
未投函の通常はがき、年賀状です。 

NIC 国際講演会「クール・ジャパンと世間」 

1981年に劇団「第三舞台」を結成。以降、作･演出を手がけ「朝日のよ
うな夕日をつれて」「ハッシャ・バイ」「天使は瞳を閉じて」「トランス」など
の作品群を発表。劇団を主宰する傍ら、エッセイスト、ラジオ･パーソナリ
ティー、テレビの司会、映画監督など幅広く活動。演劇公演では、ゴール
デンアロー賞、岸田國士戯曲賞、紀伊国屋演劇賞などを受賞。主な著書
に『「空気」と「世間」』、『「空気」を読んでも従わない 生き苦しさからラ
クになる』など。レギュラーメディア出演にNHKBS１「COOL JAPAN
～発掘！かっこいいニッポン～」他。 

　10月29日(火)から11月3日(日)まで、名古屋
国際センターにて「外国人芸術作品展」を開催し
ました。当作品展は中部地域在住の外国人ボラ
ンティア団体「セントラル・ジャパン・インターナ
ショナル・ソサエティ（CJIS）」によって運営されて
います。34回目の今年は23か国80名のアー
ティストが作品を出展し、1,100名を超える方の
来場がありました。アートを通じて外国人アー
ティストと来場者との交流の場となりました。 

　皆さまからいただいた書き損じはがきを資金化し、支援金として
日本ユネスコ協会連盟へ送金して途上国の識字教育に役立てます。

書き損じた年賀状やはがきをお寄せください。 
世界寺子屋運動 書き損じはがきキャンペーン 

世界で学校に通えない子どもは、１億2,400万人。※世界で学校に通えない子どもは、１億2,400万人。※

書き損じはがきとは？

どうやって寄付するの？？

①汚れてしまったもの…シミ、住所の書き間違いなど 
②余ったもの…印刷しすぎた年賀状など 
③古くなったもの…額面が63円でないものでもＯＫ！ 

①回収箱へ…市内外の郵便局、図書館や生涯学習
　　　　　　センター、区役所等にあります。 
②事務局へ持参…名古屋国際センター4階事務所
　　　　　　　　で受け付けます。 
③事務局へ郵送…直接ご郵送ください。 

“世界寺子屋運動”名古屋実行委員会事務局 
〒450－0001 名古屋市中村区那古野一丁目47番1号 
名古屋国際センタービル 4階
（公財）名古屋国際センター 交流協力課内   
☎ 052-581-5691　
　　  052-581-5629　
　  koryu@nic-nagoya.or.jp

※UNESCO『Global Education Monitoring Report 2017-2018』より

世界のいろいろな国からやってきた人たちが日本の社会・文化や日本人をどのよう
に見ているのか、そして、日本人はどのように外国人との関係を築けばよいかにつ
いて、講師の豊富な経験を交えながらわかりやすくお話しいただきます。 

こう   かみ　

鴻上 尚史 氏 
しょう  じ 日時

会場

定員 参加費

申込方法・申込期間

お問い合わせ

第34回
外国人芸術作品展(FAE34) 

第34回
外国人芸術作品展(FAE34) 

11枚で 
1人が１カ月間
 学校で学べます!! 
（カンボジアの場合)

送付先・お問い合わせ

　バラン・サーさん(カンボジア)は15歳。家
計を助けるため小学校を退学して働いてい
ましたが、寺子屋で再び勉強ができるように
なりました。「また勉強できる時が来るなん
て、想像できませんでした。支援してくだ
さっている方々に、心から感謝しています。」

FAX

令和2年2月29日(土)　
14:00～15:30(開場13:30) 
伏見ライフプラザ5階
鯱城ホール(名古屋市中区栄一丁目23番13号) 
700人(抽選)　　　　　　無料 

　　　　　　　 本誌2020年2・3月号でご案内します。 

　　　　 総務課　☎052-581-5674
　　　　 (月曜日を除く9:00～17:00） 

作家・演出家

ご来場ありがとうございました

作品展の様子（左上）  　 CJIS賞（右上）
CJIS賞（左下）　名古屋国際センター理事長賞（右下）

12・1  2019・2020

●ともくら
ヴェロニック・デゾヌさん(ベルギー)

●Leader’s Eye
Women For Women Nepal

●姉妹友好都市の広場
　シドニーとの動物園交流
●NIC PAGE
●NIC国際講演会「クール・ジャパンと世間」
●第34回外国人芸術作品展(FAE34)
●世界寺子屋運動 書き損じはがきキャンペーン
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P7

P8

P8

P9・P10

裏表紙

●特集
●NICあれこれ探検隊
NIC国際交流ウォーキング

●ぶらりライブラリー
「ランチタイムに世界を学ぼう！」

●NICレポート
「映画から知るアメリカ・ロサンゼルス」

●国際留学生会館から
アーナ・ヒタ・ソウザさん(ブラジル)

P5

P5

P6

P1～P4
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▲JR山手線「SDGsラッピングトレイン」
▶ワールド・コラボ・フェスタ2016での
　若者によるSDGsの企画
▶グローバルユースデー2018で発表された
　 “SDGsガチャ”(名古屋国際高校製作) 
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です。途上国のみならず、先進国を合わせ、すべての国が
取り組む17の目標は、それぞれアイコンと簡潔な標語で
分りやすく目に留まりやすいように表示されています。(前
ロゴ参照) 
　「国連総会で採択された」とか「地球規模の」と聞くと、
とても遠いことのように感じてしまいます。しかし、「誰一
人取り残さない」という大命題は、裏を返せば地球に生き
る一人ひとりがすべて関わっているということです。自分
の暮らし、行動を見つめ直すと、小さなこと1つひとつが
必ず17の目標のどれかに関係していることに気づきま
す。たとえば無駄が出ないような食事を考えることは、飢
餓の撲滅(目標2：飢餓をゼロに)やごみの削減（目標15：
陸の豊かさを守ろう）につながります。行政や企業であれ
ばさらに大規模な取り組みや対策が可能になるでしょう。
そんな活動が世界で積み重なれば、「地球規模の」課題の
解決につながります。 
　以下、この地域で、様々な分野、場面で取り組まれてい
るSDGsの事例を紹介していきます。 

