
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名(抽選) 

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N H K B S１「 C O O L 
JAPAN～発掘！かっこいいニッポン～」他。 

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

(作家・演出家)

ティンガ・デ・ポジョ(細切り鶏肉のトマト煮)
　 児玉 パッツィさん（メキシコ出身)

鶏胸肉

玉ねぎ

ニンニク　

油 

塩、コショウ 

トマト缶

コンソメ顆粒

唐辛子 

… 1枚(150～200g) 

…………………… 1個 

……  少々(ひとかけ) 

………………………  適量

………………  少々

………………… 1/2 

……………  少々

……  少々 (お好みで) 

　メキシコで多くの家庭で作られているのが、ティンガ・デ・ポジョ
という鶏肉をトマトで煮込む料理です。 作り方

食べ方
少量の水と鶏肉をフタのできる小鍋に
入れて蒸し煮にする。 
繊維を切る方向で玉ねぎを千切りにし
て、フライパンに油を入れて弱火でしん
なりするまで炒める。 
トマト缶使用の場合、中身をミキサー等
にかけて均一にしてピューレにする。 
鶏肉に火が通ったら包丁で細く切り、すり
ばちで繊維をほぐす（手で裂いてもよい）。 
玉ねぎの入っているフライパンに、好み
で油を足し、鶏肉、トマト、唐辛子（チリパ
ウダー）、コンソメ顆粒を入れて、ほどよ
く煮詰め、水分を飛ばして完成。

①
 
②

 
③
 
④
 
⑤  

そのまま食べることもあります
が、とうもろこしのトルティーヤに
包んでタコスとして、また小麦粉
のトルティーヤ(薄焼パン)に包ん
でブリトーとして食べます。タコ
スやブリトーは日本でもよく知ら
れていますが、パーティーなどの
一品として便利な料理です。 

本講演会には、NICサポーター(賛助会員)
の方をご優待いたします。賛助会員につい
ては10ページをご覧ください。

※参加の可否については、後日メールまたはハガキにて連絡します。
※参加者は小学生以上の方に限ります。

令和2年2月29日
14:00～15:30(開場13:30) 参加

無料

申込方法

お一人様につき1回のWEB申込または1枚のハガキでお申し込みください。 

申 込 期 限

WEB申込

ハ ガ キ

令和2年2月1日(土)10:00～2月16日(日)15:00 
【ハガキは2月16日(日)必着】 

右のコードまたは下記URLから
専用申込フォームにてお申込みください。 
https://www.nic-nagoya-kokami.jp/  
ハガキに①郵便番号②住所③氏名（よみがな）④電話番号⑤名古屋国際
センターサポーター（賛助会員）の方は会員番号⑥手話通訳ご希望の場
合はその旨をご記入のうえ、下記の申込先までお送りください。   

●申込み・お問い合せ

「NIC国際講演会」係
〒450-6324 名古屋市中村区名駅１-１-1 JPタワー名古屋24F ㈱中広 内
☎052-571-2139 (平日9:00～17:00) 　FAX 052-561-2139      

主催　公益財団法人名古屋国際センター 後援　名古屋市、名古屋市教育委員会

申込ページ

土

▲タコス
 
▲タコス
 

▲トルティーヤ(薄焼パン) 
▲トルティーヤ(薄焼パン) 

材料 2～3人分

●国際留学生会館から
ナディア・スウッシさん(チュニジア) 

●ともくら
ジェイエル・バレールさん(アメリカ) 
●Leader’s Eye
わぴねす
●姉妹友好都市の広場
　ワインとチーズで姉妹都市を味わう 
●NIC PAGE
●NIC国際講演会「クール・ジャパンと世間」 　
●世界のレシピ「ティンガ・デ・ポジョ(メキシコ)」 

P6

P7

P7

P8

P8

P9・P10
裏表紙

●特集
●NICあれこれ探検隊
「マミーズサロンナカク」  
●ぶらりライブラリー
利用者が選ぶ、NICライブラリー 
おすすめの一冊 
●NICレポート
・インターンを終えて
・ブラジル教育フェア 出張相談 
●グローバルに活躍する若者たち
「グローバルユース塾」実施報告 

P5

P5

P6

P1～P4
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なごや 国際交流通信 隔月刊ニック・ニュース発
愛称はニック（NIC）です

特集

▲NIC日本語の会「サポートサロン」にてちらしを 
　用いて対話する学習者とボランティア
▲NIC日本語の会「サポートサロン」にてちらしを 
　用いて対話する学習者とボランティア

この印刷物は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。
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ション場面を想定した会話力をつけることが重視され
始めます。 
　その後、バブル期の人手不足を解消するため、１９９０
年に「出入国管理及び難民認定法（入管法）」が改正さ
れ、中南米出身者を中心とする日系人が、就労を目的に
来日します。彼らは、予定よりも滞在期間が長引いたこ
とで家族を呼び寄せ、日本で定住するようになります。
また、1993年には「技能実習制度」が創設されたこと
で、実習生と研修生の受入が本格化し、以降、在留外国
人数は一時期を除き、全体的に上昇傾向が続き、現在
は当時の３倍にも及びます。 
　国の施策や法改正によって、多くの外国人たちが生活
者として暮らし始めましたが、日本語教育のサポート体
制が十分に整っていない中、彼らを主に受け入れたの
は、地域の日本語教室でした。手さぐりでの日本語支援
がボランティアによって始動します。1991年、（公財）
名古屋国際センターでも、ボランティアによる「NIC日本
語の会」が立ち上がり、生活に役立つ内容を盛り込んだ
オリジナルのテキストを作成し、日本語教室の運営が始
まりました。 

