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デンマークのオープンサンドを作ったよ！

平成28年1月22日(金 )
　デンマークの伝統的な料理“スモーブロー”作りを通して、デン
マークの文化に親しんでもらおうと、異文化理解イベント
「Smørrebrød のある食卓～デンマーク文化を楽しみながら～」を
開催しました。
→詳しい内容については、2 ～ 3 ページをご覧ください。
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　1月22日に異文化理解イベント「Smørrebrødのある食卓～デンマーク文化を楽

しみながら～」を開催しました。講師にデンマーク出身の シニア アンダーソンさん 

を迎え、デンマークの伝統的な料理のひとつであるスモーブローを作り、デンマー

クについて紹介していただきました。

　ライ麦パンの上にたくさんの具材をのせたデンマーク

の伝統的なオープンサンドで、デンマークの人たちはと

てもよく食べるそうです。スモーブローは食べる順番が

決まっており、正式には、まず魚のスモーブローを食

べ、次にチキン、最後に赤肉を食べます。

　スモーブローを食べながら、シニアさんにデンマークの紹介をしていた

だきました。デンマークの夏は北海道のようで過ごしやすく、冬は八戸よ

りも雪が少ないとのことです。海に囲まれた国なので、デンマークの人た

ちは魚釣りを楽しむことも多いそうです。

シニアさんの説明に、みなさん真剣です！

スモーブローの出来上がり♪具沢山でパンが見えません！
ほとんどの方が人生初めてのスモーブロー作り。
みんなでわいわい楽しく作ることができました。

講師のシニアさん

デンマーク風
ミートボール
デンマーク風
ミートボール

チキンサラダとベーコン
チキンサラダとベーコン

ニシンの酢漬けニシンの酢漬け
ヒラメの
ライ麦粉焼き
ヒラメの
ライ麦粉焼き

ヒラメも釣れますよ！

スモーブローは週に3、4回は食べます！

スモーブローとは？

デンマークってどんな国？

ス モ ー ブ ロ ー

スモーブロー
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Smørrebrødのある食卓
～デンマーク文化を楽しみながら～

通訳をしてくれた
マシューさん



こうみちゃん

留学生受入れ
海外留学
フィリピン体験学習

八戸聖ウルスラ学院高等学校の国際交流活動紹介
　八戸聖ウルスラ学院高等学校では、「人のため、社会のため」との教育方針で、世界中にある姉妹校と連携した国際
交流及び支援活動を行っていて、地方からも世界で活躍したいという人材育成を行っています。
現在は、アメリカ、タイ、台湾からの留学生受入れ、アメリカへの語学研修、英語科でのアメリカ、オーストラリア及
びニュージランド長期留学、フィリピン体験学習プログラムがあります。

　フィリピン体験学習は、高校生としてできる範囲の援助
活動を通して、同じアジアの一員としてできることについ
て学んでいます。全校生徒から歯ブラシ、筆記用具、児童
用衣類などを寄付してもらい、現地で配布するとともに、
子供たちに対して歯みがき指導なども行っています。また、
現地の方々との交流の中で、フィリピンの子供たちの現状
について知ることができ、国外の出来事について深く考え
る機会となっています。

八戸市
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フィリピン体験学習

平成27年10月の県総合文化祭で最優秀賞を獲得しました！（国際理解部門）
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身近に起こっている問題をテーマとして選定し、高校生としてできる範囲で解決策をみんな
で考えていく部活です。普通科、英語科さらに海外留学生も交えて、自国のみの考え方に固
執せず、それぞれの考え方の違いを理解していきます。
(ジャンボはスワヒリ語で“こんにちは”の意。)

ジャンボ
国際交流部

・単に英語を話すだけでなく、国際事情や問題なども
知った上で、英語を活用しながら海外で活躍したい。

・小さい頃から海外への興味があり、海外の大学への進
学を目指し、その土台作りのため。

・（入部した後だが）留学に行こうと思わせてくれた。

・普通にクラスメート（友達）として接し、困っている
ときは声がけしている。

・台湾とタイの留学生は特に雪に驚いている。
・宗教的な問題は特にない。

生徒たちは、国際交流活動を経験する中で様々なことを考える機会を得て、自国との違いを感じ取っているようです。
彼らがこのような経験を活かし、地元でも勉強や仕事で活躍できるような環境がどんどん整ってくると良いですね。

調査・比較

ほかの国は
どうなのか？ 結論

日本の高校生は
ＳＮＳ依存！！

①使用前に目的を明確にしておく
②海外などの直接会えない人との
コミュニケーション
③社会参加、世界に目を向ける

県総合文化祭の発表内容

「このクラブを選んだ理由」 「留学生との交流」

部活動紹介

英語担当教諭　菊池先生談



ルワンダ

青年海外協力隊隊員の現地レポート
　JICA青年海外協力隊平成26年度3次隊として、八戸市出身の3名が、平成

27年1月から平成29年1月の2年間の任期で海外に派遣されています。今回は、

ルワンダ  ムサンゼ郡庁に青少年活動分野で派遣された 中
なか

澤
ざわ

 宏
こう

一
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さんからの

現地レポートを紹介します。
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　子どもの頃から海外に興味があり、将来は様々な国の人々と関わる生き方をし
たいと思っていました。そして、あるＮＧＯが企画したボランティアツアーでイ
ンドに行った際に、たくさんの貧しい人々に出会いましたが、みんな毎日を必死
に生きている姿に感動し、発展途上国のために「自分ができることはないか？」

