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SPIRAは、第３水曜の19:00～20:00、えびすFMにてJICA九州、佐賀県海外協力協会との共同ラジオプログラム

「心の国境をなくそう！ラジオで地球発見隊～SPIRA多文化わいわいわい～」をお送りしています。

毎回ゲストを交えながら国際交流・協力や多文化共生に関する情報を発信しています。

２月の放送では「世界をつなぐやさSea日本語」のメンバーの皆さんがゲスト出演してくださいました。えびすFMの

スマホアプリ、パソコンからも聴取できます。当番組出演にご興味がある方、団体様もぜひお問い合わせください。

えびすFM
「心の国境をなくそう！ラジオで地球発見隊～SPIRA多文化わいわいわい～」

毎月第1・５水曜日 19：00～20：00　JICA九州＋佐賀県海外協力協会【Jump to the World】
毎月第３水曜日 19：00～20：00　佐賀県国際交流協会【SPIRA多文化わいわいわい】
＊ラジオ周波数「89.6MHz」、スマホアプリ、パソコンから聴取できます。＊

※2021年4月1日より、佐賀県国際交流プラザは、佐賀県国際交流協会が運営管理しています！ ご利用をお待ちしております。
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SPIRAイベントチェック



この4月から、新しい語学を学んでみませんか？　　
各クラス無料のトライアルレッスン受付中です。定員になり次第締め切りになりますので、参加希望の方はお急ぎ
ご連絡ください！　　　問い合わせ：【佐賀県国際交流プラザ　0952-25-7004】

現在県内21か所で、ボランティアによる日本語教室が行われています。日本語を学びたい
外国人の方がいらっしゃれば、下記の教室をご紹介ください。また、日本語を教えるボラン
ティア活動にご興味がある方は、お気軽に当協会までお問い合わせください。

当協会では、CSO（市民活動組織）の皆さまの自主的な国際交流・協力、多文化共生を
促進する活動に必要な経費の一部を助成しています。
佐賀県のさらなる国際化のため、当助成金事業をぜひご活用ください。

詳細は、別添のちらし、または当協会HPをご確認ください。

外国語講座

佐賀県内のボランティア日本語教室

多文化共生等事業助成金について

アメリカ英語（初級）

アメリカ英語（上級）

イギリス英語（中級）

イギリス英語（上級）

韓国語（初級）

韓国語（中級）

中国語（初級）

中国語（初級）

中国語（入門）

フランス語（中級）

スペイン語（初級）

スペイン語（中級）

月曜　13:30～15:00

月曜　15:15～16:45

水曜　13:30～15:00

金曜　14:15～15:45

火曜　19:00～20:30

木曜　19:00～20:30

月曜　18:30～20:00

土曜　15:00～16:30

土曜　10:00～11:30

第2・3・4水曜　14:30～16:00

月曜　17:15～18:45

月曜　19:00～20:30

皆さんの多文化共生活動を応援します

公益財団法人 佐賀県国際交流協会

 Saga Prefecture International Relations Association（SPIRA）

【多文化共生事業】-コミュニケーション支援
-生活支援
-多文化共生地域づくり

 

【国際交流・協力事業】-海外との国際交流事業

－申請可能な事業－

助成率：対象経費の4分の３、上限10万円

をご活用ください！

当協会では、CSO（市民活動組織）の皆さんの自主的な国際交流・

 協力、多文化共生を促進する活動に必要な経費を助成しています。

【多文化共生とは】　国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的なちがいを認め合い、対等

な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと

（総務省：多文化共生の推進に関する研究会報告書より）

------------------------

本助成金事業 詳細ページ

------------------------------------------------------------------------------------　

