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  世世界界のの絵絵本本をを楽楽ししももうう！！  

 

 

 

  

 

手をつなごう 世界のなかま 

Utsunomiya City International Association NonProfit Organization 

No.49 
Mar. 19 

2014 

事業報告 

ご報告 

 

▲ベトナムのマイさん、ビックさん 

▲中国の大草さん、山口さん 

▲ペルーのホセさん、ベアトリスさん、田村さん 

▲カナダのステイシーさん、半沢さん     ▲ロシアのオリガさん、篠崎さん、和田さん   ▲韓国のボンギさん、阿部さん 

世界の絵本を読み聞かせるイベント「世界の絵本を楽しもう！」が、平成 25 年 11 月 17 日（日）14:00～16:00、宇

都宮市立東図書館 2 階集会室において開かれ、楽しいひと時を過ごしました。絵本の紹介国は、ペルー・ロシア・カナ

ダ・ベトナム・韓国・中国の 6 か国です。各国の言語と日本語に訳しての絵本の紹介は毎回おなじみですが、素朴な絵

で描かれた絵本は、子どもたちにとって日本語訳が不要なくらいわかりやすいものでした。また、挨拶や数字の手遊び、

言葉遊び、ロシア風じゃんけん、ベトナムの歌、民族衣装などそれぞれ紹介がありました。来客数は子ども約 50 名、

大人約 70 名の合計 120 名。アンケートによると、生の外国語を聞く機会がないのでそれぞれ特色がありよかった、各

国の風俗（民族衣装、手遊びなど）がわかりよかった、短いストーリーがよい、飽きない工夫を、などがありました。 

（熊倉 シゲ子） 

世界各国の絵本や民芸品の展示 
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ララジジオオ番番組組「「手手ををつつななごごうう  世世界界ののななかかまま」」  
  

UCIA は昨年度に引き続き、2013 年 4 月から今年 3 月まで、CRT 栃木放送のラジオ番組『手をつなごう 世界

のなかま』（毎月第 2・4 土曜日午後・15 分間）に外国人ゲストを紹介してきました。 

 国のことばでのあいさつに続いて、番組を聴いている外国人にもわかりやすい「やさしい日本語」で日本の季節

の話題や習慣について読んでもらい解説。さらにそれぞれの国の自然や文化遺産の紹介、また日本人には珍しい食

べものや生活習慣などを、素敵な音楽をまじえて話してもらいました。みなさま、ありがとうございました。 

 

 

 

4 月 インドネシア 

 

リゼキ エディソンさん 

 

自治医科大学大学院生  

 

5 月 ルーマニア 

 

相良 アリスさん 

 

日本語教室学習者 

 

 

6 月 ドイツ 

 

ベーム ラファエルさん 

 

宇都宮大学国際学部交換留学生  

 

7 月 ミャンマー 

 

ジョー ズアトンさん 

会社員 

オウーマー ミィンさん 

 

 

 

8月 キューバ 

 

エウヘニオ ニコラス ルイスさん 

会社員、バーレーボールインストラクター

野口さん 

 
 

 

9月 ベトナム 

 

ノン ティ ビックさん 

 

宇都宮大学国際学部大学院生 

 

 

10 月 ネパール 

 

グルン ラムさん 

 

作新学院大学学部生  

 

11 月 アメリカ 

 

アシーリー モズーリーさん 

 

英語講師 

 

 

12 月 タイ 

 

石和 スワンニーさん 

 

通訳者、外国人相談員  

 

1 月 マレーシア 

 

アシュラ ビンさん 

 

宇都宮大学工学部大学院生 

 

 

2 月 マダガスカル 

 

アンドリア シトラカさん 

 

フランス語・英語講師  

 

3 月 ブラジル 

 

鈴木 ナンシー 千晴さん 

 

英語講師、外国人相談員 
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  ババススツツアアーー    
石原 聡  

