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小学生国際理解教育事業が好発進！！小学生国際理解教育事業が好発進！！小学生国際理解教育事業が好発進！！

まずは各国の言葉で「コンニチハ」

韓国のお兄さんお姉さんと仲良しになりました

多民族国家ブラジルの様子をわかりやすく解説

馬頭琴の音色を一生忘れないことでしょう

　（財）豊田市国際交流協会では今年度から初めての試みとして「小学生国
際理解教育事業」を実施しています。この事業は市内小学校の児童をとよた
グローバルスクエアに招き、国際理解教育授業を実施するものです。今年度
は11校、のべ637人の児童が授業を受ける予定です。講師は国際理解教育に
明るい、大学生を中心にする市民ボランティアグループにお願いしています。
彼らは教育の専門家ではありませんが、国際理解教育分野においてそれぞれ
真剣に取り組んでいる皆さんです。既に何回か授業が実施されましたが、学
校での授業とは異なったユニークな視点で授業を展開しています。本稿では
今まで実施されたものをいくつか紹介します。
　名古屋大学ＥＩＵＰは大学院の留学生をメインにして、日本人の学生がサポ
ートをする形態を取っています。インドネシア、タイ、台湾、韓国という様々な
国からの留学生が講師となりました。各国の言葉でのあいさつを学んだり、
それぞれの国の小学生と自分たちの一日の過ごし方を比べることを通して文

化の違いを認識しました。韓国の回は留学生が民族衣装を着て登場し、児童
たちは韓国の子どもの遊びを体験しながら韓国の文化を学びました。
　多文化共生サークルSmileの授業では遊びを通してミャンマー、ブラジルに
ついて学びました。その回に外国人講師はいませんでしたが、在日外国人の
抱える問題をいつもシェアしているメンバーだけに、授業内容も一味違いま
す。児童がよく知っている有名人の写真などを並べ、それぞれがどこの出身
か考えさせます。見た目の違う人々がみんなブラジル人だということを最後
に聞かされ、ブラジルが多民族国家であることを学びました。
　愛知県立大学は中国の内モンゴルからの留学生と馬頭琴演奏者のグルー
プです。留学生はみな日本語に堪能で、羊の骨を使ったおはじきに似た遊び
の紹介や民族衣装の試着などを通してモンゴル文化について教えてくれまし
た。また、すぐ目の前でモンゴルの民族楽器である馬頭琴の演奏を見ること
ができた子どもたちには一生の思い出になったと思います。
　今後も様々な国際理解教育授業を展開してまいります。事前に連絡さえあ
ればどなたでも見学できますので、ご興味のある方はTIAまでご一報くださ
い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （構成／佐藤健）



インフォメーション

●日本語サロン
内　容）TIAボランティアグループによる受講者のレベルに

応じた授業
日　時）10月8日～3月11日　毎週水曜日　午前10時～12時
受講料）1,000円／期（コピー代として）
レベル）入門～上級クラス
申込み）10月8日（水）10時より直接TIAにて。途中参加可
その他）小さい子どもさんと一緒でも可

日本語教室
お知り合いの外国人市民の方にお知らせ下さい！

毎週日曜日　自国の文化を紹介、各国の方と交流するTIA
ナショナルデーを開催しています。

同じ言語については再受講不可

●Ciao! 旅するイタリア語講座
期　間）11月8日～11月29日毎週土曜日午後2時～4時　

全4回
内　容）イタリア語と文化を学ぶミニ講座
定　員）先着20人
受講料）2,000円（テキスト代は別途2,000円程度）
申込み）10月21日（火）午前10時より外国語講座専用電話
　　　（℡0565－37－0400）

●ハングル入門講座
期　間）12月5日～3月27日　毎週金曜日午後7時～8時半

全16回
内　容）ハングルの基礎と文化を学び、理解を深める。
定　員）先着20人
受講料）7,200円（テキスト代込）　
申込み）11月6日（木）午前10時より外国語講座専用電話
　　　（℡0565－37－0400）