　国内における日本語教育は、誰が何のために日本語を
学ぶのか、つまり学ぶ人たちの背景やその目的の変化に
伴い、学習内容や方法への考え方も変わってきました。
留学生やビジネスパーソンなどを対象にした日本語教育
では、発音や文法などの言語構造を身に付け、文型練習
の反復で定着させることが重視されていました。これ
は、言語学習の経験があり、それに慣れた人を想定した
教育方法でした。 
　しかし、１９７０年代に、これまでの日本語教育が対象
としてきた人たちとは異なる、新たな“学ぶ人たち”が現
れます。中国との国交回復により、日本に帰国した中国
残留日本人孤児とその家族たち。１９７５年、政治的迫害
から逃れるため、母国を出て日本に来たインドシナ難民
たち。農村に来たフィリピン、中国、韓国、タイからの結
婚移住者たち。 
　この時代から、様々な背景を持つ在住外国人が増え
続け、彼らの中には、他の言語を学習した経験がない人
たちも大勢いました。こうした人たちに対する日本語教
育は、これまでの学問や教養といった要素が強いもの
とは異なり、日常生活における日本人とのコミュニケー

　現在、国内における日本語教育は、さまざまな機関や施
設で行われています。多くは、留学生を受け入れている大学
等の教育機関や、国の認可を受けた日本語学校などです。 
　一方、国際交流協会や地方公共団体、地域におけるボラ
ンティア日本語教室では、日系人やその家族、日本人の配
偶者、技能実習生などの多様な背景を持つ学習者を受け
入れています。

　国は、具体的にどのように日本語教育を推進していくの
か、専門家や従事者、日本語学習者たちの意見交換を行い、
審議を進めています。パブリックコメントの募集・集約を経
て、6月頃には、基本方針案が取りまとめられ、その後閣議決
定される予定です。 
　こうした動きの中、名古屋市は、日本語教育の充実に取り
組んでいます。文化庁の「地域日本語教育の総合的な体制
づくり推進事業」プログラムA（図参照）に基づく補助金を活
用し、実態調査および日本語教育の実施計画の策定を進め
ています。あわせて、２０１９年１０月から、外国人日本語学習
支援事業として、「日本語教室まるはち」を開講しています。 

　国内で日本語を学ぶ人たちが増える中、その担い手も増
加傾向にあり、およそ4万２千人もが日本語教育に携わっ
ています。職務別の内訳については、非常勤教師が
12,908人（31.0％）、常勤講師がわずか5,655人
（13.6％）で、ボランティアは23,043人（55.4％）と過
半数を占めています。
　日本語を教えるために必要な資格は特にありませんが、
日本語学校などの教育機関で教師として働くには、ほとん
どの場合、以下のいずれかを満たすことが条件として求め
られます。しかし、日本語教師の雇用条件や労働環境の現
状は不安定であるようです。 

　これまでの日本語教育は、統一した方針などが明確に示さ
れたものは特になく、それぞれの地域や団体が、独自に展開
してきました。 
　こうした状況の中、2019年6月、「日本語教育の推進に
関する法律」が施行されました。主な内容は、日本語教育の
機会を拡充すること、水準を向上させることです。日本語教
育の推進により、外国人の日本語能力を高め、共生社会を実
現することを目的としています。推進にあたり、国、地方公共
団体、事業主等のそれぞれの役割と責任を定めるとともに、
日本語教育に対する国民の理解と関心を深めていくことも
明記されています。 

　日本で暮らす外国人の数は、約2８3万人（令和元年６月末）で、過去最多となりました。それに伴い、日本国
内で日本語を学ぶ人も増え続け、平成３０年１１月の文化庁の調査では、約２６０万人でした。彼らの出身地域
は、アジア地域が8割を占めます。しかし、数の増加だけではなく、学習者の母語、在留資格、年齢、そして日本
語を学ぶ目的など、その背景が多様化していることにも注目しなければなりません。内訳をみると、大学や日
本語学校などで研究や進学のために日本語を学んでいる「留学生」が大半を占めている一方で、研修、技能実
習やビジネス関係者、日本人の配偶者など様々な立場の人々が日本語を学んでいることがわかります。
　この特集では日本語教育に求められている役割とその担い手について考えます。 

これからの日本語教育を考える
～ともに暮らすために～

これからの日本語教育を考える
～ともに暮らすために～

特集

（1）大学または大学院で日本語教育主専攻または副専攻を修了していること
（2）日本語教育能力検定試験に合格していること
（3）学位を持ち、なおかつ文化庁が受理した420時間以上の日本語教師養成講座を修了していること

これまでの日本語教育 新たな取り組み

学ぶ場と担い手たち

地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業
都道府県・政令指定都市が実施する日本語教育環境を強化する取組の支援

地域の日本語教育における実態や課題の把握と日本
語教育を実施するための具体的な計画策定等

地域における日本語教育推進のための体制づくりの
ため、司令塔機能の設置や地域日本語教育を活発化
するような取組の実施等

プログラム A プログラム B

※平成2年当時は、大学院・大学・短期大学・高等専門学校・
　一般の日本語教育機関・施設について調査を行っていた。

日本語学習者の出身地域別割合

日本語学習者数の推移

※ボランティアの区分は平成6年度調査より設定。

＊グラフは、文化庁 平成30年度「国内の日本語教育の概要」を基に作成

日本語教師等の数の推移

日本語学習者の属性別割合

文化庁 平成30年度「国内の日本語教育の概要」を基に作成
　「日本語教育の推進に関する法律(下記参照)」には、日本語教師の能力や資質を向上させるために、養成や研修体制を
整備することが記されています。また、「公認日本語教師（仮称）」の国家資格を創設することも検討されています。 

