
２．地球市民育成事業
継２ ～グローバルな視点から地域社会を理解し活動できる人材を育成する事業～

（５） インターンシップ受入事業  
国内外から長期インターンを年間通して受入、業務サポートを実践しながら、事業の仕

組みを学び、グローバルな視野を持てる人材を育成しました。また、海外から研修プログ
ラムの一環で来熊する学生に対し、日本文化等の体験プログラムを実施しました。
受入総数：30人

所　　　属 期　　　間 人数

１ 熊本学園大学
ホスピタリティマネージメント学科 平成27年４月15日〜７月18日 ２人

２ 韓日社会文化フォーラム（韓国） ６月１日〜８月21日 ４人

３ 崑山科技大学国際貿易学科（台湾） ７月23日〜８月25日 ３人

４ 熊本学園大学
リーガルエコノミクス学科 ８月10日〜８月28日 ４人

５ 尚絅大学 ８月６日〜８月27日 ４人

６ 熊本県立大学 ８月18日〜８月22日 １人

７ 熊本県立大学 ９月15日〜９月19日 １人

８ 熊本学園大学
ホスピタリティマネージメント学科 ９月25日〜12月18日 ２人

９ 熊本市国際課（ドイツ） 10月15日〜平成28年１月15日 １人

10 熊本大学教育学部 平成28年２月15日〜２月19日 ２人

11 熊本大学教育学部 平成28年２月23日〜２月27日 ２人

12 熊本県立大学 平成28年２月23日〜３月６日 ２人

13 熊本市総合ビジネス専門学校 平成28年３月３日〜３月17日 ２人

合　　計 30人

（６） 人づくり推進事業　
①　国際ボランティアワークキャンプ

高校生の持つ無限の可能性を引き出し、また、高校生自身がそれに気づき、自ら行動
できるよう若い人材の生きる力を育む事を目的に、ワークキャンプを実施しました。第
10回目となる今年度は２泊３日の期間で、次世代に向けて自分自身を成長させ、新しい
世界を創っていきたいという思いを込めて「Try Evolve to the Next Generation　
〜共に進もう輝く明日へ〜」をテーマとしました。また、旧年度に引き続き、留学生が
参加し、交流することで視野を広げることができました。（実施は実行委員会形式）
期　間：平成27年８月７日（金）〜９日（日）２泊３日
場　所：国立阿蘇青少年交流の家
参加人数：134人
参加費：5,000円
主　催：国際ボランティアワークキャンプ実行委員会　
後　援：熊本県教育委員会、熊本市教育委員会、熊本日日新聞
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分　科 テーマ 内　　　　　容

第１分科会 医療 世界の医療環境に一緒に目を向けてみませんか？

第２分科会 貧困 貧困国の子どもたちへ私たちができることは何だろう？

第３分科会 多文化共生 言葉や文化が違っても、みんな地球の家族だよ。

第４分科会 地球環境 阿蘇の自然を活かしたエネルギーを学ぼう！

第５分科会 ボランティア 支援金、支援物資の行方を知ろう

第６分科会 防災 考えよう！自分たちにできる防災・支援を

第７分科会 サブカルチャー サブカルで海外や地域の人々との交流を深めよう

ボランティアワークキャンプ実施10周年を記念して式典を開催し、これまで、協
力をいただいた関係者、歴代の実行委員及び第11回ボランティアワークキャンプ実
行委員のメンバーが集まり、これまでの歴史を振り返るとともに、今後のワークキャ
ンプへのエールを送りました。
日　時：平成28年３月12日（土）　14:00〜15:30
場　所：国際交流会館　２F交流ラウンジ
参加人数：78人
参加費：無料
主　催：国際ボランティアワークキャンプ実行委員会　

②　スマイルステーション
国際ボランティアワークキャンプに参加した高校生たちが、高校の枠を超えたボラ

ンティアに関する情報交換の場として、また、交流の場として毎月第１土曜日の午後に
国際交流会館にて活動しました。情報交換や広報活動の強化を図る為、スマイルステー
ションコーナーへのスケジュールボード、情報ボード等の設置によるリニューアルを行
いました。

