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　水戸市国際交流センターでは、毎月第2・第4土曜日の
午後1:30～3:00に「どようサロン」を開催しています。外
国人と日本人が、趣味や仕事、生活のことなどについて
自由に話すことで、互いの交流を図るとともに、外国人同
士の情報交換が容易にできることを目指しています。
 また、この「どようサロン」の特別版として、特定の国や
地域に焦点をあてた「どようサロン　ティーパーティー」
があります。これは、MITOインターナショナルライブラ
リーを利用して年3回開かれます。このティーパーティーで
は、テーマとなる国のゲストスピーカーが、自国の文化や
人々の生活習慣などを詳しくお話しし、後半はその国の
お茶菓子を味わいながら、ゲストのお話を通じて、参加者
同士が楽しく歓談し、さらにお互いの理解が深まる場と
なっています。
　今年度は、第1回目のゲストスピーカーとして、ハンガ
リー出身のクボビツ・イムレ氏、また第2回目はガーナ出身
のパーコフィ・エイキンス氏を迎えました。両ゲストスピー
カーとも、自国に関する様々な資料を用意してくださり、本
物の民族衣装や楽器などを間近にした参加者は、たくさ
んの学びと和やかな交流に散会を惜しんでいました。

　「どようサロン」で使用する言語は何語でも構いませ
ん。日本語や、自分の話したい得意な外国語で話すこと
ができます。日本から遠い国も、きっと近くに感じるはず
です。今年度第3回目は2月を予定しています。たくさんの
方の参加をお待ちしています。

カラフルで細かい刺繍を施した美しい民族衣装。東欧の伝統刺
繍は、地域や民族によっていろいろな模様があるそうです。男
性用のおしゃれな刺繍もあります。

5月25日　ハンガリー編

日本では珍しいガーナ楽器ジャンベの演奏体験や、民族衣装の
試着。また、ゲスト自身によるプロ並みの演奏には、参加した老
若男女全員が大興奮。パーティーは大いに盛り上がりました。

9月14日　ガーナ編

メサフレンドシップ 茨城アジア教育基金を支える会

スリランカとアジア友の会

Game

Name

Card

サンコファ

国際交流団体活動紹介展
これまでの展示の様子　2月から4期にわたり、17団体の活動をパネル展示で紹介し

てきました。
　11月9日（土）から12月15日（日）までは、第5期として、5団体
の活動を紹介します。12月14日（土）には、各団体によるイベント
デーが催されます。ぜひご来館ください。

こ
れ
ま
で
の
展
示 水戸ユネスコ協会、オルビス

外国人親子国際交流ネットワーク
中国武術茨城推進協会
茨城県ユニセフ協会

どようサロン ティーパーティー
～遠くの国をもっと身近に！～

◇ことばのひびきを楽しもう～世界のことばで
よみきかせ～ドイツ語×日本語の巻（12月7日）

◇親と子の国際講座～みんなで楽しく世界の
遊びを体験しよう！～（1月25日）

◇多文化共生理解講座（1月26日）
◇国際交流新春パーティー（2月1日）
◇国際交流のつどい（2月29日～3月22日）
◇世界セミナー
　東南アジアの宗教美術（3月8日）
◇外国人のための市内ウォッチング（未定）
◇外国人のための日本文化体験ツアー（未定）

行　 事 　予 　定

事　 業 　報 　告

展示団体
（11/9～12/15）

●ことばのひびきを楽しもう～世界のことばでよみきかせ～英語×日本語の巻（6月8日）
　英語と日本語で同じ絵本の読み聞かせを行い、ことばの響きの違いを楽しみました。
●親と子の国際講座～世界の遊びを体験して目指せユネスコ音楽隊！～（6月24日）
　クイズや音楽、料理を通じて、世界各国の文化に親しみました。
●子どものための国際教育講座～サマークラス～（8月10日）
　小学校1年生～3年生とその保護者（英会話初心者）を対象とした講座を開きました。
　ゲームやネームカードづくりなどを通して、親子で英語に親しみました。
●国際交流月見パーティー（10月5日）
　茶道、書道、折り紙の日本文化体験等を通じて、　　　
　日本人市民と外国人市民の交流を行いました。
●子どものための国際教育講座～ハロウィーン～
　（10月12日）
　台風19号による荒天のため、中止となりました。
●やさしい日本語コミュニケーション講座（10月13日）
●つくってみよう！世界のお菓子～ハンガリー編～
　（11月10日）
　ハンガリー出身の講師を招き、ハンガリーのクリスマス用
　お菓子を作りました。
●外国人市民のための防災講座（11月6日）
●外国人のための防災ツアー（11月17日）
　台風19号後の災害対応のため、中止となりました。

