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拝見！石川の国際交流

第52回 

第13回 石川県大会 

石川県ユネスコ協会、県海外青年交流協議会やJICA北陸など
が主催・後援する「国際理解・国際協力のための高校生の主張
コンクール―第13回県大会」は、10月１日、県広坂庁舎１号
館で、大会史上最多の22名の出場で行われました。
国連憲章やユネスコ憲章、世界人権宣言の精神の普及を謳い

つつ、国連改革や世界平和への道をさぐろうが大会の主旨。ア
ジアをはじめ世界の国々で留学や海外研修を体験した生徒や、
日頃の学習で国際理解や協力について学んだ生徒たちが、持ち
時間6分の中で、相次ぎ熱い主張を発表しました。
「国際間の相互理解を深めるために、日本人はもっと自国を

知り、外国人にきちんと語れるように」「日本が外国との文化
のミゾを埋め、国際化するには国連での努力が大切」、また
「アジアでの歴史問題や近年のテロの悲劇を見ても、日本の憲
法第9条は‘世界に誇れる法律’」と断じる発表もありました。
一方、「 日本への養殖エビ輸出のために伐採が繰り返された

マングローブの森」の話をして日本人の飽食を省み、償いに樹
林の再生を訴えた発表者。「 栄養失調にあえぐマレーシアの町

で、自分がホームステイした家庭には、人身売買で雇用された
家政婦がいた」と貧富と人権の差を涙声で訴え、ひときわ会場
の拍手を高めた女生徒もいました。
講評で、三谷信喜県ユネスコ協会理事は「原稿を棒読みされ

た人、論旨を自分のものにしてしっかり訴えた人様々でしたが、
多数の出場で充実した大会だった」と話されました。審査の結
果、入賞者は次のみなさん。なお、最優秀賞の中村さんは、第
52回全国大会に県代表として出場します。

◎最優秀賞
中村　　舞（北陸学院3年）
「へいわをかえせ」
◎優秀賞
塩谷　　瞳（富来高3年）
「平和を目指して」
◎優秀賞
水谷勇一朗（金大付属高2年）
「常任理事国入りに必要なこと」

羽咋市国際交流員主催
による、世界のクイズ大
会が10月7日コスモアイ
ル羽咋で開催されました。
同クイズ大会は昨夏に開
催され、参加者の「とて
も楽しかったので是非第
2回目を！」という要望

から、今回の第2回目開催に至ったそうです。
大会形式は8チームに分かれてのチーム対抗式。各チーム4～5人
で、高校生から主婦層まで年齢層も幅広く、質問が読み上げられる
たびにチーム内で相談して回答する表情はまさに真剣。ラウンド1
～4の総得点で競われ、ラウンド1～3では世界の常識問題や最近の
出来事からの出題、また有名人の写真を見ての名前当てや、国旗、
音楽からのクイズもありました。ラウンド3ではギネスブックから
の出題もあり、予想しにくい問題に参加者は四苦八苦。各チームか
ら出された回答もチームによって大きく違い、回答が発表されると
同時に歓声や落胆の声が聞こえてきました。最終ラウンド4ではス
クリーンに映し出された物品をチーム内外から持ってきた順番に得
点がもらえるという内容で、高得点を稼ぐ絶好のチャンスというこ
ともあり、我先にと会場内を走り回る参加者。参加者同士の交流も
あり、和気あいあいとした雰囲気が感じられました。この日クイズ
大会に参加した唯一の高校生チームの参加者は、「問題は難しいもの
もあったが、借り物ゲームなどで他の大人たちのチームにも対抗で
きてとても楽しかった」、また他の参加者からは「普段なかなか国際
交流という機会がないのでまたこういった企画があったらいい」と、

クイズの感想とあわせて話してくれました。
主催者の国際交流員ベッサンさんは、企画を考える上で参加
者全員に楽しんでもらえるために、クイズの難易度や形式に気
を配り、インターネットでクイズサイトを利用したり、世界で
流行っていることにも目を向けて選んだそう。「進行中はみな
さん楽しそうで、また難しい問題にも挑戦してくれて、主催者
の私も本当に楽しめました。また3回目も考えていきたいです
し、他にも参加者みんなが交流できる楽しいイベントも開催し
ていきたいですね。」と語ってくれました。
それでは、みなさんもクイズに挑戦してみましょう！
①How many countries participated in the Aichi Expo
this year?
愛地球博には何ヶ国が参加しましたか？

