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金沢職人大学校

－世界留学生交流・いしかわ 2006－第 19回

第８回　円満フェス夏祭りゆか
た体験 in なつ祭りゆか
た体験 in なつ祭りゆか
た体験 in なつ祭り
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拝見！石川の国際交流

7月23日（日）、在住外国人
を対象にしたゆかたの着付け体

験が本光寺にて行われました。今年で第2回目となるこのゆか
た体験は、同寺で行われた『第8回円満フェス夏まつり』イベ
ントの一つで、当日は本光寺の和室で着付けし、裏庭で団扇や
扇子などを片手に、記念写真撮影会が行われました。今回使用
された着物は、地元の呉服屋さんである車谷さんからのご提供
だそうで、昨年は地元近隣呉服屋さんより新作を一点ずつ持ち
寄り着付け撮影が催されたようです。今回はブラジルや中国、
アメリカからの参加者をはじめとして30名程が集まり、浴衣
を着付けた自分の姿に照れながらも嬉しそうにしながら裏庭で
撮影をしたり、祭り会場を回ったりして『ゆかたショー』が繰
り広げられました。着付けはボランティア5名やスタッフ、合
わせて10名で着付けていたので、多くの御客様で、人手が足
りなさそうでしたが、それでも一生懸命上手に着付けをしてお
られました。この日は北陸大谷高校の学生さんも授業の一環で
一緒に着付けをし、とても若さ溢れ楽しく華やかでした。諸外
国の皆様は「とても着物が心地よく、素敵だ」と機嫌よく満足

そうでした。このお祭りは、小
松本折商店街振興組合・ＮＰＯ
法人円満の会が主催となり、当日は理事長である多田眞ご住職
様と副理事長の向井良夫様にお話をお聞きする事が出来まし
た。本光寺というお寺は小松市では『六箇寺』と言われており、
6つの指に入る有名なお寺の一つです。また、浄土真宗大谷派
松陽山本光寺とも言われ、親鸞聖人縁のお寺としても有名です。
このお祭りは、毎年テーマが決められており、今年は『折鶴』
と言うテーマで、関係者やご近所の方々にメッセージの入った
鶴を折ってもらったそうです。その折鶴を8月6日のヒロシマ
祭りに届けるために行われた梅原司平ライブショーでは、平和
を祈願した歌が披露されました。その他に、私も体験すること
のできた山門前－末広交差点を往復しているミニSLやフリー
マーケット、誰でもライブ・カラオケスタートやブラスバンド、
チアリーダーといった数々の多彩でコミカルなイベントが盛り
だくさんでした。浴衣姿で珍しげに見て回っていた外国人の姿
は、日本の祭りの中に溶け込んでいるようにも見えました。特
にお子さんを抱きながら浴衣で歩く姿は、昔ながらの日本女性
の美しさを思わせ
る場面もありまし
た。今回のイベン
トを通して地元市
民とも楽しい一時
を過ごせたようで
す。着付け体験 記念撮影 メインステージ

今年も7月29日（土）
から8月5日（土）の日
程で第19回JAPAN
TENT－世界留学生交
流・いしかわ2006－が
開催され、「ふるさと愛」
をテーマに全国各地から
多くの留学生が参加しま

した。金沢市内各地に分かれて日本の伝統文化を体験するプロ
グラムの一環として行われた金沢職人大学校が7月31日（月）
に行われ、その内石川国際交流ラウンジには、煎茶、琴、尺八、
切り絵などの日本文化を体験しようと大勢の学生が集まりまし
た。それぞれの部門には約20～25人、多いところでは30人
近くも参加しとても盛況
だったようです。琴の体
験をしていたケニア出身
の女性ニアオス・ニス
タ・ニビアケさんは、政
策研究大学院大学の経済
学部で流通を学んでおり、

2006年9月21日に帰国が決まっているため、日本での最後の
思い出にと今回のJAPAN TENTに参加したそうです。音楽が
大好きなニオアスさんは、「ケニアにもたくさん素敵な民族音
楽が有りますが日本の伝統的な音楽とは随分違います。お琴も
とても素晴らしい楽器ですね。」と母国と日本の文化の違いに
ついて教えてくれました。また、楽譜の読み方を右から、さら
に縦に読むことを知り驚いていたようです。体験プログラムで
は「さくらさくら」を演奏して感動した様子でした。また、切
り絵の体験をしていた東北大学で歯学を専攻しているシリア出
身の学生は、鯉、蝶、手まりの三つのテーマから鯉を選んで、
『難しい』を連発しながらも、とても器用にカットしていまし
た。様々な文化体験が行われた中、金箔が一番心に残ったと話
す学生が多くみられたの
も印象的でした。昼食で
は石川ヒューマンネット
ワークの会員の方達の、
心のこもったお肉や野
菜、シーフードのカレー
を頂き、楽しい１日を過
ごしていました。

