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同一个世界的活动开始了
We had our first One World Festa program!
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同一个世界的
活动开始了

　11月に「2020ワン・ワールド・フェスタinいわて」が開催されました。
　今年は新型コロナウイルス対策として、オンラインとオフラインでの新しい形での実施となりました。今回は、11月7日（土）に
実施したプログラムについて紹介します。
　「外国語に親しむ日」ということで、毎月恒例の英語コーナーに加え、小さな頃から外国語に触れ、異文化理解につながればと
いう思いから、キッズ向けのプログラムも実施しました。自宅で気軽に参加できるのがこのオンラインイベントの魅力で、1歳～
5歳までの兄弟皆で参加してくれたり、赤ちゃんと一緒のママさんの参加があったりと、様々な方々に楽しんでいただきました。
「英語サロン」では、ジェニファーさんと楽しく英語に触れ、「読み聞かせ＆手遊び歌」では、初めて聞くモンゴル語、ベトナム語
の発音の難しさに戸惑ったり、スペイン語、韓国語はどこかで聞いたことがあるなと感じながら、動物のお話を聞いたり、「あた
ま、かた、ひざ～♪」の歌を楽しみました。

We had 
One World Festa 
in November!

      The 2020 One World Festa in Iwate began as soon as we entered November. To prevent the spread of the coronavirus, the annual 
event will be a mix of online and offline events. Today, we will talk about the programs held on Saturday, November 7th. 
    The many programs held on this day gave participants a chance to enjoy interacting in a foreign language. In addition to the 
monthly English Corner, there were a few programs targeted to children so that they can get an opportunity to learn a new foreign 
language and culture at a young age. The appeal of the online events is that the children, as young as 1~5 years old, were able to 
participate from home with their siblings and toddlers were able to participate with their mothers. The children enjoyed learning 
English with Jennifer during the English Salon program. Some struggled with the difficult Mongolian and Vietnamese pronuncia-
tions during the Read-along and Hand games program, while some were able to recognize a few Spanish and Korean. They had fun 
listening to stories about animals and playing the “Heads and Shoulders” song.

　「同一个世界・在岩手」的活动在11月开始了。

由于今年新冠病毒的原因，活动是以在线的新形式举行的。以下

是11月7日（星期六）的活动介绍。

　通过「熟悉外语的一天」，在每月的英语角的基础上，我们还

为小朋友开设一项能够从小接触外语，并可以理解不同文化的新

活动。此在线活动的魅力在于，可以轻松地在家参加，有1至5岁

的孩子参加了活动，也有婴儿的妈妈也参加了活动，受到了大家

的喜爱。「英语沙龙」是和ジェニファー小姐一起快乐的学习了

英语，通过「听读＆手游个歌」体验了第一次听蒙古语和越南语

的困惑感；听到西班牙语和韩语时的熟悉感；听了动物的故事；

唱了「头、肩、膝盖～♪」的歌曲。

11月開催

ワン・ワールド・フェスタ
が開催されました

火を使えます　→　火を　使うことが　できます
  も

でんわ　　　  つか

やさしい日本語
コラム 「やさしい日本語」とは普通の日本語よりも簡単で、外国人にもわかりやすい日

本語のことです。これは、日常生活だけではなく、地震などの災害時も有効な表
現です。シリーズで「やさしい日本語」の具体例を紹介していきます。

例

① 漢字にはルビをふる　②文は分かち書き（文節の区切りでスペースを空ける）にするポイント

燃えるゴミ　　→　燃やすことが　できる　ごみ

電話は使えません　→　電話を　使うことが　できません

  ひ　          つか

〇可能表現は「れる」「られる」でなく「することができる」としましょう（日本語初級の学習者がはじめに「～ができる」と学ぶため）











An interv iew with  fore ign res idents  in  Iwate. 

