
平成２１年 ７月 ２日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  石 川  哲 夫 殿 

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書 

団体名  福）茨城県社会福祉協議会     担当者名  阿久津  

 

「ワールドキャラバン」国際理解教育については，下記のとおり実施しましたので報告します。 

 

記 

実施日時 平成２１年６月４日（木）  １０：００ ～ １５：００ 

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中会議室 

参加者と人数    茨城わくわく学園生きがい創造課程 国際交流講座 受講生２７名 

派遣講師名と出身国 講師名：バロン オレリアン ロバート エミール  出身国：フランス 

活動の内容 講師出身国の紹介 
講師出身国のあいさつ等簡単な会話等の紹介 
講師出身国の代表的な茶菓を賞味しながらの交流会 

参加者の感想 ・フランスについて中身をよく知る経験がなかったが、今回の講座である程度深くフラ

ンスを知ることができた。 
・移民の国で各国から受け入れてきたこと、あるいは酒類の消費が減ってきていること、

畑が多いなどこれまでのフランス観を変えることもいろいろ教わって有意義だった。 
・観光としてのフランスに馴染みを感じるため、入国してから各地の観光地、施設等の

説明がもっと多くあったらと感じた。 
・とても身近な国と感じた。 
・フランスのイメージはみなお洒落で、おいしい料理（自分はフランス料理が一番好き）

を食べて素敵な国と思っていた。素敵な国には違いないが、その上とても好きな国にな

った。 
担当者の感想 ・本講座の「各国を知るシリーズ」の初回として、本会の意図する内容構成に配慮いた

だいた。 
・事前に受講生に取ったアンケートの内容や、講義中に寄せられた質問について、丁寧

に対応していただいた。 
・「フランス」に関する情報・データを沢山ご用意いただいたが、一部、再生できないな

どのトラブルがあり、大変残念だった。 

 



平成２１年 ７月 ２日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  石 川  哲 夫 殿 

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書 

団体名  福）茨城県社会福祉協議会     担当者名  阿久津  

 

「ワールドキャラバン」国際理解教育については，下記のとおり実施しましたので報告します。 

 

記 

実施日時 平成２１年６月１１日（木）  １０：００ ～ １５：００ 

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中会議室 

参加者と人数    茨城わくわく学園生きがい創造課程 国際交流講座 受講生２３名 

派遣講師名と出身国 講師名：アンバー チャン  出身国：オーストラリア 

活動の内容 講師出身国の紹介 
講師出身国のあいさつ等簡単な会話等の紹介 
講師出身国の代表的な茶菓を賞味しながらの交流会 

参加者の感想 ・自然が素晴らしく、とても住みやすい国と聞いていたが、本当に住みやすそうで、人

との関係もとてもよいと感じた。 
・多民族国家でありながら、平和的な国の説明がよかった。 
・アボリジニ、世界遺産のことなど、オーストラリアの歴史から普段の生活まで幅広く

伝えてくれた。 
・英語を話しているのに、オーストラリア特有の言い方も沢山あり一度行ってみたと思

った。 
・話し方や、少しでも自国のことを伝えようとする気持ちなど、講師の人柄がとても伝

わる良い内容であった。 
担当者の感想 ・終了時間についての確認が十分に取れず、午後の部の運営を急がせてしまった。 

・事前に受講生に取ったアンケートの内容や、講義中に寄せられた質問について、丁寧

に対応していただいた。 
・視覚的な教材ばかりでなく、小学校の制服やバスのチケット、写真、地図やパンレッ

ト等々、生活に密着したものもたくさん用意いただき、大変参考になった。 
・オーストラリアを代表する食品については、たくさんの種類を紹介してもらい、受講

生から大変好評であった。 

 



平成２１年 ７月 ２日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  石 川  哲 夫 殿 

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書 

団体名  福）茨城県社会福祉協議会     担当者名  阿久津  

 

「ワールドキャラバン」国際理解教育については，下記のとおり実施しましたので報告します。 

 

