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２０回目の架け橋研修 無事終了
平成 5 年から実施している「中学生ビクトリア市研修」が 20 回目の節目を迎えました。
今回の研修は、8 月 31 日（土）の第 1 回事前研修からスタートし、11 月 30 日（土）の研
修報告会まで 3 カ月に渡り行われました。
事前研修（平成 25 年 8 月 31 日〜 10 月 13 日、
全 4 回）
海外研修のメインイベントである、ホスト
校での日本文化のプレゼンテーションに向け
て、3 班が「衣」
・
「食」
・
「住」をテーマにプ
レゼンテーションの準備をしました。また、
現地でのホームステイのために英会話の練習
などを行いました。

事後研修（平成 25 年 11 月９日・23 日、
全 2 回）
海外研修で経験してきたことを基に、日本
とカナダの違いをみんなで楽しく話し合いま
した。また、研修報告会に向けて各班に分か
れ、カナダの「衣」
・
「食」
・
「住」についてパ
ネルの作成やスピーチの練習を行いました。

班発表の様子

海外研修（平成 25 年 10 月 26 日〜 11 月 2 日）
カナダ・ビクトリア市では、ホスト校のゴ
ードンヘッドミドルスクールでの学校体験や
ホームステイによる生活体験をしました。研
修５日目には、ホスト校の全生徒の前で、事
前研修で準備したプレゼンテーションを行
い、会場は拍手と大歓声に包まれました。
今年は、訪問時期がハロウィンにあたり、
カボチャの
くり貫きな
ど日本では
まだ馴染み
の薄いイベ
ントも体験
しました。
ホスト校での授業体験

研修報告会（平成 25 年 11 月 30 日）
海外研修で学んできたことを、ご父兄やご来場の方、約
50 人に報告しました。12 人の生徒がそれぞれ感じたこと
を３分で話す個人発表と、
カナダと日本の「衣」
・
「食」
・
「住」
の違いについて報告する班発表を行いました。
海外研修を通して感じたことを、すでに実行していると
話した生徒もいて、一回りも二回りも成長した姿を皆さん
に披露していました。

１
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第 20 回中学生ビクトリア市研修

研修を終えて・・・
団長

岡市和敏（当協会事務局長）
20 回の節目として研修してきたことは、

今までの成果と今後のあり方を考える上では
大変意義深いことでありました。すべて団員
で考え、決定・行動し、各自の役割を各々が
認識し実行してきたこと、チームワークによ
り、固い絆で結ばれていったことが、今回の
研修の大きな成果だと思います。
海外研修を通して、ホスト校では日本の学校とは違う自由な
雰囲気を、またホームステイ先では日常生活の中での日本と異
なる文化を体験したようです。
皆さんが今回のビクトリアでの経験、仲間との絆を忘れるこ
となく、今後の活躍に役立ててくれることを期待しています。

大好評だったプレゼンテーション
くれ は

紅葉のブッチャート・ガーデン

団員 佐々木紅葉さん（河南中学校）
この研修は、私にとって初めてのことがた
くさんで驚くことばかりでした。
カナダの学校は、日本の学校では許されて
いない授業中の席の移動や立ち歩きなどが許
されていました。今までは、日本の姿を基準
として物事を見ていましたが、カナダに行っ
てものの見方が変わりました。一歩世界に出
ると、日本で普通のことが普通ではなくなるのです。この体験
からこれからたくさんの視点で物事を見たいと思います。
今までは世界はただの憧れでしたが、自分の目指す場所、目
標として努力していきます。

団員 髙橋由伸さん（見前中学校）
僕がカナダに行って感じたことは、国籍な
んて関係ないということです。カナダの生徒
はどんどん話しかけて、色んなコミュニケー
ションをとってくれました。ホスト校にはア
ジア系の人たちが多かったのですが、カナダ
人と溶け込んでいるのを見て、カナダという
国は様々な人種がそれぞれを認め合って、尊
重して生きている人たちなんだなと思いました。
今後、カナダで学んだことは絶対に生きてくると思います。
どんな人とでも明るく元気にコミュニケーションをとり、自分
の考えをはっきり伝えていける自分になりたいです。
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ランチタイムでも会話がはずみます