介绍在岩手生活的外国人

岩手で頑張る外国人の方を紹介します。 

７

。かすでこどはろことなき好の岡盛 ： Q
空気や水のおいしさ、真っ白な雪景色にとても感動しました。近くに
温泉やスキー場もたくさんあって住みやすいところも好きですね。

。かすで何はとこるいてしに切大でクート・トーレトス ： Q
一番は人との繋がりを大切にしています。少人数で授業を行ってい
るため、どんな些細な疑問でも相談することができる環境です。ま
た、みんなが家族のように仲良くなることも大切ですね。英語を勉
強することはどこでもできますが、こういう雰囲気や場所を大事にし
たいんです。

。かたしまりあは響影のスルイウナロコ ： Q
ありましたが、今は感染予防対策に力を入れていますし、オンライン
レッスンも取り入れて授業を行っています。オンラインレッスンは、

遠方に住んでいて普段は通えない方もチャレンジしやすいと思
います。

。かすまりあはとこいたし戦挑や夢の後今 ： Q
夢はたくさんありますが、毎年新しいことを始めたいと思ってい
ます。そうすることで、いつも初心に帰ることができます。何かを
始めるときの緊張感を忘れないことが、レッスンをするときにも
役立っています。

。すましい願おをジーセッメにんさ皆の者読 ： Q
コロナで大変な状況ですが、人との繋がりからしか得られない
素晴らしい財産があります。今できる事を見つけてお互いに頑
張っていきましょう！

Q : 您喜欢盛岡的那些地方呢？？
这里的空气和水都非常新鲜，还有被雪白的雪景所感动。附近也
有很多温泉和滑雪场，喜欢这里是一个适合居住的地方。

Q : 英语会话教室比较重视什么地方呢？
最注重的是和他人建立良好的关系。为了创造能够及时和细心指
导的环境，所以举办少人数的班级。还有彼此像家人一样相处也
很重要。其实英语在任何地方都可以学习，但是想珍惜上述那样
的氛围和场所。

Q : 新冠疫情对您的工作有影响吗？
有一些影响，但是正在加强预防感染对策，同时也增设了在线课

程。我觉得在线课程对于住在比较远的，平常没办法来上课的人
士是一个较好的选项。

Q : 今后的梦想或是有想挑战的事情吗？
我有很多梦想，每一年都想开始挑战新东西。只有这样，我才能
不忘初心。时刻保持挑战新事物的紧张感，也对授课非常有益。

Q : 请您给读者留言。
新冠疫情虽然非常严峻，从和他人建立良好的关系中能获得非常
珍贵的财产。从当下去发现自己可以做的事情，彼此加油！

Q : What do you like about Morioka?
I like the clean air and water and the beautiful scenery in winter.
It’s a nice place to live in with easy access to onsen and ski resorts.

Q : What is an important value at Straight Talk?
I value connections with people. Our classes are usually small so it’s 
easy to be flexible. It’s also important that we all get along like a 
family. You can learn English anywhere so I place importance in 
things like atmosphere, place, etc.

Q : Did you experience any impact from COVID-19?
I did. But I take strict prevention measures and also implement 
online lessons. I think online lessons are great for people who don’t 

live close by.

Q : Do you have any future dreams or challenges you’d like to take?
I have many. I try to take on new challenges each year so that I can 
feel like going back to the basics. It’s good to remember the 
nervousness of starting something new, and that concept applies 
to my lessons, as well.

Q : A word to our readers!
Things have been hectic due to COVID-19. But there are some 
things that can only be attained by staying connected so let us all 
do what we can do and support each other!

