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 オルレアン市からの高校生受入事業 
丸山 秀彦 

 前回 2013年 2月の来日

に引き続き、オルレアン

市から川西夏希さんが日

本語を教えているサント

クロワサントヴェルト高

校の生徒 20名（男子 6名、

女子 14名）と引率のステ

ファン・ショレ先生の合

計 22 名が、10 月 12 日か

ら 22 日までの 11日間、宇都宮にやって来ました。 

 協会の定款の改正により発足した姉妹都市交流委員会

とホストファミリー委員会にとって最初の受け入れ事業

となりました。会員から実行委員を募集し、8月に第 1 回

実行委員会を開き、それぞれ役割分担をきめて、活動が開

始されました。 

 宇都宮滞在中は、いずれも会員のホストファミリー宅に

ホームステイ。初めてホストとして受け入れた家庭では、

10泊 11日間の受け入れ期間は、ご苦労が多かったことと

思います。 

受入日程では、まず、実行委員から、滞在についてのオ

リエンテーション。そして市長表敬後に宇都宮城址公園、 

松が峰教会、二荒山神社を見学。最終日には大谷資料館

も見学し、平和観音の前で記念撮影と盛り沢山のタイト

な日程でしたが、餃子のランチで、元気元気! 

 今回も、前回好評だった海星女子学院高校に 2 日間お

世話になり、授業参加やディスカッション、お菓子作り

の実習を通して生徒同士の交流は大いに盛り上がりま

した。 

 工場見学では、農機具のクボタとお菓子などの自動成

形機のレオン自動機を見学し、一流企業の見学者に対す

る素晴らしい「お・も・て・な・し」に、感激する一幕もあ

りました。 

観光でも、日光は紅葉真っ盛り。初めて奥日光で足湯

と日光彫を体験し、日本文化体験では、茶道や書道、そ

れにそば打ちに挑戦し、日本文化の一端を心行くまで楽

しんでいました。 

 市役所のレストランで開催したお別れ会では、日本語

で「日本大好き、宇都宮大好き」と口々にされ、人と人

との交流の大切さ、姉妹都市交流の楽しさを、参加され

た皆さんが改めて実感した受け入れ事業でした。 

ホストファミリーの皆さん、実行委員の皆さん、お疲

れ様でした!!! 
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オークランド市への高校生派遣事業 
櫻井 美恵子 

今年も 7 月 31 日から 8 月 6 日まで、宇都宮市と姉妹

都市であるニュージーランドのオークランド市へ 7名の

高校生代表が単独で出発いたしました。成田から機上の

人となった途端、自身の英語力を発揮し行動する実践力

に富んだプログラムです。 

 オークランド市では、市長表敬、市内見学、そしてマ

ヌレワ高校の生徒宅にホームステイをし、共に通学して

友好を築く派遣生ならではの体験ができることを目的

としています。 

私共宇都宮市国際交流協会では、宇都宮市を代表し自

信に満ちた高校生を送り出せるよう、事業に精通した

方々の貴重な意見と協力を得て毎年カリキュラムを実

施してまいりました。

高校生が渡航目標を

自身の中で明確にし

てそれを達成できる

よう、出発前に実行委

員が中心となり、説明

会と 5 回の研修会を

開催いたしました。 

今回は、高校生

のお兄さん格とも

いえる外国人の大

学院生が実行委員

として初参加し、

10 代の目線をよ

り大切にした若者

ならではの進行を

実施しました。 

派遣生を代表し、現地でのプレゼンターも自主的に

手があがり、合気道のクラブ活動を行っている女子生

徒に決まりました。 

オークランドで自ら一歩前に出て、日本文化や風習、

自分自身そして家族をプレゼンテーションする機会を

自分の手で得ることに大きな意義があると思います。 

 オークランドでの経験を礎として、2020 年の東京オ

リンピックには、グローバルで自主性に富んだ若者た

ちが宇都宮をベースに羽ばたけることを願っておりま

す。 

 

