
GOCA
事業報告

　

一般財団法人 国際都市おおた協会

〒144-0052 　
東京都大田区蒲田4-16-8 ２階
おおた国際交流センター(Minto Ota)
TEL.03-6410-7981　FAX.03-6410-7982　
MAIL：info@ota-goca.or.jp
URL：https://www.ota-goca.or.jp

from おおた
　創刊号   - 2019.02.-
　創刊

Global City Ota Cooperation Association
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✿夏休み学習教室（8月15日～17日、19日、20日） ✿多文化ファミリー交流会”Japan Play Day in Ota”
（8月18日）

✿JAL折り紙ヒコーキ教室（8月19日） ✿科学工作教室（8月24日）

外国につながりがある子ども24人がボランティアの先生
と一緒に夏休みの宿題に取り組みました。 折り紙、書道、紙芝居などの日本の伝統遊びをしました。

よく飛ぶ紙飛行機の折り方と飛ばし方をJALの方から
教えてもらいました。

東工大ScienceTechnoのお兄さんたちから「光」の
不思議と性質を学び、偏光万華鏡を作りました。

夏休みに子ども向けイベントを開催しました！

   夏休み期間に、おおた国際交流センター（Minto Ota）で、日本語を勉強中の子どもを対象とした学習教室
と、日本人、外国人問わず誰でも楽しめる国際交流イベントを開催しました。全イベントを通じて、計8か国、約
100人の子ども達が参加し、たくさん学び、たくさん遊び、科学や日本文化に触れる貴重な機会となりました。

第15号 2022.09

南京玉すだれに挑戦

光についても学びました。

44名の支援者が1対1でサポートしました。

作った飛行機を遠くまで飛ばしました。



6月 26日（日）、7月 24日（日）、8月 28日（日）2022 年 5月 29日（日）、開催日 いずれも午後開催 

　令和４年５月より、大田区に暮らす外国人が日本語でおしゃべりをするGOCAカフェを開催しています。
少人数のグループに分かれフリートークで自由にお話しました。８月のGOCAカフェでは、みんなで楽しく
うちわ作りを行いました。参加者からは、「いろいろな話ができて楽しかった。」「自分の国のことを皆さ
んに伝えられてよかった。」との声をいただいています。

GOCAカフェ（にほんごではなそう）

2022 年 7開催日 9
　おおた国際交流センターの情報・交流コーナーでは、３ヶ月ごとに展示物を入れ替えています。
７月は、区内における国際性をより身近に感じていただけるよう企画展示を行いました。

情報・交流コーナー　企画展示の実施

月

●世界地図でみる国際都市おおた
    世界から大田区へ訪れ、活躍する方を紹介
します。例えば、GOCAの初級日本語受講生
やイベント協力者の方たちなどを紹介してい
ます。展示パネルにあるQRコードから日本語
と母語で話すメッセージ動画も見ることがで
きます。動画から、英語や中国語をはじめ、
ピジン語やマラヤーラム語など様々なことば
にも触れてみてください。
●大田区地図でみる世界
   大田区内で国際交流や多文化共生分野で活
動する団体（主に区の登録団体）を、大田区
地図内にマッピングし紹介しております。

✿展示内容：

「国際都市おおた大使」が制作に挑戦！

✿国際都市おおた大使のお二人からのメッセージ：

　情報・交流コーナー内にある国際都市おおた大使が作った素敵なポスターと動画をきっかけに、お二人の
ご協力が実現しました！展示物のデザインの原案やメッセージ動画の撮影、編集などを担当していただきま
した。学生のお二人は学業と両立しながら制作に挑戦してくれました。展示物の動画では、初級日本語講座
の受講生の方々が、母語と学んだ日本語を使って、メッセージを送ってくれました。また国際交流団体の紹
介パネル作成の際は、団体の皆さまより紹介用の素敵な写真などをご提供いただきました。
ご協力いただきました皆さまへ心より感謝申し上げます。