 Center for Multicultural Society in Saga

〒840-0826 佐賀市白山2丁目１番１２号　佐賀商工ビル1階

Saga Shoko Build. 1F 2-1-12 Shirayama,Saga City

・さが多文化共生センター

Saga International Plaza

・佐賀国際交流プラザ

TEL:0952-25-7921　 FAX:0952-26-2055

E-mail:info@spira.or.jpConsultation Service(相談専用）TEL:0952-22-7830

詳
細
例 
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6/30
受付期限

まで

助成率：対象経費の全額、上限10万円

多文化共生等事業助成金

（公財）佐賀県国際交流協会
2021年4月よりリニューアル

-海外又は県内で行う       

 国際協力事業

① にほんごすいもく　水ようび

② にほんごすいもく　木ようび

③ こども＆おとなの日本語教室

④ 日本語会話教室

⑤ 国際コミュニケーションネットワーク　かけはし

⑥ 外国人のための 日本語サークル　ラポール 

⑦ 唐津日本語教室

⑧ にほんご晴

⑨ とすにほんごひろば～とりんす～

⑩ 多久日本語教室

⑪ 日本語教室いまり

⑫ Awesome IMARI

⑬ たけお日本語教室

⑭ かしま日本語教室

⑮ おぎ日本語教室

⑯ カフェこくさいじん

⑰ 神埼日本語教室

⑱ 基山にほんごひろば　きやまっち

⑲ みやき町日本語 ひろば～ちかっとにほんご～

⑳ 日本語教室 in Arita

㉑ しろいし Wa!Wa!Wa!

毎週水曜日か木曜日

10：30～12：00 に佐賀県国際交流プラザに直接きてください。

e-mail: doyobinihongoinsaga@yahoo.co.jp

TEL: 0952-24-7337　

毎週日曜日 14：00～17：00に佐賀県国際交流プラザに直接きてください。

TEL: 090-9728-8382

TEL: 080-1393-9244／e-mail: hituji@ray.ocn.ne.jp

TEL: 080-5289-3639

TEL: 0942-85-3508／e-mail: kyoudou＠city.tosu.lg.jp

TEL: 080-8362-8548

e-mail: ryo5ko@yahoo.co.jp

TEL: 0955-22-7046／machizukuri@city.imari.lg.jp

TEL: 090-3603-8611／e-mail: takeonihongo@gmail.com

TEL: 090-6883-0182

TEL: 090-1924-7637／e-mail: ogi_nihongo@yahoo.co.jp

TEL: 0954-42-3310／e-mail: kankou@city.ureshino.lg.jp

TEL: 0952-37-0102／e-mail: soumu-02@city.kanzaki.lg.jp

e-mail: kiyamatchi2022@gmail.com

TEL: 0942-96-5526／e-mail: machizukuri@town.miyaki.lg.jp

TEL: 0955-46-2500／e-mail: arita-cir@town.arita.lg.jp

TEL: 090-1877-8022／e-mail: shirowawa@yahoo.co.jp

佐賀市
Saga

唐津市
Karatsu

鳥栖市
Tosu
多久市
Taku

伊万里市
Imari

武雄市
Takeo
鹿島市
Kashima
小城市
Ogi
嬉野市
Ureshino
神埼市
Kanzaki
基山町
Kiyama
みやき町
Miyaki
有田町
Arita
白石町
Shiroishi

地 区 教室名 連絡先

場所や時間は変更になることがあります。申込みや問い合わせについては、各教室に直接電話やメールで確認してください。 

日本語教室の
ちらし

▲ ▲ ▲



JICAボランティアに関するお問合せ・連絡先

(公財)佐賀県国際交流協会内 JICAデスク佐賀　石川　洸
TEL:0952-25-7921  FAX:0952-26-2055
E-mail:jicadpd-desk-sagaken@jica.go.jp