11月10日、昨

年好評だった

バスツアーを

今年も催行し

ました。今年の

行き先は「北の

鎌倉・足利」。

ちょうど鑁阿

寺が国宝に指

定された後でしたので時期としてはグッドタイミング

でした。最初にココファームワイナリーで工場見学と試

飲をしました。工場見学ではガイドさんが英語でも案内

してくれたので、英語圏の方でも楽しむことが出来まし

た。屋外でのランチタイムでは交流を深める良い機会に

なりました。次に史跡足利学校と鑁阿寺へ。日本最古の

学校として知られる足利学校。中庸の教えを分かりやす

くした「宥坐の器」を実際に水を汲んで体験。鑁阿寺で

は七五三姿の家族連れに可愛いと発する場面も。そして

バスは織姫神社へ。長い階段を上り切るとそこから見え

る足利市内は雲に隠れた夕日が街を包み、幻想的な景色

を見せてくれました。ツアーのラストは足利フラワーパ

ーク。一番綺麗な夕暮れから夜にかけてのイルミネーシ

ョン。 

まさにバスツアーのラストにふさわしい場所でした。

たくさんの方に満足して頂けたようで企画した甲斐が

ありました。 

ここでツアーに参加された方の感想を紹介します。 

◎最高でした！(ブラジル人男性) 

◎とっても楽しかった(^-^)(ペルー人女性) 

◎一日でたくさんの素敵な場所へ訪問出来たことは本

当に良かった。それにたくさんの新しい友達に出会うこ

とも出来ました。(メキシコ人留学生女性) 

◎私が訪問した栃木の中で一番最高な場所のツアーで

した。それは忘れる事のない旅行でした。次はもっと楽

しいイベントを楽しみにしています。(インド人留学生

女性) 

◎このバスツアーは関東で最高な場所でいくつかの経

験が出来ました。私

たちはたくさんの

友達に会うことが

出来て、英語交流も

出来ました。それは

素晴らしく記憶に

残る経験が出来た

一日でした。(アメ

リカ人男性） 

 

ホホスストトフファァミミリリーーののたためめのの英英会会話話講講座座  

武田 康夫 

宇都宮市のますますの国際交流活動発展をめざし、海

外の姉妹都市等からのホームステイ受け入れ拡大のた

めのホストファミリー養成を目的として本講座を開始

しました。ホームステイの受け入れには、家族皆での対

応が必要ですし、小さいお子様がいる家庭でも参加でき

るようにしたいので世帯単位での参加としております。 

 本講座は実践英会話指導に定評のある UCIA 中川理事

に講師をお願いし、5 回コースで【1.歓迎と自己紹介】

【2.家庭と食事】【3.買い物と観光】【4.健康管理と娯

楽】【5.パーティーとお別れ】の 5 テーマで 2 月 24 日

～3 月 24 日の間、毎週 1

回 1 時間 30 分で行いま

す。 

第 1回目の講座で行わ

れた【歓迎と自己紹介】

では、参加者相互の親睦

も兼ねて、名前、職業、

特技、家族、趣味等を机

から離れて、相手を替え 

ながら質問や説明

する練習を楽しく

行いました。お子様

連れの参加者もお

子様と一緒に楽し

むことができまし

た。またコミュニケ

ーションを取る手

段は話すことは 7％

にすぎず、他は表情や動作などで伝えることができる事

も学びました。 

日本人は感情表現や動作が苦手ですが、目的はコミュ

ニケーションを取ることであり、講座の中では、これら

も重要な要素として練習の機会が多くあります。  

家族での英会話と参加者相互の親睦を楽しんでもら

い、海外の方とのコミュニケーションを取るコツと楽し

さを知っていただき、その中でホストファミリーが養成

できていければ幸いです。 
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フフラランンスス文文化化セセミミナナーー  
和田 征子 

