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英語を使って世界旅行（英語特別講座）
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随時募集中
●ホストファミリー
●イベントボランティア
●日本語指導ボランティア
●コミュニティ通訳ボランティア
●財団賛助会員
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出羽庄内国際村 英語特別講座
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英語を使って、世界の人とつながろう！

普段勉強している英語を活用して実践的な会話力を
楽しく身に着けようと、毎年実施している英語特別講座
《English World Tour at Kokusaimura》。今年は２
月28日㈰に開催され、４名の英語ネイティブ講師と海

カナダ

外旅行の場面を想定しながら英語で会話練習をしました。
マスクの着用やソーシャルディスタンスを取るなど、新
型コロナウイルス対策をとりながらの開催でしたが、16
メープルシロップ収穫体験

名の方々にご参加いただきました。初めて参加された方
も多く、
「コロナの時期に開催してくれてありがとう」と
いう声もあり、今回実施することができて良かったと感
じています。
ウォーミングアップとして行われたアイスブレーキ

アメリカ

ングゲームや模擬入国審査、会話のワークショップな
ど、全てが英語で行われ、参加者の皆さんからは、All
Englishの空間が体験できたことがとてもありがたい、
ビール醸造所

全て英語で話せるところがとても良いと好評でした。
会話のワークショップでは、講師の出身国であるカナ
ダ、アメリカ、タイ、ウガンダの４つの国を旅行するとい
う設定で行われ、
「メープルシロップ収穫体験」、
「ビー
ル醸造所」、
「エメラルド寺院・マーケット」、
「ブウィンデ

タイ

ィ国立公園」のブースを用意ました。
４名のネイティブスピーカーがそれぞれ趣向を凝らし
て自国の情報を交えながら場面に合った英会話を練習し
エメラルド寺院・マーケット

ました。
講師の皆さんからは「たくさんの人と自分の国につい
て話すことができてとてもいい経験になった」、
「新しい
人との出会いがたくさんあって良かった」、
「とてもいい
雰囲気だった」といった感想が聞かれました。

ウガンダ

現在はコロナウイルスの影響で海外への渡航が難し
い状況ですが、この特別講座で海外旅行気分を少し味
わっていただけたのではないでしょうか。
ブウィンディ国立公園

参加者の皆さんからは「海外に行きたくなった！」
「次
回も参加したい」などの感想を多くいただきました。
実 践的な英会話だけでなく、
異文化についても同時に学べる
この英語特別講座は、来年度も
実施する予定です。ぜひご参加
ください。
「入国審査が本物っぽくて楽しかった！」

˛
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国際村の料理教室「せかいの台所」
＝韓国料理＝

〜 長南 優（イ・ユンスク）さんの台所 〜

令和２年度第６回目の「せ
か い の 台所」 が、11月29日
プ

㈰に行われました。講師は釜
サン

の時には必ず作る料理だそうです。オデンは、魚の練り物
を串に刺して煮込んだ料理です。オデンを串に刺したまま、
醤油味のタレに付けて食べました。スープは煮干しと昆布

