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 オルレアン USO 剣道受入 
丸山 秀彦 

 昨年 10月 18 日（日）から 27 日（火）までの 10日間、

オルレアン市からの USO剣道クラブの皆さん 12名（団長

パトリック・ガナさん）をお迎えしました。 

 今回は、宇都宮市からの受託事業の一環として、宇都

宮市に滞在し、市内の剣道クラブの皆さんと稽古（練習）

と交流試合をやりたいと、剣道具一式を携えての来日で

した。 

 メンバーの皆さんは 27 歳から 64 歳で、日頃オルレア

ン市内の道場で稽古をしており、先生は 5 段、メンバー

の中には有段者もいて、ひとり参加された女性も 3 段の

有段者と言う猛者揃いでした。 

 我々、受け入れに当たった実行委員としては、初めて

のことで、最初は戸惑いましたが、フランスでは柔道と

共に剣道も盛んだそうです。日本式に礼儀正しく、滞在

中、午前中は 9 時から 12 時まで、午後は 6 時から 8～9

時までと、宇都宮市剣道連盟を初め、栃木県警察学校や 

守道館剣道道場、そして、宇都宮大学、宇都宮東高校中

学校の剣道部を訪れて、型の練習や、稽古、交流試合に

取り組まれました。 

 滞在中は、ホストファミリー委員会の皆さん宅にホー

ムステイされ、休日はそれぞれホストの皆さんと日本の

家庭での生活を体験されました。稽古の合間には、日本

文化の茶道や寿司や餃子に、日光東照宮や華厳の滝など

の観光を楽しまれ、初めての日本訪問、特に姉妹都市と

しての宇都宮での歓迎に、大いに感激され、今度は是非

オルレアンに来てください、とオルレアンでの再会を楽

しみにしています、と帰国されました。 

 今回の受け入れでは、フランス語講座を受講された会

員の皆さんが実行委員として連日ご活躍され、フランス

語でのおもてなしで、大いに喜ばれたことも、一言ご報

告させていただきます。実行委員の皆さんご苦労さまで

した。ありがとうございました。 

 

△お別れ会 

 

△宇都宮市剣道連盟の皆さんと記念撮影 

 

△市長表敬 
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日本語支援ボランティア養成講座 
鈴木 加奈子（平成 26年度受講） 

平成 26 年度の講座は、4 月 12 日から 2 月 14 日まで

の全 34 回。講師の神山英子先生指導のもと、講座は①

文法、②年少者向け、③成人向けの 3部構成でした。終

盤に「模擬教室」として、実際の学習者の方に生徒役と

して参加いただく貴重な体験もしました。 

第 1部では、名詞、動詞、形容詞文等の教え方につい

て、文法の説明よりも、学習者の状況に合った、わかり

やすい例文を提示することとアドバイスをいただきま

した。また、準備教材として実物、写真、絵カード等、

視覚情報の重要性を学びました。 

第 2部では、教本「こどものにほんご」を使って、各

課の指導目標を基に、具体的な授業の組み立てを学びま

した。先生から、学習者が混乱しやすい例文の紹介や、

副教材のプリントを取り入れるように、と適切なアドバ

イスをいただきました。 

第 3部では、教材「生活者としての外国人」を基に、

世代も人生経験も異なる受講者同士で話し合い、苦労し

ながらも現実味のある会話を作りました。 

最終日、先生からの温かいメッセージ、修了証書と「日

本語会話集」をいただきました。神山先生へ心から感謝

申し上げます。 

現在、日本語教室ボランティアの一員として活動して

います。毎回、授業の準備には時間がかかり、教えるこ

との難しさを実感しています。それよりも、学習者との

時間がとても楽しみです。 

中高生日本語教室を新設しました 
朝田 輝穂 

宇都宮市国際交流協会の「外国人のための日本語教

室」に於いて、成人向け日本語教室は既に存在し、活動

していますが、年少者向けの日本語支援は、学校に出向

いて支援を行う「外国籍児童生徒日本語指導（学校派

遣）」と長期休業期間に実施する「ふれあい日本語教室」

があります。中高生が対象の日本語教室は今までに無か

ったため、これまで中高生たちは学校以外の時間に、成

人向け日本語教室で、大人たちと一緒に生活会話の学習

をしていました。 

 