みなさんの地域に外国人はいらっしゃいますか。お話ししたことはありますか。

佐賀県には、約7800人の外国人の方が住んでいます。地域に住む国籍や民族・

言葉の違う人たちが一緒に交流し、みんなが安心して生活できる地域づくりの場と

して、佐賀県内には約20箇所近くの「地域日本語教室」があります。

地域日本語教室のロゴを作成しました♪
佐賀を連想する『気球』のふわりとした丸いフォルムがベースとなっています。

普遍的で愛される動物『象』をモチーフに、象を5つのパーツ(五大陸)で構成する

ことで、多文化共生の思いを込めています。

ロゴの、ご活用についてはお問合せください。　　　　 詳しくはこちらのORコードへ

▲

『日本語教室』という名前から、学校のような「日本語を学ぶ場所」と思われがちですが、

そうではありません。例えば、
●一緒に日本語での会話を楽しみ、コミュニケーションを通じて日本語を学ぶ
●日本人も外国人も様々な国の文化に触れ、国際交流をする
●「ごみの出し方」「バスの乗り方」といった地域での生活に必要なことを知ったり、体験したりする
●「書初め」「お花見」など季節のイベントを皆で楽しむ

など、地域それぞれの教室で、様々なテーマの取組が行われています。

外国語はなせないな～なんて思っている方も、「やさしい日本語」を使えば、誰でも地域日本語教

室に参加して国際交流ができます。皆様にもぜひ参加していただきたいです!

そ・こ・で、次回より地域日本語教室をハローサガ・Facebook で紹介していきます♬♪

佐賀県国際課  TEL 0952-25-7328

西アフリカの一番端に位置する国です。地図で見ると国の形が座ったライオンのような
形をしています。公用語はフランス語ですが、ウォロフ、セレール、プル族など様々な民族が
暮らしているため、それぞれの言語も使用します。特にウォロフ族が多いので日常でもウォ
ロフ語を使います。宗教はイスラム教が90％以上を占めていますが、キリスト教や土着の
宗教も共存しています。私の印象ではお互いを尊重して暮らしているように感じました。セ
ネガルの人は喜怒哀楽をはっきり出しますが、比較的穏やかな人が多いです。食事は、お
米をよく食べます。国民食チェブジェン（魚や野菜をのせた炊き込みごはん）やマフェ（ピー
ナッツペーストベースで肉や野菜を一緒に煮込んだシチューの様なもの）などおいしいもの
がたくさんです。

Q1. 派遣先のセネガルってどんな国？ 「学生」と「セネガルの日常」です。私は日々の授業が大
好きでした。「わかった」や「できた」の笑顔を見るときは本
当にやってよかったと思ったし、拙いフランス語での説明を
一生懸命聞いてくれる姿にたくさん助けられました。今でも
時々連絡をくれる学生は大切な存在です。
学外では、毎日遊びに行っていたセネガル人家族がいま

した。そのお宅でゆっくりし、何気ないおしゃべりをしたり、み
んなで食事や果物を分け合って食べたりする時間が好き
でした。彼らの日常に入ることができ嬉しかったです。セネ
ガル人の懐の広さを感じました。

Q3. 派遣中の一番の思い出は何ですか？

帰国後は日本の現場で働いてみたいと思い、福岡の日
本語学校で働きました。初級や中級クラスを担当したり、
担任を受け持ったりと初めてのことが多く大変勉強になり
ました。
昨今はコロナの流行であったり、政情不安で戦争や紛争
が起こったりと日常生活が脅かされる事態があります。いつ
当たり前が当たり前で
なくなるかわかりませ
ん。日常のありがたさ
を感じながら、その中
で自分ができることを
模索していきたいと考
えています。

