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県国際課 ベトナム語国際交流員
Hoàng Thị Chăm (Việt Nam)

ー ホアン・ティ・チャム（ベトナム）ー
実行委員長
President

Q：出身はどこですか。
A：ベトナムのハイフォン市です。
Q：雪を見たことがありますか。

A：富山に来て初めて雪を見ました。
Q：富山のどんなところが好きですか。

A：人の親切さ。
それも富山に来た直後の第一印象でした。

南砺市 英語国際交流員
Eric Jutila (USA)

ー エリック・ジュティラ（アメリカ）ー
副実行委員長
Vice President

Q：出身はどこですか。
A：アメリカのミシガン州です。

Q：背が高いですね。何センチですか。
A：185センチです。

Q：趣味は何ですか。
A：ランニング、格闘技、ロッククライミング、
スノボ、マウンテンバイク、山登り、キャンプ、

ゲーム、ウェイトリフティング・・・

JET世界まつり2021実行委員
実行委員長・副委員長の紹介

JET World Festival 2021 Executive Committee
President & Vice President
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はじめに

JET世界まつりが開催できるのか、引き続き県民と交流を深めることができるのか、
私たちにできることをよく考えた上で、今年ならではの企画を立てました。
まず、三密を避けるために、留学生や一般県民のボランティアを募集せずに、JET

プログラム参加者のみで運営することにしました。次に、例年のJET世界まつりと異
なり、地区別に「砺波地区・南砺市ヘリオス」、「高岡地区・高岡市Uホール」、
「新川地区・黒部市コラーレ」、「富山地区・富山市CiC３階」といった４か所で分
散開催をすることにしました。また、感染リスクを防ぐために、例年実施している
国際ブース、ステージパフォーマンス、キッズコーナー、国際カフェの実施を見送
り、少し変わった今までのない国際理解セミナーとパネル展示を中心として行いま
した。さらに、従来通りにどなたでも参加できますが、新型コロナウイルス感染防
止対策として、ご来場の皆様にマスク着用、手指消毒、体温測定、連絡先情報登録
などのご協力をお願いしました。
本来は実行委員会がCIR 12名のメンバーですが、新型コロナウイルスで着任遅れ

のCIRがいたため、9名しかいませんでした。幸い、9名中7名がイベントの経験者
だったので、皆で力を合わせて会場運営がスムーズにできたと思います。
今年のテーマは「おらっちゃの町から、世界へ」でした。紹介できる国々は大幅

に減りましたが、海外に行けず、海外文化になかなか触れるのことのない新型コロ
ナウイルスの時代において、JET世界まつりを架け橋として、少しでも世界へつなが
ることができたのではないかと思います。

4か所の来場者数はトータル508名でした。こうした特別な背景において、ご来場
の皆様・ボランティアの皆様のご協力により、JET世界まつり2021を無事終了する
ことができ、私たちにとっては大成功でした。

JET世界まつり2022は、来年の2月ごろを予定しておりますので、その際もぜひお
越しいただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。

JET世界まつり2021実行委員長
ホアン ティ チャム （ベトナム）

JET世界まつりは毎年開催しており、今年は26回目となりました。
県内のJETプログラム国際交流員（以下「CIR」という）が計画し、外
国語指導助手（以下「ALT」という）等と力を合わせて運営する国際
交流フェスティバルです。
新型コロナウイルス感染症の影響のもとで、どうすれば安心安全な
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JET World Festival is an annually held event, and 2021 marked the 26th festival since
its inception. This international festival is a non-profit event organized by JET Programme
CIRs within Toyama Prefecture with the assistance of ALTs.

With the ongoing COVID-19 pandemic in mind, we wanted to continue furthering
exchanges with prefectural residents while still holding a safe and worry-free JET World
Festival. After thinking carefully about what we could do, we came up with a unique plan
for this year.

Firstly, in order to avoid the “Three Cs,” we decided to have the JET World Festival
focus only on JET Programme participants, rather than include international students and
ordinary prefectural residents as volunteers like we have done in the past. Next, unlike
previous JET World Festivals, we wanted to host the event in four regions: Tonami (Helios in
Nanto City), Takaoka (U-Hall in Takaoka City), Niikawa (Colare in Kurobe City), and Toyama
(the third floor of CiC in Toyama City). In addition, in order to avoid the risk of spreading
COVID-19, we did not have the International Booths, Stage Performances, Kids Corner, or
International Café, which are normally part of the festival every year. Instead, we focused on
the new and slightly unusual JET Talks (International Understanding Lectures) and panel
exhibits. Moreover, as a measure to prevent the spread of COVID-19, while anyone was
welcome to come to the festival, we asked for guests’ cooperation in wearing masks,
sanitizing their hands, body temperature checks, and registering their contact information.

Traditionally, there are 12 CIRs on the festival’s executive committee, but this year,
we had only nine members due to the delayed arrival of some CIRs as a consequence of
COVID-19. Fortunately, seven out of the nine CIRs had experience organizing previous
JET World Festivals, and all hands were on deck to ensure management of the venues
went smoothly.

The festival’s theme this year was “From Our Town to the World.” Although the
number of participating countries decreased significantly, in the era of COVID-19 when

Introduction

JET World Festival 2021 Executive Committee President
Hoang Thi Cham (Vietnam)
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Introduction

JET世界まつり2021ポスター
JET World Festival 2021 Poster

we cannot easily go abroad—and when chances to interact
with other people and cultures are few—I think we were able
to successfully connect prefectural residents to the rest of the
world, even if just a little, through this year’s JET World Festival.

In total, we welcomed 508 visitors from all four venues.
Thanks to the cooperation from visitors and volunteers alike, it
was a great success for us that JET World Festival 2021
concluded safely under these special circumstances.

JET World Festival 2022 is scheduled for February of next
year, and we hope to see you again at that time. Thank you
very much!



JET世界まつり2021 概要

1 目 的 「語学指導等を行う外国青年招致事業（JETプログラム）」により来県し、
国際交流員（CIR）や外国語指導助手（ALT）として活躍中の外国青年
（JET参加者）たちが、出身国について紹介し、富山県民の異文化に対
する理解を深めるとともに、国際理解セミナー、世界いろいろ体験
コーナーなどを通してJET参加者と県民との交流を図る。

2 主 催 AJET  JET世界まつり2021実行委員会

3 後 援 富山県、富山県教育委員会、（公財）とやま国際センター、富山市、
富山市教育委員会、高岡市、高岡市教育委員会、黒部市、黒部市教
育委員会、南砺市、南砺市教育委員会、富山市民国際交流協会、北
日本新聞社、富山新聞社、読売新聞北陸支社、毎日新聞富山支局、
中日新聞富山支局、北日本放送、富山テレビ放送、チューリップテ
レビ、富山県ケーブルテレビ協議会、富山エフエム放送

4 日時と会場 ①令和３年１月２４日（日） 福野文化創造センター ヘリオス
②令和３年２月７日（日） ふくおか総合文化センター Uホール
③令和３年２月２８日（日） 黒部市国際文化センター コラーレ
④令和３年３月１４日（日） 富山ステーションフロント CiC３階
※4会場とも11:00～16:00

5 内 容 国際理解セミナー、世界いろいろ体験コーナー、JETアート＆デザイン展
#Toyamazing写真展

6 実行委員 委員長 ホアン ティ チャム（ベトナム） 県国際課国際交流員
副委員長 エリック ジュティラ（アメリカ） 南砺市国際交流員
委 員 ヨシムラ マルセロ（ブラジル） 県国際課国際交流員

グラセ マチユ（フランス) 県国際課国際交流員
ダーサリ ラメーシュ（インド） 県国際課国際交流員
リンジー ヘンダーソン（アメリカ） 黒部市国際交流員
ウェイジア ジユウ（カナダ） 高岡市国際交流員
ヤマシタ アリーネ（ブラジル） 県国際課国際交流員
李 該敏（韓国） 県国際課国際交流員
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JET World Festival 2021 Overview

1. Purpose
Coordinators for International Relations (CIRs) and Assistant Language Teachers
(ALTs) who are residing and working in Toyama Prefecture on the Japan Exchange
& Teaching Programme (JET Programme) introduce their home countries, deepen
prefectural residents’ understanding of various cultures, and provide an opportunity
for JET participants and other prefectural residents to interact through events and
activities such as JET Talks and Multicultural Workshops.

