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ビジネスコース
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活動予定
今後の行事について詳しい情報を
ホームページでご覧いただけます。
www.krjc.kg и Facebook.com/KRJC.KG

４月
17日　実践的経営管理コース

開始
G-club会合
SMMコース

５月

14日-16日　エグゼクティブ・
コース

 （戦略的マーケティング）
28日-30日　エグゼクティブ・

コース
（生産・品質管理）

６月
4日-6日　エグゼクティブ・コース

(人的資源管理）
G-club会合

　2月25日（火）、26日（水）に名古屋大
学の日本留学説明会が開催されまし
た。25日（火）にキルギス国立総合大
学、26日（水）にビシケク人文大学にお
いて、大学生・高校生を対象に、同大
学の留学プログラムに関するプレゼン
テーションと個別相談会が実施され、約
300名の若者が参加しました。名古屋大
学が当地で留学説明会を実施し、キル
ギス日本センターが開催を支援するの
は、昨年3月に続き2回目です。
　名古屋大学は、日本の文部科学省が
2008年に打ち出した「Global30」に採択
された13大学の1つです。「Global30」と
は、2020年を目途に日本の大学におけ
る外国人留学生の人数を30万人にまで

増やす「留学生30万人計画」の一環とし
て、文部科学省が国際化の拠点となる
大学の取り組みを支援する事業です。
　名古屋大学は、「Global30」の枠組み
の中で、外国人留学生が英語で授業
を受け学位を取得できる制度の整備
など、大学の国際化・留学生数の増加
を目指しており、「Global30」の目標達
成のために、同大学は数ヶ所の海外
事務所を開設し、中央アジア地域で
は、2010年にウズベキスタン事務所が
開設されました。同事務所は、海外大
学共同利用事務所として、名古屋大学
だけでなく他の日本の大学の留学情報
も有しており、メールや電話で照会がで
きるシステムになっています。　　

　今回の留学説明会では、名古屋大学
国際部からの出張者とウズベキスタン事
務所副所長がキルギスを訪問しました。
　両日とも、プレゼンテーションの後の
全体質疑応答・個別相談セッションに
おいて、参加学生から活発な質問が出
されました。質問内容は具体的なものが
多く、学生の中には既に「Global30」に
ついて知っており日本留学への応募を
考えている人もいました。
　今回の留学説明会により、キルギスか
ら日本へ留学する学生が増えることが
期待されます。
　キルギス日本センターは、今後とも日
本の大学の国際化・留学生数の増加に
向けた取り組みを支援する予定です。

名古屋大学による日本留学説明会

ビジネスと法律

　2月7日（金）、Gクラブ（日本センタ
ー・ビジネスコース修了生組織）の
会合では、法律事務所｢DE　URE　 

consultant｣の創
立者で社長であ
るナルギーザ・ア
ブドゥライモワ氏（
ビジネスコース第
12期修了生）によ
る「有限会社と株
式会社の経営に
関する法律的見
解」というテーマ
の講義が行われ
ました。
　参加者は、会社
経営に役立つ知
識を得ただけでな

く、取引先との関係構築にあたっての
法的見地からの助言なども得ることが
できました。
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ビジネスコース

 2013年12月10日（火）から13日（金）ま
で、日本センターは、Barkad社に対して
人的資源管理および生産・品質管理に
関する幹部社員向け社内トレーニング
を実施しました。
 Barkad社は、2002年から現在に至るま
でロシア風冷凍餃子とソーセージの製
造に携わっており、キルギスではその社
名を知らぬ人はいないほど、食品加工
分野において確固たるブランドを築い

ています。創業者のセルケバエフ社長
は、11月に自身が日本センターのエグ
ゼクティブコース*に参加した際、日本
センターの提供するビジネストレーニン
グの有用性を認識し、今回の幹部社員
向けトレーニング実施を日本センターに
依頼しました。また、同社は現在実施中
のミニMBAコースにも社員を参加させて
おり、人材育成の必要性をトップ自らが
感じ、同社の事業発展に不可欠な人材

育成に取り組んでいます。
 日本センターは、今後ともBarkad社の
様な優良企業とパートナー関係を築
き、キルギスの人材育成を通じて、同国
のビジネス振興に貢献していきたいと考
えています。
*日本センターが2013年11月より開始し
た経営層および管理職向けビジネスコ
ース。

現地優良企業とパートナー関係を構築

 日本センターでは、実践的ビジネスコ
ースの修了生の訪日研修が毎年恒例と
なっています。今回、3月3日（月）～15
日（土）の2週間、8名が研修に参加し、
日本の企業を訪問、視察する機会を得
ました。訪問先は、「良品計画（MUJI）」
、「おたべ」、「山田製作所」、「三元ラセ
ン管工業」と「グロービス経営大学院」な
どでした。今回の研修プログラムは、研
修終了後に自身のビジネスに知識と経
験を適用できるよう、研修生達の専門分
野（製造業、サービス業など）に合わせ
て組まれていました。企業訪問と講義の