　現在、世界は地球温暖化による異常気象によって頻発
する自然災害、プラスチックゴミによる海洋汚染などの環
境問題、富の偏よりによる貧富の格差拡大、日本でも超高
齢化社会、さらにその後に到来する人口減少や、安全でな
いエネルギー源の問題など、厳しい現実に直面していま
す。グローバル化が進む中、経済発展に伴い、資源の消費
量が増えており、このままでは世界が持続不能な状態に
陥ってしまいます。 
　こうした地球規模の課題に対して2015年9月の国連
総会で、全91条からなる「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」が採択されました。アジェンダには、開
発の3つの側面である「経済」、「社会」、「環境」の調和が
掲げられ、地球のあらゆる貧困をなくすという地球規模の
課題と「誰一人取り残さない」という理念が強調されてい
ます。そして各国が取り組む17の目標と169のターゲッ
トや、その実施手段などが記載されています。SDGsは、
2015年までに発展途上国で達成する8つの目標を掲げ
たミレニアム開発目標（MDGs）を継続し発展させたもの

　SDGsへの認知度が高まるにつれて、多くの大企業が
SDGsを経営理念に取り入れています。中小企業も大企
業にならって、または独自にSDGsに取り組む動きが見ら
れます。その背景には、投資家が企業への投資を判断す
る際に、SDGsへの取り組みを指標のひとつとする傾向
が見られるようになっており、環境や人権への取り組みに
積極的と判断されれば、企業イメージの向上にもつなが
ります。 

　名古屋市北区にある仲建設株式会社(以下、仲建設)は
3名の大工を含め、従業員12名の小規模の建設会社で、
年間12棟ほどの注文住宅の設計、建築を請け負ってい
ます。(次頁につづく)

　岡崎市の生平
小学校は、山林
に囲まれた自然
ゆたかな場所に
あります。野鳥
の観察や保護な
どの愛鳥活動を
始 めて 今 年 で
38年目になり
ます。土地柄、二
世代三世代が一

緒に住む家が多いので、愛鳥活動が親子二代三代続いて
いるという家庭もあり、文字通り“持続している”活動で
す。ここでは子どもたちが中心になって、どのように愛鳥
活動をしていくかを考えて実践しています。たとえば1年
生から6年生まで学年ごとにテーマを決め、それぞれ違っ
た野鳥の観察や研究をして、年に一度発表しています。授
業だけではなく、生活のなかでも子どもたちが実行してい
ることがポイントです。それが評価されて、昨年11月の第
53回全国野生生物保護実績発表会では文部科学大臣賞
を受賞しました。
　子どもたちが地域の人々と関わり合いながら活動してい
る点も重要です。野鳥が生息している位置や鳥の数を地図
に 書 き 込 む
マッピング作
業を、自分の家
族や近所のお
年寄りと協力
して実施して
います。地域の
老人会の人た
ちにハクセキ

レイ、キセキレイ、セグロセキレイの違い
を伝えて写真入りのシールを配り、散歩
の途中で地図にシールを貼ってもらった
りすることで、セキレイの生息マップを作っています。 
　また、昨年10月、椙山女学園大学の学生と一緒に、模型を
使って自然災害を仮想実験し、生平のどこが危ないのか、野
鳥と自然がつながる環境の中で、災害が発生したらどんな結
果が予想されるのか、ということを考えました。こうした愛鳥
活動や自然保護、地域の人々との共同作業を通して、子ども
たちはこれまで以上に「自分たちの暮らす地域を守っていき
たい」という思いを強めています。 
　「生平小学校では教師主導ではなく、子どもたちが自分た
ちで考え、実践しています。“持続的”であることを考える場
合、キーワードとなるのは自分ごと」と語るのは、教頭の山本
典弘先生です。子どもたちが自分ごとと捉えて初めて、自分
たちの地域やそこに住む人々、環境を大切にしていこうとい
う活動につながっていくのです。 
　最近、同じく愛鳥活動に取り組む豊田市の小学校と交流
を始めました。交流を始めて、野鳥観察の手法や記録の仕方
など、自分たちとは違ったやり方があることに気づき、それを
取り入れるなど、お互いの良い所を見てレベルアップにつな
げています。これから子どもたちが世界に目を向けるとき
に、「こうした身近な地域間での交流の経験が、国際理解教
育につながっていくはず」と山本先生は語ります。 
　SDGsのために何か
を始めるのではなく、子
どもたちの自発的な環
境活動が、地域間、世代
間の交流を進め、「目標
11：住み続けられるま
ちづくりを」につながっ
ていきます。 

　　　
　最近, 襟に丸いカラフルなバッジ(右)を付けた人を見かけませんか。また所属する企業や団体などが取
り組んでいるアイコンを印刷した名刺を持っている人もいます。　　 
　どちらも下にあるSDGs(Sustainable Development Goalsー持続可能な開発目標)を表したも
のです。行政や企業のパンフレット、新聞や雑誌でもこのシンボルマークを目にしない日はないほどです。 
　2016年5月の閣議で、SDGsに関わる施策の実施について、内閣総理大臣を本部長とする「持続可
能な開発目標推進本部」の設置が決定され、同年12月には「SDGs実施指針」が策定されました。この指針は「持続可能で誰
一人取り残さない、経済、社会、環境の統合的向上が実現された未来への先駆者を目指す」というビジョンを掲げ、17の目標
に向けた具体的な施策を、指標とともに掲げています。また4年ごとに取り組み状況の確認と見直しがされることになってい
ます。 
　しかし、こうした官民あげての取り組みが進む一方で、SDGsを理解している人はまだまだ少なく、一般的な認知度は低い
と言わざるを得ません。今回の特集では、持続可能な社会づくりを語る世界の共通言語、SDGsについて取り上げます。 

