
イベントの情報や外国人の皆さんに向けた「やさしい日本語」でのお知らせを

見ることができます。

是非「いいね！」を押してフォローしてください！

URL https://www.facebook.com/OitaCityKokusai/

大分市国際課公式Facebookをチェック！

世
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世界を旅するスタンプラリー

５つのスタンプを集め

世界のお菓子をGET!!
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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」と定義されています。

主催：大分市

共催：JICA九州/大学コンソーシアム大分
後　　援：大分県/おおいた国際交流プラザ/NHK大分放送局/OBS大分放送/TOSテレビ大分

/OAB大分朝日放送 /J:COM大分ケーブルテレコム/エフエム大分

お問合せ：大分市国際課　☎097-537-5719

日時

2021

10.30（土）

AM.11:00 START

会場 お部屋ラボ 祝祭の広場

第16回おおいた国際協力啓発月間事業

第16回おおいた国際協力啓発月間事業第16回おおいた国際協力啓発月間事業

特集記事

多文化共生とは？

安全安心にイベントに参加いただくために、「大分市ワクチン・検査チェック」への
ご協力をお願いします。
・任意で「ワクチン２回接種済」「抗原検査済」の確認を行います。（自己申告）
・ワクチン未接種の方へは、大分市抗原検査センターでの検査を推奨しています。
ワクチン接種は強制ではなく、個人の判断で受けていただくものです。接種をし
ていない人への差別やいじめなどは絶対にやめましょう。

大分市とJICA九州は、10月6日の「国際協力の日」にちなみ、10月の約1か月間を「おおいた国際協力啓発月間」

と定めています。国際協力・国際交流を身近に感じてもらうため、期間中さまざまな団体がイベントを行います。

前半はおおいた国際交流プラザ・中国語相談担当によるお国柄

の紹介、後半は現地中国にて活動中の現役のJICA青年海外協力

隊員との生中継オンライン交流を実施します！

【日　時】10月24日（日）14:00 ～16:00

【場　所】おおいた国際交流プラザ

【参加費】無料　

【定　員】18名

【申込方法】詳細はJICA九州HPをご覧ください。

【問合せ先】JICAデスク大分　☎097-533-4021

母語が日本語でない方々のための、日本

語で行うブッククラブ（読書会）です。日

本語で書かれた本や新聞を題材に、楽し

く語り合いましょう。

【日時・場所・申込方法】

HPにてご確認ください。

二次元コードからアクセスできます。

【問合せ先】

oita.nbc@gmail.com

ヒッポ脳育リトミックや英語遊び

についてなど子育てに役立つ内容

をお話しします。参加費無料、お

土産付きです。

【日　時】11月６日（土）

 16:00 ～18:00

【場　所】コンパルホール4階和室

【申込方法・問合せ先】

ヒッポファミリークラブ大分　☎090-1976-5192（安達）

新型コロナウイルス感染症感染拡大の厳しい状

況が続くなか、最前線で働く看護師に焦点をあ

て、「コロナ禍における看護職のメンタルサポー

ト」についてフォーラムを開催します。

【日　時】10月30日（土）13:00 ～16:00

【場　所】WEB開催

【申込方法】10月22日（金）までに二次元コー

ドからお申し込みください。

【問合せ先】大分県立看護科学大学

forum2021@oita-nhs.ac.jp　☎097-586-4436

JICA国際理解サロン②
～おおいたdeつながる多文化～ 中国編

第23回看護国際フォーラム
「コロナ禍における看護職のメンタルサポート」

7か国語で話そう！
天才子育て講演会

にほんごブッククラブ

各イベントの詳細については各団体にお問い合わせください。

入場無料

多文化共生社会の実現に向けて
J I C A

特 集

た ぶ んか きょうせ い

たぶんか きょうせい

たぶんか みと

あ たいとう かんけい

ていぎ

きず ちいきしゃかい こうせいいん とも い

きょうせい こくせき みんぞく こと ひとびと たが ぶんかてき

しゃか い じつ げん む

「多文化共生」ってなんだろう？？Q

A
　日本は今、少子高齢・人口減少社会を迎えています。一方で、技能実習制度などを通じた外国人材

の受入拡大に伴い、国内人口における外国人の数は年々増えています。現在、日本には約290万人、九

州には約15万人の外国人の方が暮らしています。(2021年3月統計)

　皆さんの日常生活の中でも、近年、外国の方を見かけることが急に増えたと感じている人も多いので

はないでしょうか。大分県では約1万2,500人の外国人の方が暮らしています。(2021年6月統計)｠

　留学生の数が多いのも大分県の特徴です。2020年度は、世界94か国・地域から3,301人の留学生

を受け入れていました。人口10万人あたりの留学生数は堂々の全国第３位です。

　このような環境において、「選ばれる大分市」を目指す取り組みの中で、外国人の方も住みやすい街づ

くりはとても重要なことです。文化や慣習は違っても、同じ人間同士、より良い毎日を求める気持ちは一

緒。互いに理解しようとしながら、心を広くもって、地域で日頃から共に助け合っていけたらいいですよ

ね。助け合いは特に災害時などには不可欠です。多文化共生社会は、私たち一人一人がそのような意

識を持つことから始まる、やさしい街づくりなのです。

（総務省報告書より）

※総合受付へお越しください　※数量限定

同時開催

2021年10月30日・31日

新型コロナ

ウイルス

感染症対策

ご協力の

お願い

マスクの着用 入場時の検温 こまめな手指消毒

連絡先の記入飲食は専用エリアで 密集（混雑）を
避けよう

接触確認アプリ
（COCOA）を

インストール

詳細はこちらから！

https://www.yumeon.jp/
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県内の各大学等で学んでいる留学生が、日ごろ感じていることや思いをスピー
チします。日本語で一生懸命発表しますので、ぜひ聴きにきてください！

