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9月7日、今年も恒例となった国際交流フェスティバルが

野々市町情報交流館カメリアとあらみや公園芝生広場で開催

されました。途中、小雨にみまわれましたが、今までで最高

の参加者数を数え、大変賑わいました。

今年は、恒例のステージや各国ブースに加え、開催場所の

野々市にちなんだ「野々市じょんがら節」や地元の金沢工業

大学によるロボット展示、また、台湾と石川県をインターネッ

トで結び、囲碁親善対局を行うなど、新しい試みがみられま

した。

世界の言葉でこんにちは！と題し、色々な国の「こんにち

は」と「ありがとう」を知る企画では、子供たちの人気を集

め、用意されたシートが足りなくなるほどでした。

参加した外国人に人気があったのは、茶道や浴衣の着付け

体験などで、浴衣姿でお茶や折り紙を楽しみました。

フェスティバルは野々市町のご協力を得て、無事に実施す

ることが出来ました。皆様のご協力ありがとうございました。



もっと知ろう！ IFIEホームページ 
URL http://www.ifie.or.jp（アドレスは以前と同じです） 
もっと知ろう！ IFIEホームページ 

最新情報をチェックしてみよう 

国際交流団体の検索 

外国語が通じる医療機関の検索 

協会からのお知らせ 

トップページの中央（上）には協会からのお知らせを掲載しています。 
ご覧になりたい項目をクリックして下さい。 

協会に登録している県内の国際交流団体を検索 
することができます。 
MENUの国際交流団体一覧 → 国際交流団体の  
検索をクリックして下さい。 
検索方法は1～5まであります。（すべてこの画面にあります） 

こちらでは6ヶ国語表示で、医療情報を検索することができます。 
例（金沢にある英語に対応した歯科）を参考に検索方法をご紹介します。 
MENUの外国人の皆様へ → 外国語が通じる医療機関検索を 
クリックして下さい。 

調べたい歯科をクリックします。 地図上にあります金沢の部分を 
クリックして下さい。 

検索方法1 団体の名前で探す 

詳細が表示されます。 

お知らせからも見る 
ことができます カレンダーの日付を直接クリックして、 

見ることもできます 

検索方法3 活動内容で探す 

団体名がわかっている場合は名前を入力します。 
または、団体名に関連する言葉を入力します。 

検索方法2 活動をしている地域で探す 

活動している地域（活動拠点）にチェックを 
入れます。 

活動内容にチェックを入れます。 
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もっと知ろう！ IFIEホームページ 
　前号でもお知らせしましたが、新しく6ヶ国語（日本語・英語・ロシア語・ポルトガル語・中国語・韓国語）による表
示になった石川県国際交流協会のホームページをご覧になっていただけましたか？ 
新しいホームページでは当協会だけではなく、他の国際交流団体のイベント情報も掲載されるようになりました。
また、さまざまな角度から県内の国際交流団体や外国語が通じる医療機関の検索が出来るようになり、情報も充実
してより多くの皆様のお役に立つと思います。今回は、実際にご活用いただくために、新しい機能をいくつかご紹介
します。 