２人で仲良く 親子で



Vai ！ブラ
ジル野球少年団！！Vai ！ブラ
ジル野球少年団！！

（Vai! とはポルトガル語で「行け！」の意味です）
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8月3日－梅雨も明け、青空が広がる
下、小松市企画課が主催となって、小
松市少年野球団とブラジルスザノ市少
年野球団の親善試合が小松市末広野球
場にて行われました。今回の親善試合

は、小松市の姉妹都市であるスザノ市の国際交流事業の一環と
して行われ、遠くブラジルから夢を抱いた野球少年たちが集ま
りました。ブラジルではサッカーが有名なため、サッカーの競
技場は数多く存在する一方で、野球場というものはなく、それ
でも野球に興味をもった子供達はサッカーの競技場にベースを
置いて、練習をしているそうです。試合前日に行ったバッティ
ングセンターでは、初めての体験に子供たちは大喜びだったよ
うです。当日は２試合行われ、１試合70分という時間制限の
もと試合がスタートしました。第一試合は2－0と、惜しくも
負けてしまったブラジルの子供達。お昼休みを挟んで行われた
第二試合では、7－0と得点も大きく開いてしまい疲れが影響
したようでしたが、結果ではなく交流を目的とした今回の親善
試合は、両者笑顔で握手を交わし終了しました。試合後にキャ
プテンでピッチャー、4番バッターでもある日系3世の大山フ
ァビオ君にインタビューしてみたところ、「ランナーがいたの

にチャンスを活かせなかっ
たり、全体的にエラーが多
い試合だった。日本のチー
ムは練習量も全然違うし、
レベルが高い。でも思った
よりも接戦になって楽しか
った。」と1試合目を振り返
って話してくれました。ま

た日本の印象については「初めて来日
したけれど、治安も良くとてもきれい
な所。日本人の子供たちは思ったより
もフレンドリーだった。またチャンス
があったらぜひ来てみたい。」と笑顔で
答えてくれました。
また、今回プログラム期間中通訳として同行していた小松市の

ブラジル国際交流員、多田ファウスト祐一さんにお話しを伺って
みたところ、交流試合の前日には小松市の小学校で定期的に開か
れている、日本の学校教育システムに慣れさせるためにブラジル
人の子供たちを対象とした特別教室「アップルルーム」を訪れ、
小松市に多く住むブラジル人の子供たちと触れ合う機会もあった
そうです。滞在中はホームステイだったため、同じ年頃の日本の
子供たちとも触れあえる機会もありました。少しの日本語と身振
り手振りでお互いにコミュニケーションをとっていたそうです
が、言葉というものを超えて通じ合うものがあったことでしょう。
時差ぼけも感じさせない彼らの元気な笑顔と笑い声は、周りのわ
たしたちにもたくさんの元気を与えてくれていたようにも感じま
す。自分達と同じ夢をもった小松市の子供たちとの思い出や初め
て「野球場」を見たときの
感動を、ブラジルに帰って
もずっと忘れないでいても
らいたいですね。そしてい
つかブラジルにも野球場が
作られて、彼らのような野
球少年たちがたくさん育っ
てくれることを願っていま
す。

エチオピアは今雨季に入りました。一日中ではないけれど
毎日雨が降っています。もの凄く強く降る時間もあって、そ
んなときはみんな雨が止むまでカフェでお茶したりして雨宿
りをします。どんより曇っている日が多いので、「北陸の天
気と似ているなぁ」なんて最近思いながら過ごしています。
こんなに雨が降るのに傘を持ってない人が多くて、雨がぽつ
ぽつ降り始めると、髪の毛が濡れないようにビニール袋をか
ぶる女性方をよく見かけます。まるでナイトキャップをつけ
て歩いているみたいで少し興ざめします。エチオピアはアフ
リカにあるので「さぞ暑いでしょう」と言われることが多い
のですが、私の住む首都のアディスアベバは標高2400ｍの
高地にあって、年間平均気温16℃ぐらいなので意外に涼し

