
（様式8－生涯学習関連事業用） 

平成２３年７月１５日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  川俣 勝慶 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 野尻 

「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２３年６月３０日（木）１０：００ ～ １５：００   

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中研修室 

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：アトラ・アルデカニ   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 ・オーストラリアも良いと聞きましたが、先生の解説がすばらしく良かったです。映画

も大変良かったです。 
・オーストラリアのお話を聞いてとても刺激になりました。行ってみたい、移民したい

とも感じました。 
・オーストラリアでの生活、教育などの一端を講話していただき、参考になりました。

・オーストラリアが多民族国家とは思わなかった。 
・ティータイムをしながら映画で他国を知ることができ、とてもラッキーな時を過ごす

ことが出来ました。 

担当者の感想 ・パワーポイントがうまくまとまっており大変わかりやすい内容であったたため、参加

者から好評であった。 
・一般的な考え方に講師自身の考えを加えながら話していただくことで、内容をより身

近に感じることができるとてもよい講義であった。 
・後半はオーストラリアの映画を鑑賞し、解説もいただきながらオーストラリアについ

て学ぶことができ、非常にためになった。 

 

 
 



（様式8－生涯学習関連事業用） 

平成２３年７月２２日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  川俣 勝慶 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 野尻 

「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２３年７月１４日（木）１０：００～１５：００   

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中研修室 

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：ジェフリー・バーク   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 ・アメリカ編とても良かったです。 
・大きい国の内容が分かりました。 
・一方的な講義形式ではなく、アメリカ人から見た日本人の印象など、意見交換できる

時間が欲しかった。 

担当者の感想 ・様々な州の特徴をお話いただいたので、広いアメリカの様子がとても分かりやすく伝

わった。 
・事前に受講生から取ったアンケートにも丁寧に対応していただいた。 
・午後は、“アメリカ人から見た日本人”をテーマとした映画を見せていただき、アメリ

カと日本の文化の違い等を楽しく学ぶことができ、受講生は興味深く鑑賞している様子

だった。 

 

 

 

 

 

 

 



（様式8－生涯学習関連事業用） 

平成２３年８月２２日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  川俣 勝慶 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 野尻 

「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２３年７月２８日（木）１０：００～１５：００   

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中研修室 

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：オレリー・ノエル  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 ・ファッションとデザインの国フランスで、日常のフランス人の服装はシンプルだとい

う話を聞いてビックリした。 
・講師の先生から受けた人物イメージはソフトで親しみ易いと思った。先生の個性なの

か国民性なのか、自分の見習いたいと思った。 
・言葉は似ていても発音が違うことの説明はあったが、聴いていてもその違いが理解し

にくい。でも表情豊かな講義だったので、1 日もちました。ありがとうございました。

楽しかったです。でもフランス語の発音が難しい。 

担当者の感想 ・フランスの国の紹介では、美しい街並みや観光地など様々な映像を見せていただき、

大変興味深かった。観光地も初めて知る場所がたくさんあり、ためになった。また、フ

ランスの国だけでなく、ヨーロッパについての講義もしていただいた。 
・フランス語の講座では、資料を用いて丁寧に教えていただいた。受講生は発音の練習

の際も積極的に声を出していた。 
・茶話会では、講師がグループごとに回っていただき、受講生一人一人とのコミュニケ

ーションを取っていただいた。講師と身近に接することができ、満足そうな様子であっ

た。 

 

 
 

 



（様式8－生涯学習関連事業用） 

平成２３年９月１日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  川俣 勝慶 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 野尻 

「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２３年８月１８日（木）１０：００～１５：００   

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中研修室 

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２４名 

派遣講師名と出身国 講師：タスファイエ・ガライヤ  出身国：エチオピア 

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 ・児童の絵によって国、生活の様子が垣間見れた。この講座の良い点だと思う。先生のユ

ニークな博学、楽しく笑いの中で勉強させられました。 
・聴く一方ではなく、楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。

・午前中はエチオピアの国についての話はなかったけれど、ガライヤ先生を中心にお互い

の会話がはずみ、お互いの理解を深めることができた。先生は各国を知ってるだけに、参

加者の心を聞くのが上手だと思った。 
・講師のリードにより、楽しく・愉快に講義を受けることが出来ました。自己紹介やアフ

リカの楽器の体験及びコーヒー占い等は講師と出席者との交流を深めたと思います。会議

形式のレイアウトは講師と出席者間、及び出席者同士のコミュニケーションに役に立った

と思います。 

担当者の感想 ・机をロの字にレイアウトし、受講生一人一人が自己紹介を行った。それに対し講師から

コメントが送られ、講師と受講生との交流が活発に行われた。また受講生同士も改めてお

互いのことを知ることができたようでとてもよい交流の時間となった。 
・エチオピアの児童が描いた絵画を見て感想の発表を行った。講師より詳しい解説をして

いただき、エチオピアでの生活の様子、日本との違い等の情報が伝わり非常にためになっ

た。 
・茶話会では講師よりコーヒーを使った占いをしていただき大変盛り上がった。 

 

