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拝見！石川の国際交流

北陸大学孔子学院記念、南京大学民族音楽団による金沢公演
が10月27日(金)19時より金沢市文化ホールで大勢の来賓客の
中行われました。北陸大学の姉妹校である南京大学の民族音楽
団は北陸大学孔子学院開設を記念しての初来日です。南京大学
関係者らによる流暢な日本語での挨拶があった後、張静波先生
の指揮のもと、優美な民族衣装を纏った楽団員による演奏が始
まりました。前半は民族管弦楽による｢祝典｣と｢ジャスミンの
花｣や、琴独奏、また民族管弦楽による日本民間歌謡でお馴染
みの「四季の歌」や「秦淮の灯」などの演奏が行われ、指揮者
と楽団員の息の合った素晴らしい演奏に、観客は歓声を挙げて
いました。10分の休憩の後、後半の演奏が始まり、弦楽五重
奏による「陽関セレナーデ」、笛の独奏や琵琶独奏、ニ胡独奏、

斉奏「中国名曲メドレー」が演奏され、最後
は民族管弦楽器合奏で盛り上がりまし
た。どの曲にも中国の雄大な自然
や歴史をテーマにした思いや意
味が込められており、観客はこ
れらの心にしみるような悠久の
音色に聴き入っていました。
南京大学民族音楽団は1996年
に設立。文学部、歴史学部、哲
学部、法学部、経済学部、理学部、

工学部そして医学部など様々な学部

の学部生、大学院生によって構成されています。アマチュア愛
好者グループでありながら、弓楽器、弦楽器、管楽器及び打楽器
を含めた中国伝統楽器を演奏し、合奏、斉奏、重奏、独奏などと
いう形で、中国民族音楽を演奏する楽団です。「民族文化を促進
し、古典芸能を広め、素養教育を高め、学生としての心意気を見
せよう」と言う方針に基づき、音楽団は成立10年来、200回以
上の公演と100曲弱の中国伝統音楽レパートリーを有していま
す。国際交流も盛んで、台湾、香港、マカオ地域とアメリカ、マ
レーシア、シンガポールなどの国々を訪問公演し成功を収めてお
り、今回、日本、金沢の人々にも南京大学民族音楽団訪問公演を
通して中国文化を届けることができた事を心から感謝しておられ
ました。また、公演後二胡で中国名曲メドレーを演奏した王懿さ
んにインタビューすることができました。全団
員が幼少から伝統楽器を愛好するアマ
チュアであることや、伝統的な素晴
らしいところを受け継ぎながら現
代的な要素を取り入れたプログ
ラムや演奏方法にしたことなど
を話してくれました。世界各地
を訪問公演している民族音楽団
の皆さんは今後も音楽という共通
語で、ますます友好交流の輪を広
げていかれることでしょう。

10月28日（土）、幼児か
ら小学校6年生までを対象に
した「ハローウィンパーティ
ー」が、加賀市山中児童セン
ターで行われました。山中児
童センターでは、加賀市役所
まちづくり課都市交流協会の

協力で子供たちのために様々な行事を企画しています。この日
は加賀市内の英会話教室で英語講師をしているアメリカ・テキ
サス州出身のリチャード・ショックリンさんが講師となり、全
36名の参加者に英語、日本語混じりでのオープニング挨拶で
始まりました。子供たちに英語とハローウィンの行事に慣れ親
しんでもらうために用意されたお菓子探しゲーム、コーナーゲ
ームなど趣向を凝らした英語のゲームに子供達は大喜び。アメ
リカでは、天使や魔女などのハローウィンにまつわる様々なコ
スチュームを身にまとった子供たちが近所の家を周り「トリッ
ク オア トリート」と言いながら玄関のドアを叩いてお菓子を
もらうそうです。今回のお菓子探しゲームでは、3つのおもち
ゃの家のドアの後ろに隠されたマシュマロがどこのドアにある
かを当てるゲームで、「トリック オア トリート」と言ってドア
をノックし、ノックしたドアの後ろにマシュマロがあると子供
たちからは歓声があがっていました。ゲームの合間にはハロー

