
県民の幅広い参加を通して、積極的な国際交流活動を進
めるため、当協会の趣旨・目的に賛同してくださる個人
の方、団体の「賛助会員」を募集しています。
国際交流に関心がある方、新しいことを始めたいと考え
ている方、あなたも賛助会員になりませんか？

編集・発行 公益財団法人
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右記のアンケート内容の回答に、住所、
氏名、電話番号、「日本語版7,8月号ア
ンケート」とお書き添えの上、ハガキ、
FAX、または、メールにて下記当協会
までお送りください。
アンケートの締切は、7月31日当日消印有効です。

今回は外国の伝統工芸をモチーフにした携帯電話ストラップまたはキーホ
ルダーを5名様にプレゼントいたします。なお、プレゼントの当選発表は
発送をもってかえさせていただきます。どうぞご了承ください。
アンケートお待ちしております。

アンケートのお願い

平成 23 年度 賛助会員　新規入会・継続を受付中！

① 協会情報紙「Jien go」（隔月）、協会機関
　誌「いわて国際交流」など、協会の発行物
　を送付します。
② 協会主催の催し等の案内をいち早く
　お届けします。
③ 協会主催のイベントやセミナーの参加
　費が割引になります。
④ 「エスニックレストランマップ」を差
　し上げます。提携している店舗で各種
　サービスが受けられます。
⑤ 「旅行優待マップ」を差し上げます。
　提携している旅行会社で、各社企画商
　品の割引が受けられます。
⑥ 税法上の優遇措置が受けられます。

賛
助
会
員
特
典

① 個人会員　１口　　３,０００円
② 団体会員　１口　１０,０００円
③ 学生会員　１口　　１,０００円

年
会
費

新規・継続の手続きは、所定の振込用
紙（兼申込用紙）により銀行窓口で振り
込んでいただくか、または、国際交流セ
ンター(協会）窓口で手続きができます。
案内資料、振込用紙をお送りしますの
で、お気軽にご連絡ください。

申
込
方
法

当協会の運営支援として寄附
をいただきました。厚く御礼
申し上げます。

大畑佳代子 様（滝沢村）

アンケート
（１）記事は分かりやすかったですか？
　① とても分かりやすい　
　② 分かりやすい　
　③ 分かりにくい　
  ④ とても分かりにくい
   ※③または④の方は、できれば
     　その理由も教えてください。
（２）今号のJien goで面白かったもの、
　　興味をもったものは何ですか？
（３）ご意見・ご要望をお寄せください。

賛助会員の皆様、平成 23 年度の新規ご入会・ご継続ありがとうございます

紙面の都合上、ご紹介できませんが、ほか団体・個人会員の方も多数、
ご加入・ご継続いただいております。この場にて御礼申し上げます。

(株)開成エンタープライズ、(株)吉田印刷、川村内科医院、岩手酒類卸(株)、
(株)テレビ岩手、合資会社東家、北日本通信(株)、(株)セルク、日興コーディアル
(株)盛岡支店、睦興産（有）、川嶋印刷(株)盛岡支社、医療法人緑生会西島産婦人
科医院・西島こどもクリニック、(社)日本青年会議所東北地区岩手ブロック協議会、
いわて国際理解教育研究会、富士大学、日本貿易振興機構盛岡貿易センター、岩
手県ユニセフ協会、岩手県ユネスコ協会連盟、日ロ協会岩手県センター、(財)遠野
国際交流協会、国際ゾンタ盛岡ゾンタクラブ、雫石町国際交流協会、金ケ崎町国
際交流協会、岩手県青年海外協力隊を育てる会、八幡平市国際交流協会

継続
新規 医療法人村井医院 

当協会は、2011（平成 23）年 4 月 1 日から、法人格が財団法人から公益財団法
人に移行しました。今後とも皆様の変わらないご理解とご支援を賜りますよ
うお願い申し上げます。なお、当協会に対する寄附金と賛助会費については、
公益財団法人への寄附として、これまでと同様に税法上の優遇措置が受けら
れますので、引き続きよろしくお願いいたします。

