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1年に1度の国際交流フェスティバル。2007
年11月3日、コスモアイル羽咋にて開催しまし
た。天候が危ぶまれる中での開催となりました
が、当日は屋外ステージや屋台など全てのイベ
ントを無事に開催することができました。
世界の料理屋台では普段なかなか食べる機会
の少ない料理が並び、屋外ステージでは地元羽
咋市からの参加者をはじめ、多国籍の参加者が
ステージを盛り上げていました。屋内では様々
な国の人たちと交流できる「世界の国紹介ブー
ス」や、こどもを対象とした世界の絵本やアニ
メを楽しむイベントなども開催し、親子連れの
来場者にも楽しんでいただけたようです。
また、今年は羽咋市在住外国人のために「日
本語教室」を開講したりと、国際交流だけでは
なく外国人との共生・交流社会に向けたイベン
トも開催しました。
今年も多くの方々にご来場いただき大変賑わ
ったフェスティバルとなりました。ありがとう
ございました。
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H ost Family News

IJSP「石川ジャパニーズスタディーズプログラム」とは、世界各国の大学や機関より派遣された研修生がホ

ームステイをしながら、月曜日から金曜日の午前中は日本語を学び、午後からは様々な日本文化を体験するプロ

グラムです。日本文化体験には、茶道、華道、篆刻、金箔貼り、陶芸などがあります。今回は、そのプログラム

に参加された研修生の方のインタビューをご紹介したいと思います。

Ｑ－こちらのプログラムに参加するきっかけを教えてください。

Ａ 大学で日本語（副専攻）を勉強しているので応募しました。また日本でホームステイをしてみたいと思ったからです。

Ｑ－日本語の授業はどうですか？日本語で一番難しいことなど教えて下さい。

Ａ授業は大変でしたが、先生は、絵を書いて説明してくれて、いつも日本語だけで話しかけてくれたのがとてもよかったで

す。一番難しかったのは“漢字”です。 ～の、～に　などの助詞も難しいと思います。

Ｑ－日本のさまざまな文化を体験してみてどうですか？

Ａ 以前テレビで見たときに体験してみたいと思っていたので、陶芸の体験が一番印象的でした。金箔貼りも楽しかったです。

Ｑ－普段はどのようなことをして過ごしていますか？

Ａ 文化体験がない日は、本屋へ行ったり、買い物をしたり、インターネットをして過ごしました。時々、市内観光もしました。

Ｑ－ホームステイを体験してみてどうでしたか？

Ａとても楽しかったです。生活習慣の違いから、慣れるまで少し時間がかかりましたが、ホストファミリーのお母さんとお父

さんと3人でこたつに入ってたくさん話をしました。とてもよい交流だったと思います。自分はそれだけで十分でした。

Ｑ－石川県の印象について教えてください。

Ａ石川県に来る前は、「金沢」という地名も聞いたことがなく、小さい田舎町だと思っていましたが、実際来てみたら、大き

なデパートや立派な建物が多くあることがわかりました。小さな京都のようだと思いました。

Ｑ－日本に来て驚いたことや、新しい発見はありましたか？

Ａオーストラリアでは毎日シャワーでしたが、金沢へ初めて来た日、お風呂へ入ったらとても体が温かくなりました。その

日はとても寒かったので、それからお風呂が大好きになりました。日本の温泉や銭湯では、みんなで裸になることが驚き

でしたが、お風呂が大好きになってからは何度も銭湯などへ行きました。

Ｑ－また日本へ来る機会があれば何をしたいですか？

Ａ次回来る機会があれば、ゆっくり旅行をしたいです。石川県の行けなかった色んな場所へ行ってみたいです。そして、旅

行や留学ではなく、専攻である日本語とグラフィックデザインを生かして、日本で仕事をしてみたいと思っています。

IJSP「石川ジャパニーズスタディーズプログラム」とは？

ホストファミリーボランティアとは
国際交流事業のひとつ「石川ジャパニーズ
スタディーズプログラム」に参加する外国
人を受入れしていただくボランティアです。

インタビュー　Interview

皆様いかがお過ごしでしょうか。ホストファミリーボランティアの方々への情報提供の場でありますホストフ

ァミリーニュースは、これより、「IFIE PLANET」に掲載させていただくことになりました。そこで、初めてホ

