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――スミットさんのご出身はどちらですか？
　パタンです。首都カトマンズの中心街まで歩いても30分ほどのところで
す。ネパールの古都で、実家の近くには世界遺産に登録されているパタン・
ダルバール広場があります。
――ネパールは多民族国家と聞いていますが・・・
　そうですね。私はカトマンズ盆地のネイティブでネワール族という民族
です。
――カーストはネパールにありますか？
　以前はありました。私の家族は小さな商店を営んでいますが、これなど
もカーストによって決まっていました。以前は、カーストの違う人同士の結
婚はとても難しかったのですが、最近は特に若者はほとんど気にしていま
せん。また、昔は違う民族との結婚も非常に難しかったのですが、それもほ
とんど意識されなくなりつつあります。実は、私の父と母は違う民族だった
ので、結婚する時はとても大変だったようです。
――スミットさんの子どもの頃の話を聞かせてください。
　3歳のときから日本で言えば幼稚園のような私立のプレスクールに3年
通いました。小学校が5年、中学が3年あって、高校が4年です。中学の卒業
時、高校2年修了時からは毎年、日本のセンター試験のような全国共通の
テストがあって、それに合格しないと進級できません。
――厳しいですね。どんな試験ですか。
　中学卒業の時の試験はそれほどでもないのですが、高校2年修了時の
テストはとても難しく、受験者の6割ぐらいしか合格しません。また、試験時
間が日本ならふつう1時間半ぐらいだと思いますが、ネパールは3時間で
す。それが8科目もあります。
――日本に来る経緯を教えてください。
　高校生の頃、将来は工学部で人工知能を勉強したいと思っていました。
日本はその分野がとても進んでいると聞いていましたので、日本の文部科
学省が実施している国費留学の試験を受験しました。運よくそれに合格し
まして、まずは1年間東京外語大学でみっちり日本語を勉強しました。
――東北大学を選んだのは？
　先輩が数人いて、東北大学の工学部が素晴らしいと聞いたからです。希
望がかない、東北大への入学が決まったのが、2011年の春です。

――ということは震災の年ですね。
　そうです。3月11日はちょうど東京外大の卒業式の日でした。東京も大
混乱でしたが、これから行くはずの宮城県の状況が心配でした。実は、3月
21日までに外大の寮を出なければならないことになっていたのですが、
東北大の入学スケジュールが全然決まらず、そのときは困りました。外大
と交渉して、なんとか寮の滞在を1か月延長していただきました。結局、東
北大の入学式は5月の連休明けでした。
――宮城での生活はいかがですか？
　東京と違い、どこでも自転車で行けるのがとても便利だと思います。街
の中にいる限り、地震の影響もほとんどなく、思っていた以上に普通に生
活ができました。
――TUFSAの活動はいつから？
　大学1年のときからやっています。3年目です。
――今年からは会長となり、学業との両立はたいへんかと思いますが？
　とてもたいへんです。3年生は専門の授業や実験のレポート提出なども
ありますし。でも、様々な国のユニークなメンバーとの活動はとても面白
いです。いまのメンバーはマレーシア、タイ、韓国、アメリカ、スリランカ、イ
ンド、オランダ、コスタリカ…あと日本人ですね。
――共通言語は？
　ところどころ日本語が混じりますがだいたい英語です。日本人の話し合
いとは全然違うと思います。とにかく活発に意見が出ますので、話がまとま
らず、多数決になることもしょっちゅうです。時間切れになって、さらに
facebook上で投票したりなんてこともあります。
――今年の国際祭りのテーマや見どころを教えてください。
　テーマはCelebrating differencesです。違いを楽しみましょうというこ
とですね。例年以上にたくさんの国の方々にブース出展やパフォーマンス
をお願いしています。学生だけでなく、宮城県に住んでいる外国の方にも
広く声を掛けています。
――準備でお忙しいと思いますが、楽しみにしています。今日はありがとう
ございました。

ネパール連邦民主共和国出身
東北大学留学生協会（TUFSA）会長

スミット・マハルジャン さん

AIM＠ このコーナーでは、MIA宮城県国際化協会の最近の動きをお知らせいたします。
いずれの件も、お問い合わせは ☎022-275-3796　E-mail mail@mia-miyagi.jp  まで。お気軽にどうぞ。

MIA日本語講座2013年第2期開講！

　今年も外国出身の親子のために「進路ガイダンス」が開催されまし
た。（主催：実行委員会、共催：MIA・SIRA等）。昨年度までの仙台市、
石巻市に加えて、今年度は初めて登米市でも開催。石巻市や登米市の
ガイダンスでは、主に日本生まれのお子さんたちの母親が集まり、教
育委員会の方からの高校入試に関する説明や、中学校や高校の先生
などからのアドバイスに耳を傾けました。