 このセミナー

は、「フランス語

学習に興味がある

けど難しそう・・」

とためらっている

方に、フランス文

化・歴史・習慣を

楽しく学んでいた

だき、フランス語

講座を受講しやすくする主旨で、1 月から 3 月までの 5

回シリーズで行っています。受講者は 23 名で、ギヨム

先生のやさしいフランス語も交え、和気あいあいと進め

られています。 

 セミナーでは、キリスト生誕から続いているエピファ

ニー（公現祭）のお話を聞き、お祝い菓子のガレットデ

ロワを試食し、少しフランス人に近づいた気分！ 

 ガレットの中にはフェーブ（小さな陶製の人形）が入

っています。切り分けたガレットにそれが入っていれ

ば、身分の低い人も王冠をかぶり祝福を受け、幸せが 1

年継続すると言われている行事です。また、教育の話は

興味深かったです。小学校は水曜日がお休みだそうで

す。日本の子供が聞いたら羨ましがるでしょうね。 

 フランスといえば、きらびやかな観光スポットのベル

サイユ宮殿が思いうかびますが、一辺倒の観光ガイドさ

んの話ではなく、ルイ 14 世の宮殿での生活の裏話など

が、とても印象に残りました。 

 

 ルイ 14 世は、粗

暴な弟が履く白い

靴に、争いでついた

血がついているの

を見て素敵に思い、

赤いハイヒールを

履くようになった

とか・・・。 

  

ワインテイスティングでは、“おいしい”“いい匂い”

といった漠然としたものではなく、より具体的なテイス

ティングで、ボルドー、ブルゴーニュの赤・白 4 種類の

ワイン名、ワインラベルの見方に続き、グラスに注がれ

たワインを視覚（色・濃淡）、臭覚（香りの強さ）、味

覚（口の中で転がした味）を、先生のテイスティングの

テクニックの説明の後、各自もテイスティングをして、

それぞれの感じ、違い等をノートに記入しました。 

受講者の皆さんは少し緊張気味でしたが、最後に質疑

応答で笑いも出て、充実した講座で楽しんでいただいた

ようです。 

 次回は、マルディ・グラ（謝肉祭）のベニエの試食を

計画しています。初めての試みでしたが、これからも魅

力あるセミナーを続け、多くの方にフランス語講座につ

ながってほしいと願っております。 

中中国国語語入入門門講講座座  

～～自自然然なな会会話話ののたためめのの発発音音をを目目指指ししてて～～  
前島 博之 

1 月 14 日から毎週

火曜日に宇都宮市総

合福祉センターで行

われる中国語入門講

座も6回目を迎えまし

た。     

私は留学を考えて

この講座を受講しま

したが、他にも中国人の友人と中国語で会話がしたい、

中国のドラマの影響をうけた、自身の教養の向上のため

など受講理由も様々な人が冷たい雪が降るなか講座に

参加していました。  

 入門なので、発音と口の動きや簡単な単語での例文が

主でしたが、講師の神山さんの中国での貴重な体験談や

他の受講者の方とのお話もあるので、とても和気あいあ

いとした雰囲気です。 

中国語は発音の仕方によって違う意味の言葉にもな 

るのでハッキリとし

ゃべるのですが、講座

で学んだ後、自宅など

で発音の練習をする

うちに日本語も自然

と口が大きく開きハ

ッキリとしゃべるよ

うになりました。中国

語の勉強は一人で勉強すると発音に癖などがでてしま

いますが、仲間と協力してお互いに発音の指摘ができて

より良い刺激になります。 

90 分という時間は長いように思えますが、あっとい

う間に過ぎてしまいます。この講座も後半を迎えます。

より一層、難しくなるかもしれませんが、より一層おも

しろくなると思います。  

この記事を読んで皆さんも中国に興味をもっていた

だけたら幸いです。  

                        



Utsunomiya City International Association 

 

5 

 