2. Organizers
AJET JET World Festival 2021 Executive Committee 

3. Sponsors
Toyama Prefecture, Toyama Prefectural Board of Education, Toyama International
Center, Toyama City, Toyama City Board of Education, Takaoka City, Takaoka City
Board of Education, Kurobe City, Kurobe City Board of Education, Nanto City, Nanto
City Board of Education, Toyama Cosmopolitan Association, The Kitanippon
Shimbun, Toyama Shimbun, Yomiuri Shimbun Hokuriku Branch, Mainichi Shimbun
Toyama Branch, Chunichi Shimbun Toyama Office, Kitanihon Broadcasting Co., Ltd,
Toyama Television Broadcasting Co., Ltd., Tulip-TV Inc., TOYAMA Cable Television
Association, Toyama FM Broadcasting Co., Ltd

4. Date and Venue
a) Nanto City Fukuno Cultural Center “Helios” on Sunday, January 24, 2021
b) Takaoka City Fukuoka General Cultural Center “U-Hall” on Sunday, February 7, 2021
c) Kurobe City Colare International Cultural Center on Sunday, February 28, 2021
d) Toyama City Toyama Station Front CiC, 3rd Floor on Sunday, March 14, 2021

Note: All events were held from 11:00 to 16:00

5. Festival Activities     
JET Talks, Multicultural Experience Workshops, JET Art&Design Exhibit, #Toyamazing
Photo Exhibit

6. Executive Committee
President Hoang Thi Cham (Vietnam) International Affairs Division CIR
Vice President Eric Jutila (USA) Nanto City CIR
Members Marcelo Yoshimura (Brazil) International Affairs Division CIR

Mathieu Glacet (France) International Affairs Division CIR
Ramesh Dasari (India)       International Affairs Division CIR
Lindsey Henderson (USA) Kurobe City CIR
Wei Jia Zhu (Canada) Takaoka City CIR
Aline Yamashita (Brazil) International Affairs Division CIR
Lee Hae Min (South Korea) International Affairs Division CIR
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広報活動・ボランティア募集

今年のJET世界まつりは例年と同様にJETプログラム参加者を中心として運営しま
した。例年は留学生や一般県民に対してもボランティア募集を行いましたが、今年
は新型コロナウイルス感染症対策で、JETプログラム参加者以外のボランティアを募
集しないことを、1月ごろにホームページでお知らせしました。
しかしながら、人手不足の問題がありました。県内在住の全てのALTにメールで

連絡しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で、県内約3分の1のJETプログラ
ム参加者（CIRとALT）の来日が遅れているため、参加してもらえるALTは例年より
圧倒的に少なかったのです。したがって、CIRの私たちは、運営だけでなく、いつも
以上にいくつかの役割を同時に行う必要がありました。高岡会場では、高岡市多文
化共生室の職員の方々や日本語教室の生徒の皆さんたちにもご協力いただきました。
ボランティア募集のことから、イベントの集客が難しいと推測し、例年より多いPR
活動を行いました。まず、より多くの人にJET世界まつりを知っていただけるよう、
気楽にシェアしていただけるよう、ホームページの他、公式のフェイスブックペー
ジも新しく設立しました。

• JET世界まつりホームページ：https://toyamazing.wordpress.com
• JET世界まつりフェイスブックページ：https://facebook.com/jetworldfestival

市町村の小・中・高等学校、支援学校、短大、大学などに送付するとともに、後援
をいただいている富山県庁やとやま国際センター、人通りの良い県民会館や市役所
などの掲示板にも掲示しました。特に、今年は4か所で開催したため、各会場にも

力をいただき、イベントへの来場を呼びかけ
ていただきました。その結果として、
4か所の来場者数は計508名に達しました。
最後に、今後より良いJET世界まつりのた

めに、ご来場の皆様にアンケートの協力をお
願いしました。ご記入していただいた貴重な
ご意見は来年の参考にぜひ使わせていただき
たいです。
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ホアン ティ チャム （ベトナム）

facebook

@jetworldfestival

次に、ケーブルテレビ富山、となみ衛星通信テレビと
いった地方テレビやFMの生放送にも出演するとともに、
各地域の広報誌・情報誌などへも掲載しました。また、
ポスター・チラシについては、黒部市CIRのリンジーさ
んに作成していただき次第、例年通りに県内の全ての

広
報
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動
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ケーブルテレビ富山でPR
Promotion at Cable TV Toyama



Promotion and Volunteer Recruitment

As with previous years, we wanted this year’s JET World Festival to focus primarily on
JET Programme participants. Usually, we recruit international students and ordinary
prefectural residents as volunteers as well, but this year, as a countermeasure against COVID-
19, we decided to announce on our official website in January that we would not be
recruiting volunteers outside of JET Programme participants.

However, this led to a shortage of volunteers. We contacted all ALTs living in the
prefecture by e-mail and asked if they could come help out; however, about one-third of all
JET Programme participants (CIRs and ALTs) assigned to Toyama Prefecture have been
unable to enter Japan due to COVID-19. As such, the number of ALTs who could participate
was overwhelmingly smaller than usual. Therefore, we (the CIRs) had to not only run the
venues, but also play several other roles simultaneously. At the Takaoka venue, we received
help from the staff of Takaoka City’s Office of Multicultural Affairs and from the students and
staff of the Japanese Language Class.

Judging from our efforts to recruit volunteers, we predicted that it would likewise be
difficult to attract visitors, and as such decided to carry out more promotional activities than
usual. Firstly, in addition to the official website, we established an official Facebook page so
more people could learn about JET World Festival and share information more easily.

• Official website: https://toyamazing.wordpress.com
• Official Facebook page: https://facebook.com/jetworldfestival

special needs schools, junior colleges, and universities within the prefecture—as has been
done in years past. We also posted the posters at various notice boards, including those
not only at the Toyama Prefectural Government Office and Toyama International Center
(both of which sponsored the festival), but also those at Toyama Prefectural Civic Hall and

Toyama City Hall where there is heavy foot traffic. As
the festival was held at four venues this year, each
venue also helped to recruit attendees individually.
Ultimately, the number of visitors from all four
venues totaled 508 people.

Finally, to improve future JET World Festivals, we
gave out a survey to visitors. Their responses will be
used to help prepare for next year’s festival.
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Hoang Thi Cham (Vietnam)

JET世界まつり
ホームページ
JET World 

Festival Website

Next, we promoted the festival on local TV stations, such as Cable
Television Toyama and Tonami Satellite Communications Television,
appeared on a live FM radio broadcast, and published information about
the festival in each region’s magazines and newsletters. In addition, as
soon as Lindsey, Kurobe City’s CIR, created beautiful posters and flyers,
they were sent to all elementary/junior high/senior high schools,

PR & 
Volunteers

富山シティエフエム「GO! GO! City」でPR
Promotion at Toyama City FM “GO! GO! City”



2021年1月24日（日）、南砺市福野文化創造センター【ヘリオス】において1回目
のJET世界まつり2021を開催しました。砺波地区は3つのコーナーを設置しました。
国際理解セミナー、世界いろいろ体験コーナー、JETアート＆デザイン展示・写真コ
ンテスト展です。国際理解セミナーでは、CIR（国際交流員）やALT（外国語指導助
手）が母国の食べ物・観光・歴史や発表者それぞれのエピソードなど幅広い内容を
英語や日本語で紹介しました。世界いろいろ体験コーナーは体験の種類に合わせて
２つのミニコーナーに分けました。時間帯指定のプレゼンテーション型体験と出入
り自由の体験コーナーでした。前者では、ダンス・格闘技・言語体験・ヨガ等を楽
しむことができました。後者では手作りアート、ゲーム、クイズゲーム等を楽しむ
ことができました。JETアート＆デザインコーナーでは、アート・各国紹介パネル・
JET参加者が撮った富山の写真が展示されました。

開催するためにまず会場の候補をいくつか探し、それぞれの
利点と欠点について調べました。実行委員会の皆で検討し、福
野文化創造センター【ヘリオス】に決めました。ヘリオスは費
用が高いですが、かなり素敵な雰囲気で福野駅に近いです。ヘ
リオスの都合により開催日を決めました。
開催日の2～3ヶ月前からALTのボランティア募集を始めまし

た。砺波地区のJETは富山県の中で一番少ないため、多くのボラ
ンティアを集めるのが難しいです。幸いなことに、砺波地区の
JETは皆私の知り合いなので、 Facebookを通してメッセージを
送ったり直接会ったりすることで募集できました。そして、地

区から参加してくれるボランティアもいました。その後は皆とコミュニケーション
をとるのが重要でした。ボランティアにはどんなことをしたいかとその活動のため
に何が必要かを聞き、一緒に準備しました。他の国際交流員にも出演してもらうた
めに、出演したい体験とセミナーを聞くためのグーグルフォームを作り、皆に入力
してもらいました。
皆の自分が出演したいものが調査できてから、プログラムのためのスケジュール

とボランティア配置計画を作成いたしました。なるべく早く用意すればいいのです
が、せめて開催日の2週間前までに最終版に近いものがあればいいと思います。

【砺波地区】 JET世界まつり2021 in 南砺
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エリック ジュティラ （アメリカ）

南

砺

市

まつりの当日 (ヘリオスの入口)
Day of the Festival 
(Entrance to Helios)

「マイノリティとして生きる」（ミゲル・リチマウイさん）
“Living as a Minority” (Miguel Rischmaui)

「民謡と共に日本で暮らす」（クリストファー・ブラウンさん）
"Folk Songs From an Outsider Looking In" 

by Christopher Brown



Tonami Region: JET World Festival 2021 in Nanto

JET World Festival 2021 was held at its first venue, Fukuno Cultural Center “Helios,” on
Sunday, January 24th, 2021. There were three main corners for the Tonami Region’s venue:
JET Talks, the Multicultural Experience Workshops, and the JET Art&Design Exhibition/
#Toyamazing Photo Contest. JET Talks are presentations by CIRs (Coordinator for
International Relations) and ALTs (Assistant Language Teachers) about their home countries
that featured topics ranging from international food and tourist locations to personal stories
and history. The Multicultural Experience Workshops were divided into two smaller corners
with different kinds of workshops in each. In one, there were presentation-style workshops
with a fixed schedule, and in the other, there were come-and-go workshops where visitors
could freely enjoy activities for long as they liked. The presentation-style workshops featured
cultural dances, foreign language workshops, martial arts, yoga, and more, while the come-
and-go workshops featured games, arts & crafts, and country quizzes. At the JET
Art&Design/#Toyamazing Photo Contest, art, foreign country introductions, and JET
Programme participants’ photos of Toyama Prefecture were on display.