◎この進路ガイダンスに合わせて、日本の教育制度や高校入試制度
について解説した「進路ガイドブック」の改訂版が作成されています。
　下記ウェブサイトからダウンロードできるほか、郵便でお送りする
ことも出来ますので、是非ご活用ください。
「日本語を母語としない子どもと親のための進路ガイダンス」
ウェブサイト　http://shinro-miyagi.jimdo.com
※郵送をご希望の場合
　ご希望の言語を明記したうえで、返信先の宛名を記載し送料分の
切手を貼ったＡ４サイズの封筒をお送りください。各言語一部ずつの
送付となりますので、ご了承ください。
●送　料：１冊 ２００円、２冊 ２７０円、３冊～５冊 ３９０円
●送付先：〒981-0914 仙台市青葉区堤通雨宮町４-１７
　　　　　宮城県仙台合同庁舎７階
　　　　　宮城県国際化協会　企画事業課　
　　　　　進路ガイドブック担当　宛

　去る9月8日（日）、石巻消防本部にて在住外国人を対象とした防災
研修会を開催しました。当日は、技能実習生や日本人の配偶者、ALT
など50名以上が参加し、石巻消防本部の及川さんとSONAE仙台防
災研究所古橋さんの講義に熱心に耳を傾けました。この研修会は、当
協会で平成21年度から実施してきた「ニューカマーのための生活適
応支援プログラム」をベースに、地域の実情に合わせた「地域版プロ
グラム」を今年度より開催することとしたものです。「防災」のほかに
も、「在留管理制度と住民登録」「保健医療」「就労」などいくつかのテー
マがあります。開催地域を募集しておりますので、ご興味がおありでし
たら、MIAまでご相談ください。

　10月からMIAの日本語講座が始まります。身近に日本語を勉強したい外国人がいらしたら、ぜひご紹介ください。多言語（日英中韓）のチ
ラシも用意しています。

「日本語を母語としない子どもと親のための進路ガイダンス」が開催されました

「石巻地域で暮らす外国人のための地震・津波防災研修会」を開催しました

TUFSAスポーツイベントにて
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Celebrating differences
2013東北大学国際祭りテーマ

10月8日(火)～2014年2月19日(水)
※10月7日(月)：クラス分けテスト

￥18,000
※テキスト代別

￥9,000
※テキスト代別

￥7,200

￥12,000
※テキスト代別

『日本語初級１大地』
『日本語初級2大地』

『中級を学ぼう』

初級１
初級２

中級

夜間初級1
夜間初級2

漢字１
漢字２

毎回プリントを
配布します。
『日本語初級１大地』
『日本語初級2大地』

10月8日(火)～2014年2月18日(火)

10月11日(金)～2014年2月28日(金)

10月15日(火)～2014年3月18日(火)

10:00～12:00

13:00～15:00

13:00～15:00

18:30～20:30

火～金

クラス 曜日 時間 期間 テキスト 受講料 定員

火・木

金

火

各20人

２０人

各20人

各15人

古紙配合率100％再生紙を使用しています。

vol.69

〒981-0914
仙台市青葉区堤通雨宮町4番17号
宮城県仙台合同庁舎7階
TEL  022（275）3796
FAX 022（272）5063

編集・発行

E-mail mail@mia-miyagi.jp　URL http://mia-miyagi.jp/

（公財）宮城県
国際化協会

至北仙台
バス停（宮城県仙台合同庁舎前）

宮城県仙台
合同庁舎7階

至仙台
地下鉄北四番丁駅

ローソン

東北大学農学部
仙台市
消防局

フォレスト仙台

七十七銀行 AJINOMOTO

賛助会員募集

●賛助会員の資格
本協会の趣旨に賛同し、運営活動に協力していただける
個人や団体（国際活動団体、企業、機関）など
●賛助会員の区分と年会費
個人会員／１口   3,000円
団体会員／１口 10,000円
●賛助会員の特典
◎協会機関紙「みやぎの国際情報誌 倶楽部ＭＩＡ」の定期送付（年６回）
◎「ＭＩＡ多言語かわら版」(日・英・中・韓・葡)の定期送付（年６回）

◎当協会主催のイベントや各種講座の案内及び参加費の減免
◎個人会員については協会と提携する旅行会社が指
　定する国内外の旅行代金の一部割引 　
　（株）JTB東北仙台支店　
　宮交観光サービス（株）　
●入会方法
◎本協会あて御連絡ください。
　所定の申し込み用紙と振り込み用紙を送付いたします。

MIA（公財）宮城県国際化協会は、県民参加の幅広い国際交流を進め、人と
人との輪を広げていくために、皆様の御理解と御協力を求めています。

公益財団法人宮城県国際化協会
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※●はイベント開催予
定日です。詳しい内容
については以下でご確
認ください。

MIAイベントカレンダー

このコーナーでは、県内の国際活動団体の2013年10月～11月の
活動予定をご紹介します。
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EVENT
DIARY 10 11月

アイコンの見方　   　　：主催   　 　：会場　　  ：時間　　   ：申し込み　　   ：参加費　　   ：電話 　　   ：FAX  　　 ：Eメール 　　 ：ホームページ