 
 

 



（様式8－生涯学習関連事業用） 

平成２３年９月２日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  川俣 勝慶 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 野尻 

「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２３年８月２５日（木）１０：００～１５：００   

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中研修室 

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：レイトナー・カトリン・ユミコ  出身国：オーストリア 

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 ・オーストリアが身近に感じた。人柄がにじみ出ていたのが良かった。親しみが持てた。 
とても充実した講座です。内容もわかりやすく丁寧に話してくれたので、オーストリアに

旅した気分になりました。 
・行きたい国の１つですがなかなか実現できぬところでしたが、今日映像を見せて頂き、

夢はさらに膨らみました。 
・日本語が上手な講師で分かりやすい。ドイツ語の発音など、言葉の勉強が良かった。 
・音楽を聞くことができ、最後に歌を歌ってくれて良かったと思います。 

担当者の感想 ・オーストリアについての紹介のパワーポイントが非常に上手くまとまっており、解説も

分かりやすく大変ためになる内容であった。 
・オーストリアの衣装や小物も持参いただき、受講生は興味深く拝見していた。 
・オーストリアの特徴の一つである“音楽”について、実際に様々なジャンルの CD を聴

かせていただき、貴重な時間となった。 
・講座の最後には講師より歌を披露していただき、とても好評であった。 

 

 
 

 

 

 



（様式8－生涯学習関連事業用） 

平成２３年１０月１４日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  川俣 勝慶 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 野尻 

「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２３年９月１５日（木）１０：００～１５：００   

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中研修室 

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：金善夏（キムソナ） 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 ・韓国語を教えていただいてありがとうございました。 
・先生の一生懸命さが伝わりました。 
・韓国の国民は親、先生を敬い、豊かな文化を持っていることを感じる 1 日でした。感情

的にも日本と似ており、2つの国がこれから仲良く、理解し合える国になれるようにと感じ

ました。 
・熱心に教えていただき感心しました。もっと韓国の事を知りたくなりました。 
・本日の講座でハングル語を習ってみて、覚えるのはなかなか大変だと思いました。 
・韓国の歴史の講義も次回お願いしたいと思います。 
・韓国の生活習慣をもっと詳しくお願いできたらと思いました。 

担当者の感想 ・非常にはきはきと分かりやすく韓国の国についてご紹介いただき、受講生は大変熱心に

聞き入っている様子だった。 
・パワーポイントでの韓国紹介の途中、クイズ形式での紹介もあり、正解者には景品もい

ただくなど大変盛り上がった。 
・韓国語の講座でも、ハングル語で自分の名札に名前を記入するなど、楽しく親しみの持

てる内容であった。 
・韓国で人気のドラマの映像も流していただき全体的に盛り上がる会となった。 

 

 

 



（様式8－生涯学習関連事業用） 

平成２３年１０月１４日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  川俣 勝慶 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 野尻 

「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２３年９月２９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１６名 

派遣講師名と出身国 講師：グォン・ユジン 出身国：韓国 

活動の内容 調理実習体験活動 

参加者の感想 ・とても楽しい講座でした。 
・3品の料理を作り、楽しく美味しくいただきました。 
・にんにく・塩の使い方で、その人にあった味になることも学ばせていただきました。 
・グループのチームプレーも良く、和やかに楽しく時間を過ごすことができ、参加して本

当に良かったです。 
・講師の方の指導が良く、適切な支援もいただきありがとうございました。 
・普段なかなか受講生の名前を覚えにくかったのですが、今日はグループの人達とはコミ

ュニケーションが深まりました。 
・次回はキムチの作り方を教えてほしいです。 
・鶏肉は苦手だったが、味の調製のおかげで美味しく食べられました。 

担当者の感想 ・昨年の調理実習でも講師として教えていただき、講座の雰囲気などもよく理解していた

だいていることもあり、非常に順調に進むことができた。 
・受講生は積極的に講師に質問したりと、真剣に調理を学んでいる様子が伺えた。 
・講師の人柄と、グループでの作業であったため、大変にぎやかに和気あいあいとした雰

囲気の中、実習が行えて受講生は今回初めて作った韓国料理の出来栄えに満足そうな様子

であった。 
 

 

 

 



（様式8－生涯学習関連事業用） 

平成２３年１０月２５日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  川俣 勝慶 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 野尻 

