
第 2号議案 

 

平成 31年度事業報告及び収支決算について 

 

Ⅰ 平成 31 年度事業報告 
 

当協会は、本県における国際交流活動の中核的機関として、県、市町、民間団体等と連携しつ

つ、県民参加の下、国際交流を推進するとともに、外国人住民への支援や多文化共生社会の担

い手づくりなど、多文化共生の社会づくりのため、各種の事業に取り組んでいる。 

まず、多文化共生社会の担い手育成事業では、異なる国の文化を学ぶというだけでなく、同じ

地域で暮らす仲間として外国人住民とふれあい、その出身国や地域について理解を深めるという

認識へとつなげることを目指し、外国人住民との交流に重点をおいて事業を実施した。また、県内

の高校生を対象とする「アイパル・JICA 高校生カレッジ」をはじめ、教育機関の当館への訪問やイ

ンターン・職場体験の積極的な受入れ、小学生とその保護者を対象とする講座の実施など、これ

からの社会を担う若年層に働きかけるための事業を継続的に行った。 

外国人住民への支援事業では、平成 31年 4月施行の出入国管理法の改正に伴う外国人住民

の増加に対応するため、従来から実施している人権・法律に関する無料相談、通訳等ボランティ

ア派遣などの支援に加え、県からの委託により、生活全般に関する総合的な相談窓口として「かが

わ外国人相談支援センター」を開設し、関係機関との連携のもと、相談対応や情報提供などに取

り組んだ。そのほか、日本語講座、日本語サロンなど日本語面での支援、小・中学校への日本語

指導ボランティアの派遣やこども日本語教室の開催などによる外国にルーツをもつ子どもたちへ

の支援なども継続して実施した。さらに、引き続き、災害時の外国人支援に重点を置き、外国人住

民を対象とした防災訓練及び通訳ボランティアや行政職員等を対象とした多言語情報伝達訓練

を、坂出市との共催で開催した。 

また、香川国際交流会館の指定管理者として、来館者等に快適な利用環境の提供や、利用者

目線に立った円滑な管理運営に努めたほか、映画上映会などの集客力の高いイベントを開催し、

会館の活性化を進めた。また、ホームページやFacebook、LINE@等を活用して、会館利用者や外

国人住民等へのきめ細やかな情報発信に取り組んだ。 

そのほか、当協会の活動への理解促進や活動基盤の強化を図るため、賛助会員制度の拡充

に努めた。 

 

一般管理運営 

法令や定款等に基づき、評議員会・理事会を適切に開催するほか、基本財産の効率的な運用

に努め、事業の円滑な推進と適切な協会運営に努めた。 

 [評議員会・理事会・運営員会の開催状況] 

（書面による決議の省略の場合の開催年月日は、決議があったとみなされた日を記載） 

 

 

 

  



 

名称 開催年月日 開催場所 主要議題 

第 90回 

理事会 
H31.4.1(月) 

書面による 

決議の省略 
１. 「専務理事の選定」 

第 91回 

理事会 
R元.5.24(金) 

アイパル香川 

3階会議室 

１. 「平成 30年度事業報告及び収支決算」 

２. 「評議員会の招集」 

※「平成 30年度資金運用実績」 

※「理事長及び専務理事の職務の執行状況」 

第 92回 

理事会 
R元.6.14(金) 

書面による 

決議の省略 
１．「評議員の選任」 

第 31回 

評議員会 
R元.6.14(金) 

書面による 

決議の省略 
１．「評議員の選任」 

第 32回 

評議員会 
R元.6.19(水) 

アイパル香川 

3階会議室 

1. 「議事録署名人の選出」 

2. 「平成 30年度事業報告及び収支決算」 

第 93回 

理事会 
R元.7.11(木) 

書面による 

決議の省略 
１．「評議員の選任」 

第 33回 

評議員会 
R元.7.16(火) 

書面による 

決議の省略 
１．「評議員の選任」 

第 94回 

理事会 
R元.9.26(木) 

書面による 

決議の省略 
１．「理事の選任」 

第 34回 

評議員会 
R元.9.27(金) 

書面による 

決議の省略 
１．「理事の選任」 

第 95回 

理事会 
R元.10.8(火) 

書面による 

決議の省略 
１. 「理事の選任」 

第 35回 

評議員会 
R元.10.9(水) 

書面による 

決議の省略 
１．「理事の選任」 

第 96回 

理事会 
R2.2.7(金) 

書面による 

決議の省略 
1. 「理事の選任」 

第 36回 

評議員会 
R2.2.10(月) 

書面による 

決議の省略 
1. 「理事の選任」 

運営委員会 R2.3.5(木) 
アイパル香川 

3階会議室 

1. 「平成 31年度香川国際交流会館の利用状況」 

2. 「平成 31年度語学研修事業」 

3．「かがわ外国人相談支援センターの設置・運営状況」 

第 97回 

理事会 
R2.3.26(木) 

アイパル香川 

3階会議室 

1. 「令和 2年度事業計画及び収支予算」 

2. 「令和 2年度資金運用計画」 

※ 「理事長及び専務理事の職務の執行状況」 

第 98回 

理事会 
R2.3.27(金) 

書面による 

決議の省略 
1. 「理事の選任」 

第 37回 

評議員会 
R2.3.30(月) 

書面による 

決議の省略 
1. 「理事の選任」 

 ※は報告事項 



公 1 国際交流、国際協力の推進及び多文化共生社会の構築を目的とした事業 

公 1（1） 多文化共生社会の担い手育成事業 

公 1（1）－① 一般向け事業 

a. かがわ国際フェスタ （300千円） 

日本人住民と外国人住民との交流・ふれあいの場の提供や県民の国際交流・国際協力・

多文化共生に対する理解の増進、さらには担い手である県内の国際交流団体や関係機関

相互の連携強化を目的に「かがわ国際フェスタ」を開催した。 

・日 時：令和元年 10月 14日（月・祝） 10：00～16：00 

・場 所：アイパル香川館内・玄関前広場 

・主 催：香川県、高松市、（公財）香川県国際交流協会、(公財)高松市国際交流協会 

（独）国際協力機構四国センター 

・運 営：かがわ国際フェスタ実行委員会 

・参加者： 約 5，700名 

・後 援：24団体 

・出  展：47団体 

【イベント内容】 

①オープニングセレモニー                           （交流フロアー） 

・理事長挨拶、県国際交流員及び海外技術研修員らによる６言語での開会宣言 

②（公財）香川県国際交流協会設立 30周年記念ロゴマーク発表＆表彰 

                      （交流フロアー） 

・192点の応募作品から選ばれたロゴマークが発表され表彰式が行われた。 

③「特別企画 フェスタ de アフリカ体験」                   （交流フロアー） 

・第 1部 「JICA研修員による国紹介・クイズ大会」 

   アフリカ出身の JICA研修員による自国の紹介や JICA青年海外協力隊アフリカ隊員

による体験談の発表やクイズ大会が行われた。 

・第 2部 「アフリカトークショー」 

  カメルーン生まれのタレントで漫画家の星野ルネさんとアフリカ隊 OB によるトーク

ショーが行われた。 

④にほんごスピーチ発表会                            （交流フロアー） 

・「香川に住んで感じたこと」をテーマに、外国人住民の皆さんによる、日頃の日本語学

習の成果を活かしたスピーチ発表会が行われた。また、スピーチ発表会の合間には尺

八の演奏や詩吟が披露された。 

⑤展示・物販・交流ゾーン                              （3階会議室） 

・県内の国際交流・国際協力団体の活動紹介や海外の珍しい雑貨・菓子の販売、民族

衣装の試着や習字等の体験など、各団体の特徴を活かした出展があった。 

⑥世界のものづくりワークショップ＆外国語絵本の読み聞かせゾーン   （3階会議室） 

・県国際交流員と海外技術研修員による、ものづくりや各国の絵本の外国語と日本語で

の読み聞かせが行われた。 

⑦飲食ゾーン                           （アイパルプラザ・玄関前広場） 

・各国料理等の販売や自転車シミュレーターを使った交通安全教室などが行われた。 

⑧韓流カフェ                                      （ライブラリー） 

・韓国スイーツの販売や、民族衣装の試着、写真撮影などが行われた。  



b. 国際理解講座  （139千円） 

国際交流員が講師となり、それぞれの出身国について紹介することで、県民が外国の文

化や習慣、社会情勢等への理解を深める機会を提供した。講義形式に限らず、料理講座

や野外活動等、さまざまな講座を開講した。 

・対 象：高校生以上の県民 

・時期及び実施回数：春・夏 4回、秋・冬 4回 

・定 員：各講座 30名 

◇春・夏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇秋・冬 

開催日時・会場 講座名･内容･講師 受講料 参加者数 

R元.11.23（土） 

10:00-11:30 

アイパル香川 

中 2階 

交流フロアー 

高松市中央公園 

第 1回 

バンクーバーの文化を学ぼう、「パークヨガ」を体験しよう！ 

～ヨガでつながるカナダとインド～[料理講座] 