しかし、教室現場では、学校で毎日日本語に浸ってい

る中高生たちに、生活会話だけの日本語指導に物足りな

さを常々感じられていたことから、昨年 12月から 3月

迄をトライアル期間として、「中高生日本語教室」を立

ち上げ、実施することとなりました。トライアル期間中

は、問題点の洗い出し・学習者状況・支援者状況を確認

し、無理がないかを見ることにしました。 

 そして、日本語指導ボランティアの中高生日本語教室

支援者を募り、11名の方々の協力を得て、開始に至り

ました。 

学習者は、「広報う

つのみや」や協会の情

報スクランブルに掲

載し、各学校にも案内

通知して募集を行い

ました。 

 

中高生の日本語の

レベルが良く判ら

ず、不安のスタート

ではありましたが、

支援者間で打ち合わ

せを重ね、学業に繋

がる支援として、作

文の文章構成と語彙力を中心に日本語指導がスタート

しました。 

  

開催日には、学習者のレベルチェックを実施し、クラ

スを初級（入門含む）・中級・上級（Ⅰ・Ⅱ）に分け、

学習者 10名・支援者 11 名で開始しました。集まった学

習者に対し、どんなことを勉強したいか、予め申込書に

記載して貰い、何を学びたいかを確認しました。すると

「会話」・「漢字」・「作文」等の学びたい要望が上が

りました。現在は、高校生の学習者はおらず、中学生が

主体となっていますが、高校受験を控えた学習者たちへ

の支援に、日本語ボランティアとしての限度を感じた

時、何らかの指導・方法を考えていく必要が有るように

思います。 

  

現在、毎週日曜日の 10時から 12 時迄、中高生日本語

教室を実施しています。支援者たちは、彼らに対する指

導の難しさを感じながらも、子どもたちが毎回楽しく学

習している姿がとてもいい雰囲気となっています。 
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日本文化ふれあい教室 着物を着て二荒山にお参りしよう 
双樹 典子 

 

このもようしは、平成 27年 11 月 1日（日）に、宇都

宮市民プラザ 5 階会議室を借りて、着物の着付けの先生

4 名により、男性 2名・女性 11 名に、着物を着付けてい

ただきました。 

  女性は、何枚もの振り袖の中から、好きな色や柄を選

び、その着物に合う帯を使って着付けていただき、男性

は、着物に羽織、7 歳の女の子は、七五三の着物に着付

けて、メイクや髪型もその着付け姿に合うように整えま

した。  

 

 

慣れない草履着物で時間を掛けて階段を登った達成

感とともに、「着物を着ることが出来て嬉しい」と参加

した人が素直に喜んでもらえることなど、私達にとって

も日本の伝統文化理解の一助となったり、非常に楽しい

時間となりました。 

少しだけ気分は日本人の男の子、女の子の気分になっ

て頂いたところで、草履、着物で二荒山の何段も続く階

段を登って二荒山神社にお参りを致しました。願いが叶

いますように。みんなで本殿に向かって柏手を打ちまし

た。 

 

日本の家庭料理を作ろう 

毎年恒例となりました「日本料理教室」を平成 27 年

11 月 29 日(日)、総合コミュニティセンターで開催いた

しました。 

今回は、どんぶり物の中でも、どなたでも手軽に作る

ことできる「親子丼をつくろう」と題し、「おみそ汁」

「お漬け物」、「デザート」も併せて作りました。 

「けんちんの会」の方々を講師に迎え、ベトナム、中国、

台湾の方など約 20 名が参加しました。 

 