任意団体等法務省告示機関国際交流協会

地方公共団体・教育委員会

法務省告示機関・任意団体等

大学等機関

常勤 非常勤 ボランティア
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　豊田市は、2007年から名古屋大学、公益財団法人豊田
市国際交流協会(TIA)、地域、企業の協力を得て、日本語学
習支援を地域全体で支える仕組みを展開しています。この
「とよた日本語学習支援システム」は、教師が教科書をベー
スに複数の学習者に日本語を教えるという、一般的な方法
とは異なります。システムコーディネーター(SC：事業全体
の企画運営)、プログラムコーディネーター(PC：教室活動
の企画・運営)、日本語パートナー(JP：学習者と1対1で向
き合うボランティア)の3者が役割をもち、外国人の日本語
学習を支援しています。教科書は使わず、進行役のPCの
リードで学習者がJPとの対話を通じて日本語を学び、また
JPも学習者から母国に関する知識や情報を得たり、伝わり
やすい日本語を体得したりという双方向の学びが得られま
す。学習者は、日本語教育の専門家ではない、異なる経験
を持つJPと対話することで、実生活に近い日本語でのコ
ミュニケーションを学ぶことができます。 
　東陽精機株式会社（以下「東陽精機」）は、とよた日本語
学習支援システムのサポートを得て、外国人従業員を対
象に日本語教室を開催しています。取材当日の午後４時
半、作業着姿の外国人従業員が三々五々集まってきて、
PCのリードに従って教室が始まりました。まずPCがその
日のテーマ「たべもの」に沿って、「私は納豆が大好きでそ

こにキムチを入れて食べます」のように、自分のことを話し
てJPと学習者との会話が始まるように促します。会話が終
わると、学習者は別のJPへとパートナーを換え、また会話
を続けます。 
　1時間半の教室が終わると、次回のテーマ「スポーツ」が
伝えられ、宿題が出されます。教室後、PCとJPで、教室の
「ふりかえり」をします。JPたちが、その日の学習者達の感
想や気づいた点等を発表し、次回以降の参考とします。東
陽精機で担当の経営管理室係長の松川斗予子さんは、こ
の取り組みの効果について、「当初はあいさつ程度だった
のが、日本語が上達するにつれて職場でのコミュニケー
ションが進んで雰
囲気が和やかに
なり、結果として
作業効率も上がっ
ています。日本人
従業員も日本語
教室に協力的で、
積極的に彼らを教
室に送り出してい
ます。」と話してい
ました。 

　J ICE中部支所（名古屋
市中区）は厚生労働省委
託事業「外国人就労・定着
支援研修」を実施してい
ます。この研修は、就労に
制限のない在留資格を持
ち、安定雇用を目指す外

国人を対象にし、就労に必要な日本語や知識・スキルな
どを学ぶものです。
　受講するには、ハローワークを通して申し込む必要
があり、初級者対象のレベル１から、日本語能力試験＊
N2合格程度の日本語力の習得を目指すレベル５まで、
5段階のコースにわけられています。日本語の勉強だけで
なく、求人票の読み方、面接での答え方、履歴書の書き方な
どを、学習者の理解度を見ながら課題や目標が達成できる
ように指導しています。例えば、面接の授業では資格の有
無に対する質問に、「全然ないです」と答えた受講者には、
「今、日本語能力試験のN3に備えて勉強中です」と答える
と面接官にアピールできると、実践に役立つポイントをア
ドバイスします。受講者のこれまでの経験から自分の好き
なことや得意なことを分析して、それを活かせるような仕
事を考える、キャリアプラニングの手助けなど、さまざまな
サポートも授業の中で行っています。また、仕事への興味
や視野を広げると共に、職場でのマナーやスキルを学ぶ
ために、外国人の雇用を考えている企業への職場見学も
実施しています。
　職場見学がきっかけとなり、今まで興味のなかった分野

●平成３０年度国内の日本語教育の概要 
　https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/nihongokyoiku_jittai/h30/ 
●日本語教育の推進に関する法律 
　https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/other/suishin_houritsu/index.html 
●地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 
　https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/chiikinihongokyoiku/ 

▲ 日本語パートナー(JP)との対話学習

＊日本語能力試験：日本語を母語としない人たちの日本語能力を測定し認定する
試験として、1984年に、国際交流基金と日本国際教育支援協会(当時：日本国際
教育協会)の2団体が共催で実施している。N1(1級 最も高度)～N5(5級)まで
の5段階レベル。

への就職が決まった受講者もおり、安定雇用に向けた良い
機会にもなっています。
  

宇田川明博さん
　学習者の日本語のレベルがわからない段階
で会話を始める必要があるために、そのレベル
を見極めることが大変です。この活動を始めて
からは、普段の生活の中で困っている外国人を
見ると、日本語で話しかけてみようという積極
的な気持ちが生まれました。ここで学んだ外国
人が日本に来て楽しかったという思い出に残る
ような会話や体験をしてもらいたいです。

奥山逞司さん
　ここでは日頃よく使う日本語の表現でもわ
からない学習者と会話を作っていく必要があ
るので、会話の入口を探すようにしています。
丁寧にゆっくりと細かく説明し、易しい言葉を
選んで意思疎通をはかる必要があるので、ど
んな工夫をしたら日本語が伝わるのかを、活
動を通して自分自身が学んでいます。

　学習者が多様化する中、日本語教育の現場では、生活に根ざした活動や、働くための
日本語に特化したカリキュラムなど、いろいろな取り組みが行われています。多様な学
びの場とそれを担う人たち、そして学ぶ人たちを紹介します。 

日本語の勉強、頑張っています！

日本語パートナー(JP)として参加しています！

日本語教室の現場から日本語教室の現場から

▲ 面接の練習風景

と　　 よ　　こ

　これまで見てきたように、日本語教育は、外国人と共生するためのものへと広
がっています。私たちと彼らは「教える―教えられる」関係ではなく、対等な立場
で、共に暮らすために学び合うパートナーです。多面的な考え方や異文化への
理解を深めて、試行錯誤しながら『対話』を生み出す日本語教育の現場は、
双方向の学びの場といえます。 