寄附の御礼
(4～5月分）

　交換留学で訪れているサンクトペテルブルクは、人口約500万人の
モスクワに次ぐロシア第二の都市。エルミタージュ美術館をはじめ
とする数多くの世界遺産や運河の通った魅力的な街です。
　岩手大学の協定校であるサンクトペテルブルク国立文化芸術大学
で勉強しています。ロシア語の授業は週３回、住んでいる寮で行われ、
ほかの授業は現地の学生と一緒に大学で受けています。文学や歴史、
ロシアで受けてみたかった英語など、全部で７つを選択しました。
　ロシアには親日的な方が多く、日本語教育も盛んです。現在、「日
本の春」というイベントシーズン（7月17日まで）で、先日そのメイ

ンでもある日本語弁論大会も行われました。中には日
本人の性格を指摘するスピーチや小学生が披露してく
れる「ももたろう」の劇などもありました。
　ロシアで生活していて最も感じるのは、人のあたた
かさです。3月11日の大震災後、日本領事館にはたく
さんの花や折り鶴、義援金が届けられました。私自身
も励ましの言葉をたくさんかけていただき、とても温
かい気持ちになりました。
　現地でしか味わえない文化や国民性を知るため、そ
して自分がどれだけ成長できるかを試すためにロシア
に来ました。残り３ヶ月の留学生活、少しでも多くの
ことを直接肌で感じながら、吸収したいと思います。

県内で国際交流・国際理解などの活動・活躍する団体や個人の方や、
県外・海外で生活・活躍する県出身者や県に縁のある方を紹介します。ひと国際交流

小向　里恵子
こむかい　りえこ

協会からの
お知らせ

1. 特技
2. 趣味
3. 主な担当業務
4. ひとこと

New Faces

1.初めて行くショッピングモール
　で迷子にならないこと。
2.すてきな店でお茶すること。
3.賛助会員、図書などの情報収集、
　ちゃっとランド。
4.まだ右も左もわからない状態
　ですが、皆さんに教えていただ
　きながら日々がんばっています。

1. バーゲン品を見つけること。
2. 編み物や読書。
3. 窓口でセンター案内や図書
　の貸し出し、そして色々な
　翻訳などをしています。
4. 国際交流センターへいらっ
　しゃる皆さんに会うのを
　楽しみにしています。

国際交流補助員
Rebecca Hamilton

4月より
新しい仲間が
加わりました。

よろしく
お願いします！

レベッカ・ハミルトン

スタッフ

小田切  美代子

おだぎり  みよこ

オーストラリア出身

岩手大学から交換留学生として、2月にロシア・サンクトペテルブルグへ向かった
人材社会科学部3年の小向さん。ロシアでの日々を教えていただきました。

左）小向さん
右）リューバ（Luba）さん。
　３年間日本語を勉強。
　10月から岩手大学に
　交換留学予定。

「血の上の救世主教会」
1907 年アレクサンドル３世によって
建てられた。内外装とも豪華なモザイ
クで覆われた純ロシア風の教会。通学
の途中で見る事ができます。
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●応援Tシャツ
左）タイ・右）シンガポール
阿部郷子さん（東京在住）
より寄贈いただきました。
ありがとうございます。

５月２６日（木）
 国際交流関係
団体連絡会議
研修会
左）元陸前高田
市国際交流協会
日本語講師
大和田加代子氏,
中）釜石市国際
交流協会事務局

長 加藤直子氏,右）宮古市オーシャンズ国際交
流クラブ 代表 佐々木匡人氏

震災直後から、海外在住の岩手県に縁
のある方々、日本国内に住む方々より
応援メッセージが届き、アイーナ５階
国際交流センターに展示しています。
義援金も届き、県へお届けしました。

また、5月26日に行われた国際交流関
係団体連絡会議（当協会主催）では「被
災地の実例研修」として、宮古、釜石、
陸前高田で国際交流・理解活動する
3名の方に、それぞれの地域の状況や
在住外国人の様子をお話しいただき
ました。■義援金