第1期 第3期

第2期

第5期

第4期

第1期 2月23日（土）から
3月24日（日）

メサフレンドシップ
茨城県日独文化協会
茨城県青年海外協力隊を
育てる会

第2期 4月13日（土）から
5月26日（日）

（公財）ラボ国際交流センター
スリランカとアジア友の会
WYCCI
ラブニール

第3期 6月15日（土）から
7月14日（日）

日本・バングラデシュ文化交流会
茨城県日中友好協会
水戸市日中友好協会
グローバラキグループと支える会
茨城アジア教育基金を支える会

第4期 9月7日（土）から
10月6日（日）

日本ベトナム友好協会茨城県連合会
サンコファ
AFS日本協会茨城水戸支部
水戸国際コミュニケーションズ
茨城アフリカの会



「やさしい日本語」とは？　－多文化共生社会を目指して－

「やさしい日本語」で書かれた冊子

令和元年度もがんばった、日米両国の学生親善大使
　日本の在留外国人数は、約273万人（前年末現在）となり、過去最
高を記録しています。そして、その約１割の在留外国人が日本語を学
習しており、国では日本語教育の体制整備に向けたさまざまな取組
みを進めています。改正入管法により新たな在留資格が設けられ、
外国人労働者の増加が予想されるほか、日本語教育推進法が成立
されるなど、「日本語教育」を取り巻く環境は着 と々変化しています。
　みなさんも、以前よりも暮らしの中で外国人を見かける機会が増
えたのではないでしょうか。例えば、コンビニエンスストアで働く外国
人店員を見ても、もう驚くことはないと思います。日本語力を含めた
接客スキルに加え、覚えるべき業務が多いコンビニの外国人店員は
優秀だと言われています。さて、ここでは、そのような比較的日本語
が通じる外国人だけでなく、日本語がちょっとしかわからない外国
人の方々を思い浮かべてください。

◎「やさしい日本語」とは？
　みなさんは、外国人を目の前に、これらの言葉を日本語でどう説
明しますか？

　そのまま使ってしまうと、難しい表現になりますが、「やさしい日
本語」にすることによって、より伝わりやすくすることができます。

「やさしい日本語」を使った参考の答えは、次のようになります。

　「やさしい日本語」の「やさしい」には、「優しい」・「易しい」の両方
の意味が含まれています。ただ簡単なだけでなく、受け手にわかり
やすいようにという心遣いがあります。そのほか、擬態語・擬音語
やカタカナ言葉、過度な敬語表現を避けることも大切です。

　「多文化共生社会」をテーマに、
山田泉先生（日本語学校「にんじん
ランゲージスクール」校長、元法政
大学教授）がお話しします。
ぜひお越しください。

■日時：令和2年1月26日（日）10:15～12:15
■会場：水戸市国際交流センター（備前町6-59）
■定員：60名（先着順）　■参加費：500円／人
■申込み：12月12日（木）から、講座名・氏名・住所・電話番号を
　明示し、窓口／電話／FAX／Eメールでお申込みください。

●Culture Pot MITO （当協会発行、季刊）
　外国人も楽しめるイベント情報や、生活に役立つ情報、日本や水戸の文化に関する記事などを紹介する冊子
です。やさしい日本語版と英語版があります。国際交流センターや図書館などの市の施設、外国料理店などに
置いてあるほか、協会のホームページでも読めます。（ https://mitoic.or.jp/jp/archive/culture.html ）

