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■ 　つくば市国際交流協会　賛助会員募集！
　当協会では、協会活動の趣旨にご賛同いただける皆様からの資金面でのご支援を募っています。

◆令和3年度の賛助会員（団体及び法人）（敬称略）
　TIVONAの会、一財21世紀教育会、浅野物産㈱、飯野工業㈱、㈱河野正博建築設計事務所
　㈱建築設計室匠工房、㈱小泉建築設計事務所、㈱高田工務店、㈱ライフアップ
　新日本補聴器㈱ 新日本補聴器センター土浦支店、太洋電気産業㈱、大和リース㈱

つくばワールド行政書士事務所、常陸興業㈱
一般社団法人つくば観光コンベンション協会

（会員内訳：個人189、団体２、法人13）

※このほか、運営を支援いただく各種ボランティアがございます。詳しくは、
当協会のＨＰをご覧ください。

Hot Topic!
世界お茶のみ話

◆賛助会費

　個人：1口   2,000円／年
　団体：1口 10,000円／年
　法人：1口 20,000円／年

月第3土曜日に開催している「世界お茶のみ話」
では、ゲストの母国の歴史・文化・国の現状や課

題・その課題に対する考え方や取り組み・つくば（日本）
との関わりなどを紹介しています。より理解を深めるために
その国にまつわるお茶やお菓子を提供しながらの聴講です
が、新型コロナウイルス感染防止のため飲食の提供は見合
わせています。
　現在は、会場での対面とLIVE配信のハイブリッド形式で
の開催をしていますが、感染状況により会場での開催がで
きない場合には、無観客オンライン開催の形をとっていま
す。これまで講師が会場に来ていただくことを基本に行って
きましたが、オンライン開催を取り入れたことで、世界中か
ら講演していただくことが可能にな
りました。先日は、ドイツやロシ
アからプレゼンいただき、可能
性が広がっています。LIVE配信
はYoutubeの『つくば市国際交
流協会チャンネル』から視聴する
ことができ、おかげさまで、チャ
ンネル登録者数は100人を超えま
した。多くの方にご覧いただけて
いることを、心より感謝申し上げま
す。下記のQRコードから、過去の
講演をいつでもご覧いただけますので、ご興味のある方は
ぜひチャンネル登録をお願いします。
　また、会場にお越しの皆様が安心して聴講できるよう、
十分な感染防止対策をとっており、いつも講演者、聴講者
の皆様にはご協力いただき、ありがとうございます。
　今後は、11月「バックパッカーヨーロッパ１人旅」・12月

「つくばインターナショナルスクール」・来年1月「ウズベキス
タン」を予定しておりますので、ご期待ください。

毎

つくば市国際交流協会チャンネル

■ 　こども日本語勉強会
11月から後期のこども日本語勉強会が始まりま

した。今回は受け入れ地域をつくば市全域に広げ、
公立学校に通う小学校5年生から高校３年生までを
対象としました。

前期はコロナ禍のた
め、なかなか思うように
実施できない日もありま
したが、ボランティア講
師の皆さんとオンライン
開催について検討を重
ね、練習しながら６回実
施しました。その経験を
活かして、後期は、火曜
日は対面、金曜日はオン
ラインで行います。オン
ライン開催を取り入れた
ことで参加しやすくなっ

たという声がある一方、対面を望む児童生徒、保護
者もいますので、試行錯誤しながら進めていきたい
と思います。

また、コロナ禍で延期していました「こども日本
語指導者研修会」の実習も再開し、新たな支援者を
募りながら、こども達の学びの場の充実を図ってい
きたいと考えています。

（2021年11月発行）
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2021年度 茨城県提案型共助社会づくり支援事業

にほんご べんきょうかい

こども日本語勉強会＠むすびつくば

Japanese-Language Classes for Children
さんかしゃ ぼしゅうちゅう

参加者募集中！（Now taking reservations）

無料-Free-

もうしこ と あ

申込み・問い合わせ -Application/ Inquiry -

さんか ひと なまえ せいねんがっぴ がっこうめい がくねん ほごしゃの なまえ でんわばんごう

参加する人の名前、生年月日、学校名、学年、保護者の名前、電話番号、メールアドレス、をメール
で送ってください。
Please send us name of participant, date of birth, school name、school year、 name of 
guardian、phone number, and E-mail address by E-mail.