URL ： http://mia-miyagi.jp/publication.html#mia

26日
　英国留学セミナー in 仙台

ブリティッシュカウンシル
仙台国際センター交流コーナー研修室
10：00～12：30
下記ホームページにて要予約
無料
03-3235-8031
（火～金、10～18時）
educationuk@britishcouncil.or.jp
http://www3.revn.jp/educationuk/

　アメリカ留学相談会
日米教育委員会
仙台国際センター１F交流コーナー内研修室
13：30～17：30
ホームページにて受付
無料
03-3580-3231（火・木13:00～17：00）
eas@fulbright.jp（お問合せのみ）
http://www.fulbright.jp/study/event/
sodan.html

26・27日　
　教師海外研修　第一次国内研修

JICA東北
仙台第一生命タワービル11階　CB会議室

10月 OCTOBER

 11月 NOVEMBER

10・11月　毎週日曜日　　　　　　
　瑞巌寺ボランティアガイド　　

松島善意通訳者の会
瑞巌寺
10：00～15：00
当日受付にて
無料
http://www.geocities.jp/matsushimagw/

10・11月　毎週日曜日　　　　　　
　円通院ボランティアガイド　　

松島善意通訳者の会
瑞巌寺
10:00～15:00
当日受付にて
無料
http://www.geocities.jp/matsushimagw/

6日　　　　　　
　芋煮をかこんで国際交流　

栗原市国際交流協会
伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター
11：00～
500円（大人）
0228-32-6789（川嶋）
0228-32-2113

8日
　MIA日本語講座第2期初級1・2

公益財団法人宮城県国際化協会
仙台市青葉区堤通雨宮町4-17
宮城県仙台合同庁舎 7階
10：00～12：00
（毎週火～金、2014年2月19日まで）
電話・FAX・メール
18,000円（テキスト代別）
022-275-3796
022-272-5063
mail@mia-miyagi.jp
http://mia-miyagi.jp/

　MIA日本語講座第2期中級
公益財団法人宮城県国際化協会
13：00～15：00
（毎週火、木、2014年2月18日まで）
9,000円（テキスト代別）
           　　 ※10月8日初級と同じ

9日
　JICAボランティア平成25年度秋募集
　「体験談＆説明会」

JICA東北
AER ネ!ットU  6階セミナールーム
19：00～21：00
不要
無料
022-223-4772

022-227-3090
jicathic-jv@jica.go.jp
http://www.jica.go.jp/tohoku/index.html

11日
　MIA日本語講座第2期漢字1・2

公益財団法人宮城県国際化協会
13：00～15：00
（毎週金、2014年2月28日まで）
7,200円
　　　　　　※10月8日に同じ

13日　
　第7回国際交流フェスティバル

おおさき外国人相談センター
化女沼「古代の里」
11：00～14：00
不要
無料
0229-22-2181

　
　歩いて巡る地域歴史散策～
　仙台三十三観音めぐり～第３行程26番札所～
　33番札所

NPO法人楽遊ネットワーク宮城
集合場所：①JR南仙台駅前1番バス乗り場前
②第31番札所落合観音堂（四郎丸）内（どち
らか）
集合時間：①8：00集合　②8：45集合　
出発9：00～解散15：30予定
電話・FAX・メール
※参加申込の方には詳しい集合場所等記載
したハガキを郵送します。
一般2,500円　会員2,000円
（小冊子・保険料込）
022-261-9869
022-261-0546
eikaiwa.usaclub@dream.ocn.ne.jp
http://www9.ocn.ne.jp/̃eikaiwa/raku
yuu.html

15日
　MIA日本語講座第2期夜間初級1・2

公益財団法人宮城県国際化協会
18：30～20：30
（毎週火、2014年3月18日まで）
12,000円（テキスト代別）
　　　　　　※10月8日に同じ

16日
　申請取次行政書士による外国人のための
　入管手続無料相談会

宮城県行政書士会
仙台市青葉区役所 4階市民相談会会場
13：00～16：00
電話受付または予約なしでもOK
無料
022-261-6768
022-261-0610

19日　
　UNICafe～気軽なユニセフ入門講座

宮城県ユニセフ協会
みやぎ生協文化会館ウィズ
（仙台市泉区八乙女）
13：00～15：30　
電話・FAX・メール
無料
022-218-5358
022-218-5945
sn.municef_miyagi@todock.jp
http://www.unicef-miyagi.gr.jp

　
　国際交流まつり

多賀城市国際交流協会
多賀城市文化センター（小ホール）
13：00～16：00
無料
022-363-1879（浅沼）、　
022-368-7956（岡崎）
022-368-7956（岡崎）
asanuma41sake@sirius.ocn.ne.jp

20日　
　JICAボランティア平成25年度秋募集
　「体験談＆説明会」

JICA東北
仙台第一生命タワービル11階　Ｃ会議室
10：30～12：30（シニア海外ボランティア）
14：00～16：00（青年海外協力隊）
不要
無料
022-223-4772
022-227-3090
jicathic-jv@jica.go.jp
http://www.jica.go.jp/tohoku/index.html

