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日语演讲会—能否说说我在日本的感受?

にほんごスピーチ発表会
－私が日本で感じたこと、言っていいですか？－

■会場：中2Fステージゾーン

Japanese Speeches by Foreign Residents: 
What’s it like living in Kagawa?

「香川に住んで感じたこと」をテーマに、外国人住民のみなさんが日頃の日本語学習
の成果を活かしスピーチを披露します。外国人住民の方の目を通して見た日本とは？
異なる視点から日本の社会や私たちの生活をふりかえり、国や文化の枠を越えて、お
互いの理解を深め、ともに暮らしていくにはどうしたらいいか考えてみませんか？

星野ルネさんプロフィール

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、アフリカでの活動経験をも
つ青年海外協力隊OBとのトークショー。「アフリカあるある」から見えてくるアフリカ
の文化や人々の生活について学びながら、ふだん意識することのない私たちの日常
生活の中の「日本あるある」をふりかえってみませんか。お楽しみに！

13：30ー15：10　
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香川国际交流会馆
I-PAL Kagawa

MON

アフリカ各国より保健医療について学ぶため香川県を訪れているJICA研修員が自
国について紹介します。青年海外協力隊アフリカ隊員の体験談やクイズ大会、民族
衣装紹介など、アフリカがぐっと身近になる楽しい企画がいっぱいです。クイズ大会
の優勝者にはアフリカの民芸品をプレゼントしますので、ぜひご参加ください！

アフリカからのJICA研修員による
国紹介＆クイズ大会

特別企画　フェスタ de アフリカ体験

特别计划 国际节上的非洲体验

2019年香川国际节

Special Event: Experiencing Africa in Kagawa

由非洲来的JICA研修员介绍自己的国家并举行竞猜大会
Africa!

非洲脱口秀 —那个非洲有吗？日本有吗？

Africa Talk Show:　　　　 　　　　　　　　　　　　  Customs in Africa and Japan

展示・物販・交流ゾーン

１F アイパルプラザ、玄関前広場

3F 会議室

飲食ゾーン

Exhibition, Retail, and Exchange Zone  
展示，售卖，交流区

Food and Drink Zone  
餐饮区

ＪＲ高松駅 ことでん高松築港駅

アイパル香川

県庁

市役所

さぬき浜街道

高松東道路

至高松空港

国道１１号ことでん
瓦町駅
ことでん
瓦町駅

国道１１号

県道３３号
中央公園

イベント会場案内図

う
ま
れ
る
、

つ
な
が
る
、

ひ
ろ
が
る

共
生
の

『
わ
』

第
1
部

第
2
部 アフリカトークショー
－それってアフリカあるある？日本あるある？－

10：35－12：20

12：25－13：25

研修員の出身国（予定）：コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、ギニア、ニジェール、セネガル、チャド、チュニジア、
トーゴ、ブルキナファソ、ブルンジ、モロッコ、ハイチ

カメルーン出身。4歳の時に来日し、兵庫県姫路
市で育つ。日本語が話せない頃、コミュニケー
ションの手段として「お絵かき」を始める。25歳
で上京し、放送作家・タレント等として活動する
かたわら、幼い頃からの画力を生かし、SNSで
エッセイ漫画を発表。2018年にそれらを掲載
した『まんが　アフリカ少年が日本で育った結
果』（毎日新聞出版）を出版し、話題となる。

『まんが アフリカ少年が日本で育った結果』の作者、星野ルネ氏が香川にやってくる！

■会場：中2Fステージゾーン

昨年大好評だった
韓国カフェを
今年もオープンします！
会場：地下ライブラリー

Session 1

第
一
部
分

Session 2

第
二
部
分

Stage Zone   舞台区

Stage Zone　舞台区

  Country Presentations and Quiz Contest with JICA Program Participants

That’s just how you do things!