山出身の長南優（イ・ユンスク）

だしがきいて、おかわりする人もいました。トッポキは、ト

さん。教えていただいたのは、

ッポキ餅をコチュジャン（唐辛子味噌）で炒めて煮込んだ

김밥（キンバッ）・잡채（チャプ

料理。ラーメンとゆで卵も入っていて、とてもボリュームが

・오뎅
（オデン）
・떡볶이
（ト
チェ）

ある一品でした。どの料理も大変おいしくいただきました。

ッポキ）の４品でした。キン

今回も会食時に離れて座るなど、コロナ感染対策を取りな

バッは８種類の具材が入った

がらの実施となり

色鮮やかな海苔巻き。ゴマ

ましたが、韓国の

油の香ばしい香りとカラフ

お話しを聞いたり

ルな見た目が、食欲をそそ

写真撮影をしたり、

りました。チャプチェは春雨

とても楽しい時間

と野菜を醤油で甘辛く味付

を過ごしました。

けした炒めもので、お祝い
今回の韓国料理のレシピは、
国際村の
ホームページに掲載しております。
ぜひお家でも作ってみてください。

出羽庄内国際村

国際理解講座

全５回

世界を読み解くゼミⅡ

〜農業開発分野の国際協力から見えた課題と展望〜
昨年11月から全５回講座で

した。果物が豊富なパキスタ

開講した『世界を読み解くゼミ

ンでは、特に柿栽培に注目し、

Ⅱ』が終了しました。この講

渋抜きや干し柿作りの指導を

座では、農業開発分野のコン

するなど、地域の経済や市場

サルタントとして世界各地で

拡大のための活動を行ったと

活躍している渡部直人氏より、

のことでした。現地ではそれまで、樹上で柔らかく完熟し

ブラジル、東ティモール、マラ

たものだけを食べていたそうで、日本での食べ方も現地で

ウイ、マレーシア、パキスタンでの国際協力活動から見え

は喜んで受入れられたようです。

る世界情勢についてご講義いただきました。

全回のゼミで共通していた話題は、事前調査の甘さによ

１月に行った第４回目のゼミは、アフリカ・マラウイ共

り、膨大な予算を伴って決められた計画と現場の状況との

和国での灌漑開発計画について詳しくお話しいただきまし

間の大きなギャップ。現地の人々にとって本当に役立つ活

た。事業の事前調査や政府の考え、現地の現状との差な

動を見極め、奮闘して

どについて、講師が実際に関わった事例を元に、解説して

きた渡部さんの話を通

いただきました。

して、
「農業開発」とい

２月の最終回・第５回目のゼミでは、マレーシアの農産

う今までとは違った角

物貿易や、
「クールジャパン戦略」での巨額投資と効果が

度から、様々な世界情

見えない実態についてのお話があり、またパキスタンの貧

勢が見えてきたのでは

困地域の特産地形成プロジェクトについて紹介いただきま

ないかと思います。
Ç
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新年度

各種事業案内・募集
新型コロナウイルス感染症のため、多くの事業を延期にしたり
実施方法を変えたりなど、令和2年度は挑戦の年でした。令和3年度も、
いっそう工夫を凝らし、感染予防対策をとりながら、新事業にも取り組んでいきます！

第26回 出羽庄内国際村
６月
12（土）13（日）ワールドバザール開催！

2019年6月に行なわれた
第25回出羽庄内国際村ワールドバザールの様子

昨年は新型コロナウイルスの影響で、やむなく中止
となったワールドバザール。今年は何とか皆さんが楽
しみながら国際交流ができるイベントを行いたい！と
いうことで、第26回ワールドバザールは人の密を避け、
２日間に分けて開催いたします。１日目の６月12日㈯
はステージ発表を中心に、２日目の６月13日㈰は各国

各国際交流団体や日本語教室の学習者の皆さんが、いろいろな国の料
理を販売。珍しいメニューに、昼時には多くのお客様で賑わいました。

料理を楽しむことを中心に、お祭りを実施することに
なりました。例年と違う点がいくつかあり、参加する
ための事前申込み(予約)が必要です。また、毎年大人
気だった中国雑技公演はありません。館内展示やフリ
ーマーケットなどは、両日開催の予定です。事前申し
込みの方法等詳細については、４月以降のチラシや
国際村HPなどでご確認ください。皆さんが安心して
参加できるよう、そして地域の国際交流が盛り上がる
よう、関係者で会議を重ねています。ぜひ足を運んで
みてください！