Contact us：event@inter.or.jp

主催：つくば市国際交流協会、認定NPO法人リヴォルヴ学校教育研究所 協力：筑波大学、TIG、つくば市教育委員会

かようび

火曜日：むすびつくばクラス
じかん ぜんいん

時間：17:00～18:30 (全員)
ようび

曜日/Date

じかん

時間/Time 

Tuesday：MUSUBI TSUKUBA Classes

Time: From 5:00pm to 6:30pm

(All students)

きんようび

金曜日：オンラインクラス
じかん しょうがくせい

時間：17:00～17:35（小学生）
じかん ちゅうがくせいいじょう

時間：17:45～18:30（中学生以上）

Friday：Online Classes

Elementary school students:

From 5:00pm to 5:35pm

Junior high school students and

above: From 5:45pm to 6:30pm

しない す こうりつがっこう

つくば市内に住んで公立学校に
かよ しょうがっこう ねんせい

通っている小学校５年生から
こうこう ねんせい ていいん にん

高校３年生まで(定員15人)

たいしょう

対象/
Who can   

participate

Students From 5th grade of 
elementary to 3rd grade of high 
school who live in Tsukuba city and 
a�end public schools.
(Capacity is 15 students.)

ない

つくばスタートアップパーク内
し あずま

むすびつくば (つくば市吾妻2-5-1)

ばしょ かようび

場所(火曜日)

Place(Tue.)

MUSUBI TSUKUBA in TSUKUBA 
STARTUP PARK（2-5-1, Azuma, Tsukuba）

マスク、テキスト、ノート、
の もの

ふでばこ、飲み物 など

も もの

持ち物/What 
to bring

Masks, text, notebook,
writing materials, drinks, etc.

さんかちゅう たいおう ほけんりょう

参加中のケガなどに対応する保険料
えん しはら

（ひとり800円）をお支払いくださ
ねん がつ にち ゆうこう

い 2022年3月31日まで有効です。

ほけん

保険/
Insurance

Kindly pay an accident insurance 
fee. (800 yen per person.) It 
will be valid until March 31, 
2022.

ひ がつ ねん がつ

べんきょうの日 １０月から2022年３月まで
Schedule of classes from October to March 2022

10月/Oct. 11月/Nov. 12月/Dec. 1月/Jan. 2月/Feb. 3月/Mar.

火/Tue. 金/Fri. 火/Tue. 金/Fri. 火/Tue. 金/Fri. 火/Tue. 金/Fri. 火/Tue. 金/Fri. 火/Tue. 金/Fri.

2 5 3 1 4 1 4

9 12 7 10 11 14 8 8 11

12 15 16 19 14 17 18 21 15 18 15 18

19 22 26 21 25 28 22 25

26 29 30

かようび

火曜日 むすびつくばクラス ／

Tuesday Face-to-face classes

ごご じ じ ふん

午後５時から６時３０分:

From 5 pm to 6:30 pm

きんようび

金曜日 オンライン クラス ／ Friday Online Classes

しょうがくせい ごご じ じ ふん

小学生：午後５時から５時３５分

Elementary school students: From 5 pm to 5:35 pm
ちゅうがくせい いじょう ごご じ ふん ごご じ ふん

中学生以上：午後５時４５分から午後６時３０分

Junior high school students and above: From 5:45 pm to 6:30 pm

にほんごりょく ほごしゃ めんだん

日本語力チェック・保護者面談 ／ Japanese ability check and parent interview

がつ にほんごりょく ほごしゃ めんだん おこな もう こ べんきょうかい とちゅう

１０月に日本語力チェックと保護者面談を行います。メールで申し込んでください。勉強会は途中
さんか

からも参加できます。／ We will check your child’s Japanese ability and have a guardian 

interview in October. Please apply by email. Students can participate in the study 

session after it has begun.