ストファミリーニュースをご覧になる皆様にも知っていただきたく、今回はIJSP「石川ジャパニーズスタディ

ーズプログラム」についてご紹介いたします。

今回インタビューに答えて

くれたのは、モナシュ大学

（オーストラリア）の研修生

ゲルダ・ウィジャジャさん（2

年生グラフィックデザイン専

攻）です。
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ホストファミリーニュース（No.10）
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八代先生は日本企業のビジネスマンの海外赴任前のトレーニング

にも携られ、異文化コミュニケーションとトレーニング、コンフリ

クト･マネジメントがご専門です。

ご自身も小学生のときイギリスとドイツで3年、高校生のときも

アメリカで過ごされ、身を持って異文化間の摩擦を体験されたそう

です。

異文化理解のために、まず「“open heart, open mind”肯定的な気持ち」の大切さを強調されました。私た

ちは「目が青い」、「背が高い」といった「目に見える」部分で相手を判断しがちですが、相手がもつ独自の文化

背景や価値観といった「目に見えない」部分は見逃しがちです。「目に見えない」部分をいかに見出し、「肯定的

に」受け止められるかは、「相手とコミュニケーションしたい」という熱意を持ち、自ら相手の思いを取りにい

く姿勢が大切だということです。

また、異文化接触の際の「カルチャーショック」も、否定的なものと捉えず、異なる文化や習慣を比較し、悩

み、苦しみ、最後に納得する過程を多く経れば経るほど、異文化に属する互いの関係をより深めるきっかけにな

る。けんかをしてもあきらめずに、自らが納得し、そして相手を納得させる努力をおしまず、「あなたを受け入

れたい」という態度を示すことを呼びかけられました。

相手を納得させるためには、相手の心を動かす「文化の鍵」を探すことが大切で、一人のアメリカの学生がキ

ャンプで文句ばかり言っていたとき、その手を取って話したら理解してくれた経験を紹介されました。

その後、「バルンバ人」という架空の民族を設定し、参加者を二つに分けて異文化摩擦を体験する楽しい活動

もありました。

最後に異文化理解のための要点として次の6つの点をあげられました。

1．感情をコントロールする（自分の気持ちを冷静に話せること。）

2．判断を保留する（自分はまだわかっていない、と意識すること。）

3．オープンな心と柔軟な対応

4．自分の文化と相手の文化の知識

5．相手への共感

6．相手の善意を信じて、活動を継続する

■八代京子先生の著書

『多文化社会の人間関係力―実生活に生かす異文化コミュニケーションスキル』共著（三修社）2006

『交渉とミディエーション―協調的問題解決のためのコミュニケーション』監修（三修社）2004

『異文化コミュニケーション・ワークブック』共著（三修社）2001

～ 第3回日本語教育研修講座から ～

講座　Lecture

当協会では、主に日本語教師を対象とした「日本語教育研修講座」を年5，6回開催しておりますが、中には広

く一般の方も対象とした内容の講座もあります。今回は昨年10月に開催しました、麗澤大学国際経済学部教授

八代京子先生の講義をご紹介いたします。

プロフィール

【最終学歴】
国際基督教大学大学院教育学研究科　修士（教育学）

【経歴】
筑波大学現代語現代文化学系国際関係学類講師
淑徳大学大学院国際経営・文化研究科兼任講師

外国人と一緒に生活するために
知っておきたいこと
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就労が認められている「在留の資格」

就労活動が認められていない「在留の資格」（6）

文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
（ただし、資格外活動の許可により就労が認められる場合があります。）

就労活動が具体的に特定されるもの（16）

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、
法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知
識・国際業務、企業内転勤、興行、技能