〈参考〉文化庁

はたらくための日本語　一般財団法人 日本国際協力センター(JICE)

専門家、地域のボランティア、企業のタイアップ　とよた日本語学習支援システム

　特定非営利活動法人シェイクハンズは2005年に犬山
市を中心に、子どもたちの生活、特に学校の授業のための
日本語支援を中心に活動を開始しました。そして、リーマン
ショック後は日本語ができないと職を追われるという危機
感を持った子どもの親から日本語を教えて欲しいという要
望を受けて、大人向けの日本語教室も開始しました。日本
語の初歩から始める教室でし
たが、「文法の積み上げではな
く、実用的な日本語を身に付
けたい」というニーズに応える
よう、食品のアレルギー、カロ
リー表示の見方、119番通報
のかけ方など、生活に密着し
た言葉を蓄積させていくように

教えています。
　「避難する」という字の読み方や意味だけでなく、この文
字を見たら「今いるところから離れる」という行動をするこ
とも伝えます。 
　また、母国の料理を作って地域のイベントに参加した
り、地元の警察や消防署
による防災講座やAED
講習を実施したりして
います。 
　このように、外国人の
ライフステージに合わ
せた日本語を、日本人と
触れ合いながら学べる
ように意識しています。 ▲ 警察による防災講座▲ イベントで母国料理を紹介

http://shake-hands.jp/ 

生活ですぐに使える日本語を　シェイクハンズ

Web
https://www.toyota-j.comWeb

https://www.jice.org/tabunka/Web

 私はペルーで日系の企業に勤めていましたが、ペルーでの生活は大
変なので、日本語を勉強して日本語能力試験を受け、いい仕事につき
たいと考えて努力しています。家でも毎日１時間は日本語の勉強をし
ています。でも漢字が難しいので苦労しています。日本語能力試験の
３級（N3）に備えて勉強中です。この研修を終えたら、仕事さがしを始
めます。

　日本に来た当初は全く日本語ができず、自習とテレビや友達との会
話で勉強しました。小学校で英語を教える資格を取って、現在ボラン
ティアで英語のアシスタントをしています。子どもが大好きなので、好
かれる先生になって子どもたちに英語を教えるのが夢です。JICEで
は先生がわかりやすく教えてくれるので感謝しています。今は毎日２
時間、家で日本語の勉強をしています。できれば今年７月に日本語能
力試験2級(N2)を受験したいと考えています。

コルケ ロドリゴさん（ペルー出身）

マツカワ アナリンさん（フィリピン出身）
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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

外国人家族の子育て教室『マミーズサロンナカク』 
　名古屋市では、近年外国人の長期滞在化が進み、日本で子
どもを出産し、育てる人が増加しています。
　言葉の壁から子育てに必要な情報を十分に入手できなかっ
たり、同じ悩みをもつ友達を見つけることができないまま、不
安や孤独を感じながら日常生活を送っている外国人の保護者
は少なくありません。
　マミーズサロンは中保健センターが年に3回程度開催する
名古屋市中区に在住する外国人家族のための子育て教室で
す。NICも2016年以来「外国人生活相談出張サービス」とし
て協力しています。
　日本での子育てに必要な情報提供（英語、中国語の通訳付
き）を行い、様々な公共
サービスに外国人もアクセ
スできる環境づくりを目ざ
しています。10月のサロン
に参加した人たちは、中
国、フィリピン、インドの9
名でした。
　「親になる、親になった外
国人」にぜひ知ってほしい
こととして、サロンでは、歯

科衛生士、管理栄養
士、保健士さんが、妊
娠、出産、子育てなど
のアドバイスをしまし
た。NICからは、生活
相談の案内を紙芝居
を使って図解でわか
りやすく説明しまし
た。「日本では帝王切
開を希望できないの
ですか」、「陣痛がき
たらすぐにわかりま
すか」、「生後3カ月に
なるが、ミルクをなかなか飲んでくれなくて」、「帰国して中国
では離乳食をもう食べさせていましたが、日本に戻ってきた
ら時期尚早といわれた」など、参加者からは具体的な悩みが
寄せられました。
　今年度サロンはすでに6月、10月と終了し
ており、次回は3月を予定しています。
　詳細は、名古屋市中区Webサイトをご覧
下さい。

　今回は、2019年度の締めくくりとして、ちょっと視点を変え
て “みなさんが選ぶおすすめの一冊”をご紹介します。NICライ
ブラリーを利用されている方は、どんな本を読み、どんな感想
を持たれたのでしょうか。みなさんの声をお伝えします。 
【「本の名前」／著者名】 
Ⓐ「すごいね！みんなの通学路」
／ローズマリー・マカーニー(文), 西田佳子(訳)
　世界の子どもたちの通学路が紹介されていて面白い。自分
がどれだけ安全に学校に通えているかがわかる。

Ⓑ「英単語の語源図鑑－見るだけで語彙が増える」
／清水 建二， すずき ひろし
　かわいらしい絵とともに、その絵の内容をとてもわかりやす
くかみくだいた日本語で説明してあるところが良い。英単語は、
いくつかの意味が組み合わさり出来ている点が、日本の熟語と
似ていると感じる。この本を読むと、そのような面白さを見つけ
られる。
Ⓒ「未来を変える目標－SDGsアイデアブック」
／Ｔｈｉｎｋ ｔｈｅ Ｅａｒｔｈ（編著・発行）
　斬新で面白いアイデアや、みんなで取り組むべき大
きなアイデアなどが具体的に載っていて、SDGsにつ
いて知ることができる。自分も何か行動に移せるので
はないか、自分も楽しく世界を変えたい、と思った。