かようび きんようび ごご じ じ ぷん

火曜日、金曜日：午後５時から６時３０分 / Tue. and Fri. :From 5 pm to 6:30 pm
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こども日本語勉強会
＠むすびつくば
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ZOOM UP!
事業報告①

オンラインつくばフェスティバル2021
エンジョイ・ザ・ワールド

　年1回の国際交流春のお祭「オンラインつくばフェ
スティバル」が、5月1日～ 31日まで1か月にわた
り開催されました。
　つくば市国際交流協会では「エンジョイ・ザ・ワー
ルド」を担当し、おうち時間を国際交流で楽しく過
ごせる各種イベントを実施しました。

　オンラインならではの楽しさはありますが、対面
実施もまた魅力です。いつかまた、たくさんの人が
楽しく交流できるフェスティバルができることを
願っています。

多国籍な子育て支援
　日本人・外国人の別なく、妊娠中・子育て中の
母親や父親、子どもたちを対象に「やさしい日本
語」を共通言語としておしゃべり会を主催してい
る椎葉さんと山口さん。子育て相談にとどまらず
親同士の交流や、親子で楽しめるレクリエーショ
ン、母国の文化共有やミニ講座など、多国籍な参
加者ならではの魅力あるコンテンツを目指し活動
中とのこと。現在はコロナ禍のためオンラインの
みでの開催ですが、いずれは公園遊びなど対面で
の実施も取り入れていきたい、と、活動充実に向
け様々なアイデアを熱く語るお二人です。

地震と防災
　10月7日、就寝前のひとときを襲った千葉県北
西部を震源とするやや強い地震。驚いた方も多
かったのではないでしょうか。外国人の中には日
本に来て初めて地震を体験した方が数多くいらっ
しゃいます。「にほんごでおしゃべり！」で話題と
なった「地震への備え」について、広く外国人の
方に知識を学んでもらおうとの趣旨で、このほど
「やさしいにほんごで考えましょう～地震と防災
～」セミナーが開催されました。防災士の資格を
持つ水谷さんが、地震の際の心構えや備えなどや
さしいにほんごで解
説しました。参加者
から「理解が深まっ
た」「目からうろこの
情報満載」など好意
的な感想が続々と寄
せられ、手ごたえを
感じているとのこと。
第二弾として、防災
時に便利な「湯せん

で調理する避難食」「災害時の料理のコツ」を企画
したいとおっしゃる水谷さん。外国人のみならず、
日本人でもぜひ聞いておきたい情報満載の新企画
となりそうです。

「支援者」「被支援者」の垣根を越えて
　「支援者」からの一方的な提供ではなく、「支援
者」「被支援者」相互理解のもと、それぞれの熱意
が融合した新たな高みを目指したい、と語る山口
さん。参加者の外国人から教わることも多く、一
方通行ではなく双方向の情報共有を理想としたい、
と目を輝かせて話します。この活動を通してコ
ミュニティが育まれればとても嬉しいとおっ
しゃっていました。日本人同士でも、地域で見知
らぬ人から挨拶されると戸惑ってしまう、集合住
宅で隣人を全く知らない、など、コミュニティ育
成が阻害される昨今、こころのハードルをなくし、
外国人を「地域コミュニティの一員」として迎え
る「共生社会の到来」を心待ちにしているお三方
でした。

おしゃべり会に参加希望の方はこちらまで
多国籍子育て支援「にほんごでおしゃべり！」
oshaberinihongo@gmail.com

子育て中のママ・パパ集まれ！あなたのお悩み聞かせてくださ
い！多国籍子育て支援「にほんごでおしゃべり！」では、子育
て相談を中心とするおしゃべりの場を提供しています。代表の
お二方、椎葉さん、山口さんに加え、活動に深く関わっている
水谷さんのお三方にお話を伺いました。

多国籍子育て支援
「にほんごでおしゃべり！」

地震と防災-セミナーの様子

「世界の料理を楽しもう！」では、つくばにまつわる世界13か
国から母国のレシピを紹介、出来上がり写真を投稿していた
だくという交流を行いました。投稿者には、タイ、インドネシ
ア、ウズベキスタンなどの民芸品をプレゼントしました。

「語学交流サロン」では、5か国の語学講座と外国人向けの講
座を実施しました。トピックについて日本語で話す内容で、
日本語学校の留学生、在住外国人、日本語の先生などが講師
になり計10講座を実施し全体で125人の参加がありました。

