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平成２８年度の
茨城県留学生親善大使が決まりました！

　今年度は、アジア、欧米、アフリカ等、29の国と地域から112名の茨城県留学生親善大使が任命されました。親善大使のみなさんには、
これから県内各地で様々な国際交流活動に参加していただきます。
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茨城県留学生親善大使
任命式を実施しました

　6月18日に平成28年度茨城県留学生親善
大使任命式を実施し、多くの方々が参加しまし
た。午後の交流会では、おいしい昼食と茨城名産
のメロンを味わいながら親睦を深める貴重な機会となりました。

県内の留学生について
　県内には平成27年12月末現在3,861人の留学生が県内の大学な
どの高等教育機関や日
本語学校で学んでいま
す。県内の大学等では、
中国・韓国・インドネシ
ア・ベトナム等、アジア
地域からの留学生が
83%で109カ国（アジ
ア・中近東31カ国、ア
フリカ22カ国、オセア
ニア4カ国、北中南米
16カ国、ヨ－ロッパ・
その他36カ国）、世界
の様々な地域からの留
学生が生活しています。
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（出典：茨城地域留学生交流推進協議会）

ワールドキャラバン

親善大使の活動内容について

　留学生親善大使
には、学校や団体
のイベントなどで、
国際理解のための
母国紹介等を行う
ワールドキャラバ
ン講師として活躍
していただきます。
毎年約100件の団
体に、のべ200人
以上が活動してい
ます。

いばらきインターナショナル
アンバサダー
　親善大使の皆さんには、世界中の人々に茨城の
魅力を伝える「いばらきインターナショナルアンバ
サダー」として、茨城のさまざまな場所をたくさん
見て、歩いて、食べて、楽しかった思い出を写真や記
事で送っていただき、「アンバサダー」のメールマガ
ジンやフェイスブッ
ク、インスタグラムで
発信していきます。
※詳しくは7ページの
「いばらきインターナ
ショ ナル ア ン バ サ
ダーを募集していま
す！」をご覧ください。

クエスト茨城留学生
研修に参加して、茨城
の楽しめる観光地を
Facebookで
紹介したい！

茨城にあるたくさん
の映画のロケ地の
写真をInstagram
に載せて
みたい！

県北ジオパークのツアー
に参加して、茨城の自然
の素晴らしさを記事にし
てメルマガ
で読んでも
らいたい！

ベナンのダンス

インドネシアって、
どんな国？

クエスト茨城留学生研修
（アサヒビール工場見学）
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事後研修：スタディツアーの振り返り

このスタディ－ツア－に参加して体験できることは？

グロ－バルステ－ジでの活躍を目指して
～青年中国上海スタディ－ツア－～
グロ－バルステ－ジでの活躍を目指して
～青年中国上海スタディ－ツア－～

特 集

　近年スポ－ツや観光、また経済活動等、国境を越えた活動が飛躍的に拡大している中、将
来世界で活躍する人材の育成を進めていく必要があります。
　茨城県国際交流協会では、特に若い世代の活動を支援し、国際体験を促進するための事
業を実施しています。
　今回は県内の大学生を対象とし、現地では茨城県上海事務所を拠点として活動していた
だく、海外研修事業をご紹介します。行き先は世界の大都市「上海」です。

平成２２年、小美玉市に茨城空港が開港しました。
アクセスも手続きも楽な茨城空港を
これから利用してみませんか。

●事前研修では茨城県上海事務所職員が来日し、上海の今を紹
介します。事前に現地の事情も学び、安心してスタディ－ツア－
に出かけることができます。

●事後研修ではスタディ－ツア－の振り返りとして、現地で一緒に
行動したグル－プ別に報告をしていただきます。スタディ－ツ
ア－に参加した仲間との交流も深めることができます。

充実した事前研修・事後研修を準備しています。
世界の大都会、上海

　日本と外国の違いを肌で感じるためには、実際に現地の人たちと話し、共に行動してみることでは
ないでしょうか。このスタディ－ツア－では、現地の中国人大学生、日本人留学生、日系企業関係者と
交流をすることで、現地の最新情報や実体験に基づく話を聞くこもできます。

❶上海の大学を訪れる
華東師範大学等現地の大学を訪れ、中国人大学生、日本人留
学生と一緒に「私にとっての中国・日本」等のテ－マでディスカッ
ションをし、日中のパ－トナ－シップを考えます。