い、というより今の季節は寒いく
らいです。特に朝晩冷えるので、
靴下を履いたまま、フリースを着
たまま寝ることもしばしばです。
雨季でたまに雹（ひょう）も降

りまだまだフリースは手放せませ

ん。最近はマフラーも購入し風邪を
ひかないように気をつけています。
日中は気温が上がって暑いときも

あるので、街を歩く人達もＴシャツ
やランニングの人もいれば革ジャン
やセーターを着ている人など様々な
ので、着任当初は「この国では一体何を着たらいいのか……」
と困惑していました。
活動のほうは今学期はＣＡＤの授業を担当しました。私は首

都にあるアディスアベバティグバレド工業短大で建築製図の講
師として働いています。前任者が道しるべをはっきりと残して
くれたので、初めから授業を一人で担当することができ、仕事
が大変やりやすかったです。パソコンの台数が十分になく、１
台を2、3人でシェアして使わなければならない状況の中で、
学生達はよく頑張って勉強してくれていたと思います。そんな
彼らも雨季の明ける9月には卒業を迎えます。私が初めて教え
た学生達なので少し寂しい気がしますが、ここで学んで技術を
社会で役立てて早く一人前になれるように願っています。

さん吉田田恭恭子子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 建築

2005年11月より青年海外協力隊員としてエチオピアで活動中の吉田恭子さんに現地からレポートを送っていただきました。

みんなで記念撮影 ヒットなるか！？
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パヴェー・デ・アバカシー
材料 コンデンスミルク　１缶（380g） 牛乳　300cc 卵黄　２個分　　片栗粉　大さじ１弱

パイナップルの缶詰　１缶　　パイナップルの缶詰の汁　300cc ビスケット　180g
ココナッツフレーク　100g ホイップクリーム　200cc

作り方
①カスタードクリームを作る。コンデンスミルク、牛乳、卵黄と片栗粉を泡立て器でよく混ぜる。中央にか
けて、底からかき混ぜながら火を通し、クリーム状になるまで煮て、冷ます。
②パイナップルを1.5cm角のさいの目切りにしておく。
③ビスケットをパイナップルの缶詰の汁に浸して、ビスケットを柔らかくする。
④盛りつけ：ガラスの器にビスケットの半量、カスタードクリーム、パイナップル、ビスケットの順に重ね
て入れる。
⑤最後にホイップクリームに砂糖大さじ１杯半入れ、泡立ててパヴェにのせ、ココナッツフレークを振り、
冷蔵庫に入れて冷ます。

レシピを少し
だけ紹介！

シリ
ーズ

国 際 料 理 教 室

講師はブラジル出身のリリアン。今年度第１回目の料理教室とあって、多くの方が参加してくれました。この日は「コシンニ
ャ」、「グリーンサラダ」と「パヴェー」の3品を紹介。メイン料理の「コシンニャ」の出来栄えはそれぞれのグループで異なっ
てはいましたが、どのグループもおいしくできたと大変好評でした。デザートの「パヴェー」は甘いビスケットにさらに生クリ
ームやココナッツフレークをのせたりと、仕上がりは大変甘かったようですが、日本にはないまさに海外のデザートといった雰
囲気を味わうことができたようです。

６月２４日（土） ブラジル料理教室

7月29日（土）リファーレ4Ｆ大
研修室にて、今年度第１回目となる
「海外留学相談会」を開催しました。
今回は、参加者と留学経験者がゆっ
くりと話し合える機会をもとうと個
別カウンセリングのみを行いまし
た。参加ブースはアメリカ、イギリ

ス、オーストラリア、韓国、中国、フランスと海外ボランティ
アにわかれており、留学経験者が海外に留学するにあたっての
悩みや質問に親身になってアドバイスしていました。アメリカ
に留学希望している参加者は、「留学する不安はあったけれど、
実際に現地での話を聞いて解消されました。留学への一歩を踏
み出せそうです。」と、今後の留学計画への後押しとなったよ

うです。資料閲覧コーナーでは各国
大使館から取り寄せたものや、その
他留学プログラムのパンフレットな
ど多数取り揃えてあり、普段手にい
れにくい情報も得ることができたと
大変好評でした。
この「海外留学相談会」は年に3

