外国にルーツを持つ仲間たち

地域で広がる多様な学び

「子どもほっと」は、地域で暮らす外国にルーツを持つ子どもたちが勉

国際交流協会は、
地域で暮らす外国人市民に加えて、
大学生や留学生、
大学の研究者、

強しながら、仲間たちと出会いつながる場所。いっしょに日本語の勉

さらに国際交流活動を進める市民団体や NPOなど、
さまざまな団体とのネットワー

強や学校の宿題をしています。いつもの学校とはちょっと違う、居

クを持っています。多文化交流センターでは、こうしたネットワークを活かして、

小さな教室から
大きな世界へ
小学校多文化
理解プログラム

心地の良さが子どもほっとの魅力です。

子どもたちに他では味わえない、多様な学びの機会を提供しています。
●2015年度に行ったイベント
・フェイスペインティングに挑戦しよう！

・アポさんのリズムワークショップ
・ブラジルの凧をつくろう！
・留学生と先端科学を体験！ IoT とあそぼう
・こどものてつがく「こどもおさんぽインタビュー」
・ことばとあそびで世界を知ろう！

東地中海のリズムに挑戦！

は 27 人の外国人講師が箕面市内の小学校 14 校・83
クラスで授業を行いました。地域で暮らす外国人講師

なにを聞こう？

化のちがい」に出会いながら、世界とのつながりを実感し
ています。国語の教科書で「スーホの白い馬」を勉強してから、

温度変化でどう
かわるかな…

て子どもたちを支える大きな力となっています。
■開催日時：毎週土曜日 10：00〜11：30
【2015 年度実績】
登録者数：子ども 42 名（12 か国）、ボランティア
16 名（3 か国）
イベント：｢公園であそぼう｣、「多文化ユース
サマーキャンプ」、｢みんぱくへ行こう｣、｢お楽
しみ会｣、｢卒業お祝い会｣

「ストームグラスをつくろう！」
19 世紀欧州で使われた天気予
報器具をつくりました！

との出会いを通して、子どもたちは自分の身近にある「文

一人ひとりに寄り添いながら、共に学びを深めるボラン
ティアの大人たちの存在。世代や文化のちがいを越え

地域の外国人が講師となって、小学生たちの
世界をひろげる授業を行っています。2015 年度

そして「子どもほっと」の活動に欠かせないのが、子ども

「インタビュー動画を
撮影しよう！」
カメラをもって
友達にインタビュー！

キャンプで
つながる中高生
毎年夏には、外国にルーツを持つ中
高生を対象にした「多文化ユースサマー
キャンプ」を開催しています。2015 年度は

モンゴル出身の講師による馬頭琴の生演奏を教室で聴くなど、

4 ヶ国 14 名が参加しました。日本語が話せなく

世界の文化に触れる機会になっています。

ても、スポーツや料理や火おこしを通して、それ
ぞれの力を発揮し、つながっていく姿は感動もの。大
きく羽ばたく彼らを応援します！

モンゴルの馬頭琴演奏

ようこそ !
英語の先生
箕面市では小中学校での英語教育充実
のため、2015 年度は外国人英語指導助手
（ALT）を米国とニュージーランドから新
たに 13 名採用しました。国際交流協会
ではその先生たちの生活サポートを行っ
ています。先生たちは、学校での授業を
行いながら、地域のイベントにも積極的
に参加しています。見かけたら声をかけ
てね！
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晩ごはんの火おこし

ニュージーランドと
「こんにちは！」

インドの数の数え方を紹介

セ ン タ ー で は SkypeTM
（ス カ イ プ）を 活 用 して、ニュー
ジーランド・ハット市とのさまざまな交
流が行われています。
2015 年度は、豊川南小学校国際交流クラブが
ハット市の小学生とスカイプ交流を実施。手品

楽しくスカイプ交流

やリコーダー演奏、絵本の紹介を行いました。 （豊川南小「国際交流クラブ」の活動の様子）
■開催日時：毎月第２土曜日の午前
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2016 年度の主な行事
●4月

※日時などの詳細は（公財）箕面市国際交流協会（Tel.072-727-6912）まで

● 10 月

新年度がスタート

ボランティアセミナーでスキルアップ！

日本語教室など定例事業が新年度スタート
【主なイベント】
子どもほっと春の遠足
ブラジルダンスナイト

NZ ハット市から教員交流で２名の先生が来箕
【主なイベント】
秋の多文化ボランティアセミナー（10/1・10/15（土））
ジンバブエ・ビーズアーティストとの出会い（10/16（日））