●中国語入門講座
期　間）1月8日～3月26日　毎週木曜日　10時～12時　
　　　  全12回
内　容）中国語の基礎と中国の文化を学び理解を深める
定　員）先着20人
受講料）6,000円（テキスト代は別途）　
申込み）12月5日（金）午前10時より外国語講座専用電話
　　　（℡0565－37－0400）

●スペイン語入門講座
期　間）1月6日～3月31日　毎週火曜日午後7時～9時
　　　  全12回
内　容）スペイン語の基礎を学ぶ。
定　員）先着20人
受講料）7,200円（テキスト代は別途2,000円程度）　
申込み）12月9日（火）午前10時より外国語講座専用電話
　　　（℡0565－37－0400）

外国語講座

●TIA設立20周年記念事業
　設立20周年を記念し、国際をテーマに連続講座を開講
しています。
時　間）講　演：午後1時30分～3時
　　　　交流会：3時～3時30分
会　場）とよたグローバルスクエア
定　員）先着200人　交流会は80人
参加費）無料　交流会参加の場合は500円
申込み）名前、連絡先、交流会参加希望について、電話、

FAX、E－mailにてお知らせください。
第二回）10月21日（火）「難民支援を仕事として」
　　講師　根本かおる（特非）日本UNHCR協会事務局長
第三回）10月31日（金）「辺境の食卓」
　　講師　椎名　誠（作家）
第四回）11月27日（木）「雅楽の調べは国境を越えて」
　　講師　東儀秀樹（雅楽演奏家）

●ホストファミリー募集！
　桜花学園大学留学生（韓国籍）のホストファミリーを募
集します。
受入期間）11月15日（土）午前10時～16日（日）の1泊2日
募集家庭）6家庭（男性2人、女性4人）
申 込 み）10月5日（日）午前10時より豊田市国際交流協会
　　　　（℡0565－33－5931）
＊申込みにはTIAボランティア登録（500円）が必要です。

TIA主催事業

●オープンハート
「アフリカンアートに触れて考える国際貢献～ティンガテ
ィンガ体験と素顔のタンザニアについて知ろう」
　タンザニア出身アーティストによる、愛・地球博でも好
評だった色彩豊かな絵画“ティンガティンガ”の紹介とそ
のスタイルを用いたコースター作りを通してタンザニアへ
の理解と友好を深めます。
日　時）10月26日（日）午後2時～4時
場　所）とよたグローバルスクエア
定　員）特になし（ティンガティンガ体験は先着20名、要

事前申込み）
参加費）無料（体験希望者のみ材料費500円）
申込み）9月19日（金）より豊田市国際交流協会（℡0565

－33－5931）
＊家で眠っている未使用の文房具があればお持ち下さい。
国際貢献としてタンザニアに送ります。

●日本文化紹介グループ　日本文化体験デー
　紅葉の美しい日本家屋で、日本文化を体験してみませんか？
期　間）11月16日（日）午後12時30分～3時
対　象）豊田市近郊在住・在勤の外国の方
内　容）着物、お茶、お花、折紙、絵手紙、習字
場　所）喜楽亭（産業文化センター駐車場西側）
定　員）先着20名
参加費）500円
申込み・問合せ）11月5日（水）から豊田市国際交流協会
　　　（℡0565－33－5931）

TIAボランティアグループから

●年末年始休館日のお知らせ
12月28日（日）～1月5日（月）

その他

時　間）午後2時より
参　加）無料、参加自由
今後の予定）10/12　アメリカ：「ダンシング・キャデラッ

ク」によるカントリーダンスの披露と体験　10/19
　カンボジア：文化とカンボジア語の紹介、歌・踊
りの披露と衣装の試着　11/9　オーストラリア：
オーストラリアの自然と文化について、観光・留学
案内　11/23　英国：コンテンポラリーダンスの披
露　＊自国をご紹介していただける方も募集中！