Ⓓ「聞いてみました！日本に暮らす外国人(全5巻)」
／佐藤郡衛（監修）
　外国と日本の違いがいろいろ紹介してあって、面白い。
Ⓔ「ミイラになったブタ－自然界の生きたつながり」
／スーザン・Ｅ・クインラン(文), 藤田千枝(訳)
　ある生き物が滅亡した場合、関連する生物だけでなく、植物も
連鎖的に姿を消し、その土地の生態系が完全に失われてしまうと
いうことを初めて知った。全ての生きとし生けるものはつながって
いて、不要な存在など1つもないことが実感として伝わってくる。
　同じ本でも読む人の感性によって評価や感想は異なります。
気になる本は実際に自分で手に取ってみて、自分はどう思うの
か、共感したり、違う考え方だったり、他の人の意見と比較する
のもまた読書の楽しみの一つです。今回紹介した本について、
みなさんはどんな感想を持つでしょうか？   

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。

みなさんが選ぶ、NICライブラリーおすすめの一冊

グローバル人材育成研修
「グローバルユース塾」を開催しました。

インターンを終えてインターンを終えて

　NICでは、この地域の学生が「多文化共生」の現場を体験し、将
来グローバルに活躍するために視野を広げることを目的に長期イ
ンターン生を受け入れています。昨年6月から5カ月間、おもに
「ワールドコラボフェスタ2019」の企画に携わった鳥居さんが、自
身のインターンシップ活動を振り返りました。 

　私が担当したステージ企画「ワールド・ミュージック2019～
世界の音楽でつなげよう！心と心～」では、多文化を知っても
らうきっかけとして音楽というテーマを選び、NIC地球市民教
室の外国人講師とそのご紹介の方々に出演者としてご協力い
ただきました。はじめのうちは私の準備不足でうまくいかない
こともありましたが、ステージ練習の前にしっかり準備をして
自信をもって自分の言葉で伝えられるようになってからは、練
習がスムーズに進み、次第に、出演者の方々からも自主的に
意見が出る良い雰囲気になっていきました。台風のため本番
での披露はできませんでしたが、この経験を通して、自分の言
葉で伝えるための準備の大切さを学びました。半年間ありが
とうございました！

　地球の課題を自分ごととしてとらえ、自ら行動する若者を
育成する「グローバルユース塾」。今回は一般社団法人グロー
バル教育推進プロジェクト（GiFT）代表理事の辰野まどかさ
んをお招きし、「グローバル・シチズンシップ（世界をよりよく
する志）とともに、自ら未来を創り出す」を掲げた連続講座と
して講演やワークを通して、参加者の思い描く未来の社会や
自身のあり方を考えました。

　はじめに、「グローバルに活躍するために、まずは自分を振
り返り自分の思いと繋がることが大切」と辰野さんが参加者
に語りかけると、それぞれが、どんな風に生きてきて何に関心
があるのかを考えました。自身の思いや考えを言葉にして人
に伝えることが「行動する人」への第一歩であることを学び、
また、他の参加者の話を聴くことで相手のもつ異なる視点や
価値観を理解し、共感する姿勢を学びました。 

出し合い全体で発表しました。 
　参加者からは、「誰かが行動するのを期待するのではなく、
自分が行動することが大切」、「なぜ自分はこの課題に関心が
あって、なぜ取り組むのか気づくことができた」などの声があ
りました。

今回の研修では、参加者それぞれが他の参加者とともに
自分の問題意識や思いをブラッシュアップする機会をつ
くることができました。「家族や学校の友だちとは照れく
さくて真面目な話ができなかった」と打ち明ける参加者
もいて、NICは今後も関心や思いを語り合える場をつくり
たいと感じた2日間でした。

自分を振り返り、仲間とともに未来を描く！ 1日目

　1日目の自身の振り返りから気づいた自分の関心事をテー
マに設定し、「教育」「環境」「貧困」など関心分野が近い参加
者とグループワークを進めました。2030年には世界の様々
な課題が解決できていると仮定し、取り上げたテーマの解決
に向けて2019年から11年間でどんな取り組みがあったの
か、自分はどんなことをしてきたかなどについて、アイデアを

様々な生き方とオリジナルの未来  2日目

クイズ Q. NICライブラリーに
　 所蔵されている本は、およそ何冊あるでしょうか。

A. およそ28,000冊

名古屋市立大学人文社会学部 3年 
鳥居 咲良さん

さく　ら

ブラジル教育フェアに出張相談！ ブラジル教育フェアに出張相談！ 
　12月8日(日)、名古屋市公
会堂で開催された、第2回在
名古屋ブラジル総領事館主
催の教育フェア「FEIRA DE 
EDUCAÇÃO」に、NICも出
張「教育相談」ブースを設け
ました。県内外を問わず、ブラ
ジル人学校や大学、留学機関
など、多くの教育機関がブー
ス出展しており、日本語学習、進学、就職についてのセミナーな
ども行われました。 
　名古屋市、愛知県はもとより、静岡県など近隣の県からも多
数のブラジル人が参加しました。午前10時の開始から午後5

時30分まで、相談は途切
れることなく続き、1日で
14件の相談を受けまし
た。大学・専門学校・高校進
学や奨学金についての相
談が多く、ブラジル人の教
育に対する関心の高さが
伝わってきました。 