日日本本語語学学習習支支援援ボボラランンテティィアア養養成成講講座座  
水沼 とみ子 

 今回の講座は、4

月 13 日～2 月 1 日

までの 30 回でし

た。 

前半は、成人向け

の「生活者としての

外国人」に対する日本語教育の標準的カリキュラムで、

後半は年少者への日本語指導概説です。どちらも教え方

を学びました。 

 講師の神山英子先生には、にこにこしながらも、要点

を押さえた有意義な講座をしていただき、お礼を申し上

げます。 

 まず、前半はテキスト等を参考にしながら、周囲の人

と話し合っての会話文作りに苦労しました。 

受講生の年齢は様々でも、話し合いが盛り上がり、活

発な意見交換がありました。 

その後の発表と先生の説明を聞き合う中で、学びを深

め「なるほど。」と納得しました。 

なお、2 月 1 日には修了証書と共に、先生から「会話・

文法集」をいただき感謝しています。 

 

 

 後半は、「こどものにほんご」を使って、各課ごとの

ポイントと指導例などを学びました。 

学習者が日本語の文字や文法等を覚え、それを使っ

て、日本語力をつけるには、ゲームやワークシート、そ

れに手作り教材等で、支援者が理解を助けることです。  

その都度生じた疑問には、先生からアドバイスや工夫

が示されたので、参考になりました。 

 毎日、何気なく使っている日本語なのに、やさしく説

明して指導するには、結構難しいと感じました。また、

正しい日本語を学び直す、よい機会にもなりました。こ

こで得たことは、今後も日本語学習支援ボランティアと

して、活用していきたいと思います。 

小小・・中中学学校校ふふれれああいい日日本本語語教教室室  

～～ふふれれああいい日日本本語語のの楽楽ししみみ～～  
外村 佳代子 

私の家には「すてられない箱」があります。 

その中には受け持ったことのある受講生（児童・生徒）

からいただいたもので、収まり場所のないものや手紙な

どが入っています。 

I 国の王様の顔が印刷されたキーホルダー、自分の国

の曲を集めた CD（しかもお父さんの生歌入り）、家族

で行ったディズニーランドのポストカードの裏にはそ

の時の家族の写真が貼られています。 

私が体調を壊した時のお見舞いカード、私の似顔絵、

勤労感謝の翌日にくれたのは折り紙でおられた勲章で

した。うらには「よくがんばりました」と直筆で書かれ

ています。 

夏休み明け一時帰国後にいただいたのは「さそりの標

本」。節足動物の授業から、自分の国ではさそりを食用

にしている話になり、私に食べさせてあげたい！と目を

輝かせていました。日本には生き物を勝手に持ち込んで

はいけない話をした結果（必死の抵抗！！）、もういら

ないものだからと靴下に包んでうれしそうにもってき

てくれました。 

 

以前は漢字カードを入れて持ち歩いていた「すてられ

ない箱」の黄色のカンカンに書かれている鳩は、誰かが

描いたのでしょう。メガネが掛けられていて、下のほう

には「とのぬらせんせい」と書かれています。 

そんな彼らを町で見掛ける事があります。私から声を

かけることはありません。背も伸びて、友達と楽しそう

に話している姿を見るとちょっぴり目頭が熱くなって

しまいます。彼らがあの時泣いていたことは内緒にして

あげましょう。 
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ポポッットトララッッククパパーーテティィーー  
吉田 勉 