記 

実施日時 平成２１年６月１８日（木）  １０：００ ～ １５：００ 

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中会議室 

参加者と人数    茨城わくわく学園生きがい創造課程 国際交流講座 受講生２８名 

派遣講師名と出身国 講師名：バーク ジェフリー アラン  出身国：アメリカ合衆国 

活動の内容 講師出身国の紹介 
講師出身国のあいさつ等簡単な会話等の紹介 
講師出身国の代表的な茶菓を賞味しながらの交流会 

参加者の感想 ・今回は特にテキサスの話で興味があった。日本に関するアメリカのイメージ、あるい

はテキサス独特の話し言葉の紹介などこれまで聞いたことのない内容もあり楽しい時と

なった。 
・日本語はまだ理解できない言葉もあるようだが、質問にもよく答えてくれた。 
・米国人の日本に対する見方、考え方などよくわかった。 
・朴とつな感じで、まじめに対応してくださり好感が持てた。 

担当者の感想 ・時間配分に配慮くださり、メリハリのある内容となった。 
・質問を受け付ける時間を多く取ってくださったため、受講生の理解がさらに深まった。

・茶話会の時間には、講師自ら調理する、というパフォーマンスを取り入れていただい

たため、大変興味深かったことと、調理方法等伝える点においても大変有効であった。

 



平成２１年 6月25日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  石 川  哲 夫 殿 

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書 

団体名  福）茨城県社会福祉協議会     担当者名  阿久津  

 

「ワールドキャラバン」国際理解教育については，下記のとおり実施しましたので報告します。 

 

記 

実施日時 平成２１年６月２５日（木）  １０：００ ～ １５：００ 

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中会議室 

参加者と人数    茨城わくわく学園生きがい創造課程 国際交流講座 受講生２３名 

派遣講師名と出身国 講師名：夏月  出身国：中国 

活動の内容 講師出身国の紹介 
講師出身国のあいさつ等簡単な会話等の紹介 
講師出身国の代表的な茶菓を賞味しながらの交流会 

参加者の感想 ・家族構成が２世代、３世代同居などの家庭が多いように思っていたが、「核家族化が進

んでいる」との話を聞き、近代化が進んでいると感じた。 
・日本の子供のほうが自主性が高い、という話は不思議に思った（中国では一人っ子が

多いため、「小皇帝」といって大事に育てられている、との話から）。 
・隣の国で、漢字文化も同じで前から興味があった。旧い漢字と略した書体など参考に

なった。 
・中国についてのこれまでの認識を新たにするほど、熱心に色々と教えてもらった。 
・食文化、多民族、世界遺産など色々と紹介してくれて、大変有意義だった。 
・中国全体についての話が欲しかった（切り絵、会話、お茶が大事になっていた感があ

った）。 
・講師の勉強熱心さが伝わった。 

担当者の感想 ・事前に受講生に取ったアンケートの内容や、講義中に寄せられた質問について、丁寧

に対応していただいた。 
・留学生による講師は本講座はじめてであったが、本事業の趣旨を十分理解されており、

講義時間に十分な資料・教材等の準備が周到であったと思われる。 

 



平成２１年 ７月１０日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  石 川  哲 夫 殿 

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書 

団体名  福）茨城県社会福祉協議会     担当者名  阿久津  

 

「ワールドキャラバン」国際理解教育については，下記のとおり実施しましたので報告します。 

 

記 

実施日時 平成２１年７月９日（木）  １０：００ ～ １５：００ 

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中会議室 

参加者と人数    茨城わくわく学園生きがい創造課程 国際交流講座 受講生２１名 

派遣講師名と出身国 講師名：タベッシュクー・ベヘルーズ  出身国：イラン 

活動の内容 講師出身国の紹介 
講師出身国のあいさつ等簡単な会話等の紹介 
講師出身国の代表的な茶菓を賞味しながらの交流会 

参加者の感想 ・和やかな雰囲気、話題も豊かで楽しかった。 
・日本語も上手でお話も面白く、イラン国のことを実に要領よくまとめてあるが、もう

少し突っ込んだところまで聞きたかった。 
・イラン・イラク戦争のことをもう少し聞きたかった。 
・外国人から見る日本の幸せ（平和・穏やか）について、本音が聞けて良かった。 
・主食がパンやお米との説明に、日本の食生活と似ていると感じた。 
・報道でしか知らない国であったが、色々な情報を冗談を交えて話してもらいよかった。

・日本とイランで共通することもあるようで、文化のつながりを感じさせる話だった。

 
担当者の感想 ・事前に受講生に取ったアンケートの内容や、講義中に寄せられた質問について、丁寧

に対応していただいた。 
・日本（茨城県）での生活が長いこともあり、分かりやすい表現や話し方で（日本語に

おいても、茨城弁についても）理解が深まったと思われる。 
・茶話会のところでは、紅茶を入れる道具などの珍しい道具も用意いただき、受講生に

も大変参考になる内容となった。 

 