24日
　震災後の三陸漁村をアフリカニストがあるく

アフリカ・セミナーの会
仙台国際センター研修室
10：00～12：00
不要
700円
　　022-362-7907

26日
　ハロウィーン　パーティ

登米市国際交流協会
登米市中田町宝江ふれあいセンター
18：30～20：30
不要
無料
0220-52-2144
tifa-kokusai@coda.ocn.ne.jp
http://www.tome-kokusai.com

9：00～18：00
要
無料
022-223-4772
022-223-3090
Shimizu.Chie@jica.go.jp
http://www.jica.go.jp/tohoku/index.html

10日　
　第28回東北大学国際祭り

東北大学留学生協会（TUFSA）、＠home
仙台市立三条中学校
11：00～
不要、食事券の前売りあり
080-6065-9551（上田）
35uetaka@gmail.com

　
　国際交流まつり in わたり

国際交流協会わたり
亘理町中央公民館
11：00～14：30
0223-32-2747

20日　
　申請取次行政書士による外国人のための
　入管手続無料相談会

宮城県行政書士会
　　　　　　　※10月16日に同じ

21日　
　【赤道】からアフリカを視る

アフリカ・セミナーの会
　　　　　　　※10月24日に同じ

27日　
　ユニセフ映画上映会「はちみつ色のユン」

宮城県ユニセフ協会
せんだいメディアテーク　スタジオシアター
①10：30～　②14：00～　③18：30～
電話・FAX・メール
500円（各回）
022-218-5358
022-218-5945
sn.municef_miyagi@todock.jp
http://www.unicef-miyagi.gr.jp

・

JICA宮城デスクからのお知らせ

　JICAでは年4回JICAボランティア（青年海外
協力隊、シニア海外ボランティア）を派遣してい
ます。
　右記の通り、秋募集へ向けてJICAボランティ
ア説明会を開催いたします。
　主な内容には、JICAボランティア経験者の
体験談発表が予定されているほか、JICA職員
との個別応募相談、要請の詳細情報などの資
料閲覧が可能です。お申込み不要、入場無料、
途中退席等も自由ですので、どうぞお気軽にお
越しください。

世界も、自分も、変えるシゴト。青年海外協力隊、シニア海外ボランティア募集！

※JICA＝独立行政法人国際協力機構（開発途上国に対する総合的な二国間援助機関で、技術協力・有償資金協力・無償資金協力を行っています。）
TEL.022-275-5540    E-mail jicadpd-desk-miyagiken@jica.go.jp　JICA東北ホームページ http://www.jica.go.jp/tohoku/

募集期間　2013年10月1日（火）～11月5日（火）（※当日消印有効）
説明会日程（予定）

19:00-21:00
場所 AER ネ！ットU 6階 セミナールーム（2）
☆NP0法人ルワンダの教育を考える会代表マリールイズ氏 講演 
※プログラム内にてアフリカ ルワンダの現状を分かりやすくお話いただきます。

青年海外協力隊
（20-39歳の方が応募可能）

14:00-16:00 10:30-12:30

シニア海外ボランティア
（40-69歳の方が応募可能）

場所 仙台第一生命タワービル11階C会議室

10/9（水）

日にち

10/20（日）

内容詳細は、JICAホームページ内より【JICAボランティア、説明会】と検索していただき、ご覧ください！

「YOKE日本語教室教材例集　話してみよう！わたしのこと　横浜のこと」　
編集・発行　公益財団法人横浜市国際交流協会（YOKE）
　公益財団法人横浜市国際交流協会（YOKE）が開催している「ニューカマーのための日本語教室」で使用した教材を中
心にまとめられたものです。
　「教室までの交通手段が言える」「一人で買い物ができる」「電話で連絡したり予約や注文ができる」といった１３の「行動
目標」が設定されていて、それぞれの目標を達成するのに必要な文型や語彙を使った活動をすることになっています。
　全体として、学習者が自分のことを積極的に話したり、教材を使った活動を通して他の学習者や支援者との関係を築い
たりすることを目的としています。また、文字（平仮名・片仮名）を学ぶための教材と学習活動も紹介されています。
　横浜市内の日本語教室で使用することを想定して作られたものなので、場面設定が横浜になっている箇所もあります
が、設定をそれぞれの地域に置き換えれば十分利用可能ですし、語彙リストなどは、それ単体で自分たちの活動に合せて
使うこともできるでしょう。
　本教材は市販されていませんが、発行元の横浜市国際交流協会のウェブサイトからダウンロードすることができます。MIAのライブラリーに
は、印刷してファイルに収めたものを設置しています。
■横浜市国際交流協会「YOKE日本語教室教材例集」　http://yoke.or.jp/8nihongo/8_3kyozaire_shu.html

ライブラリーライブラリーライブラリー ライブラリーのコーナーで紹介されている図書は全て貸し出しまたは当協会図書資料室で閲覧可能です。
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※●はイベント開催予
定日です。詳しい内容
については以下でご確
認ください。