　情報・交流コーナーの展示事業に参加して嬉しい
です。このような機会に参加することは珍しい機会
だと思います。個人的には趣味としてビデオを作る
ことが大好きです。自分で練習したスキルがセンター
の役に立ててとても嬉しいです。
　ビデオを作る時、様々な言語があって正しく字幕の
タイミングをいれることが非常に難しかったですが、
わからない言語を聞きながら新しい言葉を学ぶことが
できました。（原文のまま記載)

●シーワイサイ・スックサワイさん（出身:ラオス/写真右）

月末（予定）～

●ラホ・ヌマさん（出身:パプアニューギニア/写真左）
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　情報・交流コーナーの企画に参加できて楽しかったです。
GOCAのスタッフから「壁面ポスターのデザインを考えて
ください」と言われたときは、本当に驚きました。
でも、実際にチャレンジしてみると、とても楽しかったです。
今回、壁面ポスターのデザインをやってみて、とても勉強に
なりました。特に、印刷会社の方とお会いしたときに、
印刷と言っても、さまざまな種類や方法があることを知りま
した。そして、実際に完成したポスターはとても素晴らしい
ものでした。（一部抜粋、原文は英語）

 ✿ ：全文と写真は近日、HPに公開予定です！ 

5月の様子 8月の様子



　外国につながりのある子どもの学習支援ボランティアを養成する講座（全６回）を開催しました。第１回
はNPO法人青少年自立援助センター/YSCグローバル・スクールのピッチフォード理絵氏による「外国につな
がる子どもを取り巻く環境」をテーマとした公開講義、第2回～第5回では小・中学生を教える際の心構えや
方法を学びました。さらに第6回では、蒲田中学校日本語学級の太田和良先生、大田区内で子どもの学習支援
を行う団体の方々や日本語を学習中の中学生にお越しいただき、体験談を聞きました。修了生の皆さんは8月
に開催した「夏休み学習教室」で実際に外国につながりのある子ども達の夏休みの宿題をサポートしました。

こども学習支援ボランティア養成講座
6 月 日252022 年 7 月 日6(土)、 (水)、

・子どもの支援では、学習だけではなく、心のケアが最優先という
ことが印象に残りました。
・講師の方の「子どもたちが最初に出会う日本人として、たとえ国
に帰っても日本に親切な大人がいたと思ってもらいたい」という
言葉が印象的でした。経験を話す中学生と支援者第1回公開講座は36名参加

 ✿参加者の声 

日29 (水)、 13 (水)、日 20 (水)、日 27 (水)日

18:30 ～ 20:00 

　英語でのコミュニケーションを練習したい方に向けた、”初級”英会話講座を開催します。
本講座では、簡単なあいさつや自己紹介から学び、趣味や家族など毎週テーマを変えてレッスンします。
講師はGOCAに国際交流ボランティアとして登録しているネイティブスピーカーの方です。
この機会に英会話に挑戦してみませんか？

全6回  毎週水曜日21月92022 年開催日 日、28 日、 5日、12 日、19 日、月10 26 日

＊スケジュールの都合上、申し込み締め切りとなりました。追加募集の際はHPにて掲載いたします。
Tayler Drew(テイラー・ドリュー）氏　（カナダ出身・英会話講師）✿講師：

外国籍の国際交流ボランティアが教える英会話講座（初級）

　地域で外国人の日本語学習をサポートしているボランティアの方のための講座です。日本語学習者に
寄り添った支援をテーマに日々の学習支援の疑問や実際の活動、かかわり方のポイントなどについて、
全3回のワークショップと実習を通して学びます。ぜひご参加ください！単日での参加もご相談ください。

✿詳細は、ＨＰ（右の二次元コード）からご覧ください。

✿講師：

10:00 ～ 12:00 全3回  各日曜日2022 年開催日 2 日、9 日、16 日月10 ＋実習2~3回

1回目：藤橋　師子　　講師（東京ボランティアネットワーク）
2回目：山形　美保子　講師（東京ボランティアネットワーク）
3回目：吉田　有美　　講師（傾聴コーチング・日本語教師）