●わが家の防災ノート
　（みと男女平等参画を考える会、水戸市防災・危機管理課 制作）
　災害の際にどうすればよいかを、日本人にも外国人にもわかりや
すく説明した小冊子です。5言語版があり、日本語版は「やさしい日
本語」で書かれています。イラストも豊富な、「見てわかる」冊子で
す。国際交流センターなどで配布しています。詳しくは当協会まで
お問い合わせください。

◎「やさしい日本語コミュニケーション講座」
　を開催しました。
　一般市民を対象に、多文化共生への理解を深め、外国人
住民との相互交流を促進させるため、「やさしい日本語」を
使ったコミュニケーションスキルを学ぶ講座を実施しまし
た。参加者は、「やさしい日本語コミュニケーション」のルー
ルを学んだ後、常磐大学の外国人留学生とさっそく実践練
習をしながら、交流を楽しんでいました。

　日本語教育とは、外国人が日本語を学習することだけで
はありません。日本人のみなさんから、外国人の方々へ日本
語を伝えることも重要です。外国人を目の前にすると、どう
しても英語を話さなくてはいけないと思いがちですが、実
際は日本語を学びたいから来日しているので、日本語で交
流したいと思っている外国人や、英語が全く通じない外国
人もたくさんいらっしゃいます。「やさしい日本語」は、未だ
あまり浸透していないのが現状ですが、日本の国際化に向
けた新しい「共通語」として普及することを願います。

アナハイム市学生親善大使 滞在日程
6月21日（金）
6月22日（土）
6月23日（日）
6月24日（月）
6月25日（火）
6月26日（水）
6月27日（木）
6月28日（金）
6月29日（土）

6月30日（日）
7月 1日（月）
7月 2日（火）

アナハイム到着
ホストファミリーと過ごす
ホストファミリーと過ごす
水戸市立稲荷第一小学校、第二中学校訪問
啓明高等学校訪問
市長表敬訪問、市内視察、茨城大学訪問
芸術館訪問、日本語学習、着付け教室
東京見学
水戸市・アナハイム市の学生親善大使交流会、
さよならパーティー
ホストファミリーと過ごす
ホストファミリーと過ごす
帰国

水戸市学生
親善大使
滞在日程

7月26日（金）
7月27日（土）
7月28日（日）
7月29日（月）
7月30日（火）
7月31日（水）

8月1日（木）
8月2日（金）
8月3日（土）
8月4日（日）

アナハイム到着、歓迎会
ホストファミリーと過ごす（野球観戦）
ホストファミリーと過ごす
消防署視察、英語研修、水戸橋見学、ビーチパーティー
市長表敬訪問、英語研修、市議会議場視察、市内散策
市内散策、プールパーティー

引き続きアナハイム市と水戸市の友好を、
私たち親善大使や一般市民の力でより一層
深めていくべきではないでしょうか。

クリスティン・ダン（引率）

武術が得意です。
だから、柔道だって負けません！
いくぞー！！

ヴィンセント・サッチ（高2）

日本が大好き。これ、日本応援Tシャツ
なんだ。地震で大きな被害を受けた日本
をどうしても応援したくて・・・。

ブライアン・ガルシア（高3）

やさしく教えてくれてありがとう。お習字は
初めてなので、慎重に、慎重に。これでいいの？
でも、墨って、すごーく面白い！
御朱印も集めました。

ジゼル・パーラ（高2）

バスよ、止まれ！降りるから。パスポートを
失くしたから、帰れないんだよ。でも本当
は失くしてないし、帰りたくないだけ・・・。

ジャスティン・グエン（高1）

電車も初めて、向き合わせシートも
初めて。日本の可愛い小物をたく
さん買いたいです。
もうすぐ東京！楽しみ～！

ジェニファー・マイ（高3）

僕は必ず戻ってきます。待っていてください。
帽子がトレードマークです。

アイザック・フルタド（高2）

見て、素敵でしょう？折り鶴を作りました！
すべてが新鮮。感動感激の連続です。

トリシャ・グレイパー（引率）

私はこの派遣で楽しく会話することを学びまし
た。ホストマザーの協力でいろいろな人と会話
をし、様々な考えに接したことが、今後の人生
にとってかけがえのない体験となりました。