To organize the event, I started by looking up a number of suitable venues and
familiarized myself with the pros and cons of holding the event at each location. Then, the
festival planning committee decided on the final venue as a group. We chose Fukuno
Cultural Center “Helios.” Helios is a bit expensive to use, but it has a great atmosphere and is
close to Fukuno Station. The date for the event was decided based on Helios’s availability.

The Tonami Region has the fewest JET Programme participants, so it can be difficult to
recruit ALT volunteers there. Luckily, I know everyone in the region, so I sent messages via
Facebook to everyone and talked to a few of them about the festival whenever we met in
person. There was also a number of volunteers who came from other regions in Toyama.
After gathering volunteers, it was important to coordinate with them to figure out what they
wanted to do for the festival and ensure they had everything they needed. This required
effective communication that was maintained up until the start of the event. Additionally, I
made a Google Forms survey to determine what kinds of talks and/or workshops each CIR
wanted to do so that I could organize a schedule for everybody.

After figuring out what everyone wanted to do for the festival, I started working on
schedules for the program and the volunteers. This is something that should be readied as
early as possible. At the very latest, something approximating a final draft for each schedule
should be ready two weeks before the event.
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Eric Jutila (USA)

Nanto 
Festival

フィリピンの格闘技「アーニス」（ドミソン・アブワンさん）
“Arnis” by Domyson Abuan

「アメリカクイズチャレンジ」（美香・ポストさん）
"USA Trivia Challenge" by Mika Post



【砺波地区】 JET世界まつり2021 in 南砺

そして、開催日の10日間前にヘリオスのスタッフと打ち合わせを
しました。その打ち合わせのためにどの部屋をどんなふうに使うか
を決めました。
世界まつりの数日前にボランティアの説明書を作成して送信しま

したが、出来れば1週間前の方がいいと思います。そして、皆が自
分の役割を理解しているかどうかを確認することも重要だと思いま
す。
当日は参加者が少なかったですが、新型コロナウイルスの感染者

数が増加していたので、それは仕方がないことだと思います。しか
し、参加していた人達は楽しそうに体験に参加したりセミナーを聞
いたりアート＆デザイン展示を楽しんだりしてくれたようなので、
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砺波地区の世界まつりは大成功でし
た。大きな問題が起こらなかったし、それぞれの活動
が本当に面白かったと思います。コロナが収まった時
に同じようなまつりを開催するとしたら、一番改善し
たいのは会場の使い方です。1階と2階に分けられて
実施していたのでまつりとしての一体感が少しうすい
気がしました。今年、全ての部屋を1階に予約するこ
とが出来なかったので、次回は出来れば使用する部屋
を全て近い場所で予約したいと思います。

「インドヨガ体験」
（ラメーシュ・ダーサリさん）
Indian Yoga Workshop 

(Ramesh Dasari)

南

砺

市

「エイミーとのコラージュ！」（エイミー・デイビスさん）
"Collage With Amy!" by Amy Davis

「JET世界まつり2021 in 南砺」プログラム



Tonami Region: JET World Festival 2021 in Nanto

I then had a meeting with the staff at Helios roughly ten days before the event was
scheduled. For that meeting, I decided how each room would be used for each activity.

A few days before the event, I wrote a document explaining what volunteers needed
to do at each section of the festival and sent it to them. I would recommend sending this a
week before the event if possible. While I did not have time to do this myself, it would also
be a good idea to talk to each person involved in the event individually to make sure
everyone understands what they should be doing.

On the day of the event, there were fewer participants than we had hoped for. This
was likely in part due to the sharp increase in COVID-19 cases prior to the event, so it was
perhaps an unavoidable outcome. That being said, those who did come clearly enjoyed
themselves as they participated in the workshops, listened to the talks, and admired the
works of art on display, which is the best indicator of the festival’s success. Additionally,
no major issues arose during the event, and every single activity was truly interesting.
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Nanto 
Festival

If the event were to be held again after the end
of the COVID-19 pandemic, what I would like to
improve most was how the venue was organized.
Because the event was divided between the first and
second floors, it felt spread out and a little
disassociated. This was due to the fact that we were
unable to secure room reservations all on the first
floor, so it would be nice to have all the activities in
rooms closer together in the future.

“JET World Festival 2021 in Nanto” Program



【高岡地区】 JET世界まつり2021 in 高岡

はじめに
毎年2月中旬に開催するJET世界まつりは、新型コロナウイルスによる制限のため

開催形式を見直し、今年は四か所で分散開催することにしました。高岡地区では、
福岡町の総合文化センター「Uホール」を会場とし、久しぶりに中心部以外の地域で
催すことにしました。Japan Exchange & Teaching Programmeの省略であるJETプ
ログラムは語学指導のほか、異なる文化背景を持つ人々との交流を重んじる特徴が
あり、新型コロナウイルスの影響を控える一方、Uホールでの開催が地域交流を促進
する好機ではないかと考えております。世界各国から富山に集まったALTとCIRの多
彩な文化背景を紹介する舞台を提供し、地元の方々との交流の場を作ることを目指
しました。今年のテーマ「おらっちゃの町から世界へ」を踏まえ、今までJET世界ま
つりと馴染みのない、中心部までの行きづらさを感じざるを得ない地域住民やJET参
加者とも、世界を少しでも近くに感じていただくことに着目しています。

JET世界まつり2021の高岡会場は、以下四つのコーナーに分かれています。

①国際理解セミナー
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ウェイジア ジュウ （カナダ）

会場の文化ホールでは、元・現役JET参加者が母国
の文化や日本での暮らしについて講演 （ 「 JET
Talks」）を行いました。講演者は母国の魅力点や、
自分の経験に基づいた異文化受容の大切さなど、も
しくは日本の伝統文化とのふれあいについて熱意を
込めて発表しました。その上、高岡地区のJET参加者
が三味線、琴、弓道などのサークルに所属したり、
福岡町公民館で英会話ボランティア教室を開いたり
して、地域の一員として積極的に活躍している様子
から、住民間の交流がさらに広まることが期待され
ています。

「民謡とともに日本で暮らす」（クリストファー・ブラウンさん）
ブラウンさんは、三味線を演奏しながら富山県
の民謡を披露しました。
Christopher Brown presenting Toyama 
folk songs while giving a performance on 
the shamisen

「現代インド」（ダーサリ・ラメーシュさん）
“Modern India” (Dasari Ramesh)

「マイノリティとして生きる」（ミゲル・リチマウイさん）
“Living as a Minority” (Miguel Rischmaui)

高

岡

市



Takaoka Region: JET World Festival 2021 in Takaoka

Introduction
JET World Festival, held annually in mid-February, saw its form change this year due

to not only to the challenges and restrictions posed by the spread of COVID-19, but also
because we decided to host the festival in all four of Toyama’s regions in order to cater to
a variety of residents. In the Takaoka region, we chose Fukuoka Town’s General Cultural
Center (U-Hall) as the event venue for the specific reason that the Japan Exchange &
Teaching (JET) Programme not only values teaching, but also focuses on the promotion
of intercultural exchange between people of diverse backgrounds. In addition to
effectively preventing the spread of COVID-19, hosting the event at such a venue as U-
Hall offered an unprecedented opportunity to promote regional exchanges between JET
participants and local residents. It was our wish to create a space for interactions by
providing a stage that would introduce the diverse cultural backgrounds of ALTs and CIRs
who, hailing from different parts of the world, have gathered in Toyama to live, work, and
share their experiences. In line with this year’s theme, “From Our Town to the World,” I
hope that we were able to bring the world a little closer together by hosting the JET
World Festival in an area where the event is lesser known and whose residents might
have found the festival difficult to attend had it otherwise been held in the prefecture’s
center, as is standard practice.

“JET World Festival 2021 in Takaoka” consisted of the following four main components:

1. International Understanding Lectures (“JET Talks”)
Inside the Cultural Hall, former and current

JETs gave lectures called “JET Talks” about their
country’s culture and experiences living in Japan.
With passion, the speakers shared interesting facts
about their hometowns, the importance of cultural
acceptance, and their interactions with traditional
Japanese arts. In addition, Takaoka region’s JETs are
active members of local shamisen, koto, and
Japanese archery groups, and some hold regular

English conversation classes at the Fukuoka Community Center on a volunteer basis. We
hope their contribution and active involvement will encourage JETs and members of the
local community alike to continue to interact and bond with each other well after the
festival.
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Wei Jia Zhu (Canada)

講演中ホールの様子
Audience enjoying a JET Talk in the Cultural Hall

Takaoka 
Festival



【高岡地区】 JET世界まつり2021 in 高岡

②世界いろいろ文化体験
研修室①とイベントホールでは、来場者が気軽に参加できる「世界いろいろ文化

体験」を設けました。出入り自由のボードゲーム、特色のあるクラフト作りと各国
の武術・伝統的な踊りを教える発表型の体験を提供しました。体を動かして踊った
り、民族ゲームをしたり、クラフト作りに集中したり、子どもも大人も笑顔で楽し
んできただき、私たちにとって何よりの喜びでした。特に発表型の体験には大勢に
参加してくださり、少しシャイな子供でも周りの励ましで溶け込んで、意気揚々と
挑戦していました。

③ ミニ言語カフェ
研修室②では、英語の他にフィリピン語、ポルトガル語、スペイン語など、JET参

加者の母国語に触れられる「ミニ言語カフェ」を設けました。外国語を勉強する
「義務」や「需要」より、言葉を使うことによって、世界の人々とつながる喜びを
再発見していただけたらという思いを込めて企画しました。講座によっては通訳を
使わず、その言語だけで教える講師もいました。こういったイマージョンスタイル
の体験に参加してくださった方から、「スペイン語が一切話せなくても、相手の行
動を見て聞くだけで驚くほどコミュニケーションが取れました。繰り返して発声す
ることによって、思ったより言葉を覚えるのが早かった」というコメントもいただ
きました。
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親子でお守りづくり
Parents & children making “ojos de dios”

「バンブーダンス」のリズムに合わせ、
いろんな踊り方に挑戦する子供たち

Children enjoying Tinikling, a bamboo dance where 
dancers try to match the rhythm of the moving poles

アート＆デザインコーナー
Art & Design Corner Artworks

（高岡市国際交流協会のご厚意による）
高岡市の姉妹・友好都市展示

Takaoka City’s Sister & Friendship City Relations 
(Courtesy of Takaoka City International Association)

高

岡

市



Takaoka Region: JET World Festival 2021 in Takaoka

2. Multicultural Experience Workshops
Two types of Multicultural Experience Workshops took place inside Seminar Room 1 and

the Event Hall: a come-and-go corner with a variety of board games and craft-making
experiences from different countries, and a presentation corner where JETs taught traditional
dances, martial arts, and group games in English. It was truly a reward for us to see adults and
children learning different dances, engaging in folk games, and showing incredible dedication
to making crafts. We would like to thank the numerous visitors who took part in the
experiences; even children who were a little shy warmed up quickly and challenged themselves
thanks to the encouragement of those around them.