親子丼は、鶏肉と卵を使う料理なので、どこの国の人

でも材料の入手が簡単で、家庭でも手軽にできる日本料

理です。各テーブルでは具材の切り方などをスマートフ

ォンで写真をとりながら、みなさん楽しく作っていまし

た。 

デザートは、ふつうはご飯のおかずにするサトイモを

デザートに変身させるなどこれにはびっくりでした。出

来上がりは、ババロア風のデザートでとてもおいしかっ

たです。  

 みなさんが、特に興味をもったものは、あまり野菜の

利用法でした。大根の皮をきんぴら風にしたり、もちろ

ん、大根の葉は、佃煮風にしたりと、みなさんとても関

心していました。 

出来上がった親子丼におみそ汁、漬け物、デザート、

そして工夫して作ったおかずの数々がテーブルに並べ

られました。 

 わぁー、こんなに食べきれるだろうかと思いながらも

しっかり食べて、明日から運動しなくてはとみなさんが

口を揃えて言っていたことは、私も同じく感じたことで

した。 

 今、日本食がブームとなっています。外国人の方々が、

日本の食文化に興味をもっていただき、また、日本食を

作れるように、これからも日本料理教室を実施できたら

よいと思いました。 
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世界の絵本を楽しもう！ 
  熊倉 シゲ子 
平成 27年 11月 29 日（日）13：30～15：30、宇都宮市

東図書館 2 階集会室において、「世界の絵本を楽しも

う！」が開かれました。子どもやその保護者等来客者は

約 120 名（子ども 60 名，大人 60 名）が楽しく異文化に

触れました。 

対象国（言語）は、シリア（アラビア語）・イタリア

（イタリア語）・ドイツ（ドイツ語）・キルギス（ロシ

ア語）・コスタリカ（スペイン語）・フィリピン（英語）

の 6か国でした。 

普段あまり目にする機会のない文字や言葉、数の数え

方、挨拶などを織り込みながら、絵本の世界に浸りまし

た。子どもたちは、じっと絵本に目を凝らし、ネイティ

ブの語りに耳を傾けていました。 

今年は新しい試みがいくつかありました。第 1 にグル

ープを 2 つに分け、各グループ 3 か国にしたこと。昨年

までは 3 グループ（各グループ 2 か国）でした。第 2 に

各グループ 3 か国の紹介後、クイズと歌で緊張をほぐし

ました。クイズは 6 か国にちなんだやさしい「○×」ク

イズで、子どもたちは、目を輝かせながら参加していま

した。また、「幸せなら手をたたこう」を各国の言語で

歌いながら、体を動かしました。第 3 にご褒美のお菓子

をもらうのにゲーム「ピニャータ」割りをしたことです。

子どもたちが順番に棒で、丸いくす玉のようなものを叩

いて割り、中のお菓子を一斉に取りに行くゲームです。

子どもたちは大興奮でした。 

アンケートでは、「楽しかった」・「異文化に触れる

ことができた」・「ちょっとした国際交流ができた」な

ど好評でした。同時に「幼小向けにやさしい内容の紹介

があるとよい」・「もう少し広い場所があれば」などの

ご指摘もあります。「世界の絵本を楽しもう！」の活動

も徐々に知られるようになりました。「世界の絵本」を

その国の言語で、ネイティブが紹介することを中心に据

えて、これからも楽しいイベントにしていきたいと思い

ます。 

最後に、ご協力いただいた 6 か国のボランティアの方、

東図書館スタッフの方、託児コーナー（ちゅうりっぷ）

の方々に感謝いたします。 
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みんなであそぼ、みんな友だち世界のこども  
鶴見 智穂子 

ちゅうりっぷ（宇都宮市家庭教育オピニオンリーダー会）は、子育て中の家族をサポートして、今年 5 月で 25

年になります。 

 宇都宮市国際交流協会（UCIA）とは、これまで、ふれあい日本語教室（中央小学校）の支援や、“世界の絵本を

楽しもう”の託児で協力関係にあります。 

 今回は、県の家庭教育オピニオン連合会からの委託事業「親子の心のふれあいプロジェクト」に対し、UCIA との

共催事業として「みんなであそぼ、みんな友だち世界のこども」を実施しました。 

 世界の家族がつどい、互いの文化を体験することで、文化の多様性と共生を認め、いじめにつながらない社会を

作ることを目的に、下記のとおり実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 同じ材料で作った「七夕」飾りは、お国によって様々で、インドネシアの 2 児の父親が作った作品は、華やかで