②Who played Willy Wonka in the latest movie version
of "Charlie and the Chocolate Factory"?
最近上映された映画「チャーリーとチョコレート工場」で、
ウィリー・ウォンカを演じたのはだれですか？

③What is the world's most popular non-alcoholic
drink?
世界で一番飲まれている、お酒の入っていない飲み物は？

④Chinese Mandarin is the language with the most
native speakers in the world. What number is
Japanese?
中国語は世界で一番多くの人が母国語として話している言
語ですが、日本語は何番目
でしょうか？

答え……①125ヶ国
②ジョニー・デップ
③コーヒー
④8番目

あなたは何問解けますか？ 

in

コスモアイル羽咋

外国人も多数参加
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留学生と集う 「石川の郷土玩具」 
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9月24日、金沢21世紀美術館前の広場に、色とりどりの美しい和凧が舞いました。 9月24日、金沢21世紀美術館前の広場に、色とりどりの美しい和凧が舞いました。 

■■■石川国際交流ラウンジにて

会場となった石川国際交流ラウンジには中国・韓国・タイ・
ラオス・カンボジア・ブラジルから、30人近くの参加者が集
まりました。留学生、研究生やその家族など、立場はさまざま
ですが「日本の伝統文化にふれたい」という想いは皆一緒です。
指導してくださるのは鶴東凧の会の皆さん。本格的な凧づく

りの指導に、時には無心に、時にはおしゃべりを楽しみながら
の作業です。
前半は前回からの続きの凧作り。和紙に絵を描き、竹を細工

し、骨組みされた凧に張り、完成です。それぞれの参加者の手
で丁寧に彩色された凧は、純日本風でそのまま鑑賞用に飾って
おきたいくらいの美しさ。しかし、凧はやはり青空の中で舞っ

てこそ、その美しさを発揮する
ものということで、後半は各自
が“世界に一つしかない自分だ
けの凧”を手に、場所を金沢
21世紀美術館へと移しました。

今回の催しである「石川の郷土玩具」は、遠く母国を離れ異国の地で学んでいる学生や家族に、日本
の伝統である郷土の玩具をつくることを通して相互理解を深めることを目標に設立されました。そのき
っかけは、日本に来られた方に異文化体験の機会を提供したい、それぞれの母国に日本の玩具を持って
帰ってもらいたい、というささやかな想いだったそうです。

■■■金沢21世紀美術館前の広場にて

当日の天気は快晴！とまではいかないながらも、凧揚げに必
要な風も気持ちよく吹いて、なかなかの凧揚げ日和。知らず知
らずのうちにも期待が高まります。
凧が手から離れ、風を受けて空中を舞うと、さまざまな国の

言葉で歓声があがります。和紙と竹でつくられた凧は繊細そう
で、手を離すのに勇気がいりますが、よい風に出会うとくるく
ると廻ったり、どこまでも高く空の方に伸びていったりと、ま
るで生き物のように元気に舞い上がるのです。いくつもの凧が
同時に揚がる光景はまるでお祭りのよう。
三連休のまんなかの日ということもあって、この日、美術館を

訪れていた県内外の観光客も、突如出現した大空を背景として舞
い踊る予想外の美術品の数々に、目を細めて見入っていました。
自分たちの手で、日本の伝統工芸である凧をつくるだけでな

く、実際にそれで遊び、楽しむという経験に、各国からの参加
者も大満足だったのではないでしょうか。凧に絵付けをする時
の真剣な眼差しや、凧をあやつりながら童心にかえってかけま
わっている笑顔がとても印象的でした。

オラ、コモ　エスタン　ウステデス

（皆さん、お元気ですか）？

メシャモ　ヨシカズ　アントニオ　イリヤマ

（私は入山アントニオ義和です）。

エンカンタード

（初めまして、どうぞ、宜しくお願いします）。

私は現在（2005年7月～2007年6
月）JICAの日系社会青年ボランティ
アとして「在亜日本語教育連合会」と
いうアルゼンチンでの日本語教育の維
持継承を行う団体でコンピュータの仕
事をしております。こちらには日系人
（日本からの移住者とその子孫）の
方々が大勢いらっしゃり、私はコンピ

