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開館時間: 10:00～19:00［火曜～土曜］ 休館日: 日曜・月曜・祝日・12月29日～1月3日
第4回国際理解講座～
回国際理解講座～世界を
世界を身近に
身近に感じてみよう～
じてみよう～ アメリカ編
アメリカ編
●宮崎県国際プラザ休館日のお知らせ
『人種差別とその
人種差別とその否認
とその否認について
否認について：
について：日本とアメリカ
日本とアメリカ』
とアメリカ』
年始は2015年1/5(月)までお休みです。
※要申込み
要申込み、無料
※2015年1/6(火)より開館します。
アメリカにはどうして人種の問題があるのか。そして、日本には
第9回アートフェスティバル「
アートフェスティバル「外国人が
外国人が見た宮崎」
宮崎」
人種差別はあるのか。メディアや資料を通して、アメリカと日本
作品展 巡回展
の人種差別について話し合います。
※
講座は全て英語で
英語で行われます。
われます。
平成26年11月に、カリーノ宮崎8階で開催された「外国人が見た 講座は
宮崎」作品展の巡回展が、えびの市・宮崎大学・日南市で開催さ ◇日 時：2月14日（土）１3：30～15：00 ※１3：15受付開始
れます。是非、ご来場ください。
◇場 所：カリーノ宮崎８階 多目的室A
◇講 師：ジェニース・ラスク氏
【えびの市】
（宮崎国際大学講師、 アメリカ出身）
日 時：1/16（金）～1/28（水） 8:30～17:00
◇定
員：25名(申込者多数の場合は抽選）
場 所：えびの市国際交流センター
◇参加費：無 料
問合せ：えびの市国際交流センター
◇準備する物：筆記用具
Tel：0984-35-3211
◇締
切：2月6日（金）
【宮崎大学】
◇申込み方法：
日 時：2/3（火）～2/17（火） 9:00～18:00
住所・氏名・電話番号を、電話、Fax、またはE-mailにてお申し込み
場 所：宮崎大学附属図書館1階ロビー
ください。メール・Faxでお申し込みの際には件名を「国際理解講
問合せ：研究国際部 国際連携センター
座」と明記してください。
Tel：0985-58-7134
◇申込み・問合せ：(公財)宮崎県国際交流協会
【日南市】
日 時：2/19（木）～2/26（木） 9:00～16:30
日本語学習支援者スキルアップ
日本語学習支援者スキルアップ講座
スキルアップ講座（
講座（実践編）
実践編）
場 所：日南市国際交流センター小村記念館
要申込み
※要申込
み、無料
問合せ：日南市総務課 Tel：0987-31-1113
日本語ボランティアに興味がある方、活動をしている方のため
の実践講座です。日本語ボランティアとして活動するための技術
や知識を学びます。
国際交流ボランティア
国際交流ボランティア養成講座
ボランティア養成講座（中国語・
中国語・韓国語）
韓国語）
◇日 時：1/17、1/24、2/7、2/14、2/21 毎週土曜日
※要申込み
要申込み
全5回 10:30～12:30
中国語・韓国語の講座を開催します。
◇場
所:カリーノ宮崎8階
多目的室A
◇内容＆日時:
◇受講対象者：原則として全5回参加できる方。
［中国語］
中国語］ 『中国語
『中国語で
中国語で話しましょう』
しましょう』
①日本語ボランティアに興味がある方、または活動をして
1/6、1/13、1/20、1/27、2/10 火曜日 全5回 18：30～20：00
いる方
［韓国語］
韓国語］ 『みんなで
『みんなで話
みんなで話そう、
そう、韓国語』
韓国語』
②今後、当協会の日本語ボランティアとして活動・協力し
1/15、1/29、2/5、2/12、2/19 木曜日 全5回 18：30～20：00
ていただける方
◇定
員:20名（応募者多数の場合は抽選）
◇場 所:カリーノ宮崎8階
◇講
師：田中
利砂子氏
◇受講対象者：原則として全5回参加できる方
◇申込み方法：所定の申込用紙にご記入の上、郵送、Fax
◇定 員:中国語・韓国語・・・各15名
またはE-mailにて当協会までお申し込みください。
※賛助会員優先、その後抽選
メールでお申し込みの際には件名を「スキルアップ講座」
◇受講料：500円（賛助会員・学生） 1,000円（一般）
と明記してください。
◇講 師:中国語 カリッサ・ソー氏（県国際交流員）
◇申込み・問合せ：(公財)宮崎県国際交流協会
韓国語 イ・ユンジュ氏（県国際交流員）
外国人のための日本語
のための日本語れんしゅう
日本語れんしゅう会
れんしゅう会
◇申込み方法：所定の申込用紙にご記入の上、郵送、Faxまたは 外国人のための
※
事前申込み
み
不要、
、
参加無料
事前申込
不要
E-mailにて当協会までお申し込みください。
メールでお申し込みの際には件名を「国際交流ボランティア養 ◇日 時：10:30～11:30
[水曜日]1/7、1/14、1/21、1/28
成講座・○○語」と明記してください。
[金曜日]1/9、1/16、1/23、１/30
◇申込み・問合せ：(公財)宮崎県国際交流協会
◇場 所：カリーノ宮崎8階 多目的室A
◇問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会