ステージでは演奏やダンスなど国際色豊かなパフォーマンス、館内外
ではバザー、フリーマーケットなどを行いました。

25年続いて来た歴史あるワールドバザール。第26回は一味
違った、新しいワールドバザールをお楽しみに！

出羽庄内国際村

世界の今を見てみよう！

新年度企画！

旅する国際村 オンラインツアー

出羽庄内国際村では、令和３年度の新事業として、イン

今年は韓国（釜山）、アメリカ（コロラド）、インド（ベン

ターネットを使ったオンラインでの世界旅行を計画してい

ガル―ル）、オーストラリア（ブリスベン）、モンゴル（ウラ

ます！

ンバートル）、台湾（台北）などへの「オンライン訪問」を

これまで国際村では、海外の様々な国との交流を行って
きました。外国からの訪問団受入れでは、庄内地域のたく
さんのホストファミリーの協力を得ながら交流を進めてい

計画中。観光地やプロのガイドによるツアーとは違う、世
界各地の「今」を、一緒に見てみましょう。
約１時間の旅の中で、その国その街の様子や、食べ物、

ます。また毎年夏に実施してきた「アメリカ・コロラドスタ

生活の様子などを現地の方に紹介していただきます。海外

ディツアー」は2019年に12回を数え、今まで数多くの中

とライブでつながりますので、ゲストへの質問や会話も楽

高生や社会人が現地でのホームステイや語学研修など、貴

しめます。

重な経験をしてきました。

プ サン

第１回は韓国・釜 山 を訪

昨年より国を越えた往来が難しくなりましたが、交流イ

問します。韓国第２位の大

ベントや日本語教室を通して、国際村は今も多くの外国在

都市「釜山」。日本に一番近

住の方々とつながっています。そこで世界の皆さんの協力

い港町を、現地在住の大学

をいただきながら、各国にいる国際村の友人や、庄内在住

生キム・ハンビンさんが案

外国出身者の故郷などをオンラインで訪ねる世界旅行を実

内してくれます。

施します。来年度６回程度を予定しているこのツアー。参

詳しくはチラシ、または

加費は１口（１アカウント）500円。ご家族や友達と一緒

国際村HPをご覧ください。

に参加できます。
◊

世界の今を見てみよう！
旅する国際村
オンラインツアー
韓国・釜山編
○４月25日㈰
15：00～16：00

（日本時間）

○参加費 500円
○案内人：
キム・ハンビンさん
○定員 40名

令和３年３月25日（第83号）

国際村コミュニティ通訳の紹介
「コミュニティ通訳」とは、主に日常生活の中で言葉

開催する予定です。詳細については決まり次第、チラシ

のサポートが必要な外国出身者に対し、通訳をする活動

やホームページなどでお知らせいたします。関心がある

のことです。外国出身者が安心して日本に滞在するため

方は、ぜひご参加ください。

に、コミュニティ通訳は大きな役割を果たしています。

現在、コミュニティ通訳登録者の中では、英語、中国語、

出羽庄内国際村では多文化共生事業の一環として、コ

韓国語が多く、その他の言語は少ない傾向です。特に

ミュニティ通訳登録制度を設け、開始以来17年目を迎え

最近では、技能実習生として来鶴する人が増えてきてお

ました。現在は12言語、約120名の方に登録していた

り、鶴岡市の国別登録者数はベトナムが一番多くなりま

