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6月2日（日）10:30～15:00

千里市民センター大ホール&
千里ニュータウンプラザ内の施設

第2回 SIFA多文化まつり
　多様な文化に触れられる地域のおまつり「SIFA
多文化まつり」を今年も開催します。千里ニュータウンプラ
ザ内のさまざまな施設でもイベントを実施するので、昨年
よりもさらにいろいろな企画が盛りだくさん！
　facebookに随時アップしていきますのでお楽しみに♪

ペルー民族楽器、ブラジル舞踊、ゴ
スペル、大正琴、SIFA子ども英語ク
ラスの歌など多彩なプログラムをお楽しみください。

往復はがきに下記①～⑦をご記入の上、4/10（水）必着でSIFA
へご郵送ください。事務局へ直接はがき持参も受付します。
メール（sifaclass@suita-sifa.org）での申込みも可。
①申込番号②名前(ふりがな)③郵便番号・住所④電話番号⑤性
別⑥年齢⑦SIFA会員または一般　
いずれも応募多数の場合は抽選になります。また、受講希望者
の人数が基準に満たない場合は開講しないことがあります。　

お申込み方法

ご希望の方は、お申込み方法を確認の上ご応募ください。
たくさんのご応募お待ちしております。
※1年コースと同時受講可。　※対象：15歳以上

SIFA語学教室　
5月開講短期クラス（全10日）受講生募集

ステージ

日本語クラスとボランティアの皆さんでカフェをします。
いろいろな国の料理やお菓子などもあります。

多文化フードコーナー

不要になった衣料品を寄付して、断捨離×国際協力!
詳しくはホームページやFacebookでお知らせします。

救援衣料品回収

遊牧民の移動式住居“ゲル”が南千里にやって来る！

モンゴルのミニゲル展示

いろいろな国の文化や遊びを体験できます。
どこの国かはお楽しみに！

外国人文化体験ブース

いろんなブースを回ってクイズに答えるとステキな景品
をGETできるかも??

クイズラリー

館内で
同時開催

●外国語の絵本読み聞かせ
●テーマカフェ
●外国人のための浴衣着付け  
…などなど

Facebook の
多文化まつり
イベントページ

英語で学ぶ世界の国々 15名14:10～15:40101 Hosea 16,280円 18,120円

話そうたびえいご(レベル2～3) 5/7（火）～7/9（火） 15名13:00～14:30102 John 16,280円 18,120円

おもてなし英会話(レベル2～3) 5/7（火）～7/9（火） 10名14:45～15:45103 John 16,280円 18,120円

話そうたびえいご(レベル2～3) 5/9（木）～7/11（木） 15名15:00～16:30104 John 16,280円 18,120円

受講料　税・プリント代込
期　間 定員時　間クラス内容申込

番号 講　師
〈会員〉 〈一般〉

5/13（月）～7/22（月）

江坂教室
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　SIFAでは、子どもたちの身近なテーマに沿って、世界の多様な文化や暮らし
などについて、国際理解を深めるプログラムを行っています。
　2018年度は、吹田市内の小学校に「国際理解パッケージ」を提供したほか、
イベント「世界のお店でお買いもの」を実施しました。

国際理解パッケージ　＠吹田市内小学校
　小学校での国際理解教育に貢献できるプログラム「国際理
解パッケージ」には、低学年向けの「ものがたり編」、中・高学
年向けの「食べもの編」があります。　
　12月13日（木）古江台小学校3年生の授業では、「国際理
解パッケージ～食べもの編～」を実施しました。台湾出身の
ゲストから、母国の小学校の様子、気候や農産物、代表的な料
理などについて話していただき、子どもたちは日本と似てい
るところ、違うところに驚きを見せていました。

世界のお店でお買いもの　
12月23日(月・祝)　＠ラコルタ
　「ニイハオ！」「アニョハセヨ！」「オラ！」「サリュ！」「マルハ
バ！」。子ども達は5か国語の挨拶を覚え、SIFA通貨を使って
お買いもの遊びをしました。中国、韓国、ペルー、コートジボ
ワール、ヨルダン出身のゲストのもとで世界のいろいろな食
べものについて聞いたり、各国の遊びや文字を教えてもらい
ました。どの国にも子どもたちは興味津々で、「炒めたバナ
ナ？塩味？おいしいの？」「カラフルなジャガイモ！」と、質問も
飛び交っていました。
　世界のお店でのお買いものにまわった後は、ゲームを楽し
みながら、私たちの豊かな食卓は世界とつながっているから
こそだということも学びました。子どもたちは世界の食べも
のシールでいっぱいになったお買いものパスポートを手に、