ウィンに関係したキャラクターの名前を英語で何というか教え
てもらい、子供達は皆、興味津々。教えてもらった英単語を使
ってのコーナーゲームでは、“魔女：ウイッチ”や“幽霊：ゴ
ースト”などの単語を書いた紙をコーンに貼り、子供達が好き
な英単語のコーンに先生が10秒数える間に移動。先生が言っ
た英単語と同じ単語のコーンにいた子供達はアウトになるとい
うゲームです。子供たちが遊びながら自然に英単語を覚えてい
けるように工夫されたゲームは大成功で、皆会場内を走り回っ
ていました。後半は、児童センターが用意したコスチューム材
料で子供たちはハローウィンのオリジナルコスチュームを作り
ました。自分たちの作ったコスチュームの出来栄えに皆満足気
で、「ハッピーハローウィン！トリック オア トリート！」と言
いながら各階に隠された“ジャック・オ・ランタン”というハ
ローウィン独特のカボチャの形をした入れ物の中にあるお菓子
を探して歩き回りました。エンディングは参加者全員で「ハロ
ーウィン」という歌を大合
唱し、大盛況のうちに終了
しました。子供たちにとっ
て、遊びを通じて楽しく異
国の文化を知る学習機会と
なったようです。

『おばけ』って英語で何？？

コーナーゲームに興じる子供たち

in 山中ハローウィンパーティー

　友好深める中国民族音楽の調べ　友好深める中国民族音楽の調べ
─北陸大学孔

子学院開設記念─　南京大学民族音楽団　金沢公演



平成 18年度　JICA青年招へい事業平成18年度　JICA青年招へい事業
～ミャンマーの先生たちがやってきた！～
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今回紹介するのは留学生を中心に活動を行っているYOU－I
（友愛）が主催する、8月スタートした多言語WEBラジオU－
airです。YOU－I（友愛）の活動理念は『外国籍の方に、一金
沢市民として金沢市に暮らしていただくこと』を目的に活動し
ています。また、『言語・国籍に関わらず交流出来る機会をつ
くり、国際交流ではなく、ともに金沢に暮らすこと』を目指し
ています。活動の中心は金沢に住む在留外国人の方を含むメン
バーで構成されています。
この多言語WEBラジオU－airはYOU－I（友愛）のプロジェ

クトの一つで、日本語を話せない人達でも、金沢の情報を得る
ことができ、母国語でコミュニケーションし、自己啓発できる
「多言語コミュニケーションラジオ」を目指しています。
現在金沢市では約4300人の外国人の方達が暮らしていま

す。その外国人の皆さんに向けて（日本語が話せない人も含め
て）、ロシア語・中国語・タイ語・韓国語の4カ国の言葉と同時
に日本語で、インターネットを通じて発信しているので、国籍
を問わず内容が解り楽しめます。発信している内容については
外国人の皆さんが金沢で住むための生活に役立つ情報が中心で
す。番組のDJは金沢に在住の各国の留学生で、今回取材の時
のナレーターはロシア出身のバージムさんと中国出身の車さん
で、お二人ともボランティアで協力しています。U－airはラジ
オ番組の収録スタジオを提供している山田和夫さんを中心に他
2人を加えた、3人の日本人のスタッフが支援し、各国のボラ
ンティアの留学生を中心に活動しています。
番組の内容は各DJにお任せだそうで、それぞれの国の事や

DJの個性が出ていてとても楽しく分かり易い番組内容となっ

ています。各国の言葉と同時に日本語でも発信しているのでも
ちろん日本人の皆さんにも聞いていただき、楽しんでそれぞれ
の国について理解を深めて欲しいそうです。インターネットを
利用した放送なので（ネットラジオ）、パソコンとネット環境
さえあれば好きな時間に聞け時間を限定せず楽しめます。金沢
から海外の方達に向けても発信しコミュニケーションでき、ま
た大掛かりな設備なども必要ないので低コストにて運用でき費
用面でも大変助かるそうです。
今回の取材の時にはポーランド・スペイン・カザフスタンの