だいており、市役所などの公的機関、病院、学校などで

した。それに伴ってベトナム語の通訳のニーズも増加し

幅広く活動しています。その他にも、要請に応じて観光

ていますが、ベトナム語での登録者が少ないため、充

や商業の場面でも活躍しています。通訳だけではなく翻

分に必要な場面に応えられない状況です。通訳といって

訳も行っており、現在は病院から依頼のあった産後の生

も、日常会話から高度な専門的場面まで様々ありますが、

活に関する案内や、健康課から依頼のあった離乳食など

できる範囲でのご協力をお願いできたらと思いますので、

に関する資料の他、鶴岡の歴史や観光に関する翻訳業

興味のある

務も受け、メンバーで分担するなどして翻訳に取り組ん

方はぜひご

でいます。

連絡くださ

コミュニティ通訳のうち、中国語、韓国語、英語の各

い。メンバ

グループでは、それぞれ月１回ロールプレイを中心とし

ーは随時募

た自主勉強会をしています。自主勉強会以外にも、外部

集していま

から専門の講師を招き、メンバー全員を対象とした研修

す。

模擬通訳

会なども行っています。令和３年度は全体研修会を夏頃

ワールドコミュニケーションクラブ

会員募集

英語を話す機会を増やしたいと思っている中高専生
の皆さん、ワールドコミュニケーションクラブに参加し

コロラド YIA
ユース・イン・アクション
ペンフレンド大募集！
アメリカのコロラド州「ユース・イン・アクション」

ませんか？このクラブでは、英語圏出身の先生方と一

のメンバーは、日本語や日本文化を学んでいる10代

緒に、月に１回程度、様々なアクティビティを通して外

を中心とした若者たちです。毎年、10人以上の訪問

国の文化について学んでいます。

団が鶴岡を訪れていましたが、新型コロナウイルスの

これまでの活動では、英語を使ったゲームやクイズ

影響で令和２年と３年は訪問を見合わせています。ユ

をしたり、ハロウィンやクリスマスには、お菓子作りや

ース・イン・アクションの皆さんが、庄内の同年代の

ツリーの飾り付けをして交流を深めてきました。

皆さんとの文通を希望しています。

興味のある方は、国際村まで詳細についてお問い

国際村では、コロラドの中高生とのペンフレンドを

合わせください。入会申し込みは年度内いつでも受け

募集します。英語の文通で交流してみませんか。
“完

付けています。

璧な英語”でなくてもOKです。興味のある方は、国

対
活

象：中学生、高校生、高専生
動：月に１回程度

際村までご連絡ください。

（土曜日、または日曜日）

参加費：年間2,000円
（１回無料で見学可能）
※状 況によってはオンライン
に移行する場合があります。

英語の絵本を使ったアクティビティの様子

2019年の訪問団とホストファミリー
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第１期

（４月～７月）

出羽庄内国際村

外国語講座 受講者募集!

○全てのコースにおいて、受講される方は国際村窓口へ申込書を提出してください。
○各講座 受講者3名より開講いたします。（フリートーク型講座、入門コースを除く）
○賛助会員の方は、受講料が10％割引になります。
○テキスト代が別途かかる場合があります。