仲良くなったゲストとハイ
タッチをして帰りました。
　子ども達はもちろん、元
気いっぱい身体を使って
子ども達と遊んでくれた
ゲストのみなさんも、楽し
い時間を過ごしていただ
けたと思います。

台湾出身の
中野さん

台湾クイズでみんな正解できたかな？

ヨルダンのお店では
アラビア文字で
自分の名前を書きました。

お買いものパスポートとSIFA通貨を
持って世界をまわります。

お別れは世界の言葉で「ありがとう！」

コートジボワールの
じゃんけんは足で！

子ども国際理解プログラム

SIFA事業報告

　「小学校では上履きに履きかえる？」「朝ごはんはお母さん
が作る？」「小学生が好きな食べものは？」といった台湾クイ
ズに、子どもたちは一所懸命答えていました。ゲストのお話を
通して、国によって農産物が違い、食文化も違ってくることを
子どもたちは気づくことができたでしょう。台湾のお話の後
は、私たちの食卓と世界のつながりについて、ゲームを楽し
みながら学びました。
　子どもたちの感想には、「日本と違うところも似ているとこ
ろもあってびっくりした。」「あひるのタマゴを食べるのが意
外だった。」「台湾の1、2、3、4、5の読み方が日本語に似てい
ると思った。」「人気日本料理ランキングクイズがおもしろ
かった。」など、初めて知ったこと、印象に残ったことが書かれ
ていました。
　今後も子どもたちの生活や教科に関わるテーマにそって、
世界の多様性や日本とのつながりを伝えるプログラムを提供
してまいります。
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2～4歳の幼児が親と参加するクラスです。
ホゼア先生とからだを動かしたり歌ったりしな
がらネイティブの発音を楽しく学びました。

親子でSing&Chants！

シチュエーションフレーズを学ぶクラス。
4月からは1年コースで開講します。

英語でロールプレイング

ブラジルやニューヨークでダンスを学んだ
マリア先生からダンスの基礎を学びました。

英語でダンス・イントロダクション

ゴスペルシンガーとしても活躍するホゼア
先生と、3月16日の日本語教室学習者と合同
のロビーコンサートにむけて練習しました。

洋楽で楽しく学ぶ英会話
これからはじめてみよう！
という方向けのハングル
文字から学ぶクラス。
入門クラスですが
すでに簡単な会話も！

はじめてのハングル

毎回違う国を取り上げその国をのぞくと新たな発見が！
5月開講の受講生を現在募集しています。
（詳しくは本紙1ページをご覧ください）

英語で学ぶ世界の国々

1月スタートの短期クラスではさまざまな特色のあるクラスを開講しました。語学教室（短期クラス）

SIFA事業報告
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他団体からのおしらせ

WCI 吹田市訪問期間　7月3日(水)～7月10日(水)  7泊8日　
問合せ　SINGホストファミリー半崎 kchanzaki@gmail.com

ホストファミリー ボランティアスタッフ募集
吹田国際隣人グループ「SING」が企画するNPO法人ワールド
キャンパスインターナショナル吹田訪問事業は15年目を迎えま
す。2019年度は6月に九州からスタートして日本の各都市を
ホームステイしながら8月中旬まで滞在します。世界の若者たち
の吹田滞在中のホストファミリー、ボランティアスタッフ、支援会
員を募集しています。この活動には年会費2000円が必要です。

千里国際友好会 会員募集
阪大と関大の留学生寮に在籍している学生を対象に、日本で
の生活に馴染めるように毎週木曜日の19:30～21：00まで、日
本語での会話を通して、日本文化や生活習慣の紹介などを
行っています。当面の行事予定は下記のとおりです。