留学生達が番組の収録を見学に来ていて、各国の言葉が飛び交
い和やかで楽しい雰囲気のスタジオ収録でした。収録スタジオ
の提供者である山田さんによれば、事前に連絡していただけれ
ば見学は大歓迎だそうです。山田さんに将来の構想をきいたと
ころ「多言語放送局を継続することが一番重要で、さらに将来
はスポンサーを募り事業化も考え
ている」そうで、これからの活動
がますます期待されます。
近々ポルトガル語と英語の放送

を予定しているという事で、皆さ
ん楽しみにしていてください。

●YOU－Iの活動詳細は以下のWEBにて見ることが出来ます。
URL http://www.you-i.jp/

●見学・ボランティア参加については以下にE-mailしてください。
問合せ E-mail info@you-i.jp

JICA青年招へい事業の一環で
ミャンマーより20名が来日し、
小松市国際交流協会主催のもと、
様々な日本文化体験や地元中学校
との交流が行われました。11月
10日（金）、この日は金沢市内で
茶道体験が行われ、天候の悪い日

が続く中、当日はお天気に恵まれ、兼六園を散策するのに良い
日となりました。茶道体験は兼六園内にある時雨亭にて行われ、
お茶を点てている様子をひとつひとつ真剣な表情で見ている様
子が印象的でした。外国の人にとって正座は大変なのではない
かと心配していましたが、ミャンマーでは正座の文化があるそ
うで、食事をする時などは正座をするそうです。初めてのお茶
の味の感想は、「少し苦かったけど、おいしかった」という人
もいれば、「匂いが苦手だった」と様々でしたが、一緒に出て
きた和菓子は口に合ったそうで、みなさんパクパクとあっと言
う間に食べ終えていました。茶道
体験の後は庭園を見たり、茶室や
石川の伝統についても説明があ
り、皆熱心に耳を傾け中にはメモ
を取りながら聞いている人もい
て、日本の文化についてさらに深

く知ることができたようです。今回来日
した20名は母国では初等部の教師とし
て働いており、今回の日本滞在期間中に
は小松市の中学校などを訪問する機会が
あったそうです。日本の学校や子供たち
の印象について聞いてみたところ、「授
業の進め方などはあまり変わらないが、
先生の子供達へのサポートが日本はより
多くある気がします。子供達も活発で学
校の雰囲気もとても良いですね。」と今
回初めての来日となったエー・エー・モーさんは話してくれま
した。また日本との違いについても、ミャンマーでは先生も生
徒も制服があり、女性の先生は緑色の巻きスカートをはくそう
で、生徒たちも上は白いシャツに下は緑色のスカートやズボン
をはくのが習慣であると教えてくれました。その他に、ホーム
ステイもとても楽しみにしているそうで、外からではなく中か
ら見た日本を知ることができ、また実際に日本人がどのような
生活をしているか見ることのできるいい機会だと次の日のホス
トファミリーとの対面を心待ちにしているようでした。国に帰
って教育の場に戻る彼女達、実際に自分達が日本で経験したこ
とを母国の子供達に伝えて、その子供達が日本に興味を持って
くれるきっかけになるといいですね。

多言語インターネットラジオ局
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シリ
ーズ

国 際 料 理 教 室

今回の国際料理教室の講師は、当協会のプログラムで石川県に日本語と日本文化を学習するために
来ているトリノ大学の学生が担当してくれました。講師を立候補した8名の学生が2日間に分かれて、
「パスタ」、「メインディッシュ」、「付け合わせ」、「デザート」とイタリアの家庭料理を紹介。彼らは
ジェスチャーを交えながら勉強中の日本語で一生懸命に説明。参加者も本場のイタリア料理の作り方
を理解しようと一生懸命に聞き、講師と参加者が力を合わせて作っていきました。料理ができあがる
頃には非常に打ち解けあっており、食事会では非常に盛り上がって交流をしていたようです。今回、
講師をしてくれた学生も、日本の方にイタリアの良さをわかってもらえて嬉しかったし、日本人の方と交流できて非常に楽しか
ったと大満足の様子でした。