活動に制約がなく就労活動について特定されないも
の（4）

特別永住者（入管特例法に基づく在留の資格）、永
住者、日本人の配偶者等、定住者等

就労の可否は個別に指定される活動によるもの（1）

特定活動（外交官等の家事使用人、ワーキングホリ
デー及び技能実習の対象者等）

「在留資格」の種類　（図1）

我が国に滞在する外国人は、近年増加の一途を辿り、2005（平成17）年末で200万人を突破しました。そ

のうち、就労を目的とする在留資格（外交・公用を除く）の外国人登録者は、前年の2004（平成16）年末と

比べ1万1,659人減少しましたが、それでも18万人を超えています。

外国人の方は、出入国管理及び難民認定法（以下、「入管法」という。）で定められている在留資格の範囲内に

おいて、日本国内での活動が認められています。

現在、在留資格は27種類ありますが、就労の可否に着目すると次の4種類に区分されます。（図1）

不明な点は、名古屋入国管理局金沢出張所（〒920-0024 金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎1階　TEL

076-222-2450）もしくは、外国人在留総合インフォメーションセンター（〒460-8582 名古屋市中区錦2-

2-13 名古屋センタービル3階 名古屋入国管理局丸の内分室内 TEL 052-223-7336）までお尋ねください。

「留学」、｢就学｣及び｢家庭滞在｣の在留資格を持って在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合

には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。

なお、この場合でも風俗営業等に従事することはできません。

留学生・就学生等の区分 1週間のアルバイト時間 教育機関の長期休業中の
アルバイト時間

大学等の正規生 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内

大学等の聴講生・研究生 1週間につき14時間以内 1日につき8時間以内

専門学校等の学生 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内

就　　学　　生 1日につき4時間以内

留学生・就学生のアルバイト可能時間一覧表　（図2）

～ 石川労働局職業安定部職業対策課からのお知らせ ～

外国人の滞在者や就労者は増加

就労が認められる在留資格かどうかご注意ください
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日本国内で就労する限り、日本人、外国人を問わず、原則として労働関係法令の適用があります。労働関係法

令とは、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法などです。

これらのことは、パンフレット「日本で働こうとする外国人のみなさまへ」（厚生労働省作成）に詳しく載っ

ています。このパンフレットは、英語のほか、5ヶ国語（ポルトガル語、スペイン語、中国語、ハングル語、タ

イ語）で書かれたものがあり、各ハローワークで入手できます。

当協会では、9月29日（土）、10月27日（土）、12月1日（土）と3回シリーズで外国人のための日本料

理教室を実施しました。会場は金沢駅近くで最近、駐車場も拡張された石川県女性センターです。

昨年度まで、当協会の国際交流員が母国の料理を一般県民対象に紹介してきましたが、今年度は在住外

国人に対し、日本の家庭料理の作り方を教え、日本の味や食文化により一層慣れ親しんでもらい、今後の

日本での生活の中で自ら日本料理を作れるようにと企画されたイベントです。

今回の日本料理教室の講師は、日頃、外国人に日本料理を教える活動もしている団体「IVネットワーク」

の会員の方に協力していただきました。

当日は、国際交流員が通訳を担当し、慣れた手つきで調理する主婦から、一度も自分で日本料理を作っ

たことがない留学生や企業研修生まで、様々な国籍の外国人が各回20名程度、参加しました。

感想を尋ねると、「日本料理の作り方で、日頃わからなかった細かい部分まで聞くことができて大変良か

った。」、「いろいろな国籍の人と話ができて楽しかった。」などの声が聞かれ、とても有意義な機会となっ

たようです。

これからも、当協会では多文化共生社会づくりとして、お互いの

文化や習慣を理解し合える企画を実施していこうと思います。

外国人労働者にも日本人労働者と同じ関係法令が適用

ロシア、ハバロフスク出身の
カルポア・アンナさん（津幡町在住）

外国人のための日本料理教室に参加できて、とてもよかったです。

日本料理の作り方は難しいと思いましたが、先生方にとても優し

く丁寧に教えていただいたお陰で、意外と簡単に作れました。

家でもレシピを見ながら作ってみたら、主人に大変喜んでもらえ

ましたので、また新しい日本料理に挑戦したいと思います。
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ロシア国民の6割が別荘を持っている！？