講師：シンシア・カーティ 

インド発祥のヨガがバンクーバーの人々の生活に欠かせな

いものとなった経緯等について学んだ。また、講座後半に

は、実際にヨガを行い、体験的に理解を深めた。 

800円 14名 

開催日時・会場 講座名･内容･講師 参加費 参加者数 

R元.6.8（土）

10:00-11:30 

アイパル香川 

中 2階交流フロ

アー 

第 1回 

あの人も実はカナダ人？！ 

～人気クイズ番組「ジェパディ！」に挑戦しながら、カナダの

有名人について学ぼう～[講義・体験] 

講師：シンシア・カーティ 

さまざまな分野で活躍している有名なカナダ人について、写

真や動画、また、カナダで大人気のクイズ番組「ジェパ

ディ！」を通して楽しみながら学んだ。 

800円 25名 

R元.6.23（日） 

14:00-16:00 

香川県社会福祉

総合センター 

6階調理室 

第 2回 

米国メリーランド州の 

代表的な料理「クラブケーキ」を作ろう！[料理講座] 

講師：オーガスト・ホールドリッチ 

シーフードが有名なメリーランド州の代表的な料理「クラブ

ケーキ」を作った。講座後半には、作った料理を試食しなが

ら交流し、メリーランド州やチェサピーク湾について学んだ。 

1500円 29名 

R元.7.13（土） 

14:00-16:00 

香川県社会福祉

総合センター 

6階調理室 

第 3回 

韓国の定番スイーツ「ホットク」でインスタ映えしよう！[料理

講座] 

講師：張 明訓（チャン・ミョンフン） 

韓国屋台の定番メニューである「ホットク」を作った。また、

作った「ホットク」と一緒に写真撮影をしたり、試食後には、

韓国語を学ぶ等、講師と韓国人ゲストと交流した。 

1000 円 30名 

R元.7.23（火） 

14:00-16:00 

香川県社会福祉

総合センター 

6階調理室 

第 4回 

手軽で美味しい陝西省の家庭料理「可乐鸡块(コーラー

ジークゥアィ)」を作ろう！[料理講座] 

講師：王 淑婷(オウ・シュクテイ) 

陝西省の家庭料理「コーラージークゥアィ」を作った。講座後

半には、作った料理を試食しながら、地方ごとに異なる特徴

を持つ中国の食文化についてクイズを通して学んだ。 

1500円 18名 



開催日時・会場 講座名･内容･講師 受講料 参加者数 

R元.12.8（日） 

14:00-15:30 

アイパル香川 

中 2階 

交流フロアー 

第 2回 

オリンピックから見る日韓戦の歴史と選手たちの友情～オ

リンピックの裏側をのぞいてみよう～[講義・体験] 

講師：張 明訓（チャン・ミョンフン） 

スポーツにおける日本と韓国の名勝負と勝負にまつわるエ

ピソードについて学んだ。また、講座後半には、チームに

分かれて韓国の昔ながらのゲーム(めんこ、蹴鞠)を体験し

た。 

 

800円 

 

18名 

R元.12.14（土） 

10:00-12:00 

香川県社会福祉 

総合センター 

6階調理室 

第 3回 

クリスマスの代表的なお菓子＆クリスマスソングを通してア

メリカのクリスマスを楽しもう！[料理講座] 

講師：オーガスト・ホールドリッチ 

アメリカのクリスマスの代表的なお菓子である「ファッジ」を

作った。講座後半には、作ったファッジを試食しながら、ア

メリカのクリスマスの習慣について学んだり、英語でクリスマ

スソングを歌うキャロリング体験を行った。 

1200円 30名 

R2.1.11（土） 

10:00-11:30 

アイパル香川 

中 2階 

交流フロアー 

第 4回 

歌を通して学ぶ中国の歴史や文化～中国語の美しい調べ

を楽しもう、オリジナル春節カードを作ろう～[講義・体験] 

講師：王 淑婷(オウ・シュクテイ) 

異なる時代や地域のさまざまな歌とその歌にまつわる説明

を聞くことを通して、中国の歴史や文化、人々の暮らしにつ

いて学んだ。講座後半には、歌を歌ったり、カードを作った

りしながら交流した。 

800円 24名 

 

c. 地球市民のための講座＆交流シリーズ                        （74 千円） 

講座やイベントを通して、幅広い世代に、楽しみながら世界のさまざまな国や文化につい

て理解を深める機会を提供した。また、当協会事業への継続的な参加者の増加を目指すと

ともに、交流フロアー等を有効に活用し、会館の活性化も図った。  

今年度は、当協会設立 30 周年記念「ポットラックパーティー」を含め、4 つの講座・イベント

を実施した。 

・対 象：[講座 1] アイパル賛助会員、日本語講座・外国語講座受講生等 

[講座 2] 小学生と保護者 

[講座 3] こどもにほんご教室の参加者  

[講座 4] 制限なし 

・実施回数：4回 

・定 員：[講座 1] 60名 [講座 2] 20組 40名 [講座 3]なし [講座 4] 50名程度 

開催日時・会場 講座名･内容･講師 受講料 参加者数 

第 1回 

R元.6.30(日) 

12:00-14:00 

アイパル香川 

3階大会議室 

「アイパル♡ポットラックパーティー2019 

～持ち寄った料理を食べながら楽しく交流しよう！～」 

賛助会員や通訳等ボランティア、外国語講座・日本語

講座の受講者等、当協会につながりのある方を対象

に、それぞれが持ち寄った料理を一緒に食べながら交

流した。今年度は当協会設立30周年を記念して、昨年

度よりも規模を拡大して実施した。 

100円 

(料理を持

参しない

場合 1000

円) 

70名 

(日本人 

27名、 

外国人 

43名) 

第 2回 

R元.7.27(土) 

10:00-11:30 

アイパル香川 

中 2階 

KAGAWA アンバサダー特別企画 

「キャロル・ハルヨさんによる親子で楽しむフラダンス&

ハワイ文化講座」（キャロル・ハルヨ）  

国際課との共催。県内の小学生とその保護者を対象と

して実施。KAGAWA アンバサダーでフラダンサーの

1000円 

20名 

(子ども 11

名、9名) 



開催日時・会場 講座名･内容･講師 受講料 参加者数 

交流フロアー キャロル・ハルヨ氏を講師に迎え、ハワイの文化やフラ

ダンスの魅力についてクイズやフラのデモンストレー

ション・体験を通して学んだ。 

第 3回 

R元.8.22(木) 

11:45-12:30 

アイパル香川 

3階第 2会議室 

「みんなで楽しく交流しよう！」 

アイパルこどもにほんご教室の参加者を対象に、「紙ト

ンボ」を一緒に作ったり、作った紙トンボを飛ばしたりし

て、楽しみながら交流した。 

無料 

10名(子

ども7名、

高校生 3

名) 

第 4回 

R元.11.23(土) 

