
５周年記念パーティー
2016年３月１９日（土）



2010年９月２３日
だいひょう ながお はるか

代表 長尾 晴香 （Nagao Haruka)
り じ きしもと

理事 岸本 サンドラ （Kishimoto Sandra)

り じ すずき みほ

理事 鈴木 美帆 （Suzuki Miho)
かんじ くろかわ いちろう

監事 黒川 市郎（Kurokawa Ichiro)

にほんじん がいこくじん くべつ おな ちいき く いちいん

Vivaおかざき！！は、「日本人」や「外国人」という区別なく、同じ地域に暮らす一員
ぶんか しゅうかん ちが りかい たが たす あ かんけい

として、ことばや文化・習慣の違いを理解し、お互いに助け合っていける関係づくり
おこな だれ す おも

を行うことで、誰もが「住んでよかった。Viva （＝バンザイ） おかざき！！」と思える
ちいき しゃかい め ざ

地域社会を目指しています。



プログラム

①忍者体験 ⑤Zumbaサークル、Yoga

②アートワークショップ ⑥Fenix（旅行会社）

③Vivaおかざき！！全体紹介 ⑦ワールドブース

④日本語教育事業紹介



活動報告
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おかざきし ざいじゅうがいこくじん やく まんにん じんこう ひりつ にん ひとり

岡崎市の在住外国人は約１万人、人口比率でいうと４０人に１人
がいこくじん きんねん にほん う にほん そだ がいこくせき じどう せいと

が外国人です。近年では、日本生まれ日本育ちの外国籍児童生徒
ふえ も ひと おな ちいき

も増えており、さまざまなバックグラウンドを持つ人が、同じ地域で
く

暮らすようになってきています。

けっか ぶんか しゅうかん ちが ちいき

その結果、ことば・文化・習慣の違いによって、地域でさまざまな
まさつ ごかい お

摩擦や誤解が起こっています。



とくべつ えいじゅしゃ えいじゅうしゃ

特別永住者＋永住者 4８.０％
にほんじん えいじゅしゃ はいぐうしゃ

日本人または永住者の配偶者 ６.５％
はんぶん いじょう たんき たいざい せいかつしゃ

⇒半分以上が「短期滞在」ではなく「生活者」

５４.５%

ざいりゅう しかく べつ わりあい

在留資格別の割合（2015年６月末時点 法務省）





２０１１年９月１８日
きょうさい ぼうさい こうざ

ＡＢＯ共催 防災講座

2013年6月30日～7月20日
さ い がい じ つ う や く よ う せ い こ う ざ

災害時通訳ボランティア養成講座

2014年10月15日
おかざき

カエルプロジェクト2014 in 岡崎

2015年２月20日
がいこく も こ

外国にルーツを持つ子どもの
しんがく かんが

進学を考える



- 実際に街に出て学ぶ（行動・体験型）

- テキストなし。書き込み型ワークシートを活用。

- 日本語講師 ＋ 日本語パートナー（ボランティア）

▷近所のスーパーで買い物、店員さんに質問 ▷バスに乗って和菓子屋さんへ

▷電車に乗ってお出かけ

2015年６月～10月
へいせい ねんど ぶんかちょう せいかつしゃ がいこくじん におんご きょういく じぎょう

平成27年度文化庁「生活者としての外国人」のための日本語教育事業

「生活に役立つ日本語教室」 「生活に役立つよみかき教室」



日本語講師
・授業の進行
・全体コーディネート

日本語パートナー
・〇学習者と一緒に学ぶパートナー

×教える先生
・学習者が言いたい事を日本語にするサポート
・地域住民として交流

学習者
・国籍、日本語のレベルもさまざま
・日本語で言えない ≠ 知識がない
・各国の当たり前と日本の当たり前は違う





▷岡崎市保健所による
予防接種講座

▷2015年10月30日 写真

▷市民課によるマインバー説明会
（託児付き）

201３年６月～
にほんご

Vivaキッズ日本語ひろば

2015年９月～
にほんご

おやとこどもの交流会

2015年１０月～2016年１月
こ じ こ ひ ょ う げ ん ば

子どもの自己表現の場づくり「アートワークショップ」

▷2015年11月17日 映像

▷2016年1月30日 絵





2010年～ 神明宮大祭 2011年～

家康行列「多文化共生すすめ隊」

2013年～ Zumbaサークル

2015年～ Yoga

2015年６月27日

観て聞いて食べてインド





え い ご こ う ざ

2013年～ Viva World Language School（英語講座）

▷防災課による避難所についての講座 ▷災害時通訳ボランティア研修
（岡崎市社会福祉協議会・岡崎市共催）

▷岡崎市消防署による救命講習
（普通救命講習）

▷英語でディスカッション ▷英語でローストビーフ作り

2015年６月～10月
へいせい ねんど ぶんかちょう せいかつしゃ がいこくじん におんご きょういく じぎょう

平成27年度文化庁「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
し え ん や く だ にほんご きょうしつ

「支援に役立つ日本語教室」



市民参加型ワークショップ「岡崎の地域日本語教育を考えよう」（全７回）

- Vivaつながるセミナー

①地域とつながる★協働のデザイン ②日本語教室に活かす★まちづくりのノウハウ

- ポスターセッション&ワークショップ「地域と日本語教室がつながるって？」

中日新聞（三河版）
に載りました！

2015年６月～10月
へいせい ねんど ぶんかちょう せいかつしゃ がいこくじん におんご きょういく じぎょう

平成27年度文化庁「生活者としての外国人」のための日本語教育事業



ご清聴ありがとう
ございました。