オルレアン市への青少年派遣事業 
和田 征子 

今回で 18 回を数える「オルレアン青少年派遣事業」

は社会人、大学生の若き 2名の女性の派遣となりました。  

不安を抱えながらも夢と希望を胸に抱いて、去る 9 月

26 日から 10 日間の日程で出発いたしました。初めて 2

人に会った時、フランス語は言うに及ばず、生活、習慣

の全く違う外国での生活に対応できるかと一抹の不安

をいだきました。 

この派遣は出発から帰国するまで、旅行の添乗員や引

率者をつけず、全て 2 人で計画、行動することになって

います。それには 2人の協力がポイントです。 

5 回の事前研修で、ホームステイの心得、簡単なフラ

ンス語会話、オルレアン市の概要、パリ観光のガイダン

ス等を、実行委員とフランス語のギヨム・マイエル先生 

のメンバーで、毎回親身になって指導しました。この

派遣事業も年々応募者は少なくなってきています。今

回の派遣は 3 年振りとなりましたが、これからもこの

事業が発展していくことを期待しています。研修を進

めるうちに 2 人の息もぴったりと、積極的な振る舞い

もみられ、目的意識もしっかりと持ち、頼もしいほど

の成長を感じられました。 

若いということは素晴らしいことですね。わずかの

間に多くのことを吸収し、そして個々の希望や目的を

達成させるため、オルレアンでの生活を満喫したよう

です。このさまざまな体験は、これからの 2 人の人生

の中で生かされていくことと思い、また今後どのよう

に成長していくか興味深くも思われます。そしてこの

派遣事業の目的の一つでもあります宇都宮市の国際交

流に積極的に協力されることを期待しています。 
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盛り上がった！「宮っ子よさこい」 
吉田 しのぶ 

 大雨にたたられた

昨年と違い、今年は

すばらしい晴天に恵

まれて、46 名の参加

者一同大いに「宮祭

り」を楽しみました。 

 今年は例年以上に

外国人の参加者が多

く、中国、台湾、ベトナム、韓国の方たち 13 人が熱心

に練習から参加してくれました。年齢層も幅広く、幼稚

園児から、70代のベテランまで。日本の踊りは、みなさ

んのお国のステップとは勝手が違うのか、練習会でも何

度も振りを確認したり、休憩の間も自主トレをしたり、

なかなか大変だったようです。 

でも、練習の合間にお国の踊り（扇の舞）を見せてく

れたり、持参したお菓子を分け合ったりして、和気あい

あいと過ごしました。 

いよいよ本番、赤い法被に身を包み、黄色いタスキを

かけて、緊張が高まります。しかし踊りが始まると、沿

道の観客からは拍手や声援が送られ、はじめの不安はど

こへやら、みなさん自信たっぷりで、9 回の踊りを疲れ

も見せずに踊りきりました。 

 

 