おしゃべり会 参加者募集
毎回、楽しいトピックスで1時間！ 
日本語を話す練習と読む練習をしましょう！

日　時　4月11～25日、5月9日～23日、6月6日～20日
　　　　各木曜日　14:40～15:40　
場　所　SIFA教室　　　　参加費　無料　
問合せ　おしゃべり会 TEL/FAX 06-6876-1659（武内）
　　　　HP  http://osksifa.web.fc2.com

日　時　4月11日（木）19:30～21:00　来日歓迎会
　　　　4月28日（日）12:30～15:30　着物を着ての抹茶体験
　　　　5月26日（日）10:00～15:30　大阪中之島公園ピクニック　
問合せ　千里国際友好会　TEL 090-8218-8495（一井）

英語・中国語教授法を学びたい方募集
米国の名門コロンビア大学の教授陣から直接指導を受けられ
るプログラム「TCSOL/TESOL Summer 2019 Dual Certificate
Program in Japan」。昨夏日本で初めて開催され、教員の方に
も多くご参加頂き大変好評でした。英語・中国語の最新教授法
について学びませんか？
期　間　7月22日（月）～8月9日（金）（土日除く）　
場　所　大阪学院大学　
問合せ　大阪学院大学 国際センター TEL: 06-6381-8434（代表）
　　　　E-mail: ciflte.osaka@ogu.ac.jp
　　　　HP: https://www.osaka-gu.ac.jp/events/
　　　　　　 2018/12/summerProgram.htm

外国人のための無料相談

SIFA事業報告

こあらくらぶ　12月7日、2月1日

日本語発表会　12月9日

ホストファミリー交流会　12月9日

外国人との語り合いカフェ　12月11日

地球村ぷらす　コートジボワール　12月16日

CARES CAFE　わらしべ長者　12月17日、1月21日

CARES 地域交流促進事業 スノーフェスタ　2月3日

中学生職場体験　2月6日～8日

コミュニティ通訳ボランティアスキルアップ講座　2月8日

国際交流ボランティア登録説明会　2月16日

多文化共生講座　2月16日

在住外国人のための無料法律相談　2月18日

はるかぜコンサート　3月16日

かえっこバザール出展　3月24日

★広告募集中★
SIFAの HPや SIFA Times に広告を掲載しませんか？

詳しくはSIFAまでお問い合わせください。
Tel：06-6835-1192　E-mail：office@suita-sifa.org

2018年12月～2019年3月
実施事業いろいろ

　法律相談は大阪弁護士会、生活相談は（公財）大阪府国際交
流財団（OFIX）の協力を受け、外国人のための無料相談を実
施しました。この相談では１０か国語の通訳を準備しました。
法律相談は５件、生活相談は１件ありました。相談に来られた方
からのアンケートでは、「専門の相談員に相談できる。」「日曜
日の開催でかつ無料である。」ことが高評価でした。

１月２０日（日）　＠SIFA
主催 ： 近畿地域国際化協会連絡協議会
共催 ： 国際交流協会ネットワークおおさか
協力 ： 大阪弁護士会
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～ ウィリアムさん・コートジボワールの巻 ～

SIFAふれんず

　日本から遠く離れた西アフリカのギニア湾沿いに位
置するコートジボワール出身のウィリアムさん。12月
16日（日）に行われた地球村ぷらすでは、母国の暮ら
しや文化についてお話しいただきました。今回はウィ
リアムさんが初めて日本へ来て、見て、たくさん体験し
た事やこれからの事などお話しいただきました。

　日本に来る前はコートジボワールに住んでいました。私の
母国です。修士号をとって一年間、ITの会社で働いていまし
た。博士課程に進みたかったので仕事を辞めて日本に来まし
た。私はチャレンジすることが大好きで、フランスとアメリカ
へ行くチャンスがありましたが、日本を選びました。新しい文
化や新しいところを冒険したかったからです。また日本はIT
技術がとても進んでおり、勉強するなら最適なところだと
思ったのです。 