13:00-15:00 

アイパル香川 

中 2階 

交流フロアー 

「バングラデシュを知ろう！～ロヒンギャ難民と少数民

族の村を訪ねて～」 

高松市に拠点を置く NGO「aste(アステ)」との共催。バ

ングラデシュについて理解を深めると同時に、ロヒン

ギャ難民の問題やチッタゴン丘陵地帯の少数民族等

についても学んだ。 

無料 50名 

d. 多文化共生フォーラム［県からの受託事業］   （487千円） 

多文化共生社会の実現に向け、日本人住民と外国人住民とがともに考え、意見交換する

機会を提供する。今年度は、「育もう、絆 共につくろう、香川の未来」をテーマに、日本人

住民と外国人住民とが相互理解を深め、より良い関係を築いていくにはどうしたらいいか、

考えるワークショップを開催した。今回のフォーラムで得られた意見等は県が作成する「かが

わ多文化共生推進プラン（改訂第 4版）」に反映される予定。  

・日時：令和元年 11月 17日（日） 10:00～16:00 

・会場：アイパル香川 中 2階 交流フロアー 

・主催：香川県 

・参加者：13の国・地域 52名 

e. ホームステイ   （0 千円） 

本県を訪れている外国人に、ホストファミリー宅でのホームステイを通じ、日本人との交流、

日本の家庭での日常生活を体験する機会を提供するとともに、県民に外国人の受入れを通

して、異文化理解を深めるための機会を提供すること、また、県内の国際交流団体や国際交

流に意欲的な県民とのつながりを強化することを目的として、ホストファミリーの登録、ホーム

ステイ受入家庭の募集と紹介を行った。 

・ホストファミリー登録件数： 129件 （平成 30 年度 124件） 

・対 象： 自治体、大学など公的な団体による研修プログラムで来県する外国人 

・実施日及び紹介件数 

 

 

 

 

 

 

 

日程、対象者国籍、人数 依頼 紹介件数 その他 

R元.9.6（金）～R元.9.8（日） 

医大生（ブルネイ） 3名  

香川大学医学部 3件  

R元.12.6（金）～R元.12.8（日） 

医大生（ブルネイ） 10名 

香川大学医学部 7件  

R2.1.24（金）～R2.1.26（日） 

医大生（ブルネイ） 3名 

香川大学医学部 3件  

R2.2.28（金）～R2.3.1（日） 

医大生（タイ） 1名 

香川大学医学部 1件 ※新型コロナウイルスの感染

拡大防止のため来日中止 



f. ホームビジット （22 千円） 

本県に滞在している留学生に、香川県留学生等国際交流連絡協議会が実施する「外国人

学生かがわホームビジット事業」を通じ、日本人との交流、日本の家庭での日常生活を体験す

る機会を提供するとともに、県民に留学生の受入れを通して、異文化理解を深めるための機会

を提供すること、また、県内の国際交流団体や国際交流に意欲的な県民とのつながりを強化す

ることを目的として、ホストファミリーの登録、ホームビジット受入家庭の募集と紹介を行った。 

・ホストファミリー登録件数： 129件 （平成 30 年度 124件） 

・対 象： 県内の大学や日本語学校等に在籍する外国人留学生 

・定 員： 各期 20名程度 

・実施日及び紹介件数 
 日程 紹介件数 

第 1期 R元.7.6（土）、R元.7.13（土） 18件（学生 21名） 

第 2期 R元.11.30（土）、R元.12.7（土） 19件（学生 30名） 

 

公 1（1）－② 若年層向け事業 

a. アイパル・JICA高校生カレッジ                   （253 千円） 

これからの社会を担う人材育成の一環として、県内の高校生を対象に、外国人住民をはじめと

するさまざまな人との交流を通して、世界の国・地域について理解を深めるとともに、自分の国や

文化、また、自分自身について改めてふりかえり、視野を広げるための機会を提供することを目

的に、JICA四国との連携により実施。 

・主催等： 【主催】（公財）香川県国際交流協会、（独）国際協力機構四国センター 

  【後援】香川県教育委員会 

・対  象：県内の高校生 

・定  員：実践編 20名  交流編 30名  

・参加者数：実践編 25名（高松第一高校、丸亀高校、観音寺総合高校等 計 17校） 

             交流編 23名（坂出高校、大手前高松高校、香川誠陵高校等 計 8校) 

･参加費：実践編 1,300 円 交流編 800 円 

◇実践編「JICA&アイパルの研修員と男木島へ行こう！ 

－英語でのコミュニケーションにチャレンジしながら瀬戸内海の魅力を再発見！－」 

日時・会場 内容 

R元.8.6（火） 

13：00-16：00  

アイパル香川 

大会議室 

第 1回：知り合おう！旅の計画を立てよう！ 

当協会及び JICA の研修員をゲストに迎え、トークやクイズ、ゲームなどの活動を通

して、交流しながら、ゲストの出身国について学んだり、お互いのことを知り合った。

後半は、グループに分かれて、男木島への旅を計画した。 

R元.8.7（水） 

9：15-16：30 

男木島 

第 2回：男木島に出かけよう！瀬戸芸を楽しもう！ 

瀬戸内国際芸術祭開催中の男木島を訪問。グループに分かれ、島を散策し、アー

ト作品を鑑賞した。その中でグループのメンバーと協力して写真を撮ったり、感想を

書き留めたりなど、第 3回講座でのプレゼンテーションの準備を行った。 

R元.8.9（金） 

13:00-16:00 

アイパル香川 

大会議室 

第 3回：英語のプレゼンに挑戦しよう！経験を共有しよう！ 

イアン・アイアス氏を講師に、英語でのプレゼンテーションの仕方について学んだ。

その後、学んだことを活用して、男木島や瀬戸内国際芸術祭についてプレゼンテー

ションを行い、男木島訪問で経験したことや感じたことを共有した。 

＊実践編参加者には、講座とは別に、国際交流や国際協力の分野でボランティア活動 

を体験する機会を提供し、4名が参加した。 

 

 



◇交流編 「ま・る・ご・と・南米を知ろう！ 

～南米出身のゲスト＆青年海外協力隊 OB と交流しよう！～」 
日時・会場 内容 

R元.12.7（土） 

13:00-17:00  

アイパル香川  

交流フロアー 

 

〇JICA海外協力隊 OBの体験談 

講師：和田 薫氏  

JICA四国（元青年海外協力隊員） [派遣国：コロンビア 職種：環境教育] 

体験談を通して、以下のような事柄について学んだ。 

・日本人の目から見た現地の文化や人々の生活 

・日系社会をはじめとする、派遣国と日本とのつながり 

・青年海外協力隊の活動と国際協力 

〇ゲストとの交流 

当協会の研修員を中心に南米出身の在県外国人をゲストに迎え、ゲームやクイズ、

グループに分かれての会話等を通じて、交流を楽しみながら、南米の国や文化に

ついて理解を深めた。 

                                                                                                                                                                                                                

b. 国際理解教育セミナー                                             （60千円） 

学校現場等における国際理解教育の促進を図るため、教育関係者等を対象に、国際理解

教育に対する理解を深め、実践力を高めるとともに、関係者間のつながりを強化する機会を

提供することを目的として、JICA四国との連携により実施した。 

・日 時：令和 2年 2月 16日（日）9：30～16：30 

・会 場：アイパル香川 大会議室 

・主催等：【主催】（公財）香川県国際交流協会、（独）国際協力機構四国センター 

【後援】香川県教育委員会、高松市教育委員会 

・定 員：30名 

・参加者：8カ国 54名(内、見学者 5名)  

・内 容：ⅰ ワークショップ 

「共に生きる力を育み、よりよい未来を築くための「学び」づくり」 

講師：鉃井 宣人 

（特定非営利活動法人 NIED・国際理解教育センター研究員） 

 ⅱ 令和元年度 JICA四国教師海外研修（ラオス）実践授業紹介 

発表者：関 悠夏(丸亀市城坤小学校 教諭） 

c. アイパル訪問                                      （33 千円） 

教育機関や行政機関等からの要請を受け、受入れを実施。施設案内や依頼機関のニー

ズに合わせた講座を通して、若い世代を中心に、県民の多文化共生や異文化に対する関

心・理解の促進を図るとともに、当館や当協会の活動について知ってもらい、施設の利用や事

業への参加を促した。 

 
 日時・会場 対象 内容 

1 

R元.5.31（金） 

13：00-15：00  

第 1･2･3会議室、 

大会議室(講座) 