した。 

 「ハロウィン」では、ペルーのベアトリスさんが、スペイン語の絵本「絵に書いた鳥」を読んでくださいました。

また、リュウさんから、台湾語で 10までの数字の読み方を教えていただき、唱和する声が部屋いっぱいに広がりま

した。 

 はて、さて、今回参加されたみなさんは、どんな感想を持たれたのでしょうか。 

 今回の実施にあたっては、日本語教室講師の田中さん、長岡さんには大変お世話になりました。またごいっしょ

に楽しい企画ができたらと思っています。ありがとうございました。 

  

  

                        

会場：うつのみや表参道スクエア６F多目的ホールほか 

内容：第１回  ７月 ４日（土） 七夕 

   第２回  ９月 ５日（土） お月見 

   第３回 １０月３１日（土） ハロウィン 

   第４回 １１月 ７日（土） ワイワイ子育てトーク 
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ボジョレヌーヴォーを楽しむ会  
 越塚 真紀 

 平成 27年 11 月 19日(木) 「ボジョレヌーヴォーを楽

しむ会」を開催致しました。UCIA 会員の親睦を深め、宇

都宮市の姉妹都市フランスの「オルレアン市」に親しみ

を持とうという趣旨で企画しました。 

 実はこのボジョレヌーヴォーの会、以前は宇都宮市オ

ルレアン協会主催で行われていたものです。しかし、平

成 26 年 6 月の同会解散により会の開催も無くなってい

ました。そこで今回の復活です。 

 ここ遠く離れた日本でも言わずと知れたワインのお

祭り。花の都パリの南東、美食の街リヨンの北部に拡が

るボジョレー地方。そこで収穫されたぶどうからなる新

酒の出来栄えを評価する…といのが以前の目的だった

ようですが、私達は収穫の恵みに感謝して美味しくワイ

ンをいただく事と致しましょう。 

 解禁日の夕刻、チケット片手の皆様がぞくぞくと会場

の東武ホテルグランデに集まってきました。夜の会、華

やかな雰囲気です。 

 