平成２１年８月１３日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  石 川  哲 夫 殿 

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書 

団体名  福）茨城県社会福祉協議会     担当者名  阿久津  

 

「ワールドキャラバン」国際理解教育については，下記のとおり実施しましたので報告します。 

 

記 

実施日時 平成２１年７月１６日（木）  １０：００ ～ １５：００ 

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中会議室 

参加者と人数    茨城わくわく学園生きがい創造課程 国際交流講座 受講生２１名 

派遣講師名と出身国 講師名：スアディ  出身国：インドネシア 

活動の内容 講師出身国の紹介 
講師出身国のあいさつ等簡単な会話等の紹介 
講師出身国の代表的な茶菓を賞味しながらの交流会 

参加者の感想 ・インドネシアは島国ということで、日本との共通性を感じました。一度行ってみたい

と思いました。 
・インドネシアの概況を要領よくわからせてくれたいい講義でした。日本語がたどたど

しかったですが、それを補って余りある内容でした。 
担当者の感想 ・事前に受講生に取ったアンケートの内容や、講義中に寄せられた質問について、丁寧

に対応していただいた。 
・国の紹介する資料や、インドネシア語を学ぶ資料等、講師自身が用意したものを提供

いただき、受講者が振り返るのに大変参考となった。 
・男性用、女性用の民族衣装それぞれを羽織らせてもらうことができ、受講生が大変喜

んでいた。 

 



平成２１年８月３１日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  石 川  哲 夫 殿 

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書 

団体名  福）茨城県社会福祉協議会     担当者名  阿久津  

 

「ワールドキャラバン」国際理解教育については，下記のとおり実施しましたので報告します。 

 

記 

実施日時 平成２１年８月２７日（木）  １０：００ ～ １５：００ 

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中会議室 

参加者と人数    茨城わくわく学園生きがい創造課程 国際交流講座 受講生２６名 

派遣講師名と出身国 講師名：チョ・ユジン  出身国：韓国 

活動の内容 講師出身国の紹介 
講師出身国のあいさつ等簡単な会話等の紹介 
講師出身国の代表的な茶菓を賞味しながらの交流会 

参加者の感想 ・大変日本語が上手で、質問にも適切に答えていただき、楽しい時間を過ごすことがで

きた。 
・隣国でもあるので、文化・芸術・一般国民の生活の状況等よくわかった。外国旅行は

２０カ国近くなるが、韓国には何と無く行ってみたいという気分にはなれなかった。し

かし、茨城空港ができたら早速行ってみたいという気になった。 
・上手な日本語で、韓国の多方面にわたって話があり、韓国のことがだいぶ理解できた。

隣国であるが故にか、トラブルも色々ある中で、日本を知り、韓国と橋渡しする若い人

がいることを強く実感した。 
・兵役の義務の有無が、ずいぶん若い人の気持ちに違いをもたらしていると感じた。 
・質問をよく受けていただき、よかった。 
・日本に近い国だけに、国家間でもさらに交流を深めていってほしいと感じた。 

担当者の感想 ・韓国全般の紹介の後、留学生としての生活を通じて感じたこと、また、韓国にいた時

の「韓国」に対する見方、日本にすんでの「韓国」の見方、韓国人としての「日本」の

見方について非常にわかりやすくまとめて説明があり、受講生が聞き入っている感じが

うかがえた。 
・講義中、たくさんの質問が寄せられ、中には答えにくいようなものもあったが、いず

れに対してもきちんと回答があり、また、自分の意見もはっきり述べる姿勢に、受講生

からは大変評判が良かった。 
・ワールドボックスを利用した講座は初めてであったが、いずれも大変参考になった。

特に民族衣装については毎回関心が高いため、機会があればまた活用したい。 

 



平成２１年８月３１日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  石 川  哲 夫 殿 

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書 

団体名  福）茨城県社会福祉協議会     担当者名  阿久津  

 

「ワールドキャラバン」国際理解教育については，下記のとおり実施しましたので報告します。 

 