薄井　眞帆（中2）

いろいろな場所へ出かけ、いろいろな人たちと
出会い、人生観が変わるほど素晴らしい経験が
できました。

団長　三村将司（水戸市立見川中学校教諭）

笑顔とハグが溢れた、今までの人生で一
番貴重な経験をしました。もっと英語を学
び、もう一度アナハイム市を訪れ、お世話
になった人々に直接お礼を言いたいです。

松浦　由芽（高2）

不安な私に、みんなが優しくしてくれ、本当にたく
さんの思い出ができました。ホストファミリーはも
ちろん、アナハイムのすべての人々に感謝です。

野上　千穂（中2）

「間違いなんて気にせずに、大切なのは
挑戦すること。」この言葉で私はどんどん
成長したと思います。アナハイム市と水
戸市のために、今後も努力し続けます。

野中　翠（高2）

ホストファミリーと暮らす中で、アメリカの
人々の思いやり、やさしさを感じることがで
きました。また、チャレンジする大切さも学
びました。成長した姿で戻りたいです。

打越　愛玲（高2）

ホストファミリーのメキシコ文化にびっくり！
異文化を学んで、これを理解して、初めて
国際人となれることが分かりました。
ただ今消火作業訓練中！

山崎　啓介（中3）

人々の社交的な態度に感銘を受けました。
「市民レベルでの心の絆」を目指してちびっこ
たちとの交流も頑張ったら、すっかり好かれ
てしまいました！

鯉沼　穣也（高1）

「市長として心掛けていることは何ですか」の
問いかけに、「市民の安全とホームレス対策」
との答えがありました。そうなんだ、これが
アナハイム市の最重要課題か！

花見　優太（高2）

◎多文化共生理解講座「多様性を豊かさとする地域社会 ―外国人市民との共生を目指して―」の
　参加者を募集しています。

道路って、
道のことですか？
歩けますか？

両替って何ですか？
硬貨を使うのは
難しいです。

「今朝」…「　？　」　  　　  「乳児」…「　？　」
「停電」…「　？　」  　 　　 「優先席」…「　？　」

「きょうの あさ」　　　　「０さいの あかちゃん」
「でんきが とまります。」／「でんきが つかえません。」
「おじいさん・おばあさん・びょうきのひと・あかちゃんが

  いるおかあさんが すわるところ」

ディズニーランド、カリフォルニアアドベンチャー訪問
ダウンタウンディズニー、英語研修、さよならパーティー
ホストファミリーと過ごす
ホストファミリーと過ごす

帰国8月5日（月）
6日（火）

Q1 Q2
Q3

A1
A3
A4

A2

Q4
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　水戸市国際交流センターでは、毎月第2・第4土曜日の
午後1:30～3:00に「どようサロン」を開催しています。外
国人と日本人が、趣味や仕事、生活のことなどについて
自由に話すことで、互いの交流を図るとともに、外国人同
士の情報交換が容易にできることを目指しています。
 また、この「どようサロン」の特別版として、特定の国や
地域に焦点をあてた「どようサロン　ティーパーティー」
があります。これは、MITOインターナショナルライブラ
リーを利用して年3回開かれます。このティーパーティーで
は、テーマとなる国のゲストスピーカーが、自国の文化や
人々の生活習慣などを詳しくお話しし、後半はその国の
お茶菓子を味わいながら、ゲストのお話を通じて、参加者
同士が楽しく歓談し、さらにお互いの理解が深まる場と
なっています。
　今年度は、第1回目のゲストスピーカーとして、ハンガ
リー出身のクボビツ・イムレ氏、また第2回目はガーナ出身
のパーコフィ・エイキンス氏を迎えました。両ゲストスピー
カーとも、自国に関する様々な資料を用意してくださり、本
物の民族衣装や楽器などを間近にした参加者は、たくさ
んの学びと和やかな交流に散会を惜しんでいました。

　「どようサロン」で使用する言語は何語でも構いませ
ん。日本語や、自分の話したい得意な外国語で話すこと
ができます。日本から遠い国も、きっと近くに感じるはず
です。今年度第3回目は2月を予定しています。たくさんの
方の参加をお待ちしています。