③ 「平成27年度KIF若者国際交流チャレンジ助成金」
「平成27年度KIF若者国際交流チャレンジ助成金」を利用して、国際交流会館２Fラ

ウンジにある「スマイルステーションコーナー」をリニューアルしました。これによ
り、ボランティア情報の交換やボラキャンに関する情報の提供を行うとともに、エコ
キャップや書き損じハガキの回収が常時可能となりました。ほか、「NPO法人外国から
来た子ども支援ネットくまもと」が実施する、外国ルーツの高校生たちがお互いの経験
をもとに学校内や進路、家族など彼らを取り巻く様々な問題を話し合う１泊２日の合宿
形式の交流会「第９回在日外国人生徒交流会in熊本」に助成しました。

（７） 国際交流ボランティア活動促進事業
人材の育成と活動の場を提供するとともに、市民協働のまちづくりを目指しボランティ

アの登録制度を実施、斡旋しました。
※ボランティア登録者数：延べ1,136人　　
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①　語学ボランティア
主に個人間でやり取りをしている手紙の翻訳や通訳を行っていただきました。
登録者：114人　　活動者数：延べ16人　　依頼件数：13件
実績：翻訳関係　英語８人、中国（台湾含む）４人、その他 ４人　

②　ホストファミリーボランティア
海外から訪れた方々をご家庭に受け入れ、日本の風習や文化を体験していただき

ました。
登録者：116家庭　　活動者数：延べ78家庭　　　依頼件数：13件
実績：韓国32人/20家庭、オーストラリア20人/11家庭、フランス15人／12家庭、

中国15人／10家庭、ブラジル14人／７家庭、アメリカ９人／７家庭
　　　NZ３人／３家庭、ドイツ２人／７家庭、南ア２人／１家庭

③　地域国際化推進ボランティア
在住外国人を公民館等へ派遣し、自国の文化や風習を紹介していただきました。
登録者：187人　　活動者数：延べ71人　　　活動件数：44件
実績：(９)地域国際化推進事業・出前派遣一覧を参照してください。

④　情報ボランティア
熊本市発行の「市政だより」の生活情報などの翻訳を行っていただきました。
登録者：27人　　活動者数：延べ98人　　活動件数：12件

⑤　文化ボランティア
外国人を対象とした着物の着付けや、茶道、和菓子作りなど体験させていただき

ました。
登録者：27人　　活動者数：延べ13人　　 活動件数：４件

⑥　生活日本語支援ボランティア
在住外国人が熊本で生活する上で必要な日本語をマスターし、地域社会の生活に早く

順応できるよう、日本語会話や日本の生活習慣を学ぶ学習などの支援を行いました。
登録者：538人　　活動者数：延べ3,404人　　活動件数：244件
実績：(２)日本語支援事業を参照してください。

⑦　学生ボランティア
主に、国際交流事業の企画・運営をお手伝いいただきました。
登録者：68人　　活動者数：延べ155人　　活動件数：40件

・参加した主な事業
春休み子ども英語クラブ、夏休み子ども英語クラブ、親子英会話教室、熊本市国際

交流会館20周年記念事業、イヤーエンドパーティ、NGO協働SAKURA祭など
・学生向けオリエンテーション
日　時：平成27年５月28日（金）18:30〜20:00
場　所：国際交流会館 　４F第３会議室　　
参加人数：28人
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⑧　サポートセンターボランティア
市民協働の取り組みとして、２F交流ラウンジカウンターの運営管理の補助や外国新

聞雑誌のチェック･入替え、情報ボードの整理等をしていただくボランティアを随時募
集し、様々な活動の場を提供しました。
ブログのＵＲＬ http://blog.goo.ne.jp/kifblo