・中国・岩手同窓会の皆様（27名）より
　31000元（約40万円）。▶4月 18日、岩手県
　災害義援金募集委員会に届けました。
・韓国教員訪日研修団の皆様（10名）より
　9万円。▶4月 18日、岩手県災害義援金
　募集委員会に届けました。
・広島地域留学生団体育成支援協議会様より
　10万円。▶5月 15日、岩手県災害義援金
　募集委員会に届けました。
■寄贈
・OXFAM JAPAN(オックスファム・ジャパン）様より
　携帯ラジオ1,000台。▶被災地を中心に外国
　人の方々に配布しています。

義援金も届きました
ありがとうございます

東日本大震災により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、
被災された方々、そのご家族の方々に、心よりお見舞い申し上げます。

届いた応援メッセージ
は、当協会のホームペー
ジに掲載しております。

http://www.iwate-ia.or.jp
どうぞご覧ください。

http://www.iwate-ia.or.jp/

エスニックレストランマップ提携店や県内在住外国人のご協力を
いただき、世界の料理レシピをご紹介いたします。

なお、お店のメニューやレシピと同一ではありませんので、ご了承ください。

今回は「ロシア亭北斗」からウクライナの伝統料理
「チキンキエフ」をご紹介します。 チキンキエフの
名はウクライナの首都キエフからついているそう
です。

【写真】揚げたてのチキンキエフを切ると、
中からジュワーッとバターソースが出てきます。

盛岡情報ビジネス専門学校
日本語学科 1年

アレクサンダー ペトロフさん
（サンクトペテルブルグ出身）

ロシア亭で週末にアルバイトをしている
サーシャ（アレクサンダーを短くした呼
び名）さん。印鑑をつくるときに「佐謝」
という漢字にしたそうです。

ロシアの可愛い小物に囲まれて
ピロシキやボルシチなど

ロシアの家庭料理を味わえる
「ロシア亭北斗」はこちらです。

〒020-0021 盛岡市中央通 1-10-1 北斗ビル 3F
TEL&FAX：019-907-3253

ランチタイム 11:30 ～ 14:30
（ 14:00 ランチタイムラストオーダー）

ディナータイム　17:30 ～ 22:00
( 21:30 ディナータイムラストオーダー ）

定休日：月曜日   駐車場：なし
アクセス：盛岡駅より徒歩 13 分

チキンキエフチキンキエフチキンキエフチキンキエフチキンキエフチキンキエフ

・鶏胸肉（皮なし）：4枚
・バター：大さじ 6
・レモンのしぼり汁：大さじ 1
・パセリのみじん切り
・黒こしょう・マスタード・塩
・薄力粉・パン粉・卵

材料・4 人分

１．鶏胸肉を厚さが均等になるように

　　めん棒でたたいてのばす。

２．バター、レモン汁、パセリのみじん

　　切り、黒こしょう、塩、マスタードを

　　混ぜ合わせる。

３．２を冷蔵庫において固める。

４．鶏肉の両面に塩・こしょうをふる。

５．固まった３を鶏肉で巻き、薄力粉、

　　溶き卵、パン粉の順で衣をつけ、

　　バットに並べて冷蔵庫で30分冷やす。

６．170℃に熱した油で揚げる。

作り方

　ロシアではピロシキは揚げないでオーブンで焼きます。誕生日や正月、祭りの
ときに母が手作りする卵やキャベツが入った甘いピロシキが一番です。
　また、ボルシチは日常的に食べます。　日本だとトマトで代用するレシピも
ありますが、絶対ビーツの味がいいです。ロシア亭に食べに来てください。
めずらしいおもしろいものがありますよ。

