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国際理解講座 

年 度 日時・場所・参加者 内          容 

H１１年度 

１９９９年度 

月 日：平成１２年２月２２日（火） 

時 間：１８：３０～ 

場 所：登別市民会館大会議室 

参加者：３４名 

 

講  師：スーザン・ガンダーセン 

     北海道総務部知事室国際課 国際交流員 

講  演：「国際交流のすすめ」 

     外国人の目から見た北海道を紹介した。 

事例発表：「江別市国際交流協会の活動について」 

講  師：山岸民千世（江別市民国際交流協会前会長） 

 

H１２年度 

２０００年度 

月 日：平成１２年９月３日（日） 

時 間：１０：００～１４：００ 

場 所：川上公園 

参加者：２５名 

「外国人とのふれあい事業～外国の遊び知ってる?」 

【登別市市制施行３０周年・西暦２０００年記念イベント協賛事業】 

内容：イギリス、大韓民国、中華人民共和国、ネパール王国、モンゴ 

   ル国、ペルー共和国の６カ国の遊びを紹介し、実際の遊びを体 

   験することを通じて国際理解を図った。 

   遊びの後は、民族楽器の実演を行った。 

講師（コーディネーター）： 

  ・スティーブン・アスキュー（イギリス） 

  ・北山永愛、守完（韓国） 

  ・劉斌氏、厳麗娟氏（中国） 

  ・ラム・ギリ（ネパール王国） 

  ・サンドゥイ・ツェンツレン（モンゴル国） 

  ・イデル・エンデネバータル（モンゴル国） 

  ・中村ロサーナ（ペルー共和国） 

 ほか、のぼりべつ国際交流会、国際ソロプチミスト登別、登別フォ 

 ルクローレの会の方々にアシスタントとして協力してもらった。 

月 日：平成１３年２月２６日（講座） 

         ２月２７日（料理） 

         ２月２８日（講座） 

         ３月 ６日（料理） 

時 間：（講座）１０：００～１１：３０ 

       １０：００～１３：００ 

場 所：市民会館（視聴覚室） 

        （調 理 室） 

参加者：延べ９６名（実数３８名） 

講 師：スティーブン・アスキュー 

講座名：「スティーブンが紹介するイギリス」 

内 容：講師の母国のイギリスの歴史、宗教、交通、食事、貨幣、飲 

    物、スポーツ、王室、住宅、学校、女性など講師の独自の 

    視点から幅広く紹介するとともに、イギリス料理の実習を行 

    なった。 

   （講座２回、料理実習２回、計４回） 

H１３年度 

２００１年度 

月 日：平成１４年３月１８日（講座） 

         ３月１９日（料理） 

         ３月２０日（講座） 

         ３月２２日（料理） 

時 間：（講座）１０：００～１１：３０ 

   （料理）１０：００～１３：００ 

場 所：市民会館（視聴覚室） 

        （調 理 室） 

参加者：延べ５２名（実数２７名） 

 

講 師：スティーブン・アスキュー 

講座名：「スティーブンの英国教室」 

    <のぼりべつ国際交流会、登別デンマーク協会共催事業> 

内 容：市民の国際理解を深めるとともに、市民と両会会員の相互交 

    流を図るため､英語指導助手のスティーブン・アスキュー氏 

    を講師に迎え、英国の交通事情や医療事情などの講演と英国 

    料理の実習を行った。 

    （講座２回、料理実習２回、計４回） 

 

H１４年度 

２００２年度 

月 日：平成１５年３月２５日（火） 

時 間：１０：００～１１：３０ 

場 所：市民会館（視聴覚室） 

参加者：９名 

 

講 師：ジョーダン・グリーン 

講座名：「ジョーダンのアメリカ紹介」 

         <登別市主催事業> 

内 容：市民の国際理解を深めるため、英語指導助手のジョーダン・ 

    グリーン氏を講師に迎え、日本人にはわかりにくいアメリカ 

    の生活事情などの講演を行った。 

 

H１５年度 

２００３年度 

月 日：平成１５年７月２５日（火） 

時 間：１９：００～２０：３０ 

場 所：市民会館（視聴覚室） 

参加者：４０名 

 

講 師：山本泰雄（平成１２年度青年海外協力隊員） 

講座名：「ボリビアでの活動報告」 

         <登別市主催事業> 

内 容：山本泰雄氏が、活動を通じて得た、ボリビアの人々、生活、 

    文化などについて写真や図を使ってわかりやすく紹介した。 
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年 度 日時・場所・参加者 内            容 