登録者：59人　　　活動者数：延べ1889人
交流ラウンジコミュニティーイベント

交流ラウンジの活性化を図る為、利用の少ない午前中
にサポートセンターボランティアが主体となってイベント
を企画、実施しました。

●「イリナの部屋」 年３回開催（８月、12月、２月）
活動者数：延べ６人　　参加者総数：延べ38人　

●古新聞でのエコバッグ、コサージュ作り
年4回開催（６月、８月、10月、２月）
活動者数：延べ６人　　参加者総数：延べ33人

●英語で読み聞かせ！
年4回開催（７月、８月、12月、３月）
活動者数：延べ４人　　参加者総数：延べ45人

●子どもチャイニーズ
年10回開催（４月、５月、６月、７月、８月、９月、
　　　　　　 10月、11月、１月、２月、３月）
活動者数：延べ18人　　参加者総数：延べ54人

サポートセンターボランティアによる企画イベント
サポートセンターボランティアの特技を活かしたイベ

ントを企画、実施しました。
●外国人のための和食教室　年1回開催（10月）

活動者数：延べ６人　　参加者数：延べ11人
●外国人の書道体験　年１回開催（１月）

活動者数：延べ４人　　参加者数：延べ13人
ふるさとプロジェクト

日韓社会文化フォーラムとの連携により、毎月２名までの韓国人学生を受入れ、日本
語会話学習のサポートや日本文化紹介等を行い、月終わりには学生による成果発表会並
びにボランティアさんとの交流会を行いました。

●「ふるさとプロジェクト」
期　間：平成27年４月〜平成28年３月まで
場　所：国際交流会館　２Ｆ交流ラウンジ他
活動者数：延べ580人　

●「ふるさとプロジェクト成果発表会・交流会」
開催日：平成27年４月〜平成28年３月（毎月月末に開催）　
場　所：国際交流会館　２Ｆミーティングルーム
参加者総数：延べ58人

サポートセンターボランティア研修会等
●「ボランティア研修会（日本語くらぶと合同）

日　時：平成28年２月28日（日）　10:00〜12:00  
場　所：国際交流会館　４F第２会議室
講　師：羽賀　友信氏（長岡市国際交流センター「地球広場」センター長）
参加人数：18人
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（８） 世界をよく知るセミナー
「海外で働く、活動する」をテーマに、若者が海

外への興味関心を持ち国際人としての意識の涵養を
推進するためのセミナーを開催しました。
今年度は世界各地から現地の状況をリポートす

る国際ジャーナリストの藤原亮司氏を講師に迎え、
「ジャーナリストの意義」という演題でパレスチナ
を始めとする中東の現状や、ジャーナリストが危険
を冒して現地を取材、リポートする理由について講
演を行いました。

日　時：平成27年4月11日（日）14:00〜16:00
場　所：国際交流会館　４Ｆ第３会議室　
内　容：「ジャーナリストの意義〜紛争地で取材する理由〜」
講　師：藤原　亮司氏（ジャパンプレス所属 ）
参加人数：54人
参加費：無料

（９） 地域国際化推進事業
年間を通じた学校、公民館からの総合的な学習の

時間や国際交流・異文化理解活動への講師として地
域国際化推進ボランティアに登録している在住外国
人等を派遣しました。
派遣実績：44件　派遣人数：71人
参加人数：1,648人

〈内訳〉派遣実績の比率
派遣先割合　公民館等55％、学校等36％、その他９％
依頼の内容　講義50％、料理39％、体験等11％
依頼国籍別　中国７回、オーストラリア６回、台湾５回、韓国５回他

月日 日　時 依頼団体名 対象者 人数 国・地域 内容 参加人数

１ ４/28 13:30〜15:30
くまもとよかとこ
案内人の会

会員 ４ 外国人への接客マナー 35

２ ６/17 13:40〜15:30 千原台高校 高校生 ３ 台湾 台湾について 123

３ ６/21 11:00〜12:00 熊本市青少年課
高校生＆
保護者

１ ホームステイの受け入れ 50

４ ６/21 14:00〜16:00 熊本市青少年課 高校生 ２ 自己表現トレーニング 20

５ ６/24 13:40〜15:30 千原台高校 高校生 ３ 台湾 台湾について 81

６ ６/24 10:00〜12:00 西部公民館 一般 １ ポーランド 料理 10

７ ７/４ 10:00〜12:00 長嶺小学校
小学生
（４年生）

３
ブルガリア、
スリランカ、

パプアニューギニア
自国の紹介、ゲーム 45

８ ７/10 13:40〜15:30 千原台高校 高校生 １ フランス 自国の紹介 38

９ ７/24 10:00〜12:00 河内公民館 親子 １ 中国 餃子＋リンゴ飴 40
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月日 日　時 依頼団体名 対象者 人数 国・地域 内容 参加人数