合間を縫って、文化プログラムも組まれ
ており、参加者は茶道体験をしたり、京
都の寺院を参拝したりしました。
　帰国後、参加者はGクラブの会合に
て、自らの印象と日本で得た知識につ
いて発表し、今後、自分の仕事に日本
で知ったノウハウを活かしたいと語りまし
た。以下が、参加者の声です。
　フサイノフ・ヌルザット氏（家具屋オー
ナー）：「日本に到着し、大阪・関西空港
での入国審査を通った瞬間から日本が
好きになりました。日本人の礼儀正しさ
のレベルに感銘を受けました。また、日

本センターでの講義の中でよく出てきた
『ホスピタリティー』とは何かということを、
日本で初めて理解できました。」
　サドゥリエワ・ベルメット氏（「株式会社
AlfaTelecom」品質保証部社員）：「日本
の一番素晴らしい点は、全てにおける
安全性です。盗難に遭うことを恐れる必
要がないし、何か失くしても必ず出てき
ます。建物や交通機関も危険を感じな
いし、迷子になることもありません。」

ビジネスコース修了生の訪日研修



　2月28日（火）、日本センターで「日本
語でプレゼンテーション会」が開催さ
れ、数名の日本語学習者が日本語でプ
レゼンテーションを行いました。
　まず、「日本についての印象」のテー
マで、日本センターの学生カラタエフ・
マラットさんが訪日時の経験について発
表しました。
　キルギス国立総合大学1年生のアブ
ディルダエワ・アイダイさんとサパラリエ
ワ・ジャミリャさんは、「面白いオノマトペ（
擬声語）」のテーマで、今まですべて同
じに聞こえると思っていた擬声語が、日
本語の勉強を始めて違うとわかった経
験について発表しました。
　日本センターの学生タシュタンベコワ・

スリガさんは、普段つい忘れてしまうキ
ルギス国民の伝統について「伝統工芸
と現代生活の調和」というテーマで、伝
統的な芸術品や工芸品を現代と組み
合わせる方法を発表しました。
  また、今回のゲストとして会に参加した
在キルギス日本国大使館派遣員の半
田一馬氏は、キルギスの観光について
「キルギスの観光的価値」という面で、参
加者に問題提起を行いました。
　プレゼンテーション会が終わった後、
全参加者が小グループに分かれ、興味
を持っている各テーマについて話合い
ました。今後も、参加者の関心が高いテ
ーマでのプレゼンテーション会を開催し
ていきたいと考えています。

日本語でプレゼンテーション会

日本語コース 活動予定
今後の行事について詳しい情報を
ホームページでご覧いただけます。
www.krjc.kg и Facebook.com/KRJC.KG

４月
日本語で遊ぼう会

５月

3日    2014年中央アジア日本語
弁論大会

4日　日本語教授法セミナー

日本語でプレゼンテーション会

６月
日本語で遊ぼう会

2014年キルギス共和国日本語弁論大会

  3月29日（土）、キルギス国立総合大学
で「2014年キルギス共和国日本語弁論
大会」が開催され、日本語学習者のい
る各機関からの代表が全部で17名出場
しました。出場者の発表テーマは様々
でしたが、以下表中の出場者6名が入
賞し、5月3日にキルギスで行われる中
央アジア弁論大会の出場権を勝ち取り
ました。特に今回の参加者はお互いを
応援しあっていたのが印象的でした。こ
れからも日本語学習者がスピーチに興
味を持ち、弁論大会の出場希望者が増
えていくことを願っています。

2014年キルギス共和国日本語弁論大会入賞者
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日本語コース

 今年の作文コンクールは、昨年までの
作文コンクールと少し違っていました。
それは、日本語学習者のいる大学の教
師たちが、日々の授業の中で一番の日
本語作文を選び、それを作文コンクール
に出展したことです。つまり、学生達はコ
ンクール用の作文を書くための特別なテ
ーマ時間を与えられたのではなく、日々
の授業で書いていた作品が選ばれまし
た。
　優秀な作品が数多く出され、5つのレ
ベル（入門・初級、初中級、中級、中上
級、ジュニア）で計55の作品が第一審査
を通過しました。第2審査を通過したの
は25作品でした。なお、第1と第2審査は
それぞれ別の審査員が審査しました。
   日本語弁論大会が行われた3月29日、
弁論大会の審査時間40分間を使って、
第11回作文コンクール入賞者の表彰式
が行われました。主な賞品は例年通り日
本の国際NGO「Human and geoscience」
により提供され、その他、特別賞が在キ
ルギス共和国日本国大使館、JICA事務
所、日本センターと日本語教師協会から
提供されました。