「世界の文化を見てみよう！世界お茶のみ話」からは、バッ
クナンバーのオンライン配信とメキシコの留学生、モンゴル
のゲルの組立方、ブラジルの高校生の思いのスピーチ、など
が寄せられました。
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◆令和3年度の賛助会員（団体及び法人）（敬称略）
　TIVONAの会、一財21世紀教育会、浅野物産㈱、飯野工業㈱、㈱河野正博建築設計事務所
　㈱建築設計室匠工房、㈱小泉建築設計事務所、㈱高田工務店、㈱ライフアップ
　新日本補聴器㈱ 新日本補聴器センター土浦支店、太洋電気産業㈱、大和リース㈱

つくばワールド行政書士事務所、常陸興業㈱
一般社団法人つくば観光コンベンション協会

（会員内訳：個人189、団体２、法人13）

※このほか、運営を支援いただく各種ボランティアがございます。詳しくは、
当協会のＨＰをご覧ください。

Hot Topic!
世界お茶のみ話

◆賛助会費

　個人：1口   2,000円／年
　団体：1口 10,000円／年
　法人：1口 20,000円／年

月第3土曜日に開催している「世界お茶のみ話」
では、ゲストの母国の歴史・文化・国の現状や課

題・その課題に対する考え方や取り組み・つくば（日本）
との関わりなどを紹介しています。より理解を深めるために
その国にまつわるお茶やお菓子を提供しながらの聴講です
が、新型コロナウイルス感染防止のため飲食の提供は見合
わせています。
　現在は、会場での対面とLIVE配信のハイブリッド形式で
の開催をしていますが、感染状況により会場での開催がで
きない場合には、無観客オンライン開催の形をとっていま
す。これまで講師が会場に来ていただくことを基本に行って
きましたが、オンライン開催を取り入れたことで、世界中か
ら講演していただくことが可能にな
りました。先日は、ドイツやロシ
アからプレゼンいただき、可能
性が広がっています。LIVE配信
はYoutubeの『つくば市国際交
流協会チャンネル』から視聴する
ことができ、おかげさまで、チャ
ンネル登録者数は100人を超えま
した。多くの方にご覧いただけて
いることを、心より感謝申し上げま
す。下記のQRコードから、過去の
講演をいつでもご覧いただけますので、ご興味のある方は
ぜひチャンネル登録をお願いします。
　また、会場にお越しの皆様が安心して聴講できるよう、
十分な感染防止対策をとっており、いつも講演者、聴講者
の皆様にはご協力いただき、ありがとうございます。
　今後は、11月「バックパッカーヨーロッパ１人旅」・12月

「つくばインターナショナルスクール」・来年1月「ウズベキス
タン」を予定しておりますので、ご期待ください。

毎

つくば市国際交流協会チャンネル

■ 　こども日本語勉強会
11月から後期のこども日本語勉強会が始まりま

した。今回は受け入れ地域をつくば市全域に広げ、
公立学校に通う小学校5年生から高校３年生までを
対象としました。

前期はコロナ禍のた
め、なかなか思うように
実施できない日もありま
したが、ボランティア講
師の皆さんとオンライン
開催について検討を重
ね、練習しながら６回実
施しました。その経験を
活かして、後期は、火曜
日は対面、金曜日はオン
ラインで行います。オン
ライン開催を取り入れた
ことで参加しやすくなっ

たという声がある一方、対面を望む児童生徒、保護
者もいますので、試行錯誤しながら進めていきたい
と思います。

また、コロナ禍で延期していました「こども日本
語指導者研修会」の実習も再開し、新たな支援者を
募りながら、こども達の学びの場の充実を図ってい
きたいと考えています。

（2021年11月発行）
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Japanese-Language Classes for Children
さんかしゃ ぼしゅうちゅう

参加者募集中！（Now taking reservations）

無料-Free-

もうしこ と あ

申込み・問い合わせ -Application/ Inquiry -

さんか ひと なまえ せいねんがっぴ がっこうめい がくねん ほごしゃの なまえ でんわばんごう

参加する人の名前、生年月日、学校名、学年、保護者の名前、電話番号、メールアドレス、をメール
で送ってください。
Please send us name of participant, date of birth, school name、school year、 name of 
guardian、phone number, and E-mail address by E-mail.