ナショナルデー

INFORMATION
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TIA最新トピック

　日本ブラジル交流年記念事業として、去る8月31日から14日間の日程で9名の若者（大学生3名、社会人6名）
がブラジルを訪れました。現地では様々な方々との交流により友好を深め、また日系社会や移住史についても
学び、そして多くの現地での体験により自分の視野を広げ、考えることができ、充実した旅になりました。
　メンバーの皆さんには、たくさんの素敵な思い出と貴重な出会いに感謝して、この素晴らしい体験をこれから
の人生に活かしていただきたいと思います。
　最後に、この事業の実施にあたりご協力していただいた、日本ブラジル交流年記念事業実行委員会およびワ
ーキンググループの皆様、ブラジル愛知県人会、その他日本およびブラジル関係団体の皆様に心よりお礼申し上
げます。

日本ブラジル交流年記念事業「若者ブラジル探索の旅」日本ブラジル交流年記念事業「若者ブラジル探索の旅」日本ブラジル交流年記念事業「若者ブラジル探索の旅」

◆旅程

日時：12月14日（日）午後2時から
場所：豊田市国際交流協会
内容：メンバーによる現地報告および

座談会、歓談
申込：11月19日（水）午前10時から電

話（0565－33－5931）にて申
込開始

定員：先着50名
（構成／兵藤隆裕）

◆「若者ブラジル探索の旅」報告会
　のお知らせ

8/31（日）
9/1（月）
2（火）
3（水）
4（木）
5（金）
6（土）
7（日）
8（月）
9（火）
10（水）
11（木）
12（金）
13（土）

名古屋
リオデジャネイロ

クリチバ

サンパウロ

機中
名古屋

場　　所 内　　　　　容日　付
名古屋～サンフランシスコ～ワシントン～
リオデジャネイロ到着、ポンデアスーカル見学
コルコバードの丘のキリスト像見学、現地大学生との交流
クリチバにて現地小中学校訪問
ヴィラ・ベーリャ州立公園見学
ブラジルトヨタ、東山農場見学
ホームステイ
ホームステイ
サントス港見学、サントスニッケイ協会訪問
モンチアズール（貧民街支援NPO）訪問
市場、パウリスタ博物館、東洋人街、移民資料館見学
愛知県人会訪問、帰路へ
サンパウロ～シカゴ～サンフランシスコ～
名古屋到着
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アジアンテイストに統一された店内

駅から近いので仕事帰りにおススメ
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豊田市民
文化会館

TIA（産業文化センター3F）

2008年10月１日発行（3,000部季刊）
編集・発行  財団法人豊田市国際交流協会（TIA）

〒471－0034 豊田市小坂本町1－25　豊田産業文化センター3F
TEL（0565）33－5931  FAX（0565）33－5950
E-mail：tia@hm.aitai.ne.jp〈月曜休（ただし祝日は開館）〉
〔ホームページ〕　http://www.tia.toyota.aichi.jp/

MEET THE WORLD多文化の窓

Café Campur（カフェチャンプール）
多国籍食　豊田市月見町1－8－7　新豊田ステーションビル1F　TEL：0565－33－3733
営業時間　ランチ／11：30～16：00　スィーツ／14：00～16：00　ディナー／18：00～00：00　定休日　火曜日

TIAボランティア登録のお願いTIAボランティア登録のお願い

■登録期間　4月から2009年3月末まで（1年間）

■登録手続　新規の方は登録用紙に記入の上、年間
　　　　　　登録料500円を添えてTIAまでお持ち下

さい。更新の方は毎年4月に同様に更
新手続きをお願いします。

■ネームカード　今年のネームカードはピンク色です。
　　　　　　　TIAボランティアとして活動中は登録
　　　　　　　時にお渡しするネームカードを携帯
　　　　　　　下さい。

詳細はTIA事務局までお問合せ下さい。

　TIAではボランティアとして活動する方には、ボラ
ンティア登録をお願いしています。

　新豊田駅から北へ歩いて2分。
10カ国以上のお料理でもてなす
多国籍食「カフェチャンプール」
がこの4月にオープンしました。
お 店 の 名 前 は マ レ ー 語
「Campur（混ぜるの意）」から。
いろいろな国の料理を思い思い
に選んで楽しんでほしい、という
マスター佐野さんの思いからつ