出張相談 

▲熱心に耳を傾ける親たち

▲名古屋市外国人住民統計より

Ⓐ
Ⓒ Ⓓ ⒺⒷ

▲順番を待つ相談者たち 

▲自分の目標などを書いたGiFT カードを持って撮影

▲NIC教育相談員と相談者
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　インドのベンガル州でハンセン病患者と快復者が暮らすコ
ロニーで活動している「わぴねす」の代表、梶田さんにお話を
伺いました。外交官を目ざしながらも平凡な学生生活を送って
いた梶田さんはある日、大学のワークキャンプサークルの
キャッチフレーズのユニークさに惹かれ、同期と一緒に説明会
に参加、中国でハンセン病快復村のインフラ整備、ハンセン病
患者への偏見を無くすための啓発活動を行うワークキャンプ
に参加しました。それまでハンセン病さえ知らず、ボランティア
活動にもあまり興味がなかった梶田さんは、中国の学生と共
にハンセン病快復者との生活をする中で彼らとうまく打ち解
けられない葛藤や慣れない生活へのいら立ちを抱えていまし
た。思い切ってそのことを中国の学生に本音で吐露してみたと
ころ、予想に反してしっかりと受け止めてもらえたことで、真正
面から人と関わることの喜びを感じるようになりました。この
経験が転機となり、その後インフラ整備、コロニー住人との交
流をするワークキャンプの魅力にはまっていきました。
　そして日本に帰国して、学生ボランティア団体namasteを設

立。差別がひどく新規感染者数の多いインドで活動することを
決めました。namasteではワークキャンプで学生を受け入れ
てくれるコロニーやＮＧＯ選びから現地での活動まで自分たち
で行い、その活動が現在の「わぴねす」のワークキャンプ事業
の前身になりました。2016年にはワークキャンプ、就労、教
育・啓発事業を統括して「わぴねす」を法人化しました。
　ワークキャンプ事業では、奨学金プロジェクト＊1を行ったり、
レクリエーション、歯磨き指導の他に、ごみのポイ捨て問題の
解決活動を学生主体で行っています。就労事業としてキノコ
栽培、三輪バイクのレンタル、マイクロローンプロジェクト＊2
を行うとともに、インド・日本の社会に対してハンセン病への
正しい理解を広める活
動をも行っています。
　梶田さんは、今後、これ
からのインドを作る若い
インド人を巻き込んで、
人材の育成に取り組みた
いと話してくれました。
 

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。

今回は、3月に行う
イベントについてご
紹介します。
 

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

　今回の記事は、昨年8月にNICで受け入れたインターンシッ
プ研修の学生3名が取材・執筆を担当しました。チューター*
のサポートのもと、在館留学生に英語で取材を行いました。
取材に応じてくれたのは、昨年9月に名古屋商科大学大学院
修士課程を修了したチュニジア出身のナディア・スウッシさ
んです。 

　私は2017年に来日し東京で1カ月ほど過ごしたのち、現在
の大学院の修士課程で経営マネジメントなどを学んでいます。
　日本の印象は、東京と名古屋とでは少々違いがあると感じま
した。東京に比べて名古屋は保守的なイメージです。例えば
人々の服装。東京では個性的なファッションの方が多かったの
に対して、名古屋の方々はほぼ同一系統のスタイルで、まるで

制服のように見えまし
た。おそらく名古屋の慣
習として、自分自身の個
性を表現することが難し
いのかなと思いました。
　その反面、名古屋の食
文化は非常に独創的で、
良い意味でギャップがあ
ります。「なごやめし」と

呼ばれている料理はどれも大変美味し
く、東京ではほとんど食べることができ
ません。特にお気に入りは味噌カツ。あの味噌の甘みは癖に
なります。
　また、名古屋の方々は大変親切です。常に私の気持ちを察し
てくださり、優しく温かく接してくださいます。東京に滞在した
ときにはそこまでの印象はありませんでした。
　さらに、何より嬉しいことは夜間自由に外出できることです。
諸外国でも珍しいことだと思いますし、治安が良いことは留学
生をはじめとした外国出身者にとって一番安心で快適な環境
だと言えます。ですから、今は名古屋の文化や生活環境が大好
きで、私にとって留学先を名古屋に選んだことは大正解でした。

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。

　現在、外務省のJETプログラム*を活用して、名古屋市役
所で翻訳や通訳などをしています。大学で医療と日本語を4
年間勉強しました。なぜ日本人には長寿者が多いのか疑問
を抱き、日本の医療、特に保険制度に関心を持ちました。私
はアメリカで救急救命士をしていました。英語を含め５か国
が話せます。英語が話せない患者に遭遇した時、相手の言
葉で話すと患者の表情が明るくなりました。相手に通じる言
葉でコミュニケーションをすることは、やはり大事なことだ
と思い、やりがいを感じました。
　日本は安全で人が親切、食べ物がおいしい、四季があって
景色が移り変わる、そんなところが気に入っています。今住
んでいる名古屋は静かな所、賑やかな所があり、公共の交
通機関が整備されていて便利で快適です。ただ、私は背が
高い(202cm)ので、お辞儀が苦手なのと、サイズの合う服
がないのがさみしいです。
　英語でのイベント情報がとても少ないなか、今一番頼り
にしているのはNICの情報で、たいへん役に立っています。

また地震や台風の災害情報も、外国人にとっては貴重です。
　将来の選択肢として、次の３つのことを考えています。
一つ目は、日本の大学、大学院で学び、
医療分野で働くことです。人の体の仕組
みに興味があり、人を助けたいからで
す。二つ目は、帰国して、外交官の仕事
に就くことです。特に日米両国の文化
を、それぞれに伝えたいです。三つ目
は、アメリカでセミプロ選手までいった
バスケットボールのプロ選手になること
です。
　どの道に進んでも、人とのコミュニ
ケーションを大事にしていこうと思って
います。

名古屋商科大学大学院マネジメント研究科
マネジメント専攻修士課程修了

ナディア・スウッシさん（チュニジア出身）

＊留学生の日常生活について助言したり、会館の事業や運営に協力する学生

＊JETプログラムとは外務省、総務省、文部科学省、自治体国際化協会（クレ
ア）の協力のもと、地方公共団体が、諸外国の若者を地方公務員等として
任用し、国際交流のために働く機会を提供する事業