Contact us：event@inter.or.jp

主催：つくば市国際交流協会、認定NPO法人リヴォルヴ学校教育研究所 協力：筑波大学、TIG、つくば市教育委員会

かようび

火曜日：むすびつくばクラス
じかん ぜんいん

時間：17:00～18:30 (全員)
ようび

曜日/Date

じかん

時間/Time 

Tuesday：MUSUBI TSUKUBA Classes

Time: From 5:00pm to 6:30pm

(All students)

きんようび

金曜日：オンラインクラス
じかん しょうがくせい

時間：17:00～17:35（小学生）
じかん ちゅうがくせいいじょう

時間：17:45～18:30（中学生以上）

Friday：Online Classes

Elementary school students:

From 5:00pm to 5:35pm

Junior high school students and

above: From 5:45pm to 6:30pm

しない す こうりつがっこう

つくば市内に住んで公立学校に
かよ しょうがっこう ねんせい

通っている小学校５年生から
こうこう ねんせい ていいん にん

高校３年生まで(定員15人)

たいしょう

対象/
Who can   

participate

Students From 5th grade of 
elementary to 3rd grade of high 
school who live in Tsukuba city and 
a�end public schools.
(Capacity is 15 students.)

ない

つくばスタートアップパーク内
し あずま

むすびつくば (つくば市吾妻2-5-1)

ばしょ かようび

場所(火曜日)

Place(Tue.)

MUSUBI TSUKUBA in TSUKUBA 
STARTUP PARK（2-5-1, Azuma, Tsukuba）

マスク、テキスト、ノート、
の もの

ふでばこ、飲み物 など

も もの

持ち物/What 
to bring

Masks, text, notebook,
writing materials, drinks, etc.

さんかちゅう たいおう ほけんりょう

参加中のケガなどに対応する保険料
えん しはら

（ひとり800円）をお支払いくださ
ねん がつ にち ゆうこう

い 2022年3月31日まで有効です。

ほけん

保険/
Insurance

Kindly pay an accident insurance 
fee. (800 yen per person.) It 
will be valid until March 31, 
2022.

ひ がつ ねん がつ

べんきょうの日 １０月から2022年３月まで
Schedule of classes from October to March 2022

10月/Oct. 11月/Nov. 12月/Dec. 1月/Jan. 2月/Feb. 3月/Mar.

火/Tue. 金/Fri. 火/Tue. 金/Fri. 火/Tue. 金/Fri. 火/Tue. 金/Fri. 火/Tue. 金/Fri. 火/Tue. 金/Fri.

2 5 3 1 4 1 4

9 12 7 10 11 14 8 8 11

12 15 16 19 14 17 18 21 15 18 15 18

19 22 26 21 25 28 22 25

26 29 30

かようび

火曜日 むすびつくばクラス ／

Tuesday Face-to-face classes

ごご じ じ ふん

午後５時から６時３０分:

From 5 pm to 6:30 pm

きんようび

金曜日 オンライン クラス ／ Friday Online Classes

しょうがくせい ごご じ じ ふん

小学生：午後５時から５時３５分

Elementary school students: From 5 pm to 5:35 pm
ちゅうがくせい いじょう ごご じ ふん ごご じ ふん

中学生以上：午後５時４５分から午後６時３０分

Junior high school students and above: From 5:45 pm to 6:30 pm

にほんごりょく ほごしゃ めんだん

日本語力チェック・保護者面談 ／ Japanese ability check and parent interview

がつ にほんごりょく ほごしゃ めんだん おこな もう こ べんきょうかい とちゅう

１０月に日本語力チェックと保護者面談を行います。メールで申し込んでください。勉強会は途中
さんか

からも参加できます。／ We will check your child’s Japanese ability and have a guardian 

interview in October. Please apply by email. Students can participate in the study 

session after it has begun.

かようび きんようび ごご じ じ ぷん

火曜日、金曜日：午後５時から６時３０分 / Tue. and Fri. :From 5 pm to 6:30 pm

ZOOM UP!
事業報告②

こども日本語勉強会
＠むすびつくば