●5月

● 11 月

春は学びはじめの季節

語学講座（３言語１１クラス）が新年度開講
春の多文化ボランティアセミナー（２日間）開催
【主なイベント】
comm cafe ３周年記念屋台イベント
タイの学校ってどんなとこ？

●6月

● 12 月

梅雨にも負けずに交流だ！

●1月

あそぼう！まなぼう！夏休み！

●2月

●3月

定例イベント
● Language Exchange …… 毎月第２・第４日曜日 AM
● ハット市との SkypeTM 交流 ……… 毎月第２土曜日 AM

メキシコから日本語研修生がやってくる

メキシコ・クエルナバカ市から日本語研修生４名来箕
【主なイベント】
（日）〜全６回）
リズミクス〜インドのリズムでおどろう！〜（9/11
メキシコ文化の夕べ（9/14（水））

ボランティアセミナー

小野原で営業しているお店や、活

１年間のボランティア活動をふりかえる

【主なイベント】
ボランティア交流会 2016
あいあいサロン「世界の料理」を食べよう（3/8（水））

オリンピックもはじまった

小野原マルシェ

お仕事さがし応援します！

【主なイベント】
外国人市民のための就職応援イベント

夏休みの自習室開設
英語指導助手１３名が新たに着任
【主なイベント】
ことばとあそびで世界をしろう！
写真展「カンタニェスの声」
オリンピックをみよう！

●9月

防災も多文化の時代です

【主なイベント】
外国人市民のための防災訓練（1/17（火））
世界の動物をみてみよう（1月中旬）

夏休みの自習室開設
ホームビジット・ホストファミリー説明会
【主なイベント】
多文化ユースサマーキャンプ
カホン（楽器）づくり＆リズムワークショップ
メキシコ生まれのクラフトにチャレンジ！
留学生・外国人市民によるスピーチ交流会

●8月

人権について考えよう

【主なイベント】
・4（日））
第 31回みのお市民人権フォーラム（12/3（土）
アラブ音楽ライブ（12/10（土））

小学校多文化理解プログラム 外国人講師説明会
【主なイベント】
Leo Hayashi タブラソロリサイタル
あいあいサロン「茶道体験」

●7月

であい ちがい 楽しい！多民族フェスティバル

【主なイベント】
多民族フェスティバル 2016（11/12（土））
もちつき大会（11月末）

「多文化ボランティアセミナー」は、

● シカモサロン絵本の読み聞かせ … 毎月第４水曜日 AM
● 外国人市民との語り合いカフェ
… 奇数月の第１金曜夜又は土曜 PM（変更される場合があります）
● 小野原マルシェ ……………… 奇数月の第２日曜日 AM

シカモサロン
「外国語での絵本の読み聞かせ」
シカモサロンは、地域で暮らす外国人市民が母国の絵本やお話

動しているグループ、ゆかりのある

はじめてセンターでのボランティア

を、母語と日本語で紹介するイベント。５月の読み手はイラン出

comm cafe のホールとウッドデッキ

たすでに活動している方々の研修の

話を紹介。６月はタイ出身のコブさんが「チャウ ばぁさん はダンス

人たちが出店する「小野原マルシェ」。
に、毎回１０数店舗のブースが並び

ます。奇数月の第２日曜日午前に開

催。手 作 り ア ク セ サ リ ー の ワ ー ク

ショップや、北摂近郊でとれた新鮮

野菜の八百屋さん、そしてエスニッ

ク＆
「和」なスナックの販売など、楽

しいお店がいっぱい。マルシェを通
して、人の輪も広がっています。

センターニュース No.10
●編集・発行
〒562-0032

場 と し て、春 と 秋 に 開 催 さ れ ま す。
2016年度の秋のセミナーでは、大阪

で外国人市民の支援に長年携わって

いる早崎直美さん
（RINK)、男性にとっ

大好き」を、７月はベトナム出身のイェンさんが「はじめてのおつ

かい」を読んでくれました。毎月第４水曜日の朝に開催。親子で
国際交流を楽しんでください。

ての生きづらさをジェンダーの視点

高等学校）をお迎えします。
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2016 年９月１日

身のファテマさん。ペルシア語で「たすけあいのもり」というお

から研究する片田孫朝日さん（灘中・

箕面市立多文化交流センター

TEL/FAX：072-734-6258
●発行日

活動をする方々への入口として、ま

