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2022年も子どもから大人まで、楽しみながら国際理解を深めました

なるほど！
世界セミナー

子どものための
国際教育講座

どようサロン
Armchair Travel

外国人市民の
ための防災講座

日本語プレ
初級クラス

日本語ボランティア
養成講座

日本文化
体験ツアー

世界のことばで
よみきかせ

日本語教室

つくってみよう！
世界の料理

M i t o  C i t y  I n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  O f f i c i a l  M a g a z i n e



国・言葉・文化の違う人たちみんなが
住みやすい社会になること
それが、私たちの願いです
他国の人と出会い、対話を通じて互いの文化や習慣について理解を深めることが国際交

流の始まりです。水戸市国際交流協会では、交流を推進する多彩な講座やイベントの

開催をはじめ、様々な事業を行っています。なかでも外国人市民の日本語習得を支援

することは、大切な役割だと考えています。

　水戸市国際交流センターでは、地域のボランティ
アによる日本語教室を毎週火～土曜に開講していま
す。また、以前から要望の多かった平日夜の日本語
教室も2022年４月からスタートしました。コロナ禍
でも施設貸出し制限期間を除き、日本語教室は継続
してきました。これらの教室の担い手は、市民ボラン
ティアの方々。経験のないまま日本語指導に携わるこ
とは難しいため、当協会では18年に「初級日本語ボ
ランティア養成講座＊」を開催しました。今回は、この
講座を修了して、今もボランティアとして日本語教室で
活躍している3人の方にお話を伺いました。
＊初級日本語ボランティア養成講座は22年10月にも開催。

自分たちにできること、できないこと

インタビューの
全文はコチラ▶︎

【実際に日本語ボランティアを始めてみて】
活動の中で「難しかったこと」を聞いてみました。
●�自分が自然に話している日本語を外国人にやさしく、わか
りやすく教えること。日本語のルールや用法など、自分も
知らないことが多い。
●�ボランティアとして週に１度、２時間の活動だと思ったら、
授業のため数日、４〜５時間の準備が必要だった。所属の教
室の方針が「会話重視」となり、文法のまとめなど授業の
準備が軽減されたのは助かった。
●�同じ初級の日本語レベルでも「これからもずっと勉強して
レベルアップをしたい」という学習者と、「２、３か月しか来
られない、簡単な日常会話ができればいい」という人を同
時に教えること。

【日本語の学習者も様々】
�●�学習者のこれまでの教育環境は様々。ノートをとる習慣が
ない、筆記具も持ってこないということもある。読み書きは
できなくとも、聞いたり話したりする能力に長けている場合
もある。それぞれに、個別に対応している。
�●�仕事先の朝礼で週１回、日本語で話さなければならない。
笑われたくないので、その練習をきちんとする学習者もい
る。ちょっとストレスになっているようだが頑張っている。
�●�日本語を勉強しようと教室に来るのは、生活面の余裕が
あったり、学習意欲があったりする人で、望んでも来られな
い人たちもいると思う。

【日本語の学習機会について】
�●�外国人の子どもたちが、日本語もままならないまま学校
に通うことも多い。学校の教育現場で、もっと日本語指
導ができないものかと思う。小、中学校には日本語の巡
回指導もあるが、足りていない。

�●�学習意欲がある若者でも、日本語が出来ないというだけで高
校などに入れず、教育を受ける機会がなくなることが残念。
彼らは公的な日本語指導を受けることも難しいようだ。

【さいごに】
�●�日本語ボランティアは「語学としての日本語を教える」と
いうより、日本の習慣や文化など、日本での暮らし方を
伝え、それに付随する必要な言葉を教えるということが、
大切だと思う。外国から来て、慣れない社会にソフトラ
ンディングできるようサポートできたらいいな。
�●�自分が日本に来たばかりの外国人だったら、こうした地
域の日本語教室でボランティアに日本語を教えてもらえ
る場所は、居心地がいいと思う。そうした場が提供でき
るように、これからも活動していきたい。

日本語教室ボランティアに聞いてみました

 金井良吉さん（にほんごボランティアグループ・オルビス）・首藤啓三さん（ソフィア日本語教室）・平岡古都さん（メサフレンドシップ）

( 左から）首藤さん、平岡さん、金井さん
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韓国 748人
中国 639人

ベトナム 522人
フィリピン 443人

タイ 264人
ネパール 203人

インドネシア 116人
朝鮮 115人
米国 111人

その他 577人
合計 3,738人

1位 つくば市 10,192人
2位 常総市 5,765人
3位 土浦市 4,473人
4位 古河市 3,822人
5位 水戸市 3,517人

6位 筑西市 2,966人
7位 坂東市 2,951人
8位 鉾田市 2,618人
9位 神栖市 2,577人
10位 結城市 2,349人

在籍している

保育所/保育園 14
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幼稚園 3

認定こども園 5

小学校 13

在籍していない 34

 無回答 1

Topics
外国人ママパパ交流会

水戸には英語を母語としない
多くの外国籍の市民が生活しています

水戸に住んでいる外国人の
子どもや保護者について　

通園・通学している、外国籍または日本語を
母語としない保護者や子どもについて

（出入国在留管理庁資料2021年12月末現在）

（水戸市資料2022年10月現在）

※にほんごボランティアグループ・オルビスと共催。

子どものこと、幼稚園や学校のこと、普段
の暮らしで感じていることなど、色々なこ
とを日本人のママパパや、外国人のママ
パパ同士で話しながら交流する場です。

もっとよく知ろう。水戸に暮らす外国人市民について

 ● 外国人の居住者は、県西・県南が多く、県央・県北では、
水戸市だけが10位以内に入っている。

● 水戸市の韓国籍とネパール籍の人数は、1位のつくば市
に次いで多い。

● つくば市は留学生・研修生、水戸市は永住者が多い。

● 母語・文化・習慣が異なるたくさんの国の子どもが、
通園・通学している。

● 在留資格別で見ると、永住者・定住者等(2,086人)が全体
の56%と、長期にわたって本市を生活基盤としている人
が大きな割合を占めている。それに次いで、特定技能や技
能実習生(792人、全体の25%)が多く、地元の産業に貢献
している。また、大学など研究・教育機関があるため、留
学生なども一定の割合を示している。