隊員に応募した動機

　1994年、ジェノサイドと呼ばれる内戦が勃発し、約 3か月間でおよそ 100万人が亡くなったと言われていま
すが、現在では人々は平和に暮らしていて、温厚で争いを好みません。これは、ジェノサイドで多くの人々が家族
を失ったためであるともされています。また、シャイ（恥ずかしがり）な人が多く、はにかんだ笑顔を見せるなど、
日本人にも似た国民性を持っています。私が最も驚いたルワンダ人に関するエピソードとしては、重機を一切使
わずに住居や教会などを建築できるということです。男性だけではなく、女性も頭にレンガを載せて一生懸命に
働きます。「手作業の達人」とも言えるでしょう。そして何よりも私を楽しませてくれるのは、近所の子どもたちで
す！私に会うと、毎回「元気？」と現地語で親しげに挨拶してきます。時には、見慣れない外国人の私を見て泣き出
してしまう子どもがいますが、いつの日か私を見て笑顔になってくれることを期待しています。

ルワンダの人々

八戸市
出身 第３報

建築作業をするルワンダ人 (左 ) と 近所の子どもたち (右 )

首都キガリ市内の様子

と考えていました。そ
の後、青年海外協力隊
に応募することを決
断、そして見事合格。
子どもの頃からの夢が
一つ叶いました！
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トラベル
英会話講座に
参加したよ！
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トラベル英会話講座体験記！

　八戸国際交流協会主催のトラベル英会話講座に参加しました。全5回の講座で、先生はマシュー・ボラ国
際交流員です。今回の体験記は、1回目と2回目の講座の様子を紹介します。なお、全5回の様子は、国際交
流協会のホームページ(URL  http://hachinohe-hira.jp/)で紹介しますので、そちらも見てくださいね！

Ａ：May I please have your passport ?
Ｂ：Here you are.
Ａ：Okay, it looks like you are flying from Narita to 

Kansai airport with a two hour layover, and then 
to Honolulu International. 

Ａ：For dinner we have chicken and rice or beef and 

noodles, which would you like sir?

Ｂ：May I please have the chicken and rice.

Ａ：Can I get you something to drink with your dinner?

Ｂ：Sure, I’ll take a glass of wine.

1日目のテキストだよ。みんな

で朗読してから、2人組になり

AとBを練習し、みんなの前で

発表したよ。久々の英語だけ

ど、ガンバリました！

～Bits of knowledge～ (豆知識)
layoverは、「（飛行機などでの）途中下車」という意味で、

飛行機の乗り継ぎで足止めが24時間以内の場合に使わ

れ、24時間以上の場合は、stopoverを使うんだって！

乗り継ぎで24時間以上の待ちがあるって、すごいね！

2日目は、“飛行機で”の他に、“入国手続き”

も勉強したよ。「いろいろなパターンが出

てくるから家で復習しなくちゃ」って、参

加していた人が言ってたよ。参加の動機を

聞いてみたら、海外旅行の予定があるか

らとか、友達がアメリカ人と結婚したので、

会話したいからだって。

～Bits of knowledge～ (豆知識)
紅茶は、英語で「black　tea」緑茶は「green tea」

だから、紅茶は「red tea」かと思っていたら、茶葉

の色が黒なので「black tea」なんだって！

今度、飛行機の中で「We have coffee, tea, soda, 

juice, beer, wine, and water.」と言われたら、

「I’ll have a cup of black tea, please.」と言っ

てみよっーと!

ＲｏｕｎｄⅠ ～チェックインカウンターで～

ＲｏｕｎｄⅡ ～飛行機で～

八戸・蘭州中学生の日中交流奮闘記

2015年6月に八戸市青少年海外派遣団員としてアメリカを訪問。10月に
は、中国蘭州市からの青少年友好交流団受け入れにおいて、同じ中学生の
チェン君をホストファミリーとして迎え入れました。

南浜中学校　２年　林 太一くん

部屋の掃除をし、カーペットも自力で張り替えた。中国人というと、
強引なイメージがあり、少し不安だ。どんな人が来るのだろう。

八戸のどこを
案内したら
いいんだろ!?