　今年度、名古屋市とロサンゼルス市は姉妹都市提携60周
年を迎えました。 そして、来年度は名古屋市とシドニー市とは
姉妹都市提携40周年、トリノ市とは15周年を迎えます。食を
通じて各都市を紹介し、姉妹都市をPRするイベントを開催し
ます。

●日時／3月20日（金・祝）午後2:00～4:30
●場所／ららぽーと名古屋みなとアクルス3階 ららスタジオ
　　　　（名古屋市港区港明2－3－2）
●内容
　各都市にはワインという共通の名産があるため、ソムリエ
の島幸子さんを講師にお招きし、ロサンゼルス市のあるア
メリカカリフォルニア州、シドニー市のあるオーストラリア
ニューサウスウェールズ州と、トリノ市のあるイタリアピエ
モンテ州のワインを試飲しながら、それぞれの特徴を学び
ます。
　また、ワインに合わせて、オーストラリアとイタリアの
チーズも試食します。
●参加費／一般2,000円、会員1,000円
　　　　　※当日の入会(右記)も可能です。

～国際協力・インド編～

人として生きられる喜びを! NPO法人 わぴねす

テーマ : 人権

代表　梶田 恵理子さん

「出会えて嬉しいです！」
～インターシップ研修生の異文化体験～

ジェイエル・バレールさん（アメリカ出身）
将来は日米両国の架け橋に

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。

イスティムタアトゥ ビルフドゥーリ マアクム
今日は一緒にいられて

嬉しいです！
（アラビア語）

■取材・執筆
　愛知県立大学外国語学部 3年生
　名古屋市立大学人文社会学部 1年生
　日本福祉大学国際福祉開発学部 2年生
■通訳補佐（チューター）
　愛知県立大学看護学部 4年生
　中京大学国際英語学部 3年生

堀江　菜月さん
髙木　萌々佳さん
ヴ ティ ランさん（ベトナム出身）

安藤　咲さん
北河　陽向さん

シャチと
雄牛

シャチと
グリズリーベア

シャチと
コアラ

●定員／50名（20歳以上対象。申込者多数の場合は抽選。）
●申込方法／名古屋姉妹友好都市協会ウェブサイト
　　　　　　（http://www.nsca.gr . jp/）よりご確認
　　　　　　ください。
●申込締切／2月21日（金）必着

　名古屋姉妹友好都市協会では、随時会員を募集しており
ます。名古屋市の姉妹友好都市（ロサンゼルス市・メキシコ
市・南京市・シドニー市・トリノ市・ランス市）関連のイベント
情報が届くほか、会員限定のイベントにもご参加いただけ
ます。また、一般市民向けのイベントに会員料金でご参加い
ただけます。
●個人会員／年額(4月～3月)1口　3,000円
●学生会員／年額(4月～3月)1口　1,000円
　※下半期(10/1～)に入会の場合は
　　3月までの会費として半額となります。
詳しくは事務局までお問い合わせください。
姉妹友好都市交流にご関心をお持ちの
方々のご入会をお待ちしています！

*1 コロニーの子どもたちが大学へ進学するための貸与型奨学金 
*2 新規起業の資金として小口で貸し出すプロジェクト 

NPO法人 わぴねす http://wappiness.org/WebWeb
info@wappiness.org
 

WebMail

姉妹都市提携周年記念講座
「ワインとチーズで姉妹都市を味わう」

▲202cmのダンクシュート

▲「取材を終えて打ち解けた6人」
　（前列右から堀江さん、髙木さん、ブ ティ ランさん、
　 後列右から北河さん、ナディアさん、安藤さん）

▲キノコの収穫を祝って

自分に制限をかけずに、
失敗を恐れない
家族や友人を大切に

リーダーズ・メッセージ
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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8回 お話を聞く会「外国につながる子どもの教育」
 外国につながる子どもの教育について、教育分野の課題の
整理と東海地域で取り組むべきことを考えます。
講師：小島 祥美 氏（愛知淑徳大学准教授）

２月８日（土）13：30～15：00
第9回 お話を聞く会「対話型活動と『はじめての日本語教室』」
　愛知県主催の「はじめての日本語教室」が対話型で実施
されました。事業のコーディネーターの講師が概要を紹介
します。 
講師：伊藤 クリスティーナ 氏（Bri Asia合同会社 代表） 

３月１４日（土）13：30～15：00
各回ともに、東海日本語ネットワーク（TNN）との共催。

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）
500円（TNN会員は無料）　　　　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。

　「NIC地球市民教室」は、外国人講師が小中学校や地域
の団体に出向き、さまざまなテーマに沿って母国を紹介す
る国際理解教育事業です。この教室で活躍していただける
外国人講師を募集します。１回につき、名古屋市内の講演は
6,000円、市外の講演は8,000円の講師料を依頼者より
お支払いします（税金・交通費込み）。詳しくは募集要項を
ご確認ください。

　　 ①日本語で講演ができること。（書類選考があります）
　　 ②事前の面接と研修（3月4日（水）面接13：00
　　　 ～14:00、研修14：10～16：30実施）に参加
　　　 できること。
　　　 所定の申込書を郵送、Eメールで送付、または持参。
　　　募集要項・申込書の入手方法：ウェブサイトから
　　　ダウンロード可。
　　　 2月26日（水）17時必着
交流協力課　☎052-581-5691
　　　　　　　 koryu@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地球市民教室　外国人講師募集

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

外国語で楽しむ絵本の会

①2月23日（日）14：00～14：30
②3月7日（土）10：30～11：00
③3月22日（日）14：00～14：30
①、③名古屋国際センター 3階 ライブラリー
②中村図書館(中村区中村町茶ノ木25)
一般（親子、家族）　　　　30人（当日先着） 
無料　　　　不要
広報情報課　☎052-581-0100
　　　　　　　 info@nic-nagoya.or.jp