9月23日(土)・10月14日(土) イタリア料理教室

第1回　9月23日 のメニュー

※パスタ：ツナのスパゲッティ
※メインディッシュ：鶏肉の白ワイン風味スカロッピーネ
※付け合せ：ポテトサラダ
※デザート：パンナコッタ

第2回　10月14日 のメニュー

※パスタ：スパゲッティ・アッラ・カルボナーラ
※メインディッシュ：鶏肉のピッツァ・ソース焼き
※付け合せ：さやエンドウのトマトソース煮
※デザート：トルタ･アル･チョッコラート

今年8月にインドから来たロハン・ラナデが講師となり、「クミンライス（インド米）」、「パラク・
パニール（ほうれん草カレー）」、「ガジャル・ハルワ（人参デザート）」を紹介。
今回、本場のインドカレーの味を楽しんでもらおうとインド米も準備され、タイ米よりも更に長細い
インド米を手にした参加者は驚きの様子。スパイスの香りが調理室中に充満する中、講師がカレーに
数種類のスパイスを入れながら、「インドのカレーは唐辛子の辛さだけでなく、このスパイスの種類
と量によって、おいしい塩辛さを決めるのです。」と説明すると参加者たちは興味深くうなずいてい
ました。最後の食事会では、「手の指の第2関節より上に食べ物がつかないように食べるのがマナーです。」とインドでのテーブ
ルマナーが紹介され、参加者は手でカレーを食べることにも挑戦！「今日1日で、いろいろなインドの文化に触れることができ
た。」と貴重な料理教室となったようでした。

11月11日(土) インド料理教室

面積は日本の約45倍もあるのに、人口は日本とほぼ同じ国
「ロシア」。ロシアのイメージといえば、華麗にスケートリンク
の上を滑っているフィギュアスケート選手のような金髪に碧眼
のイメージを持っている人は少なくはないのでしょうか。実際、
ロシアには140の民族が住んでおり、見た目も文化も民族によ
り様々だそうです。今回の紹介では、日本とは異なる少し変わ
った学校制度について説明し、好成績の学生には文部科学省か
ら金メダルをもらえるという特典があることや、一貫教育を行
う学校が多いことも紹介しました。また、ソ連崩壊による社会
への影響が離婚問題など、様々なところに及んでいることなど
も紹介し、現在も多くの問題を抱えているロシアの実状を教え
てくれました。交流員の出身地イルクーツクは冬が厳しく、そ

ういった地域ならではの“オットセ
イ”と呼ばれる、氷の浮かぶ冷たい
水の中で泳いでいる人たちのことな
どを写真付きで紹介すると、来場者
からは笑いと驚きの声が聞こえてき
ました。聞いていると寒くなる話で
すが、実際には水の中の方が外より
も暖かいということで、冷たい水の中で泳ぐ人が多いそうです。
またロシアでは今、日本ブームが起こりつつあり、琴や三味線
を趣味で習う人もいたり、日本食レストランが多くなってきて
いることや、ロシア人の口にあうように味付けされた豆腐など
があることも紹介。これからも日本ブームがさらに拡大して、
ロシアの人々がさらに日本に興味をもってくれるようになると
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。 

 