【在籍している子ども】103人/20か国
【出身国】アメリカ、イラン、インドネシア、ウガンダ、オーストラリア、
カナダ、韓国、スペイン、スリランカ、タイ、チェコ、中国、ドイツ、トルコ、
パキスタン、ハンガリー、フィリピン、ベトナム、ペルー、ミャンマー

・�保護者が園からのお便りを読めないので、連絡事項が
伝わらない。また配布した重要な手紙を捨ててしまう。
・書類に、必要事項を日本語で記入できない。
・給食で、自分が食べたくないものを床に捨ててしまう。
・�宗教上の理由で、常に身に着ける装飾品（ピアスやス
カーフなど）があったり、食べられない食材（肉類）が
あったりする。

現場の先生方の声（参考） 茨城県に住んでいる外国人の人数

( 2021年9月に当協会にてアンケートを実施。
水戸市内保育所/保育園（33 ）幼稚園（10 ）認定こども園（8）
小学校（19）からの回答を集計）

（施設数）

 ● 外国人親子への、様々な形のサポートが必要と
される中、折々に、個別にフォローできるボラン
ティアの存在は貴重。また、日本人や既に日本
に長く暮らしている外国人親子と、お互いに理
解し合えるような交流の場も大切。
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イベント情報配信中！

たくさんの国の文化に触れ、交流を楽しむ
水戸市国際交流センターでの体験が世界への新しい扉を開きます

どようサロン
Armchair Travel

つくってみよう！
世界の料理

子どものための
国際教育講座

なるほど！世界セミナー
国際理解を深める

◆ 子どものための国際教育講座 ～バレンタイン～

◆ 世界の歩き方講座 「カナダ・ユーコン準州」

◆ 日本文化体験

◆ ことばのひびきを楽しもう (読みきかせ)

◆ 国際交流団体の活動紹介 (於：2階ロビー)

◆ 外国人市民のための防災講座

◆ “Culture Pot MITO”
　水戸に暮らす外国人のための情報紙

外国人市民が暮らしやすい
　　　環境づくりも行っています

2023年2月4日㈯ ｜ 申込み開始▶ 1/12㈭ 9:00～

2023年2月25日㈯ ｜ 申込み開始▶ 1/25㈬ 9:00～

日時等、詳細は次号で

同上

同上

タイ出身のノイさんが民族衣装で登
場。伝統文化、食文化、ファッションや
ガイドブックには載っていない最新情
報を話してくれました。和やかな雰囲
気で、多くの参加者から「タイに行って
みたい！」という声が上がりました。

シェフのチェンさんが、野菜とハーブ
をふんだんに使った家庭で作れるレシ
ピを披露。また料理の合間に通訳のチ
ンさんがベトナムの文化や習慣を紹介。
「新しい味に挑戦できました」とオンライ
ン参加者から感想をいただきました。

　様々な視点で、世界各国・地域についての理解を深めるセミナーを年に3〜4回、開催して
います。4月には「中国語は楽しい」と題して、中国語で執筆した著作が30冊を超える明治大
学・新井ひふみ教授に中国語の歴史と魅力をたっぷりと語っていただきました。また12月に
は茨城大学の掛貝祐太先生による「財政学からみた移民問題〜スイスの多様性と民主主
義から考える〜」を開催。中・高校生や大学生なども二夜連続の講義を受講しました。

小学１年〜３年生対象の講座です。アメリカ人の講師と一緒
に歌や工作をしながら、親子で「バレンタイン」の歴史や風
習の違いを英語で学びます。

2021年の「カナダ東部」に続いて、今回はカナダ極北の地。
オーロラで有名な場所ですが、実はアウトドアのメッカ。知ら
れざる「ユーコン準州」の魅力をお伝えします。

講師や参加者同士の交流を通して、日本の伝統的な文化や
技に触れる一期一会の体験講座です。

同じ絵本を2つの言葉で朗読します。参加者が講師と一緒に
楽しめる手遊び歌も行います。

水戸市を拠点とする団体の多彩な活動をパネル展示してい
ます。合わせてホームページにインタビューを掲載しています。

市民団体や水戸市との共催で、災害への備えや、万が一災害
にあったときの対処などを、体験を交えながら学ぶ講座です。

生活に役立つタイムリーな情報を、やさしい日本語版と英語
版で年4回発行。ホームページからも閲覧できます。

仮装した年少〜年長の子どもたちが
集合。ハロウィンのお話を聴いたり、英
語の歌を歌ったり、音楽に合わせてパ
レードしたり。最後は、講師に「Trick�
or�Treat!」と声をかけて、お菓子を受
け取って、大喜びでした。

イベント・講座の情報は ホームページ・Facebook・LINEでお知らせしています

8月 9月 10月
タイ ベトナム ハロウィン