カワトク

至盛岡中央郵便局

北日本銀行

中央通り

大通り

菜園

映
画
館
通
り

至
盛
岡
駅

ロシア亭 北斗ロシア亭 北斗
（煙草屋 3F）

海外から海外から
応援メッセージが応援メッセージが
届きました届きました

海外から
応援メッセージが
届きました

海外から
応援メッセージが
届きました



当協会では、震災後より Twitter、
Facebook にて震災関連情報を日本
語、英語、中国語で発信しています。
ホームページからご覧ください。

http://www.iwate-ia.or.jp/

協会からのお知らせ
問合先：公益財団法人岩手県国際交流協会
ホームページ　http://www.iwate-ia.or.jp/
TEL：019-654-8900　FAX：019-654-8922

当協会も盛岡さんさ踊りに参加し
ます！一緒に参加しませんか？！

踊り・太鼓・笛、それぞれ参加者
を募集します。年齢・国籍を問いません。
団体参加日程は未定です。（さんさ踊り会
期：8月1日～4日の間の一日の参加）詳細は、
担当までお気軽にどうぞお問い合わせく
ださい。練習も予定しています。初めて
踊る方も大歓迎です。申込締切7月15日。

担当 ・ 問合先　　宮　june@iwate-ia.or.jp

盛岡盛岡

さんさ踊り
さんさ踊り盛岡

さんさ踊り
踊り 太鼓 笛 参加者募集！

国際交流 ・ 理解の講座や
イベントの講師を紹介します。

担当 ・ 問合先　　宮野　jinzainet@iwate-ia.or.jp

　　　　　地域の講座、生涯学習、学校
（外国語活動等）、ワークショップ等の国
際交流・理解の講座やイベント等の講師、
ファシリテーター等を紹介しています。
外国文化紹介、料理講師、国際理解、通訳・
翻訳など分野は様々。詳細は担当までお
気軽にお問い合わせください。お申込み
は実施予定日の３週間前にお願いいたし
ます。※状況により意向に添えない場合
もありますのでご了承ください。

平成 23 年度　国際交流団体等への活動支援

○助成額
　協会が認定した助成対象経費の2/3以内
　の額（千円未満切り捨て）で5万円を限
　度とします。 詳細は、お問合せください。
 ※各日本語教室で実施する研修会・勉強会への助成に
   ついては、国際交流・協力・多文化共生支援助成事業へ
   申請してください。

地域の外国人住民を対象とした日本語学
習支援を行う日本語教室を支援するため
経費に対して助成金を交付しています。

■日本語教室運営助成

○助成対象事業
 県内の民間団体が行う、県民が参加する国際  
 交流事業、国際協力事業、又は、多文化共生事業
　（詳しくは協会のホームページ、または、お問合せください）

○助成額
 協会が認定した助成対象経費の1/2以内の  
 額（千円未満切り捨て）で、1事業について
 10万円を限度とします。

■国際交流・協力・多文化共生活動支援助成 県内の民間団体が行う県民が
参加する国際交流・協力・多文化共生
活動に要する経費に対し助成金を

交付しています。
●募集期間
 第2回　8月1日（日）～9月30日（木）
 ※原則として平成23年10月から平成23年 
   3月までに開始する事業

●助成対象団体
 1.岩手県国際交流関係団体連絡会議に
　　加入している団体
 2.当協会が特に認める団体

●規程・提出書類・詳細について
　当協会ホームページをご覧になるか、
　担当までお問い合わせください。

担当 ・ 問合先

川村　hisanaga@iwate-ia.or.jp
ホームページ http://www.iwate-ia.or.jp/

国際理解教材を作ります。
一緒に作りませんか？

担当・問合先　　中村　nakamura-m@iwate-ia.or.jp

当協会では国際理解ワーク
ショップの開催だけでなく、その教材

作りもしています。題材は、孫基禎さん（ベ
ルリン五輪金メダリスト）、彼の人生から国
際交流を考えるもの。月に 1 度集まって
アイディアを出し合い、試行錯誤しな
がら進めています。学校の先生、教員志望
の学生の皆さんには「参加型の手法を取り
入れた授業の勉強」にもなります。韓国・
朝鮮に縁のある方、大歓迎です。
お問い合わせはお気軽にどうぞ！