 お楽しみは新酒ワインとブッフェ形式のフランス料

理。ホテル料理長のお話に続き、ワインソムリエによる

今年のボジョレヌーヴォーとサーブされる 3種のワイン

について、知見を広げる素晴らしいお話を伺いました。 

 UCIAフランス語講座で講師を務めるギヨム・マイエル

氏のお話でオルレアン市を身近に感じていただき、姉妹

都市交流委員会イチ押しのサックスユニット「ブルート

レイン」によるバンド演奏で贅沢なひと時、全員参加全

員勝ち組の大抽選会…などなど。華やかで楽しいあっと

いう間の 2時間、あっという間に姿を消したお料理…。

フランス料理が美味しすぎた?いやメニューが上品すぎ

たのか…。実行委員一同、恐らくお越しいただいた皆様

のお腹を満たしきれなかったであろう点について深く

反省しております。必ずや次回はドン!とボリュームア

ップさせていただきましょう。 

 週の半ばの木曜日にもかかわらず、誘い合ってお越し

頂いた皆様、お言葉を頂いた皆様、抽選会に豪華景品を

多数ご提供頂いた個人、企業の皆様、そして企画実行に

携わりご協力頂いた全ての皆様に御礼申し上げます。 

 さて、今年のボジョレヌーヴォー解禁日は 11月 17日

木曜日。今回お越し頂いた方もそうでない方もぜひ、夕

方からは予定を空けておいてくださいね。 

白熱授業 国際理解座談会  
河原 節子 

平成 28年 1 月 30日（土）、うつのみや表参道スクエ

ア多目的ホールにおいて「難民問題を考えよう」と題し

て、国際理解座談会が開催されました。 

今回は予めテーマを募り、折しも新聞報道を賑わせて

いた難民問題についてご提案をいただき、開催の運びと

なりました。当日は積雪の影響で欠席の連絡が多い中、

約 30 名の参加がありました。 

 講師は、津山直子氏（NPO 法人アフリカ日本協議会代

表理事）、中田未来氏（NPO 法人宇都宮市国際交流協会

会員・医療通訳に従事）、鈴木美惠子氏（NPO 法人北関

東医療相談会監事）のお三方で、難民支援の活動や実情

について詳しくお話をお聞かせ頂きました。 

津山氏は難民の定義、認定について具体的な数字をあ

げながら説明されました。 

中田氏は、難民との関わりから、繊細な問題ではある

けれど地球に住む人間として、協調して共生していく術

を確立していきたいとの思いを話されました。 

鈴木氏からは、難民の方々の医療相談を通して健康診

断に携わり、順次活動を拡大されている様子について、

詳細にご説明いただきました。 

参加者はとても熱心に講師陣の話に聞き入り、その後

の座談会では、実際に行動をおこすにはどうしたらよい

のか、認定される難民とそうでない難民の違いは何か、

偏見や差別、難民の日本での生活・共生、等々について

非常に活発な意見交換がなされ、2 時間半という長時間

にも関わらず、ぎりぎりまで続きました。 

 実行委員会では、このテーマに関して毎回遅くまで議

論を重ね、細心の注意を払い企画を進めてまいりました

ので、とても実りの多い座談会となりましたことに感慨

を覚えます。 

 今後も国際理解を推進するべく取組んでまいりたい

と思いますので、皆様のまたのご参加お待ちしておりま

す。当日参加頂いた皆様には、この場を借りて厚くお礼

申しあげます。 
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フットサル 

コハツ ホセ 

 国際交流サロン実行委員のアイデアから生まれた、UCIA

スポーツの集いの 1つである「フットサル」は、2015年 8

月から月 1回の第 3土曜日を定例日として開催してきまし

た。昨年は、計 5回実施することができました。初めての

試みということもあり、最初は参加者を募るのに苦労しま

したが、ポスターや SNS等の広報手段を利用し、徐々に参

加者が増えていきました。参加者の国籍は、ネパール、ベ

トナム、ドイツ、ペルー、日本と国際色豊かで、性別に関

係なく最高時には 17人が参加しました。 

 毎回 16時から 18時の 2時間で勝ち負けを気にすること

なく、楽しくフットサルをしてきました。毎回作るチーム

は、国籍に関係ない構成であるため日本語や英語を共通言

語として使用してきました。 

それでもみんな楽しくコミュニケーションを取って、自

由に交代しながら対戦を繰り返してきました。フットサル

終了後には、何度か一緒にご飯を食べに行って仲を深める

こともできました。国際交流を深めたい人、新しい友達を

作った人、久しぶりに体を動かした人等といろいろな人が

今までに参加してきました。みなさんも参加してみてはい

かがでしょうか。次回は 3月に開催予定です。 

本場中国の味を楽しむ料理交流会～刀削麺～ 

呉 燕敏 

 私は、宇都宮市在住の外国人であり、宇都宮市国際交流

協会の中国語初中級講師でもあります。授業を行っている

中で、生徒たちには、教科書にある知識だけでなく、中国

の食文化や風習などにもっと広く触れていただきたいと