館内全体（施設案内） 

中央小学校 

5年生 150名 

引率教員 4名 

計 154名 

・多文化共生の問題とそれに対する取組（当協会の事

業）紹介 

・言葉が分からない体験 

・外国人住民の日本での生活体験談、自国の小学生の

生活について[カナダ出身国際交流員] 

・施設見学 

2 

 

R元.8.10(土) 

10:00-11:00 

交流フロアー 

高松北高校 8名 

丸亀高校 4名 

計 12名 

・多文化共生の問題とそれに対する取組（当協会の事

業）紹介 

・外国人住民の日本での生活体験談[中国出身国際交

流員・ブラジル出身海外技術研修員 2名] 



 日時・会場 対象 内容 

3 

R元.9.12（木） 

10：00-12：00  

交流フロアー（講座） 

館内全体（施設案内） 

三木中学校 

3年生 20名 

引率教員 1名 

計 21名 

・多文化共生の問題とそれに対する取組（当協会の事

業）紹介 

・言葉が分からない体験 

・生徒の発表(三木町の紹介、アメリカ・ブラジルについ

て調べたこと、外国人住民に聞きたいこと) 

・外国人住民の日本での生活体験談、自国の中学生の

生活について[アメリカ出身国際交流員・ブラジル出身

海外技術研修員] 

・施設見学 

4 

R元.10.2（水） 

10：00-12：00  

交流フロアー（講座） 

山田中学校 

1年生 30名 

引率教員 2名 

計 32名 

・多文化共生の問題とそれに対する取組（当協会の事

業）紹介 

・言葉が分からない体験 

・外国人住民の日本での生活体験談、自国の中学生の

生活について 

[韓国出身国際交流員・ブラジル出身海外技術研修員] 

5 

R元.11.21（木） 

10:15-10:55 

第 5会議室(講座) 

館内全体（施設案内） 

香川県議会 

総務委員会委員

等 

計 20名 

・多文化共生施策の推進に向けた取り組み状況につい

て(当協会の事業紹介) 

・施設見学 

 

d. インターン・職場体験受入                                  （0 千円） 

教育機関からの要請を受け、受入れを実施。業務体験のほか、講座の見学や国際交流員

との交流などを通して、当協会の活動、また、多文化共生の問題や異文化に対する理解を

深める機会を提供した。 

【インターンシップ】 
 日時 対象 人数 内容 

1 

事業ごとに異なる 

※受け入れ期間は

5月～3月 

香川大学 14名 

・かがわ国際フェスタ、国際理解講座、地

球市民のための講座&交流シリーズ、外国

語講座特別編、アイパル・JICA 高校生カ

レッジ、アイパルこどもにほんご教室、外国

人住民災害時支援関連の講座等の準備/

運営補助、生活ガイドブックウェブサイト版

データ収集作業 

・ちらし発送作業 等 

2 

 

R元.8.27(火）～ 

  9. 7（土） 

高松短期大学 

(ビジネス実習) 
3名 

・外国語講座アンケート集計、入力 

・ちらし発送作業等 

・ライブラリー整理、ポスター作成     

3 
R元.8.21（水） 

23（金）     
香川県国際課 

3名 

3名 

・当協会の事業説明 

・CIR/OTT/南米交流次世代人材育成事

業研修生との意見交換 

【職場体験】  

 

日時 学校名 人数 内容 

1 
R元.10.30（水）～ 

11.1（金） 
木太中学校 1名 

・当協会の事業説明 

・イベント等の準備/設営補助 

・外国語講座や日本語サロン等への参加 

・CIR/OTT/南米次世代人材育成事業研

修生との交流 

・ちらし発送作業等 

 



公１（2） 外国人住民支援事業 

公１（2）－① 生活支援事業 

a. 通訳等ボランティア派遣                       （60 千円） 

日本語での意思疎通が困難な外国人のサポートや、外国人住民と日本人住民の相互理

解等を目的として、通訳等ボランティアの募集・登録・派遣を行った。 

【登録】登録申込書提出者への登録証発行（1月に 1回ペース） 

更新希望者への登録証発行（年末） 

▼登録者数 

区分 
平成 31年度 平成 30年度 平成 29年度 

登録者数（うち外国人） 登録者数（うち外国人） 登録者数（うち外国人） 

通訳（28言語※） 299名（142名） 302名（135名） 272名（113名） 

国際理解 139名（84名） 129名（81名） 117名（72名） 

日本語指導 189名（46名） 192名（47名） 180名（42名） 

日本文化等理解 76名（16名） 73名（14名） 69名（13名） 

登録者実数 381名（147名） 390名（143名） 355名（124名） 

▼登録言語 

イタリア語・インドネシア語・ウルドゥー語・英語・韓国語・広東語（中国）・クメール語（カン

ボジア）・スペイン語・タイ語・タガログ語（フィリピン）・中国語・中国語（台湾）・チェコ語・

ドイツ語・ネパール語・ハワイ語・ビサヤ語（フィリピン）・ヒンディー語・フランス語・ブルガ

リア語・ベトナム語・ベンガル語（バングラデシュ）・ポーランド語・ポルトガル語・マラー

ティー語・ミャンマー語・ラオ語・ロシア語  計 28言語 

【派遣】派遣要請書に基づきアレンジ、報告書受け取り、実績入力（随時） 

▼派遣実績 

 通 訳 国 際 理 解 日本語指導 日本文化等理解  合 計 

派遣件数 62 7 40 1 110 

延べ派遣回数 180 7 379 3 569 

延べ活動時間 539 13 468 6 1026 

▼派遣要請者 

外国人住民、行政機関（教育委員会、国際・観光・交流関係部局等）、保健福祉・医療機

関、実習生受入企業等 

【研修会】※詳細は 「g. 外国人住民災害時支援」 に記載。 

・会場：坂出市勤労福祉センター 

・日時：令和2年2月2日（日） 

・主催等：【主催】香川県・坂出市 【協力】坂出市国際交流協会 

・参加費：無料 

・参加者数： 

 

 

【その他】通訳等ボランティア用図書の貸出 

研修会名 参加ボランティア（内外国人）／全体参加者数 

①災害時の多言語情報伝達に関する研修会 

②災害時における多言語情報伝達訓練 

9名（2名）／36名 

9名（2名）／32名 



b. 接見通訳派遣                                                      （11千円） 

外国人住民が警察に逮捕された場合等に、言葉の壁が障害となり、権利を主張できな

かったり、不利益を被ったりすることのないよう、香川県弁護士会の要請で、被疑者への弁護

士の接見時に通訳を派遣した。 

・派遣日：香川県弁護士会からの要請により随時対応 

・派遣場所：県内の警察署等 

・費 用：1案件 1人につき初回のみ当協会が通訳派遣にかかる費用を負担 

・派遣件数：1件（中国語 1件） 

ｃ. 人権法律相談・行政書士相談                               (28 千円) 

日常生活で人権、法律上のトラブルや、在留資格等に関する疑問等を抱えた外国人住民

を支援することを目的に、弁護士と法務局職員による法律相談並びに行政書士による相談を

無料で実施した。 

【人権法律相談】 

・対  象：外国人住民または外国人住民に関わりのある県民 

・日 時：原則として毎月第 3金曜日 13:00～15:00 

       ※実施日が祝日にあたる場合は第 2金曜日 

・利用料：無料（ただし 1案件に限り 1回の相談に限る） 

・通訳手配：無料（ただし要望があった場合のみ） 

・相談件数：10 件（カナダ 2 件、フィリピン・ペルー・ブラジル・ニュージーランド・中国・オー

ストラリア・インドネシア・日本(イギリス)各 1件） 

・主な相談内容：労働、離婚、在留資格、起業、福祉 

【行政書士相談】 

・対  象：外国人住民または外国人住民に関わりのある県民 

・日 時：原則として毎月第 1火曜日 11:00～13:00 

 ※実施日が祝日にあたる場合は第 2火曜日 

・利用料：無料（回数の制限なし） 

・通訳手配：有料 

・相談件数：9件（中国・日本・フィリピン各 2件、ペルー・ネパール・スリランカ各 1件） 

・主な相談内容：在留資格、交通事故保険、財産、戸籍取得 

d. かがわ外国人相談支援センター（生活相談）［県からの受託事業］     （16,127 千円） 

平成 31 年 4 月に施行された出入国管理法により、在留外国人が増加することが見込まれ

ることから、県からの委託により、外国人住民の在留手続、雇用、医療・福祉、出産・子育て、

教育など生活全般に関する相談窓口として、「かがわ外国人相談支援センター」を開設し、

相談員を配置するとともに、相談室の整備等を行った。 

外国人住民等からの相談に多言語で対応し、助言や情報提供を行ったり、適切な相談機

関を紹介したりすることで、日本語や日本の生活に不慣れな外国人住民の情報不足の解消

を図り、より安心して豊かな暮らしを営むための支援を行った。 

 