担当 ・ 問合先　　中村　help@iwate-ia.or.jp

情報紙 「臨時号」 を
発行しています。

震災後から、情報紙「Jiengo」
臨時号を３言語（日本語、英語、中国語）
で震災後の生活に必要な情報を掲載して
います。（不定期発行）
ご希望の方（被災された方）に送付しま
すので、担当までお問い合わせください。

イベント・講座 6月 10日現在の情報です。最新の情報はホームページでご確認ください。http://www.iwate-ia.or.jp/ 

市内中学生による国際交流に関す
るテーマに沿った作文を日本語で
発表。

中学生による国際交流コンテスト/7 2
盛岡

日時 7 月 2 日 （土） 10:00 ～ 12:00

場所 プラザおでって 3F 大会議室

入場料 無料
主催・申込
問合先

（財） 盛岡国際交流協会
　TEL019-626-7524

南米の生活や文化とそれを生み出
したおおらかで温かいアンデスの
心を知って頂ければ嬉しいです。
内 容 な ど 詳 細 は お 問 合 せ く だ さ
い。 （全 8 回の後半の 2 回です。）

南米アンデスの文化にふれよう/7 2・9
盛岡

日時 7 月 2 日 （土） ・ 9 日 （土）
10:30 ～ 12:00

場所 アイーナ 6F

資料代 1 回 300 円
※料理の回は金額が変わります。

講師・申込
問合先

在原エリザベス
TEL 090-4632-4796

ベトナム出身のグェン ・ タィン ・ ギア
さんにベトナムの文化や生活などを
紹介していただきます。

盛岡

第 137 回外国人との交流会

/8 20 ベトナムの文化紹介

日時 8 月 20 日 （土） 14:00 ～ 16:00

場所 アイーナ 5F 501 会議室

定員 40 名　要予約

申込方法 TEL、 FAX、 E メールで。
定員になり次第締切。

主催・申込
問合先

岩手県国際交流協会 （船越）
TEL 019-654-8900
FAX 019-654-8922
Eメール　chatland@iwate-ia.or.jp

参加費 一般 200 円、 賛助会員 100 円
中学生以下無料（茶菓代）

主催 ： いわてユニセフ 10 周年記念
　　　　　　　　　　　公演実行委員会
第 1 部　Music for Peace
　東日本大震災の
　　　　子どもたちのために歌おう！
　　キャラホール少年少女合唱団
　　私立一関修紅高校音楽部合唱
第 2 部　地球のステージ
　　　　　　　　～果てなき地平線～
　東日本大震災編、 緊急医療救援
　活動報告もあります。

いわてユニセフ 10 周年記念公演/8 7

日時 8 月 7 日 （日） 13:00 ～ 15:30

場所 アイーナ 7F ホール

参加費 無料 （要申込：整理券発行します。）

申込方法 TEL、 FAX、 E メールで。
定員になり次第締切。 （定員５００名）

申込
問合先

岩手県ユニセフ協会
TEL　019-687-4460
FAX　019-687-4491
Eメールsn.iunicef_iwate@todock.jp

盛岡

平泉の文化遺産や歴史、 浄土思
想など、 パネル ・ パンフレット ・ ポ
スター等で紹介。 （一部英語 ・ 中
国語訳あり） 2007 年県立大学生が
作成した秀衡塗の展示や世界各地
の文化遺産等も紹介。

世界学びプラザ
平泉の文化遺産展示/7 22

期間 （開催中） ～ 7 月 22 日 （金）

場所 アイーナ 5F 国際交流センター内

主催
問合先

岩手県国際交流協会 （船越）
TEL　019-654-8900
FAX　019-654-8922

盛岡

まで

入場
無料

主催 ： 岩手日独協会
　TEL019-641-7440

気軽にドイツ語を勉強してみませんか。
中途からでも参加できます。

期間 （開催中） ～ 9 月 1 日 （木）
10:00-11:30　※毎週木曜日

場所 盛岡市上田公民館

内容 「聞く、話す」ことに重点をおいた練習、
最小限の文法、ドイツ・オーストリア・スイ
スの地誌、ドイツ民謡など。

受講料 12,000 円 ( 教材費含む、 割引あり）

対象 ドイツ語を半年ほど習った事がある人
（ドイツ・オーストリア・スイスに関心のある方、
趣味・仕事でドイツ語が必要な方、ドイツ語を
再学習したい方など、どなたでも歓迎。）