「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２３年１０月１３日（木）１０：００～１２：００   

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中研修室 

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：庄司 京子  

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 ・先進国、発展途上国との差が良くわかった。 
・久しぶりに楽しい時間を過ごせたと思います。 
・なかなかユニークなゲームであり、事前説明があればもっと良かった。 
・最初はなぜこの様なハサミとか分度器とか入っていながら、お金の作り方がよく出来な

いのか分からなかったが、よく考え、他のチーム（国）の状況を見ることで、他国にあり

自国にないものが分かり、そこで交渉の結果、貿易の取引が分かってきた。また交渉が大

切であり、リーダーが大切であり、また協力がなければ成立しないことが分かる。このゲ

ームで現実の国際関係、貿易のしくみなどの一部が分かった様な気がする。 

担当者の感想 ・最初は戸惑いながら進めていたが、次第に内容を理解してくるにつれ、活発に動きなが

ら、積極的にゲームに取り組む様子が見られた。 
・グループごとの作業であるため、それぞれ与えられた役割をこなし、互いに協力しなが

ら作業を行っていた。 
・ゲーム終了後には、講師よりゲームの意義や目的などが説明され、このゲームから学ぶ

べきことが伝わったようで、非常に有意義な時間となったようだった。 
 

 

 

 

 



（様式8－生涯学習関連事業用） 

平成２３年１０月２６日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  川俣 勝慶 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 野尻 

「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２３年１０月２０日（木）１０：００～１５：００   

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中研修室 

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：マスクート・キャスマイー・セイエド・エブラヒム  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 ・国が違えば文字、習慣も異なることは知っているつもりでしたが、実際に講義を受ける

と、カレンダーの読み方も違い、改めて狭い視野の中で生きている自分を知らされました。

・イラン、イラクとは戦いの兵士の姿がテレビで見た印象であったが、極めて紳士的で礼

儀正しい先生の人間性に触れ、イラン人へのイメージが変わりました。 
・講師のユニークな人柄でとても和気あいあいとした時間を過ごせました。イランの国内

が余り分からなかったので、興味津々のうちに終了してしまいました。ありがとうござい

ました。音楽もあり、楽しい1日でした。 
・イランの色々思っていたことが違っていた。イランは難しく恐ろしいと思っていたが、

古い日本との共通点があると思った。 
・楽器演奏は大変興味深く聴きました。 
・話の内容から世界で一番、平和という考えを持っているのは、イランの国民の様な気が

します。どのように平和を守る考えが身になっているのか知りたい気がします。 

担当者の感想 ・現地の地図や冊子、写真、お金など多くの物をご用意いただき、実際に手に取って触れ

ることで、イランを身近に感じることができたようで好評であった。 
・イランの国について詳しく丁寧に教えていただき、大変分かりやすく受講生に伝わった

様子であった。 
・現地の楽器で生演奏をしていただいた。貴重な楽器を見せていただき、また異国の音色

に大変興味深く聴き入っており、受講生は感激している様子であった。 
・たくさんの質問が寄せられたが、いずれも非常に誠実に対応していただいた。 

 

 



（様式8－生涯学習関連事業用） 

平成２３年１１月１日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  川俣 勝慶 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 野尻 

「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２３年１０月２７日（木）１０：００～１５：００   

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中研修室 

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：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 ・ペルーに対する知識はテレビで知った程度のことであったが、ペルーの人、ペルーの文

化等に直接触れて、大変勉強になった。 
・ペルーの言葉はスペイン語で、なじみのない文字なので難しかった。 
・ペルーのジュースとお菓子が美味しかったです。 
・先生と会話することで楽しく時間を過ごすことができて良かったです。 

担当者の感想 ・ペルーの民族衣装や民芸品、冊子等をご用意いただいた。様々な現地の貴重な物を身近

に触れることができ、受講生は満足そうな様子だった。 
・地図や映像を用いて現地の紹介をしていただいた。またペルーの伝統的な踊りを披露し

ていただき、大変興味深く観賞していた。 
・茶話会では現地の飲み物と講師手作りのお菓子をご用意いただいたものを食しながら、

ペルーについて様々な話を聞き講師を囲んで楽しく賑やかな交流会となった。 
 

 
 

 

 

 

 

 



（様式8－生涯学習関連事業用） 

平成２３年１１月１８日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  川俣 勝慶 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 野尻 

「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２３年１１月１７日（木）１０：００～１５：００   

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中研修室 

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：林 暁嵐 （リン シャウラン）  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 ・中国の教育の実態をよく話していただき、中国人の考え方の一端が理解できた。楽しく