回開催しております。次回は秋に開催を予定しておりますので、
ぜひご参加ください。また、海外情報ライブラリーにて留学相
談も承っておりますので、お電話にてお問い合わせの上ご相談
ください。
電話　076－262－5932
（財）石川県国際交流協会　事業企画班

海　外　留　学　相　談　会海　外　留　学　相　談　会

サンゲタン
材料 鶏肉　3羽　　なつめ　5個　　にんにく　15個　　生栗　４個　　米　200g 長ネギ　半分

しょうが　　塩　　コショウ　　爪楊枝

（材料の準備）
①米を水に30分～１時間くらい浸しておく。
②にんにくと栗は皮をむいておく。
③鶏のいらない部分を外しておく。（黄色い皮など）
④長ネギは5cmの長さで切っておく。
⑤しょうがは3mmの厚さに切っておく。

作り方
①鶏のおなかに米、にんにく、なつめ、栗を詰める。（にんにくは全部入らなかったら外においてもいい）
詰めてから、おなかを爪楊枝などでふさぐ。
②なべに材料を入れた鶏と長ネギ、しょうがを入れて、鶏肉が完全に沈むまで水を入れる。
③最初は強火で煮て、一回沸いたら弱火にして１時間以上煮込む。（肉と骨が分離するくらい）
④長ネギとしょうがを取り出して、自分の好みで塩とコショウで味をつけて食べる。

レシピを少し
だけ紹介！

この日は韓国出身の朴眞美が講師となり、「サンゲタン」、「きゅうりのキムチ」と「スイカ花菜」の3品を作りました。メイン
のサンゲタンは韓国では夏バテ防止の食べ物として親しまれており、当日の暑い天気にもちょうど良いメニューとなりました。
今回の参加者の中には「以前韓国に行った時にサンゲタンを食べていないので、今回参加してみました。」という人もいたりと、
実際に韓国に行ったことのある人も多かったようです。あっさりとしたサンゲタンとピリッと辛いきゅうりのキムチの組み合わ
せが良かったと大成功のうちに終了しました。

８月１２日（土） 韓国料理教室
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県庁19階展望ロビーにて、シリーズ第
2回目となる「中国紹介」が行われました。
今回、講師を務めた県国際交流員の蔡
佶 （サイ・キツセイ）が中国四千年の
歴史を持つ伝統的な生活文化について、お
祭りや食文化を中心に紹介しました。中国
では旧暦の正月である春節には水餃子を食

べる風習があることや、映画「インディ・ジョーンズ」にも登
場していた熊の手のひらや猿の脳みそなど100品以上の料理か
らなる「満漢全席」という、中国でもっとも贅沢な料理の紹介

などがありました。また、漢字文化
の紹介の中で、「娘」という字は中国
語ではお母さんという意味にあたる
と紹介すると、参加者から驚きの声
が上がっていました。講座終了後の質問タイムでは、今度中国
に旅行を予定している方から「中国で水道水を飲んでもいいの
か？」や「小遣いはどのくらい持って行くといいか？」など具
体的な質問も出ていました。昨年小松空港から上海行きの飛行
機が週3便となり、さらに身近になった中国へ、この講座を機
会に興味を持ち、旅行に行く人が多くなるといいですね。

世 界 文 化 理 解 講 座
石川県国際交流協会では今年度、一般県民を対象に全６回の
世界文化理解講座を開催します。県国際交流員の出身地や縁
のある国の文化などを紹介していきます。

８月２６日（土） 中国紹介

シリーズ第3回目のこの日は県国際
交流員朴眞美が講師となり、チマチョ
ゴリを着て母国韓国の紹介を行いまし
た。第1回、第2回とも多くのお客さ

んが足を運び、第1回目には高校生の姿も多く見受けられまし
た。韓国の首都ソウルをはじめとした主要都市の紹介や、様々
な映画やドラマの撮影地となった講師の出身地でもある済州道
が紹介されると、来場者の方々はドラマでみた風景に親近感を
覚えた様子でした。また、韓服といわれる韓国の伝統衣装の紹
介では、未婚者と既婚者で衣装の着方が異なっている事を説明
し、普段テレビなどを見てどうして違うのだろうと疑問を抱い