10 ８/１ 10:00〜13:00 富合公民館 親子 １ 中国 餃子＋大学芋 28

11 ８/８ 10:00〜12:00 飽田公民館 親子 １ 中国 餃子 18

12 ８/12 10:00〜12:00 ふれあい文化センター 一般 １ ブルガリア ヨーグルト料理 13

13 ８/19 10:00〜12:00 大江公民館 女性 ２
ポーランド、
オーストラリア

自国の紹介 21

14 ９/４ 11:40〜12:25 飽田東小
小学生
（４年生）

１ フランス 自国の紹介 76

15 ９/９ 13:30〜15:30 秋津公民館 一般 １ オーストラリア 自国の紹介 23

16 ９/16 10:00〜12:.00 龍田公民館 保護者 １ フィリピン 料理 12

17 ９/19 17:00〜19:00 大将陣第一公民館 一般 １ 韓国 男の料理 25

18 ９/27 10:00〜12:00 飽田公民館 親子 ２ 中国 肉まん 47

19 ９/27 13:30〜16:30 清水公民館 一般 ５

スーダン、パプア
ニューギニア、
ポーランド、オー
ストラリア、台湾

自国の大人について 30

20 10/１ 10:45〜12:20 飽田東小
小学生
（５年生）

１ オーストラリア 学校と遊び 64

21 10/５ 10:45〜12:20 飽田東小
小学生
（３年生）

１ フィリピン バンブーダンス 74

22 10/14 10:30〜11:15 託麻原小学校 支援学級 １ ハワイ フラダンス ７

23 10/17 10:00〜12:00 花園公民館 一般 １ 台湾 台湾料理 10

24 10/19 14:00〜16:00 下油田老人憩いの家 一般 ２ 日本 イ草の小物入れ 12

25 10/26 10:00〜12:00 西部公民館 一般 １ ベトナム ベトナム料理 12

26 10/30 12:00〜16:00 三和中学校 中学生 ３ 韓国 通訳の手伝い 140

27 11/３ 10:00〜12:00 託麻公民館 一般 １ インド ナン・カレー ８

28 11/５ 10:00〜12:00 託麻公民館 一般 １ 中国 餃子 ２

29 11/７ 9:00〜11:00 合志南小学校 小学生 ２ インド 自国の紹介 68

30 11/７ 10:00〜12:00 一新小学校
小学生
（１年生）

４
オーストラリア、
パプアニューギニア、
スーダン、韓国

自国の遊び 44

31 11/８ 10:00〜13:30
立田山

野外保育センター
子ども ３

オーストラリア、
フランス、台湾

自国の昔話 62

32 11/18 10:00〜12:00 一新小学校 小学生 １ イタリア
魚（カルパッチョ？）

ティラミス
13

33 11/20 12:50-13:50 熊本高校 教員 １ 事業団 イスラムの世界 30

34 11/26 15:05〜16:35 熊本県行政書士会 会員 １ 中国 多文化共生への取り組み 25

35 12/３ 9:00〜12:00 ふれあい文化センター 小学生 １ ブラジル 自国の紹介 106

36 12/15 10:00〜12:00 託麻公民館 一般 １ スリランカ お祝いの料理 ７

37 12/８ 15:20〜16:20 山内小学校
小学生

（４〜６年生）
２ ドイツ・韓国 クリスマスと正月 19

38 12/９ 13:30〜15:30 秋津公民館 一般 １ ポーランド 自国の紹介 17

39 12/17 14:00〜15:50 嘉島西小学校
小学生
（６年生）

２
インド、

パプアニューギニア
自国の紹介 56

40 12/18 10:00〜12:00 幸田公民館 一般 １ 韓国 チヂミ 22
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月日 日　時 依頼団体名 対象者 人数 国・地域 内容 参加人数