❸交流会に参加する
中国人学生・日本人留学生との交流会、日系企業関係者と
の交流会では、食事を一緒にしながら、実際に現地で勉強
をし、仕事をしている方々から直接新鮮な話を聞き、交流を
深めることができます。

❷上海の人気エリアを視察する
フィ－ルドワ－クとして、現地学生の案内で田子坊など上海の
若者のスポットなど中国の最先端をいく人気エリアを小人数で
散策することができます。

上海ヤクルト訪問 ヤクルト現地社員から学ぶ

茨城県上海事務所とは？
　茨城県では、地理的・歴史的に関係が深く、また
今後の経済的発展が見込まれる中国との交流を
促進するため、1996年に上海に事務所を設立し
ています。茨城県上海事務所では、中国との交流
を望む皆さまのニ－ズに合わせ、ビジネス・経済・
文化・教育など幅広い分野について支援を行って
います。

田子坊エリアを視察
現地学生とのディスカッション

　中華料理、点心の定番。上海が
起源と言われています。滞在中に
一度は食べてみたい料理です。

小龍包（ショウロンポウ）

　中国式揚げパンです。上海で
は朝ごはんとしてよく食べられる
そうです。

揚げパン

　ピ－タン（卵）が入っているトロ
トロのお粥です。やはり朝ごはん
に良いですね。

ピ－タン粥

　中華料理のコ－スでは前菜、ス－
プ、主菜、ごはん（チャ－ハン）、デザ－
トの順で食べます。チャ－ハンの登場
は「もうすぐ終わり」の合図ですね。

炒飯（チャ－ハン）

●留学したいと考えていたため、日本人留学生から新鮮な話を聞
き、モチベ－ションを上げることができました。

●ズバリ、人との交流が良かった。自分の世界を広げる良い機会で
した。

●実際に現地に行って、日本にはない雰囲気や新鮮味を体験してみる
ことで今までの中国に対するイメ－ジが大きく変わりました。

●日系企業関係者の方から海外で働く意義や面白み、難しさを直接
聞くことができ、今後の就職活動を考える上で良い機会でした。

●中国人学生の勉強熱心さを知ることができて大変刺激を受けま
した。

●中国人が日本に親しみを持っていることが分かり嬉しかった。
●たくさんの系統の中華料理を食べることができ嬉しかった。

●川の向こう側はネオンの輝く高層ビルで、反対側はヨ－ロッパを
彷彿させるような時計台等、上海市の夜景の美しさに魅了され
ました。

●事後研修では笑いもあり、皆の意見が凝縮され有意義でした。

昨年の参加者の声を紹介します。

茨城空港を利用します。

企業をめぐる

現地の人たちと交流する

上海は食の都です。
広い中国のいろいろな地方の料理を食することも楽しい異文化理解となります。現地の料理を食する
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事前研修：上海事務所職員の講義

茨城航空に到着した参加学生の皆さん

　将来、国際ビジネスに携わりたい、海外で仕事がしてみたいといった
皆さんにとって、自分の目で海外の企業を見ることは、グロ－バルステ
－ジでの活躍に向けて大きな糧となることでしょう。このスタディ－ツア
－では企業や公的機関等をめぐり、今や世界経済にとって大きな中国市
場のビジネスの現場を学ぶことができます。

❶日系企業訪問
茨城県上海事務所職員の案内で日系企業を訪問し、工場見学や
中国ならではの商品企画、販売ル－トの獲得等について現地社員
の方から直接話を聞き、学ぶことができます。

❷現地施設訪問
在上海総領事館等公的機関を訪問し、現地職員から中国の年々変
貌する社会や経済状況について学ぶことができます。

１日目 茨城空港から直行便で上海へ
 ●（夕食）上海事務所職員との懇談
２～４日目 ●茨城県上海事務所から中国事情を学ぶ（インタ－ンシップ）（茨城県上海事務所訪問、在上海総領事館訪問、日系企業訪問・企業関係者との交流会、等） ●中国人大学生及び日本人留学生との交流