 練習の初めは名前も知らなかった人同士が、練習が進

むに連れて次第に打ち解け、本番ではいっしょに声を張

りあげて、心を合わせて踊る様子は、まさに「お祭りな

らでは」。 

「楽しかった～」「来年もやりましょうね」と声をか

け合いながら、今年の宮っ子よさこいは無事終了しまし

た。 

「ようこそ！うつのみや」を終えて 
石原 聡 

今年の「ようこそ！うつのみや」は、エコライフについて楽しく考えよ

うということで、疑問だらけの「ゴミの分別」について、話し合う会を行

いました。 

生活する上で必ずと言っていいほど出るのは「ゴミ」です。でもそれを

何でも構わず「燃えるゴミ」として出してしまう外国人と近隣住民とのト

ラブルが相次いでいるという話を伺い、これを機会にもっとゴミの分別の

必要性について理解して欲しいということで企画しました。 

今回は宇都宮市より担当課の職員を招いて、ゴミを分別する意味を詳し

く説明して頂いたり、ゲームをして楽しみながら「エコライフ」の大切さ

を学びました。 

約 20 名の外国人が参加し、それぞれ国の言語ごとのグループに分かれて、

ゴミの分別ゲームを行いました。実際に「ゴミ」を用いて「燃えるゴミ」「燃

えないゴミ」「プラスチック」「紙」などに分けて、答え合わせ。「これど

っち？」や「これって燃えるんだっけ？」など皆さん楽しみながらも真剣に

考えながらゴミの分別をしていました。そして答えが分かると「なんで？」

とすかさず疑問。そこで職員の方が詳しく説明して頂くと皆さん納得の様

子。そうやってまずは興味を持ってもらうことが大切なんだと感じました。

この会をきっかけに、より多くの人がゴミの分別の大切さを認識してもらえ

ればと思います。 
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 韓国語を習い始めました！
阿部 明子 