一覧（医療機関名・科目・住所）が 
表示されます。 
医療機関名をクリックして下さい。 

詳細が表示されます。 

○○が痛いです！ 

外国語が通じる病院はありますか？ 

外国語が通じる○○科を 

紹介してあげたい！ 

そんなときはぜひIFIEホームページの 

をご活用下さい。 

トップページ中央（下）には、県内の国際交流に 
関するイベントの予定を掲載しています。 
ご覧になりたい項目をクリックしてください。 

県内の国際交流イベント情報    

詳細が表示されます。 

このコーナーでは当協会以 

外の国際交流団体の情報も 

掲載しています。 

使用していただくには登録 

が必要です。 

詳しくはHPの新規登録の 

希望をご覧ください。 

URL 
http://www.ifie.or.jp/japan/dantai/ 
form search new.html

関連している海外のエリアにチェック入れます。 

①団体が所在する市町名を選択します。 

②1～5共通 
　「検索開始」のボタンを押す 

詳細が表示されます。 

一覧（団体名・住所・電話番号） 
が表示されます。 
団体名をクリックして下さい。 

検索方法4 対象地域で探す 

検索方法5 団体の所在地で探す 

外国語が通じる 
　　　　医療機関の検索 

英語が使える歯科 

3

IFIE PLANET



4

日本の文化を楽しむブラジル人

際交流員のコーナー国

今年はブラジル日本人移民100周年を迎える節目の年です。

1908年4月28日、第1回日本人移住者781名を乗せた笠戸丸が神戸

港を出航し、52日間も掛かった辛い船旅は6月18日にブラジル・サン

トス港の目的地に到着しました。こうして日本人のブラジル移住が始ま

りました。当時の日本は深刻な経済危機にみまわれて、何万人という失

業者の過剰人口をコントロールできなくなりました。一方、ブラジルで

は奴隷制の廃止により農業労働者が不足していました。こうした事情か

ら、ブラジルと日本の両国の問題を一挙に解決したのが移住対策でした。

距離の上からも習慣の上からも正反対だったにもかかわらず、お互いの

国が歩み寄ることになりました。2、3年ブラジルで働けば十分にお金持

ちになれると思って第2次世界大戦前に移住した19万人の日本人のう

ち、帰ることが出来たのはたった1割でした。他の9割はブラジルにずっ

と残り、ブラジルという国の発展に大きく貢献しました。こうした歴史

の中で日本人移住者から受け継いだ遺産は数多くあります。

まず野菜や果物が挙げられます。大根、かぼちゃ、もやし、白菜、か

ぶ、ポンカン、びわ、柿などなど、ブラジルに種を持っていって栽培し始めたのが日本人移住者でした。今はどの

市場やスーパーなどでも売られ、ブラジル人の食卓に当たり前のように出されています。

そして、仏教をブラジルに広めたのも日本人移住者です。現在、ブラジル全国に約21万4千人の仏教徒がいるのです。

若者の間で流行っているものでは、日本の漫画とアニメが第一に挙げられます。その他に、日本のお祭とコスプ

レコンテストも多くの観客を集めています。観客と言っても、日系人でない人々も含めますよ！そして、最も注目

を浴びているのが漢字で書かれた入れ墨です！定番は「愛」、「友情」、「勇気」などの言葉ですが、ブラジルの名前

を当て字で書くのも結構人気があります！きっと漢字の芸術的な形に魅かれたのでしょうね！

ところで、皆さんはご存知でしたか？現在、サン・パウロ市では焼肉レストランよりも日本食レストランの方が

多いほどの和食ブームです。焼肉レストランはポルトガル語で「シュラスカリーア」と言います。時間制限もなく肉

が食べ放題のレストランですが、まさかブラジルでも肉よりも寿司や刺身の方を好む時代が来るとは、数年前まで

想像もできなかったことです！

100年前に始まったブラジル日本人移民に

対し、約30年前から逆移民とも呼ばれるブ

ラジル日系人のデカセギブームが始まりまし

た。ブラジルに渡った最初の日本人移住者と

同じく、より良い生活を求めてスーツケース

に希望と勇気を詰めて日本へやってきた30

万人のブラジル人。彼らが日本社会に広めた

ブラジル・カルチャーはどんなものがあるの

でしょう。皆さんの周りにはきっとブラジル

人がいるはずです。これを機にブラジル人と

触れ合って聞いてみてはいかがでしょうか。

（記事：原口　リリアン：ブラジル サン・
パウロ州サン・ベルナルド・ド・カンポ市
出身。カンピーナス州立大学で化学工学
専攻2002年10月から2004年3月まで
愛知県の豊橋技術科学大学のエコロジー
工学で研究生としての来日経験がある。
現在、石川県国際交流協会で国際交流員
として勤務。）

ブラジルの雑誌で取り上げられた日本文化
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国 際 交 流 団 体 紹 介国 際 交 流 団 体 紹 介