際交流員のコーナー国

それを聞くと皆さん驚くでしょう？ロシアの別荘はロシア語でダー

チャといいます。別荘といっても、日本のような上流階級のためのもの

ではなく、個性のある手作りの家と小さな庭で多種多様の野菜を育て

るところです。ダーチャはもともと“与えられたもの”という意味で、

ソ連時代に国から市民に無償で与えられた土地です。ダーチャは大体

市街地より車で30分から１時間ほどの距離にあって、金曜日の夜に

は仕事を終えた人たちで道路が渋滞になるほど自分のダーチャに向か

う人が多いです。ダーチャの庭で、初春にアパートで育てた苗木を植

え替えて、夏にさんさんと照りつける太陽の日のもとですくすくと育

てて、秋に収穫して、料理をしたり、保存食を作ったりします。夏の

時期が日本より短いロシアでは、光溢れる季節を逃すことなく、ほと

んどの週末をダーチャで過ごしています。そこでは家族やダーチャ仲

間・友人たちとバーベキューをしたり、近くに山

があれば、キノコ狩に行ったり、釣りをしたりし

てお互いの絆と友情を深めて、また自然を満喫し

て日ごろの疲れを取り払っています。

厳しいソ連時代のモノ不足をやり過ごすことが

できたのも、ソ連時代崩壊前後の混乱期に飢えな

かったのも、全て家族野菜園の賜物だったからと

よく言われます。ソ連時代と比べたらダーチャの

役割は変わりましたが、国民はいまでも自分のセ

カンドハウスを愛し続けています。

（記事：セルゲイ リプキン：イルクーツ
ク州出身。イルクーツク国立言語大学
で地域学と日本語を専攻。富山大学で
留学を経験。現在、石川県国際交流協
会で国際交流員として勤務。）

大家好！ 2007年４月から石川県国際交流協会で中国の国際交流員と
して働いていた呂晋です。
去年の4月桜満開の時期に美しい金沢に来ました。あっという間の１年

間の任期はそろそろ終ります。この一年間では、県庁や国際交流協会のス
タッフ、他の国の国際交流員、日中友好協会、中国の留学生など周りの
人々に色々お世話になりました。本当にありがとうございます。皆さんの
おかげで、充実した楽しい一年間を過ごすことができました。石川県で皆
さんと一緒に過ごした日々は一生忘れられないと思います！チャンスがあ
ったら、皆さんもぜひ私の出身地南京市に遊びにいらっしゃってください。

平成19年4月より1年間、石川県国際交流協会で国際交流員として勤務
した中国出身の呂晋が、この度任期を終える事になりました。

1年間どうもありがとう！
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国 際 交 流 団 体 紹 介国 際 交 流 団 体 紹 介

平成10年地域の公民館で文化サークルに集う有志が発案した「訪韓親善交流発表会」を企画したことからは

じまりました。

初回は、茶道、書道、絵画、写真、詩吟、謡曲サークルなど総勢30名が参加しました。韓国ソウル学術団体

「賞鶴会」が交流の相手をしてくれました。

韓国では日本の公民館のような組織は見当たらず、地域に根付く住民の気楽な文化活動も進んでいないようで

した。

ただ韓国には、ハングル文字という独自の伝統が息づいていました。チョゴリ・キムチ・韓屋に見られる衣食

住のみならずパンソリという伝統芸能も大切にされていることがわかってきました。

サークル交流の域よりも、お互いの民族的伝統的文化の交流を通して友好と親善を推進する活動へと夢が広が

り、有志の会3年目に草の根・日韓友好文化交流を目指して「小松アリラン会」を正式に発足させました。

地域に根ざした庶民レベルの交流ということで「草の根」というタイトルにこだわりました。私達が体験して

いる色々な活動は日本的で地域に根ざしているものであり、特別なものと言うよりは普段着での日本文化である

と考えています。

どなたでも参加して異文化の交流を楽しみ友好と親善につなげられたらとの思いで会員を募り取り組んできま

した。

今年2008年は、日本韓国に中国も参加した「第9回国際書道展」を6月に小松市で開催します。また11月に

は、韓国学術団体「賞鶴会」の方々とソウルで交流会を計画しています。皆様も参加してみませんか？入会金、

年会費などはいりません。 （記、小松アリラン会・石田良弘）
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石川県国際交流協会のホームページが生まれ変わりました。これまで日本語と英語の2ヶ国語の表示だけだったもの