思うようになりました。そこで、旧正月などの中国の祭り

に合わせて、餃子づくりや飲茶（ヤムチャ）などの課外学

習を始めました。 

国際交流協会の事務局から、「もっと大勢の方々に、中

国や中国文化に興味を持って頂いてはいかがですか。」と

提案を受け、色々と応援して頂きました。調理室の予約や、

一般参加者の募集等、たくさんの支援をいただいたそのお

かげで、12 月 5 日（土）に総合福祉センターの料理実習

室で「刀削麺（トウショウメン）で本場中国の味を楽しむ

料理交流会」を開催することができました。 

交流会には、中国語初中級講座の講師及び生徒の他に、

23 名の参加者が集まりました。 

刀削面は中国山西省の伝統料理の一つです。その語源に

は諸説あるようですが、『民族間の争いの末、刃物をすべ

て取り上げられた漢民族が薄い金属で麺を削ったのが刀

削麺の始まり』とされるのが有力な説のようです。 

そのスープの具材には主に鳥、豚、牛、羊などの肉と野

菜を使います。それらを煮込んだスープで麺を茹でます。

麺の味付けは色々ありますが、今回、刀削麺に使ったスー

プの材料は、丸ごと一羽の鶏、豚骨、きくらげ、しいたけ、

旬の野菜等です。鍋に材料を入れて煮る間に、麺の生地を

つくります。 

生地の材料は強力粉

です。350ｇの粉に対し

110 ㏄の水を加えなが

らこねます。生地を一つ

に丸めたら、20 分ぐら

い寝かせておきます。煮

込んだスープの中へ、形を整えた生地を片手で持ち、包丁

で薄く削りながら麺を入れます。削られた麺は正確に鍋に

落ち、茹でられます。この一連の動作は、素早くしないと

麺の食感にバラつきが出るので、食べる分を一気に煮込む

のがポイントです。この話を皆さんにお伝えしたら、一気

に緊張感が漂い始めました。先に作って準備する方もいら

っしゃる一方で、うどんのように生地を伸ばして切ってい

る方もいらっしゃいました。作り方も仕上がりも様々でし

たが、自分で作ってみて、「刀削麺」がどんなものか分か

り易かったと思います。 

しばしの協同作業を経て、参加者の皆さんはすっかり打

ち解けていました。休憩の間に、初中級講座の野口さんが、

ギターの生演奏を披露してくれました。 

参加者の皆さんは、テーブルを囲んで本場中華の味を堪

能し、会場はとても暖かい雰囲気に包まれました。 

私たち中国語初中級講座のメンバーは、これからも国際

交流事業に熱心な方々を交えて、様々な行事を取り入れて

ゆく予定です。宇都宮市国際交流協会の促進と発展にささ

やかな貢献をしていければ幸いです。皆さまもぜひ参加し

てみませんか？ 
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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。 

○●○ 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。 
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財団法人栃木県青年会館 
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http://www2.ocn.ne.jp/~concere/ 
E-mail:concere@olive.ocn.ne.jp 
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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   

様々な国際交流の
に参

加できます。 

お知らせ 

平成 27年度オルレアン市への青少年派遣事業の

中止について 

 

姉妹都市交流事業であるオルレアン市への青少年

派遣事業につきましては、11月 20日から 29日の 10

日間、4名が派遣される予定で準備をしてまいりまし

たが、日本時間 11 月 14日早朝に発生したパリ同時

多発テロ事件を受け、誠に残念ながら中止となりま

した。 

犠牲になられた方のご冥福をお祈りするとともに、

1 日も早く平穏な生活が戻りますようお祈りいたし

ます。 

外国人のためのハッピー子育てセミナー（TIA 共催事業） 

 

12月 5日（土）にとちぎ国際交流センター・多目的

ホールにて、「外国人のためのハッピー子育てセミナー

～お話しましょう！言葉、学校、親子関係のこと～」を

栃木県国際交流協会との共催事業として実施しました。 

中国・台湾、日本、カナダ、フィリピン、ペルーの親

子 19 名が参加しました。 

講師の山岡テイ氏（多文化子育てネットワーク・情報

教育研究所所長）及び子育て経験者の山口信子氏（中

国）、山口由紀子氏（日本）のお話のほか、グループワ

ークも行われ、子育ての悩みや親子のコミュニケーショ

ンについての情報交換等がなされました。 

mailto:ukokukyo@cocoa.ocn.ne.jp