第11回日本語作文コンクール

第11回日本語作文コンクール入賞者
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相互理解促進事業

書初め体験

 2月15日（土）、書初め体験会を実施し
ました。午前11時から午後4時までの参
加者数は40人以上で、大人だけではな
く子供も参加しました。参加者の多くは
筆を持ったことがなく、最初は緊張して
いましたが、日本センタースタッフとJICA
ボランティアが筆の持ち方や漢字の書き
方を教えたことで、不安がなくなったよう
でした。
 「平和」、「元気」、「和」、「愛」、「成功」

などの漢字を練習した後、今年の願いご
とを選び、集中して書き始めました。日
本文化の一つである書道との出会いが
初めてだった参加者には、新鮮に感じら
れたようでした。参加者たちから「このよう
に普通に字を書くことで集中する気持ち
も大事で、リラックスするために良い方法
ですね」、「書初めを通じて日本を身近
に感じました」、「日本文化をもっと知りた
いです」等の声もありました。また、日本

活動予定
今後の行事について詳しい情報を
ホームページでご覧いただけます。
www.krjc.kg и Facebook.com/KRJC.KG

５月
24日　さつき祭

語が話せる学生たちには日本の伝統
的なゲームである「カルタ」も楽しんで
もらいました。
 この書初め体験会によって、参加者
たちは楽しく日本文化を学ぶことがで
きた様子でした。

日本人形展

  2月21（金）日から3月14日（金）まで、
ビシケク市の造形美術館において、在
キルギス共和国日本国大使館主催の「
日本人形展」が開催されました。この展
示会では、磁器、陶器、木材などから作
られた70種類程の人形が陳列されてい
ました。これらの人形はヨーロッパ、北
米、南米、インド、エジプト、カザフスタ

ン、ロシアなどの世界各地を巡ってきま
した。
 日本センターは本イベントに共催機関
として参加し、3月1日には日本の伝統
行事「雛祭り」に併せてスタッフが雛人
形について来場者に説明するとともに、
折り紙による雛人形の作成指導を実施
しました。大人だけではなく、学生や子

供の参加者も多く、500人以上の参加が
ありました。ビシケクから2時間近くかか
る町からの来場者もいたりするなど、日
本人形や伝統文化への関心の高さが
窺えました。
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相互理解促進事業

編集者より:
キルギス共和国日本人材開発センター（KRJC）のNews Letterは四半期に
１回発行しています。News Letterでは、KRJCの活動報告と今後の行事につ
いての記事を掲載しています。次回のNews Letterでは、ビジネスコース講
師のインタービューを掲載する予定です。
編集者：
西川直子（業務調整員）、サグデェワ・オクサナ（シニア・マネージャー）
Kyrgyz Republic Japan Center 
for Human Development
KNU, Building 7, Floor 2, 109 Turusbekova Street. 
Bishkek tel. +996 (312) 906580, 906581
e-mail: krjc@krjc.kg www.krjc.kg facebook.com/KRJC.KG

Japan Art Mile発表会

　3月10日（月）、日本センターでJapan Art 
Mile 2013の発表会を行いました。
　Japan Art Mileとは、日本と世界の子ど
もたちが1枚の壁画（1.5×3.6mの大型絵
画）を共同で制作するというプロジェクト
です。毎年、日本の学校と海外の学校
が1校ずつペアになり、半年かけて交流
を深めながら壁画を完成させます。2009
年度に始まり、今年度で5年目になるプロ
ジェクトです。今年度は世界29ヶ国、142
校、4,000人が参加しています。
　キルギスからは、昨年度初めて参加しま
した。キルギス国立総合大学附属リツエイ
（日本の高校に相当）の日本語学科の生

徒たちと、東京都多摩市東愛宕中学校の
美術部員たちでした。
　今年度はキルギス国内から4校が参加
し、パートナー校と一緒に、それぞれの壁
画を制作しました。
・　チュイ州立学校8年生×岐阜県可児
市南帷子小学校6年2組
・　チョルポンアタ美術クラブ×大阪府寝
屋川市友呂岐中学校美術部
・　KNUリッツエイ日本語学科学生×東京
都多摩市東愛宕中学校美術部
・　ビシケク人文大学（BHU）日本語学科
学生×金沢星稜大学人間科学部1年生
以上の4校が日本センターに集まり、それ

ぞれの絵のテーマや進め方、プロジェク
トに参加した感想などを発表、共有しまし
た。
　当日は、参加者がマナス叙事詩の実演
やミニコントなど絵以外にも特技を披露
し、大いに盛り上がりました。
　今回、参加者がお互いに情報交換する
ことで、日本だけでなく自国文化や自然
についても改めて興味を深めたようで、今
後、異文化理解や国際交流の担い手と
なることが期待されます。
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