MIAイベントカレンダー

このコーナーでは、県内の国際活動団体の2013年10月～11月の
活動予定をご紹介します。
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EVENT
DIARY 10 11月

アイコンの見方　   　　：主催   　 　：会場　　  ：時間　　   ：申し込み　　   ：参加費　　   ：電話 　　   ：FAX  　　 ：Eメール 　　 ：ホームページ

URL ： http://mia-miyagi.jp/publication.html#mia

26日
　英国留学セミナー in 仙台

ブリティッシュカウンシル
仙台国際センター交流コーナー研修室
10：00～12：30
下記ホームページにて要予約
無料
03-3235-8031
（火～金、10～18時）
educationuk@britishcouncil.or.jp
http://www3.revn.jp/educationuk/

　アメリカ留学相談会
日米教育委員会
仙台国際センター１F交流コーナー内研修室
13：30～17：30
ホームページにて受付
無料
03-3580-3231（火・木13:00～17：00）
eas@fulbright.jp（お問合せのみ）
http://www.fulbright.jp/study/event/
sodan.html

26・27日　
　教師海外研修　第一次国内研修

JICA東北
仙台第一生命タワービル11階　CB会議室

10月 OCTOBER

 11月 NOVEMBER

10・11月　毎週日曜日　　　　　　
　瑞巌寺ボランティアガイド　　

松島善意通訳者の会
瑞巌寺
10：00～15：00
当日受付にて
無料
http://www.geocities.jp/matsushimagw/

10・11月　毎週日曜日　　　　　　
　円通院ボランティアガイド　　

松島善意通訳者の会
瑞巌寺
10:00～15:00
当日受付にて
無料
http://www.geocities.jp/matsushimagw/

6日　　　　　　
　芋煮をかこんで国際交流　

栗原市国際交流協会
伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター
11：00～
500円（大人）
0228-32-6789（川嶋）
0228-32-2113

8日
　MIA日本語講座第2期初級1・2

公益財団法人宮城県国際化協会
仙台市青葉区堤通雨宮町4-17
宮城県仙台合同庁舎 7階
10：00～12：00
（毎週火～金、2014年2月19日まで）
電話・FAX・メール
18,000円（テキスト代別）
022-275-3796
022-272-5063
mail@mia-miyagi.jp
http://mia-miyagi.jp/

　MIA日本語講座第2期中級
公益財団法人宮城県国際化協会
13：00～15：00
（毎週火、木、2014年2月18日まで）
9,000円（テキスト代別）
           　　 ※10月8日初級と同じ

9日
　JICAボランティア平成25年度秋募集
　「体験談＆説明会」

JICA東北
AER ネ!ットU  6階セミナールーム
19：00～21：00
不要
無料
022-223-4772

022-227-3090
jicathic-jv@jica.go.jp
http://www.jica.go.jp/tohoku/index.html

11日
　MIA日本語講座第2期漢字1・2

公益財団法人宮城県国際化協会
13：00～15：00
（毎週金、2014年2月28日まで）
7,200円
　　　　　　※10月8日に同じ

13日　
　第7回国際交流フェスティバル

おおさき外国人相談センター
化女沼「古代の里」
11：00～14：00
不要
無料
0229-22-2181

　
　歩いて巡る地域歴史散策～
　仙台三十三観音めぐり～第３行程26番札所～
　33番札所

NPO法人楽遊ネットワーク宮城
集合場所：①JR南仙台駅前1番バス乗り場前
②第31番札所落合観音堂（四郎丸）内（どち
らか）
集合時間：①8：00集合　②8：45集合　
出発9：00～解散15：30予定
電話・FAX・メール
※参加申込の方には詳しい集合場所等記載
したハガキを郵送します。
一般2,500円　会員2,000円
（小冊子・保険料込）
022-261-9869
022-261-0546
eikaiwa.usaclub@dream.ocn.ne.jp
http://www9.ocn.ne.jp/̃eikaiwa/raku
yuu.html

15日
　MIA日本語講座第2期夜間初級1・2

公益財団法人宮城県国際化協会
18：30～20：30
（毎週火、2014年3月18日まで）
12,000円（テキスト代別）
　　　　　　※10月8日に同じ

16日
　申請取次行政書士による外国人のための
　入管手続無料相談会

宮城県行政書士会
仙台市青葉区役所 4階市民相談会会場
13：00～16：00
電話受付または予約なしでもOK
無料
022-261-6768
022-261-0610

19日　
　UNICafe～気軽なユニセフ入門講座

宮城県ユニセフ協会
みやぎ生協文化会館ウィズ
（仙台市泉区八乙女）
13：00～15：30　
電話・FAX・メール
無料
022-218-5358
022-218-5945
sn.municef_miyagi@todock.jp
http://www.unicef-miyagi.gr.jp