6月1日、世界フェアトレードディのイベントが、野々市　常讃寺

で開催されました。

フェアトレードくらぶと、そこから独立してできた販売ショップ

のコミュニティトレード「al」主催によるイベントです。フェアト

レードを断片的に説明するなら、例えばコーヒーやチョコレート等

の産地である第三世界の人々と直接的に、公正な値段で取引を行う

ことで、現地の人々がより豊かな生活が確保できるようにすること、

になるのでしょうか。

フェアトレードの意味はもっと違う言葉でいろいろあるのかもしれませんが、今回のイベントでは、意味を確

かにすることよりもまず身近に何かを感じ取れることが大切だということを教わりました。

当日の午前中は、エクアドルから仕入れたヤシの実に蜜?を使ったキャンドルや、カブヤ（エクアドル語でサ

イザル麻という意味）によるストラップ等のアクセサリーが作れるワークショップが行われました。キャンドル

は、ヤシの実をくり抜いたものに蜜?を流し込むことでとても甘い香りがアクセントになります。参加者は、大

人も子供と同様に真剣な眼差しで取り組んでいる様子が伺えました。主催スタッフからの、アクセサリー用の麻

が実は一つ一つ現地の女性が手作りで編んでいるという説明に、驚き、感心する場面もありました。

午後からは、東京でフェアトレードショップ「スローウォーターカフェ」を経営する藤岡亜美さんの講演会と

主催者スタッフや藤岡さんを含め、参加者とのディスカッションが開かれました。

初めにウォームアップで、「al」の葛葉さんによるクイズや参加者へのインタビューコーナーもありました。

「1日で世界中で飲まれているコーヒーの量は何杯？」というクイズ（正解は、何と20億杯）等、斬新な切り口

で参加者をどんどん巻き込んでいきました。

その後エクアドル現地の人と直接取引を行っている藤岡さんによるお話

に続きます。現地の人々の生活、興味深い文化、現地でのチョコレート等の

製品製造の様子や製品開発までの過程、日本を含めた先進国企業や団体等

に事業の為に破壊されたエクアドルの自然とそれを回復しようとする現地

の人々の努力の実情等を、スライド写真を使って説明されました。藤岡さ

んの、興味深いエピソードを交えた分かりやすい語り口と、メモを一切見

ることなく参加者一人一人を見渡すように話す姿がとても印象的でした。

講演会終了後は、参加者・主催者全員で輪になって、ディスカッションの

時間が設けられました。藤岡さんが実際にエクアドルでどうやって取引をしていたのか（現地に3ヵ月程滞在し

ていく中で現地言語のスペイン語を覚えて取引をしたとのこと）という質問が上がるように、今回のイベントを

通してますます関心が高まった参加者も多くいた様子です。

葛葉さん、藤岡さんに共通されていることとして、生産者側と購入者側の

対等な付き合いを大事にし、支援するとかというおごった気持ちではなく、

現地の人々を尊重する気持ちが感じられました。ディスカッションの際に、

藤岡さんが言われていた「自分は国際協力とかそういう大きなことをしよう

と思っているのではなく、もっと等身大で自分ができることをしたいと思っ

てフェアトレードに携わっている。エクアドルの人々の文化や生き方に憧れ

て尊敬しているから、もっといろんな人々にエクアドルのいいところを知っ

てもらいたいという気持ちで動いている。」という言葉が、イベント終了後

もずっと心に残っています。

「フェアトレードくらぶ」
世界フェアトレードディ in 野々市 世界フェアトレードディ in 野々市 

アクセサリー作り（カブヤ（サイザル麻）で編むストラップ）

Slow water Cafe 代表　藤岡さんのお話会

エクアドルの雑貨（麻でつくられたぬいぐるみ）
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H ost Family News
ホームステイと食事

