
What’s up,

（どげぇかえ、ふるさと大分！）
OITA!

世 界 で 活 躍 す る 県 人 会 員 と 留 学 生 Ｏ Ｂ 、 大 分 県
関係者の皆さま方に、大分の「今」をお伝えします。
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なつかしい我が故郷～大分ふるさと写真館～
【九重町／玖珠町】
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令和元年度 国際政策課国際政策班のご紹介

世界で活躍する大分県関係者の皆さまに、今年度の国際政策班メンバーをご紹介いたします。
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新体制となりました。より一層皆様との連携を深め、海外における大分県のPRや国際交流の推進に取り組んで
参ります。皆様からも、ぜひお気軽にご連絡ください！
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主な担当業務：

・海外ネットワーク
・留学生支援
・予算、決算、監査

主な担当業務：

・留学生の就職・起業支援
・アジアビジネス研究会
・中南米の県人会

主な担当業務：

・外国人総合相談センター
・JETプログラム
・大分フェア（中国、台湾）

主な担当業務：

・海外戦略の推進
・トビタテ！留学JAPAN
・海外プロモーション

主な担当業務：
・災害時多言語情報センター

・外国人防災モニター
・日本語パートナーズ

主な担当業務：

・表敬等の国際儀礼
・大分県の国際交流・
協力の現状

主な担当業務：

・海外戦略の推進（総括）
・課の人材育成

課長の藤井と申します。ラ
グビーワールドカップ2019
が10月に大分県で開催さ
れます。皆さまのご来県を
お待ちしています！



新たに２名をめじろん海外サポーターに任命しました

ブラジルから研修生2名が来県しました

上海出身の張思奇さんは、APUの第1期生で2005年に上海に戻り貿易会社
などを経営した後、2014年に日本料理店を上海にオープンさせその後も着実
に店舗数を拡大し現在は6店を経営しています。大分は第二の故郷として、店
では県内の地酒を扱い、これまでも大分の食と観光をPRするフェアを開催し
ており、今年も秋頃に大分フェアを開催していただく予定です。

3月に上海と台湾出身の留学卒業生をめじろん海外特派員に任命しました！

台湾出身の鍾雅婷さんは、2000年に日本文理大
学に入学し、2007年に台湾に戻った後、再び来日
し2014年に貿易会社を立ち上げました。県産品を
海外に広めたいという想いをもち、起業当初から県
産酒や梅酒を取り扱い、現在も順調に取引量を増
やしています。今回の特派員任命にあわせて、県
内企業の輸出を支援する貿易アドバイザーにも就
任しています。

このように県内大学を卒業した元留学生の中には、自ら起業し 県内企業と
関わりを持って県産品の輸出や観光PRに協力してくれている人がいます。今
後もめじろん海外特派員に任命された方々と連携し県内経済の活性化につな
げられればと思います。

張 思奇さん

鍾 雅婷さん

大分県出身のブラジル移住者子弟の石井 マルヴィン マサユキさんと志方 カーレン 利香さんが
留学生として来県しましたので、ご紹介します。

大分大学で建築を勉強し
ています、志方カレン利香
です。20才で大学2年生で
す。大分大学で専門学部
と日本語の勉強をしていま
す。大学ではいろんな国か
らたくさんの留学生とも交
流があってとても楽しいで
す。1年間の留学をたくさん
の勉強と色々な経験を得
て無駄なく過ごし、頑張り
たいと思います。

私の名前は石井まさゆき
マルヴィンです、22歳。ブラ
ジル、サンパウロから来ま
した。私は大学生です、
コースはエンジニアリング
です。今年は、大分大学で、
私は工学と日本語につい
て学ぶために可能な限り
勉強します。私は家族の都
市、大分県についてもっと
知りたいです。