（現地の大学校内視察、現地学生とのディスカッション、現地大学生との交流会、等） ●（フィ－ルドワ－ク）各自の課題に基づいて上海の人気エリアを探求
５日目 午後便にて上海から一路茨城空港へ
現在企画調整中です。（実施内容については変更の可能性があります。）内容決定後、ＨＰやちらし等で募集を行います。

上海での研修内容上海での研修内容

本年度の企画について

募集対象 茨城県内の大学生
（原則として茨城県在住の方、または県内の大学に通う学生の方）

期　　日 ２０１７年２月２７日（月）～３月３日（金）　４泊５日

企　　画 （公益）茨城県国際交流協会 協　　力 茨城大学

本年度の青年中国上海スタディ－ツア－は以下内容で実施予定をしています。
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交交

　私たちの住む神栖市の外国人登録者数は約2,200人、
うちタイ人の方は約400人おられます。甚田さんは市内のタイ人の方

から信頼も厚く、翻訳の依頼から各家庭のさまざまな生活相談まで、いつも親身になって対応しておられる
姿が印象的です。市内のタイ人の方には、ときには優しくときには厳しい、みんなのお姉さんのような存在
だと聞いています。
　また、当協会でも長く理事を務めていただいており、各種会議やイベントにも積極的に出席して市内の国
際交流に大きく寄与してくださっています。日本人だけの運営ではなかなか気づかない部分も、甚田さんの
意見から外国人の視点に気づかされたりと学ぶところが多く、当協会になくてはならない存在です。
　2006年度には長年の活動が認められて茨城県国際化推進奨励賞を
受賞されましたが、10年経った今でも変わらず精力的に活動しておら
れます。今後もますますのご活躍を期待しています！

かみすフェスタにて

（左から２番目が甚田
さん）

本番に向けて英会話の練習

地元の観光スポット
を英語でガイド

ベトナム留学生やベトナム
人家族とのイチゴ狩りもベトナム国家主席と固い握手を交わす下山田虎之介名誉顧問（国家主席官邸＝２０１４年１０月６日）

　日本ベトナム友好協会茨城県連合会
（齋藤平会長）は、今年前半の主な行事を終り、

いま8月の定期総会と第20次ベトナム友好訪問団派遣を準備中です。
　また、来年の創立50周年を一回り大きな県連組織で迎えようと、ベトナム戦争中の県連創立から半世紀、会長として先頭に立っ
てきた下山田虎之介名誉会長〈全国副会長〉の提唱で会員増と研修強化、財政基盤充実に挑戦中です。
　茨城県連合会は、１月に恒例の「新春の集い」を開き、橋本昌知事やベトナムのグエン・クオック・クオン大使ら各界代表160人の
ご参加をいただき、ベトナムとの友好親善促進と県内ベトナム人への協力・支援など誓いました。
　3月には水戸市の県民文化センターで日越初の合作映画「ベトナムの風に吹かれて」上映会を開催。両国にまたがる高齢者福祉を
テーマに、1000人を大きく越える鑑賞者で賑わいました。
　5月下旬、水戸市で日本ベトナム友好協会全国総会が開かれ、全国の代表150人が、ベトナム人が増える農業・医療福祉の現場
の課題、南シナ海の中越紛争など討論。下山田全国副会長が再選、池田勇夫県連副会長が全国副理事長に新任さ
れました。6月初め、東京・代々木公園での「ベトナム・フェスタ2016」では、本県の「みのり太鼓」公演を
支援し、好評を博しました。
　また、主催行事には留学生を招待、ベトナム人家族とのイチゴ狩りなどの交流会も進めています。

　昨年の夏に、英語ガイドとして外
国の方に茨城県の観光スポットを案
内する研修に参加しました。ぜひ自
分たちの地元の魅力を紹介したいと
考え、大子町の袋田の滝を案内す
るコースを選びました。英語ガイド
は初めてでしたが、茨城県の観光
ガイドの方から観光案内の仕方を
教わり、英語で話す練習を積み重
ねて準備をしました。さらに、ＡＬＴ
の先生と袋田の滝へ行ってリハー
サルを行い、ガイドする場所や場
面を想定して、外国の方への紹介
の仕方や話題などをチームで考えました。
　十分に準備して臨んだつもりでしたが、
実際にやってみると、緊張してうまく話せ
なかったり、話題が尽きてしまったり、調べ
ていなかったことを質問されて戸惑ったり
と英語で話すこととガイドすることの両方の難しさを感じました。しかし、手探りでガイドをしていく中で、相手に伝えたいことが伝
わった喜びや楽しんでもらえた達成感、言葉や文化が違っても気持ちがあれば通じ合えるという安心感を味わうことができました。
また、笑顔は万国共通だということも実感しました。
　私は英語が得意というわけではありませんが、この研修を通して英語がより好きになりました。そして、もっと外国の方とコミュ
ニケーションが取れるようになりたいと思うようになりました。英語学習にさらに熱心に取り組み、卒業後は国際理解について学
びたいと考えています。また、世界の人たちとお互いに理解し合うためには、まず日本の文化を自分自身が正しく理解する必要が
あると強く感じるようになりました。この研修から学んだことを生かして、自分の言葉で日本文化を世界へ発信できるような大人に