ていた人たちもすっきりと解決でき
たようです。学校教育や食事マナー
に関しては日本より多少厳しい印象
を受けたりと、日本と韓国の文化の
違いにも触れ、説明してくれました。お隣の国『韓国』。小松
からも週四便飛んでおり、私たちにとっても身近な国ですがま
だまだ知らないことがいっぱいあったようです。現在韓国語を
勉強中の来場者は、「語学だけでなく文化も知ることができ、
今回の講座を通してより韓国に興味を持ちました。」と、今後
の語学勉強の励みになったようです。

９月２日（土） 韓国紹介

10月14日　国際料理教室（イタリア料理） 11月３日　いしかわ国際交流フェスティバル・イン小松
11月11日　国際料理教室（インド料理） 11月25日　世界文化理解講座（ロシア紹介）
12月２日　世界文化理解講座（インド紹介）

IFIEでは今後、以下のイベントを予定しております

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 

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

ストファミリー募集中！ホ
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。
ご興味のある方は
日本語・日本文化研修センター　　
電話番号：076－222－5931
E-mail：homestay@ifie.or.jp

までお問い合わせください。

研修グループと研修期間（予定）

グループ名 国 受入人数 受入期間

モナシュ大学

韓国外国語大学

オーストラリア

韓国

20名

20名

各3名

１１月下旬～2ヶ月

1月中旬～1ヶ月

1月中旬～2ヶ月石川県友好地域日本語研修生
（韓国白山会、南米県人会、イルクーツク）
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CIR（国際交流員）のページ

この夏、新しいCIR２名がIFIEのスタッフに加わりました。皆さん、よろしくお願いします！この夏、新しいCIR２名がIFIEのスタッフに加わりました。皆さん、よろしくお願いします！

皆様、初めまして。石川県国際交流協会で働かせていただいているマンディー・ホー
（Mandy Ho）と申します。香港出身のアメリカ国際交流員で、ワシントン州のシアトルか
ら参りました。日本の文化と言語そのものが大好きなので、こんな風に日本で仕事ができて
とてもうれしいです。
私は以前日本で留学した経験がありまして、約１年間青山学院大学で交換留学生として勉

強させていただきました。そして、大学卒業してからまもなく、シアトルの紀伊国屋書店で
3年間ほど勤めていました。そのおかげで日本語を忘れることなく、むしろ上達することが
できました。石川県の文化に興味を持ち、前からずっと来たいという気持ちがありましたが、
残念ながら時間がなく結局来られませんでした。今回憧れていた石川県に派遣されて本当に

うれしく思っています。
来日して１ヶ月も経っていませんが、これからはどんな仕事が待っているのかを考えてみるだけで、すごくワクワク

してきます。周りの皆さんの期待に応えることができますよう頑張っていきたいと思っております。どうぞよろしくお
願いいたします。

実は、シアトルは石川県に似ている部分が多いのです。雨が多く降り、夏は暑いのですが
冬はやはり寒いし、また、海岸線が長く、とれたての海鮮がとてもおいしいのです。シアト
ルといえば、プロ野球選手のイチローさん、そして皆様がよく飲んでいらっしゃる
Starbucks CoffeeやTully's Coffeeの本社も、シアトルにあります。でももちろん、それ
だけではありません。皆様にシアトルの美しさや素晴らしさを伝えられる機会がたくさんあ
ると思いますので、ぜひその時は聞きにいらして下さいね。

マンディ－・ホー
Mandy Ho

香港生まれ、アメリカ　シアトル市出身

シアトル市はこんな所！

石川の皆さん、始めまして。インドのムンバイからまいりました国際交流員のラナデ・ニ
キル（Ranade Nikhil）と申します。今年の8月から石川県国際交流協会にて勤務すること
になりました。県初のインド国際交流員ということもありまして嬉しさと共に責任の重さも
少し感じています。インドの古い歴史と共に21世紀のインドの正しい姿を、石川県をはじめ、
日本の皆さんに伝えることは私の一番大きな務めになるというふうにおもっています。留学
先の京都大学と大阪外国語大学で学んだことを活かして、金沢を中心に石川県の発展に貢献
できれば幸いです。
2年前に初めて金沢に旅行で来た時の第一印象は「落ち着きやすい町」でしたが、この町

に交流員として住むことになるとは夢にも思いませんでした。これから、石川県の歴史と石
川弁を勉強しながら地元の人たちと色々なことを経験してみたいと思っています。石川の四
季の様々な風景や美味しい食べ物も楽しみにしています。
同じアジアながらお互いに「遠所者」のように思う日本とインドの両国ですが、これから