事業報告～ 8 月から 12 月まで
▼中国料理講座
10 月 26 日（土）に、上田公民館で中国
料理講座を開催し、10 人が参加しました。
「水餃子」、「山西涼皮」、「長いもときくら
げと卵の炒め物」の３種類のメニューを 2
時間ほどで作りました。
今回は少人数での開催だったため、講師と
参加者がテーブルで中国の食文化などについ
て楽しく交流できました。参加者からは「香
辛料入りの餃子が美味しかった」、「楽しく学
べた」という声が多く聞かれました。

みんなで楽しく水餃子を作りました

▼キッズ・レッツ・プレイ～中国編

ニーハオ

「你好」などのあいさつから始めます

市内の保育園や幼稚園を訪問して外国語に
触れる機会を提供するキッズ・レッツ・プレ
イの初めての中国語編を 11 月 26 日（火）、
かがの保育園で開催しました。
約 20 人の園児は、初めて会う中国人を前
に、なかなか打ち解けることができなかった
ようす。しかし、ゲームが始まると「楽しい」、
「もっとやりたい！」と講師と中国語で楽し
く触れ合いました。

▼英語通訳講座
中級・上級者向けの英語通訳講座を 11 月
7 日から全 6 回コースで開催しました。
参加者は 16 人。市長表敬や被災地視察な
どで外国人が来盛したことを想定し、盛岡市
の基礎情報や被災地に関する情報などを学び、
それを基にロールプレイをして通訳の知識を
深めました。
分からないことや必要なことは、どんどん
聞き、積極的に学習していました。

講座の会話はすべて英語で行いました

３
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～

協会からのお知らせ

各種ボランティアを募集しています
★通訳・翻訳ボランティア
盛岡市を訪れる外国人の方々に盛岡市
の文化や生活を知ってもらうため、外国
語の通訳や翻訳をしていただくものです 。
対象：外国語でコミュニケーションを取
ることができる方
★国際交流推進ボランティア
国際交流イベント、外国語講座などの
お手伝いをしていただくものです。
対象：国際交流に興味のある方
★ホームステイ・ホームビジット受入れボ
ランティア
盛岡市に住む外国人留学生や研修生、
盛岡市を訪れる外国人を自宅に招き、日
本の家庭生活を体験してもらうため、外
国人の方を迎えていただくものです。
対象：外国人の方を温かく迎えてくれる
ご家庭。（1 人世帯不可）
※ホームステイ：宿泊を伴うもの。
ホームビジット：宿泊を伴わないもの。

～

情報共有の場としてご活用ください
当協会では、市内の国際交流団体が行う
様々なイベントを、興味のある市民の皆さ
んへ情報提供することを目的に、メーリン
グリストを開設しています。国際交流イベ
ントの情報収集や広報の場として、ぜひご
活用ください。
◎種類
・盛岡国際交流協会のひろば（対象：一般）
・学生国際交流のひろば（対象：学生）
◎申込方法
必要事項をメール（moriintlexy@yahoo.
co.jp）でご連絡ください。協会から招待
メールを送付します。招待メールから本登
録をしてください。
［必要事項］
①個人の場合：氏名、住所、電話番号、在
学する学校名・学年（学生国際交流のひ
ろばに参加希望の場合）
②団体の場合：団体名、代表者名、住所、
電話番号、主な活動場所とその内容
③個人が主催者となる講座等をメーリング
リストに配信する場合：氏名、住所、電
話番号、主な活動場所とその内容
※②、③は活動内容を確認の上、ご連絡し
ます。
※個人情報は、協会メーリングリストの運
営以外の目的では使用しません。
詳しくは、当協会ホームページ（http://
www.e-morioka.com/~moriintl/ml-sanjo/ml
-sanjo.html）をご覧ください。

補助金交付制度をご活用ください
当協会では、市民の民間団体が行う国際
交流活動を支援するため、補助金制度を設
けています。補助金は、上限 10 万円です。
詳しくは、当協会ホームページ（http://ww
w.e-morioka.com/~moriintl/josei/josei.html）
をご覧ください。
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編

集

後

記

平成 25 年ももうすぐ終わります。当協会の
活動にご支援いただいた皆様、ありがとうござ
いました。来年も何卒よろしくお願いいたしま
す。風邪やインフルエンザに気をつけてお過ご
しください。

（にゃーご）