なりたいです。

　日本での留学はもう２回目
です。2つの留学を合わせて、
3年間経っているので、日本
での生活に慣れてきたと思い
ます。しかし、2010年の4月
に初めて日本に来たとき、驚
くことが様々ありました。その中で、特に面白いと思ったのは「いつでも、どこでも眠ることができる」という日本人の能力です。
　日本人にとっては、電車の中で寝ること、研究室や図書館で寝ること、授業で寝ることは当然だと思いますが、日本に来たばか
りの私にとっては理解できないほど、不思議なことでした。
　最初、電車の中で寝ている日本人を見たら、「持ち物を盗まれちゃう！」、「自分の駅を通りすぎちゃう！」とよく考えていました。し
かし、日本にいればいるほど、残業などのせいで寝不足をよく経験している日本人は通勤時間が長いため、その時間を有効に使う
ようにしているのではないかということが分かってきました。この発見以来、私も東京に行くとき、電車の中で寝るようになりました。
　研究室や図書館で寝ることに関しては、初めは、こういう場所は寝るのに不便だし、寝ている人は他人に迷惑をかけてしまうと思っ
ていました。しかし、この現象の理由をよく考えれば、勉強する間、30分～１時間程度の睡眠によって、日本人は自分の生産性を
向上させているのではないかという結論にたどり着きました。
　もう一つの現象は授業中寝ることです。先生が話している間や、同級生の発表のときに日本人の寝ている姿を見たら、「失礼です！」
とよく腹が立ちます。しかし、この現象の原因はいつも寝不足を感じている日本人の生活や国民性、または教育システムにあるの
ではないかと考えています。
　以上のように、日本人の睡眠習慣は不思議で、興味深いです。リトアニアではこの現象は納得がいかないと思いますが、日本に
しかない事情があるからこそ、日常的なものになっていると考えられます。

○神栖市の国際交流活動に参加してよかったこと、感じていることなど教えてください。
　神栖に来て34年になりますが、この間いろんな思い出があります。神栖市（当時は神栖町）
国際交流協会ができたときから協力していますが、当時は何ごとも手探り状態で大変なときも
ありました。今は活動内容も充実して、交流イベントも充実しています。これからは現状の活
動に加え、活動から離れている会員や、新規会員にもどんどん活躍してもらえるよう、新し
い世代の方々のお手伝いもしていきたいと思います。
　
○日本に住む外国人の方々へのアドバイスやメッセージをお願いします。
　住んでいる地域のマナーや決まりを守って、コミュニティのよき住民になりましょう。また、
必要な情報を集めるには待っているだけでは不十分です。又聞きや口コミに頼らず、正しい情
報や最新の情報を得るために、市町村の役場や国際交流団体を積極的に訪ねてみてください
ね。そういう場所には、困っている外国人を助けるためのツールや情報がありますよ。

会長　齋藤平
日本ベトナム友好協会茨城県連合会

創立50周年へ ― ベトナムとの友好さらに進
めます

漆谷 百野
大子清流高等学校 ３年

YOUNG EYES
地元の魅力を世界へ

神栖市国際交流協会
わが町の外国人リーダ

ー

ベトナム駐日大使や各界代表を招
いて友好親善を誓い合う恒例の「

新春の集い」

息栖小での国際交流会

甚田スリーラットさん
神栖市在住（在住歴34年）
タイ王国出身

じん　た

甚田さんをご紹介します

甚田さんにお聞きしました

ヨマンタイテ ジヴィレ

筑波大学大学院人文社会科学研究科
国際日本研究専攻
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レセプションで挨拶を行う橋本知事（中央）