記 

実施日時 平成２１年８月２０日（木）  １０：００ ～ １５：００ 

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中会議室 

参加者と人数    茨城わくわく学園生きがい創造課程 国際交流講座 受講生２１名 

派遣講師名と出身国 講師名：新垣マリア  出身国：ペルー 

活動の内容 講師出身国の紹介 
講師出身国のあいさつ等簡単な会話等の紹介 
講師出身国の代表的な茶菓を賞味しながらの交流会 

参加者の感想 ・一度は行ってみたい国だったので、興味深かった。 
・ペルーについては、世界遺産以外はあまり知らない国だったので、大変興味深く話を

聞くことができた。 
・公用語のスペイン語はなかなか難しかったが、少しでも覚えて、将来旅行したいと思

った。 
・美しい衣装と美しい先生に教えてきただき、楽しい授業だった。 
・トウモロコシの飲み物（インカコーラ）がとても美味しかった。 
・（私が）ごくごく一般の主婦なので、かえって親しみがわいてよかった。 

担当者の感想 ・事前に受講生に取ったアンケートの内容や、講義中に寄せられた質問について、丁寧

に対応していただいた。 
・ペルーに関する衣装、民芸品、パンフレットに至るまで数多く用意くださり、受講生

にわかりやすい内容となった。 
・特に伝統の「踊り」については、地域による衣装と踊り方の違いについて、ビデオに

よる紹介と、講師本人による紹介とがあり、大変好評であった。 

 



平成２１年１０月９日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  石 川  哲 夫 殿 

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書 

団体名  福）茨城県社会福祉協議会     担当者名  阿久津  

 

「ワールドキャラバン」国際理解教育については，下記のとおり実施しましたので報告します。 

 

記 

実施日時 平成２１年９月１７日（木）  １０：００ ～ １５：００ 

実施場所 水戸市福祉ボランティア会館 調理実習室 

参加者と人数    茨城わくわく学園生きがい創造課程 国際交流講座 受講生２２名 

派遣講師名と出身国 講師名：パク・セラン  出身国：韓国 

活動の内容 韓国料理の紹介（海苔巻、チャプチェ、団子の３種類） 

参加者の感想 ・レシピのほかに、その料理の「いわれ」や「作る機会（時期）」などについての説明が

あり、ずっと身近なものに感じられ作るのが楽しかった。 
・講師の発音・表現ともに日本語が上手で、大変びっくりした。 
・例えば海苔巻の場合、日本では酢飯を使うが韓国ではごま油と砂糖を使うこと、団子

の色付けについては、黄色に黄粉ではなくカステラを使うこと等など、国による違いが

あることがよくわかった。作りながら学べる大変楽しい講座だった。 
・（特に男性受講者から）料理をした経験が（すく）なく、３時間も立ち続けて料理をし、

とても大変だなあ、と感じた。苦労して調理したので、さらに美味しく食べられた。 
担当者の感想 ・調理の手順や、各材料の分量を細かく打ち合わせる機会が当日になってしまったため、

運営に手間取るところがあった。 
・単なる料理教室に留まらず、韓国家庭の状況や韓国の日常生活の紹介があり、座学と

はまた違った雰囲気の中で、その国の事情を知ることができ大変よかった。  

 



平成２１年１２月１６日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  石 川  哲 夫 殿 

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書 

団体名  福）茨城県社会福祉協議会     担当者名  阿久津  

 

「ワールドキャラバン」国際理解教育については，下記のとおり実施しましたので報告します。 

 

記 

実施日時 平成２１年１１月１９日（木）  １０：００ ～ １２：００ 

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中会議室 

参加者と人数    茨城わくわく学園生きがい創造課程 国際交流講座 受講生１９名 

派遣講師名と出身国 講師名：青年海外協力隊経験者（平成１３年度２次隊） 増田 裕章 

活動の内容 ＪＩＣＡの紹介 
派遣国（フィジー）及び派遣国での活動紹介 

参加者の感想 ・厳しい環境の中で活躍している姿に頭が下がった。 
・ＪＩＣＡの活動が分かったが、相手国が援助だよりになり自立できなくならないか心

配。 
・努力していることが分かる講義だった。 
・フィジーを紹介するお話が面白かった。 
・途上国について、改めて見識を持った。 
・「国際協力」、「ＯＤＡ」の言葉に慣れているが、活動している人の話から現実的なこと