・相談日： 火曜日～日曜日 9：00～16：00 

・相談方法及び件数：来訪 97件、電話 81件、メール等 3件  計 181件 

（1人が複数項目で相談することがあるため、相談件数〈202件〉とは一致しない。) 

 

 



【相談内容別件数】               【国籍別相談件数】 

№ 項  目 件数  国 籍 件数 国 籍 件数 

1 雇用・労働 29  中国 25 パキスタン 2 

2 入管手続 24  フィリピン 11 バングラデシュ 2 

3 身分関係（結婚/離婚/DV等） 19  ネパール 9 ニュージーランド 2 

4 社会保険・医療 11  インドネシア 9 モーリタニア 1 

5 子供の教育 10  カナダ 8 セネガル 1 

6 住宅 9  ペルー 5 イタリア 1 

7 年金・税金 5  イギリス 5 カメルーン 1 

8 日本語習得 43  韓国 4 インド 1 

そ 翻訳・通訳 15  スリランカ 3 ロシア 1 

の 運転免許 4  ブラジル 3 カンボジア 1 

他 役場での手続き 3  オーストラリア 3 イスラエル 1 

 その他 30  ベトナム 3 台湾 1 

 合      計   202  ブータン 3 日本 87 

※№1～8の項目は国の調査項目に準ずる  アメリカ 2 不明 5 

    メキシコ 2    

    合       計 202 

e. 留学生住宅確保支援 （2 千円） 

留学生が安定した住居環境の中で安心して学究生活を営めるよう、留学生が民間アパート

等を賃借する際に、協会が連帯保証を行った。 

・当年(H31)度末 利用者数：18名（香川大学 9名 高松大学 9名） 

・前年(H30)度末 利用者数：14名（香川大学 7名 高松大学 7名） 

・年度内新規利用者数：11名  （香川大学 4名 高松大学 7名） 

・年度内解約者数：7名      （香川大学 2 名 高松大学 5名） 

f. 多言語生活ガイドブックウェブサイト構築［県からの受託事業］ （2,100 千円） 

日本語での意思疎通が困難な外国人住民が、香川県での生活に速やかに適応できるよう、

日常生活に必要な基本知識や情報をまとめた生活ガイドブック「くらしらいぶらりー」の内容を

一新し、英語版とやさしい日本語版でウェブサイトを作成した。 

お役立ち情報リストは、中国語・スペイン語・タガログ語・ポルトガル語でも作成し、当協会

ホームページに掲載した。 

※従来の生活ガイドブックについては、在庫があるものは内容が変わった個所が分かるよ

う差込文書を添付し、指差し会話集「かいわらいらぶらりー」とあわせて希望者に配布して

いる。 

・生活ガイドブック「くらしらいぶらりー」（旧・冊子版） 

中国語版・スペイン語版・タガログ語版・ポルトガル語版 

・指差し会話集「かいわらいぶらりー」 

英語版・中国語版・スペイン語版・タガログ語版・ポルトガル語版・インドネシア語版 

g. 外国人住民災害時支援［県からの受託事業］                    （759 千円） 

外国人住民を災害弱者にしないため、外国人住民の防災対策に関する地域社会全体の

意識を高め、それを定着させることを目的に、大規模災害発生初期から長期化する頃までの

避難所生活を想定した実践的な訓練や講座などを実施した。 



・会場：坂出市勤労福祉センター 

・日時：令和2年2月2日（日） 

・主催等：【主催】香川県・坂出市 【協力】坂出市国際交流協会 

・参加費・無料 

・内容： 

A 外国人住民のための防災訓練 

外国人住民に、地域の災害や防災に関する知識を身につける機会を提供した。 

・対象者：坂出市及び周辺市町在住の外国人住民 

・講師：防災関連講義等 坂出市総務課危機管理室職員ほか 

防災の日本語 当協会 日本語講師 児島由佳 

・参加者数：6つの国と地域 20名（外国人スタッフを含めると、8つの国と地域 25名） 

B 支援者向け研修 

災害時に外国人住民とコミュニケーションを行い、支援にあたることができるボランティ

アの育成を目指し、以下の研修を行った。 

① 災害時の多言語情報伝達に関する研修会 

災害時の外国人支援の在り方や必要とされるスキルなどを学んだ。 

・対象者：通訳等ボランティア、行政職員等 

・講師：（特活）多文化共生マネージャー全国協議会 理事 柴垣禎 

・参加者数：：4つの国と地域 36名 

② 災害時通訳ボランティア研修  

避難所巡回の活動における外国語でのコミュニケーションに焦点をあて、支援を行う

上で必要となる外国語運用能力や心構え等を身につける研修を行った。 

・対象者：通訳等ボランティア、行政職員等 

中国語・英語で研修を受講する場合は別途語学レベルの条件有 

・講師：（特活）多文化共生マネージャー全国協議会 理事 柴垣禎 

         中国語 当協会 外国語講師 同林 

         英語 当協会 外国語講師 イアン・アイアス 

           ・参加者数：4つの国と地域 32名（英語：11名、中国語：8名、やさしい日本語：13名） 

 

公１（2）－② 日本語支援事業 

a. 日本語講座 （2,202 千円） 

外国人住民が、安心して生活するために必要な日本語を習得できるよう、日本語を初めて

学ぶ学習者を対象とする「入門 1」から、初級終了程度の日本語力を身につけることを目的と

する「日本語 3」までの 5つのレベル設定で 7 クラスを開講した。 

・ク ラ ス： 全 5 レベル、7 クラス 

・受講料： 各クラス 4,000円（ただし、申込時に開講期間の半分を過ぎていれば半額） 

・クラス別受講者数（延べ）： 

期    間 
入門 1 入門 2 日本語 1 日本語 2 日本語 3 

計 
木 土 木 土 木 土 木 土 木 土 

前期 4/12～9/21 11 13 - 12 6 18 - 12 - 10 82名 

後期 10/17～3/14 - 15 9 11 - 5 10 8 - 8 66名 

合     計 11 28 9 23 6 23 10 20 0 18 148名 

c. 日本語サロン （15 千円） 

外国人住民の日本語学習を支援するとともに、生活相談や社会知識の習得、情報収集の

ための機会、地域社会における居場所を提供した。同時に、支援を行うボランティアに活動



の場を提供した。 

・日 時： 毎週火曜日 10：00～12：00、毎週木曜日 18：00～20：00 

・会 場： アイパル香川 交流フロアー（火） ライブラリー（木） 

・回  数： 全 74回 

・延べ参加者数： 外国人 256名  ボランティア 412名  合計 562名 

※毎週火曜日は会館活性化事業として実施（延べ参加者数 462名） 

 