初めてのたこ焼き作り。どうして丸くなるのかな？
ホストファミリーのお父さんと作って、そのナゾが分かりました。

京都インクラインにて。京都の美しさに感激しました。
伝統的な建物が多く、古代のまちを歩いている様でした。

初めての神社

愛宕山にて　
初めての雪山登り。
大変でしたがすごく
楽しかったです！
また登りたいです！

　日本へ来て体験したことについて話したいと思います。日
本に来たのは2014年の4月でした。日本と母国とでは違うこ
とも多く、最初はとても生活することが難しかったです。母国
は熱帯国なので、日本に来たときは春でしたが寒いと感じ、
冬だと思いました。毎日、手袋や厚い服を着ました。さらに、
食事も違いました。私は子どもの頃から野菜と魚が苦手でし
た。でも日本には四季があり、季節ごとの食べ物があり、だん
だん野菜と魚が食べられるようになって生活が楽になりまし
た。和食の大好きな人になりました。夏休みに国に帰った時、
家族は私が何でも食べられるようになったのを見て驚き、日
本に感謝しました。 

　日本で印象に残ったことはたくさんあります。１つは、時間
に正確なことです。電車やバスなどは常に時間通りに到着し
ます。素晴らしいです！サービスもすごく良いです。レストラ
ンやスーパーのスタッフが「いらっしゃいませ」とお客さんを
迎えます。そして日本の食品サンプルの技術はすごいです
ね。一番最初に見たオムライスのサンプルは本物だと思いま
した。先輩は偽物だと言いましたが信じられなかったので先
輩を笑いましたが、実際は偽物でした。またある時私が道に
迷ってた時、日本人がとても優しくしてくれました。私の行き
たいところまで連れて行ってくれたんです。 
　しかし、まだ大変なことがあります。日本語が難しいです！
日本に住んでいるから簡単になるだろうと思いましたが、まだ
出来ないことが多いです。聞くことと話すことはできますが、
読むことと書くことがとても難しく感じています。私は書道に
憧れていますが、まだ始められないでいます。漢字を書くだけ
ではなく、書道の技術が分かるように一所懸命日本語を勉強
しています。いつか書道家になることを願っています！
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　SIFA では外国人を含むすべての人がともに安心し
て暮らせる地域社会づくりのために在住外国人の支
援・異文化理解・国際交流などのさまざまな事業に
取り組んでいます。  
■年会費（毎年度 4月～翌年 3月まで）
　個人会員　2,000 円　　　法人会員　10,000 円  
■主な会員特典
　ニュースレターSIFA Times 送付
　SIFA主催事業（一部）の優先受付や参加費の割引
　ボランティア登録ができます。
　SIFA Times またはHPの広告掲載料の割引
　（法人会員のみ）  
■お申込み方法
　事務局で…平日 9:00 ～ 17:30
　郵便振込…ゆうちょ銀行
　　　　　   口座番号 00930-7-4830
　　　　　   加入者名 公益財団法人 吹田市国際交流協会
　　　　　   （振込手数料はSIFAが負担します）

賛助会員になってSIFAを応援してください！

SIFA定例事業

★　　　　  いいね！してね★
最新情報をアップしています！
SIFAのHPからもリンクしています。

友好交流都市との交流
カンタベリバンクスタウン市（オーストラリア）、モラトワ市（スリランカ）
との交流。 

国際交流情報の収集及び発信
SIFA Times、HP、facebookや外国人向け情報メール「ミミヨリINFO」
での情報発信。 

ホストファミリープログラム支援
市内大学との連携による留学生等と市民の交流。 

国際交流ボランティア活動支援
ボランティア登録やボランティア講座の開催など。 

SIFA語学教室
英語、中国語、韓国朝鮮語、多言語アワーなど各クラス。 

異文化理解・啓発事業
「地球村ぷらす」や「多文化共生講座」などの講座や「多文化まつり」など。 

子ども国際理解に関する事業
子どもを対象とした異文化理解プログラム。 

SIFA日本語教室
日本語１（入門）／日本語２（初級）：生活に必要な会話や読み書きの学習。
使える日本語（中級）：教科書を使った教室。
日本語チューター：ボランティアと1対1で学習。
にこにこ日本語：少人数グループでオリジナルテキスト使用。 