申込
問合先

大沢久人
TEL・FAX 019-662-4163

盛岡

ドイツ語入門コース （第 12 回）
受講者募集

/9 1
まで

主催 ： イーハトヴ・ エスペラント会
諸民族が平和で自由に交流するため
のやさしい国際共通語として創案され
たエスペラント。 「雨ニモマケズ」 「星
めぐりの歌」 等の賢治作品のエスペラ
ント訳を使ってエスペラントの基礎を学
びます。

賢治で学ぶエスペラント入門講座/7 23
30

日時 7 月 23 日 （土） 13:30 ～ 16:30
7 月 31 日 （日） 13:30 ～ 16:30
※同じ内容２回行います。

場所 アイーナ 5F ミーティングルーム

費用 ５００円 （資料代含む）

定員 各回１０名

申込
問合先

今泉
TEL　019-626-3057
Eメールnorinao9055@excite.co.jp

盛岡

ただいま、
開催中！

第 136 回外国人との交流会

英国・イギリスの生活

イギリス出身のアン ・ プリディさんに
イギリスの文化や生活などについて
紹介していただきます。 ミニ英会話
講座や伝統的な英国ダンスも行いま
す。 英語 / 日本語でのプログラムです。

盛岡

/7 16

日時 7 月 16 日 （土） 14:00 ～ 16:00

場所 アイーナ 5F 501 会議室

定員 40 名　要予約

申込方法 TEL、 FAX、 E メールで。
定員になり次第締切。 （定員４０名）

主催・申込
問合先

岩手県国際交流協会 （船越）
TEL 019-654-8900
FAX 019-654-8922
Eメール　chatland@iwate-ia.or.jp

参加費 一般 200 円、 賛助会員 100 円
中学生以下無料（茶菓代）

試験（テスト）

平成２３年度日本語教育能力検定試験 

出願締切 ８月８日（月）※8月 8日の消印有効

出願書類 全国の主要書店で販売。
岩手県：（盛岡市）
ジュンク堂書店盛岡店　TEL019-601-6161　
盛岡市大通2-8-14MOSSﾋﾞﾙ3Ｆ・4Ｆ
詳細は、ホームページをご覧になるか、
下記へお問い合わせください。

試験日 １０月２３日（日）
最寄りの
試験地 宮城県仙台市　（ほか全国 6カ所）

主催・申込
問合先

日本国際教育支援協会
日本語教育普及課
TEL03-5454-5215　（月～金9:00～ 18:00）

ホームページ　http://www.jees.or.jp/index.htm

IELTS （アイエルツ） （英語力試験）

申込方法 英検 IELTS のホームページで受付。
試験日によって開催場所、 モジュー
ルが異なるので確認のこと。

申込締切 試験日の 5 週間前。

受験会場 全国 12 都市 （最寄りの会場は仙台）
※会場は試験実施日によって異なる。

主催・申込
問合先

（財）日本英語検定協会 IELTS 事務局
TEL  03-3266-6852
E メール  ielts@eiken.or.jp

詳細 試験内容、受験料、支払い方法等の
詳細についてはホームページをご覧
ください。

ホームページ　http://www.eiken.or.jp/ielts/

アカデミック ・ モジュール
　受験生の英語力が、英語で授業を行う大学や大学院に入学で
きるレベルに達しているかどうかを評価する試験

ジェネラル ・ トレーニング ・ モジュール
　英語圏で学業以外の研修を考えている人やオーストラリア、カ
ナダ、ニュージーランドへの移住申請を行う人を対象とした試験。