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。

ホームステイの中で食事は大きなウエイトを占めており、ホストファミリーが一番頭を悩ますことの一つだと

思います。

ホームステイをする研修生は、申請書の中のアレルギーや食事制限に関する項目も記入して、ホストファミリ

ーが研修生の受入を検討する際の参考にします。

健康上、宗教上、あるいはその他の理由による食事制限について、研修生になるべく詳しく書いてもらえるよ

う、申請書には細かい料理の材料が20項目ほど並び、一つ一つ食べられるものに印をつけてもらうようになっ

ています。

それでも、実際にホームステイがはじまってみると、実はこれも食べられない、あれも食べられない、という

トラブルが絶えません。

どうしてなのでしょうか。

本人になるべく細かく自分の食事制限について書いてもらうことが肝心なのですが、中にはあまり詳しく書い

てくれない研修生もいます。また、詳しく書いてくれていても、実は本人のイメージする日本食と、実際に日本

で食べる日本食との間に大きな隔たりがある場合があります。

欧米ではヘルシー嗜好がすすみ、野菜が豊富で体にいいと日本食は人気だそうです。アメリカ人でも抵抗なく

お箸をつかえる人が増えてきました。人気が高まるに連れて、日本食レストランの数も増えて行ったようですが、

正直少し怪しいなというお店も増えていっています。

もちろんきちんと日本料理の修業をされてお店を出されている方が殆どだと思います。しかし、実際アメリカ

の日本料理店で、やきそばを注文したら、たっぷりのごま油で炒められた日本蕎麦がでてきたという笑えない話

もあります。聞くと、この店のシェフは日本人ではなく、日本料理を学んだ経験もないとのこと。高級なイメー

ジのある日本料理なら日本料理と銘打っておけば値段を高く設定しやすいという事があるのかもしれませんが、

危惧されるのは、初めて日本料理を食べた外国人は、それが日本料理だと勘違いしてしまうというところです。

料理は主観的なものですので、一度悪いイメージを受けてしまった料理または食材のイメージを覆すのはなかな

か難しいと思います。

金沢にやってくる研修生は、日本や日本文化に興味があったりして日本語を学んでいる人たちですから、一般

の外国人よりは日本についての知識があると思います。しかし、国によっては、日本料理店自体が少なかったり

して実際に日本料理を殆ど口にしたことがないという研修生もいます。このような理由から、事前の食事制限の

情報が実際と食い違ってしまうのではないでしょうか。

それではどうすればよいのでしょう。

あるベテランのホストファミリーの方から教えていただいた方法ですが、まず、初日の食事に居酒屋のような

和食のお店に連れて行くそうです。そこで、小皿でいろいろな種類の料理を注文し、研修生がどんな料理によく

箸を伸ばしているか、何を食べないのかを観察し、それを参考に今後の食事のメニューを組み立てるそうです。

そうやって見ると、意外なものが好きだったり、大丈夫だと思ったものが食べられなかったりと、いろいろ発見

できるそうです。

ホストファミリーの中には、研修生が何が好きかわからずに、食卓に色々な料理を並べた結果、研修が終わる

頃には、研修生もホストファミリーも太ってしまったという人もいました。結局は、事前の食事制限の情報を基

本にしつつ、更に本人に最初に細かく確認するという事が大切だといえるでしょう。

双方が健康的に、ストレスが溜まらず、太らずに（！）ホームステイの期間を乗り切りたいものですね。
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ホストファミリーニュース（No.11）