　
　国際交流まつり

多賀城市国際交流協会
多賀城市文化センター（小ホール）
13：00～16：00
無料
022-363-1879（浅沼）、　
022-368-7956（岡崎）
022-368-7956（岡崎）
asanuma41sake@sirius.ocn.ne.jp

20日　
　JICAボランティア平成25年度秋募集
　「体験談＆説明会」

JICA東北
仙台第一生命タワービル11階　Ｃ会議室
10：30～12：30（シニア海外ボランティア）
14：00～16：00（青年海外協力隊）
不要
無料
022-223-4772
022-227-3090
jicathic-jv@jica.go.jp
http://www.jica.go.jp/tohoku/index.html

24日
　震災後の三陸漁村をアフリカニストがあるく

アフリカ・セミナーの会
仙台国際センター研修室
10：00～12：00
不要
700円
　　022-362-7907

26日
　ハロウィーン　パーティ

登米市国際交流協会
登米市中田町宝江ふれあいセンター
18：30～20：30
不要
無料
0220-52-2144
tifa-kokusai@coda.ocn.ne.jp
http://www.tome-kokusai.com

9：00～18：00
要
無料
022-223-4772
022-223-3090
Shimizu.Chie@jica.go.jp
http://www.jica.go.jp/tohoku/index.html

10日　
　第28回東北大学国際祭り

東北大学留学生協会（TUFSA）、＠home
仙台市立三条中学校
11：00～
不要、食事券の前売りあり
080-6065-9551（上田）
35uetaka@gmail.com

　
　国際交流まつり in わたり

国際交流協会わたり
亘理町中央公民館
11：00～14：30
0223-32-2747

20日　
　申請取次行政書士による外国人のための
　入管手続無料相談会

宮城県行政書士会
　　　　　　　※10月16日に同じ

21日　
　【赤道】からアフリカを視る

アフリカ・セミナーの会
　　　　　　　※10月24日に同じ

27日　
　ユニセフ映画上映会「はちみつ色のユン」

宮城県ユニセフ協会
せんだいメディアテーク　スタジオシアター
①10：30～　②14：00～　③18：30～
電話・FAX・メール
500円（各回）
022-218-5358
022-218-5945
sn.municef_miyagi@todock.jp
http://www.unicef-miyagi.gr.jp

・

JICA宮城デスクからのお知らせ

　JICAでは年4回JICAボランティア（青年海外
協力隊、シニア海外ボランティア）を派遣してい
ます。
　右記の通り、秋募集へ向けてJICAボランティ
ア説明会を開催いたします。
　主な内容には、JICAボランティア経験者の
体験談発表が予定されているほか、JICA職員
との個別応募相談、要請の詳細情報などの資
料閲覧が可能です。お申込み不要、入場無料、
途中退席等も自由ですので、どうぞお気軽にお
越しください。

世界も、自分も、変えるシゴト。青年海外協力隊、シニア海外ボランティア募集！

※JICA＝独立行政法人国際協力機構（開発途上国に対する総合的な二国間援助機関で、技術協力・有償資金協力・無償資金協力を行っています。）
TEL.022-275-5540    E-mail jicadpd-desk-miyagiken@jica.go.jp　JICA東北ホームページ http://www.jica.go.jp/tohoku/

募集期間　2013年10月1日（火）～11月5日（火）（※当日消印有効）
説明会日程（予定）

19:00-21:00
場所 AER ネ！ットU 6階 セミナールーム（2）
☆NP0法人ルワンダの教育を考える会代表マリールイズ氏 講演 
※プログラム内にてアフリカ ルワンダの現状を分かりやすくお話いただきます。

青年海外協力隊
（20-39歳の方が応募可能）

14:00-16:00 10:30-12:30

シニア海外ボランティア
（40-69歳の方が応募可能）

場所 仙台第一生命タワービル11階C会議室

10/9（水）

日にち

10/20（日）

内容詳細は、JICAホームページ内より【JICAボランティア、説明会】と検索していただき、ご覧ください！

「YOKE日本語教室教材例集　話してみよう！わたしのこと　横浜のこと」　
編集・発行　公益財団法人横浜市国際交流協会（YOKE）
　公益財団法人横浜市国際交流協会（YOKE）が開催している「ニューカマーのための日本語教室」で使用した教材を中
心にまとめられたものです。
　「教室までの交通手段が言える」「一人で買い物ができる」「電話で連絡したり予約や注文ができる」といった１３の「行動
目標」が設定されていて、それぞれの目標を達成するのに必要な文型や語彙を使った活動をすることになっています。
　全体として、学習者が自分のことを積極的に話したり、教材を使った活動を通して他の学習者や支援者との関係を築い
たりすることを目的としています。また、文字（平仮名・片仮名）を学ぶための教材と学習活動も紹介されています。
　横浜市内の日本語教室で使用することを想定して作られたものなので、場面設定が横浜になっている箇所もあります
が、設定をそれぞれの地域に置き換えれば十分利用可能ですし、語彙リストなどは、それ単体で自分たちの活動に合せて
使うこともできるでしょう。
　本教材は市販されていませんが、発行元の横浜市国際交流協会のウェブサイトからダウンロードすることができます。MIAのライブラリーに
は、印刷してファイルに収めたものを設置しています。
■横浜市国際交流協会「YOKE日本語教室教材例集」　http://yoke.or.jp/8nihongo/8_3kyozaire_shu.html