カラフルで細かい刺繍を施した美しい民族衣装。東欧の伝統刺
繍は、地域や民族によっていろいろな模様があるそうです。男
性用のおしゃれな刺繍もあります。

5月25日　ハンガリー編

日本では珍しいガーナ楽器ジャンベの演奏体験や、民族衣装の
試着。また、ゲスト自身によるプロ並みの演奏には、参加した老
若男女全員が大興奮。パーティーは大いに盛り上がりました。

9月14日　ガーナ編

メサフレンドシップ 茨城アジア教育基金を支える会

スリランカとアジア友の会

Game

Name

Card

サンコファ

国際交流団体活動紹介展
これまでの展示の様子　2月から4期にわたり、17団体の活動をパネル展示で紹介し

てきました。
　11月9日（土）から12月15日（日）までは、第5期として、5団体
の活動を紹介します。12月14日（土）には、各団体によるイベント
デーが催されます。ぜひご来館ください。

こ
れ
ま
で
の
展
示 水戸ユネスコ協会、オルビス

外国人親子国際交流ネットワーク
中国武術茨城推進協会
茨城県ユニセフ協会

どようサロン ティーパーティー
～遠くの国をもっと身近に！～

◇ことばのひびきを楽しもう～世界のことばで
よみきかせ～ドイツ語×日本語の巻（12月7日）

◇親と子の国際講座～みんなで楽しく世界の
遊びを体験しよう！～（1月25日）

◇多文化共生理解講座（1月26日）
◇国際交流新春パーティー（2月1日）
◇国際交流のつどい（2月29日～3月22日）
◇世界セミナー
　東南アジアの宗教美術（3月8日）
◇外国人のための市内ウォッチング（未定）
◇外国人のための日本文化体験ツアー（未定）

行　 事 　予 　定

事　 業 　報 　告

展示団体
（11/9～12/15）

●ことばのひびきを楽しもう～世界のことばでよみきかせ～英語×日本語の巻（6月8日）
　英語と日本語で同じ絵本の読み聞かせを行い、ことばの響きの違いを楽しみました。
●親と子の国際講座～世界の遊びを体験して目指せユネスコ音楽隊！～（6月24日）
　クイズや音楽、料理を通じて、世界各国の文化に親しみました。
●子どものための国際教育講座～サマークラス～（8月10日）
　小学校1年生～3年生とその保護者（英会話初心者）を対象とした講座を開きました。
　ゲームやネームカードづくりなどを通して、親子で英語に親しみました。
●国際交流月見パーティー（10月5日）
　茶道、書道、折り紙の日本文化体験等を通じて、　　　
　日本人市民と外国人市民の交流を行いました。
●子どものための国際教育講座～ハロウィーン～
　（10月12日）
　台風19号による荒天のため、中止となりました。
●やさしい日本語コミュニケーション講座（10月13日）
●つくってみよう！世界のお菓子～ハンガリー編～
　（11月10日）
　ハンガリー出身の講師を招き、ハンガリーのクリスマス用
　お菓子を作りました。
●外国人市民のための防災講座（11月6日）
●外国人のための防災ツアー（11月17日）
　台風19号後の災害対応のため、中止となりました。

第1期 第3期

第2期

第5期

第4期

第1期 2月23日（土）から
3月24日（日）

メサフレンドシップ
茨城県日独文化協会
茨城県青年海外協力隊を
育てる会

第2期 4月13日（土）から
5月26日（日）

（公財）ラボ国際交流センター
スリランカとアジア友の会
WYCCI
ラブニール

第3期 6月15日（土）から
7月14日（日）

日本・バングラデシュ文化交流会
茨城県日中友好協会
水戸市日中友好協会
グローバラキグループと支える会
茨城アジア教育基金を支える会

第4期 9月7日（土）から
10月6日（日）

日本ベトナム友好協会茨城県連合会
サンコファ
AFS日本協会茨城水戸支部
水戸国際コミュニケーションズ
茨城アフリカの会