　多文化共生のまちづくりに取り組む「みどり多文化共生ボ
ラネット」との協働で、地域の外国人住民や日本人住民が交
流を深める交流会を開催します。
　防災や防犯について学べるコーナー、けん玉や工作などの
遊びのコーナー、盆踊り、外国の踊り、中国の切り絵などを通
して、住民同士の顔の見える関係づくりをめざします。

3月22日（日）13：30～16：30
名古屋市立南陵小学校(緑区桶狭間森前1348番地)
緑区在住の方を中心とする市民
250人（当日先着）　　　　無料　　　　不要
交流協力課 　☎052-581-5689
　　　　　　　 vol@nic-nagoya.or.jp

みどり多文化交流会

　平日のランチタイムを利用して、名古屋国際センターライ
ブラリーで世界の言葉や文化に触れ、楽しく学びます。講師
はNICの外国人スタッフです。（途中入退出可、昼食持参可）

2月26日（水）12：15～13：15
名古屋国際センター3階 ライブラリー 交流スペース
15名程度（申込先着）　　　　無料
2月1日（土）10：00より、電話にて受付。
広報情報課　☎（052）581-0100

ランチタイムに世界を学ぼう！（ネパール編）

■イベントなど■

　多文化共生の地域づくりについて、文化の違いなどから住
民の間に生じる葛藤「もやもや感」をテーマに考えます。講演
では、異文化間の葛藤をどう捉えるか考え、コミュニティ心理
学の視点から課題解決の可能性をお話しいただきます。ま
た、話題提供では、外国人が住民の半数以上を占める「芝園
団地」（埼玉県川口市）での暮らしから見えてくる将来の地域
社会の姿について報告いただきます。最後にパネルトークで
「もやもや感」とその先にある問題にどのように向き合い地
域をつくるのか考えます。
講師：加賀美 常美代 氏
　  　（目白大学 人間学部 教授 / お茶の水女子大学 名誉教授） 
話題提供者／パネリスト：岡﨑 広樹 氏
　　　　　　　　　　　（芝園団地自治会 事務局長）
パネリスト：アハメド ツレイヤ 氏
　　　　　　　　（元 名古屋市内小学校 PTA副会長）
　　　　　 圡田 哲也 氏（天竜デザイン事務所 代表）

3月8日（日）13：00～16：30
名古屋国際センター 別棟ホール
150人（申込先着）　　　　無料

地域の国際化セミナー2020
「変わる地域、とまどう人々～その『もやもや』の先に～」

◆外国人を対象とした事業◆

休館のお知らせ：2月9日(日)はビル整備点検のため休館します。この地域のイベント(他団体主催)は、NICウェブサイトに掲載しています。

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
電話、メール、ウェブサイトおよび直接来館にて受付中。
定員になり次第受付終了。
交流協力課　☎052-581-5691
　　　　　　　 koryu@nic-nagoya.or.jp

※会員期間：学生・個人（令和3年3月迄）　団体（入会月から1年間）

団体賛助会員　11・12月更新団体
㈻朝日大学、安城市国際交流協会、伊勢湾海運㈱、岡谷鋼機㈱、㈻金城学院、興和㈱、近藤産興㈱、栄公園振興㈱、
㈻椙山女学園、㈱ダイエーディスポウズ、中京大学、（一社）中部経済連合会、東海テレビ放送㈱、東陽倉庫㈱、㈻中西学園、
（公財）名古屋観光コンベンションビューロー、名古屋市立大学後援会、名古屋スペイン協会、（公社）名古屋青年会議所、
㈻名古屋電気学園、㈻南山学園、ブラザー工業㈱、㈱ワーロン （50音順）

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。

学生 1,500円年会費 個人 5,000円 団体 50,000円

名古屋国際センターサポーター募集！

入会記念品

カードケース▶

◀ペンケース

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。 　　  総務課　☎052-581-5674問

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

24,401
16,415
10,503
9,467
7,484
4,829
1,634
1,231
88,121

2,328,846

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12月1日現在）

国・地域 人　数

編 集 後 記

　暖冬で雪が降らずに
お困りの地域もあるよ
うです。グリーンハウス
ガスの影響で地球温
暖化が叫ばれています
が、温暖化の原因はそ
れだけでしょうか。全
世界で速やかに、でも
じっくり取り組む問題
ですね。(晴) 

NICには、ホール、会議室や研修室、展示室、和室の計14の施設が
あります。国際交流行事のためにご利用の場合は、よりお手頃な料
金にてご利用いただけます（※）。ぜひご利用ください。

※団体規約や行事計画書等の事前提出が必要です。
まずはお電話にてお問合せください。

問 総務課　貸し施設係　☎052-581-5679

ホール
（最大250名）

研修室
（51～63名）

会議室
（16～84名）

⸳ᣉߒ⾉ 国際交流イベント・仲間内勉強会・講演会・展示
会など様々な用途にご利用いただいています。

つち  　だ

よし  　み

と　　み　　よ

2月11日（火）10：00より、ウェブサイト、メール、電話
および来館にて受付。定員に達し次第受付終了。
 （受付は火曜～日曜の9：00～17：00）
交流協力課　☎052-581-5689 
　　　　　　　 seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

kokusaicenter @kokusaicenter

主な条件

申込方法

申込締切

場所

申込定員
対象

費用

日時

問

場所
対象
定員
費用 申込

日時

日時

問

問

場所
定員

申込

費用

日時

問
場所

費用 申込
対象 定員

日時

問

場所
費用定員

申込

日時

問

場所
対象 定員

申込
費用

日時

問
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