3. Mini Language Café
The Mini Language Café was set up in Seminar Room 2 to give all visitors an

opportunity to learn and speak the native languages of Toyama JETs, including English,
Filipino, Portuguese, and Spanish. We hope that this corner helped visitors rediscover the
joy of communicating with people around the world by speaking in their language, rather
than learning out of a sense of duty or demand. In fact, some lecturers appealed to an
immersion style of teaching and taught entirely in their native language without resorting
to translations. The participants enjoyed the experience and did not hesitate to commend
the initiative: “even if I didn’t speak a word of Spanish before, I was surprised by how
much I was able to communicate by observing and listening to the others. I learned the
vocabulary much faster than I thought I would just by saying the words aloud.”
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「英語で遊ぼう！」（シャロン・シューさんとリズ・ナジュさん）
“Let's Eigo-Go!” by Sharon Xu & Elizabeth Nagy

ケベック州の民族舞踊
Participants enjoying a traditional 

Quebec folk dance

スパイン語でUNOゲームをする
（ミゲル・リチマウイさん）

Playing UNO in Spanish
(Miguel Rischmaui)

「これって日本語？ポルトガル語？言葉は
似ているけど意味が違う！」（アリーネ・ヤマシタさん）

“Is it Japanese or Portuguese? Similar Sounds but 
Different Meanings!” (Aline Yamashita)

Takaoka 
Festival



【高岡地区】 JET世界まつり2021 in 高岡

④展示会
イベントホールでは、JET参加者の作品を展示する「アート＆デザイン」コーナー、

国際交流員による母国の紹介や姉妹・友好都市の展示、「私たちから見た富山」
（#Toyamazing）写真展と、多彩に設置されました。言葉だけではなく、自由に鑑
賞できる展示スペースを通して、国際交流と多文化への関心を一層深めていただけ
たら嬉しいです。

#Toyamazing写真展では、外国人であるJET参加者が富山の景色や暮らしについて
特別な視点を提供し、来場者の中には「この写真はどこで撮ったんですか」と驚き
ながら尋ねた方もいました。今年は優勝作品を決めるために、JET世界まつりの限定
缶バッジを景品として来場者の方に投票していただく楽しい仕組みを立ち上げまし
た。

前日までの準備
JET世界まつり高岡会場の準備は、①会場配置、②発表者・ボランティアの募集と

連絡と、③イベント宣伝（広報）の三種類に分けました。①会場の配置は世界まつ
りで使う予定のスペース（ホール、研修室、受付など）のあり方や、展示パネルや
プロジェクタなどの物品配置が含まれ、下見と事前打合せを行い、会場のスタッフ
と調整しました。②連絡の面では、発表者と相談しながらテーマを決定し、依頼書
を通して発表に必要な配置と物品を確認しました。各コーナーが円滑に進むように、
スタッフのローテション表の作成がとても重要でした。高岡市日本語教室の生徒と
サポーター、高岡市国際交流協会と高岡市役所の職員が積極的に呼びかけに応じ、
当日会場運営のために精一杯努力してくださり、誠にありがとうございました。③
今回高岡会場の宣伝は、できるだけ多くの方に届くよう、公式Facebookページでの
情報発信に重点を置きました。そのほか、市役所、国際交流協会、福岡駅と通学者
の多い越中中川駅、また文化交流に関心を持つ団体や組織なに、ポスター掲示の許
可をもらい宣伝を行いました。また、福岡町地域自治会連合会が公民館や町内会の
看板を使って地元の方々に声をかけてくださり、当日も大勢の方に応援にお越しい
ただいたことを心から感謝しています。

当日の感想
高岡会場はボランティアの人数に余裕にがあり、会場運営の合間にスタッフ同士

が交流することもでき、ボランティアの方も手伝うことが「楽しかった」と言って
くださいました。新型コロナウイルス感染対策のため、受付、イベント調査や写真
展への投票に関しては、非接触のQRコードの使用を広めることができ、目の前の困
難に止められず、JET世界まつりが新しい開催様式を迎えることができたのではない
かと考えています。
この度は多くの団体のご支援・ご協力により、JET世界まつり2021 in Takaokaが

成功裏に開催できたことを心から感謝しております。
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Takaoka Region: JET World Festival 2021 in Takaoka

4. Exhibitions
In addition to hosting workshops, the Event Hall served as an exhibition hall for

artworks created by JETs (the Art&Design Corner), panels introducing CIRs’ home countries
and Takaoka’s sister & friendship cities, and the #Toyamazing photo contest. We hope
visitors enjoyed the exhibits in this free space and broadened their views about cultural
diversity and international exchange.

The #Toyamazing Photo Contest featured beautiful photos of Toyama taken by JETs.
Many visitors were surprised there were sights of their home prefecture that they did not
recognize, and it offered a fresh perspective into their hometowns. To help determine the
winning photos this year, we handed out JET World Festival buttons as incentives for
visitors to vote in the photo contest.

Event Preparation
Preparation for the Takaoka venue can be divided into three categories: 1) venue

arrangements, 2) recruitment of speakers and volunteers, and 3) PR for the event.
1) To establish the layout of the spaces to be used for the festival (halls, seminar

rooms, and reception areas) and the placement of equipment (panels, projectors, etc.), we
stayed in touch with the U-Hall staff and visited the venue for preliminary and final checks
prior to the event.

2) With the help of the general recruitment form, we reached out to potential
speakers and worked together to determine the topics of presentations. We also sent out
request forms to make sure speakers have access to what they needed during their
presentations. It was important to create a staff rotation schedule to ensure the smooth
operation of each corner on the day. We would like to thank the students and staff from
Takaoka City’s Japanese Classroom, the International Association and the employees of
Takaoka City Hall, who actively responded to our call for general volunteers and pulled out
all the stops to help manage the venue on the day of the event.

3) In order to reach as many Toyama residents as possible, we focused on promoting
the event through our official Facebook page. Furthermore, we obtained permission to put
up the JET World Festival posters at Takaoka City Hall, the International Association, JR
Fukuoka Station and JR Etchu-Nakagawa Station (a primary commuting station for many
students), and brought the event to the attention of various local organizations interested
in cultural exchange. In particular, we would like to thank the members of the Fukuoka
Residents’ Association who took the time to reach out to local residents and put up posters
inside the community center and on community signboards.

Overall Impressions
Because the Takaoka venue was blessed with a large number of volunteers, it was

possible for volunteers to enjoy the festival, too. It meant more than anything to us to hear
from volunteers that “it was fun to help out at the event!” In order to prevent the spread of
COVID-19, the visitors were encouraged to use the QR codes to register for the reception,
answer event surveys, and vote in the photo contest. The JET World Festival was successful
in finding a way to work in spite of the difficulties posed by the pandemic this year.

To conclude, we would like to express our heartfelt gratitude to all the volunteers and
organizations who supported us in this endeavor. “JET World Festival 2021 in Takaoka”
could not have been a success without your efforts and dedication. Thank you!
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Festival



【高岡地区】 JET世界まつり2021 in 高岡
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「オホ・デ・ディオス（お守り）を作ろう！」
（リンジー・ヘンダーソンさん）

"Let's Make an Ojo de Dios!“ 
by Lindsey Henderson

「エリックとABCかるた・トランプゲーム
しましょう！」（エリック・ジュティラさん）

“ABC Karuta and Card Games with Eric!”
by Eric Jutila

「インドヨガ体験」（ラメーシュ・ダーサリさん）
“Indian Yoga Workshop” by Ramesh Dasari

受付で間隔をあけて登録に進む来場者
Visitors proceeding to the reception 
while maintaining social distancing

高

岡

市



Takaoka Region: JET World Festival 2021 in Takaoka
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「JET世界まつり2021 in 高岡」プログラム
“JET World Festival 2021 in Takaoka” Program

Takaoka 
Festival



はじめに
2021年2月28日（日）に黒部市国際文化センター「コラーレ」で第3回のJET世界

まつり2021を開催しました。過去には1996年、2001年、2009年、2013年にコラー
レで開催したことがあり、今回で5回目となる世界まつりができたことを、何より嬉
しく思います。