H１６年度 

２００４年度 

月 日：平成１７年３月２８日（講座） 

         ３月２９日（料理）  

時 間：（講座）１０：００～１１：３０ 

        １０：００～１３：３０ 

場 所：市民会館（視聴覚室） 

        （調 理 室） 

参加者：延べ４３名 

講 師：アンドリュー・ジョンソン 

講座名：「アンドリューの現代アメリカあれこれ」 

    <登別市、のぼりべつ国際交流会共催事業> 

内 容：市民の国際理解を深めるため、英語指導助手のアンドリュ 

    ー・ジョンソン氏を講師に迎え、現代のアメリカの様々な分 

    野についての講演と、アメリカ料理の実習を行った。 

    （講座１回、料理実習１回、計２回） 

H１７年度 

２００５年度 

月 日：平成１７年７月２７日（講座） 

時 間：（講座）１０：００～１１：３０ 

場 所：市民会館（視聴覚室） 

参加者：延べ１９名 

講 師：コーア・リネビアー 

講座名：「デンマークあれこれ」 

    <登別市、登別デンマーク協会共催事業> 

内 容：市民の国際理解を深めるため、デンマーク研修生のコーア・ 

    リネビアー氏を講師に迎え、現代のデンマークの様々な分野 

    についての講演を行った。 

H１８年度 

２００６年度 

月 日：平成１８年９月２７日（料理） 

         １０月２日（料理） 

時 間：１０：００～１４：００ 

場 所：市民会館（調理室） 

参加者：延べ１９名 

講 師：マチルデ・ラスムッセン 

講座名：「マチルデさんのデンマーク教室」 

    <登別市、登別・デンマーク協会共催事業> 

内 容：市民の国際理解を深めるため、デンマーク研修生のマチルデ・ 

    ラスムッセン氏を講師に迎え、デンマーク料理の実習を行 

    った。 

H１９年度 

２００７年度 

月 日：平成１９年９月２０日（料理） 

         １０月３日（料理） 

時 間：１０：００～１４：００ 

場 所：市民会館（調理室） 

参加者：延べ３０名 

講 師：モートン・エルベック 

講座名：「モートンさんのデンマーク教室」 

    <登別市、登別デンマーク協会共催事業> 

内 容：市民の国際理解を深めるため、デンマーク研修生のモート 

    ン・エルベック氏を講師に迎え、デンマーク料理の実習を行 

    った。 

H２０年度 

２００８年度 

月 日：平成２０年９月２４日（料理） 

         １０月２日（料理）  

時 間：１０：００～１４：００ 

場 所：市民会館（調理室）         

参加者：延べ２５名 

講 師：アナ・カストロ・ヨーンスン 

講座名：「アナさんのデンマーク料理教室」 

    <登別市、登別デンマーク協会共催事業> 

内 容：市民の国際理解を深めるため、デンマーク研修生のアナ・カ 

    ストロ・ヨーンスン氏を講師に迎え、デンマーク料理の実習 

    を行った。 

Ｈ２１年度 

２００９年度 

市民の国際理解を深めるため、国際交流推進団体等と連携し、デンマークからの研修生や自治体職員協力交流事

業協力研修員などを講師に次の講座を行った。第５回目については、市民交流パーティーの席上で行った。 

回 開催日時 講座名 講師・内容 参加者数 

第１回 
８月２８日 

10:00～ 
デンマーク料理教室 

講師：メッテ・スミス（デンマーク研修生） 

デンマークの家庭料理３品・デンマークク

イズを行った。 

24名 

第２回 
９月４日 

18:30～ 

デンマークの高齢者福祉の

現状について 

講師：メッテ・スミス（デンマーク研修生） 

デンマークファボー・ミッド・フュン市に

おける現状について講話した。 

36名 

第３回 
９月１８日 

10:00～ 
デンマーク料理教室 

講師：メッテ・スミス（デンマーク研修生） 

デンマークの家庭料理３品・デンマークク

イズを行った。 

25名 

第４回 
１１月１６日 

18:00～ 
中華料理（餃子づくり）教室 

講師：徐 菁（自治体職員協力交流事業協力研修員） 

餃子の「皮」を手作りし、水餃子づくりを

作った。 

28名 

第５回 
２月３日 

18:00～ 
サイパン市紹介 

講師：ホップウッド中学校教諭 

登別・サイパン中学生交流事業により来訪

した訪問団がサイパン市の紹介とサイパ

ンの観光クイズを行った。 

58名 
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年 度 回 開催日時 講座名 講師・内容 参加者数 