2000 年 8 月に、ふるさと宮まつりのよさこい踊りに

参加した仲間にむけて、その打上げをやろうと呼び掛け

ました。それがポットラックパーティーの最初です。よ

さこいはその前年から UCIAの連をつくり踊りに参加し

ていました。 

 その後、一般の市民や UCIA 会員に呼び掛け、月に一

度ポットラックパーティーを開催することにしました。

会費は 300 円、それに食品一品を持ち寄るという形式は

14 年続いて今も変わりません。開催を中止にしたのは

2011 年の東日本大震災の時と今年 2 月の大雪の日の 2

回だけでした。毎回十数人の参加者があり、年間にして

延べ百数十人が参加しています。 

 「仲間づくりと情報交換の場」というのがこのパーテ

ィーのキャッチコピーです。また「国際交流ミニパーテ

ィー」という呼び方もしています。残念ながら外国人の

参加者はまだ 1～2 割と少ないので「国際交流」という

にはもっと外国人の参加を増やしたいのが今の課題で

す。これまでにアメリカ人、中国人、イギリス人など常 

連様のほかに

も、スリランカ、

イラン、インド

など普段あまり

接することのな

い国の人も参加

して話が盛り上

がります。パー

ティーで何をす

るということもなく、参加者同士でのおしゃべりが中心

です。途中、UCIA 事業の PR や活動内容を紹介したり、

入会の勧誘もします。参加者に新しい仲間が多い時には

自己紹介をして、新しい仲間が早くみんなの中に溶け込

めるようにします。参加者の中で楽器を弾ける人や腹話

術ができる人に芸を披露してもらったこともあります。 

 人と人とのつながりが薄くなったといわれる現代社

会で、小さくてもそこに行けば気兼ねなく話せる場はこ

れからも続けていきたいと思っています。 

 

 

毎毎月月第第 44 日日曜曜日日「「カカフフェェササロロンン」」がが「「国国際際交交流流ササロロンン」」にに変変わわりりまますす  

 毎月第 4 日曜日に国際交流プラザで開催されている「カフェサロン」が、平成 26 年 4 月開催から「国際交流サ

ロン」として、名称が変わります。それに伴い、飲食物の持ち寄りも必要なくなります。開催日時はこれまで通り、

第 4 日曜日、16:00～18:00 です。 

 これからも、気軽に参加できる国際交流の場として、多くの皆さまのお越しをお待ちしています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

「「日日本本文文化化ふふれれああいいのの会会」」 

平成 26 年 2 月 16 日（日）に宇都宮市役所 14 階にて

開催を予定しておりました「日本文化ふれあいの会」は、

前日から降り続いた記録的な大雪の影響をうけ、中止と

なりました。 

昨年中から開催に向けて準備を重ねて来られた実行

委員の皆様、ブース・ステージ参加者の皆様のご苦労を

ねぎらうとともに、また来年の開催を楽しみに心待ちに

していただければと思います。 

                        

「カフェサロン」 

平成 26年 3月 23日（日）開催まで 

「国際交流サロン」 

平成 26年 4月 27日（日）開催から 
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22001144 年年 44 月月かからら高高等等学学校校等等就就学学支支援援金金がが変変わわりりまますす  

●新制度では、国公私立問わず、高校等の授業料の支援として「市町村民税所得割額」が 30 万 4,200 円（年収 910

万円程度）未満の世帯に「就学支援金」が支給されます。 

「就学支援金」を受け取るには、課税証明書（市町村民税所得割額が記載されたもの）と申請書をご提出いただく

ことが必要です。なお、国公私立問わず「市町村民税所得割額」が 30 万 4,200 円以上の世帯では授業料をご負担

いただくことになります。 

  

 

  

                        

Q1 どのような人が対象になりますか? 

 

2014 年 4 月以降に高校等に入学する人が対象です。 

Q2 就学支援金はいくらですか? 

区分 限度額 

全日制高校 

私立の定時制・通信制高校 
9,900 円／月 

公立の定時制高校 2,700 円／月 

公立の通信制高校 520 円／月 

 

Q3 就学支援金のほかに私立高校生にはどのよう

な支給がありますか? 

「市町村民税所得割額」が 154,500 円未満の私立高校

生の世帯は年収によって、下記の支給金を受け取れま

す。 

年収 全日制の場合 

250 万円未満程度 24,750 円/月 

250～350 万円程度 19,800 円/月 

350～590 万円程度 14,850 円/月 

 

Q4 就学支援金を受け取るにはどのような手続き

をしますか? 

