
講師紹介： ヴァンナ・ダーリット（VANNA Darith）氏 

カンボジアのバッタンバン県で

生まれ、王立法経大学在学中

に、JICA の日本語コースで日

本語を学ぶ。その後、カンボジ

アにある「名古屋大学の日本

の教育研究センター」で日本

語を教え現在に至っている。3

年前に日本語国際センターで

研修を受けた経験があり、今

回再度の研修を受ける。 

「カンボジアってどんな国」  

―カンボジアの素晴らしいところを知って欲しい― 

 

3年前、来日して、たくさんの日本人や一緒に研修を受けた外国人に出会いました。「ダーリットです。カンボジアから参り

ました」と挨拶したら、彼らの中で 3分の 1 しかカンボジアを知りませんでした。カンボジアを知っていると言っても、ポル・

ポト時代や戦後の地雷が多く残された国などでしか知らなかったのです。カンボジア人の一員として、ちょっと悲しかった

です。しかし、今回、日本人の方々が講座の機会を与えてくださり、カンボジアの良い面を発表できることを大変嬉しく思

います。これから、カンボジアという国をよく知って欲しいです。皆様、東南アジアに位置しているカンボジアについて研究

したり、あちこちを旅行したりしてみてください。 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
上・バイヨン遺跡   下・水祭り 

 
 
日 時： ２０１２年１１月１７日（土） １３：３０－１５：３０ 

場 所： さいたま市国際交流センター （浦和駅東口 コムナーレ９階 パルコ上） 

 
【お申し込み・問い合わせ】 

(社)さいたま観光国際協会 国際交流センター ぷらっとサロン 

（浦和駅東口 コムナーレ９階 パルコ上) 

電話： ０４８－８８７－１５０６  FAX： ０４８－８８７－１５０５  E-mail： iec@stib.jp 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

【ミニ講座申込用紙】※お電話・メールでのお申込みも承っております。申込期限： 11月 16日（金） 

氏名  電話番号 

（携帯優先） 

 

住所 〒 その他  

 

王
宮
の
夜
景 

ミニ講座 

 

 



About the Lecturer 

Mr. Darith Vanna was born in 
Battambang, Cambodia. While 
attending the Royal University of 
Law and Economics, he took a 
course in Japanese offered by JICA. 
Afterwards, he began teaching 
Japanese at the Nagoya University, 
Cambodia Campus, Center for 
Japanese Education Research and 
has been there ever since. Three 
years ago, he attended training 
courses at the Japan Foundation 
Japanese-Language Institute, and, 
presently, is once again taking 
courses there. 

The Cambodia You Never Knew 

―What’s Great about Cambodia― 

 

Three years ago, I came to Japan and studied with students from all over the world. When I introduced myself to 

others and told them I was from Cambodia, though, I found that only one out of three people knew where 

Cambodia was (in Southeast Asia). Those who did know a little about Cambodia knew a bit about the Pol Pot era 

and the landmines that remained afterward, but not much more. As a sort of default representative of Cambodia, I 

felt a little sad about this. I am thus very happy to be given the opportunity through this mini-seminar to present 

the positive side of Cambodia. I would like to help everyone get to know Cambodia better and hope that more 

and more people will study about it and visit it. 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
Above: Bayon   Below: The Water Festival 

 
Date/Time： November 17 (Sat) 2012 13:30 – 15:30 
Place: The Saitama City International Exchange Center 
(Comunale 9F above Parco in front of Urawa Stn. East Exit) 
 
【Sign-Up / Contact】 
The Saitama Tourism and International Relations Bureau 
International Exchange Center, Puratto Salon (Comunale 9F above Parco in front of Urawa Stn. East Exit) 

TEL: 048-887-1506 FAX: 048-887-1505  Email: iec@stib.jp 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

【Mini-Seminar Application】 ※You can also sign up by phone or email! Deadline: Nov 16 (Fri) 

Name  Phone Number 

（Mobile） 

 

Address 〒 (Other)  
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ミニ講座 Mini-Seminar 