バリニーズコース（お一人様￥3,500）
＊90分飲み放題はプラス￥1,200

　日本ブラジル交流年2大事
業「ビバ！ブラジルデー！」と「若
者ブラジル探索の旅」、本当に
多くの方々のご協力により、無
事に成功させることができました。
これらの事業が皆さんの楽しい
思い出のひとつになり、両国の
さらなる友好の一助となったこと
を心から嬉しく思います。（兵）

けられました。
　お店の魅力は何と言っても多国籍にこだわ
ったメニューの数々。ロシアのボルシチ（シチ
ュー）やインドネシアのナシゴレン等にサラダ、
フリードリンクのついたお得なランチ（￥850
～）を始め、ティータイムには甘党にも好評な
特製アップルパイや杏仁豆腐、そして夜には
ぐんとバリエーションが増え、メキシコのチリ
ボール、ブラジルのカンジャデガリーニャ（雑
炊）等の一品、また何を注文しようか迷った時
には「チャンプールコース」からチャレンジす
ることもできます。
　お勧めのメニューを尋ねると「特にこれっ
て言うものはないです。」と意外な答えが。
“本場の味”と“日本風にアレンジした味”、10
年という歳月をかけ工夫を重ねてきたご自慢
の料理はどれも一度は味わっていただきたい
ものばかり。どこか一つの国やメニューにこ
だわるのではなく、本当に色々な料理がある

ことを知ってほしい、とのこと。
　男性のお客様が少ないのが悩みという佐野
さんからのメッセージは、「豊田にない新しい
個性的な店を目指しています。ディナーにはボ
リュームのあるメニューや豊富なアルコール類
も取り揃えているので、きっと男性にもご満足
いただけると思います。」皆さんもぜひ多国籍
料理をお友達やご家族と味わってみてはいか
がですか。
（構成／
　梅木美佐江）

退任の挨拶
TIA前専務理事・平山鉄夫（8月31日付・退職）
　8月31日を持って退職することとなりました。本当に多
くの皆様のお世話になりました。
　心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
　日本語教室、愛・地球博、外国人集住都市会議、とよたグ
ローバルスクエアの開設、日本ブラジル交流年記念イベ
ントなどなどさまざまな場面で本当に多くの人との出会
いがありました。
　「一期一会」は好きな言葉の一つですが、TIA在籍6年の間に得ること
ができたこのご縁を大切な宝としてずっと守っていきたいと思っておりま
す。
　TIAボランティアの皆様、豊田理事長を始めとするTIA職員の皆様、そ
してTIAに関係するすべての皆様、ＴＩAがこれまで成し遂げてきた成果を
さらに発展させ、TIAが市民の皆様から信頼され、地域の国際化に一層の
貢献をされることを期待しております。
　ある日、1人の市民として、外国人や日本人など多くの人で賑わうグロ
ーバルスクエアで寛いでいる自分がいたらいいなあと想像しております。

ようこそ！
TIA専務理事・高津康孝（9月1日付・トヨタ自動車から）
　９月より着任しましたのでよろしくお願
いします。
　トヨタ自動車では、アフリカや北米およ
び欧州でのビジネス経験はありますが、実
際に海外に住んだ経験はカナダしかありま
せん。
　海外から豊田市に来られている皆さんが、快適な生活
を送って頂けるよう、豊田理事長をはじめ豊田市の意向を
踏まえ、理事・評議員の皆様の助言を頂きながら協会の運
営に尽力するつもりでおりますのでよろしくお願いしま
す。
　「とよたグローバルスクエア」に一人でも多くの皆様に
気軽に来場頂き、楽しく交流頂ける様に、またＴＩＡに来て
良かったと思っていただけるような場所にすべくスタッフ
と力を合わせて色々と企画をしていきたいと思います。

人事異動のお知らせ
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