勉強できたので良かった。 
・中国語の発音が難しかった。 
・講師から入れていただいたお茶がとても美味しかったです。 

担当者の感想 ・パワーポイントを用いて、中国全体のことや講師出身の福建省のことなど、映像を見せ

ていただきながら分かりやすく説明していただいた。 
・中国の神話についても詳しく教えていただき、貴重なお話にみな集中して聞き入ってい

た。 
・中国語講座では基本的な挨拶や数字など身近な言葉についてだけでなく、講師から“是

非使ってほしい言葉”などを教えていただき、非常にためになった。 
・茶話会では、講師より 2 種類の中国茶入れていただいた。本場のお茶の入れ方を身近に

拝見することができ、受講生は大変興味深い様子だった。 
 

 

 

 

 



（様式8－生涯学習関連事業用） 

平成２３年１１月３０日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  川俣 勝慶 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 野尻 

「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２３年１１月２４日（木）１０：００～１５：００   

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中研修室 

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：根本 久美子   

活動の内容 ワークショップ「カントリーカプセル」、「話を聞いて絵を描く」、「建設予定施設」 

参加者の感想 ・自己紹介を自分の名前の由来や特徴等、印象に残る方法で話すという方法で行い、他の

受講者のことがよくわかって良かった。 
・グループワークをすることで話し合いながらより深く学ぶ事ができたと思う。 
・他の人の考えが分かり勉強になった。 

担当者の感想 ・まず「日本の文化を特徴づけているもの」と「現在の日本において価値のあるもの」を

書き出す作業をグループごとに行い発表した。各班様々な意見が出され、改めて日本につ

いて見つめ直し、自国を考える良いきっかけになったようだった。 
・次のワークショップでは“伝言ゲーム”のように、講師の描いた絵を受講者が順に伝え

ていくということを行った。結果、同じように伝えるのは難しく、同じ言葉を伝えても相

手のイメージや先入観で異なる意味となってしまうことがあり、他の国同士ではさらに注

意していかなければならないこと等を学んだ。 
・「建設予定施設」のワークショップでは、自宅前や市内、県内、国内、国外等に建てられ

るとしたらどの建物が賛成、反対となるかをグループで話し合い発表した。雇用・経済や

安心・安全、便利さ等の面から、どの部分を優先させるかによって対応の仕方は変わって

くること等、今現実に起こっている問題について話し合うことができ、非常に有意義な時

間となった。 
 

 

 



（様式8－生涯学習関連事業用） 

平成２４年１月６日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  川俣 勝慶 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 小林 

「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 ２３年 １２月１５日（木）１０：００～１５：００ 

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中研修室 

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：ニシムラ ルミアナ    出身国：ブルガリア 

活動の内容 講師出身国の紹介 
講師出身国のあいさつ 
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 ・ブルガリアの日常生活を詳しく話してもらえ良く理解できました。 
・映像を多く使い，美しい自然や建物をみることができよかった。また，日本との違いが

多く，国民性の違いが羨ましい点もある。 
・ブルガリア語の発音は，難しかった。 
・故郷を思う講師の声と表情が魅力的，楽しい海外の旅ができました。行ってみたいと強

く思いました。 

担当者の感想 ・パワーポイントを使い丁寧に分かりやすく教えていただいたので大変参考になりました。

・茶話会では講師が現地で購入したクッキーやお茶を飲食し，受講生は講師に質問等身近

に会話をしながら，ブリガリアを詳しく知ることができました。 
・民族衣装を着用しての講座であり，受講生からは非常に好評でした。 

 

 

 

 

 

 



（様式8－生涯学習関連事業用） 

平成２４年３月６日 

茨城県国際理解教育推進協議会 

会 長  川俣 勝慶 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 小林 

「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 ２４年 １月２６日（木）１０：００～１５：００ 

実施場所 茨城県総合福祉会館 ４階 中研修室 

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：シャエム デイフォエズ    出身国：バングラデシュ 

活動の内容 講師出身国の紹介 
講師出身国のあいさつ 
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 ・先生と会うまでは，あまり馴染のない国でした。 
自国に誇りをもって紹介しており，心して受講することができました。 

・ビデオが良く作られており，視覚・聴覚ともに理解度アップとなりました。 
・日本より小さい国，でも自信と豊かさは，今の日本人を越えていると思います。 
・講師の知識の豊かさ，明るさに感銘しました。 

担当者の感想 ・パワーポイントを使い丁寧に分かりやすく教えていただいたので大変参考になりました。

・茶話会では講師がミルクティーを作ってくれ更に，現地から購入したクッキーを飲食し，

受講生は講師に質問等身近に会話をしながら，バングラデシュを詳しく知ることができま

した。 
・バングラデシュの歌を皆で歌い，受講生からは非常に好評でした。 

 

 