主催：大学コンソーシアムおおいた

※イベントのスケジュール・内容は都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

おおいたワールドフェスタとは
「おおいた国際協力啓発月間」の目玉企画として、

様々な国際関係団体が参加し開催されるイベントです！

いろんな国の文化に触れ、世界を身近に感じてみよう！

参加団体のプロフィールはこちらから！！
URL : https://www.city.oita.oita.jp/
　　　o017/kokusaigekan2021/worldfst2021top.html

交流・展示・物販ブース 来て、見て、知って、楽しもう！

・外国人出張無料

相談

・国際交流プラザ

利用案内

JICA九州

おおいた国際交流プラザ

・国際協力や国際ボランティアに関する出張相談サー

ビス

・活動紹介、関連

団体パネル展示

・フェアトレード

商品の販売

・「おなまえ屋さん」来場者のお名前を、こどもたちの

母語で書き、発音する

・「数字ゲーム」数

字をいろんな国

のことばで覚え

て遊ぶ

・「こどもたちによ

るパネル展示」

多文化に生きるこどもネットワーク大分

（特活）NGO福岡ネットワーク

英語と日本語で絵

本の世界を楽しも

う！

『IN THE NIGHT 

KITCHEN まよな

かのだいどころ』

世界中の必要とし

ている人々に届け

るため、不要なジー

ユー・ユニクロの

服を回収します！

株式会社ジーユー

ラボ教育センター

世 界 各 国 の お

灸、施灸方法の

展示

『外国人講師と英

語でSTEAM体験』

・日韓友 好のつどい

in OITA開催の案内

・国際協力およびイ

ベントボランティア

に関する活動案内

・韓国民族衣装チマ

チョゴリ試着体験

・韓国飲食および品

物販売

Pacific English

（株）アイクレイ

NPO法人 日韓芸術文化交流会

・7か国語であそぼ

う！ヒッポ 縁 日、

くじ、かたぬき、

人形すくい

・海外雑貨販売

アフリカの子 供た

ちの教育支援資金

調達のために、アフ

リカのハンドクラフ

トを販売します。

Martha Mission for Africa

ヒッポファミリークラブ

・韓 国 の 民 族 衣

装、伝統打楽器

体験

・伝統音楽サムル

ノリ紹介

シンミョン
（公財）AFS日本協会大分中部支部

別府を中心に販売を行うキッチンカー！

台湾ルーロー飯やカレーなどをご用意し

ています！

パプリカ

イタリアの本格ナポリピッ

ツァが楽しめるキッチン

カーがやってきます！

Pizza Buono
ポルトガルの定番料理・

タラのコロッケや伝統ス

イーツ「パン・デ・ロー」

をぜひ会場で！

LiLiCafe

チェンマイコーヒーとア

ンザックビスケットを提

供します！

大分県青年海外
協力協会

本格韓国海鮮チヂミやホットクをお楽し

みください！

NPO法人 日韓芸術文化交流会

11:00-11:15

11:15-11:25

11:25-12:10

12:10-12:20

12:20-12:30

12:30-12:40

12:40-12:55

12:55-13:10

13:10-13:25

13:25-13:40

13:40-13:50

13:50-14:00

14:00-16:00

世界民族衣装ファッションショー

インターアクトクラブの活動について発表

　

中国語の童謡、漢詩

ベトナム伝統武術

インドネシア伝統舞踊

kpopカバーダンス

子どもたちによるEnglish Dance

カンフー演舞

　

ベトナム伝統ダンス

よさこい演舞

大分大附属中 インターアクトクラブ
（2720 Japan OK ロータリー Eクラブ）

子どもたちによる英語の歌の発表
小学生のプレゼンテーション発表

多言語〇Xクイズ
（最後まで残った方には景品あり！）

OITA学生提言フェスタ
留学生による日本語スピーチコンテスト

おおいたワールドフェスタ2021 ステージパフォーマンスプログラム
時間 内容 団体

ステージパフォーマンス 世界を感じるパフォーマンスが
盛りだくさん

・アフリカンアートのぬり絵体験

・JICA海外協力隊の活動写真パ

ネル展示

・海外協力隊への応募相談実施

・写真展示

・留学生が使用し

たプレゼン資料

紹介

世界の料理ブース 世界の美味しいグルメが集合！

※世界の料理ブースは有料となります。

14：00 開始

OITA学生提言フェスタ ～留学生による日本語スピーチコンテスト～

別府溝部学園短期大学

　

Pacific English

大分中文学園

APU VMA

大分県インドネシア友好協会

APU Kmuse

International Preschool WOODSTOCK

大分武術張鴻

大分外国語サポート協同組合

V-STEPS - Common Viet

大分大学　よさこいサークル「獲天」

大学コンソーシアムおおいた

子どもたちによる
外国語でのパフォーマンス

活動報告やクイズもあります！

伝統舞踊や武術、
ファッションショー

7

3

2

12

6

4

5

1

11

9

8

13

10

ご厚意で寄せられた食品や雑貨を留学生の皆さ

んにお届けします。
主催：大分県社会福祉協議会 大学コンソーシアムおおいた

時間：午前の部11：00開始／午後の部13：30開始

　　　※数に限りがあります。

対象：県内在住の留学生対象

［詳細・問合せ］ 
☎097-558-3373（フードバンクおおいた）
oitavoc@oitavoc.jp

同時
開催

留学生への食糧支援プロジェクト

Food Bank Marche
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