外国にルーツをもつ子どものための放課後教室「ハロハロSQUARE」
小学生から高校生の学習支援。 

外国人ママ・パパのためのいっしょに子育て「こあらくらぶ」
子育て中の外国人の仲間づくり。 

コミュニティ通訳ボランティア同行
病院（市内の提携機関）などへの通訳ボランティアの同行。
行政機関（市役所など）への通訳ボランティアの同行。 

その他、国際交流機関、大学等との連携事業など、多文化共生や国際理解、グローバ
ル人材の育成などを進めるための様々な事業を実施しています。

SIFAからのおしらせ

外国人の
みなさん

がいこくじんがいこくじん

●日本語１/日本語２/使える日本語：先生が教科書を使って教えます。
　★保育：1歳～6歳までの子ども。 1回100円。
●日本語チューター：ボランティア（日本語の先生ではありません）と1対1または
1対2でいっしょに学びます。
●にこにこ日本語：少人数グループでいろいろなテーマについてたくさん話しま
しょう！

SIFA日本語教室　
Japanese Classes

に ほん ご きょう しつ

クラス

日本語１

日本語２

使える日本語

月・木 10：00～11：30

13：00～14：30

9：30～11：00

10：30～12：00

13：00～14：30

18：30～20：00

10：30～12：00

4/1～10/7

4/1～10/7

4/10～3/18 1,000円
/1回

4/9～3/17

4/10～3/18

4/13～3/21
にこにこ
日本語

日本語
チューター

曜日 時間 期間 教科書 費用
よう び

げつ もく

月・木
げつ もく

水
すい

中級
ちゅうきゅう

火
か

火
か

自由
じ ゆう

水
すい

朝
あさ

昼
ひる

に ほん ご

に ほん ご

に ほん ご

に ほん ご

につか ほん ご

夜
よる

土
ど

オリジナル教材
きょうざい

入門
できる

日本語 初級
にゅうもん

無料
む りょう

初級
しょきゅう

えん

かい

500円
/1か月

えん

げつ

どの
レベルでも

OK

ありません

あります

ありません

ありません

子どもと

一緒に来て
いいです

入門～中級
にゅうもん ちゅうきゅう

じ かん き かん ひ よう ほ いくきょう か しょ
に ごほん

保育日本語
レベル

こ

いっしょ き

に ほん ご しょきゅう

できる
日本語 初中級
に ほん ご しょちゅうきゅう

できる
日本語 中級
に ほん ご ちゅうきゅう

に  ほん  ご　　　  に  ほん  ご　　　 つか　　　　   に  ほん  ご　 せんせい　　きょう か  しょ　　　つか　　　　 おし

　　 ほ　いく　　　　さい　　　　さい　　　　　　　 こ　　　　　　　　　かい　　　　　えん

に  ほん  ご 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に　ほん　ご　　　せんせい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たい

　たい　　　　　　　　　　　　　   まな

　　　　　　　　   に  ほん  ご　　　しょうにんずう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はな

　友達やボランティアさんといっしょに勉強しましょう。

学校の宿題や、日本語の勉強をします。

べんきょうともだち

にしゅくだいこうがっ ほん ご べんきょう

毎週 金曜日（4月 12日から始まります）
小学生　18:00 ～ 19:30
中学生・高校生　18:00 ～ 20:00

SIFA

SIFAまで

まいしゅう

しょうがくせい

ちゅうがくせい こうこうせい

びようきん がつ にち はじ

日本語を母語としない小学生～高校生
ごぼごほんに しょうがくせい こうこう せい

1 か月 500 円
えんげつ

外国人の
みなさん

がいこくじんがいこくじん

がくだいさかおおじぎょう

じけいれん ぎょう
＊この事業は大阪大学グローバルイニシアティブ・センター
　との連携事業です

日 時
にちじ

対 象
たいしょう

参加費
さんかひ

申込み
もうしこ

場 所
ばしょ

外国にルーツをもつ子どものための放課後教室
ほう か ごきょうしつここくがい

　子どもを育てている外国人ママやパパが、子どもといっ

しょに遊びにくる場所です。みんなでおしゃべりして、ホッと

息抜きしませんか？絵本を読んだり、折り紙など楽しい遊び

をします♪日にちや場所は、HPやfacebookでお知らせし

ます。電話かメールで申込みしてから来てください（お金は

いりません）。

外国人の
みなさん

がいこくじんがいこくじん
じん

こ そだ

がい こく

外国人ママ・パパのための

いっしょに子育て「こあらくらぶ」
そだ

ばあそ しょ

ひ ば しょ

でん わ き かねもうしこ

し

およえいき ぬ ほん がみ たの あそ

こ がい こくじん こ