写真はイメージです



アイパルプラザ、玄関前広場

飲食ゾーン1F

世界の「おいしい」を味わおう♪
Get a taste of different flavors from around the world！
快来品尝世界各地的美味吧！

Andy's English and Cooking
（公財）オイスカ四国研修センター
香川華僑華人会
（公財）香川県国際交流協会
香川日独協会　若者の会
香川日韓交流協会
四国華僑総会
四国華僑総会青年部
高松大学ローバー・スカウト
高松ライオンズクラブ
たぬきビジネス研究会
トルコメルハバ会
halqa-はるか
きくみみ香川/香川行政相談委員協議会
香川県留学生等国際交流連絡協議会
高松北国際交流協議会（高松北警察署）

（特活）AMDA
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ウィークエンドクラブ
オイスカ高松推進協議会
香川SGG（香川善意通訳の会）
（公財）香川銀行海外交流財団
香川県海外派遣女性の会
香川県海外派遣友の会
香川県行政書士会
（公財）香川県国際交流協会  [日本語サロン(花葉会)]
香川県青年海外協力隊を育てる会
香川県ユニセフ協会
香川国際女性フォーラム
香川国際ボランティアセンター（KVC）
香川大学STEP
香川フィンランド協会
香川日仏協会
Société Franco‐Japonaise de KAGAWA

四国カムチャツカ文化交流センター

四国地方ESD活動支援センター（四国ESDセンター）/（特活）えひめグローバルネットワーク

JICA四国
（公社）セカンドハンド
高松市
高松市日中友好協会
高松ユネスコ協会
日本語サークル「わ」の会
日本ボーイスカウト香川連盟
仏生山国際交流会
マトリョーシカ愛好会
牟礼・エルバートン親善委員会
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東南アジア諸国の雑貨・民芸品等の販売と現地で撮った写真展示

国内外におけるオイスカの活動と四国研修センターの紹介

香川の国際観光事業を支援するボランティア通訳ガイド活動の写真展示

高校生オーストラリア タスマニア派遣事業等の紹介

風呂敷の文様及び結び方・包み方再発見、ワークショップ（13:00～14:00）

世界のお菓子販売

外国人の職場・教育環境に関するトラブル相談、在留資格（VISA･STATUS）に関する手続相談

日本語で遊ぼうコーナー

キッズくじ引き、パネル展示

パネル展とSDGsワークショップ

世界の物産品・アクセサリー・手作り品の販売、アフリカの写真展示

ラオスの絹織物等の販売、絵本作りワークショップ

マドレーヌの販売

ムーミングッズ・ケーキ・雑貨等の販売とフィンランド風景ポスター展示

設立35周年記念写真展、ミニセミナー「フランスを知る」、フランス雑貨の即売

写真パネル展「香川とロシアの交流の歴史」、ロシア文学「罪と罰」しおり（ロシア語での名前入り）プレゼント

SDGsとESDに関する資料とパネルの展示、外務省NGO相談員による相談コーナー

クイズに答えてガチャポン、JICA海外協力隊応募相談

カンボジアの女性たちが手作りしたクラフト品（フェアトレード商品）の販売

高松市の姉妹・友好都市コーナー

活動紹介パネル展示、中国茶とお菓子の提供

活動紹介展示、ワークショップ

日本語サークル「わ」の会の活動紹介、習字体験、おみくじ

世界スカウト記章・世界スカウトジャンボリー・ガーナ派遣に関する展示

ワールドお楽しみバザー（民芸品・衣装・アクセサリー・その他雑貨物）

ロシアのマトリョーシカ販売とカンタン!!ポスカで描くマトリョーシカ絵付け体験

エルバートン市との交流に関するパネル展示

BBQチキン・チーズケーキ・クッキーの販売

アジアの国々の手作りお菓子の販売

中国の家庭料理の販売、中国文化に関する展示

ブラジルの軽食等の販売

ドイツビール・ドイツのお菓子・ハーブティーの販売、写真展示

チヂミの販売

本格台湾料理の販売

台湾グルメの販売

ホットドッグと世界のビールの販売

焼きそば・ビール・ソフトドリンクの販売

カフェラテコーヒーゼリー・カクテルソーダの販売

トルコアイス・トルコジュース・ドネルケバブ・トルコ産食品の販売

フェアトレードコーヒー・スウィーツの販売

行政に関するお困りごとについての相談受付

活動紹介ポスター展示

自転車シミュレーター等による交通教室、防犯対策・不法就労・不法滞在防止チラシ等の配布

AMDA及びAMDAの活動を紹介するパネル展示

来て、見て、ふれあって、楽しもう！
Look around, interact, and have fun!