Ｈ２２年度 

２０１０年度 

第１回 
７月２９日 

18:00～ 
天津市の紹介 

講師：張 昌（自治体職員協力交流研修員）

研修員の出身市「天津市」の紹介を行った。 
22名 

第２回 
８月２７日 

10:00～ 
デンマーク料理教室 

講師：クリスティアナ・イエペセン（デン

マーク研修生）デンマークの家庭料理を調

理し、試食した。 

20名 

第３回 
９月７日 

10:00～ 
デンマーク料理教室 

講師：クリスティアナ・イエペセン（デン

マーク研修生）デンマークの家庭料理を調

理し、試食した。 

17名 

第４回 
９月２４日 

10:00～ 

シンガポールと香港のお国

紹介 

講師： テン・ジェ・シン・アメリア、ソ

ウ・ケツイン（工学院留学生）出身国のシ

ンガポールや香港について紹介した。 

23名 

第５回 
１０月２９日 

18:00～ 
中華料理（餃子づくり）教室 

講師：張 晶（自治体職員協力交流事業協力研修員） 

餃子の「皮」を手作りし、水餃子づくりを

行った。 

23名 

第６回 
１１月２４日 

18:00～ 
台湾の伝統料理 

講師：蔡 恵旻（サイ・エミン工学院留学

生）台湾出身の留学生が伝統料理（大根餅）

を調理し、試食した。 

７名 

Ｈ２３年度 

２０１１年度 

第１回 
８月２６日 

10:00～ 
デンマーク料理教室 

講師：イエンス・バイスゴー（デンマーク

研修生）デンマークの家庭料理を調理し、

試食した。 

19名 

第２回 
９月９日 

10:00～ 
デンマーク料理教室 

講師：イエンス・バイスゴー（デンマーク

研修生）デンマークの家庭料理を調理し、

試食した。 

16名 

第３回 
９月２８日 

18:00～ 
台湾のお国紹介 

講師：蔡 恵旻（サイ・エミン工学院留学

生）が出身国の台湾について紹介した。 
5名 

第４回 
１１月３０日 

18:00～ 

ALTニッキー＆リサのアメリ

カンクッキーづくり 

講師：ALT（ニッキー・リサ）の二人を講

師にアメリカンクッキーを作った。 
23名 

第５回 
２月２８日 

10:00～ 
デンマーク料理教室 

講師：メッテ・ハンセン（ファボー・ミッ

ドフュン市研修生）デンマークの家庭料理

を調理し、試食した。 

18名 

Ｈ２４年度 

２０１２年度 

第１回 
７月２４日 

10:00～ 
広州市の紹介 

講師：林 善花（自治体職員協力交流研修

員）研修員の出身市「広州市」の紹介を行

った。 

11名 

第２回 
８月２３日 

10:00～ 
デンマーク料理教室 講師：ヨセフィーヌ・イエンセン（デンマ

ーク研修生）デンマークの家庭料理づくり

を行った。 

18名 

第３回 
９月６日 

10:00～ 
デンマーク料理教室 16名 

第４回 
１０月２６日 

18:00～ 
餃子づくり教室 

講師：林 善花（自治体職員協力交流研修

員）餃子の「皮」を手作りし、水餃子づく

りを行った。 

22名 

第５回 
１１月２０日 

18:00～ 
デンマーク料理教室 

講師：ALT（アンドリュー・ベサニー・ブ

レット・シャリース）の4人を講師にそれ

ぞれの出身国の料理づくりを行った。 

21名 

Ｈ２５年度 

２０１３年度 

第１回 
７月２２日 

18:15～ 

ALTの外国生活のコツ、言語

習得のコツ 

講師：ALT アンドリュー・スピガ、ベサ

ニー・ロングフェロー、シャリース・カー

ン 

 

24名 

第２回 
８月２２日 

10:00～ 

デンマークの家庭料理作り

を体験 
講師：ミーア・ベネツエン（デンマーク研

修生）デンマークの家庭料理づくりを行っ

た。 

16名 

第３回 
９月５日 

18:00～ 

デンマークの家庭料理作り

を体験 
18名 

第４回 
１０月２３日 

18:00～ 

日本南極地域観測隊への参

加による南極での経験 
講師：酒井 誠至（北海道明日中等学校教諭） 20名 

第５回 
１１月２８日 

18:00～ 

メキシコでの経験やメキシ

コの文化、人間性など 
講師：吉井 真裕（西陵中学校教諭） -名 

 