41 １/14 10:00〜12:00 龍田公民館 一般 １ 韓国 キムチ 12

42 ２/13 10:00〜12:00 ふれあい文化センター 一般 １ フランス バレンタイン料理 11

43 ２/24 10:00〜12:00 北部公民館 一般 １ 中国 中国茶の紹介 20

44 ３/７ 11:20〜12:25 飽田東小学校（４年生） 小学生 １ フィリピン バンブーダンス 72

派遣者数（合計） 71 受講者数（合計） 1,648

●熊本市小中学校英語教育担当者研修会
日　時：平成27年５月７日（木）15:30〜16:00
場　所：熊本市立田迎南小学校　体育館
参加人数：熊本市小中学校英語教育担当者：140人

●社会教育主事会
日　時：平成27年５月20日（水）14:00〜14:30
場　所：熊本市東部公民館
参加人数：熊本市社会教育主事：25名

（10） 体験学習受入プログラム（ウォーキングガイド）　　　　
国際交流会館に籍を置く団体（JICAデスク熊本（国際協力）、EPOオフィス（環

境）、KIF（多文化共生や国際交流）、link カフェと熊本ものづくり塾の計５団体が、
それぞれの専門性を活かし、世界を感じ知ることができるプログラム“ウォーキング
ガイド”としての体験学習者を受け入れました。
また、随時国際交流会館及び事業視察を受入れ、国際交流、協力、多文化共生等に

ついて紹介、説明を行いました。
受入件数／人数：12件／232人　　
（内：ウォーキングガイドでの受け入れ　３件/121人）

ウォーキングガイド

　 期間 体験学習者 小学生 中学生 高校生 大学・専門 海外 一般 合計

１ ６/24 KTC中央高等学院 ３ １ ４

２ ７/30 尚絅中学校 89 ２ 91

３ 10/２ 西山中学校 24 ２ 26

計 0 113 ３ 0 0 ５ 121

会館・事業視察

　 期間 視　察　者 小学生 中学生 高校生 大学・専門 海外 一般 合計

１ ５/14 佐賀市立大和中学校 ５ ２ ７

２ ６/３ 京陵中学校 ７ １ ８
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　 期間 視　察　者 小学生 中学生 高校生 大学・専門 海外 一般 合計

３ ８/２ 東陵高校 １ １

４ ８/６ 愛知教育大学 １ １

５ ９/４ 熊本商業高校 ３ ３

６ 11/４ ハイデルベルク市民訪問団 23 23

７ 11/５ ハイデルベルク市民訪問団 23 23

８ 11/19 熊本大学 １ １

９ １/15 韓国忠清南道忠南大学 41 ３ 44

計 0 12 ４ 43 46 ６ 111

（11） ニュースレターくまもと
事業団の事業や活動、取り組みをはじめ、草の根で活動する青年海外協力隊やNGO活

動家の紹介、海外からのインターン生の紹介、海外へ留学している学生からのレポート、
フェアトレードに関する商品や啓発イベント情報を掲載し発行しました。
発行：４月、８月、10月、１月の年４回（No105号〜108号）
規格：A４版、８ページ
発行部数：2,000部
送付先：学校関係（熊本市内の小中学校、大学等）、国際交流・協力団体、他県の国際交

流協会、行政関係及び関連施設、賛助会員、ボランティア登録者

各　号 各号特集

　105号　 平成27年度　国際交流振興事業団（KIF）の事業がスタート

106号 特集：特集：外国にルーツを持つ子どもたちの支援

107号 特集：熊本市における多文化共生施策の現状と課題

108号 特集：外国人コミュニティとの連携

109号 平成27年度 多文化共生セミナー
「多文化共生について考える〜移民？難民？考える！〜」
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