語学を習うには誰にでもきっかけがありますよね？ 

私の場合、東京で一人暮らしになったとき、韓国ドラマ

を見ながらご飯を食べるようになり、世間よりだいぶ遅

れて私に韓流ブームがやってきました。そして、韓国歌

手の日本でのコンサートに行ったとき、彼が話をすると

客席で笑い声が聞こえたのに、私は反応できず、そのあ

と通訳が入ってようやく理解しました。この間がすごく

嫌だった！同じ空間にいるのにこの距離感は何？！これ

が韓国語を勉強し始めたきっかけで、目標です。 

それから今年生まれて初めて韓国にいきました。街中

でも駅でもいきなり韓

国語で普通に話してこ

られるのにはびっく

り！鍼灸の病院では受

付で絵に描いたりジェ

スチャーしたりで症状

を伝えました。 

釜山のスパは受

付から日本語も英

語も通じない！全

く韓国語がわから

ない私に、洗い場で

隣に座った韓国人

が風呂にいる間ず

っと話してくれて、終いにはごちそうをしたいといって

くれて、翌日に一緒にランチをしました。韓国語がわか

る人を同行したのでランチでは話が通じましたが、「韓

国は日本語が通じる」という噂はどこからきたのやら。  

初級１のクラスは始まったばかりですが、ハングルを

大きな声で読む練習をしています。先生がチェックをし

てくれるので、はっきりとクラスで発音して、ネイティ

ブに通じる韓国語を身に着けたいと思います。いろんな

出会いやきっかけがあって始めた韓国語ですが、話せる

ようになったら次はどんな面白いことが起こるのかな？

楽しみです。 

中国語初中級講座 

 ～「聞く・話す・書く」の上達を目指したレッスン～
呉 燕敏 

9 月 26日金曜日、

中国語初中級講座第

Ⅰ期の最終回は、宇

都宮市総合福祉セン

ターで行われまし

た。 

受講生は間もなく

中国へ転勤する方

や、自己スキルを向上したい方、定年後趣味として語学

勉強をする方と目的は様々でしたが出席率は 84％、テス

ト平均得点は全員 85 点以上と優秀な成績で講座を盛り

上げてくれました。 

日本人にとって中国語は同じ「漢字」を使う言語であ

るため、読解はしやすいですが、会話力や聴解力を高め

るのは他の言語と同様に難しいと言えます。そこで私は、

中国語を「听・说・写」（聞く・話す・書く）三つとも

上達することを、受講生の皆さんと一緒に目指そうと考

えました。 

「听」については、前半は中国語と日本語両方をバラ

ンス良く使います。回数を重ねて全員が授業のペースに

慣れてきてからは意味の解説以外は中国語を多めにして

います。 

「说」については、順番で朗読してもらい、一人ひと

りその場で発音を定着させるようにしています。前回の

レッスンの復習から行うので、欠席者も内容を補習でき

るように心がけています。 

「写」については、受講生の作文力を身に着けること

を目的とし、レッスンの最後に皆さんが書いた短文や手

紙、日記などを発表する場を設け、一緒に修正・講評を

行っております。中国語の習得を一朝一夕に達成するこ

とは難しいです。しかし、私は、皆さんと一緒に各自に

最適な学習法を見つけて、度重ねる練習やレッスンを頑

張り続けることが上達への近道だと信じています。 

「勉強した中国語が旅行の時にとても役に立った

よ！」「中国人同僚とのコミュニケーションがうまくと

れたよ！」「窓口で中国のお客さんに流暢に対応できた

よ！」など、受講生の喜びの声はこの仕事の遣り甲斐で

あります。その声を聞くたびにもっと多くの方が語学勉

強に興味を持って

欲しいと考えてい

ます。ぜひ、あな

たも私たちと一緒

に楽しく中国語を

勉強しませんか！ 
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 フランス語会話コース
大熊 鮎美 

Bonjour !  

10月 16日から、フラ

ンス語会話講座（全 5

回シリーズ）が始まり

ました。この講座では、

以前フランス語を学習

したことのある方を対

象に、日常生活の様々

な場面を想定して、主にシュミレーション形式でフラン

ス語を学びます。具体的には、レストランでのメニュー

の読み方や注文の仕方、ショッピング、道を訪ねる時や

教える時などです。 

 先日行われた第 1回目は、レストランとホテルでの会

話でした。フランス人のギヨム先生による食文化やマナ

ーなどのお話も伺いながら、発音やフレーズを練習しま

す。 

『そういえば、前フランスへ行ったときは・・』『あ、

あの時はこういう事を言ってたんだ！』『先生、タルテ

ィフレットってどんなお料理？』などなど・・皆さんそ

れぞれの体験や興味のあることが次々に出てきて、賑や

かで楽しい雰囲気になりました。 

 

ギヨム先生は、本当

に話題豊富！歴史や文

化のほかにも、人気俳

優ランキングや今どき

の教育事情、フランス

人が好きなメニューな

ど、いつも様々なお話

をして下さるので、そ

れらを聞くことも私にとって毎回楽しみのひとつです。  

私自身はといえば、『フランスって何だかとっても素

敵そう！』という極シンプルな理由から（興味と好奇心

ですよね）始めたフランス語でしたが、入門、初級講座

と進み、フランスの深い歴史や文化を学びながら、少し

ずつフランス語を覚えるのが楽しくて・・・そんな思い

をクラスで知り合った方々と共有できることがまた嬉

しく、おしゃべりにもつい花が咲いてしまいます(笑)。 

 フランスをもっと知りたい、この次旅行したときは話

しかけてみよう、6 年後の東京オリンピックでフランス

語圏の外国人をおもてなししたい！・・・今では講座を

通して、夢がどんどん膨らみます。 

 夏休みふれあい集中日本語教室
星 三江子 

夏休みふれあい集中日本語教室が 7月 24日から 8月 8

日まで行われました。私は、今回初めて日本語教師ボラ

ンティアとして参加しました。 

  私は、2 年前に日本語養成講座(444 時間)を終了しま

した。その後、子どもに日本語を教える機会がありませ

んでした。ですから、とても不安でした。 

  参加した子どもたちは、20 人強で 7つのグループに分

けて授業をしました。私が担当した子どもたちは、中学

生の男子 2 名と女子 2 名でした。彼らの国籍や母語は

様々でした。(中国、タイ、フィリピン)  