11月25日（土） ロシア紹介

“ボリウッド”って皆さんご存知ですか？映画の都アメリカ西
海岸にある「ハリウッド」にちなんで付けられたそうです。イン
ドは映画産業が盛んで、アメリカを抜き、実は世界で一番の映画
製作数を誇っています。そんなインドではもちろん映画好きな人
が多く、またインドの人は写実的な映画よりもロマンチックな夢
物語をより好むそうで、主に恋愛映画を多く制作しているそうで
す。今回インド紹介をした国際交流員のロハンはその通称ボリウ
ッドと呼ばれるボンベイ（ムンバイ）出身です。今回は、インド
の盛大な結婚式についても紹介。日本の結婚式と異なり、インド
では一週間行うところもあるそうで、田舎にいくと村全体を招待
して行う盛大な結婚式もあるそうです。結婚式は人生で一番大切

な儀式として考えられているため、
結婚式に全財産をかけるカップルや
家族も少なくないそうです。また、
インドは美人が多い国と言われてい
るだけあって多くの女性が世界のミ
スコンテストで上位に入賞している
そうです。観光については、北部に
ある有名な「タージマハル」を紹介。インドはその他にも数多く
の観光地を有しており、世界各国から観光客が訪れる国だそうで
す。来場者の中にはインドを実際訪れたこともある人もいて、今
回のインド紹介を通してもう一度行ってみたい気持ちになったよ
うです。多くの魅力的な部分をもつインド。いろんな民族が混ざ
っているからこそ引きだせる魅力なのでしょう。

12月２日（土） インド紹介



いしかわ国際交流フェスティバルいしかわ国際交流フェスティバル 小松小松
今年も
大盛況 in

海外留学フェアー　世界へ飛び出そ
う！
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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 

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

ローザンヌ工科大学 

モントリオール大学 

ワシントン・アンド・リー大学 

ヴァージニア・ミリタリー大学 

スイス 

カナダ 

アメリカ 

アメリカ 

05名 

05名 

13名 

04名 

4月 8日から6月30日

4月15日から5月26日

4月22日から5月29日

5月20日から6月24日

9月の第1、第2、第3土曜日に金沢市広坂にある石川国際交流
サロンにて「サロンdeトーク」を開催しました。
今回初となるこの企画は、日本語を話してみたい、日本語を学
習している外国人の方々と、外国語を話してみたい、外国語学習
している日本人の方々とが集まって、サロンでお茶をしながら自
由に会話を楽しもうというものです。
「英語と日本語の日」「中国語・ポルトガル語と日本語の日」

「韓国語・ロシア語と日本語の日」という設定で、それぞれの外国
語と日本語のペアの参加者約20人ほどに集まってもらいました。
この「サロンdeトーク」は実践の会話練習場なので、皆さんの
日頃の語学学習の成果の腕の見せ所です。もちろん外国語に自信
の無い方でも外国人の方の日本語の話し相手もしくは練習相手と

して参加できますので大丈夫です。
また日本語に自信の無い外国人の
方にも同様に言えることですので
気軽に参加できます。
当初、会話が弾まなかった時の
ために用意しておいたゲームも必
要ないくらいに皆さんの会話は弾
み、「時間が足りない」、「もっとい
ろんな人と話がしたかった」などの意見や「今度このイベントが
あったらもう一度来たい」との声が大きかったようです。大成功
に終わった「サロンdeトーク」は、2月と3月に開催を予定してお
ります。お気軽にご参加ください。

11月26日（日）、リファーレ4階大研修室にて今年度第2回目
となる海外留学フェアーを行い、日頃留学に関する様々な疑問を
持っている人たちが集まりました。今回のフェアーでは、前半に
留学に関する基本的なセミナーと英語圏の留学セミナーを（独）
日本学生支援機構より講師を2名招き、留学する上での注意点など
について説明が行われ、これから留学を希望する来場者は熱心に
耳を傾けていました。留学は目的ではなく夢を実現するための手
段であるということについて説明し、後半は留学体験者とのパネ
ルディスカッションが行われ、また個別カウンセリングでは、英
語圏以外にもフランスや韓国、中国など、なるべく多くの希望者
に対応できるように幅広くブースを設置しました。いろいろな体