ュータを使って、日系社会での日本語教育のお手伝いをして
います。
アルゼンチンのことを少

しでも理解して頂く為に、
こちらの人々からよく質問
される内容を皆さんにお伝
えしましょう。

質問1 エス　ブエノ　エネル　バイレ（ダンスは得意ですか）？

首都ブエノスアイレスはタンゴ発祥の地として、有名で
すね。地方ではフォルクローレが盛んです。若者達はサル
サ等の中南米のダンスを好むようです。とにかく、老若男
女、皆が音楽と共に体が動き出す人々なのです。相手の足
を踏みながら、私もダンスを練習中！

質問2 デ　ケ　エキポ　エス　ウステ（どのチームのファンですか）？

チームとは当然、サッカーチームのことです。あの天才
マラドーナもアルゼンチン代表でした。とにかく、こちら
の人々、特に男性はサッカーのことになると、熱くなりま
す。試合観戦だけではありません。どこの空き地でもボー
ルさえあれば、皆がサッカー選手に早変わり！

質問3 レ　グスタ　エル　アサード（焼肉は好きですか）？

こちらの料理と言えば、アサード（炭火焼肉）です。炭火で
焼いた柔らかく分厚い肉を噛み締めると、旨みが肉汁と共に溢
れ出してきます。手の込んだソースなどかけなくても、塩味だ
けで美味しいのです。赤ワインとの相性も最高！

どうですか皆さん、日本から一番遠い国、アルゼンチン。
飛行機でたったの33時間です。どうぞ、お越し下さい！！

さ
ん 入 山 山 義 義 和 和 いしかわの青年海外協力隊員 いしかわの青年海外協力隊員 

JICAボランティアといえば、「青年海外協力隊」が有名ですが、中南米の日系社会に貢献する「日系社会青年ボランティア」も
あります。現在、中南米８ヶ国で約120名が活躍しています。
2005年７月より日系社会青年ボランティアとしてアルゼンチンで活動中の入山義和さんに現地からレポートを送っていただきました。
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マクドナルド、ケンタッキーフライドチキン……アメリカ料理って何でしょう？講師はアメリカ
ニューヨーク出身のナンシー。ナンシーがこの日選んだ料理はマッシュルームソースのチキン、メス
カリン・サラダ、デバルド・エグズ、ダートの4品。レシピを見ると一見手間がかかりそうな料理も、
作ってみると意外と手軽にできたようです。お子さんを連れての参加者は、「サラダのドレッシング
に洋梨の蜜を入れたりと甘く仕上がっているので、子供にも食べやすいサラダになりました。野菜を
おいしく食べるいい方法ですね。」と話してくれました。“ボリューム満点、味付けはしっかり”とい
ったイメージのアメリカ料理も、家庭料理は意外にあっさりしていてとても食べやすいと好評でした。

９月３日（土） アメリカ料理

シリー
ズ 

国 際 料 理 教 室 
IFIE企画で好評の国際料理教室が石川県
青少年総合研修センターで行われました。
今回はアメリカ、ブラジル、そして世界の
料理を味わおう！の各料理教室の模様をお
届けします。

この日の講師はブラジル　サンパウロ州出身のネリ。ブラジルはポルトガルの文化の影響を強く受
けている部分があることから、今回はポルトガルから伝わってきた魚料理「バカリャウ・ア・アンチ
クアリウス」をメイン料理として紹介しました。この料理は現在、ブラジルの人々にはブラジル料理
として認識されており、特に「イースター」と呼ばれる復活祭の時に食べる料理だそうです。日本と
は違った魚の調理法に、「日本では醤油味が多いですが、こういう味付けの魚料理は初めてなので新
鮮です。おいしいですね。」と参加者は驚いた様子でした。その他にもブラジル風サラダ、マラクジ
ャ（パッションフルーツ）・ムースのデザートを作りました。「今回は日本ではなかなか手に入りに
くい食材を使っての料理もありますが、いろいろな味をみなさんに楽しんでもらいたかったです。」
と、ネリは笑顔で答えてくれました。