中
2F

Opening Ceremony
开幕典礼

（公财）香川县国际交流协会成立 30 周年纪念 标识发布及表彰仪式

Kagawa Prefecture International Exchange Association 30th Anniversary
Logo Presentation and Award Ceremony

（公财）香川县国际交流协会成立 30 周年纪念 标识发布及表彰仪式

Kagawa Prefecture International Exchange Association 30th Anniversary
Logo Presentation and Award Ceremony

韩国国技“跆拳道”表演、体验
South Korea’s National Sport: 　　　　　　 workshop and performance

闭幕演出（舞蹈、表演等）
Closing Events (dances, performances, and more)

アメリカ・カナダ・中国出身の国際交流員、ブラジル出身の海外技術研修員と
一緒に各国のものづくりを体験してみませんか？
また、それぞれの国の絵本を外国語と日本語で楽しむこともできます。
ご家族連れでも、ぜひどうぞ！

本場韓国カぺ

会議室

展示・物販・交流ゾーン3F
Exhibition, Retail, and Exchange Zone
展示，售卖，交流区

会場：地下ライブラリー
Location : Basement Library
会场 ：地下阅览室Korean Café ‘좋아요’　韩国茶吧 ‘좋아요’

韓国で大人気の「インスタ映え」スイーツが楽しめます！自分の好みにトッピングして、見た
目にも美味しい韓国スイーツを体験してみませんか？カフェ内の「情報コーナー」には、観
光、食、K-POPから時事ニュースまで、韓国の「今」を知るための情報がいっぱいです。民族
衣装「ハンボック」の試着＆写真撮影コーナーもあります！

10：30ー15：00

Food and Drink Zone　餐饮区

交流フロアー

ステージゾーン
Stage Zone　舞台区

15：15－15：40　韓国の国技「テコンドー」の実演・体験

 
15：45－16：00　クロージング・イベント（ダンス・パフォーマンスなど） 

発表の合間に
詩吟と尺八の

演奏も
楽しめます！

世界のものづくりワークショップ&外国語の絵本読み聞かせ(10：30－15:35)
International Craft Workshop and Storytime
世界手工制作体验及外语的图画书朗读

世界各国の民族衣装を試着してみませんか？ポラロイド
カメラで撮影し、思い出に残る1枚をプレゼント！

「トリムの祭典」おとなりの中央公園で
同日開催！！

だれもが気軽に挑戦・体験できるスポーツ・レクリエーション
イベントです！国際交流＆スポーツで体育の日を満喫しよう！

【お問合せ】087－839－2626（高松市 スポーツ振興課）
[主催]高松市民スポーツ・レクリエーション　トリムの祭典実行委員会

어서오세요∼

オソオセヨ
（いらっしゃいませ～）

民族衣装体験コーナー

民族服装体验区
Folk Costume Wearing Corner

（カフェ）

チョアヨ

「좋아요」

Taekwondo

（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＆表彰式

10：00ー10：10　オープニング・セレモニー

特別企画　フェスタ de アフリカ体験

10：15－10：30

10：35－13：25
10：35　【第1部】JICA研修員による国紹介・クイズ大会
12：25　【第2部】アフリカトークショー
            －それってアフリカあるある？日本あるある？－

にほんごスピーチ発表会
－私が日本で感じたこと、言っていいですか?－　

13：30－15：10

（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＆表彰式

※イベント、出展内容は、一部変更になることがあります。

K a g a w a  I n t e r n a t i o n a l  F e s t i v a l  2 0 1 9

みなさまにご応募いただいた中から選ばれたロゴマークを発表し、表彰式を行います。
アイパルにぴったりのロゴマークとは？！当日をお楽しみに！

10:00ー15:00

10:15ー10:30

❶香川県総務部知事公室国際課

❷香川県青年海外協力協会 世界の民芸品バザー、コーヒーの販売

来吧，一起来看，相互交流，尽情享受吧！

30 自分好みにトッピング

ハンボック（韓国の伝統衣装）を
着て写真を撮ろう！

ハンボック（韓国の伝統衣装）を
着て写真を撮ろう！

オリーブテコンドークラブ

Pesona Indonesia

プメハナ フラ スタジオ ヴァイティアレタヒチ高松