コラーレは開催場所として、とても充実した施設で
す。展示パネル、机、椅子、プロジェクター台、スク
リーン、音響機器などの付属設備がとても豊富で、コ
ラーレ関係者はまつりの前後及びイベント中も丁寧に
いろいろ手伝ってくれました。今年、黒部市国際文化
センター「コラーレ」で開催ができ、とても嬉しく思
います。黒部駅から少し離れていますが、今後の祭り
もコラーレで開催することができたらいいと思います。

PR宣伝
まつりのPRは、例年通りにチラシとポスターを黒部市内の施設に配布しました

（配布先は小中高校、公共交通機関の駅、レストラン、市内公民館、コミュニ
ティーセンターなどでした）。イベントの5日前、フェイスブックでまつりのプログ
ラムと事前受付の情報について有料の宣伝を行いました。黒部市と県内の公式フェ
イスブック・ページにも、プログラムの投稿をご丁寧にシェアしていただき、さら
に幅広い年代の方々に発信することができました。

【新川地区】 JET世界まつり2021 in 黒部
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リンジー ヘンダーソン （アメリカ）

受付の準備
Preparing the reception desk

会場の施設案内
「JET世界まつり2021 in 黒部」では、コラーレのカーター

ホール、マルチホール、創作室、そして楽屋（大）の予約を
10月に押さえました。今回のまつりでは、カーターホールで
は「国際理解セミナー」、創作室では「世界いろいろ体験
コーナー②（出入り自由）」をすることとなりました。マル
チホールでは「JET世界まつり in 高岡」のように、お部屋の
面積を半分に分割し、一部は「世界いろいろ体験コーナー
①」、残りのスペースは「アート＆デザイン」と
「#Toyamazing写真コンテスト展」、「各国紹介パネル展
示」のコーナーとなりました。

国展示の配置に取り込むボランティアさん
Volunteers setting up the country panels

黒

部

市



Niikawa Region: JET World Festival 2021 in Kurobe

Introduction
On Sunday, February 28th, 2021, we held the third round of JET World Festival 2021

at Colare International Cultural Center in Kurobe City. JET World Festival has previously
been held at Colare four times in 1996, 2001, 2009, and 2013, and we were thrilled to be
able to bring the total number to five with this year’s festival.

Event Space Overview
For “JET World Festival 2021 in Kurobe,” we reserved Carter Hall, the Multipurpose

Hall, the Creative Workroom, and the large backstage room. At this festival, we used
Carter Hall for “JET Talks,” and the Creative Workroom was used for “Multicultural
Experience Workshops ② (Come-and-Go).” As for the Multipurpose Hall, we took a leaf
out of Takaoka’s book and split the room in half, dedicating one part to the “Multicultural
Experience Workshops ①” corner, and the other half to “Art & Design,” “#Toyamazing
Photo Contest,” and the country display panels.

As an event space, Colare is a very well-equipped
location. It offers plenty of panels, desks, chairs, screens,
projectors, sound equipment, and other necessary items.
In addition, the staff at Colare were incredibly helpful
before, during, and after the event. We are very happy
to have been able to hold another festival at Colare
International Cultural Center in Kurobe City. Although it
is a little far from the station, there would be many
benefits to holding JET World Festival here in the future
as well.

PR & Promotion
As in the past, posters and flyers were distributed to facilities within Kurobe City
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(including elementary, middle, and high schools, as well
as public transportation stations, restaurants, and
community centers). Five days prior to the festival, we
launched a paid promotion on Facebook of the post
containing the festival’s program and pre-registration
information. Thanks to the Kurobe City and prefectural
public Facebook pages, who shared the post as well,
we were able to reach a large variety of age groups.

Lindsey Henderson (USA)

「フィギュアスケートの文化」（ハリー・グリフィンさん）
“The Culture of Figure Skating” (Hallie Griffin)

各国紹介パネル展示（カナダ）
Country Displays (Canada)

Kurobe 
Festival



【新川地区】 JET世界まつり2021 in 黒部

また、まつりの2日前に「FM76.1MHz ラジオ・ミュー」で、JET世界まつりの内
容などについての収録をさせていただき、その日の18時にラジオ・ミューで放送さ
れました。
フェイスブックやラジオのおかげで、普段よりも多くの方々にも情報発信するこ

とができたと思います。今後のJET世界まつりにも、フェイスブックなどのSNSを利
用して宣伝した方が良いと思います。

ボランティア募集
今年度は、新型コロナウイルスの影響により新川地区で活躍しているALTの人数

が減りました。その結果、黒部のまつりでは黒部市内のALTだけではなく、県内の
各地域のALTにも協力していただきました。ALTと国際交流員の協力のおかげで、
フィリピン、カナダ、インド、チリ、ブラジル、ベトナム、韓国、フランスやアメ
リカについてのセミナーと体験を来場者に紹介することができました。

まつりの当日
前回のまつりと同じく、当日の9時～11時の間に各コーナーの準備を行いました。
南砺と高岡のまつりの時に頂いた感想を踏まえ、今回の「世界いろいろ体験コー

ナー」は
• 世界いろいろ体験コーナー①（時間帯）
• 世界いろいろ体験コーナー②（出入り自由）

にしました。そして出入り自由の体験コーナーに関しては、午前・午後のセッショ
ンを2つに分け、午前は11時～13時15分まで、午後は13時半～16時までにしました。
まつりの当日、各コーナーで体験・ミニ語学講座・工作などの幅広い活動を楽し

んでいる来場者を見ることができ、「楽しかったね！」という声も聞こえました。
アンケート調査では、「以前から参加したいと思っていましたが、富山市までは遠
くて参加できず。黒部市で開催してくださったおかげで参加できました。ありがと
うございました。楽しかったし、勉強になりました。」という感謝の声をいくつも
いただきました。
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「フィリピンの「パロル」作り体験」（エレン・ジョイ・サナオさん）
“Let’s Make Paper Parols!” by Elaine Joy Sanao

「ドリームキャッチャーの作り体験」（ウェイジア・ジュウさん）
“DIY Dreamcatcher Workshop” by Wei Jia Zhu

黒

部

市



Niikawa Region: JET World Festival 2021 in Kurobe

Additionally, two days before the festival, FM 76.1MHz Radio Myu was so kind as to
host us and allow us to record a short promotional interview concerning the festival and
its program.

Thanks to our Facebook page and Radio Myu, I believe we were able to promote
the event to many people whom we are not normally able to reach. Going forward, it
would likely be wise to utilize Facebook and other social media to further promote the
festival.

Recruiting Volunteers
As a result of COVID-19, the number of ALTs working in the Niikawa Region has

decreased. Consequentially, the festival in Kurobe welcomed the participation of not only
Kurobe City ALTs, but that of ALTs from every region within the prefecture. Thanks to the
hard work of both the ALTs and CIRs, we were able to introduce participants to lectures
and workshops from the Philippines, Canada, India, Chile, Brazil, Vietnam, South Korea,
France, and the US.

The Day of the Festival
As with previous festivals, the first two hours (9 a.m.–11 a.m.) were used to prepare

each of the festival’s corners.
Based off feedback from the festivals in Nanto and Takaoka, we decided to conduct

the Multicultural Workshops as follows:
1) Multicultural Workshops ① (Set Times)
2) Multicultural Workshops ② (Come-and-Go)
Within the “Come-and-Go” Workshops, we decided to split them into two sessions,

with the morning session being from 11:00 a.m. to 1:15 p.m., and the afternoon session
being from 1:30 p.m. to 4:00 p.m.

On the day of the festival, we were able to see participants at each of the corners
enjoying the multicultural experience workshops, mini language courses, and making
their own crafts. Around the festival, you could hear visitors saying, “That was fun!” On
the post-festival surveys, we received many words of thanks with comments such as, “I’ve
wanted to come to the festival for a while, but Toyama City is far away, so I haven’t been
able to. Because you kindly held the festival in Kurobe this year, I was able to come.
Thank you. It was fun, and I learned a lot.”
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Kurobe 
Festival

タガログ語タイム！（アナ・サンチアゴさん）
Tagalog Time! (Ana Santiago)

韓国民族遊び「ゴヌノリ」（李 該敏さん）
Gonu Nori: A Korean Folk Game (Lee Haemin)



【新川地区】 JET世界まつり2021 in 黒部

今後のJET世界まつりに向けて
他のコーナーと比較すると、国際理解セミナーの参加人数が低かったと言えるで

しょう。反省点としては、もし今後のまつりに同じイベントを開催するとしたら、
来場者がもっと自由に参加できる、よりカ
ジュアルな雰囲気を作ればいいかと思いま
す。
前回のまつりのように、一番人気があり、

大好評であったコーナーは「世界いろいろ
体験コーナー」でした。出入り自由の体験
コーナーで、午前・午後のセッションはと
てもスムーズに進み、多様な体験を開催す
ることもできました。今後の祭りでも、こ
ういうコーナーをまた開催した方が、来場

者にとって良いのではないかと思います。
「JET世界まつり in 黒部」では、老若男女を問わず、たくさんの来場者の方にお

楽しみいただけたことを心から感謝しております。
今年もありがとうございました！
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「JET世界まつり2021 in 黒部」プログラム



Niikawa Region: JET World Festival 2021 in Kurobe

Looking Forward
When compared to other corners, “JET Talks” had a lower participation count

than other activities. As a point of improvement for the future, if we were to hold
similar lecture-style presentations in the future, it would be potentially beneficial to
make the JET Talks easier to participate in with a more relaxed atmosphere.

We are so grateful that so many people, regardless of their background, were
able to come and enjoy the festival.