ライブラリーライブラリーライブラリー ライブラリーのコーナーで紹介されている図書は全て貸し出しまたは当協会図書資料室で閲覧可能です。
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――スミットさんのご出身はどちらですか？
　パタンです。首都カトマンズの中心街まで歩いても30分ほどのところで
す。ネパールの古都で、実家の近くには世界遺産に登録されているパタン・
ダルバール広場があります。
――ネパールは多民族国家と聞いていますが・・・
　そうですね。私はカトマンズ盆地のネイティブでネワール族という民族
です。
――カーストはネパールにありますか？
　以前はありました。私の家族は小さな商店を営んでいますが、これなど
もカーストによって決まっていました。以前は、カーストの違う人同士の結
婚はとても難しかったのですが、最近は特に若者はほとんど気にしていま
せん。また、昔は違う民族との結婚も非常に難しかったのですが、それもほ
とんど意識されなくなりつつあります。実は、私の父と母は違う民族だった
ので、結婚する時はとても大変だったようです。
――スミットさんの子どもの頃の話を聞かせてください。
　3歳のときから日本で言えば幼稚園のような私立のプレスクールに3年
通いました。小学校が5年、中学が3年あって、高校が4年です。中学の卒業
時、高校2年修了時からは毎年、日本のセンター試験のような全国共通の
テストがあって、それに合格しないと進級できません。
――厳しいですね。どんな試験ですか。
　中学卒業の時の試験はそれほどでもないのですが、高校2年修了時の
テストはとても難しく、受験者の6割ぐらいしか合格しません。また、試験時
間が日本ならふつう1時間半ぐらいだと思いますが、ネパールは3時間で
す。それが8科目もあります。
――日本に来る経緯を教えてください。
　高校生の頃、将来は工学部で人工知能を勉強したいと思っていました。
日本はその分野がとても進んでいると聞いていましたので、日本の文部科
学省が実施している国費留学の試験を受験しました。運よくそれに合格し
まして、まずは1年間東京外語大学でみっちり日本語を勉強しました。
――東北大学を選んだのは？
　先輩が数人いて、東北大学の工学部が素晴らしいと聞いたからです。希
望がかない、東北大への入学が決まったのが、2011年の春です。

――ということは震災の年ですね。
　そうです。3月11日はちょうど東京外大の卒業式の日でした。東京も大
混乱でしたが、これから行くはずの宮城県の状況が心配でした。実は、3月
21日までに外大の寮を出なければならないことになっていたのですが、
東北大の入学スケジュールが全然決まらず、そのときは困りました。外大
と交渉して、なんとか寮の滞在を1か月延長していただきました。結局、東
北大の入学式は5月の連休明けでした。
――宮城での生活はいかがですか？
　東京と違い、どこでも自転車で行けるのがとても便利だと思います。街
の中にいる限り、地震の影響もほとんどなく、思っていた以上に普通に生
活ができました。
――TUFSAの活動はいつから？
　大学1年のときからやっています。3年目です。
――今年からは会長となり、学業との両立はたいへんかと思いますが？
　とてもたいへんです。3年生は専門の授業や実験のレポート提出なども
ありますし。でも、様々な国のユニークなメンバーとの活動はとても面白
いです。いまのメンバーはマレーシア、タイ、韓国、アメリカ、スリランカ、イ
ンド、オランダ、コスタリカ…あと日本人ですね。
――共通言語は？
　ところどころ日本語が混じりますがだいたい英語です。日本人の話し合
いとは全然違うと思います。とにかく活発に意見が出ますので、話がまとま
らず、多数決になることもしょっちゅうです。時間切れになって、さらに
facebook上で投票したりなんてこともあります。
――今年の国際祭りのテーマや見どころを教えてください。
　テーマはCelebrating differencesです。違いを楽しみましょうというこ
とですね。例年以上にたくさんの国の方々にブース出展やパフォーマンス
をお願いしています。学生だけでなく、宮城県に住んでいる外国の方にも
広く声を掛けています。
――準備でお忙しいと思いますが、楽しみにしています。今日はありがとう
ございました。

ネパール連邦民主共和国出身
東北大学留学生協会（TUFSA）会長

スミット・マハルジャン さん

AIM＠ このコーナーでは、MIA宮城県国際化協会の最近の動きをお知らせいたします。
いずれの件も、お問い合わせは ☎022-275-3796　E-mail mail@mia-miyagi.jp  まで。お気軽にどうぞ。