中国の国際交流員が来県しました

海外大分県人会交流掲示板

大分上野丘高校同窓会の海外派遣事業がハワイで実施されました

４月から、新たに国際交流員の苗占婷（ビョウ センテイ）さんが着任しまし
たのでご紹介します！

初めまして、苗占婷と申します。4月に中国湖北省襄陽市から来日しました。
趣味は映画と餃子作りで、中国では週に一回家族と映画を見に行き、餃子
を作っていました。国際交流員として、中日友好交流の架け橋になり、自分
自身の総合能力を高めていきたいです。どうぞよろしくお願いします。

大分上野丘高校の同窓会海外派遣事業が今年も
ハワイで実施されました。選考された５名の生徒は、
「グローバル・リーダーとは」をテーマに様々な活動を
行い、大分県出身でハワイの不動産業の草分け的
存在、ジニー・フォガティさんとの意見交換も行いま
した。「英語が喋れることだけが大切なのではない」
と教えてくれたジニーさん。意見の違う相手とどうコ
ミュニケーションをとるかなど様々な気付きと将来へ
の指針を得られた体験でした。

【LbE Hawaii LLC. Yuko Maruo様より】

カナダのオンタリオ大分どげえ会の会長であるマーナ豊澤英子様
は、トロントと大分の地元に根ざした歌手としてもご活躍されており、こ
のたびCDデビューをされることとなりました！5月末から全国レコード
店にて発売予定です。楽曲は「祈り～INORI～」「芸道ひとすじ」です。

2019年5月26日（日）にJ:COMホルトホール大分（大ホール）で開催
される「チャリティー歌謡フェスタ大分」にてCDデビューを記念して出
演し、CDも販売される予定です。

ぜひ皆様のご支援をお願いします！



市町村からのお知らせ【津久見市】

【津久見市 経営政策課】

津久見港より定期船で約２５分。
目に飛び込んでくるのは狭い平地に３～４
階建てのコンクリート住宅がひしめき合うよ
うに立ち並んだ独特な景観です。この景観
は「未来に残したい漁業漁村の歴史文化
財産百選」にも選定されています。路地に
入ると迷路のようでワクワクします。

すれ違う島民とのふれあい、非日常・ス
ローな時間を体感することができます。ま
た、ウォーキングコースの設定もできます。

他ではなかなか味わえないマグロの心臓
など珍味を取り入れたマグロのコース料理を
お楽しみいただけます。ぜひ、多くの外国人
観光客におこしいただきたいと考えています。

自然の海につくられた体験型施設。イルカパ
フォーマンスを楽しんだり、イルカとふれあう多
彩なプログラムも充実しています。

特に「イルカと泳ごう！」は外国人観光客に
大変人気があり、この不思議な一体感は他で
は味わうことはできません。イルカの優しさ・力
強さをぜひ感じてみてください。

イルカパフォーマンス（１日３回）
１１：００／１３：００／１５：００



県 内 の 出 来 事 （ 4 月 ）

Pick Up! 大分の「今」

※国際政策課にて新聞等を元に作成

【お知らせ】温泉に特化した海外向けのウェブサイトができました！

【4月7日（日）】 大分県知事選 広瀬氏5選

【4月21日（日）】 大分市長選 佐藤氏が再選

【4月2日（火）】 扇山 火まつり

本ウェブサイトでは、温泉の楽しみ方を紹
介するとともに、大分県内の温泉をエリア、泉
質、特徴（タトゥーフレンドリー、貸切湯、露天
風呂等）で検索することができます。ぜひ、周
りの方にご紹介ください！

２０１８年５月に開催した世界温泉地サミットを受け、海外に向けて温泉の魅力を紹介し、更に
日本一のおんせん県である本県の温泉の癒やしや楽しさを知ってもらうために、温泉情報に特
化したウェブページ 「Explore the ONSEN Country」を作成しました。

下記URLからアクセスできます。
https://en.visit-oita.jp/onsen/

2日の夜、別府八湯温泉祭りの名物行事の「扇山火まつり」が別府市の扇山でありました。これは枯れ草
を灰にし、春に芽吹く草木の肥料にする為の「野焼き」という行事ですが、この炎が山肌を覆うように燃え、
湯けむり揚がる街の夜空を赤く染めました。市内では多くの見物客が雄大な光景に見入っていました。