最寄り会場仙台の予定
試験日 ： 11 月 5 日 （土）
申込開始 ： 8 月 5 日　　締切日 ： 9 月 30 日

※詳細はホームページをご覧ください。

毎月テーマが異なる
国際交流イベントです。

参加をお待ちしております。
お楽しみに♪

外国人との交流イベント

問合せはイベント主催者または各問合せ先へ。

募集

JICA 国際協力中学生 ・ 高校生

エッセイコンテスト２０１１

問合先 〒150-0012東京都渋谷区広尾4-2-24
（社）青年海外協力協会内
「JICA国際協力中学生・高校生
　　エッセイコンテスト2011」係
TEL03-3406-5274　（直通）

http://www.jica.go.jp/hiroba/menu/essay/index.html

応募方法 個人応募、学校単位応募。
応募書類（数種）と作品をJICAへ送付。
応募書類や詳細については、JICAの
ホームページをご覧ください。

募集テーマ これからの日本
　　　　～世界の中で私たちができること～

友達との会話や学校の授業、本や新聞、テレビを通じて
感じたこと、自分自身の体験から知ったことなど、自由
な題材。

主催　JICA
　　（独立行政法人
　 　　　国際協力機構）

グローバル教育とは、世界のさまざまな人々が共生
できる公正な社会をつくるために何が必要かを学ぶ
教育です。本コンクールでは、それを自分たち自身
の問題として考え、その解決のために自ら行動に移
すことのできる人間を育成するため、学校教育など
の場での「グローバル教育」を実践する際に活用で
きる作品を全国から募集。

グローバル教育コンクール 2011

募集締切 10 月 24 日 ( 月 )
　* 郵送の場合、 当日消印有効

応募部門 「写真 ・ 映像」 部門
「国際協力レポート」 部門

賞 個人賞 ・ 学校賞　

主催・申込
問合先

〒150-0012　東京都渋谷区広尾 4-2-24
　（社） 青年海外協力協会内
「グローバル教育コンクール 2011」
事務局　     TEL 03-3406-5274
受付時間 ： 月～金 （9 ： 30 ～ 17 ： 30）

E メール　global-oubo@joca.or.jp
http://www.jica.go.jp/hiroba/menu/global_edu/index.html

応募方法 応募用紙に必要事項を記入し、 締切日
までに 「応募用紙」 と 「アンケート」 を
一緒に、 E-mail、 または郵送にて応募。
詳細、 チラシ、 応募用紙についてはホー
ムページをご覧ください。

国際交流センター案内

国際交流センターの県民ラウンジ
内には、閲覧・貸出ができる図書があ
ります。（貸出にはアイーナカードが
必要です。詳細は、窓口までお問い合
わせください。）

学校での「総合的な学習」や地域
での国際理解・開発教育の取り組
み、また、海外旅行、海外への留
学など海外に触れるきっかけとし
てご活用下さい。　

図書コーナー 新刊の紹介　（一部） ・ 抵抗と自立の国を訪ねて
　　’11 ベトナムスタディツアー報告

（岩手県青年海外協力隊を育てる会）

・ 自治体の姉妹都市交流
（明石書店 ・ 著 ： 佐藤智子）

・ 2012　アメリカ留学公式ガイドブック
・ 外国人と対話しよう！

　にほんごボランティア手帖
・ いわての 「生活」 日本語

（北上市国際交流ルーム （オフィスキララ））

・ 見てわかる日本～生活・社会編～
　英語 ・ 中国語 ・ 韓国語

上記写真の本は、 アイーナ

5F 国際交流センター窓口の

向かいにあるテーブルに置い

ています。

公益財団法人 岩手県国際交流協会

（例）情報紙掲載用の１枠の実寸大です。
3言語（日本語・英語・中国語）での

掲載が可能です。詳細はお問合せください。

広告募集中

〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通 1-7-1 アイーナ 5階
TEL: 019-654-8900　　FAX: 019-654-8922

E-mail: iwateint@iwate-ia.or.jp
URL: http://www.iwate-ia.or.jp/

募集締切 ９月１６日（金）※当日消印有効
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