MIA日本語講座2013年第2期開講！

　今年も外国出身の親子のために「進路ガイダンス」が開催されまし
た。（主催：実行委員会、共催：MIA・SIRA等）。昨年度までの仙台市、
石巻市に加えて、今年度は初めて登米市でも開催。石巻市や登米市の
ガイダンスでは、主に日本生まれのお子さんたちの母親が集まり、教
育委員会の方からの高校入試に関する説明や、中学校や高校の先生
などからのアドバイスに耳を傾けました。

◎この進路ガイダンスに合わせて、日本の教育制度や高校入試制度
について解説した「進路ガイドブック」の改訂版が作成されています。
　下記ウェブサイトからダウンロードできるほか、郵便でお送りする
ことも出来ますので、是非ご活用ください。
「日本語を母語としない子どもと親のための進路ガイダンス」
ウェブサイト　http://shinro-miyagi.jimdo.com
※郵送をご希望の場合
　ご希望の言語を明記したうえで、返信先の宛名を記載し送料分の
切手を貼ったＡ４サイズの封筒をお送りください。各言語一部ずつの
送付となりますので、ご了承ください。
●送　料：１冊 ２００円、２冊 ２７０円、３冊～５冊 ３９０円
●送付先：〒981-0914 仙台市青葉区堤通雨宮町４-１７
　　　　　宮城県仙台合同庁舎７階
　　　　　宮城県国際化協会　企画事業課　
　　　　　進路ガイドブック担当　宛

　去る9月8日（日）、石巻消防本部にて在住外国人を対象とした防災
研修会を開催しました。当日は、技能実習生や日本人の配偶者、ALT
など50名以上が参加し、石巻消防本部の及川さんとSONAE仙台防
災研究所古橋さんの講義に熱心に耳を傾けました。この研修会は、当
協会で平成21年度から実施してきた「ニューカマーのための生活適
応支援プログラム」をベースに、地域の実情に合わせた「地域版プロ
グラム」を今年度より開催することとしたものです。「防災」のほかに
も、「在留管理制度と住民登録」「保健医療」「就労」などいくつかのテー
マがあります。開催地域を募集しておりますので、ご興味がおありでし
たら、MIAまでご相談ください。

　10月からMIAの日本語講座が始まります。身近に日本語を勉強したい外国人がいらしたら、ぜひご紹介ください。多言語（日英中韓）のチ
ラシも用意しています。

「日本語を母語としない子どもと親のための進路ガイダンス」が開催されました

「石巻地域で暮らす外国人のための地震・津波防災研修会」を開催しました

TUFSAスポーツイベントにて

Celebrating differences
2013東北大学国際祭りテーマ

10月8日(火)～2014年2月19日(水)
※10月7日(月)：クラス分けテスト

￥18,000
※テキスト代別

￥9,000
※テキスト代別

￥7,200

￥12,000
※テキスト代別

『日本語初級１大地』
『日本語初級2大地』

『中級を学ぼう』

初級１
初級２

中級

夜間初級1
夜間初級2

漢字１
漢字２

毎回プリントを
配布します。
『日本語初級１大地』
『日本語初級2大地』

10月8日(火)～2014年2月18日(火)

10月11日(金)～2014年2月28日(金)

10月15日(火)～2014年3月18日(火)

10:00～12:00

13:00～15:00

13:00～15:00

18:30～20:30

火～金

クラス 曜日 時間 期間 テキスト 受講料 定員

火・木

金

火

各20人

２０人

各20人

各15人

古紙配合率100％再生紙を使用しています。

vol.69

〒981-0914
仙台市青葉区堤通雨宮町4番17号
宮城県仙台合同庁舎7階
TEL  022（275）3796
FAX 022（272）5063

編集・発行

E-mail mail@mia-miyagi.jp　URL http://mia-miyagi.jp/

（公財）宮城県
国際化協会

至北仙台
バス停（宮城県仙台合同庁舎前）

宮城県仙台
合同庁舎7階

至仙台
地下鉄北四番丁駅

ローソン

東北大学農学部
仙台市
消防局

フォレスト仙台

七十七銀行 AJINOMOTO

賛助会員募集

●賛助会員の資格
本協会の趣旨に賛同し、運営活動に協力していただける
個人や団体（国際活動団体、企業、機関）など
●賛助会員の区分と年会費
個人会員／１口   3,000円
団体会員／１口 10,000円
●賛助会員の特典
◎協会機関紙「みやぎの国際情報誌 倶楽部ＭＩＡ」の定期送付（年６回）
◎「ＭＩＡ多言語かわら版」(日・英・中・韓・葡)の定期送付（年６回）

◎当協会主催のイベントや各種講座の案内及び参加費の減免
◎個人会員については協会と提携する旅行会社が指
　定する国内外の旅行代金の一部割引 　
　（株）JTB東北仙台支店　
　宮交観光サービス（株）　
●入会方法
◎本協会あて御連絡ください。
　所定の申し込み用紙と振り込み用紙を送付いたします。

MIA（公財）宮城県国際化協会は、県民参加の幅広い国際交流を進め、人と
人との輪を広げていくために、皆様の御理解と御協力を求めています。

公益財団法人宮城県国際化協会