９月17日（土） ブラジル料理

今回は今年度すでに行われたロシア、アメリカ、ブラジルの料理をそれぞれの国が１品ずつ、一挙
に紹介しました。ロシア料理からは、「じゃが芋のパイ」。アメリカ料理からは「ビーフバリット」。
ブラジル料理からは「ブリガデイラオン」。一度にいろいろな料理を学び楽しめるとあって申込みも
殺到し、大人気の料理教室となりました。「それぞれ異なった食文化を持っているけど、こうやって
実際に一緒に食べてみるととても合うんですね。」と、参加者からも大変好評でした。ブラジルの
「ブリガデイラオン」は特にお子さんのいる主婦の方に人気で、「家に帰って作ったら、子供も喜んで
食べると思います。」と早速家に帰って挑戦してみようと意欲満々。シリーズ「国際料理教室」始ま
って以来、初の企画だった今回の「世界の料理を味わおう！」は大成功を収めました！

10月15日（土） 世界の料理を味わおう！

国際情報ライブラリーイベント シリーズ 「世界の絵本をよもう！」 「世界の絵本をよもう！」 「世界の絵本をよもう！」 
今年度第2回目となる「世界の絵本をよもう！」が8月27日（土）、石川国際交流サロン
にて行われました。今回は、中国では誰もが知っているという絵本「魔法のふで」を国際
交流員の湯暁勤が中国語で読み聞かせ、後半はブラジルの国際交流員小原ネリがブラジル
の子供たちの間でよく遊ばれている指遊びとお菓子を紹介しました。
書いたものが本物になってしまうという魔法のふでのお話に、子供たちは次は何が本物

になるんだろうと真剣そのもの。悪い王様が死んでしまうと、子供達の表情はにっこり笑
顔になっていました。ブラジルの遊びでは2人1組になって指遊びをし、遊びが終わる頃に
は新しいお友達ができていたようです。ブラジルの楽しい音楽に合わせて、みんな楽しそ

うに指遊びをしていました。「指遊びがうまくできた人にはお菓子をあげまーす！」とネリが声をかけると、子供達は一斉に集ま
ってネリ手作りの“ブリガデーロ”というブラジルのチョコレートで口の中をいっぱいにしていました。家に帰る時間が近づくと
みんなとても寂しそうな表情をしていましたが、「また来るね！」と言って最後は笑顔で帰って行ってくれました。この「世界の
絵本をよもう！」は、国際ふれあいDAYS 2005 in HAKUSANでも行われました。その様子はP5をご覧下さい。
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ホストファミリー 
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至片町 

至武蔵 

至鱗町 

１０９ 

香林坊 
大和 
アトリオ 

金沢市役所 

金沢中警察署 

石浦神社 

北陸放送 

石川県 
社会教育会館 金沢市中央公民館 

観光会館 

石川国際交流 
ラウンジ 

石川国際交流 
サロン 

当協会では今後も多数の国際交流イベントを企画し
ております。今後のイベント情報は、協会ホームペー
ジ、またはE-mail会員の方へお届けするIFIE通信に随
時情報を更新致します。E-mail会員登録ご希望の方は、
氏名・フリガナ・配信希望のメールアドレスを記入し
て下記アドレスまでご送信ください。
「info@ifie.or.jp」
国際交流に興味のある方、お気軽にご登録ください。

石川県日本語・日本文化研修センターでは日本語と日本文
化を学ぶ研修生を海外から受け入れています。研修生のホ
ームステイ受け入れ家庭を募集中です。研修生は、平日の
午前中は石川県国際交流センターで日本語学習。週1～2
日は午後からも日本文化などの体験学習を行います。今後
は以下の研修グループを受け入れ予定です。

石川国際交流サロン利用のご案内 石川国際交流サロン利用のご案内 

県民や外国人が自由に交流できる家 

このサロンは大正末期に建築された民家を利用しており、質の高い伝統文
化が日常生活にとけこむ、いしかわの生活文化を中心とする様々な異文化交
流の場です。
世界各国のいろいろな人々と交流したい方、県民相互の交流を深めたい方、
石川の文化や人々とふれあいたい方は、気軽にこの石川国際交流サロンへお
集まり下さい。また、国際交流団体や文化サークル活動にもご利用いただけ
ます。お気軽にお立ち寄り下さい。

開館時間 10：00～18：00
（金曜・土曜は20：00まで）

休 館 日 月曜日・年末年始　
住　　所 〒920-0962

金沢市広坂1-8-14
電話（076）223-8696
E-mail:iisalon@spacelan.ne.jp
http://www.ifie.or.jp/iisalon/