公１（2）－③ 外国にルーツをもつ子どもの支援事業 

a. 小・中学校における児童生徒への日本語学習支援                 （89 千円） 

外国にルーツをもつ子どもたちが進学や就職を含め、長期的に日本で暮らしていくための

環境づくりをサポートすることを目的として、県及び市町教育委員会からの依頼に応じ、日本

語指導及び教科学習の補助を行うボランティアを小・中学校に派遣し、日本語学習の支援を

行うとともに、様々な相談に対応するなど、包括的なサポートを実施した。 

・派遣期間： 平成 31年 4月から令和 2年 3月 

        ※新型コロナウイルスの影響による学校休講に伴い、3月 1週目で終了。 

・延べ指導回数： 54回、63時間  

・派遣校数： 3校（小学校（1）、中学校（2）） 

・児童生徒数： 4名（小学 3年生（1）・4年生（1）、中学 1年生（2）） 

 

b. アイパルこどもにほんご教室 （200 千円） 

県内に住む外国にルーツをもつ子どもたちに対し、日常生活や教科学習に必要な日本語

力と教科学習能力を身につけるための機会及び地域社会における居場所を提供することを

目的として実施。個別の日本語指導や教科学習の補助、楽しみながら日本語に接し、参加

者同士が交流できるような活動等を行った。 

・実施回数及び時間：各季全 6回、10：00～12：00 

・対 象：日本語を母語としない等外国につながる 10歳から 15歳までの子ども 

・会 場：アイパル香川 会議室 

・参加費：各季 900円 

・指導スタッフ：当協会日本語講師、日本語指導ボランティア、大学生等 15名程度 
 開催日 参加児童・生徒数（実数） 

夏季 
H31.8.1（木）～H31.8.24（土） 

 毎週火・木曜日 

4カ国 7名 

（インドネシア、中国、パキスタン、フィリピン） 

春季 
R2.3.26（木）～R2.4.4（土） 

毎週火・木・土曜日 
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止 

 

公 1（3） 国際協力事業 

a. 海外技術研修員受入                                  （3,794千円） 

南米香川県人会及び友好提携団体等を通じて技術研修員を受入れ、研修及び県民との

交流を行うことにより、研修員が本県の経済・社会・文化等について理解を深め、南米香川

県人会及び香川県の友好提携団体等の活動に寄与するなど、本県との友好交流に貢献で

きる人材となるよう育成することを目的として実施した。 

・期 間：令和元年 7月 26日～令和 2年 3月 14日 

・受入人数：3名 

・研修先：（株）瀬戸内海放送、香川大学附属高松小学校、（大）香川大学、香川物産館「栗

林庵」、香川県埋蔵文化財センター、香川県立高松東高等学校、香川県立



ミュージアム、香川県総務部知事公室国際課、当協会 

b. 南米次世代人材育成研修員受入［県からの受託事業］             （3,699 千円） 

南米における香川県人会の会員から選出された者を研修員として受入れ、日本語研修や

香川県民との交流を通して、我が国及び本県の経済・社会・文化等について理解を深める機

会を提供し、今後の県人会活動及び出身国や県人会と本県との交流の活性化に貢献しうる

人材を育成することを目的として実施した。  

・期 間： 10月 2日～3月 14日 

・受入人数： 2名 

・研修先： 専門学校穴吹ビジネスカレッジ日本語学科 

香川県総務部知事室国際課・当協会 等 

c. 南米県人会運営助成 （1,098 千円） 

南米4 カ国への香川県からの移住者及びその家族等から成る県人会の会員の福利厚生の

充実、会の円滑な運営等に資することを目的として補助金を交付し、本県と県人会との連携を

強化した。 

助成の対象となる香川県人会：アルゼンチン、パラグアイ、ブラジル、北伯、ペルー 

 

公 1（4） 情報収集及び提供・発信事業 

a. 機関誌「アイパル通信」の発行 （623 千円） 

国際交流・協力、多文化共生に関する情報提供、県民の当協会事業への参画、異文化

理解の促進や外国人住民への情報提供等を目的として、機関誌を発行、配付した。また、

ホームページに掲載し、より広く情報を発信するよう努めた。 

・発行回数：年間 4回（4月、7月、10月、1月） 

・発行部数：各号 2,000 部 

・発送先 ：県内教育機関、県内公立図書館、市町及び市町国際交流協会、在外香川県

人会、購読希望の県民、賛助会員 

b. ホームページ及び Facebookでの情報提供                      (564 千円) 

ホームページや Facebook、LINE＠を活用し、講座・イベントに関する案内や外国人住民へ

のお役立ち情報等を発信した。また、利用者へのサービス向上のため、新たに外国語講座及

び日本語講座専用の LINE＠を開設した。 

c. アイパルお知らせメールの発信 （0 千円） 

協会主催の講座、イベント開催情報を携帯アドレス、パソコンアドレスの 2 グループに分け

て発信し、きめ細やかでタイムリーな情報提供に努めた。 

d. その他情報提供 （123 千円） 

南米を中心とした県出身海外居住者へ香川県の今の情報を伝え、郷土との絆を維持・深

化させることを目的に、自治体発行広報誌及び協会発行機関紙「アイパル通信」等を年 4 回、

南米県人会に送付した。なお、２年 3月時点で、新型コロナの影響のため全ての宛先で送付

できなくなった。 

また、外国人住民の自立と社会参画を促すことを目的に、県国際課「お役立ち情報提供

制度」に協力する形で、外国人住民に県内のイベントや日本語講座等の有益な情報の提供

を行った。 

 



公 1（5） 国際交流団体等の活動支援事業 

a. 国際交流事業等助成 （704 千円） 

県内の国際交流団体等の活動を支援するため、団体が行う事業に対し助成金を交付した。

（国際交流等 8団体 外国人住民支援 4団体） 

補助要件：国際交流、国際協力又は多文化共生を推進することを目的とする団体が行

う、本県の国際交流、国際協力若しくは多文化共生の推進に大きく寄与す

る事業、又は、外国籍児童生徒・その保護者等への日本語又は母語による

学習、生活支援等の外国人住民支援事業のうち、先進的な事業。 

補助限度額：10万円 

b. 会議室等助成 （76 千円） 

会館を利用した国際交流事業等を行うとして申請のあった県内の国際交流団体等に対し、

当該会館利用料を助成した。（9団体 10件） 

 

公 1（6）  会館管理運営事業 （22,357 千円）  

a. 会館管理運営                           

香川国際交流会館の指定管理者として、来館者・利用者の目線に立った適切なサービスの実

施に努めた。 

・会議室貸出管理（利用申請書の受付け、使用料の収納）の実施 

・施設、設備の「適切」な維持管理 

・協会、県内外国際交流団体等の広報チラシ・ポスター掲示等による情報提供 

・海外新聞（東亜日報などの海外新聞及び英字国内新聞）、海外雑誌、その他在住外国

人向け海外情報誌の閲覧提供 

 アイパル香川利用状況  

交流談話室利用者数 23,707名 

図書閲覧室利用者数 12,609名 

会議室利用 
件 数 965件 

利用者数 32,651名 

利 用 者 数 68,933名 

 会館使用料の収納状況  

・件 数： 450件  ・収納金額：4,616,930円 

b. 会館活性化事業  

音響・映像設備、展示スペースなどの会館設備を活かし、多文化共生に関する交流会や

映画祭などを実施し、会館の利用者のさらなる増加に努めた。 

 

【交流フロアー】 

H31.4～R2.3（毎週火） 日本語サロン 420人 

R元.6.8（土） 国際理解講座 31人 

R元.9.1（日） アイパル・JICA映画祭※ 85人 

R元.10.14（月祝） かがわ国際フェスタ 2019※ 5,700人 

R元.11.6（水）、12（火） 外国語 deカフェトーク 韓国語・中国語編 31人 

R元.11.13（水）、20（水） 外国語 deカフェトーク ポルトガル語・スペイン語 35人 



【交流フロアー】 

R元.11.17（日） 多文化共生フォーラム 70人 

R元.11.23（土） 国際理解講座 28人 

R元.11.23(土) 地球市民のための講座＆交流シリーズ※ 50人 

R元.12.7(土) アイパル・JICA高校生カレッジ※ 36人 

R元.12.8（日） 国際理解講座 33人 

R2.1.11（土） 国際理解講座 38人 

交流フロアー利用 延べ人数 6,557人 

 

【アイパルプラザ】 

R元.8.22(木)～9.1（日）  マダガスカル写真展「アジアとアフリカの境界から」※ 2,400人 

R元.10.14（月祝） かがわ国際フェスタ 2018 ※ 5,700人 

アイパルプラザ利用 延べ人数 

（計 8,100（交流フロアーとのダブルカウントを除く：5,700）人） 

8,100人 

（2,400） 

※他団体との共催・後援事業 

c. ライブラリーの管理運営 

県民の国際理解や外国人住民の日本語学習を支援するため、海外事情等に関する日本

語の書籍や日本文化等に関する外国語の書籍、日本語教材等の閲覧・貸出を随時行った。

また、もっとも利用の多い日本語学習用の教材については、最新の教材をシリーズで揃える

等、充実に努めた。 

d. アイパル・JICA映画祭                                        

さまざまな国の映画を通じて、県民に多様な世界観や文化を感じ、国際理解を深める機会

を提供するため、JICA 四国との共催で、映画祭を開催した。なお、2 回目の開催については、

コロナウィルス感染対策のため、中止とした。 

 
回 日時 内容 参加者数 

 