が、日本語・英語・ロシア語・ポルトガル語・中国語・韓国語の6ヶ国語の表示になり、また、写真や絵なども多用し

見やすく、楽しいものになりました。

中でも、外国語が通じる医療機関のコーナーは、地域別、診療科目別、

言語別にまとめられており、グーグルマップも活用して使いやすいもの

になっております。6ヶ国語表示にも対応しており、皆さんの身近にいる

外国人の方にも是非お知らせしご活用ください。

また、従来「石川県の国際交流団体」という冊子で県内の国際交流団

体の名簿を印刷しておりましたが、これがホームページ上の検索システ

ムへと進化しました。これまでの印刷物の欠点で随時の変更に対応でき

ないということがなくなります。常に新しい情報がホームページ上で紹

介され、詳細な条件で検索できるなど使い勝手もアップされております。

イベント情報システムも新たに構築され、IFIEに登録された団体なら

誰でも自分たちのイベント情報を協会のホームページで広報することが

できるようになりました。登録団体の皆様は是非ご活用ください。

夢だった青年海外協力隊として2007年9月にエルサルバドルに派遣されました。

2年間のうちの2ヶ月がすでにあっという間に過ぎました。この2ヶ月、異国の文化や言

語をはじめ毎日新しいことへの挑戦と、治安の面でも気を張りながらの毎日でした。日本の

家族や友達、世界に散らばった他のボランティアの存在に支えられながら、今ではエルサル

バドルの温かい人々の笑顔の中で、私もたくさん笑いながら過ごしています。

すべてはこれからですが、夢にみていた協力隊員を存分に楽しみ、この異国の地で、自分に

できることを一歩一歩進んでいこうと思います。

19年度2次隊 エルサルバドル　保健師 辰野　加奈

私は、パレスチナ難民キャンプの中にあるセンターの幼稚園に行っています。先週から、

少しずつ私の授業が始まりましたが、アラビア語がまだまだで、手探りでやり始めました。

職場、家の大家さんに恵まれ、とても元気に楽しく暮らしています。こちらの幼稚園は、学

校のようなので、音楽や図工を通して、子どもが自由に自分を表現できる機会をたくさん作

れたらいいなあと思いながら、活動をしています。

19年度2次隊 ヨルダン　青少年活動 籔下　美貴

明けましておめでとうございます。

こちらでは、特にお正月という雰囲気はありません。町はいつもとほとんど変わりない雰囲

気です。ホントに、新年迎えたのか、ってくらい落ち着いています。こちらはイスラム教なので、

タバスキの日（12月19日）がきっと現地の人たちにとってお正月気分なのでしょう。毎年、日

本でお正月を迎えるときには、1年の始まりとともに、決意を新たにしていた大切な行事だっ

たので、それがないのはどうも不思議な感じです。大晦日のカウントダウンも、テレビがない

ので自分たちで時間をはかって、大体で新年を迎えました…。

こういうとき特に文化の違いをひしひしと感じます。

19年度2次隊 ニジェール　理数科教師 金津　信一

●詳しくは　→　　http://www.ifie.or.jp

春募集が始まります!! ●詳しくは → http://www.jica.go.jp

IFIEのホームページが新しくなりました

再生紙を使用しています。

JICAボランティアに参加する石川県出身のみなさんを紹介するコーナーです。ボランティアに参加した人やこれから参

加したい人はもちろん、参加しなくても少し興味がある人に、わかりやすく情報をお届けします。今回は、現在活動中の

隊員の方々から届いたメールをご紹介します。