入　　館 無料

グループ名　 国 受入期間

V M I アメリカ 5/13～6/18

韓国外国語大学 韓国 1月中旬～2月下旬

石川県友好地域日本語研修生 ブラジル、韓国、ロシア 1月中旬～3月中旬

研修グループと研修期間

今年も県国際交流協会の恒例イベント「国際ふれあいDAYS
2005」が10月29日、白山市民交流センターにて開催されま
した。当日は天候に恵まれなかったにも関わらず、多くの来場
者で賑わいました。
メイン会場であるシティーホールではバラエティーショーが行わ
れ、国際交流員、外国語指導助手（ALT）、留学生らが、自国紹介や
自分の特技を生かしたショーを披露していました。中国からの海外
技術研修員たちはこの日のために日本語で練習し、当日は息のあっ
た歌声を聞かせてくれました。バラエティーショー後半の世界の民
族ファッションショーでは、公募により16カ国20名の県民がモデ
ルとしてステージを彩りました。サリーを着た4人のモデルが登場
すると、会場はステージの華やかさに一層の盛り上がりを見せてい
ました。民族衣装が着られるコーナーも人気で、自分で気に入った
衣装を選んで写真におさめてもらおうと長蛇の列が出来ていました。
また、講演会会場ではスリランカ出身のJ.A.T.D.にしゃんた
氏が多文化共生について講演し、その後のパネルディスカッシ
ョンでは国際交流ボランティアとのユーモアあふれる掛け合い
が見られました。こども対象イベントとして企画した「世界の
絵本をよもう！」や「こども英会話教室」は大変好評で、英会
話教室では子供達は目を輝かせながら、元気いっぱいに外国人
講師の後に続いて英語を発音したり、一緒に遊びながら学ぶ感

覚を身につけていっているようで
した。
ご来場頂きました皆様、そして
今回のDAYS開催におきましてご
協力頂きました関係者の皆様、あ
りがとうございました！

講演会及びパネルディスカッション
●講演会 演題「多文化共生社会について」

講師J.A.T.D.にしゃんた氏
山口県立大学専任教員 経済学博士

●パネルディスカッション
演題「多文化共生社会における国際交流ボランティアの役割」

ステージイベント
●JET青年等によるバラエティーショー
●世界の民族衣装ファッションショー

こども対象イベント
●世界の絵本をよもう！
●こども英会話教室～英語で遊ぼう～

終日イベント
●JET青年等による各国紹介ブース
●国際交流団体紹介ブース
●国際交流団体パネル展
●国際フレンドシップアート展 ―Haiga 俳画―
●世界の民族衣装を着よう（ステージイベント終了後）

こども英会話教室 各国紹介ブース 世界の絵本をよもう！

国際ふれあいDAYS2005 inHAKUSAN 開催プログラム

ローザンヌ工科大学 スイス 4/9～7/1

ワシントン＆リー大学 アメリカ 4/17～5/22
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CIR（国際交流員）のページ

　年末年始はみなさんどのようにお過ごしですか？日本では、大掃除をしたり年越しそ

ばを食べたり……。世界の国々ではどう過ごすのでしょうか？？今回はCIRのみなさん

が、各国のクリスマスやお正月の習慣について教えてくれました！ 

　年末年始はみなさんどのようにお過ごしですか？日本では、大掃除をしたり年越しそ

ばを食べたり……。世界の国々ではどう過ごすのでしょうか？？今回はCIRのみなさん

が、各国のクリスマスやお正月の習慣について教えてくれました！ 

アメリカのholiday seasonと日本
のholiday seasonの雰囲気は大分違
います。日本の方がもっと落ち着いて
います。アメリカは12月に入ると家
の中と外、店、デパート、道や町が全

部賑やかに飾られていて夜でも明るく、クリスマスの色の赤
と緑がどこにでも見れます。自然と皆のムードがもっと軽く
なりハッピーな気分になります。それはholiday spiritといっ
て、皆にいい影響を与えます。そして家族、友人、知り合い、
同僚とのプレゼントとカード交換はクリスマスの大きな習慣
なので皆12月は買い物で結構忙しくなります。アメリカの中
でもクリスマスとお正月はNYが一番素晴らしいと思うので、
ぜひ行ってみて下さい！

アメリカのクリスマスとお正月

中国では旧正月を祝います。だから
毎年正月が違います。1月だったり2
月だったり。知っている人も多いと思
いますが、中国では大晦日の夜12時
になるといっせいに爆竹を鳴らしま