験談を聞いてみたかったと会場に
足を運んだ来場者は、「今回のフェ
アーを通して目的などがはっきり
してきたので良かった。また、ア
ットホームな雰囲気だったのでい
ろいろと聞くことができた」と感想を述べてくれました。（財）石
川県国際交流協会では国際情報ライブラリーカウンターにて留学
相談を承っております。また、留学経験ボランティアも同時に募
集しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。お問い合わ
せは　電話　076－262－5932
（財）石川県国際交流協会　事業企画班まで。

11月3日（金）、年に一度の
国際交流イベントを小松市うら
らで開催しました。連休初日と
あって多くの人で賑わいました。
晴天の中行われた世界の民族衣

装ファッションショーはメインステージを賑わし、また同じく
屋外に設置された世界の屋台料理コーナーでは滅多に味わうこ
とのできない世界の料理を味わおうとどの屋台にも列ができ、
午後には完売しているブースが多く見られました。屋内では英
語落語や親子対象イベント、世界の国紹介ブースがあり、世界
の言葉で「こんにちは」や「ありがとう」を何と言うのかを聞

いて回るスタンプラリーには、子供から大人までが各ブースで
外国人に一生懸命に聞いている姿が印象的でした。メインステ
ージ最後を飾ったのはサンバショー。大阪で本格的にサンバの
活動を行っているサンバグループたちによるショーはフェステ
ィバルを最高潮に盛り上げ、小松市在住のブラジル人を始めと
して、最初は恥ずかしがっていた日本人たちも最後にはみんな
で輪を作りサンバのリズムに合わせて踊っていました。今年度
も多くの方にご来場頂きまして、大変楽しいフェスティバルを
開催することができました。ご来場頂きました皆様、ご協力頂
いた皆様、ありがとうございました。

好評！  サロン de トーク！

※ローザンヌ工科大学とヴァージニア・ミリタリー大学は主に男性が多いグループです
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CIR（国際交流員）のページ

（財）石川県国際交流協会では6カ国6名のCIR（国際交流員）が在
籍しています。国際交流員は全国に431名在籍しており、出身国は
様々です。地域の外国語教育及び国際化の向上を目的に派遣され、海
外からのお客様の通訳や、文書の翻訳、また様々なイベントを通して
地域住民との国際交流に関わったりもしています。今回は私たちCIR
が実際どのような活動をしているのか皆さんにご紹介します。

こんにちは！中国の交流員の蔡です！私の通訳の仕事につい
てご紹介します。
私の仕事の中で、「通訳」は一番多い仕事です。中国は日本

と一衣帯水で、ビジネスや文化交流など人的往来が盛んです。
そして、皆は中国語と日本語が両方とも話せるわけではないの
で、通訳がいないとなかなか深い交流ができません。だから、
コミュニケーションにおける通訳の役割はとても重要だと思い
ます。
通訳は、まず両方の言語が分かるのはもちろんです。分かる

というのは両方の話の意味をよく理解でき、両方の言語でうま
く話せることです。そして、“反応”です。つまり相手の話を
理解してから素早く頭の中でもう一種の言語に転換して口に出
すことです。更にいろいろな分野の知識を勉強しなければなり
ません。
私は主に県庁の表敬、そして観光説明会、懇親会で通訳をし

ています。内容は石川県のＰＲや今までの両地域の交流の歩み
が多いです。最初は大変でしたが、やればやるほどちょっとず

つ上手になっています。
考えてみれば、やはり
数多くの通訳経験を通
して、お互いの交流の
あゆみの歴史であった
りとか、そういった知
識を自然と理解してき
ているからです。そう
いった知識を元にする
と、急に一つの単語が分からないといった場面に遭遇しても、
大体その単語の意味を想像できます。また最初はとても緊張し
て、意味が分かっているのにうまく通訳できなかったこともあ
りましたが、今はだんだん慣れてきて、うまくできるようにな
ってきました。
今の私は日本語がまだそんなに上手ではないし、うまく表現