 男子 2人は、今年 5月に来日、女子 2 人は来日して 3

年目、4年目でした。 

  私は、子どもたちを飽きさせないような授業をするこ

とを 1つの課題にしました。特に子どもの場合は、学習

目的が明確ではないことがほとんどなので、学習意欲を

維持させるのは大変だと思いました。 

ふれあい日本語教室も後半にさしかかった頃には、子

どもたちが授業に飽きて来ていると感じました。そんな

時、教材のテキストで「日本の七夕」を紹介したものを

やりました。七夕は、中国から伝来した行事です。です

から、中国からやって来た男の子が、中国の七夕(乞巧

奠)を紹介してくれました。 

日本語がまだ苦手な彼は、ホ

ワイトボードに絵を描いて片

言の日本語で一生懸命でした。

そこで、子どもたちが七夕に興

味を持ってくれたので、実際に

七夕飾りを作りました。 

短冊に願い事を書いて、笹の

枝に結びました。短冊に日本語

で願い事を書くのに 2日間掛か

りました。与えられた文を読ん

だり書いたりするのではなく、自分の思いを自分の言葉

で書いている子どもたちは、きらきら輝いてました。願

い事が叶うように一所懸命書きました。 

  最終日は、参加者全員の前で各班ごとに発表する事に

なっていました。私たちの班は、短冊に書いた願い事を

発表しました。 

4 人の子どもたちは、全員日本語で願い事が言えまし

た。その時は、本当に胸が熱くなりました。 

  この度、日本語ボランティアとして参加できたことは

大変良い経験になりました。また、参加された日本語教

師ボランティアの皆様に助けていただき、ありがとうご

ざいました。 
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 国際理解教室で講師として活動してみて・・・

2008年にスタートした「国際理解教室への講師派遣」事業では、UCIA外国人バンクの登録者や会員が講師を務め、

外国のお話や文化体験などを通して小中学生や市民と交流を深め、その国と私たちとのつながりを考えるツールに

なっています。今年度は依頼がこれまでで最も多く、既に 20件あり、とりわけ大人向きの教室が急増したことが印

象的です。講師をしてくれた約 30名は、フランス、タイ、韓国、カナダ、中国、ベトナム、ペルー、シリア、スロ

バキア、ブラジル、ヨルダンなど海外で活動していた様々な方に講師をしてもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

梅雨入り間近の 6月 5 日、「UCIAとは何か？」についてお話するため、私と鈴木事務局次長は上戸祭小学校へと

向かいました。約 100 名の小学生と一緒に、外国人が日本の生活で困ることは何か、日本人と外国人が住みやすい

宇都宮市にするためには何が必要かを考えました。たくさん質問が飛び出し、国際クイズでは生徒たちが一心不乱

に問題を解き、会場は熱気で包まれました。思えば、私も彼らぐらいの歳に、ワールドカップ・サッカーを観て、

世界への憧れを持ちました。未来の日本を担う彼らが夢を持ち、国際人になっていく姿が垣間見えた気がした時間

でした。                                       ＜矢部 晶宏＞ 

 

 

 

 

私は、国際理解教室の講師をお願いされ、2 校で 3 回

ほどペルーの紹介を行いました。どれも思い出深く、素

晴らしい経験でした。 

毎回子どもたちにペルーやペルーに住んでいる人の

ことを話すと反応が様々で、子どもたちの視点には毎回

驚かされ、そんなところにやりがいを感じています。 

ペルーは、日本の裏側に位置しますが、人や食べ物を

通して日本と関係深いので、もっと身近に感じてもらえ

ればと思っています。そして、ペルーにルーツを持つ子

どももいるので、親の母国を知ってもらうことによって

学校、学級内での国際理解が一層深まればと願っていま

す。             ＜コハツ ホセ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

▲UCIAの紹介                 ▲カナダ編                 ▲タイ編 

▲中国茶体験         ▲タイのカービング（彫り物） ▲ヨルダンの言葉       ▲ブラジル版将棋崩し 

▲ペルー編 
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国際交流サロン ～ハロウィン編～ 

 

 

 

全体会議を開催しました 

～9 つの事業委員会がスタートしました～ 

この度の事業委員会の変更に伴い、各事業委員会の活動

内容の説明や会員同士の親睦を深めてもらうことを目的

にした全体会議が 8 月 31 日（日）にうつのみや表参道ス

クエア 6 階多目的ホールで行われました。 

 全体会議では、まず 9 つの事業委員会からそれぞれの活

動内容を説明いただき、その後事業委員会ごとに分かれて

の分科会を行いました。 

  