す。大晦日の習慣として、北の方は餃子を食べたり、南の方
はワンタンを食べたりします。家族全員で新年の最初の日を
夜明けまで待ちます。家族の幸せを祝うために、お寺に行っ
たりもします。
正月には親戚の家を回るのがもう一つの習慣です。食べ物

はもちろん、子供にとってはお年玉も欠かせません。家族の
幸せを祝うために、ドアと窓に「年画」、「春聯」を張ります。
獅子舞とかも見れます。

中国の正月―春節

ロシアでも日本同様、お正月が一年で
最も重要なお祝い行事です。日本と少し
違うのは、クリスマスツリーがお正月に
も欠かせないという点です。日本の家庭
ではプラスチックのツリーが多いようで

すが、ロシアではやはり本物のツリーが主流です。実はロシアで
は12月25日は普通の日で、お祝いをする人はほとんどいません。
ロシア正教暦では、１月7日がクリスマスの祝日で、14日がお正
月です。14日は祝日ではないので、クレムリンの鐘も大統領の演
説もありませんが、家族で集まって新年を祝います。つまりロシ
アでは2回新年を祝う事になります。日本の大晦日にあたる31日
の12時になると、テレビでは必ずクレムリンの鐘が12回鳴るの
を放映します。この鐘が鳴っている間に願い事をすると必ず叶う
といわれています。みなさんは何を願いますか？

ロシアのお正月と、遅れてやってくるクリスマス

ポルトガル語でナタルはクリスマスの
事！キリスト教の信者が多いブラジルでは
12月25日はイエス・キリストの生まれた
日として、ほとんどの家庭で祝います。
24日にはほとんどの国民は午後から仕

事を休み、夕食の準備に取り掛かったり、忘れていたプレゼント
を買いに行ったりで大忙しです。この日は銀行とかも午前中しか
営業しません。
夕食には家族が集まり、七面鳥を含む多くのご馳走を食べなが
ら、プレゼント交換をします。プレゼントはお世話になった人達
（郵便配達員、ゴミ回収員、清掃員など）にも送ります。この期間
はデパートも24時まで営業し、賑やかです。
現在では宗教に問わず希望と深い愛情を友達、家族や恵まれて
いない人に表現する日です。 Feliz Natal pra todos! 

Natal

皆さん、こんにちは！韓国の中で子供
達が一番待ち望んでいる祝日は、やっぱ
りクリスマスとお正月です。韓国は日本
と違ってクリスマスが祝日になっており、
クリスマスイブはクリスマスを楽しむ人
で街中が賑わいます。そして、全世界の

国の子供達と同じく、韓国の子供達はサンタクロースを夜遅くま
で待ちます。
次はお正月についてです。韓国の中で一番大きい祝日の一つで
あるお正月は、遠い所に住んでいてなかなか会えない親戚が、皆
集まる大変嬉しい日です。でも、日本と違って韓国は旧暦を使う
ので、お正月は年によって1月か2月になります。子供達は新年の
挨拶をすると、お年玉を貰える日にもなっています。また、お年
寄りからいろいろないい言葉を貰い、新しい年を迎える日でもあ
ります。親戚が集まって一緒に過ごすお正月は、韓国人にとって
一年の源になると思います。皆さんのクリスマスとお正月はどう
ですか？

クリスマスのソナタと韓国の源“お正月”

「クリスマス・イン・カナダ」とい
えば、英語圏とフランス語圏のみなら
ず、世界各民族の文化や伝統が集積し
ているカナダの社会であるだけあっ
て、クリスマスの祝い方も多文化の集

大成であります。例えば、クリスマスツリーや家の形をした
ジンジャークッキーはドイツから、クリスマスカードはイギ
リスから、窓を飾るクリスマスライトはアイルランドから、
サンタクロースはアメリカから、陶の人形で再現するイエス
の生誕のシーンやクリスマスキャロルはフランスから。もち
ろん、教会に行ったり、豊富な料理を味わったり、ストッキ
ングにプレゼントを置いたりするのも欠かせない楽しみであ
ります。

クリスマス・イン・カナダ
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IFIE PLANET留学体験談