◆市内でコロナウイルスの感染リスクが高まった場合には、全ての外国語講座をオンライン講座へ移行します◆
講座／コース名

英

初心者英会話

語

レベルアップ
中級英語

中 国 語

入門
初級
中級

韓 国 語

入門
初級
中級

講

師

期

５月１日㈯

間

回数

受講料

木

19:00～20:30

15

19,500円

ダニエル・ポッド先生

４/８～７/15

木

19:00～20:30

13

16,900円

４/８～７/15

木

19:00～20:30

15

19,500円

４/９～７/16

金

19:00～20:30

15

19,500円

４/10～７/17

土

13:30～15:00

14

18,200円

４/14～７/７

水

19:00～20:30

12

15,600円

４/６～７/20

火

19:30～21:00

14

18,200円

４/９～７/16

金

19:00～20:30

15

19,500円

（カナダ出身）
ウェイ

ベンホン

ソン

ズゥホン

ヤン

ヨン リ

ラ

スヨン

イ

ヒョンヒ

チェ

ミョンジャ

魏 本紅先生（中国出身）
孫 志紅先生（中国出身）
楊 詠麗先生（中国出身）
羅 寿英先生（韓国出身）
李 賢煕先生（韓国出身）

蔡 明子先生（韓国出身）

始めよう♪フランス語
■講

師

マリエッタ・ゴンルドブ先生（ベナン出身）

■日

程

５／８ ～ ７／17（土曜日）全10回

■時

間

10：30 ～ 12：00

■ 受講料

13,000円

始めよう♪ベトナム語

フランス語・ベトナム語 共通
■申込み締切

時

４/８～７/15

フランス語、ベトナム語、それぞれ
初めて習う方向けの全10回講座で
す。先生と一緒に、発音と基本文
法を一つ一つ確認しながら学んで
いきましょう。
４名〜

曜日

スーザン・プレイズ先生

（ウガンダ出身）

短期外国語講座

■開講人数

間

窓口で申込書の提出と受講料の
支払いをお願い致します。

■講

師 マック・ティ・ゴック・アイン先生（ベトナム出身）

■日

程

5／9 ～ 7／18（日曜日）全10回

■時

間

13：30 ～ 15：00

■ 受講料

気軽におしゃべりしながら学ぶ

13,000円

フリートーク型講座

ネイティブの先生方と、外国語で会話を気軽に楽しみたい方々に大好評の講座です。
毎月の日程は、国際村ホームページ、Facebookに掲載しています。
コース名

講

曜日

間

回数

毎週

10：00～11：00

毎週

木

19：00～20：00

毎週

土

15：30～16：30

土

13：00～14：00

月3回

マリエッタ・ゴンルドブ 先生（ベナン出身） 木

19：00～20：00

毎週

スペイン語 アブレモス・エスパニョール フロレンシオ・サンチェス 先生（ボリビア出身） 土

15：00～16：00

毎週

語

かんばせーしょん カリッサ・トラバース 先生（カナダ出身） 木
喫茶店
ニコラス・タヤリ 先生（ウガンダ出身） 土

時

19：00～20：00

英

ヤン

楊
中 国 語

朋友你好！

ワン

赵

韓 国 語

韓国との出会い

フランス語

ル・サロン

ヨン リ

詠麗 先生（中国出身）
ヤ ピン

王 雅萍 先生（台湾出身）

ジャオ

˜

師

ラ

ピン

萍 先生（中国出身）

スヨン

羅 寿英 先生（韓国出身）

第1・3
第2・4

《お支払いは回数券で》
5回券…2,500円
10回券…4,500円
＊全コース共通
＊使用期限なし
オンライン講座の場合でも
使用できます。
お試しの参加（1回500円）
以外の方は、チケットを
ご利用いただきますよう、
お願い申し上げます。

令和３年３月25日（第83号）

4/11 「せかいの台所」インドネシア料理
SUN
参加者募集
令和３年度第１回目の
「せかいの台所」は４年
ぶりのインドネシア料理、

◎メニュー
ナシ

ココナッツの炊き込みご飯

リナさんの台所です。
４月以降も、新型コロ

ソト

鶏肉と大根のスープ
バタゴル

☆ Batagor

します。
◎日

豆腐と白身魚のすり身入り包み揚げ

時：2021年４月11日㈰

コピオル

アボカド入りのココナッツドリンク

師：リナ・アプリアンティ・スリスティオワティさん
（インドネシア バンドゥン市出身）

◎定

ドリンク

☆ Kopyor Drink

午前10時～午後１時頃
◎講

バンドゥン

☆ Soto Bandung

ナの感染対策を十分に取
りながら料理教室を実施

リウェット

☆ Nasi Liwet

員：一般募集10名（年間会員の参加状況によ
り一般募集が増える場合があります）

◎参加費：1,500円（材料費込）
※国際村賛助会員の方は、１割引きです。
３月21日㈰より募集受付を開始しております。
空き状況等は、出羽庄内国際村事務局へお問い合わ
せください。

リナさんの母国インドネシアは、国民の約９割がイ
スラム教徒。今回教えていただく料理はイスラム教のル
ールに沿ったハラルフードです。例外はありますが、基
本的に豚肉とアルコールはNGで、ほかの動物の肉で
も、決まった方法で加工された肉しか食べません。あま
り触れる機会が少ない食文化ですが、この料理教室で、
いろいろ教えていただきましょう！

出羽庄内国際村 日本語教室より

楊式太極拳講座受講者募集

日本語指導ボランティアを
はじめてみませんか？

令和３年度も人気の文化体験講座「楊式太極拳」を開

近年、多文化共生社会に向けて日本語教育が注目され

講します。
中国伝統太極拳の中でも代表的な流派で、緩やかに
のびのび流れる逆腹式呼吸法のスタイルです。

おり、庄内地域でも日本語教室の必要性が高まっています。
国際村の日本語教室では、日本語で日本語を教えることを
モットーにしており、外国語が分からなくても様々な工夫で

