さん

◆本コンテストは、来年度も開催を予定しております。
皆さんのご応募をお待ちしております。
◆エッセイコンテストの募集詳細、過去の受賞作品は「JICA地球ひろば」ウェブサイトでもご覧になれます。
→https://www.jica.go.jp/hiroba/program/apply/essay/collect/index.html

2021年度JICA海外協力隊春募集が始まります！
◆募集期間：2021年5月20日
（木）
〜6月30日（水）正午（予定）
◆JICA海外協力隊ウェブサイト：https://www.jica.go.jp/volunteer/

JICA海外協力隊からの現地リポート

― 番外編 日本にいてもできること ―

世界中で活動しているJICA海外協力隊員は、現在、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。
そのような中、海外での活動を活かし、国内で活動している富山の協力隊員を紹介します。

2019年度 1次隊

八幡

成美（やはた ひでみ）さん（派遣国：トンガ、職種：看護師）
トンガ王国では、離島の病院で地域住民に寄り添いながら様々な活動をしていまし
た。主に生活習慣病患者の診察補助や生活指導、来院できない方への訪問診療を行っ
ていました。また、住民の運動不足の改善のために小学校や院内でラジオ体操などを
行うことで運動の機会を作りました。定期的に地域に
出向いてスクリーニングを行うことで住民に自身の健
康状態について知ってもらい、受診が必要な方の早期
発見・早期治療に繋げました。
さらに、学生向けにポスターを作って校内に掲示し
てもらうことや学校で健康教育を行いました。学校巡
回により子どもから大人まで広く私のことを知ってもらうことができました。
一時帰国後は、射水市で開催されたクロスベイ国際交流の集いに参加しました。パ
ネルディスカッションや折り紙ブース・習字ブースの補助を通して沢山の方と交流を
持つことができました。また、多文化共生について考えを深める良い機会となりました。

共に生きる TOYAMA
黃 渝倫さん
（台湾出身）

富山県内の企業で日々仕事に励む
外国籍社員の方を取材しました。
今回は、日東メディック株式会社

2018 年 4 月 入 社。 も と も

様を訪ねました。

で大学を卒業後ワーキングホ

台湾出身

黃

渝倫（フゥァン ユー ルゥン）さん

と日本語に興味があり、台湾

のご紹介

リデービザで来日。その後日
本の大学院を修了後、就職活
動を経て新卒として現在の日
東メディック
（株）
に採用。

―現在のお仕事について教えてください。
私が働いている日東メディック
（株）では医薬品の製造・販売を行っており、その中で当社製品を海外に輸出・販売
するための薬事申請の際の書類の作成・翻訳を担当しています。また、中華圏のパートナー企業や現地当局との細か
なやりとりも私の仕事です。
―仕事をしていて楽しいと感じるのはどんな時ですか？
医薬品の登録は非常に長い時間がかかる根気のいる仕事です。現在進めている案件も長時間をかけて書類を準備・
作成し、さらに現地と綿密な確認を重ねてきました。今は地道に準備を進めている段階ですが、この案件がまとまり、
晴れて当社の製品が海外でも使用される日が来ればその達成感はひとしおだと思います。
―では、仕事をしていて大変だと感じるのはどんなときですか？
私は、もともと大学では理系の学部出身でしたし、日本語もある程度は話せたので、仕事をする上で外国出身だか
らといって特別な苦労はあまりありませんでした。ありがたいことに職場の皆さんは本当に親切な方ばかりなので、
色々とサポートしていただいているおかげだと思っています。
仕事内容で大変だと感じることは、海外に医薬品の承認申請をする際の現地当局からの照会です。国によって様々
な基準や価値観がある中で、こちらの意図とは違った解釈をされないよう、当社の他部署にも確認を重ね、その都度
慎重に回答します。日本語と中国語でその解釈が変わらないよう、細かなニュアンスを正確に伝えることはやはり大
変だなと感じます。
―休みはどのように過ごしていますか？
もともと日本のアニメや動画が好きだったので、今は思う存分ネットフリックスでアニメ三昧の休日を送っていま
す。あとは仕事終わりにストリートダンスの教室に通っています。ダンスは台湾にいた頃からずっと続けています。
会社のパーティーの余興で同期20人と一緒にダンスの披露もしました。とっても楽しかったです。今はコロナでなか
なか集まれませんが、落ち着いたら同期のみんなとまた集まりたいですね。
―今後の目標についてお聞かせください。
当社製品をはじめ、日本の医薬品は世界でトップレベルの品質を誇っています。それをもっと世界に広めるための
手伝いが自分にできればと思っています。
お世話になりました
今回の取材では、黃さん直属の上司であるアジア事業開発部部長の松
井秀樹様（写真：左から2番目）にもお話を伺いました。「政局や社会情勢
によって急な変更や調整が求められるリスクの高い仕事を非常によくこ
なしてくれています。来年度入社予定のアセアン留学生の良き先輩とし
て、今後も期待しています。縁あって富山に来てくれたのですから、ぜ
ひ富山での暮らしもエンジョイしてほしいですね。
」とのお話をいただき
アジア事業開発部のみなさん