留学 留学 留学 A Zto ！ イギリス語学留学 
インターンシップ編 

シリーズ 

第3回 

近年、海外で仕事をしてみたいという人が増えてきています。今回は、イギリスに語学留学とインターンシップ
をされていた中村航さんに体験談を寄せて頂きました。

私が語学留学をして
いたのは、イギリス南
部のブライトンという
都市でした。期間は、
2001年１月から9月
までです。2001年9
月と言えば、「9・11」
あのアメリカ同時多発
テロが発生した月で
す。私が留学を終え、
帰国の途についたのが
2001年9月11日。帰
国する機中で大事件が

起きました。帰国するや否や、イギリスのホストファミリ
ーから、「ヒースロー空港が閉鎖されたけど、無事帰国で
きたのか？」と心配の電話が入りました。
この帰国日のエピソードは留学全体ではほんの一部。わ

ずか9ヶ月間の留学でしたが、喜怒哀楽、全てを実感する
さまざまな体験をし、それらは今でもいい思い出であり、
人生の糧となっています。
さて、そろそろ本題の今回のテーマ、インターンシップ

へ。私は留学中の1ヶ月間インターンシップで現地の語学
学校で働きました。私が通っていた語学学校では、希望者
は、授業の一部としてインターンシップができるカリキュ
ラムになっていました。私の場合、一度社会人になって会
社を辞めての語学留学でしたので、帰国後の再就職のこと
も考え、インターンシップができる学校を選んでいました。
インターンシップをするには、入学時のプレイスメント

テストでintermediate 以上のクラスに入ることが条件で
した。私の結果は、intermediate(当時TOEIC710点で

した)でクリアーしていました。実際のインターンシップ
までには、週1回特別クラスで履歴書の書き方、ビジネス
文書の書き方、電話応対の方法、ビジネスマナーなどの授
業を受けました。
私は帰国後教育関連企業での再就職を希望していました

ので、現地語学学校(私が通っていた学校の営業部)でのイ
ンターンシップを第一希望としました。6月に履歴書を送
付し、面接も受け7月から実際に1ヶ月間語学学校の営業
部で働きました。資料請求者への資料発送や、競合他社の
調査（電話で資料請求するなど）、マニュアル作成の補助
などを体験しました。学校のカリキュラムの一部のため、
給与はなく仕事もアルバイト的なものでしたが、イギリス
で英語のみで仕事をした、という経験は大変貴重でした。
私以外の学生についても触れておきます。マスコミ志望

の学生は、地元新聞社で働き、実際に記事を書き紙面にな
りました。司法関係志望の学生は、地元法律事務所で働き、
実際に法廷で裁判を体験しました。私を含め、インターン
シップクラスの学生全員が、貴重な体験ができました。
インターンシップから少しそれますが、イギリスでは留

学中アルバイトができます。私も日雇いでしたが、地元の
日本食店でフェスティバル時の出店の店員をしました。お
客様や同僚とのコミュニケーションは当然全て英語でし
た。アルバイトが終わり、給与を手にした時は感動しまし
た。英語で仕事をして給与をもらったという達成感は、今
でも覚えています。その時のお金は、イギリスでも珍しい
紙幣に換えて今でも持っています。
留学は自分でつくるものです。皆さんもご自身の留学設

計図にインターンシップを組み込まれてはいかがでしょう
か。

ブライトン
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● 経済講演会「アジアダイナミズムの中の
インド経済」