国際プラザ
国際プラザ図書
プラザ図書コーナーからのお
図書コーナーからのお知
コーナーからのお知らせ

スタッフのつぶやき・・・
今月の「図書コーナーからのお知らせ」では、韓国の絵本を３冊
紹介します。韓国の絵本独特の素敵な色合いに、細かいところ だいぶ前の話ですが、20世紀から21世紀へ
まで丁寧に書き込んだ絵。ぜひ一度手にとってみてください。 変わる瞬間をニュージーランド北島の町、 わたしのお正月
わたしのお正月
タウランガで迎えました。
・「よじはん よじはん」 著：ユン ソクチュン
季節は夏。ホストファミリーと犬と猫、ダチョウの一種エ
まだ各家庭に時計がなかったころのお話です。
ミューとHappy New Yearの挨拶を交わしました。年越しそば
チマチョゴリを来た小さな女の子が、お母さんから
もおせちもない、イベントもない日常とあまり変わらない静
かな新年の幕開け。でも私にとっては特別な「正月」でした。
お店に行って時計を見てくるように言われます。
女の子は「４時半」と時間をきいたものの、
スタッフ：Ｍ
寄り道をしながら帰って…。
JICAからのお知らせ
・「ソリちゃんのチュソク」 著：イ オクベ
チュソクとは韓国のお盆のこと。ソリちゃんは、パパとママ、そ
GLOBALINK 世界とつながっている私たち 2015開催！
して妹と田舎のおばあちゃんのところへ帰省します。ソリちゃん 日 時:1月25日(日) 9:00～17:00
のママがチマチョゴリにアイロンをあてる絵から物語が始まり、 場 所:イオンモール宮崎１階 サテライトスタジオ前
町中がチュソクの準備をしているところ、帰省ラッシュの様子、
（スペースコート）
親族が集まった場面と進んでいきます。韓国語が分からなくて 《問合せ
問合せ》JICAデスク宮崎 北園（きたぞの）
も充分楽しめるオススメの絵本です。
（公財）宮崎県国際交流協会内 Tel:0985-32-8457
E-mail: jicadpd-desk-miyazakiken@jica.go.jp
URL: http://www.jica.go.jp/
・「美しい模様」 著：ハン テヒ
13の詩と絵から構成されている絵本です。絵の中では生活に
息づく韓国の伝統的な美しさを見ることができます。
他団体からのお知らせ
多文化共生アドバイザー
多文化共生アドバイザー派遣制度
アドバイザー派遣制度

多文化共生社会づくりに関する学校や地域などで行う講座
や会合に講師を無料で派遣します。「国際理解講座」や「多文化
共生講座」を開催する際はぜひ当制度のご活用ください。
外国人講師の
外国人講師の出身国：
出身国：台湾、中国、フィリピン、
コロンビア、タンザニア、アメリカ、イギリス、インド（その他の国
についてはご相談ください）
講座内容：
講座内容：多文化共生、料理、歴史、楽器、お茶、踊り等
日本人講師の
日本人講師の滞在経験国：
滞在経験国：ブラジル、ザンビア、フランス
講座内容：
講座内容：多文化共生、国際協力、日系社会、エイズ等
◇補助内容：講師の謝金及び旅費
◇問合せ：（公財）宮崎県国際交流協会

♪プラザニュース 韓国語版より
韓国語版より

《延岡市》
延岡市》
デヴィンとランチで英会話

※無料、申込み不要
国際交流員のデヴィン・レッキオさんとランチを食べながら簡単
な英会話を楽しみませんか。
※ランチは持参してください。
日 時：1月15日（木） 11:30～13：00
場 所：社会教育センター 会議室3
デヴィンと国際井戸端談義 ※無料、申込み不要
国際交流員デヴィン・レッキオさんとアメリカや日本の社会、文
化、習慣の違いについて、気軽に話して楽しみませんか。
※会話は
会話は日本語で
日本語で行います。
います。

日 時：1月29日（木） 13:30～15:00
場 所：社会教育センター 会議室3
問合せ：延岡市国際交流推進室 Tel:0982-22-7006

「宮崎に
宮崎に溶け込んでいる」
んでいる」

県国際交流員 イ・ユンジュ

韓国でも日本で留学していた当時も、私はいつも人で混んでいる大都会で暮らしていました。忙しい日々、
毎日時間に追われながら過ごしている人たちの一人であったかもしれません。しかし私はそんな大都会が好
きでした。活気に溢れ、文化生活も存分に楽しめるところですから。そんな私が宮崎で９ヶ月生活しながら少し
変わった気がします。
１２月の上旬、研修のため東京で５日間を過ごしました。日本だけでなくアジアで一番賑やかなところ、ここ
での５日間はあまりにも大変でした。駅でうろうろしたり、道に迷ったりし、大勢の人で混んでいる街で息苦しさ
も感じました。久しぶりの東京ですから「思いっきり楽しんで来ないと」と思いましたが、時間が経てば経つほど
早く帰りたいと思いました。
研修の最終日、飛行機に乗って宮崎空港に着いた時、ようやく気持ちが落ち着きました。そしてその週末２日
間は何もせずにぐっすり快く眠りました。人間の環境適応能力とは正に恐ろしいですよね。里帰りで韓国へ帰り
ますが、恐らく宮崎に早く帰りたいと感じるかもしれません。
国際プラザでは
国際プラザでは留学
プラザでは留学・ワーキングホリデー
留学・ワーキングホリデー等
・ワーキングホリデー等に関する書籍
する書籍を
書籍を用意しています
用意しています。
しています。
その他、日本語の教授法の教材本、ビデオ等も図書コーナーに備えていますのでご利用ください。