 

 

第

１

回 

 

 

 

 

R元.9.1（日） 

13:00～16:30 

 

【映画上映】「ギターマダガスカル」（106分） 

監督：亀井岳、出演：トミノ、ババ他 制作年：2014年、制作国：日本  

言語：マダガスカル語 

【マダガスカルの紹介】 

発表者：高尾直子（青年海外協力隊員 2017～19年・マダガスカル） 

【撮影秘話紹介】 

発表者：亀井岳（映画監督） 

【シネマトーク】 

司会：帰来雅基、中井今日子 

ゲスト：亀井岳、高尾直子 

約 85名 

 

 

 

第

２

回 

コロナウイルス感

染拡大防止のた

め中止〈開催予定

だった内容〉 

R2.3.8（日） 

13:30～16:30 

 

 

 

【映画上映】「聖者たちの食卓」（65分） 

監督：フィリップ・ウィチュス、制作年：2011 年、制作国：ベルギー、言

語：英語 

【インドの紹介】 

発表者：太田詩織（青年海外協力隊員 2014～16年・インド） 

【インド文化紹介】 

発表者：シャルマ・ヨギシャ（穴吹ビジネスカレッジ日本語学科 2年） 

【シネマトーク】 

司会：帰来雅基、中井今日子 

ゲスト：太田詩織、シャルマ・ヨギシャ 

中止 



 

公 2 国際交流、国際協力及び多文化共生社会を担う人材の育成を目的とした語学研修事業 

 

a. 外国語講座 （13,094 千円） 

多くの県民に、外国語学習を通して外国の文化や習慣等について学び、国際理解を深め

る機会を提供するとともに、多文化共生社会の実現に向けて、外国語でのコミュニケーション

が可能な人材の育成に貢献することを目的に、計 9カ国語 33講座を開講した。 

 

講 座 区 分（講師名） 曜日／時間帯 期   間 受講者数 

 
英 
語 

基 
礎 

目で見て楽しく学ぶ 

簡単英会話 
（ブラスコ・ミゲル・イグナシ

オ） 

火 18：00～20：00 

4/16～7/23 30名 

164名 

9/3～12/24 23名 

1/7～3/24 22名 

Hello, English! 

基礎からの英会話 
（山下 知美  ﾗｲｱﾝ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ） 

金 10：00～12：00 

4/19～7/12 30名 

9/6～11/22 29名 

1/10～3/6 30名 

初 
級 

‘楽しくきちんと’ 

基本の英語 

(山下 知美) 
水 10：00～12：00 

4/17～7/10 30名 

342名 

9/4～11/20 26名 

1/8～3/4 24名 

Exploring English! 

 (イアン・アイアス) 
水 18：00～20：00 

4/17～7/10 30名 

9/4～11/20 14名 

1/8～3/4 15名 

Everybody English 
気軽に初級英会話 

(ライアン・ジョーンズ) 
木 13：00～15：00 

4/18～7/11 31名 

9/5～11/21 30名 

1/9～3/5 30名 
 

 

実践的な英語を学ぼう 

（パトリック・スカンロン） 
土 10：00～12：00 

4/20～7/13 11名 

9/7～12/7 9名 

1/11～3/7 12名 

English Basics 
英語に磨きをかける 

(ライアン・ジョーンズ) 
土 13：00～15：00 

4/20～7/13 29名 

9/7～12/7 24名 

1/11～3/7 27名 

中 
級 

総合英語中級 A 
（R.T.ウィリアムズ） 

火 18：00～20：00 

4/16～7/23 12名 

235名 

9/3～12/24 10名 

1/7～3/24 6名 

English Through  
Popular Media 

（ウィリアム・ヴォーグラー） 
水 18：00～20：00 

4/17～7/10 15名 

9/4～11/20 14名 

1/8～3/4 8名 

Fun and Useful English 
(シンシア・カーティ) 

木 10：00～12：00 

4/18～7/11 29名 

9/5～11/21 27名 

1/9～3/5 22名 

総合英語中級 B 

(オーガスト・ホールドリッチ) 
金 10：00～12：00 

4/19～7/12 28名 

9/6～11/22 24名 

1/10～3/6 22名 

総合英語中級 C 

(パトリック・スカンロン) 
土 13：00～15：00 

4/20～7/13 7名 

9/7～12/7 7名 

1/11～3/7 4名 

英語発音講座 
(ライアン・ジョーンズ) 

金 13:00～15：00 
9/5～11/21 
※9月期限定 

18名 18名 



講 座 区 分（講師名） 曜日／時間帯 期   間 受講者数 

上 
級 

総合英語上級 
（ポール・バテン） 

金 18：00～20：00 

4/19～7/12 16名 

142名 

9/6～11/22 13名 

1/10～3/6 10名 

Insight into English 
(ライアン・ジョーンズ) 

土 10：00～12：00 

4/20～7/13 22名 

9/7～12/7 25名 

1/11～3/7 22名 

ニュースで学ぼう 
(R.T・ウィリアムズ) 

土 13：00～15：00 

4/20～7/13 12名 

9/7～12/7 11名 

1/11～3/7 11名 

スペイン語 
スペイン語入門 
(中西 百合子) 

金 18：00～20：00 

4/19～7/12 19名 

47名 9/6～11/22 14名 

1/10～3/6 14名 

中国語 

中国語入門 
(王 淑婷) 

水 10：00～12：00 

4/17～7/10 19名 

180名  
 

9/4～11/20 16名 

1/8～3/4 14名 

中国語会話入門 
(同 林) 

水 18：00～20：00 

4/17～7/10 15名 

9/4～11/20 7名 

1/8～3/4 7名 

中国語初級 
(何 燕萍) 

火 18：00～20：00 

4/16～7/23 22名 

9/3～12/24 13名 

1/7～3/24 12名 

中国語中級 
(毛 勇) 

木 18：00～20：00 

4/18～7/11 10名 

9/5～11/21 9名 

1/9～3/5 8名 

中国語学習に役立つ 
中国事情 
(連 仲友) 

木 10：00～12：00 

4/18～7/11 6名 

9/5～11/21 11名 

1/9～3/5 11名 

フランス語 

フランス語入門 
(太田 陽子) 

木 18：00～20：00 

4/18～7/11 17名 

177名 

9/5～11/21 16名 

1/9～3/5 15名 

フランス語初級 
 (ジュリアン・ドゥアル) 

火 18：30～20：30 

4/16～7/23 16名 

9/3～12/24 13名 

1/7～3/24 11名 

フランス語中級 
 (ジュリアン・ドゥアル) 

木 18：30～20：30 

4/18～7/11 21名 

9/5～11/21 16名 

1/9～3/5 15名 

フランス語上級 
 (ジュリアン・ドゥアル) 

火 13：00～15：00 

4/16～7/23 13名 

9/3～12/24 13名 

1/7～3/24 11名 

ドイツ語 
ドイツ語入門 

(マリウス・アルベルス) 
木 18:00～20:00 

4/18～7/11 19名 

60名 9/5～11/21 20名 

1/9～3/5 21名 

韓国語 

入門・基礎の韓国語 
(井上 真希) 

土 12：30～14：30 

4/20～7/13 12名 

88名 

9/7～12/7 12名 

1/11～3/7 8名 

韓国語基礎会話 
(孔 塡栄) 

土 15：00～17：00 

4/20～7/13 8名 

9/7～12/7 4名 

1/11～3/7 3名 



講 座 区 分（講師名） 曜日／時間帯 期   間 受講者数 

韓国語中級 
(張 明訓) 

木 10：00～12：00 

4/18～7/11 16名 

9/5～11/21 13名 

1/9～3/5 12名 

イタリア語 
Andiamo in Italia! 