▲ 親子探鳥会

より良い地球の未来に向けて、
世界が取り組む－SDGs－ 

より良い地球の未来に向けて、
世界が取り組む－SDGs－ 

より良い地球の未来に向けて、
世界が取り組む－SDGs－ 

より良い地球の未来に向けて、
世界が取り組む－SDGs－ 

特集

▲ 生平町の里山風景
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SDGsって？

▲ セキレイの生息マップ

SDGs 17の目標 

なか

おい　だいら
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　　 と 　　  した子どもたちの　　　　 

■持続可能な開発目標(SDGs)17の目標

1　貧困をなくそう 

2　飢餓をゼロに 

3　すべての人に健康と福祉を 

4　質の高い教育をみんなに 

5　ジェンダー平等を実現しよう 

6　安全な水とトイレを世界中に 

7　エネルギーをみんなに　
　  そしてクリーンに 

8　働きがいも　経済成長も 

 9　産業と技術革新の基盤をつくろう 

10　人や国の不平等をなくそう 

11　住み続けられるまちづくりを 

12　つくる責任　つかう責任 

13　気候変動に具体的な対策を 

14　海の豊かさを守ろう 

15　陸の豊かさも守ろう 

16　平和と公正をすべての人に 

17　パートナーシップで目標を達成しよう 

地域 連携 愛鳥活動 おい だいら

岡崎市立生平小学校

企業活動とSDGs 仲建設株式会社
なか
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のはとてもうれしいことだと聞きます。また伐採した分の苗
木を、発注者に購入、植樹してもらうことによって、森林の維
持と若返りにつなげています。
　このような森林環境の良い循環をつくる取り組みは
SDGs達成につながります。それまでSDGsについて特に
意識していなかった社長の堀尾速人氏は、「なごや環境大学*
から今年7月に実施された
SDGsのセミナーの講師を依
頼されたことから、わが社の活
動がSDGsとつながっている
ことに気づいた」、さらに「企
業活動とSDGsがつながるこ
とによって、社員一人ひとりの
士気も上がり、会社も活気づ
いている」とその効果に驚い
ています。SDGsの取り組み
により自社の企業価値を高め
ている例といえます。

　同社は建設業ならではの方法でSDGsに取り組んでいま
す。15年前から、日本産の木材を使った自然素材を活かし
た家づくりを続けています。森林が国土の7割を占める日本
ですが、外国から安価な木材が入ってくるため、今では家屋
の材料として日本の木材はわずかしか使われていません。そ
のため、間伐などの維持管理ができず、森林は荒れてしまっ
ています。こうした森林環境は地域の生態系に影響し、周り
の里山にも多くの問題を引き起こします。樹齢100年を超
えるような木は老化が進み、二酸化炭素を取り込んで酸素
を放出する光合成の能力が落ちるので、樹木の世代交代は
地球環境改善に必要です。
　家の建築には大量の木材を要します。それを国内の山で
調達することは、森林の若返りや生態系の改善につながりま
す。仲建設では木曽ヒノキや東濃ヒノキで有名な岐阜県の
森林組合と協力して、家の発注者と一緒に山に赴き、大黒柱
になる太いヒノキと、同じ山から一軒分の材料となるヒノキ
を選んでもらうイベントを年に3回実施しています。伐採者
にとって、自分が切った木の用途と家を使う人の顔がわかる

　名古屋市は、令和元
年7月、内閣府より、持
続 可 能 な 開 発 目 標
（SDGs）達成に向けた
優れた取り組みを提案
する自治体「SDGs未
来都市」に選定されま
した。9月には、SDGs
の要素を反映した「名

古屋市総合計画２０２３」を策定し、今後、さまざまな施策を通して
17の目標すべてに取り組んでいきます。また、「SDGs未来都
市」として、特に次の3つの取り組みに注力していきます。 

　そして、これらをつなぐ統合的な取り組みとして「なごや環境大
学SDGs未来創造クラブ」を設置し、市民・企業のSDGsに関する
理解と取り組みを促すプロジェクトを立ち上げます。
　また、この圏域にとって飛躍のチャンスとなる2026年の第
20回アジア競技大会の開催、2027年のリニア中央新幹線（品
川－名古屋間）の開業に向けて、誰一人取り残さない、経済・社会・
環境が調和した持続可能で強靱なまちづくりに取り組んでいき
ます。

▲ SDGs未来都市選定証授与式
　（中央が名古屋市堀場副市長。愛知県、豊橋市とともに撮影） 

＊なごや環境大学：市民・市民団体、学校・大学、行政が協働でつくる環境活動のネットワークで、
講座・ゼミナールなどの企画・運営を行う。
環境首都なごや、持続可能な地球社会を支える人づくり・人の輪づくりを
進め、行動する市民、協働する市民として共に育つことを目指している。

業の連携が始まりました。同社の製品や販売店でのチャ
リティーパーティーを通じて、福島の支援活動の拡大と
広報につなげています。　
　名古屋NGOセンター事務局長の戸村京子さんは「地
球の課題に向けて企業とNGOがそれぞれ何ができるか
接点を見つけ、それぞれができることを模索する。企業
の投資はリターンを求めるものなので、私たちNGOもプ
ラスの社会的インパクトを提示できるようにならないと
いけない。」と企業との連携を通してあらためて活動を
評価する作業ができたと言います。 　　　 

　SDGsをキー
ワードとして、
各国政府や国
内 外 の 企 業 、
NGOが連携し、
問題解決に取り
組んでいます。
特定非営利活
動法人名古屋
NGOセンター

(名古屋市中区)は企業とNGOの連携を積極的にすすめ
ています。企業には本業で培った専門性と経験があり、活
動に必要な資金、人材、場所の提供ができます。一方、
NGOの強みは途上国等での活動経験を生かして、地球
規模の課題に対応できることです。　　　 
　原材料にこだわりを持つ英国生まれの化粧品会社、
(株)ラッシュジャパンは、化粧品の原料として福島県南相
馬市で栽培されているナタネ油を購入しています。放射
能がナタネ油を汚染しないことは、ウクライナのチェルノ
ブイリで実証されています。当初は、特定非営利活動法
人チェルノブイリ救援・中部*1 への助成金による支援でし
たが、福島の各種イベントに参加を重ねることを通して
一般社団法人南相馬農地再生協議会*2 との具体的な事

衛生を学ぶことで、健康的な生活を送ることができます。
寺子屋運動は「目標4：質の高い教育をみんなに」と同時に
SDGsの他の目標の達成にも貢献しているといえます。 
　この運動を推進する、書き損じはがきキャンペーン*2 は
「はがき１枚から」「だれで
もできる」国際協力とし
て、SDGs達成に向けわた
したちができることの１つ
です。 

　(公財)名古屋国際センターでは、1990
年から(公社)日本ユネスコ協会連盟が主
催する途上国の教育支援“世界寺子屋運
動”*1 に参加しています。この運動では、貧
困や紛争、性別などの理由で教育を受けられず、自身の
置かれている状況から脱することができない人たちへの
「学びの場＝寺子屋」の普及を行うものです。識字教育だ
けでなく、職業訓練、収入向上活動なども行っています。 