茨城の味覚を紹介

飯倉公館外観

　平成２８年６月１日（水曜日）、茨城県と外務省、ジェトロ茨城貿易情報センター
とが連携し、投資先としての本県の優位性や、食や伝統工芸、観光地などの様々な
魅力を世界に向け情報発信するため、標記セミナー及びレセプションを、都内の
外務省飯倉公館において開催しました。当日は、外資系企業や各国の大使館関係
者、海外メディア関係者、国会議員などあわせて約３００名が参加しました。

　ジェトロ茨城貿易情報センターとの共催で行われた第１部「いばらき外資系企
業等誘致セミナー」では、（株）経営共創基盤代表取締役ＣＥＯ冨山氏の基調講演
「外国企業からも選ばれる『イノベーション都市』とは」があり、これからのイノ
ベーションの方向性や、つくばが持つ高いポテンシャルなどについてお話しいた
だきました。また、クレイトンポリマージャパン株式会社中西代表取締役社長より、
つくば市の立地の優位性や今後の課題などについて、実体験に基づくお話をして
いただきました。このほか、茨城県国際課清瀬課長による、本県の投資環境につ
いてのプレゼンテーションがありました。

　セミナーに引き続き開催された第２部「外務大臣及び茨城県知事共催レセプ
ション」では、岸田外務大臣及び橋本知事出席のもと、食や伝統工芸、観光、つくば
の科学技術など、本県の持つ様々な魅力を体験していただいたほか、本県出身の
川嶋志乃舞さんによる三味線演奏などを行いました。
　レセプション参加者からは、「今度は家族でいばらきに旅行したい」、「感動レベ
ルの食だった」といった声が聞かれたほか、食材を大使館で使用したいと、出展者
と名刺交換する様子もうかがえました。
　県では今後も引き続き、世界に向け積極的に本県の魅力をアピールし、外資系
企業等の誘致や県内事業者の海外展開促進、海外からの観光客の誘致促進など
につなげていきます。

茨城県国際課　主査　坂本 好英
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県だより

皆さん、こんにちは。私は2014年4月より茨城県庁から常陽銀行に派遣され、現在、常陽銀行
シンガポール駐在員事務所に勤務しています。
茨城県内では、経済の活性化を図るため、官民が連携して、様々な取り組みが行なわれており、

最近では、海外の成長を取り込むため、海外生産拠点の建設や安心・安全な日本食品の輸出、海外
からの観光客の誘致などの取り組みが行われています。
特に成長著しい東南アジアにおける動きが活発です。我々もこうした取り組みを支援するため、

東南アジアでの情報収集とその提供を行っています。
ここシンガポールは、1人当たりのGDPが日本を越える先進国で、物価水準も高く、我々駐在員
が一番困るのは、日本食の値段の高さです。例えば、シンガポールではラーメン一杯の値段が約
15Sドル（約1,200円）です。ローカルフードは5Ｓドル程度（約400円）と安いのですが、1ヶ月
も住むとどうしても日本の味が恋しくなります。また、おしぼりやお茶なども有料のお店がほとん
どで、日本のキメ細かいサービスが懐かしく思えます。
こちらに来て改めて感じることは、人の繋がりの大切さです。2年近くシンガポールを中心に東
南アジア各都市を訪問していると、仕事関係を含めて、海外や日本の方とのネットワークを広げる
機会に恵まれました。その延長として、アジアで一番優秀と評価されているシンガポール国立大学
リークアンユー大学院の方々の茨城県つくば市への訪問が、今年の初めに実現しました。
毎月開催している在シンガポール茨城県人会も人脈づくりに一役買っています。会では、茨城か

ら当地に輸出されている食品を酒の肴に、みんなで楽しく語り合い、明日への英気を養っています。

茨城育ちのシンガポール駐在員が感じる東南アジア雑感
茨城県商工労働観光部　産業政策課　経済交流支援室

係長 西口 智雄（常陽銀行シンガポール駐在員事務所 駐在）

地球だより

シンガポール国立大学
リークアンユー大学院の

日本ツアー

常陽銀行シンガポール
駐在員事務所にて

（右から２番目が西口氏）

在シンガポール
茨城県人会の方々と
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