は経済的関係だけではなく民間レベルの交流も深めていきたいと思っています。そして、一
人の国際交流員としての望みというのは、いつでも声をかけやすい交流員になりたいことで
す。よろしくお願いいたします。あんやと！

ラナデ・ニキル（ロハン）
Ranade Nikhil

インド　ムンバイ市出身

２年間どうもありがとう！これからもお元気で。２年間どうもありがとう！これからもお元気で。

任期を終えたCIR２名

平成16年8月から2年間、県国際交流員とし

て活躍してくれたナンシー（アメリカ）とステ

ィーブン（カナダ）がこの夏で任期を終えまし

た。たくさんの楽しい思い出をくれた二人の今

後の活躍を願っています。

シアトル

ムンバイ
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IFIE PLANET留学体験談

留学留学留学 A Zto シリーズ

弟6回 アメリカ・大学留学編

毎回シリーズでお届けしている『留学AtoZ!』。今回は特別編としてアメリカの大学に現在留学中の宇野美智留さ
んに現地での１日の様子をレポートしてもらいました。海外の大学生活は一体どんな感じなのでしょう。

アメリカ創価大学はカリフォルニアのオレンジ郡にある大学で、2001年に開学したまだ新しい大学です。
この大学はリベラルアーツと言って一般教養を主な学部としています。また生徒数は400人前後で、教授１
人に対して平均して生徒が9人の少人数制が大学の一つの特色となっています。
詳しくはHPで → http://www.soka.edu

また私はオーケストラクラブに所属して、バリトンサックス
を吹いています。そのための練習が週に2、3日、授業が終わっ
てからの自主練習と、夜７時からの合同練習に参加しています。
そのほかにも陸上、水泳、合唱、MUN等々、いろいろなクラ

ブ活動、また将来の職業を決めるための興味のある方面へのイ
ンターンシップなどがあります。

授業が少ない分、一人で勉強に費やす時間は多くなります。
勉強の仕方としてはまず、授業が終わって大体5時までは教

授たちが各自のオフィスにいるのでアポイントメントを取って
「オフィスアワー」に行きます。そこでは質問したりアドバイス
を受けたりします。これは大学の全生徒数が400人しかいない
（各学年約100名）からこそできることで、教授も喜んで時間
を割いて教えてくれます。

また、勉強する場所も大学のいたるところにあり、静かな図
書館の中では夜遅くまで多くの学生が机に向かっています。図
書館の一角には『24スタディルーム』といって24時間開いて
いる場所もあり、期末テスト等が近づいてくると、多くの学生
がそこで夜通し勉強している姿も見られます。
私はどちらかというと寮の自分の部屋で勉強するのが好きで、

トイレ、洗面所、お風呂が共同で二つ個室があるという2人部
屋（SUITEというのですが）を自分の勉強しやすいように改造
して、そこにこもって勉強しています。アメリカ創価大学は
2001年にできてまだ6年目なので寮もとてもきれいなんです。

そして週末には寮に住んでいる友達で、地元のショッピング
センターに遊びに行ったりご飯を食べたり、また寮の中でパー
ティをひらいたりしています。
せっかくカリフォルニアにいるのだからと、大きな連休など

があったら遠くまで遊びに行ったりもしています。
勉強とそのほかの活動、また遊びを、メリハリをつけてこな

していけるのがこの大学の魅力だと思います。

授業風景

友人たちと

全寮制なので私は大学の中にある寮に住んでいます。だか
ら通学時間はゼロ。寝坊して5分前に起きても、走っていけ
ば間に合っちゃいます。

起床。AM 7:30

ご飯は三食カフェテリアで食べることができます。ビュッフ
ェスタイルなので、自分の食べたいと思ったものを好きなだけ
とることができるし、シェフに頼めばサンドイッチやオムレツ、
目玉焼きもあつあつのものを作ってくれます。ちなみに朝ご飯
はAM7：30～9：30で営業しています。

朝ごはん。AM 8:00

大学の授業は一日最大四コマまであります。午前に2コマ、
午後に2コマです。ただ、取れる授業の数が一学期に4～5個
なので、一日あたり多くて3コマの授業になります。授業の
種類は一般教養大学なのでさまざまなものがあります。（例：
アメリカ文学、言語学、歴史、社会学、国際学、心理学、科
学、数学、等々）