　生活に必要な読み書きや
計算能力、収入向上につなが
る技術を学び、安定した職業
についたり、収入が増えたり
することにより、貧困や不安
定な生活から脱することがで
きます。また、寺子屋で保健

▲ 中部地域のNGOと企業の提携促進のための冊子
　(名古屋NGOセンター発行)

▲ 2018年「菜の花 花見会」

＊1 本誌2018年10・11月「P8 リーダーズアイ」参照
＊2 チェルノブイリ救援・中部が南相馬市の
　　有機農家や関係団体と共に立ち上げたNGO

＊１ 本誌2019年6・7月号特集ページ「きょういくで、あしたへいく。」参照
＊2 裏表紙参照 

■自動運転など先進モビリティの実証実験や新たな路面公
共交通システム（SRT）の導入をはじめとした交流拠点都市
の形成に向けた社会施策

■イノベーション拠点の設置・運営や働きやすい企業の創
出をはじめとした名古屋経済の持続的な発展に向けた経
済施策

■水素エネルギーの利活用の推進や生物多様性の保全を
はじめとした低炭素・自然共生都市の実現に向けた環境施策

▲ 大黒柱になるヒノキの大木

▲ 女性の裁縫クラス （アフガニスタン）
▲ 復学支援クラス（カンボジア）

＊参考資料：国際連合広報センター 

“教育”“教育”

自治体自治体

から広がるSDGsへの取り組み 世界寺子屋運動

　SDGsは世界中どこにも、どこの国にも、ど
この家庭にも、だれにでも関係するものです。
行政や企業はそれぞれの立場で、また個人は
一人ひとりがたとえ小さなことでもできること
を見極めて、すこしずつ積み重ねていくことが
大切だと思います。 
　まずは、17の目標のシンボルマークをもう一度ゆっくりと見て
いくことから始めませんか。 

　今年9月にニューヨークの国連本部で開催された「SDGs
サミット」で、国連のグテーレス事務総長は、「我々は取り組みを更
に強化しなければならない、今こそ個人的にも集団的にも大胆な
リーダーシップが必要である。なぜなら我々は一緒に進み、誰一人
取り残してはいけないからだ」と述べ加盟国と社会の各方面に対し
て2030アジェンダの実施に向けて結集するよう呼びかけました。 
　このサミットで演説に立った安倍首相は、G20大阪サミットや
TICAD7(第7回アフリカ開発会議)の成果を共有した上で、
「SDGs推進本部」の本部長として12月までに、日本のSDGs
推進の実施指針を改定して、進化した日本の「SDGsモデル」を
示すと述べました。 

外務省ホームページ

名古屋市　　　とSDGs

●名古屋市の SDGs のページ 

  

互いの強みを生かして社会課題の解決を  

　　  

～企業とＮＧＯの連携～ 
  (株)ラッシュジャパン＆(特活)チェリノブイリ救援・中部
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特に目的があるわけではないけれど、ぶらっと来てみたら、気になることに出合える場所。
このコーナーではNICライブラリーと、ライブラリーの本をご紹介します。
NIC ライブラリー　名古屋国際センタービル 3階　9:00～19:00　月曜休館

NIC国際交流ウォーキング
　名古屋国際センターでは、外国人と日本人が一緒に名
古屋の歴史と文化の足跡を巡る「NIC国際交流ウォーキ
ング」を平成21年度から実施しています。NIC Walking 
Guidesボランティアが、コースの決定から下見、資料の
作成と翻訳、そして当日の引率と通訳等の企画・運営を
行っています。下見の際には、経路や所要時間、休憩場所
を確認し、説明するポイントを考えます。当日までに、日本
語と英語のウォーキングガイド資料をボランティアで手分
けして作成します。当日は、約30名の参加者がグループ
に分かれ、ボランティアの案内でウォーキングを楽しみま
す。毎回、豊橋市や岡崎市、岐阜県など名古屋市外からの
参加もあり、ブラジル、中国、台
湾、アメリカ、オーストラリア、
ペルーなどさまざまな国や地
域の方が参加されます。 
　今年5月には、名古屋駅近く
の柳橋中央市場や円頓寺商店
街を歩きました。最初に訪れた

柳橋中央市場では、新鮮な魚介類が並ぶ市場を楽しみま
した。その後、浅間神社から、名古屋市の「町並み保存地
区」に指定されている四間道地区の伝統的な町屋や土
蔵、この地区ならではの路地を通り抜け、そこに祀られた
「子守地蔵尊」や「屋根神様」を見学しながら、円頓寺商店
街に向かいました。参加者からは「名古屋の歴史を学ぶこ
とができた」「たくさんの素敵な
人々に出会えた」などの感想をいた
だきました。 
　名古屋を観光する際に利用して
いただけるよう、過去のウォーキン
グガイド資料(日英併記)をNICの英
語版ウェブサイトに掲載しています
(下のQRコードより)。今後、日本語
版ウェブサイトにも掲載
する予定です。  
　今後のウォーキングも
お楽しみに ！ 

　今回のぶらりライブラリーでは、NICライブラリー交流
スペースで10月30日に開催したイベント「ランチタイム
に世界を学ぼう！」をご紹介します。 
　最近、名古屋市に暮らすベトナム国籍の方が増えていま
す。中国、韓国・朝鮮に次いで3番目に多く、その人数は1
万人を超えています(本誌P10参照)。みなさんも街中や
お店でベトナムの人を見かけることも増えたのではないで
しょうか。今回は、彼らの国ベトナムについて、ベトナム出

身のグェン トゥイ ヴァンさん(NIC地
球市民教室講師)からいろいろなお
話を聞きました。 
　参加者はそれぞれに持参したラン
チを食べながら、口をモグモグさせ
てベトナム語の発音練習をしたり、
ベトナムの人々の暮らしや地理に関
するクイズに答えたり…会場はとて
も楽しい雰囲気でした。 