 

4 月に「課税証明書」と学校で配られる「申請書」

を提出します。提出先は、学校に確認してください。 

Q5 就学支援金は、誰が受け取るのですか? 

 

学校が受け取り、授業料にあてます。学校の授業料

と就学支援金の差額は生徒（保護者）が払います。 

Q6 就学支援金のほかにどのような支援がありま

すか? 

 

授業料以外の教育費の負担を減らすために、低所得

者世帯を対象とした「高校生等奨学給付金」制度が 4

月から始まります。 

 

就学支援金支給の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊都道府県立高校の場合は、学校設置者＝都道府県となります。また、国立高校の場合は、国から学校設置者へ直接支給されます。 

 

 

 

生 徒 

学校設置者は、 

就学支援金と授業料を相殺 

生徒は、学校（学校設置者）

に申請書と保護者の課税 

証明書を提出 

学校設置者 

学校設置者は、生徒に代

わって就学支援金を受領 

国は、就学支援金の費用

を都道府県に交付 

国 

都道府県（＊） 

都道府県は、学校設置者

に対し就学支援金を支給 

参考 文部科学省 就学支援金リーフレット 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm 
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編集・発行 NPO法人宇都宮市国際交流協会

〒320-0026宇都宮市馬場通り 4丁目 1番 1号
うつのみや表参道スクエア 5階
国際交流プラザ内

Tel: 028(616)1870 Fax: 028(616)1871
受付時間: 10:00～20:00
E-mail: ucia@ucia.or.jp
URL: http://www.ucia.or.jp/

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 

会員になりますと、 
以下の特典があります。 

様々な 
国際交流の

ボランティアに
参加できます。 

講座の 
受講料が割引
になります 
(一部の講座
を除く)。 

奇数月 
に情報誌をお
送りします。 

ホスト 
フ ァ ミ リ ー 
の登録ができ
ます。 

○○●●○○  広広告告募募集集ににつついいてて  ○○●●○○  

  

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 

 
 

 
 
 

 

 

                        

ご報告 

井上総合印刷様 広告 

22001133年年フフィィリリピピンン台台風風救救援援金金

22001133 年年 1111 月月ににフフィィリリピピンン中中部部をを、、台台風風 3300 号号がが
直直撃撃しし、、レレイイテテ島島をを中中心心にに甚甚大大なな被被害害ををももたたららししたた

ここととをを受受けけ、、当当協協会会窓窓口口ににおおいいててもも、、22001133 年年 1111 月月
2200日日～～22001144年年 22月月 2200日日ままででのの間間、、救救援援金金のの受受付付をを
実実施施いいたたししままししたた。。  

そそのの結結果果、、￥￥2255,,776677円円のの救救援援金金がが集集ままりり、、集集ままっっ
たた救救援援金金はは、、当当災災害害のの救救援援金金をを受受けけ付付けけてていいるる日日本本

赤赤十十字字社社へへ寄寄付付ししままししたたここととををごご報報告告いいたたししまますす。。  

皆皆様様ののごご協協力力あありりががととううごござざいいままししたた。。  

～～人人事事異異動動ののおお知知ららせせ～～

UUCCIIAA事事務務局局職職員員にに人人事事異異動動ががあありりままししたたののでで
おお知知ららせせししまますす。。

  【【採採用用】】  矢矢部部  晶晶宏宏（（平平成成 2266年年 22月月 11日日付付））
  【【退退職職】】  郡郡司司  泰泰江江（（平平成成 2266年年 11月月 1100日日付付））

  【【採採用用】】  橋橋本本  瑛瑛嘉嘉（（平平成成 2266年年 44月月 11日日付付））
  【【退退職職】】  鈴鈴木木  明明子子（（平平成成 2266年年 33月月 3311日日付付））
          （（旧旧姓姓 :: 大大草草）） 