Thank you very much again!
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Kurobe 
Festival

“JET World Festival 2021 in Kurobe” Program

As with the previous festivals, the most popular
and well-reviewed corner was the “Multicultural
Experience Workshops”. At the “Come-and-Go”
workshops, we were able to smoothly transition
between morning and afternoon sessions as well as
offer a variety of experiences to festival attendees. It
would be nice for visitors to future JET World Festivals
if we were to have a similarly-styled workshop
experience again.

ケベック州の民族舞踊 「ラ・バストライング」
（ウェイジア・ジュウさん）

La Bastringue: A Traditional 
Quebec Folk Dance (Wei Jia Zhu)



今年は4か所で開催することになったため、予算は例年よりオーバーする可能性が
あると予測し、富山地区のJET世界まつりの開催会場は無料の場所を探すことにしま
した。人通りが多い立地を考えた上で、富山駅前の富山ステーションフロントCiCが
最良の選択だと思い、CiC3階にある富山市民国際交流協会（TCA）の会議室と市民学

習コーナーの学習室で開催させていただくようお願いし
ました。幸いなことに、TCAと市民学習コーナーの担当
者に快く引き受けていただきました。ただし、人と人と
の接触を減らすために、体験コーナー不可で、講座のみ
で行わねばならないという条件がありました。したがっ
て、JET世界まつり2021 in富山は他の3か所と少し異な
り、講座を中心として開催しました。

TCAと市民学習コーナーが少し離れているため、TCA
の会議室を展示を含むミニ語学講座エリアに、市民学習
コーナーの学習室を国際理解セミナーエリアに分けまし
た。

イベント当日、集客のために、CIRは3組みに分けて9時からCiC前・富山駅前・富
山駅北口前でポスターとプログラムを持って宣伝しました。

ワの伝統的な魔除け「ドリームキャッチャー」とメキシコのシィピーボ族伝統のお
守り「オホ・デ・ディオス（神の目）」のものづくり、フィリピンの格闘技「アル
ニス」の実演および三味線の演奏実演などを盛り込んだセミナーを開きました。こ
のようにしたおかげで、「昼ご飯を食べてからまた戻ってくる」と声をかけても
らった来場者がいました。
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【富山地区】 JET世界まつり2021 in 富山

ホアン ティ チャム （ベトナム）

せっかくのチャンスですが、5時間連続の講座だ
けでは来場者が飽きやすいと思い、どうすれば来場
者に長時間楽しく残っていただけるのか、よく考え
ました。その結果、国際理解セミナーでは、今まで
通りの発表型での母国紹介のほかに、実演を組み合
わせて紹介するなど、工夫をしました。ブラジル、
フィリピン、アメリカなどの国について発表した一
方で、北アメリカ大陸北部の少数民族であるオジブ

富

山

市

ミニ語学講座エリア受付
Reception for the 

Mini Language Classes Area

CiC前でPR（当日）
Day-of Promotion in Front of CiC



Since the JET World Festival was going to be held in four regions this year, and we
likewise foresaw that its budget might exceed that of previous years, we decided to look
for a free venue in the Toyama Region. We took into consideration the fact that the
Toyama Station Front CiC building would be an ideal choice with its convenient location
and high foot traffic, and thus asked those in charge of the Toyama Cosmopolitan
Association (TCA) and the Civic Study Corner on the third floor of the CiC if they would let
us hold the event in their Meeting Rooms and Study Rooms. Fortunately, they accepted.
However, we decided not to hold the Experience Corner as we had at other venues in
order to reduce close contact between visitors and volunteers. Therefore, JET World
Festival 2021 in Toyama was held with a central focus on lectures, which made its
program slightly different from those of the other three venues.

As the TCA and the Civic Study Corner were separated from one other, the festival
was divided into two areas: it was decided that the Meeting Rooms of the TCA would be
the Mini Language Classes Area and would include exhibits, while the Study Rooms of the
Civic Study Corner would be the JET Talks Area.

On the day of the festival, prior to its opening, CIRs were divided into three groups
to advertise the event with posters and programs in front of CiC, Toyama Station’s South
Exit, and Toyama Station’s North Exit at 9 a.m. to help attract visitors.

The festival is a great opportunity, but we felt visitors might become tired if we had
five hours of lectures in a row. So, we thought up every possible method to encourage
visitors to stay as long as possible and enjoy the festival. As a result, at the JET Talks
(International Understanding Lectures), in addition to presentations of our home
countries (as had been done at previous festivals), we put a lot of thought into how to
combine performances and lectures. Therefore, in addition to giving talks about countries
such as Brazil, the Philippines, and the United States, we also held JET Talks introducing
how to make dreamcatchers (traditional amulets of the Native American Ojibwe people)
and “ojos de dios” (God’s Eyes, a traditional craft from Mexico). We also welcomed a
shamisen performance and a demonstration of Arnis, a Filipino martial art. By doing so,
there were visitors who told us they returned to the festival after taking a lunch break.
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Hoang Thi Cham (Vietnam)

Toyam
a 

Festival

「ドリームキャッチャーの作り体験」（ウェイジア・ジュウさん）
“DIY Dreamcatcher Workshop” by Wei Jia Zhu

国際理解セミナーエリア受付
Reception for the JET Talks Area



【富山地区】 JET世界まつり2021 in 富山

そして、富山県庁のホームページを見て、富山県内で暮らす外国人住民数に占め
る最も多い住民はベトナム人、中国人、ブラジル人、フィリピン人と韓国人である
ことが分かりました。外出すると外国人を見かけるチャンスが多いため、「周りの
外国人と挨拶したいが、言葉が分からない」と思っている富山県民の要望に応じて、
ミニ語学講座ではベトナム語、中国語、ブラジルのポルトガル語、フィリピンのタ
ガログ語、韓国語を教えることにしました。また、上記の5言語の他にフランス語、
スペイン語、インドのテルグ語も紹介しました。簡単な挨拶以外に、歌詞から学ぶ
表現や日本語との相違点なども紹介し、参加者に楽しんでいただけたと思います。
参加者がきれいな発音で挨拶してくれた際は大変嬉しかったです。皆様、ぜひ勉強
した挨拶の言葉を活用し、富山県在住外国人に声をかけてみましょう。
最後に、他の3か所のJET世界まつりと同じように、JET参加者が創作した美術品

とデザイン作品を展示する「JETアート＆デザイン展示」、JETプログラム参加者が
撮ったToyamazing素晴らしい富山の写真を展示する「#Toyamazing写真展」、CIR
が作った自分の国について紹介する各国紹介パネル展示も行いました。
今回は、初めて参加してくれるALTボランティアさんがいれば、4会場全てに参加

してくれる熱心なALTボランティアさんもいました。ALT達のご協力がなければ、イ
ベントを楽しく成功させることは難しいでしょう。今後
ともぜひ引き続きお願いしていきたいと思います。一方、
４回目のJET世界まつり2021ですが、未だに至らな
い点がありました。SNSで事前登録を設定しましたが、
イベント直前に事前登録名簿を印刷することを失念して
しまいました。有り難いことに、TCAの方に直ちに対応
していただき、大変助かりました。

JET世界まつり2021の4か所の中で、富山地区の準備は
1時間しかなかったので、とてもバタバタしていました。
今後、ぜひ少なくとも2時間以上の準備時間を空けてお
いたほうがいいと思います。
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富山駅前でPR（当日）
Day-of Promotion

in Front of Toyama Station

「タガログ語タイム！」 （アナ・サンチアゴさん）
“Tagalog Time!” by Ana Santiango

「オホ・デ・ディオス」作り体験 （リンジー・ヘンダーソンさん）
“Ojo de Dios” Workshop by Lindsey Henderson



Toyama Region: JET World Festival 2021 in Toyama

introduced languages from the above-mentioned countries in the Mini Language
Classes: Vietnamese, Chinese, Brazilian Portuguese, Tagalog, and Korean, as well as
three other languages: French, Spanish, and Telugu. Besides simple greetings, we
taught expressions from song lyrics as well as the differences between Japanese and
our own languages. Participants seemed to enjoy themselves. We were further
delighted when they greeted us clearly in a variety of languages. We hope everyone
can try using the greetings they learned to reach out to foreigners living in Toyama
Prefecture.

Finally, like the other three venues of this year’s JET World Festival, we also held
the JET Art&Design Exhibit, where Toyama’s JET Programme participants showcased
artistic and designed items of their own creation; the Toyama Photo Exhibit, where we
showcased wonderful photos taken by JETs in Toyama Prefecture; and finally, the
Country Displays, where CIRs used panels to introduce their home countries.

which to improve. For example, pre-registration was set up on social media, but we
forgot to print out the pre-registered list of visitors before the day of the event.
Thankfully, the TCA staff helped us immediately, and we were able to print the list.