盛岡市中ノ橋通りで英会話クラブ　ストレートトークを経営しています。
He runs an English eikaiwa club called Straight Talk located in the Nakanohashidori area, Morioka.
在盛岡市经营英语教学俱乐部・会话教室。

ディビッドさん（アメリカ）
David (from theU.S.A.) / David先生（美国）



２．協会として力を入れているところ 协会今后将会加大力度的事业Where we focus our efforts as an association

３．読者の皆さまにひとこと 至读者的一句话 A word  to  a l l  ou r  readers

１．主要事業の紹介 主要业务介绍M a i n  a c t i v i t i e s

令和２年度は、ほとんどの事業が中止となっていますが、引き続き会員は募集中です。今後、国際化が加速することが予想される八
幡平市ですので、皆さまのご支援、ご協力をよろしくお願いします！！

Unfortunately, many of our programs and events have been cancelled for 2020. However, we are still looking for new supporting mem-
bers of our association. We expect to see an increase in international events and exchanges for Hachimantai City in the future so we 
sincerely hope for your continued support!!

本年度虽然大部分业务处于停办状态，但是继续招募会员。今后，八幡平市将会加速国际化进程，还请社会各界给与大力的支持与协

助！！

＃10　八幡平市国際交流協会

　
　    〒028-7397　八幡平市野駄第21地割170番地　
　　八幡平市役所　地域振興課内
 　    0195-74-2111

Hachimantai International Association
八幡平市国际交流协会

岩手県内 　国際交流協会の紹介
Introduction to the International Associations of Iwate Prefecture
岩手县内的国际交流协会　介绍

昨年７月　タマサート大学ホームステイ受入れ時の「日・タイ文化交流会」

当協会は、国際相互理解と国際友好親善の推進を図り、国際化社会に対応した国際性に富むまちづくりを目的に、誰でも英語に触れ
ることができる英会話教室やクリスマス会、中国の春節を学ぶ春節交流会、さらに、タイ国タマサート大学ホームステイ受け入れ支
援などを実施しています。

本协会本着促进国际相互理解和国际友好亲善，以对应国际化社会，建设富有国际性城镇为目的，举办任何人都可以轻松参加的英语会

话教室，圣诞节派对，学习中国的春节交流会，还有实施接纳泰国国立法政大学的寄宿支援等。

We aim to promote various cultural understandings and friendship relations with other countries to build a more internationalized region-
al community. We hold various events, such as English “eikaiwa” opportunities for anyone to learn English, Christmas-related events, 
exchange events to learn about the Chinese New Year, and others. We also have an established homestay program with Thammasat 
University from Thailand.

有关接纳泰国国立法政大学寄宿的支援，从实施以来截止去年迎来了25周年，今后也将继续实施。还有，2022年8月、「哈罗国际学校・安

比」将在八幡平市内开学，我们将抓住这个促进多文化共生的绝好机会，正在商讨举办以市民为对象的研修会和开展开学后的交流事业。

受入れ開始から令和元年で25年を迎えたタマサート大学ホームステイ受け入れ支援については、今後も継続して実施します。また、
2022（令和４）年8月、「ハロウインターナショナルスクール安比」が市内に開校予定ですが、このことを多文化共生推進の絶好の機
会と捉え、市民を対象とした研修会の開催や開校後の交流事業などについて検討していきます。

The homestay program with Thammasat University, in which we just recently marked our 25th anniversary in 2019, will be an initiative 
that will continue on in the future. In August of 2022, the Harrow International School is slated to open in the Appi area. We feel this will 
be a great opportunity to further our initiatives to create a multicultural society so we will focus our efforts to continue hosting cultural 
events for the local residents and also plan exchange events with the students once the school opens.

★情報紙に関するアンケートにご協力をお願いします。12月中にご協力いただいた方には、もれなくあーすんグッズをプレゼント！
（※インターネット環境がない方は、お電話でも受け付けます。）

★请填写信息报的调查问卷，凡是12月期间合作的朋友，都可以免费获得一份礼品--あーすん的衍生商品! （如果您没有网络连接，请致电我们）

★We kindly ask for your cooperation in filling out this questionnaire regarding our newsletter. Those who can complete the questionnaire within 
    December will receive an Ahsun (IIA’s mascot) merch! (*You can fill out the questionnaire by calling us if you do not have access to the internet.)