　NICライブラリーにはベトナムの文化や言葉について書
かれた本がありますが、やはりその国の人から直接学ぶの
は、臨場感が違います。ヴァンさんのお話を聞きながら食
べていたおにぎりは、何だかベトナム風味でした(笑)。 
　「ベトナム語で話しかけてくれるととてもうれしい」とい
うヴァンさんの言葉と、教わったフレーズを思い出して、近
所で見かけるあの人や、コンビニのあの店員さんに、
ちょっと挨拶してみようかな、という気になるステキなラン
チタイムでした。 
　NICライブラリーでは、これからも異文化理解に役立つ本や
DVDを充実させていくとともに、書籍だけでなく世界や人と
「出合う場」であるよう、外国人
講師の生の声を聞き、いろいろ
な体験を通して生きた学びが
できる事業に取り組んでいき
ます。ぜひ、“ぶらり”とライブラ
リーにお立ち寄りください。

このコーナーでは、日ごろあまり表に出ることのないNICの事業や
ボランティアスタッフの活動などをご紹介します。
みなさんの知らなかったNICのあれこれを見つけてみてください。

ライブラリーでベトナムの風！？ 
を感じたランチタイム

名古屋の魅力を
歩いて発見！ 

NIC情報サービスコーナー(3階) 広報情報課 　☎052-581-0100　　info@nic-nagoya.or.jp 

■NICウォーキングガイド　
　今までの開催コース 

「グローバルユースフォーラム
～グローバル人材への第一歩～」を開催しました 

9月21日　名古屋国際センター 別棟ホールにて 

名古屋・ロサンゼルス姉妹都市提携60周年記念事業
「映画から知るアメリカ・ロサンゼルス」  
名古屋・ロサンゼルス姉妹都市提携60周年記念事業
「映画から知るアメリカ・ロサンゼルス」  

　10月6日、名古屋国際センターにて、「映画から知るア
メリカ・ロサンゼルス」を開催しました。名古屋市は、ロサ
ンゼルス、メキシコシティ、南京、シドニー、トリノおよびラ
ンスの6都市と姉妹都市提携をしており、人物、文化、教
育、スポーツ、経済、技術など、様々な分野において交流し
ています。今回の講座はロサンゼルス市との姉妹都市提
携60周年を記念し行われました。
　午前はロサンゼルスを舞台にした映画『ラ・ラ・ランド』
(デイミアン・チャゼル監督作品)の上映を行いました。午
後は映画館「シネマスコーレ」(中村区)の副支配人の坪井
篤史氏を講師にお招きし、映画を切り口にロサンゼルスの
魅力を楽しくお話しいただきました。 
　坪井氏の講演では、映画『ラ・ラ・ランド』の各シーンか
ら、ロサンゼルスに暮らす人々の生活や、映画から浮かび
上がるロサンゼルスという都市の特徴を紹介しました。ま
た、同作のロケ地となったロサンゼルスの各所を取り上げ
ながら、映画と都市が相互にもたらす影響などについて解
説がありました。例えば、負のイメージが強かった場所が、
映画で取り上げられたことでその印象を変え、明るいイ
メージを持たれるようになったことなどが挙げられまし
た。また、ロサンゼルスで撮影された他の映画作品もいく

つか紹介していただきました。 
　そして最後に、映画から見た名古屋とロサンゼルスのつ
ながりに触れ、ハリウッド映画を誘致していたり、名古屋市
役所本庁舎や100m道路などがロケ地として多くの映画
で活用されていることから、「いつか名古屋がロサンゼル
スのような映画の都市になったらうれしい」と語りました。

 
▲解説する坪井氏

　第1部は安田菜津紀氏による講演「グローバル人材へ
の第一歩～被災地、粉争地の声を伝える～」を行いまし
た。安田さんがフォトジャーナリストとなるきっかけとなっ
たカンボジア、紛争地であるシリア、東日本大震災の被災
地、陸前高田市での取材経験を多くの写真を交えてお話
しいただきました。人との出会いを大切にされる安田さ
ん。取材先の人々とのエピソードは、彼らが遠い存在から
近い存在になり、参加者がまるでその人に会ったような気
持ちになるほど、鮮明で胸をつく力がありました。自身の
仕事の意義に疑問を抱いた時
期には、取 材 先で言われた
「フォトジャーナリストのあなた
だからできることがある」とい
う言葉が背中を強く押してくれ
たそうです。 
　最後に、「どんな年代・立場で
もできることがある。それこそ

が世界を優しくする。“無関心ではない道”を選んで、まず
身近な人と分かち合うことから始めてください」と締めく
くりました。 
　第2部は、辰野まどか氏によるワークショップを通して、
グローバル人材に必要な力を考えました。参加者は、第1
部の安田さんの講演を元に、共感したことなどを分かち合
い、自分が理想とするグローバル人材の姿をそれぞれ思
い描いていました。 
　安田さんの生き方や
考え方、そして自分の
思いを掘り起こし具体
化する辰野さんの手法
の中に、グローバル人
材へのヒントがたくさ
ん散りばめられていま
した。

～参加者の声から～ 
「たくさんの経験をして知識を吸収し、将来の自分の可
能性を拡げたい」
「共感力、思考力、行動力をもらえた」 

第2部　　　 辰野まどか氏
((一社)グローバル教育推進プロジェクト(GiFT)代表理事)  

講師

講師第１部　　　 安田菜津紀氏
(フォトジャーナリスト、Dialogue for People所属) 

クイズ Q. ベトナム語で「ありがとう」は何と言うでしょう？

A. &ɠP�ɇQ��カム　オン)

▲円頓寺商店街 

▲アオザイを身に付けたヴァンさん

▲NICライブラリーの書籍

▲辰野氏のワークショップ 

▲講演する安田氏 

参加者累計　465 名

東区 
熱田区  
千種区 
熱田区 
千種区 
中村区 
東区 
東区 
中村・西区

文化のみち
熱田神宮
本山～天白区
白鳥庭園
名大減災館
ノリタケの森
橦木館
徳川園
柳橋市場~
円頓寺商店街       

▲ヴァンさんのお母さんが
　ベトナムから送って下さったお菓子
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　ネパール・カトマンズで女性の自立支援活動を行っている
Women For Women Nepal（WFWN）の代表アスタさん
にお話を伺いました。同団体は2012年に設立、今年で7年
目を迎えます。
　アスタさんは、日本語を学ぶため1999年に来日しました。
団体を設立したのは、活動に協力をしていたNGOの代表に促
されたのがきっかけでした。2012年にネパールに一時帰国
した際、高山地域でプラスチック製品（レジ袋やペットボトル
等）のゴミが問題となっていました。アスタさんはプラスチッ
ク製品使用禁止運動に参加し、カトマンズで何かできないか
と考え、女性たちが自作していた買い物袋（エコバッグ）を女
性たちから購入し、マーケットで販売することにしました。
　現地では、女性の自立支援につながるよう、エコバッグの
縫製方法など細かい指導を行い、販路開拓を行ってきまし
た。今では、編み物やアクセサリーも扱い、「買うことで、変え
ることができる」と、アスタさんは日本国内のフェアトレード
や国際交流イベントなどで販売をしています。
　また「ネパールで何かを学び、何かを教える」をテーマに、
スタディツアーを毎年行っています。参加者それぞれにネ