できないときもありますが、通訳の力を上げるためにもっとも
っと勉強し、頑張らなければならないと日々努力しています。

こんにちは！ロシアの交流員のセルゲイです！次は、「国際
理解教室」について、ご紹介します。具体的にどんな仕事かと
いいますと、県内の小中高校の総合学習の時間の中で外国人講
師によって行われる授業です。内容的には、世界にどんな国が
あるか、またそれぞれの国の文化、伝統、習慣などの紹介を通
して、日本との違いあるいは、日本の常識は外国人にとって非
常識なことがあるなど、子供たちに世界の多様さを理解しても
らうことを目的とした事業です。
私は個人的に子供たちとふれあうのが好きなので、国際理解

教室にはいつも喜んで行きます。子供の時から、いろんな国の
人と会うことによって、視野も広がるし、大人になっても、外
国人だからなにかと言う偏見がなくなることに繋がると思いま
す。自分の経験から見ると、ある県内の中学校へ行ってから一
週間後、子供たちからお礼の手紙が届きました。ある女の子が

このように書いてくれ
ました。“ロシア人は怖
いと思ったけど、先生
と会ったらそんなこと
ない、普通の人だと感
じました。これからも
ロシアのことを勉強し
たいと思います”。それ
を読んで自分でも感動しました。30人のクラスの中で1人で
も、なにかに対する偏見をなくすことができたというのは、そ
の理解教室の大きな成果だと思います。
これからも出来るだけ子供たちに、この世界で良い文化と変

な文化はない、ただ私たちはそれぞれで、違うところに住んで
いるだけということを教えていきたいと思っています。

国際料理教室

その他にも私たちはこんな活動をし
ています！！

世界の子ども遊び 機関誌の取材

通　訳

国際理解教室
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IFIE PLANET留学体験談

留学留学留学 A Zto シリーズ

弟7回 フランス・大学留学編

近年、英語以外の言語に興味を持ち、習得したいという人が増えてきています。今回はフランスに語学・大学学部
留学をされていた中川奈津子さんに、留学時代の貴重な経験談と帰国後の活動についての体験談を寄せてもらいま
した。