(ガリアルディ・マウリツィオ) 
火 18：00～20：00 

4/16～7/23 10名 

24名 9/3～12/24 8名 

1/7～3/24 6名 

ロシア 
簡単！ロシア語会話 

(十川 宣治) 
土 10：00～12：00 

4/20～7/13 9名 

21名 9/7～12/7 6名 

1/11～3/7 6名 

インドネシ
ア語 

簡単！たのしい 
インドネシア語入門 

水 18：00～20：00 

4/17～7/10 21名 

43名 9/4～11/20 14名 

1/8～3/4 8名 

合計 1,541名 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため 3/10 以降の講座は中止となった。 

b. 外国語講座特別編 （58千円） 

より多くの県民が気軽に外国語を学び、異なる言語や文化への理解を深める機会を提供

すると同時に、当協会の事業への継続的な参加者を獲得すること、通年の外国語講座の充

実に向け、ニーズを把握し、新規講座の可能性を探ること、講師としての新たな人材を発掘

することを目的として、期間限定の外国語講座を実施した。 

 

日時 名称・講師等 内容 
受講料 
(賛助会員 

料金) 

参加者数 

R元.8.24(土) 

13:00-17：00 

講座 1 

アイパルでプチ留学体

験！ONE DAY I-PAL 

COLLEGE2019 

英語をツールとして各国

の文化や歴史等について

学ぶ講座。 

2,000円

（1,800円） 
43名 

①韓国語・中国語 

R元.11.6(水) 

18：00-19：00 

R元.11.12(火) 

10:30-11：30 

②ポルトガル語・ス

ペイン語 

R元.11.13(水) 

18：00-19：00 

R元.11.20(水) 

18：00-19：00 

 

全 4回 

講座 2 

外国語 de Café Talk♪ 

-韓国語・中国語&ポルト

ガル語・スペイン語編- 

 

講師：張明訓、王淑婷、

ジェルソン・ロッシャ、ウェ

スクリー・アゼベード、千

葉 ファビアネ 直美、ロ

ミーナ・ヒメネス 

国際交流員（韓国・中

国）、海外技術研修員(ブ

ラジル)南米交流次世代

人材育成事業研修員（ブ

ラジル、アルゼンチン）とと

もに、お茶を飲みながら、

韓国語、中国語、ポルトガ

ル語、スペイン語での会

話を楽しむ機会を提供。 

200円 

(無料) 

延べ 55名 

 

韓国語：17 名 

中国語：9 名 

ポルトガル語 

：12 名 

スペイン語 

：17 名 

R2.1.22(水) 

18：00-19：00 

講座 3 

外国語 de Café Talk♪-

韓国語編- 

 

講師：張明訓 

国際交流員（韓国)ととも

に、お茶を飲みながら、韓

国語での会話を楽しむ機

会を提供。 

※2 回実施予定であった

が、新型コロナウイルス感

染拡大防止のため、3 月

開催分は中止となった。 

200円 

(無料) 7名 



日時 名称・講師等 内容 
受講料 
(賛助会員 

料金) 

参加者数 

R2.2.2(日) 

10：00～15：30 

講座 4［再掲］ 

災害時通訳ボランティア

研修（英語・中国語・やさ

しい日本語） 

 

講師：イアン・アイアス、

同林、柴垣禎（(特活)多

文化共生マネージャー全

国協議会 理事） 

災害時における多言語

情報伝達訓練の一環と

して、外国語でのコミュ

ニケーションスキルに焦

点を置いた講座を実施。

通訳ボランティアの役割

や心構え、2 者間コミュ

ニケーションでのポイント

等について学んだ後、

実践的な通訳訓練を

行った。 

無料 

合計 28名 

 
英語：12 名 

中国語：6 名 

やさしい日本語 

：10 名 

 

 

  



 

事業報告の附属明細書 

 

1. 香川県への定期提出書類の提出について 

（1）第 32 回評議員会において、平成 30 年度事業報告及び収支決算の承認がなされた。それら

の書類を添付し、平成 31年 6月 22日付けで香川県に対して事業報告等の提出を行った。 

（2）第97回理事会において、令和 2年度事業計画及び収支予算の承認がなされた。それらの書

類及び議事録を添付し、令和 2 年 3 月 31 日付けで香川県に対して事業計画書等の提出を

行った。 

 

2. 情報公開について 

（1）第 32回評議員会において承認がなされた平成 30年度に係る事業報告、事業報告の附属明

細書、貸借対照表、正味財産増減計算書、正味財産増減計算書内訳書、財務諸表に対する

注記、財産目録、平成 30年度に係る監査報告をホームページ上で公開した。 

（2）第 97 回理事会にて承認がなされた令和 2 年度に係る事業計画書及び収支予算書を、ホー

ムページで公開した。 

（3）定款又は評議員及び役員に変更が生じた場合には、遅滞なくホームページ上で公開している。 

 

3. 評議員及び役員の変更について 

氏名 資格 
選任／選定 
年月日 

就任／辞任 
年月日 

登記年月
日 

香川県への 
届出年月日 

※行成 博巳 評議員 ― R元 6.13辞任 
R元 7.2 R元 7.12 

池田 信浩 評議員 R元 6.14選任 R元 6.14就任 

※松下 雄介 評議員 ― R元 6.30辞任 
R元 8.7 R元 8.15 

田村 真一 評議員 R元 7.16選任 R元 7.17就任 

※小林 広幸 理事 ― R元 9.30辞任 
R元 10.29 R元 11.12 

小林 秀弥 理事 R元 9.27選任 R元 10.1就任 

※瀨川 琢也 理事 ― R元 10.9辞任 
R元 11.1 R元 11.6 

秋山 英司 理事 R元 10.9選任 R元 10.10就任 

※西村 啓 理事 ― R2.2.12辞任 
R2.2.26 R2.2.28 

吉峰 幸久 理事 R2.2.10選任 R2.2.13就任 

※山地 耕太郎 理事 ― R2.3.31辞任 
R2.4.8 R2.4.16 

宮武 卓朗 理事 R2.3.30選任 R2.4.1就任 

※淀谷 圭三郎 理事 ― R2.3.31辞任 
R2.4.8 R2.4.16 

尾崎 英司 理事 R2.3.30選任 R2.4.1就任 

※は辞任した評議員又は役員 
（令和 2年 4月 1日現在及評議員及び役員名簿は別紙 1のとおり）  



【別紙 1】 

令和 2 年 4月 1 日現在の評議員及び役員名簿 

 

評議員                     任期：令和 2年開催定例評議員会終結時まで 

役 職 氏 名 所 属 ・ 役 職 

評議員会会長 筧  善 行 香川大学学長 

評 議 員 平田 喜一郎 高松商工会議所副会頭 

評 議 員 池 田  信 浩   NHK高松放送局長 

評 議 員 小 野  修 一 西日本放送株式会社報道制作局長 

評 議 員 黒 田  雄 二 株式会社瀬戸内海放送取締役執行役員 

評 議 員 岩 本  仟 子 前香川県児童福祉審議会委員 

評 議 員 宮 城  正 枝 前倉敷市立短期大学非常勤講師 

評 議 員 谷 川  俊 博 香川県町村会会長 

評 議 員 西 原  義 一 香川県副知事 

評 議 員 田 村  真 一 高松市副市長 

 

 

役員 任期：令和 2年開催定例評議員会終結時まで 

役 職 氏 名 所 属 ・ 役 職 

理 事 長 多 田 野  榮 香川経済同友会特別幹事 

理 事 宮 武  卓 朗 香川県商工会連合会専務理事 

理 事 木 原  光 治 四国新聞社広告局長兼西讃支社長 

理 事 秋 山  英 司 株式会社百十四銀行市場国際部長補佐 

理 事 吉 峰  幸 久 株式会社香川銀行総合企画部部長代理兼秘書室長 

理 事 小 林  秀 弥 独立行政法人国際協力機構四国支部長 

理 事 尾 崎  英 司 香川県知事公室長 

専 務 理 事 鈴 木  里 枝 事務局長 

 

監 事 野 田  斉 元財団法人かがわ水と緑の財団理事長 

監 事 田 窪  滋 記 税理士 

 

 

 