分科会では、各事業委員会の委員長と副委員長が選ば

れ、会員同士の情報交換のほか、今後の事業の進め方など

が話し合われました。事業委員会に複数所属している会員

さんは、各グループを移動しながらそれぞれの活動に耳を

傾けていました。 

 これまで活動されている会員さんはもちろんのこと、今

回新たに入会された会員さんにもこれからどんどん事業

に参加していただけることを期待しています。 

 

                        

今年もこの時期がやって来ました、ハロウィン！毎月第 4 日曜日に開催している国際交流サロンにもハロウ

ィンを楽しもうと愉快な仲間たちが集まりました。 

 

国際交流サロンは、毎月第 4 日曜日の 16：00から 18：00に国際交流プラザで開催しています。 

国際交流に興味のある方なら誰でも参加でき、ゲームやディスカッションなどをしながら、情報交換や友達

づくりの場となっています。毎月楽しみにしてこられるリピーターも多く、興味のある方は一度参加してみ

てください。 
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井上総合印刷様 広告 

会員になりますと、 
以下の特典があります。 

。 

奇数月 
に情報誌をお
送りします。 

ホスト 
 

の登録ができ
ます。 

○●○ 広告募集について ○●○ 

 

UCIAでは、年 3回(7月、11月、3月)会報誌を発行しています。
広告掲載をご希望の方は UCIA へお問い合わせください。
◆ 費用   15,000円（5,000円／回）
◆ サイズ  6cm×8.5cm 

ホームページでも、広告バナーを募集しております。詳細は、
広告バナーページ(http://www.ucia.or.jp/advertisement.html)をご
覧ください。

 ◆ 費用   3,000円／月
  ※ 3か月から掲載可能です。 

 

 
〒320-0066 栃木県宇都宮市駒生１丁目１番６号 

財団法人栃木県青年会館 
TEL.028(624)1417(代) FAX.028(624)1843 
http://www2.ocn.ne.jp/~concere/ 
E-mail:concere@olive.ocn.ne.jp 

 
 

 
 
 

 

 

                        

井上総合印刷様 広告 

NPO法人宇都宮市国際交流協会 

Utsunomiya City International Association
NonProfit Organization

国際交流いつやるの？ 今でしょ！！ 
◆外国人のための日本語教室  ◆外国語講座 

◆日本文化教室        ◆姉妹都市交流 

◆国際理解教室        ◆翻訳・通訳 

◆国際交流イベント 

◆外国人のための総合相談  ＠国際交流プラザ 

月～金曜日・第 4日曜日（予約制）15:00～18:00 

様々な 
国際交流の

に
参加できます。 

 

ハイキング＆バーベキューの集い 

雨天のため中止 

 平成 26年 10月 5日（日）に宇都宮市森林公園で

開催を予定していました「ハイキング＆バーベキュ

ーの集い」は、台風の接近に伴う悪天候のため中止

となりました。 

 なんとか開催できればと開催の判断を朝まで待ち

ましたが、参加者の安全面等を鑑み、中止となりま

した。 

 今回は残念ながら開催できませんでしたが、来年

の開催を楽しみにしていてください。 

日本文化ふれあいの会 

開催します！！ 

 昨年度は大雪のために中止となってしまいました

「日本文化ふれあいの会」が平成 27年 2月 15日（日）

10：00～14：00、宇都宮市役所 14階大会議室で開催

されますので乞うご期待ください！ 

 参加費は、300円です。 

 茶道・華道・折り紙などの体験ブースのほか、三

味線・抜刀・花嫁行列などのパフォーマンスが楽し

めます。毎回、外国人に大人気の着物の着付けもあ

ります！（抽選） 