Q4. 帰国後のお仕事について教えて下さい！

首都ダカールにあるビジネススクールで日本語教師をしました。年齢は10代から50代ま
で年齢は様々でした。西アフリカの様々な国から学生が来ていたので、セネガル、ブルキナ
ファソ、トーゴ、ベナンなど多国籍の方と出会うことができました。日本語は第二外国語で
した。アニメやテクノロジー、文化などから日本に興味を持つ人が履修していました。日本
語であいさつを覚えると「日本語ができる！と思うようで、そこから先（こそあど、連体修飾な
ど）に進まないことがしばしば。また、長期休暇で覚えたことをすべてを忘れて学校に戻っ
てくるのでまた同じことを一からすることも。それでも、日本や日本語が好きで履修してく
れる学生が大好きで、彼らの「知りたいに応えたいと思って活動しました。ダカールにはもう
一人日本語教師隊員がおり、一緒にイベントをしたり、お互いの授業見学に行ってアイデ
アを共有したりしました。大きなイベントでは、にほんまつりをしました。学生は日本語劇や
日本の歌、日本紹介などを披露しました。料理や、浴衣の着つけなどは協力隊員にお願い
しました。協力隊の魅力は、職種を超えて他の隊員と一緒に取り組み、活動をダイナミック
にすることができるところだと思います。本当に楽しい2年間でした。

Q2. 派遣時の活動内容についてお教えください。

JICA OB・OG通信
前田　智子さん

派遣国：セネガル

職　種：日本語教師

経歴：拓殖大学大学院言語教育研究科日本語教育学専攻博士課程前期修了後、貿易事務の
仕事に従事。2011年1月～11月JENESYS若手日本語教師派遣事業でマレーシアのジョ
ホール・バルに赴任。現地の中等教育学校でティーム・ティーチングを行う。2012年4月～
2013年2月NPO法人で勤務。2013年7月～2015年7月青年海外協力隊の日本語教師隊
員でセネガル共和国に赴任。2015年10月～2016年9月福岡市で日本語教師をする。

共に笑って、共に暮らす佐賀県 ～地域日本語教室～

｢地域日本語教室｣って何?



「World Café with CIRs」は、オランダ、韓国、ベトナム出身の国際交流員（CIR）とのトーク＆

交流イベントです。テーマを設定し、そのテーマに沿って、各国の事情を紹介してもらいます。

初回のテーマは、“結婚式”。

みなさんも日本代表として、ぜひ日本の文化の紹介をお願いします！

海外の文化や日本に住む外国人の経験などについて、楽しくおしゃべりしながら、国際交流

しましょう。

佐賀県国際交流プラザ

無料 お子様
歓迎

予約
不要

World Café with CIRs

当協会では、県民のみなさまとともに「多文化
共生の地域づくりの推進」のために賛助会員
制度を設けております。賛助会員の皆様には、
令和4年度もあたたかいご支援を賜りありがと
うございました。今年度も佐賀県国際交流協会
（ＳＰＩＲＡ）は多文化共生の佐賀県を目指し邁進
してまいりますので、どうぞ皆様のご支援をお願
い申し上げます。

■年 会 費 

■賛助会員の特典

賛助会員募集！

個人会員

団体会員

3,000円

10,000円

SPIRA発行の国際交流・協力情報誌の送付、
各国民族衣装の無料貸出、国旗の貸し出し、
オリジナルノベルティの進呈

モードサプライ協同組合　様

株式会社　佐賀新聞社　様

韓国家庭料理　百済　様

佐賀県日中友好協会　様

一般財団法人 言語交流研究所 ヒッポファミリークラブ 佐賀支部　様

西九州大学　様

西九州短期大学　様

株式会社　音成印刷　様

株式会社 テクノ九州　様

株式会社　ビーボーン　様

社会福祉法人　佐賀整肢学園　様

日本語ネットワーク佐賀　様

佐賀経友会事業共協同組合　様 

ラボ国際交流地域会（公益財団法人ラボ国際交流センタｰ）　様

くらしサポートさが　様

佐賀県地域婦人連絡協議会　様

国立大学法人 佐賀大学国際交流推進センター　様

ヒーリングファミリー財団　様

中原胃腸科内科　様

佐賀県商工会連合会　様

佐賀ユネスコ協会　様

2023年3月15日時点

賛助会員募集

▲

2022年度 団体賛助会員様（順不同）

日程はこちらから
ご確認下さい  

▲