石川県の人々は外国人の受け入れに積極的で、国際交流協会主催の「石川ジャパニーズ・スタディーズ・プログ

ラム」や、ユーロセンター金沢で日本語を勉強する留学生のほとんどは、日本人の家庭でホームステイをしていま

す。こうした留学生を受け入れるホストファミリーの方々104家庭と、石川県や福井県等で既にホームステイを経

験済み、またはこれからホームステイを希望する留学生124名に協力してもらい、45項目の質問から成る調査をし

ました。（この45項目は、かつてホームステイを経験した際に、トラブルになったり、誤解が生じた事柄を中心に

作成しました。）

その結果、留学生がホストファミリーに望むことと（希望）、ホストファミリーが留学生に実際に行っている

こと（実践）の間に、くい違いが見られました。それをまとめたのが下の表です。

この表からわかるように、留学生は手伝い、掃除、夜遅く帰るときの連絡など、ホストファミリーに対し、自

分でできることは自分でし、なるべく迷惑をかけないようにしたいと考えていることが伺えます。もうひとつの

傾向として、ホストファミリーと一緒にカラオケ、スポーツ、文化体験、旅行などすることで家族と交流するこ

とを望んでいます。その一方で、友人が泊まりにきたり、友人の家に遊びに行ったり泊まったり、同世代の日本

人と、もっと交流を望んでいることもわかります。

一方、ホストファミリーは留学生側の希望を上回って、食事代、掃除、国際電話、風呂、入室許可、迎え、言

語に気を使っていることになります。これらのことは留学生がそれほど希望していることではないので、簡単に

言えば、気を使わなくても良い項目といえるでしょう。

この調査結果が皆様の今後の留学生の受け入れの参考になれば幸いです。

当協会で行っております「石川ジャパニーズ・スタディーズ・プログラム」は、1．日本語の研修、2．日

本文化体験、3．ホームステイの3つを中心としたプログラムです。その中でも重要な要素をしめる「ホー

ムステイ」について、その実態を把握する目的で、村上洋子先生（元石川県日本語講師会会員・福井大学

留学生センター非常勤講師）が行った調査の結果をこの場を借りて報告させていただきます。

より満足のいくホームステイを目指して

留学生の希望がホストファミリーの実践を大きく上
回った項目：＜留学生が強く希望したもの＞

ホストファミリーに頼まれた仕事は手伝う

ホストファミリーに言われなくてもできることは手伝う

自分の部屋は自分で掃除する

ホストファミリーと一緒に、カラオケ、スポーツ、旅行をする

日本の伝統的な文化体験をする

留学生の友人や家族が泊まりにくる

留学生の友人の家に遊びに行く

留学生の友人の家に泊まりに行く

ホストファミリーと一緒に温泉に入る

同世代の日本人と交流する

夜遅く帰る時には、電話をする

外食をする際、食事代をホストファミリーが払う

自分の部屋の掃除をホストファミリーがする

ホストファミリーの電話を使って国際電話をかける

風呂には毎日入る

留学生の不在中、部屋に入る際は、あらかじめ許可をえる

夜遅く帰る時には、迎えが必要である

英語や中国語など留学生が理解しやすい言葉を話す

留学生の希望がホストファミリーの実践を大きく下回
った項目：＜留学生がそれほど希望していないもの＞

IFIE PLANET

― ホストファミリーの実践と留学生の希望調査より ―
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6月29日から7月21日まで、5回にわたって、「通

訳ボランティアガイド研修会」を開催しました。

既に当協会の通訳ボランティアに登録されている

方、これから登録をしようとお考えの方など、約50

名の皆さんが参加しました。

研修会では、英語・中国語・韓国語の3つに分かれ、

ベテラン通訳案内士の方から通訳ガイドのノウハウ

を学んだり、実際に金沢市内でボランティアガイド

として活躍されている方から貴重な体験談をお聞か

せ頂いたりしました。

そして、ハイライトは現地研修。兼六園、金沢城公

園、武家屋敷…、参加者の皆さんが練りに練ったガイ

ドコースに、県内在住の外国人を案内して、実際にそ

れぞれの言語による通訳にチャレンジしました。

予期しない質問に、とっさに言葉が出てこな

い！ということもありましたが、石川県の魅力を

外国の方にもぜひ知ってほしい、そんな熱意が伝

わったとても有意義な研修会でした。

当協会では、4つのボランティアを募集しています。

通訳・翻訳ボランティアの他にホームステイボランティア、広報ボランティア、留学経験者ボランティア

があります。各ボランティアについては、次のページでご紹介いたします。

石川県国際交流協会 ボランティア活動
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事業企画班 1076-262-5932
kikaku2@ifie.or.jp