ました。

韓国出身
李 該敏
（イ・へミン）
さん
お薦め料理！

作ってみよう！韓国料理

（トックク）
（トックク）

トッククは韓国でお正月に食べる日本のお雑煮のような料理です。由来ははっきりして
いませんが、トッククを食べて１歳年を取るといわれています。辛くなく、とてもおいし
いので是非作ってみてください。
〜作り方〜

〜材料〜
〈出汁〉
水……………………………………… 1.5L
たまねぎ …………………………… 1/2個
昆布……………………………………… 1枚
煮干し ………………………………… 適量
(煮干しは頭を取り、身を開いて中のワタを
取り除くと苦味がなくなります)

１．トックが固い場合は冷たい水に30分間つけておく
２．鍋に水、たまねぎ、昆布を入れ強火にかけ、煮立ったら煮干
しを入れ、5分ほど煮る
３．材料（たまねぎ、昆布、煮干し）を取り出し、トックを入れ
て煮る
４．トックが柔らかくなったら、醤油を加
え、塩で味を調える

〈具材〉
トッククトック ……………………… 400g
卵………………………………………… 1個
醤油………………………………… 大さじ1
塩……………………………………… 適量

５．卵を加え、ふんわりと火を通す
６．お好みでスライスした長ネギ、薄
焼き卵、ゴマ、韓国のりなどを入
れたらできあがり！

〈飾り〉
長ネギ1/2本、
薄焼き卵、
ゴマ、
韓国のりなど
お好みで

TICからのお知らせ
令和３年度草の根国際活動助成事業募集中！
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.国際交流事業（助成対象経費の２分の１以内で上限は１０万円）
○異文化交流、異文化理解の増進に資する事業（例：国際交流フェスティバル、各種異文化交流紹介事業）
○スポーツ・芸術・学術などの国際交流促進に関する事業（例：スポーツ大会、写真展、絵画展、演奏会、映画上映
会、学術講演会）
2.国際協力事業（助成対象経費の２分の１以内で上限は１０万円）
○国際的に緊急かつ深刻な貧困、災害などへの支援事業（例：災害救援チャリティーコンサート）
○開発途上国への援助・協力支援事業（例：子ども達のための絵本プロジェクト）
○国際協力に関する県民の理解を深めるための事業（例：国際協力に関する講座など）
3.多文化共生事業（助成対象経費の４分の３以内で上限は２０万円）
○県内在住外国人支援事業（例：日本語教室、外国にルーツを持つ子どもの学習支援など
申請期限：令和３年５月７日（金）

TICメールマガジンのお知らせ
７か国語（日本語・英語・中国語・ポルトガル語
ロシア語・韓国語・ベトナム語）で配信中♪
TICホームページから無料で簡単にご登録いただけます。
ぜひご登録ください。

公式FACEBOOKのお知らせ
やさしい日本語で、TICのイベント情報やお役
立ち情報等を随時更新しています

（公財）とやま国際センター賛助会員募集及び
ご寄付のお願い
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、ご寄付について
もよろしくお願い申し上げます。