一コマ目の授業。AM 8:30 - AM 10:00

二コマ目の授業。AM 10:30 - AM 12:00

三コマ目の授業。PM 1:00 - PM 2:30

授業の合間、また昼休憩の間、そして授業が終わってからは何
か特別なことがない限りその日に出た宿題をかたっぱしから片付
けていきます。私の大学は宿題の出る量が比較的多いので、午後
早くに始めても終わるのが真夜中というときがよくあります。

四コマ目の授業。PM 3:00 - PM 4:30

昼ごはん。
（カフェテリアの開いている時間AM11：30～PM１：00）
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●忘年会（インターヒューマンネットワーク)
期　間 12月2日（土）
場　所 石川国際交流ラウンジ

（金沢市広坂1－8－10）
内　容 体験教室

茶道、琴、尺八、民舞（日舞）
ごはん、おでん作り　

問合せ 石川国際交流ラウンジ
† 076－221－9901

●いしかわ留学生交流フォーラム2006
期　間 12月10日（日）

13：00～20：00
場　所 ウェルシティ金沢

（石川厚生年金会館）
内　容 県内の高等教育機関で学ぶ留学生

を中心に、地域で国際交流を実践
している人々が集い、「留学生も地
域の一員」（仮題）をテーマに、記
念講演、分科会、全体会、留学生
によるプレゼンテーション、写真
コンクール、ネットワーキングを
行う。

主　催 独立行政法人　日本学生支援機構
北陸支部
石川地域留学生交流推進会議　　

問合せ 独立行政法人　日本学生支援機構
北陸支部
† 076－265－3111

FAX 076－265－3112
URL http://www.jasso.go.jp/

●国際ポットラックサロン「新おもてなし考」
日　時 毎月第1水曜日　

14：00～16：00
場　所 石川国際交流サロン

金沢市広坂1－8－14
内　容 毎月第1水曜日の午後2時から4時

の間お好きな時間に、お好きな茶
菓子を持ち寄って座談会を楽しみ
ませんか。話題の中心は、日本文
化を外国人に説明できる人材の育
成を目指して、専門家等の解説を
受けたり参加者間の意見体験談な
どの交換。国際交流に関心のある
方、特に初心者の方大歓迎。

主　催 G.F.N（グローバル・フレンドシ
ップ・ネットワーク）金沢

問合せ 〒921－8033
金沢市寺町4－9－3
G.F.N金沢　代表　中島千代子
† 076－244－4198

●「ママにいはお教室」メンバー募集中！
内　容 中国、台湾、香港出身のママたち

集まれ！親戚、友人がいなくて寂
しい思いをしている人いません
か？絵本や手遊び、童謡を通して
子育てを楽しみ、育児や生活の情
報を交換し、友達を作りましょう。

活動日 毎月第2水曜日
10：00～11：30
（2月はお休みです）

活動費 1回　100円～500円程度
主　催 「子育てサークルにいはお」
場　所 駅西福祉健康センター

（金沢市西念3丁目4番25号）
† 076－234－5103

問合せ 秋谷（アキヤ）
† 076-243-7012（日本語）
林（リン）
携帯電話　080-3740-0622
（中国語可）

●国際交流ボランティア募集
内　容 【通訳・翻訳ボランティア】

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 （財）石川県国際交流協会
† 076－262－5932

●いしかわ国際交流フェスティバル・イン小松
日　時 11月3日（金）
場　所 石川県こまつ芸術劇場うらら（JR

小松駅前）
内　容 詳しくはHPでご確認ください。

●外国人のための法律相談
日　時 毎月第3木曜日13:00～16:00まで
場　所 （財）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 （財）石川県国際交流協会

事業企画班
† 076－262－5932

イベント

募 集

お知らせ

http://www.ifie.or.jp

『○○の秋』。みなさんにとって秋はどんな秋ですか？今年も石川県国際交流協
会では恒例の「いしかわ国際交流フェスティバル・イン小松」を開催します。
みなさんの『○○の秋』に今年は「国際交流の秋」が加わりますよう、私共も
楽しいイベントを盛り込んだフェスティバルにして参りますので、ご家族、お
友達お誘い合わせの上ぜひご来場ください。

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）

徳田外喜子、竹下知子、田井善和

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 （財）石川県国際交流協会　
事業企画班　
† 076-262-5932
FAX 076-222-5932

IFIEからのお知らせ IFIE PLANET