7日に、任期満了に伴う県知事選挙が実施され、無所属現職の広瀬勝貞氏（７６）が５期目の当選を果た
しました。広瀬知事は今後の政策について、少子高齢化や人口減対策に力を入れたいと話しています。

21日には、同じく任期満了に伴い大分市長選が実施され、無所属現職の佐藤樹一郎氏(61)が再選を
果たしました。佐藤氏はこれからの市政について、災害時の対応の強化や人口減少対策、待機児童の
解消、市の児童相談所開設を進める意向を示しています。



県の国際交流員が、旬なＯＩＴＡ情報をお届けします。

金 眞雅
（Kim Jina）

県人会の活動（懇親会等）や留学生ＯＢの近況など、世界中
の大分県関係者に紹介したい話題をお寄せください！
（様式は任意です）

【記事提供／お問い合わせ先】 国際政策課 担当：藤原
【Mail】 a10140@pref.oita.lg.jp

話題提供のお願い！

セーラ・バックレイ
（Sarah Backley）

From  our  Reporters

シエ シンラン
(Xie Xin Lan）

県内の最新の観光情報はこちらからご覧ください！
（ツーリズムおおいたＨＰ）

https://www.visit-oita.jp/

編集担当が変わりました！
今後は藤原あてご連絡をお願いします。

桜のことを心がけ、おおいた国際交流プラザに開
催される英語フリートーク参加者の皆さんと花見につ
いて話し合い、早春の雰囲気に浸り、春分の日の食
べ物のぼたもちの話もできました。「春のぼたもちと
秋のおはぎは同じものである」という豆知識を分かっ
ていたけれど、「萩」は花の種類を指すというのが初
耳で、大変勉強になりました。機会があれば、桜だけ
じゃなく、牡丹と萩の花の美しさにも魅了されたいと
思います。

四月に入ると、春の訪れを日ごとに感じられるようになります。毎年の同じ頃、桜前線が沖
縄から北海道まで北上し、約４か月を渡り、盛んな勢いで日本列島を縦断します。九州に
位置する大分が3月下旬に桜の見頃を迎え、全国の多くの地域の間に早めに花見を楽し
める一か所です。

私は来県してから三回目になりますが、何度も訪れたくなる湯布院にお母さんを連れて
行きました。温泉地として有名な地域ですが、温泉が苦手な私は湯布院独特の和風の町
並みとオシャレな店を楽しみに行きました。

まずは、私が子供の頃から訪れていたイギリスのコッツウォルズ地方の風景を再現した
「湯布院フロールヴィレッジ」に行きました。本物のふくろうを間近で見れる小さな動物触れ
合いスポットなどがある、ファンタジー的な不思議な遊び施設でした。

そして、その正反対の湯布院のもう一つの特徴は、自然
に囲まれている金鱗湖と由布岳の幻想的な絶景でした。
最後に、個性豊かな店が建ち並んでいる通りで様々なグ
ルメ店や普段目にしない「湯布院の猫屋敷」などでお土産
やいらない物を沢山買って帰りました。

という訳で、早速、津久見のイルカ島へ行ってきました。
イルカ島はその前を通りかかったことはありますが、中に
入るのは初めてでした。イルカショーを見たり餌をあげ
たりするなどかわいいイルカたちとふれあうことができま
した。 また、この日はお天気にも恵まれ、海と山のきれ
いな景色に癒やされました。次はどこへ行くかまだ決まっ
ていないので、大分のTV番組や雑誌などを要チェック
しています。もし、おすすめのところがありましたら、是非
教えてください！

国際交流員としての大分の生活も残り1年を切りました。あっという間に5年目を迎えまし
たが、より充実した時間を過ごすために、毎月どこか遠くへ出かけようと心がけています。私
の生活範囲は大分駅周辺なので、市内を離れるだけでも良いという少し緩い目標ですが。