るようになりました。

私が住んでいたグルノーブルは、フランス南東部に位置

する山に囲まれた地方都市でしたが、大変先進的な街で、

障害のある方でも車椅子で移動できるように段差のない路

面電車が走っており、日本では考えられないほど、障害の

ある方が公共交通機関で移動されるのをよく見ました。科

学技術の研究所も多く、外国人の研究者、学生や、移民も

多く、田舎のイメージの強い山岳都市でありながらも、国

際色豊かで、刺激のある街でした。

私が通った語学学校はフランス語教育の研究に力を入れ

ているグルノーブル第三大学の附属学校でよい先生に恵ま

れ、施設も充実していました。最初の5ヶ月は語学の集中

レッスンに参加し、午前中レッスンを受けた後、午後はＬ

Ｌ教室で個人的に勉強が出来るようになっていました。そ

の後大学のフランス語教員養成過程に進んでからは、フラ

ンス人学生らと、勉強と実習に明け暮れるような毎日でし

た。フランスの大学へは、日本で大学を卒業していれば、

入学は比較的簡単にできますが、進級するのが難しいので

気の抜けない生活でした。

このように留学を通じて貴重な経験をすることができ、

語学も上達していくのですが、国際社会での英語の力があ

まりにも大きいため、フランス語で仕事を見つけるのは簡

単なことではありません。私は留学の際にフランス語教師

の養成課程にいたので、会社員として働きながらもフラン

ス語を教える仕事もしています。このフランス語を通じて

留学中のみではなく、現在でも自分の仕事や友人以外で、

様々な人と出会う機会を得たと思っています。それが一番

の収穫だったと思っています。

「大学で3年間学んだフランス

語をさらに勉強して、フランス

語を生かした職業に就きたい。」

このような漠然としながらも

強い希望から私のフランス留学

は実現し、フランスでの学生生

活が始まりました。

渡仏した私が、入学した語学学校の最初のクラスは中級

クラスで、生徒は私と韓国人の女の子を除いてすべて西洋

人で、休み時間になれば生徒たちはみんな一斉に英語で話

をしていました。中級クラスなのでお互いフランス語で意

思の疎通は出来るはずなのに、皆が英語で話すので、英語

を話すのが苦手な私にとってはクラスに溶け込むのは大変

でした。これは英語圏以外に語学留学したときに特有の問

題といえると思います。おまけに性格的にどちらかといえ

ば引っ込み思案なほうでしたが、外国ではおとなしいとい

うことは、社会生活を送っていく上で大変マイナス要因に

なることが多いと感じ、自分自身が積極的に人と交わるよ

う努めました。そしてその次に課題になったのは、様々な

物事に対して自分の意見を持ち、表現することでした。私

が出会ったフランス人や外国人は、世界で起こるさまざま

な紛争や、問題について議論することが多く、私も意見を

求められることが多かったのですが、答えられないことが

多々ありました。色々なことに関して、自分で考え表現す

るというごく単純であることが身についておらず、「今ま

で何も考えずに生きてきたのか・・」と恥ずかしく思い、

自分とその周囲だけでなく、世界的な問題についても考え

グルノーブル
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●白山連峰学術院　カルチャーセミナー
期　間 1月20日（土）
場　所 石川県国際交流センター4階大研

修室
内　容 第一部：講演

「台湾・八田興一ダムと兼六園・
曲水」
スピーカー　中川武夫
ディスカッション　参加者全員
※講演、ディスカッションは英語
を公用語として用いるので外国
人留学生、研究者の参加をお待
ちしています。

問合せ 白山連峰学術院　中川　
† 076－226－0244
携帯　090－8268－2330

●留学生とのスキー交流会
期　間 3月初旬
場　所 白山市内のスキー場
内　容 県内留学生と県内大学生・青年によ

る白山市内スキー場での宿泊交流　
問合せ NPO法人石川県青年交流協議会

電話/FAX076－223―9584

●タイ語講座受講生募集
期　間 平成19年1月13日～3月24日の

毎週土曜日午後
場　所 石川県生涯学習センター　他
内　容 北陸地区唯一のタイ語講座であり、

金大留学生が講師となり初級から
上級まで教える。

受講料 1コース10回
7000円（テキスト代を含む）

問合せ　石川県タイ友好協会
†/FAX 076－223－9584

●タイ舞踊講座受講生募集
期　間 平成19年1月13日～3月24日の

毎週土曜日午後
場　所 石川県生涯学習センター　
内　容 北陸で唯一のタイ舞踊講座。留学

生が主にタイ北部のタイ舞踊を指
導する。

受講料 1講座10回
6000円（テキスト代、CD代など
を含む）

問合せ 石川県タイ友好協会　
†/FAX 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】

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

●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

●ワーキングホリデー説明会
日　時 2月21日（水）

19：00～20：30（予定）
場　所 石川県国際交流センター　研修室4
内　容 「ワーキングホリデーについて」

のセミナーと、実際にワーキング
ホリデーを経験したボランティア
とのフリートーク。

問合せ （財）石川県国際交流協会
事業企画班
† 076－262－5932

●海外留学フェアー
日　時 2月25日（日）

13：30～17：00（予定）
場　所 石川県国際交流センター　研修室8
内　容 「初めての留学（仮）」セミナーと

留学経験者ボランティアによるパネ
ルディスカッション。各国、各種類
のブースにわかれての個別相談。

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

いしかわ国際交流フェスティバルも皆さんのおかげで無事に終了するこ
とができました。2007年も、国際交流員ともどもがんばって参ります
ので、どうぞよろしくお願い致します。皆さんにとっても良い一年にな
りますように。

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）

金浦芳子、竹下知子、田井善和、大丸晋一

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