日本語ボランティアスキルアップ講座

✿詳細は、ＨＰ（右の二次元コード）からご覧ください。

2022 年開催日 23 日 25日 20日月10 月11
　災害時外国人支援ボランティアを対象に、「通訳訓練」を実施します。
「もしも」に備え、通訳の心構えやコツを学び訓練を積んでみませんか？
10月25日には、普通救命講習を消防署で行い、実際にAEDの使い方など
を学ぶことができます。

災害時外国人支援ボランティア対象　通訳訓練/ 普通救命講習

(日)、 (日)(火)、

※新型コロナウイルスの影響で変更となる場合があります。
　その際は GOCA のホームページや SNS でお知らせします。

【講座の対象は原則、大田区在住・在勤・在学の方。その他の方要相談】予定情
報 今後の

HP

HP

開催日



令和４年度 GOCA 賛助会員を募集しています！

10,000 円

2,000 円

そのほか、魅力ある特典を
考案中です！
ぜひご検討ください！

個人会員特典 法人・団体会員特典

①GOCA 事業への優先参加
②GOCA 事業の料金割引

＊一部対象外の講座等もあります。

①GOCA ホームページでの紹介
②バナー広告を無料掲載
③ニュースレターでの紹介
④ニュースレターへの広告掲載料金割引
⑤広報の協力
⑥物品等の貸与

詳しくはこちらを
ご覧ください！

個人会員

法人・団体会員

 ✿ 共通特典 
ニュースレターの郵送

「GOCA ニュース from おおた」を年 4 回、ご自宅等に郵送します。
ダイレクトメールの配信
当協会が行うイベント、講座等に関する情報を月 1 回程度メールでお届けします。

　GOCAでは、活動をご支援いただく賛助会員制度を設け、随時会員を募集しています。ご支援いただい
ております会員の皆さま、心より感謝申し上げます。現会員の皆さまには引き続きご支援をお願いすると
ともに、新規にご支援いただける多くの企業・団体や個人の皆さまのお申込みをお待ちしています！

詳しくはこちら を
ご覧ください！

GOCA と共に大田区の国際交流を盛り上げていきませんか。
　GOCA では、登録制のボランティアを募集しています。登録された方には、GOCA
が行うイベントでの運営や参加、通訳・翻訳等で活躍していただきます。大田区在住・
在勤・在学の 15 歳（高校 1 年生）以上の方が登録できます。
地域の国際交流・多文化共生の推進のため、ぜひ力をお貸しください。

● 国際交流ボランティアを募集します！

GOCA ニュース from おおたに掲載する
広告を募集しています！

　外国籍等で未就学のこどものための日本語教室を開講しています。
日本語の読み書き、学校生活や日常生活のことばなどを無料で学べます。
✿対象： 以下の条件を全て満たしている外国籍等のこども

・日本語が不自由なため未就学
・大田区在住
・6歳から15歳まで（学齢期または入学半年前から入学まで）

✿期間： 入室した日から原則、6か月以内

蒲田教室大森教室
◆日時：月曜日・火曜日・木曜日　9:00～12:00
◆場所：おおた国際交流センター（Minto Ota）
　　　　大田区蒲田4-16-8　2Ｆ
◆定員：20名
◆申込：一般社団法人レガートおおた
　　　　　　担当：津田
　　　　　　電話：03-3731-3831

◆日時：月曜日・水曜日・木曜日　9:00～12:00
◆場所：大田区立山王会館　303号室または401号室
　　　　大田区山王3-37-11
◆定員：10名
◆申込：NPO法人日本語ぐるりっと
　　　　　　担当：飯島
　　　　　　電話：03-5709-1347

✿費用： 無料

GOCA からの案内情
報

● 

おおたこども日本語教室のお知らせ