Day-of preparations for “JET World Festival in Toyama” were quite hectic as we
had only one hour for setup before the event began. It would be better to have at
least two hours in the future.
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Looking at the Toyama Prefectural
Government website, we noticed that the largest
numbers of foreign residents living in Toyama
Prefecture are Vietnamese, Chinese, Brazilian,
Filipino and Korean. Since it is very easy to run
into foreigners on the street, there are often
citizens who think, “I want to greet foreigners
around me, but I do not know their languages."
In response to those citizens’ requests, we

In Toyama, there were not only first time
ALT volunteers, but also enthusiastic ALT
volunteers who participated in all four venues.
Without the help of the ALTs, it would have been
difficult to make the event both fun and
successful. We are looking forward to their
continued assistance in the future. On the other
hand, although this was the fourth JET World
Festival 2021, there were still some points upon

「フランス語を学ぼう！」（マチユ・グラセさん）
“Let’s Learn French!” by Mathieu Glacet

「フィリピンの伝統」（アナ・サンチアゴさん）
“Filipino Customs” by Ana Santiago



【富山地区】 JET世界まつり2021 in 富山
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「JET世界まつり2021 in 富山」プログラム
“JET World Festival 2021 in Toyama” Program

富

山

市



「民謡と共に日本で暮らす」（クリストファー・ブラウンさん）
"Folk Songs From an Outsider Looking In" 

by Christopher Brown

「ブラジルってどんな国？」（ヨシムラ・マルセロさん）
“What Kind of Place Is Brazil?”

by Marcelo Yoshimura
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Toyama Region: JET World Festival 2021 in Toyama

「オホ・デ・ディオス（お守り）を作ろう！」
（リンジー・ヘンダーソンさん）

"Let's Make an Ojo de Dios!“ 
by Lindsey Henderson

フィリピンの格闘技「アーニス」
（ドミソン・アブワンさん）

“Arnis: Martial Art of the Philippines”
by Domyson Abuan



写真コンテスト

今年も写真コンテストを開催しました。テーマは「私たちが見たとやま」でした。
今年の小規模によって、募集は県内の現役のJET参加者に限りました。
富山県内に活躍している12名のALTとCIRから合計31枚の美しい写真を例年の

#Toyamazing写真展で展示しました。
来場者にQRコードを通しての投票してもらい（1人5票）、最優秀賞1名、優秀賞1

名、佳作3名を決めました。受賞者に図書カードと富山のグッズを贈りました。今年、
写真展では、富山の地図を設置し、その地図に各写真の撮影場所を示しました。
「これ、海外でしょう？」と言いながら、富山だと驚いた来場者も多かったです。
展示のボランティア2名は投票を促し、写真の説明も行いました。
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マチユ グラセ （フランス）

“Fertile Skies”
Tiana Pugh

“云天收夏色・木叶动秋声”
Wei Jia Zhu

その他の応募作品 Other Submissions

写

真

コ
ン
テ
ス
ト



Photo Contest

We once again held the Photo Contest this year. The theme was “The Toyama We
See.” This year’s photo contest was organized on a smaller scale, so we only requested
submissions from current JET Programme participants.

This year, we welcomed 31 submissions from 12 ALT and CIRs working all over
Toyama Prefecture that were showcased during our annual #Toyamazing Exhibition.

Each visitor was given five votes using a QR code, and the photos with the most
votes, second most votes, and third to fifth most votes received the Gold, Silver, and
Bronze prizes, respectively. The winners were awarded a Tosho-card and Toyama goods.
We also posted a map of Toyama with arrows showing exactly where each photo was
taken. Many visitors said, “This has to be from abroad!” and were taken aback when they
learned the pictures were taken within Toyama Prefecture. Two volunteers at the exhibit
encouraged voting and introduced photos to festival visitors.
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Mathieu Glacet (France)

その他の応募作品 Other Submissions

Photo 
Contest

“Land of the Setting Sun”
Josh Mueda

“Beauty in Trash”
Mathieu Glacet

“Toyama Sea View”
Mika Post



JET世界まつり2021の来場者

今年は新型コロナウイルス感染を防ぐために、JET世界まつりを4つの会場（南砺
市、高岡市、黒部市、富山市）に分け開催しました。
万が一参加者の中で感染者が現れた場合に備え、来場の際に連絡先登録の協力を

お願いしました。 紙とオンラインで実施したところ、4割がスマホなど各自の端末
を使ってのオンライン手続きでした。

4会場で計508名（家族数だと375組）の方々にご来場いただきました。 この数値
は例年に似ています。 各会場の来場者の住居地をみると、複数の会場に参加された
方もいらっしゃいますが、やはりそれぞれの開催地の周辺にお住まいの参加者が多
く、例年の「密」を避けるための人数の分散においても成功だったと言えます。
「表：開催会場ごとの参加者の住居地」は各会場参加者の住居地の割合です。
また、今年はSNSの有料広報サービスも試してみました。 「表：フェイスブック

でのリーチ」では有料広報しなかった南砺会場と、有料広報をした高岡・黒部・富
山会場のイベント開催案内の投稿の閲覧者数の対比を表していて、後者は公開日数
が少なくても閲覧者数が多いとはっきりわかります。 表の「Organic Reach」は
ユーザーが自身で記事にたどり着いた場合（通常の無料の投稿）の数字で、「Paid
Reach」はユーザーが他の物を閲覧中におすすめされた場合（有料の投稿）の数字
です。
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Nanto 
Helios

47% 南砺市
Nanto City

24% 砺波市
Tonami City

12% 射水市
Imizu City

9% 富山市
Toyama City

9%
富山県その他
Other cities in 
Toyama Pref.

0%
富山県外
Outside 
Toyama Pref.

Toyama
CiC 3F

67% 富山市
Toyama City

10% 射水市
Imizu City

7% 高岡市
Takaoka City

3% 氷見市
Himi City

13%
富山県その他
Other cities in 
Toyama Pref.

4%
富山県外
Outside 
Toyama Pref.

Takaoka
U-Hall

66% 高岡市
Takaoka City

9% 富山市
Toyama City

6% 射水市
Imizu City

6% 氷見市
Himi City

12%
富山県その他
Other cities in 
Toyama Pref.

3%
富山県外
Outside 
Toyama Pref.

Kurobe
Colare

48% 黒部市
Kurobe City

14% 富山市
Toyama City

9% 入善町
Nyuzen Town

8% 魚津市
Uozu City

6% 滑川市
Namerikawa City

15%
富山県その他
Other cities in 
Toyama Pref.

3%
富山県外
Outside 
Toyama Pref.

表：開催会場ごとの参加者の住居地
Table: Attendee Residency by Festival Venue

来

場

者



JET World Festival 2021 Visitors

This year, to avoid the spread of COVID-19, we decided to divide JET World Festival
into four venues (Nanto City, Takaoka City, Kurobe City and Toyama City, respectively).

We asked visitors to provide their contact information in case someone were to
become infected. Both paper and online registration were provided, and 40% of
submissions were completed using a smartphone or other personal device.

A total of 508 people (375 families) attended the festivals. This number is similar to
the attendance JET World Festival has enjoyed in years past. The table “Attendee
Residency by Festival Venue” shows the festival visitors’ residencies for each festival
venue. As can be seen, most visitors were from the event city or its surrounding areas.
There were also visitors who attended more than one festival; however, it can be said we
successfully divided the events and avoided crowding.

Additionally, we utilized Facebook’s paid advertisements for the first time this year.
The table “Facebook Users Reached” shows the difference in the number of users reached
by the event announcements posts; specifically, the difference between free posts (i.e.,
Nanto’s program post), and paid posts (i.e., the program posts for Takaoka, Kurobe and
Toyama). As can be seen, although the latter posts were made with only a short time until
their respective festivals, they enjoyed significantly more views. “Organic Reach” indicates
the number of users who discovered the post themselves (as a typical free post), and
“Paid Reach” indicates the number of users who encountered the advertisement while
viewing other content (i.e., as a paid post).
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投稿日
Post Date

通常の投稿効果
Organic Reach

有料の投稿効果
Paid Reach

合計ユーザー数
Total Users Reached

Nanto 
Helios 2021-01-22 996 --- 996

Takaoka
U-Hall 2021-02-01 1837 3407 5244

Kurobe 
Colare 2021-02-22 1522 3094 4616

Toyama 
CiC 3F 2021-03-06 603 2063 2666

表：フェイスブックでのリーチ
Table: Facebook Users Reached

Festival 
Visitors



JET世界まつり2021の来場者
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来

場

者

来場者の声

（英語） We got to know foreign cultures and
know [our] own Japanese culture.

It’s very significant.
（和訳）異国の文化と自分の日本の文化を知るこ
とができました。
とても意味深いです。

楽しかったです。ありがとう
ございました。
海外の方とお話する機会

がないのでとても新鮮で刺激
になるイベントでした！

英語をもっと勉強すべきだと思わされました。
異国の文化にふれることができて楽しかった

ですし、富山のよさも改めて認識できました。

（英語） I hope to join this festival
multiple times even next year!
（和訳）来年も何回か参加できるといい
です！

マルセロさんのブラジルについての発表をき
きました。ポルトガル語が由来の日本語
（特に”おんぶ”）についてや、スポーツの話の
など興味深い内容でした。
フィリピンの格闘技「アルニス」について初

めて知りました。実際に棒を使って動きと一
緒にできたのがとてもよかったです。ブラジルの
カポエラやマクレレなどの格闘技に通じるもの
があると思いました・・・
また、このような企画があれば是非参加し

たいです！もう少し広く情報公開していれば
よいのではと感じました。

ドリームキャッチャーを作りながらALT
のみなさんとお話しできて、とても楽し
かったです。
また来年も参加したいと思います。

コロナ禍において、開催できて良かった
です。実行委員会のみなさま、お疲
れ様でした。

スタッフのみなさんの笑顔がすてきでし
た！マスクの上からも分かりました。
今、ころなで世界のいろんな国に行け

なくてモヤモヤしていますが、ここに来て海
外旅行をした気分になりました。みなさん
のふるさとにぜひ行ってみたいです！
また、3年前に10か月ほどベトナムに

住んだことがあるので、ベトナムの写真を
見て懐かしくなりました。
写真のコンテスト、とても良かったです。

皆さんの作品、どれも素敵でした。
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今年も
ありがとう

ございました !