老若男女を問わず行うことができます。
●講師：覃莉莉（チン・リリ）先生

日本語を教えることができます。単に学習者に日本語を教

◎時間：≪水曜日≫

えるだけでなく、その過程を通して、人種や国境を超えた
人と人との結びつきの大切さを感じられる場となっています。

＊入門コース／15：30～17：00
＊スキルアップコース／19：00～20：30
◎場所：国際村

和習室・ホール

国際村では、毎週水曜日の夜と日曜、土曜の午前中に
日本語教室を行っています。外国の皆さんに日本語を教え

◎服装：運動に適した服装

ることに興味のあ

◎各コース受講者４名より開講

る方！教え方の研

●各コース24回

修などもあります
ので、まずは一度、

受講料：21,600円

国際村にご連絡く

●期間：４月７日㈬

ださい。

～９月22日㈬

各講座の問合せ・申込みは、出羽庄内国際村事務局 まで

電話：0235-25-3600

FAX：0235-25-3605

Email:info@dewakoku.or.jp
Â

せかいの台所
レシピシリーズ

韓国料理
講師 長南 優（イ・ユンスク）さん
（韓国

釡山出身）

11月29日に開催した「せかいの台所〜韓国料理〜」
より韓国餅をコチュジャンで炒め、煮込んだ料理
떡볶이(トッポキ)を紹介します。

トッポキ【材料 ４人分】
○トッポキ餅…200g
○辛ラーメン…1個
○玉ネギ…1/2個
○ネギ…1/2本
○韓国四角オデン…2枚

作り方

○コチュジャン…大さじ2
○だし醬油…大さじ1
○砂糖…大さじ3
○ダシダ（韓国の調味料）…適量

④ボウルにコチュジャン、
砂糖、醬油、ダシダ、水飴、
唐辛子、水を入れてよく
混ぜ、③に入れて煮る。

①トッポキ餅を水に浸して
おく。卵はゆでて冷めた
ら殻をむく。
②玉ネギは薄切り、ネギは
斜め切り、オデンは三角
形に食べやすく切る。

⑤その間に辛ラーメンの麺
を固めにゆでる。
※麺は何のインスタント
ラーメンのものでもいい。

③鍋でトッポキ餅とオデン
を煮る。５分ぐらいたっ
たら玉ネギとネギを加え、
弱火で煮る。

⑥ゆでたラーメンの湯を切
り、④の鍋に入れる。ゆで
卵を加え、必要に応じて
水を加えて、水分が少な
めになるまで煮る。

令和２年度 賛助会員
ご協力ありがとうございました

あとがき
東日本大震災から10年経過した。防災や減災に対す
る住民の意識は高まり、地域での避難訓練や防災資器材
の準備なども進められている。避難支援計画では、体力
の衰えたあるいは認知症の高齢者・乳幼児子ども・傷病
者・妊婦の方々は災害弱者とされ、短期滞在の外国人も
言葉の理解や地理の疎さから旅行者とともに、避難時に
配慮が必要な方たちとなる。避難誘導を分かりやすく伝
える工夫は、日本語教室の基本にある「やさしい日本語」
がそれだ。簡易な表現を用い、漢字にはふりがなをふり、
文の構造を簡単にすることにある。｢大津波警報が発令さ
つ なみ

れました。高台への避難をお願いします｣より｢津波です。
たか

高いところへにげてください」の方が伝わり易く、加えて
はさみの法則 はっきり・さいごまで・みじかく話すに心
がけることにつきる。

¯

○卵…4個
○塩…適量
○水飴…適量
○唐辛子…少々

個人 大人 224名 中高生 ３名
法人会員様のご紹介 （入会順）
有限会社 阿部園芸 様
公益社団法人 鶴岡青年会議所 様
国際ソロプチミスト鶴岡 様
株式会社鶴岡電子計算センター 様
鶴岡ライオンズクラブ 様
北星印刷株式会社 様、鶴岡信用金庫 様
公益財団法人 山形県国際交流協会 様
鶴岡商工会議所 様
庄内観光コンベンション協会 様

新年度賛助会員募集
国際村では多くの皆様からのご支援を賜わり、
様々な事業を実施しています。
新年度も充実した事業実施のために、
皆様のご協力何卒よろしくお願いいたします。

【年会費】
一般／3,000円
高校・大学生／2,000円
小・中学生／1,000円
法人／１口 10,000円

【会員特典】
・各種事業の割り引き
・会報の送付
・主催事業のご案内
・会報で団体名のご紹介
（法人会員様のみ）
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