お問い合わせ

事業企画班 1076-262-5932
kikaku2@ifie.or.jp

お問い合わせ

語学研修班 1076-222-5931
homestay@ifie.or.jp

お問い合わせ

事業企画班 1076-262-5932
joho@ifie.or.jp

お問い合わせ

国際交流ボランティア募集 国際交流ボランティア募集 

通訳・翻訳ボランティア

国・県・市町や国際交流団体など非営利団

体からの依頼があった通訳・翻訳業務に協力

していただくボランティアです。

言語は問いませんが、通訳・翻訳の経験があ

る方、語学に関する資格をお持ちの方、日本

に在住の外国出身の方など幅広く募集してお

ります。

広報ボランティア

今、お読みいただいている広報誌「IFIE

PLNET」の取材、編集などに協力していた

だくボランティアです。行事の取材、写真撮

影、記事作成など編集のお手伝いをしていた

だきます。デジタルカメラをお持ちで、パソ

コンに取り込めること、協会との連絡などパ

ソコンのE-mailでできることが必要となりま

す。

留学経験者ボランティア

これから留学、ワーキングホリデーを考え

ている方たちのためにアドバイスをしていた

だくボランティアです。

当協会では、年に2・3回「海外留学相談

会」、「ワーキングホリデー説明会」を開催し

ておりますが、その際に貴重な体験談をお話

していただきます。また、HPに体験談を寄

稿していただく等にご協力いただきます。

ホストファミリーボランティア

石川ジャパニーズ・スタディーズ・プログラ

ムに参加する海外の大学生等のホームステイ

受入れをしていただくボランティアです。

受入れ期間は1週間～3週間と様々です。

個室（勉強机・椅子・寝具などを有する）、

食事（朝・夕2食）などを提供していただき、

留学生との触れ合いを通して国際交流を実施

していただきます。
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「たぶんかきょうせい」って何？

再生紙を使用しています。

今さら「多文化共生」の意味を調べても……という声が聞こえてきそうですが、調べて見ました。まずは、
インターネットのYahoo!辞書で検索をすると意外にもヒットしません。次に登録サイトで検索をすると沢山
ヒットしました。中には大学の学科で「多文化共生学科」まであってビックリしました。また大学の多文化共生
サークルや目に付くところでは、小学校、中学校などでの教育目標に「多文化共生教育の取組み」もありました。
まとめると「多文化共生」という言葉は、比較的新しい言葉であり、そして、教育機関や国際関係部門では、

多少認知度があります。しかし、一般的には、まだまだ認知度が低い言葉のようです。
2005年度の総務省「多文化共生の推進に関する研究会」にこの言葉の定義がありましたので紹介します。

「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社
会の構成員として共に生きていくこと」とあります。
一方で自治行政局国際室長が各都道府県・指定都市外国人住民施策担当部局長へあてた通知ではこうありま

す。『地方公共団体においては、1980年代後半から「国際交流」と「国際協力」を柱として地域の国際化を
推進し…（中略）…今後は「地域における多文化共生」を第3の柱として、地域の国際化を一層推し進めてい
くことが求められています。』と表現されています。
ここまで書いてあると、「国際交流」「国際協力」という言葉は認知度が高いので理解できますが、その次に

くる「多文化共生」という言葉が新しい言葉かな？というように察しがつきます。
今年の3月に石川県が多文化共生の指針「在住外国人施策に関する指針」を策定しました。是非ご覧になっ

てはいかがでしょうか？下記URLをご参考にしてください。

http://www.pref.ishikawa.jp/kokusai/tabunka/shishin/shishin.htm

詳しくはホームページで北陸発の国際協力について発信中！ 

募集期間：10月１日（水）から11月10日（月）まで 

期間中はOB・OGを招いて詳しい説明会を実施 
しますので、ぜひお立ち寄り下さい。 

■青年海外協力隊 

お問い合わせは　国際交流協会内 JICAデスク 

TEL：076-262-5932　松井まで 

9月 

10月 

10月 

10月 

28日（日） 

 8 日（水） 

25日（土） 

30日（木） 

リファーレ4階 14：00 

生涯学習センター 18：30 

地場産業振興センター新館5階 14：00 

金沢勤労者プラザ 18：30

日にち 場　　所 時間 

JICA 北陸ホームページ 
http://jica.gp.jp/hokuriku/index.html

派遣国：モザンビーク 

職　種：臨床検査技師 

名　前：東出雪絵 さん 

派遣国：タイ 

職　種：日本語教師 

名　前：木南舞香 さん 

派遣国：ナミビア 

職　種：理数科教師 

名　前：川畠雅史 さん 

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。これから参加したい人はもちろ
ん、参加しなくても少しでも興味がある人、そしてボランティアに参加した人にわかりやすく情報をお届けします。 

青年海外協力隊＆ 
シニア海外ボランティア募集！！ 

青年海外協力隊＆ 
シニア海外ボランティア募集！！ 

■シニア海外ボランティア 

リファーレ4階 10：30 

地場産業振興センター新館5階 10：30

9月 

10月 

28日（日） 

25日（土） 

この春に3名の青年海外協力隊が出発しました！ 