パールで学びたいこと、貢献できることを考えてもらい、
オーダーメイドの企画を組み立てています。これまで、教育
課程の学生の希望で現地の小学校を訪れたり、現地の芸術
家と協同で展示会を行ったりしました。
　2015年のネパール地震以来、ネパールについて話す機
会が増えたそうです。2017年からはネパール風餃子「モ
モ」を味わいながら、ネパールを知る「モモナイト」というイ
ベントを月1回開催しています。ネパール人留学生にも加
わってもらい、ネパールと日本の交流を図っています。
　アスタさんは現地の人々が良質な商品を作れるように人
材育成に努めるとともに、農作物の加工品の商品化にも
取り組みたいと考えています。また今後も、ネパールと日
本の橋渡し役として
多くの人にネパール
の事を伝えていき、近
年増えているネパー
ル人留学生のサポー
トと相互理解、交流の
場づくりをしていく予
定です。

途上国の現場で活躍する、地域の国際協力NPO／NGOリーダーにお話を伺います。

　名古屋市とシドニー市は1980年9月に
姉妹都市提携を結び、来年度40周年を迎
えます。今回は、名古屋とシドニーの動物園
交流についてご紹介します。

名古屋の象徴「シャチ」と、
シドニーの「コアラ」をイメージ
した姉妹都市提携記念のロゴ
マークです。 

名古屋姉妹友好都市協会の公式ウェブサイト・フェイスブックでは、姉妹友好都市にちなんだイベント情報などを発信しています。
ぜひご覧ください。 http://nsca.gr.jp/Web Facebook 検索nagoya.sistercitiesWeb Facebook 検索

　8月28日、NPO法人みなと子育ているかネット(※)主催の
「子育てサロン・まちの遊び場に行こう！」が、港区の名古屋
港湾会館で行われ、国際留学生会館(以下「ISC」)の留学生が
約10名の親子と交流を図りました。参加したブラジル出身の
アーナさんに当日の感想などについてお話を伺いました。 

　私は今年の4月から交換留学生として日本で生活していま
す。日本に留学したのは、私がサンパウロ出身で現地には日系
人も多く、他都市よりも日本語を学ぶ環境が整っているからで
す。また、大学の専攻も日本語なので、言葉だけでなく生活習
慣や文化なども体験し、帰国後にはより多くの日系人と触れ合
いたいと考えたからです。 
　ISCではたびたび地域住民の皆さんとの交流の機会があり

ます。私が参加した子育
てサロンでは、映像を
使ってブラジルの文化や
スポーツなどを紹介した
り、お子さんやお母さん
たちと一緒に遊んだりし
ました。大学では日本語
で発表する機会は多い
のですが、学生以外の

方々の前でお話をするのは初めてだっ
たので、とても緊張しました。そんな中で
も参加者の皆さんが私の話に熱心に耳
を傾けてくださったり、紹介映像に子どもたちが喜んで近づい
てくれたり、関心を示していただいたので本当にうれしかった
です。私は小さい子どもが大好きなので、日本人の親子と交流
できたことは思いがけない楽しい体験でした。 
　来年は東京オリンピックが開催されます。ブラジルと言えば
サッカーを想像する方が多いと思いますが、バレーボールも盛
んで、過去の五輪で何度
もメダルを獲得していま
す。ブラジル人はスポー
ツに対して熱狂的で、私
も来年の開催を楽しみに
しています。今後も様々
な場所に出向き、積極的
にブラジルの文化を紹介
したいと思います。 

国際留学生会館とは… NICが2001年から管理・運営している、名古屋市港区にある留学生専用の宿泊施設。居室90室のほか、研修室や和室、体育室などを備え、
100名の留学生が生活できる。日本文化理解講座の開催や各種相談・情報提供、地域住民との交流などを行っている。

ムイートプラゼール
はじめまして、

お会いできてうれしいです。
(ポルトガル語)

Muito prazer

　日本ではチョコレートやビールなどでおなじみのベル
ギーからやって来て14年になります。現在、国際センター
駅の近くで、語学学校を経営しています。
　来日して感じたのは、日本は海外の影響を受けている一
方で、日本ならではの良いところがたくさんあることです。
コンビニや自販機はどこにでもあるし、電車は驚くほど正
確です。ベルギーでは10分くらいの遅延は当たり前です。
何といっても、安全に暮らすことができることが大変うれし
いです。
　趣味はヨガと瞑想です。ヨガはベルギーにいる時から
やっています。瞑想は東日本大震災のころ始めました。見
知らぬ土地での大災害はショックが大きく、精神的に不安
定になっていた時期でした。瞑想することで落ち着いた気
持ちを保てます。さらに感謝をする気持が芽生え、以前と
は違う自分になった気がします。感謝の気持ちを持てば、
世の中はもっと平和になると思います。

　語学学校の生徒に外国語を身につける方法を聞かれま
すが、言葉の構造を理解するためにも、文法をきちんと学
ぶことと、継続する
ことが大切です。
また、幅広く文化
背景を知るために
は、映画や児童向
けの本、テレビ、ラ
ジオなどを活用す
るとよいです。
　これからも、日
本とベルギーの橋
渡しとなって、それ
ぞれの国の魅力を
発信していきたい
です。　　　　　

愛知県立大学日本文化学部交換留学生
アーナ ヒタ ソウザさん(ブラジル出身)