DAY 0
受け入れ前

市役所へ迎えに行く。チェン君は同い年の１４歳で英語が上手。こっちのペースに合わせ
てくれる優しい子だった。好きなものを聞いたら「野菜」とのこと。魚が苦手らしい。一
緒に夕飯の買い物に行き、野菜炒めを作って家族みんなで食べた。

DAY 1
対面の日

その日のプログラムを終え、楽しそうに帰ってきた。プラザホテルのパーティでは、獅子
舞や虎舞を見た。虎舞に頭をかまれて喜んでいた。料理は美味しく、とてもよい時間を過
ごすことができた。

DAY 2
パーティーへ行く

家族と一緒にファミリーレストランへ出かけた。DAY 3
外食へ

同じくホームステイを受け入れている他校の友
人の野球の練習試合を見に行く。そこの家に
ホームステイしている中国人の子とも仲良く
なった。そのあと、浅虫水族館へみんなで一緒

DAY 4
一日一緒に
過ごす に出かけた。中国の蘭州市は内陸にあるらしく、生きている魚をみるのが新鮮だったら

しい。帰りに買い物にいった。心なしかすごくうれしそうだった。

中央が中国から来たチェン君

チェン君、
太一よりいい子だね

最終日。市役所まで見送りに行った。あっという間だったが、一言で表すと「楽しかっ
た」。これまで抱いていた中国人のイメージがあり、不安だったが、実際に会ってみる
と、礼儀正しく、日本人と似ているところもたくさんあった。僕の部屋に貼ってあるポ
スターに興味を示してくれて話ができたことも楽しかったし、特技のボイスパーカッ
ションを披露してもらったことも良い思い出になった。将来は偏見をもたず、いつか外

DAY 5
ホームステイを
終えて

英語が話せると誰とでも話せるんだと分かった。
もっとがんばってたくさんの人と話したい！

国で活躍し、何かを成し遂げられるような
人になりたい。そう思わせてくれるホーム
ステイ受け入れ体験だった。
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●水曜日 15時半～17時　南部会館
●金曜日 18時半～20時半　南部会館
●土曜日 18時～20時　　ユートリー
●火曜日 18時半～20時　中居林コミュニティセンター

カメイ歯科
八戸市六日町23（コンサートホールとなり）

診療時間 平日
土曜

・六日町パーキング券
・共通駐車券 を差し上げております。

TEL 0178－22－0707
10：00～ 14：00　15：00～ 19：00
10：00～ 14：00

子育て支援センター「スマイルガーデン」

〒039-2241
八戸市市川町字轟木前 34-3

0178-52-5511
0178-52-5503

TEL
FAX
ホームページ http://www.todoroki.info/

テラスにでると自然がいっぱい小鳥のさえずりと花と緑にかこまれた

認 定 こ ど も 園認 定 こ ど も 園
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八戸市内に住所を有する方（市内の事業所及び大学に通勤通学している方を含む。）
国際交流に対する理解及び熱意がある方
通訳、翻訳、ホームステイ・ホームビジット受入、ツアーガイド、国際交流イベントの企画・従事など

H28年4月5日(火)～H28年7月12日(火)の毎週火曜日
午後６時３０分～午後８時３０分
八戸市福祉公民館（類家）
八戸市近郊在住の外国人（レベル別にクラスに分かれます）
時期により異なるのでお問い合わせください。

八戸国際交流協会会員募集！
八戸国際交流協会の会員を募集しています。当協会は、地域の国際交流や、多文化共生社会の推進を目的として
活動しており、会員の皆様の会費によって運営されている団体です。

八戸国際交流協会ボランティア募集！

個人1口  2,000円　　団体1口 10,000円
○協会発行機関紙「りんぐりんぐ」をお届けします。
○協会主催国際交流イベント情報をいち早くお届けします。
○協会主催のイベントや外国語講座では会員割引等の特典があります。

年 会 費
会員の特典

条 件

活動内容

当協会は、国際交流活動に参加していただけるボランティアを募集しています。
ボランティアとして登録できる方は、18歳以上で、次に掲げる条件を満たす方です。

外国人のための日本語講座
当協会は、NPO法人みちのく国際日本語教育センターに委託して、外国人のための日本語講座を開講しています。
会話を楽しみながら、日本語コミュニケーション力を高めましょう。

日 　 程 ：
時 　 間 ：
場 　 所 ：
対 　 象 ：
受 講 料 ：

【お問合せ】　
NPO法人　みちのく国際日本語教育センター
馬　場

明日山

080-6051-3109
npo-mijec@ezweb.ne.jp
080-6026-3109
michinokunihongo@gmail.com

H I RAからのお知らせ

「外国人へ教える日本語」を受講してみませんか？
日本語教師になるためには？外国人に日本語を教える方法とは？など、
楽しく考えていきます。

H28年7月19日(火)、21日(木)、26日(火)、28日(木)（全4回）
午後6時30分～午後8時30分
八戸市福祉公民館（類家）
日本語の教え方を勉強したい日本人の方
1回毎に500円(資料代として)

日　程：
時　間：
場　所：
対　象：
受講料：

【お申込み・お問合せ】　
NPO法人　みちのく国際日本語教育センター
馬　場

明日山

080-6051-3109
npo-mijec@ezweb.ne.jp
080-6026-3109
michinokunihongo@gmail.com




