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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、太陽電気産業㈱、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197、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!
つくば市・大田（テジョン）広域市
国際交流イベント

■ 　つくば市国際交流協会事務所の所在地
と業務時間が変わります
つくばセンタービル改修工事に伴い、協会事

務所が一時移転することになりました。
これに伴い、業務時間も変更となります。
移転先は、つくば市役所本庁舎２階です。

茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1
電話番号：029-869-7675（変更なし）
業務時間：平日午前8時30分～午後5時15分

（2022年4月1日から移転先にて業務開始）

皆様にはご不便をおかけしますが、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

◆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

型コロナウィルス感染症の収束が見えず、日韓青
少年交流事業も２年にわたって中止となっている中

で、交流の芽を絶やさないようにしたいと、大田広域市外
国人住民統合サポートセンターとつくば市国際交流協会で
オンライン交流事業を行いました。
　韓国文化を学ぶ活動をしている共催のKOREA 文化交流
協会にもご協力をいただき、工作２回と料理２回の合計４回
を企画し、（つくば側では）HPやFacebookなどを使って
参加者を募りました。
　今回、韓国側の講師としてテジョン広域市でも有名な先
生に務めていただき、第１回目は、「ポジャギ」という伝統
手芸で作ったコースター、第２回目は「タッカルビ」と「海
苔ナムル」、３回目は「ハンジ工芸」という韓紙を使ったティッ
シュ箱、４回目は「海鮮チヂミ」と「大根のセンチェ」作り
を体験しました。
　初めての韓国大田市とのオンライン講座ということで、何
度もオンラインテストを重ねシステム構築をしましたが、い
ざ始まってみると作業中の手元画像がブレてしまったり、オ
ンライン参加者のケアが必ずしも十分ではなかったり。ま
た、通訳を介しながら説明を理解して作るのはなかなか難し
かったため、講師の指示を絵にしてホワイトボードに描き、
その映像を韓国側に確認してもらいながら進行するなどの工
夫をしました。色々と苦労もありましたが、皆さんに楽しく
ご参加いただけたようです。
　2022年度も相互訪問は難しい状況ですが、今度は双方
向でオンライン講座を実施したいと大田センターと話し合っ
ています。企画がまとまりましたらHPなどでご案内します
ので、ぜひご参加ください。

新
■ 　こどもも作れる世界の料理
　協会ホームページにて、「こどもも作れ
る世界の料理」をご紹介しています。
　現在10か国の料理を掲載中で、近日中
に1つ追加予定です。ぜひご覧ください！
https://www.inter.or.jp/sekai.html

（2022年3月発行）
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ZOOM UP!
事業報告①

　

　外国人観光客やつくば市在住外国人に、シンプル
な英語表現を用いて相手の立場に立った案内ができ
るよう「おもてなし英会話」と題して講座を開催し
ました。オーストラリア人講師から「英語がよくわ
からない外国人もたくさんいるので、簡潔で短い英
語を話しましょう」とのアドバイスが。とかく「英
語は難しい」と考えがちな日本人。皆さんも心のバ
リアを取り払い、積極的に「街で困っていそうな外
国人」に声かけしてみませんか。

ZOOM UP!
事業報告②

 「日本語講師ボランティア入門講座」を
開催しました

英語講座「おもてなし英会話」を
実施しました♪

　

　外国人に日本語を教えてみたい人を対象に「日本
語講師ボランティア入門講座」をオンラインにて実
施しました。この講座では、「外国語としての日本
語」を教えることについて基礎から学ぶとともに、
現在活躍中の先輩講師や日本語講座参加中の外国人
と話をするなど、実際の教室の様子を感じていただ
きました。

　一部ですが、受講生の皆さんの声をご紹介します。

久しぶりにノートと鉛筆の感触を楽しみながら、こ
とばの面白さを味わえました（Ｓさん）
先生の教え方が勉強になり、また、生徒の皆さん
が熱心に勉強する様子に刺激を受けています。
見学の立場で参加、いろいろな気づきをいただき、
感謝しています（Ｓさん）
勇気を出して参加して良かったです。多文化共生を
体感しています（Ｉさん）
こんなに難しい言語を勉強している生徒の皆さんを
尊敬します（Ｔさん）
とても楽しいです（Ｔさん）　　「難しい」の一言で
す（Ｉさん）　　
講座は難しかったけれど、面白かったです（Ｎさん）

　つくば市国際交流協会では、今後も「日本語講師
ボランティア入門講座」を開催していきます。
　興味のある方は、次回ぜひご参加ください。

筑波大学に留学
　「ギニア」と聞いてアフリカのどの地域を思い浮
かべますか？（ちなみに全く別の国で「赤道ギニ
ア」もアフリカにあります。）「ギニア」はアフリ
カ西部に位置し、国土の一部は大西洋に面してい
る国です。日本から見ると遠いイメージのギニア
から来日したジャロさんは、本国では大統領秘書
の仕事や外務省での業務に従事していました。奨
学金を得て2013年に筑波大学に留学。国際開発
や経済開発について学びました。日本に興味を
持ったきっかけを聞いたところ、高校の授業で「日
本が、幕末から明治維新を経て飛躍的な発展を遂
げたこと」に衝撃を受けたからとのこと。その後、
名古屋大学にも在籍、再び筑波大学に戻り、博士
過程を終了しました。

コロナ禍が直撃
　2020年3月、国際会議での発表のためスペイン
に旅立ったジャロさん。そんな折、母国で親戚に
不幸があり、葬儀に出席するためスペインからギ
ニアに帰国しました。ほどなく「新型コロナウイル
ス」が猛威を振るい始め、ギニアの空港が完全に
閉鎖。日本に家族を残したままギニアから帰るこ
とができなくなってしまいました。日本に残った
家族の生活を維持するため大変な苦労があったそ

うです。家賃や携帯電話料金の支払いなどなど…。
さらにビザの問題もあり四苦八苦。やっと日本へ
の再入国が認められ、2022年1月、無事に戻って
くることができました。

特定非営利活動法人
「GuiNippon Alliance」
　ジャロさんは、ＮＰＯ法人「ギニッポンアライア
ンス」を2019年に立ち上げています。ギニアと
日本の友好促進をめざす団体で、ギニア文化の紹
介や、日本文化体験も行っています。「サッカー大
会」では、ギニアと日本のみならず様々な国籍の
人が試合に参加し、多国籍文化交流が実現しまし
た。ジャロさんによると「国が違えば言葉も違う、
文化も違う。でもお互いを理解し合うことで友好
の芽が育まれる」とのこと。「現代社会では、世界
中のあちこちで紛争が絶えないが、まず互いの立
場の違いを理解し、相互に歩み合うことで平和が
実現する。そのためには、まず “草の根レベル” で
の活動がとても大切」と力説していました。ジャ
ロさんの真摯
な態度に、大
いに感銘を受
け た イ ン タ
ビューとなり
ました。

ギニアから９年前に来日、日本を拠点に
国際異文化交流をめざすジャロさんにお
話を伺いました。

ジャロ ママドゥ サリロウ さん

「世界お茶のみ話」で講演するジャロさん

ジャロさんの団体に
興味のある方はこちらまで
特定非営利活動法人

「GuiNippon Alliance」
GuinipponAlliance
@gmail.com
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■ 　こどもも作れる世界の料理
　協会ホームページにて、「こどもも作れ
る世界の料理」をご紹介しています。
　現在10か国の料理を掲載中で、近日中
に1つ追加予定です。ぜひご覧ください！
https://www.inter.or.jp/sekai.html

（2022年3月発行）
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