（※）子育て支援を主として活動を行っているNPO法人。港区内の未就学児
とその保護者を対象として親子英会話、遊び、音楽などのイベントを開催し
ている。

ヴェロニック デゾヌさん（ベルギー出身）

その国に住んで実際に
生活することが一番

この地域で暮らす外国人にスポットを当てて、ご紹介するコーナーです。

姉妹動物園交流 
　名古屋の東山動物園とシドニーのタロンガ動物園は、名
古屋市とシドニー市の姉妹都市提携を機に交流を深め、
1982年にワライカワセミが、1984年には日本で初めて
となるコアラがタロンガ動物園から東山動物園へ贈られま
した。その後も着実に交流を続け、シドニーからは現在まで
に計17頭のコアラが贈られています。さらに2001年に名
古屋からインドサイが、2007年に
シドニーからニシローランドゴリラ
(イケメンゴリラこと「シャバーニ」）
がそれぞれ贈られ、両園の親交は希
少種の繁殖にも大いに貢献していま
す。また、両動物園では研修プログラ
ムとして相互に職員の派遣、受入れ
を行い、飼育技術の向上や人的交流
の推進を図っています。 

　昨年、タロンガ動
物園からやってきた
コアラの「ティリー」
と、東山動物園で生
まれた「タイチ」と
の間に子どもが生ま
れ、大いに話題にな
りました。「きらら」
と名付けられた赤
ちゃんはたくさんの
お客様から可愛がられています。また、シャバーニをお目当
てに人だかりが絶えず、近年はオリジナルグッズも含めて、
絶大な人気を誇っています。 
　最初にコアラが贈られてから今年で35周年を迎えた東
山動物園では「コアラ来園35周年企画」を実施しました。
一度コアラたちに会いに行ってみてはいかがでしょうか。 

～国際協力・ネパール編～

ネパールのために！ NPO法人Women For Women Nepal 

テーマ : 女性の自立支援

事務局長　トゥラダール アスタさん

「留学生の地域交流」
  ～子育てサロン・まちの遊び場に行こう! ～

NPO法人Women For Women Nepal
http://womenforwomennepal.blogspot.com WebWeb

検索@WFWNepal Facebook 検索

若い時から世界の事に関心
を持つ、積極的にボランティ
アに参加する。

リーダーズ・メッセージ

▲瞑想しているヴェロニックさん

▲シャバーニ

▲きららとティリー

▲参加者の皆さんと(右端がアーナさん)

▲子どもたちと遊ぶアーナさん(右から3人目) ▲小学校で折り紙
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日本語ボランティア研修
～開かれた地域社会をめざして～

NICウェブサイト　https://www.nic-nagoya.or.jp

第7回 お話を聞く会「ベトナムの学習者向け発音指導のヒント」
講師：金村 久美氏（名古屋経済大学）
　ベトナム語の発音の特徴を知り、日本語を話すときに気に
なる癖を良くする方法を学びます。

１月１１日（土）13：３0～15：00
名古屋国際センター 3階 第2研修室
日本語ボランティアおよびその活動に興味のある方
50人（当日先着）
TNN会員：無料／一般：500円　　　　不要
交流協力課　☎052-581-5689
　　　　　　　 vol@nic-nagoya.or.jp

★2月29日（土）に、「NIC国際講演会『クール・ジャ
　パンと世間』」を開催します。講師は作家・演出家
　の鴻上尚史氏です。
　詳しくは裏表紙をご覧ください。

①NIC日本語の会
1月19日～3月29日の毎週日曜日
（ただし2月9日は除く。全10回）
名古屋国際センター   
日本語を母語としない方
（小中学生は不可、名古屋市在住の方優先）
各コース15名～20名（定員を超えた場合は抽選）　
各コースの詳細は、要項またはウェブサイトでご確認く
ださい。   
2,500円
（10回分。別にテキスト代500円～1,000円）
1月12日（日）11：00～11：30
名古屋国際センター5階 第1会議室で受付後、順次面
接。受講料の支払いは12：15から。

名古屋国際センター 3階 第1・2研修室、5階 和室
・日本語を母語としない6歳から15歳の子ども 
　（2004年4月2日～2013年4月1日に生まれた
　子ども）
・2004年4月2日よりも前に生まれ、現在中学校に在
　籍している子ども 
　※中学夜間学級に在籍している方はNIC高校生日本
　語教室にご参加ください。
60人（選考）　　　  1，000円（10回）
1月12日（日）9：45～10：15
名古屋国際センター4階第3展示室で受付後、順次
面接（保護者または引率の方の同席が必要）

②NIC子ども日本語教室
　日常生活や学校で必要な日本語の学習支援を必要とする
子どもたちを対象とした日本語教室を開催します。

１月１9日～３月29日の毎週日曜日
（ただし2月９日は除く）１０：０0～1１：３0（全10回）

③NIC高校生日本語教室
　外国人の若者が高校を修了し、キャリア形成につなげら
れるよう教科学習に必要な日本語の基盤を築く教室を開
催します。

1月19日～3月29日の毎週日曜日
（ただし2月9日は除く）14:00～16:00（全10回）
名古屋国際センター 3階 第2研修室
外国人高校生および高校進学を目指す外国人の若者
（2004年4月1日以前に生まれた人。中学夜間学級
を除く中学校に在籍している方はNIC子ども日本語教
室にご参加ください。）
＊市内在住または市内高校在籍の方を優先します。定
員に満たない場合、申込日以降も参加を受け付けます。
その場合はお問い合わせください。
20人（選考）　　　  2,000円（10回）
1月12日（日）14：00～14：30
名古屋国際センター4階第3展示室で受付後、順次面接。
受講料の支払いは15：15から。

①②③とも
交流協力課　☎052-581-5689
　　　　　　　 vol@nic-nagoya.or.jp

●講演・セミナーなど●

名古屋国際センター（NIC）が行う催し・募集などの情報をお知らせするページです。

日時、内容などを変更する場合がありますので、予約不要のイベントでも、念のため事前にお問い合わせください。P A G E
N I C

メールでお申し込みの方へお願い／イベント名、開催日時、お名前、電話番号を必ずお知らせください。

NIC日本語教室（1～3月コース）

　外国人ボランティアによる外国語絵本の読み聞かせです。
絵本を通して外国の文化に触れることができます。

12月8日（日）・22日（日）14：00～14：30
1月12日（日）・26日（日）14:00～14:30
名古屋国際センター 3階 ライブラリー   
30人（当日先着）　　　  無料
広報情報課　☎052-581-0100
　　　　　　　 info@nic-nagoya.or.jp