を教えられたいい機会だった。このような時代に、知らなければならないことをもっと

積極的にアピールして欲しい。 
担当者の感想 ・本講座の趣旨から、講師には体験した活動の内容だけでなく、派遣元となるＪＩＣＡ

の活動紹介についても依頼していたが、分かりやすく資料・データを整えていただき大

変ありがたかった。 
・講義の後半では、「フィジー」についての紹介があり、「国際支援理解」のコマである

とともに、「各国を知るシリーズ」の短い版として、受講生には１カ国多く学んでいただ

いたような結果となった。講師の人柄も相まって、受講生からは好評であった。 

 



平成２１年１２月１６日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  石 川  哲 夫 殿 

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書 

団体名  福）茨城県社会福祉協議会     担当者名  阿久津  

 

「ワールドキャラバン」国際理解教育については，下記のとおり実施しましたので報告します。 

 

記 

実施日時 平成２１年１１月１９日（木）  １３：００ ～ １５：００ 

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中会議室 

参加者と人数    茨城わくわく学園生きがい創造課程 国際交流講座 受講生１２名 

派遣講師名と出身国 講師名：川瀬 由紀子（ワークショップ・ファシリテーター） 

活動の内容 ・ワークショップ「貿易ゲーム」の指導 

参加者の感想 ・大変面白かった。頭の運動になった。 
・なかなか意味深なゲームで面白かった。 
・「喧嘩をしないでください」という指導者からの注意がなければ、危なく喧嘩を吹っ掛

けるところだった。 
担当者の感想 ・午後から帰ってしまった受講生がかなりおり、もう少し人数が多くグループ数やグル

ープを構成する人数が増えると、ゲームの意味するところやゲームの進行が分かりやす

くなったのではないかと思われるため、大変残念だった。 
・しかしながら、グループによる特徴が出たため、設定された国の経済状況によらない

結果となるなど、なかなか面白い展開も見られた。 

 



平成２１年１２月１６日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  石 川  哲 夫 殿 

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書 

団体名  福）茨城県社会福祉協議会     担当者名  阿久津  

 

「ワールドキャラバン」国際理解教育については，下記のとおり実施しましたので報告します。 

 

記 

実施日時 平成２１年１１月２６日（木）  １０：００ ～ １２：００ 

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中会議室 

参加者と人数    茨城わくわく学園生きがい創造課程 国際交流講座 受講生１８名 

派遣講師名と出身国 講師名：「ネパールに学校を造る会」 代表 平井 廣二 

活動の内容 ＮＧＯ活動の紹介 

参加者の感想 ・ＮＧＯ活動の中身は、なかなか知る機会がないので、今回ネパールに学校を造るため、

地道に活動されている話を聞いて、少し内容が理解できた。 
・物をやる、お土産を持っていゆくことより、心を大切にするということを強調されて

いたので、同感で、ますますこの活動が充実することを期待したい。 
担当者の感想 ・写真や映像も含め、ネパールや当該団体の活動を知らせる資料をたくさん用意してい

ただいたため、大変わかりやすく、説明も聞きやすかった。 
・ネパールの状況は沢山うかがうことができたので、学校づくりのお話をもう少しじっ

くりいただきたかった。 

 



平成２１年１２月１６日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  石 川  哲 夫 殿 

ワールドキャラバン国際理解教育実施報告書 

団体名  福）茨城県社会福祉協議会     担当者名  阿久津  

 

「ワールドキャラバン」国際理解教育については，下記のとおり実施しましたので報告します。 

 

記 

実施日時 平成２１年１１月２６日（木）  １３：００ ～ １５：００ 

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中会議室 

参加者と人数    茨城わくわく学園生きがい創造課程 国際交流講座 受講生１２名 

派遣講師名と出身国 講師名：村尾 光子（ワークショップ・ファシリテーター） 

活動の内容 ・ワークショップ「レヌカの学び」の指導 

参加者の感想 ・ネパール人が、日本で生活して体得した、ネパールと日本との考え方の違い、習慣の

違いを遊びながら教えていただいた。 
・常識ということは一つではなく、色々の国によって、場所によって変わることを改め

て知った。 
担当者の感想 ・このワークショップの狙いからすると、「各国を知るシリーズ」の前段に、受講生の動

機付けの一つとして設定することも効果的かと思われた。 
・設定の２時間の講義時間内で、「レヌカの学び」の他、受講生が行きたい（行ったこと

のある）外国を挙げ、その理由を発表させるとともに、その「思いや気持ち」・「興味」

を大事にすることの重要性を理解させるワークショップも取り入れていただいた。 
 いずれも、異国文化を知ろう・深めようとする受講生には分かりやすい手法と内容で

あった。 

 