参考資料
○「語学指導を行う外国青年招致事業（JETプログラム）」について

JETプログラム（The Japan Exchange and Teaching Programme）は、総務省、
外務省、文部科学省の協力のもと、地方公共団体（都道府県、政令指定都市及び
市町村）が外国青年を招致する事業であり、外国語教育の充実をはかるとともに、
地域レベルでの国際交流を推進することを目的としています。これまでに日本全
国で世界75ヶ国から70,000人以上の外国青年を招致している世界最大規模の交流
プログラムです。2021年で35年目を迎えます。

JET参加者の職種と職務

○富山県内のJET参加者について
富山県では、昭和63年度に外国語指導助手5名を招致して以来、多くの外国青

年を受け入れてきました。令和2年度は71名の外国青年が県内各地で活躍してい
ます。（新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、新規招致者の来日が遅れ
ており、欠員が出ています。）

招致人数推移

国別招致者数（令和2年度）
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国際交流員
CIR : Coordinator for International Relations
県庁や市役所等で国際交流や異文化理解の活動の補助や協力をしています。

外国語指導助手
ALT : Assistant Language Teacher
小・中学校、高等学校等で外国語の授業・活動の補助や地域の国際交流活動の協力をしています。

スポーツ国際交流員
SEA : Sport Exchange Advisor
地域・学校等におけるスポーツ指導への協力を行っています。 （※現在富山県内には配置なし）

年度 昭63 平5 平10 平15 平20 平25 平30 令１ 令2
CIR 0 0 13 13 12 10 11 12 9
ALT 5 7 114 118 85 80 84 88 62
SEA 0 0 4 5 0 0 0 0 0
合計 5 7 131 136 97 90 95 100 71

出身国 人数 出身国 人数
アメリカ 38 オーストラリア 3
イギリス 7 ジャマイカ 1
カナダ 5 南アフリカ 1
フィリピン 6 ブラジル 2
アイルランド 2 韓国 1
トリニダード・トバゴ 2 インド 1
オランダ 1 ベトナム 1



○「JET世界まつり」について
県内で活躍しているJETプログラム参加者たちが中心となり、出身国・地域につい

ての紹介やステージ発表などを通して、県民の異文化理解を深め、県民とJETプログ
ラム参加者の交流を図る目的でスタートし、今回で26回目を迎えました！

○「とやま名誉友好大使」について
富山県を広く外国に紹介するため、適任と思われる本県在住外国人の方が帰国

される際、「とやま名誉友好大使」の称号を授与し、諸国と富山県との「架け
橋」として活躍してもらっています。これまでも多くのJET参加者が名誉友好大
使に委嘱されています。

○AJET（The Association for Japan Exchange and Teaching）
JET参加者で作る親睦団体で、富山県のAJETは全国でも活動が盛んだと言われ

ています。新規来日JET参加者のオリエンテーション等への協力、ニューズレ
ターの発行等JET参加者のために行う活動だけでなく、チャリティ活動やJET世界
まつり等、広く県民のためとなる活動も行っています。
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JETプログラム等に関する詳しい情報は・・・

○JETプログラムのページ : （公財）自治体国際化協会
http://jetprogramme.org/ja/

○富山県国際交流員ブログ
http://toyamacir.net/

JETプログラムで来県している国際交流員の活動を紹介しています！

年 市町村 会場
1996 黒部市 黒部市国際文化センター コラーレ
1997 高岡市 ふれあい福祉センター
1998 富山市 サンフォルテ
1999 小矢部市 クロスランド小矢部
2000 婦中町 婦中町ふれあい館
2001 黒部市 黒部市国際文化センター コラーレ
2002 新湊市 新湊市中央文化会館
2003 高岡市 ふれあい福祉センター
2004 魚津市 魚津テクノスポーツドームありそドーム
2005 福岡町 福岡町総合町民センター Uホール
2006 滑川市 サン・アビリティーズ
2007 富山市 富山市民プラザ
2008 射水市 アイザック小杉文化ホール ラポール
2009 黒部市 黒部市国際文化センター コラーレ
2010 高岡市 ウイング・ウイング高岡

年 市町村 会場
2011 富山市 グランドプラザ
2012 高岡市 ウイング・ウイング高岡
2013 黒部市 黒部市国際文化センター コラーレ
2014 富山市 富山市民プラザ
2015 富山市 サンフォルテ
2016 富山市 サンフォルテ
2017 富山市 サンフォルテ
2018 富山市 サンフォルテ
2019 富山市 富山国際会議場
2020 富山市 タワー111

2021

南砺市 福野文化創造センター ヘリオス
高岡市 福岡町総合町民センター Uホール
黒部市 黒部市国際文化センター コラーレ
富山市 富山ステーションフロント CiC3階



JET世界まつり2021実行委員
実行委員の紹介

JET World Festival 2021 Executive Committee
Committee Members

県国際課 ポルトガル語国際交流員
Marcelo Yoshimura (Brasil)

ー マルセロ・ヨシムラ（ブラジル）ー

Q：その顔で本当にブラジル人？
A：はい。親は日本人ですけど、一応ブラジルで

生まれたので、「日系ブラジル人」です。
Q：出身はブラジルのどこ？

A：サンパウロ市です。富山県と友好提携協定を
結んでいるサンパウロ州にあります。

Q：ブラジルといえば、よくサッカーやサンバやアマゾン
を思い浮かべるけど、何かエピソードとかは？

A：私はサッカーが苦手で、サンバも踊れなくて、
アマゾンにも行ったことがないブラジル人です。

あ、でもコーヒー飲めます。

Q：一番好きな食べ物は何ですか。
A：フランスのサヴォワ地方の料理、
特にチーズのフォンデュ―です。

Q：富山の一番好きな温泉は何ですか。
A：写真の通り、大長谷温泉です。

県国際課 英語国際交流員
Mathieu Glacet 

(France, USA, Trinidad and Tobago)
ー マチユ・グラセ ー

（フランス、アメリカ、トリニダード・トバゴ）ー

県国際課 インド 国際交流員
Dasari Ramesh

ー ダーサリ・ラメーシュ ー

Q：富山県で一生忘れら
れない思い出は何ですか。
A：富山に来てから日本人
の友達にスキーを教えて

もらいました。
今までの人生の中では
最高の経験で、一生

忘れられない思い出です。
Q：富山県で一番好きな場所はどこですか。

A：立山のアルペンルートです。
自然いっぱいでロマンチックです。

Q：日本の好きな映画やドラマは何ですか。
A：男はつらいよ、釣りバカ日誌が大好きです。

そして日本の漫才の中でサンドウィッチマンが一番好きです。
Q：富山に来て驚いたことは何ですか。
A：インド料理屋がたくさんあることです。

こんなにあると思っていなかった。
※ 富山県民に大サービス：数学のコツ教えてあげます。

興味がある人は私を探してね！

黒部市 英語国際交流員
Lindsey Henderson (USA)

ー リンジー・ヘンダーソン（アメリカ）ー

Q：アメリカのどこの出身ですか。
A：自信があふれているテキサス州です。
Q：テキサス州にカウボーイがいますか。

A：いますが、ウエスタン映画が作り上げたかっこいい
ガンマンみたいな方でない。残念です。

Q:写真の着物と袴は、レンタルのものですか。
A：いいえ、私のものです。
友達に着付けてもらいました！



JET世界まつり2021実行委員
実行委員の紹介

JET World Festival 2021 Executive Committee
Committee Members

Q：出身地は？
A：江原道三陟市！富山県の黒部市と
交流しているところです。海と山があって
自然環境が富山と似ています。

Q：富山の初印象は？
A：雪国！来県してまだ一ヶ月ぐらいなので、今回の

大雪には本当に驚きました。音が全部消えて
真っ白な世界になっていて不思議でした。

Q:富山でしてみたいことは？
A：釣り！韓国では父とよく釣りに行っていたので、

ここでもしてみたいです。

Q：出身はどこですか。
A：ちょっとカナダ人に見えるかもしれませんが、
実は日本人です。・・・すみません、逆でした。

カナダのモントリオール市という実に寒い場所から来ました。
Q：なぜ日本にきたんですか。

A：小さい頃からずっと日本の文化が好きで、大学を卒業
してから国際関係の仕事を目指し日本に来ました。

Q：以下の選択肢の中で正しいのはどれ？
1．ケベック州では義務教育がフランス語で行われています。

2．カナダ人なのに英語が話せない時期もありました。
3．母語は中国語です。
A：どちらも正しいです。

高岡市 英語国際交流員
Wei Jia Zhu (Canada)

ー ウェイジア・ジュウ（カナダ）ー

県国際課 ポルトガル語国際交流員
Aline Yamashita (Brasil)

ー アリーネ・ヤマシタ（ブラジル）ー

Q：出身はブラジルのどこ？
A：ワインの産地、サンパウロ州サンロッケ市です。

ワイン巡りがとても有名なところです。
（ちなみに、私が住んでいた地区でのワイン巡りが一番有名です！）

Q：富山の初印象は？
A：12月18日に来県し、大雪が続き、初印象はとにかく
「寒い」。少々不便な面もあったけど、真っ白な雪の景色
がとても美しく、それを眺めながら、通勤するのは割と好き

になりました。
Q：ブラジルってどんな国？

A：多民族・多文化国家なので多文化共生は
当たり前です。どちらかというと外国人にはとても
興味を持ち、大歓迎されることが多いと思います。

県国際課 ポルトガル語国際交流員
이해민 (대한민국)

ー イ∙へミン （李該敏）（大韓民国）ー



JET世界まつり2021実行委員会
JET World Festival

2021 Executive Committee

今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いします！
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