期　間　12月17日（土）
午後1時半～3時

場　所 金沢ニューグランドホテル5階　
銀扇の間

内　容 IT産業を中心に目ざましい経済成
長を示すインド経済の現状を駐日
インド大使が講演する。

主　催　碩大学婦人協会金沢支部
北陸ジャパンインドクラブ
環日本海国際学術交流協会

費　用 無料
問合せ 安原　和子　

牲 076-243-2174
塩谷マクスーダ（インドレストラ
ンルビーナ）
牲 076-248-1328

● 留学生と集う「石川の郷土玩具」
期　間 2月26日（土）午後12時～
場　所 石川国際交流ラウンジ

金沢市広坂1-8-10
内　容 紙人形づくり

加賀和紙で可愛い人形を折ります。
主　催 石川インターヒューマンネットワ

ーク
牲 076-221-9901
FAX 076-260-7057

● 留学生とのスキー交流会
期　間 3月初旬
場　所 白山市白峰温泉スキー場
定　員 80名
問合せ NPO法人石川県青年交流協議会

牲 076-223-9584
FAX 076-223-9584

● タイ語講座受講生募集
期　間 平成18年1月7日～3月18日の間

の毎週土曜日全10回を予定
時　間 ○初級コース

午後１時30分～3時
○読み書きコース
午後3時10分～4時30分

○実用会話コース（中級）
午後4時40分～6時

場　所 石川県生涯学習センター教室
金沢市広坂2-1-1
県広坂庁舎１号館

講　師 タイ留学生
受講料 7000円（テキスト代含む）
申込締切 平成17年12月24日（土）
定　員 各コース20名（高校生受講可）
問合せ 石川県タイ友好協会

牲 076-223-9584

● タイ舞踊講座受講生募集
期　間 平成18年1月7日～3月18日の間の

毎週土曜日全10回を予定
時　間 午後4時40分～6時
場　所 石川県生涯学習センター教室

金沢市広坂2-1-1
県広坂庁舎1号館

講　師 タイ留学生
受講料 6000円

（テキスト、音楽CD代含む）
申込締切 平成17年12月24日（土）
定　員 20名（高校生受講可）
問合せ 石川県タイ友好協会　

牲 076-223-9584

● 国際交流ボランティア募集
内　容 【通訳・翻訳ボランティア】

公的機関等の依頼に基づいた国際交
流行事や在住外国人の方々の生活支
援のための通訳、外国人向けの文書
やパンフレット等の翻訳に、語学力
を生かしてご協力いただきます。言
語の種類は問いません。
【広報ボランティア】
年4回発刊している当機関誌『IFIE
PLANET』の取材、編集などにご協
力いただきます。月１回程度の編集
会議、年１回の広報誌作成の研修会
に参加していただきます。
【留学経験者ボランティア】
「海外留学相談会」などに参加して、
これから留学を考えている方たちに
アドバイスしていただきます。留学
のほか、ワーキングホリデーや海外
ボランティア経験者の方もＯＫ。
【ホームステイボランティア】
※詳しくはP5をご覧ください。

受　付 随時
登録期間 1年間（4月1日から翌年の3月31

日まで）
毎年度の初めに更新手続きをお願い
しています。

問合せ 蹟石川県国際交流協会
牲 076-262-5932

● 留学相談会
日　時 2月（予定）
場　所 石川県国際交流センター
内　容 海外留学、ワーキングホリデー、海

外ボランティアをお考えの方に、よ
り安全で効果的な海外生活について
の知識を深めてもらうことを目的に
開催します。テーマ別にパネルディ
スカッションを開催する他、国別・
種類別のブースを設け、留学経験者
が相談に応じます。

問合せ 蹟石川県国際交流協会　
事業企画班
牲 076-262-5932

● 外国人のための法律相談
日　時 毎月第3木曜日　

午後1時～4時
場　所 蹟石川県国際交流協会事務局内
内　容 県内在住の外国人を対象に、弁護士

による法律相談を行っています。家
庭・職場等での悩み事、困り事など
の相談に応じます。通訳が必要な場
合は、必ず事前に連絡してください。
通訳可能言語
英語、ポルトガル語、中国語、
韓国語、ロシア語
カウンセラー
弁護士（金沢弁護士会）

費　用 無料
問合せ 蹟石川県国際交流協会　

事業企画班
牲 076-262-5932

イベント

募 集

お知らせ

http://www.ifie.or.jp

今年も当協会主催の国際ふれあいDAYSも無事に終了することができました。皆さん
は年末年始をいかがお過ごしでしょうか。来年も皆さんと一緒に楽しめる国際交流イ
ベントを企画していきます。よろしくお願い致します。

編 集 後 記
今号の発行に際し、取材編集等にご協力をいた
だいた広報ボランティアのみなさん

（順不同、敬称略）

須摩佐也加、田井善和、竹下知子、小西征吾、
玉田真裕、岡本晶紀子、若林由里

国際交流情報を募集しています！

IFIEでは本誌に掲載する国際交流情報
を募集しています。団体の活動紹介、
イベントなどの情報がありましたら下
記までお寄せください。なお、誌面の
都合により掲載できない場合もありま
すので、ご了承ください。

問合せ 蹟石川県国際交流協会　
事業企画班　
牲 076-262-5932
FAX 076-222-5932

IFIEからのお知らせ IFIE PLANET