外国語で楽しむ絵本の会

　1月26日の「外国語で楽しむ絵本の会」終了後、交流ス
ペースで子ども向けの海外のアニメを上映します。英語音
声、日本語字幕つき。

1月26日（日）14：45～15：45
名古屋国際センター 3階 ライブラリー内交流スペース
20人程度（当日先着）　　　  無料
広報情報課　☎052-581-0100
　　　　　　　 info@nic-nagoya.or.jp

海外のアニメ上映会2019

　在住外国人の健康管理を目的に、医師、歯科医師、看護師
などによる結核検診、女性相談、ガン検診、身体測定、検尿、血
圧測定、問診などを行います。ボランティアによる通訳あり。
名古屋市健康福祉局、外国人医療センター(MICA)との共催。

1月26日（日）13:30～16:00
名古屋国際センター 5階 第1会議室
名古屋市および周辺地域に住む外国人 
なし　　　  無料
広報情報課　☎052-581-0100
　　　　　　　 info@nic-nagoya.or.jp

外国人の「心」と「からだ」健康相談会

　日本の生活に役立つことばや会話を勉強するクラスを開
講します。「入門」「初級」「会話」の３コース。事業実施者は学
校法人大原学園です。

１月8日～3月14日の毎週水曜日または毎週土曜日
（全10回）
各コースの詳細は同校のウェブサイトでご確認ください。
大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校（3号館）
（中村区名駅三丁目18番10号） 
日本語を母語としない16歳以上の方 
各コース20名（先着）
2,500円（全10回、テキスト代含む）
12月14日、17日、20日、21日、1月8日、11日に同校
にて受付。時間は同校のウェブサイトでご確認ください。
交流協力課　☎052-581-5689
　　　　　　　 vol@nic-nagoya.or.jp

日本語教室「まるはち」
（名古屋市外国人日本語学習支援事業）

■イベントなど■ 出会う！ つながる！ 世界を変える！
グローバルユースデー2020

　グローバルに活躍している若者の団体、自分にできる活動
を探している若者、若者を応援したい人々がつながり、それ
ぞれが新たな一歩を踏み出すイベントです。
【プログラム】
①プレゼン大会：若者の団体が、活動内容や、活動への想
　い等についてプレゼンテーションします。同世代の活動を
　たくさん知ろう！
②交流タイム：実践団体がブースを設置し、活動をPRし
　ます。多様な団体と交流しよう！
③トークセッション：社会人ゲストが、学生時代の活動や現在
　の仕事について語ります。自分の将来像を思い描こう！

２月１５日（土）13：０0～1７：３0
名古屋国際センター 別棟ホール
中学生以上　　　  100人（申込先着）
無料
1月14日（火）10：00から。定員になり次第受付終了。
電話、メール、ウェブサイト、直接来館で受付
交流協力課　☎052-581-5691
　　　　　　　 koryu@nic-nagoya.or.jp

　今回のテーマは「災害からみえるつな
がりいろいろ」。災害という困難を乗り越
えてつながる世界の人々について考え、
子どもたちに世界と自分とのつながりを
感じてもらう内容です。小学4～6年生
向けですが、大人の方もぜひ手に取って
ご覧ください。

　被災地支援経験の講演やシミュレーションを通して、避難
所等で外国人と日本人が互いに困らないための留意点や配
慮すべき点を考えるとともに、外国人支援活動の基本的な役
割と流れについて学びます。

1月18日（土）13：00～17：00
中区役所（中区栄4-1-8）
NIC登録災害語学ボランティア、災害時の外国人支援
に関心のある方他
60人（申込先着）　　　　無料
12月3日（火）10:00より
電話、メール、ウェブサイト、直接来館で受付
交流協力課　☎052-581-5689
　　　　　　　 seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

災害時外国人支援ボランティア研修

1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
名古屋市在住外国人総人口

名古屋市総人口

24,126
16,479
10,183
9,450
7,256
4,773
1,641
1,208
87,090

2,327,557

中 国
韓国・朝鮮
ベ ト ナ ム
フィリピン
ネ パ ー ル
ブ ラ ジ ル
ア メ リ カ
台 湾

名古屋市在住外国人人口
（国・地域別）

上位8か国（令和元年10月1日現在）

国・地域 人　数

編 集 後 記
　夏が終わったと思っ
たら、秋の夜長を楽し
む間もなく冬がやって
きました。春と秋が短
くなった気がします。
風邪ひきの人も増えて
いますが、健康第一で
いきましょう。(晴) 
　本誌の編集に4年近
く携わってきました
が、退職により今号ま
でとなりました。毎号
悩みながらも、学ぶこ
とが多くありました。
今後は一市民として愛
読します。ありがとう
ございました。(宮) 

名古屋国際センターサポーター募集！
NICの活動を支援していただくために、サポーター(賛助会員)を
募集しています。みなさまのご協力をお待ちしています。
年会費  学生1,500円　個人5,000円　団体50,000円 
  ※会員期間：学生・個人(令和2年3月迄)　団体(入会月から1年間) 
サポーター(賛助会員)になると・・・ 
●NIC主催の講演会や交流会へのご優待をいたします。 
●隔月刊広報誌「ニック・ニュース」をお送りします。 
●月刊英語情報誌「ナゴヤ・カレンダー」をお送りします。(希望者のみ)
入会記念品 
●来館にてお申込みいただいた方には、世界寺子屋運動フェアトレー
　ド製品の「ペンケース」または「カードケース」を差し上げます。 
問総務課　☎052-581-5674  

団体賛助会員 9・10月更新団体
東海学園大学、㈱豊田自動織機、中日本建設コンサルタント㈱、
名古屋商工会議所　   

「子どもニック・ニュース冬休み号」が
できました！

　「子どもニック・ニュース冬休み号」と同じテーマ「災
害からみえるつながりいろいろ」のクイズラリーを開催
します。子どもから大人まで、誰もが楽しめるクイズラ
リーです。プチプレゼントもお楽しみに。

12月21日(土)～1月26日（日）10：00～17：00
名古屋国際センター3階情報コーナー
及びライブラリー
無料

       

NICライブラリー 冬休みクイズラリー

広報情報課　☎052-581-0100　　 info@nic-nagoya.or.jp問
◆外国人を対象とした事業◆

年末年始休館のお知らせ：12月29日（日）から1月3日（金）まで休館します。

 (50音順)

いろんな
つながりを
見てみよう ！

kokusaicenter @kokusaicenter
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