
平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、外国人住民も被災し、お亡くなりになった方々も

いらっしゃいます。

石川県国際交流協会では、言語や文化の違い、また災害経験の少なさなどから、災害時要援護者となる

在住外国人を支援するため、平成22年度から、災害時語学サポーター育成講座を開催しています。

今年度は、輪島市と加賀市で開催しましたが、そのうち7月17日と24日に輪島市で開催された講座

の模様をお伝えします。

講師には、NPO法人多文化共生マネージャー全国協議会の柴垣　禎

理事をお迎えしました。柴垣さんは、災害時の外国人支援のご経験が

豊富で、災害時に、特に言葉の面から外国人をサポートする「災害多

言語支援センター」の設置・運営のためのマニュアル作りでも中心的

な役割を果たされるなど、この分野に非常に造詣が深い方です。

特に今年は、実際に東日本大震災の被災地を訪れて、外国人支援の

状況を確認されたご自身の経験も踏まえて、ご指導いただくこととな

りました。

受講者のみなさんが少々緊張気味!?だったので、まず簡単な自己紹

介ゲームからスタート。緊張がほぐれ、和やかに受講できる雰囲気と

なったところで、柴垣さんの講義に入りました。

講義のテーマは、「災害時語学サポーター概論」。何だかとっつきにくいテーマですが、災害時語学サポー

ターとして活動したことのない方々が対象なので、日本全国や石川県、北陸三県の外国人住民の数や国籍、

地域ごとの特色などから丁寧に説明していただきました。

　第1日（7月17日　輪島市ふれあい健康センター）

講師の柴垣禎さん
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そして、本題である災害時発生時の外国人特有の問題について。日本人にとっては当たり前のことですが、

例えば、学校などの公共施設が避難所になる、といったことを知らない外国人もいるそうです。災害に関

して、もともと持っている知識－これを「ストック情報」といいます－が日本人と外国人では大きく異なる

こと、日本人の当たり前が、外国人にとってはそうでないこと、これらをまず認識する必要があります。

情報にはもう一つ、「フロー情報」があります。これは、現地の災害対策本部などから随時提供される災

害情報や支援情報ですが、言葉の壁や災害時特有の表現などにより、外国人に届かないことも心配されます。

例えば、「北陸本線は、フツウです」と聞けば、日本人なら鉄道が「不通」で利用できないんだな、と分か

りますが、外国人はどうでしょう？

日本に来て間もない外国人には「フツウ」の意味を理解するのは困難です。ある程度日本語を理解でき、

日本での生活に慣れている外国人なら、「フツウ」を「普通」と理解し、鉄道は「普通」だから平常どおりだな、

とか、特急電車はダメでも「普通電車」は利用できるんだな、と勘違いするかもしれません。

これは、ある程度日本語ができるが故に生じてしまう誤解です。むしろ、「電車は走っていません」といっ

た、やさしい日本語に言い換えた方が正確に伝わります。

災害時語学サポーターの役割は、日本人被災者に届けられる情報と同じ情報を外国人にも届けること、

ひいては外国人に「安心」を届けること。まさにこれこそが語学サポーターに求められている役割だ、と柴

垣さんは強調します。

午後はケーススタディ。先ほどの「フロー」の模擬情報が提供さ

れ、それを外国語や、やさしい日本語にする訓練ですが、決して、

機械的な作業ではありません。実際の災害時には、多種多様な情

報があふれ、しかも時々刻々と情報が更新されます。外国人に今

すぐ届けなければならない、真に必要な情報は何か、グループに

分かれた参加者同士が議論を重ね、情報の取捨選択に頭を悩ませ

ながらも、外国人に「安心」を届けるために真剣に取り組みました。

前回に引き続き柴垣さんにご指導いただきました。

午前中は、災害多言語支援センターの設置・運営訓練。

PCなど必要な機材のセットやボランティア受付名簿の

作成、避難所を巡回する際の班編成や、輪島市の地図を

広げて巡回ルートの検討など、実際のセンターの設置・

運営を想定しての事務作業を体験しました。

そうこうしているうちに、お楽しみのお昼の時間。折

角の機会なので、みなさんに非常食を食べていただきま

した。メニューはドライカレーと山菜御飯。作り方は簡

単で、パックを開いてお湯を注ぐだけ。お湯がなければ

ケーススタディ
外国人にすぐに伝えるべき情報は何か？

　第2日（7月24日　輪島市立鳳至公民館）

災害多言語支援センター設置・運営訓練
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水でもOK。思っていたより美味しいといった感想も聞か

れました。また、この時間を利用して、受講者のお一人で、

防災士の資格をお持ちの宮崎健一さんから、いざという

時に役立つ非常持出品の展示と説明があり、熱心に質問

する受講者もいらっしゃいました。

午後は、避難所巡回訓練。この日は同じ会場で、輪島

市在住の外国人を対象とした防災講座も並行して行われ

ていて、防災講座の参加外国人には、この時間に30分

ほど、被災者役を演じてもらい、語学サポーターが届け

る災害情報を聞いて質問したり、要望を伝えたりと実地

訓練に協力してもらいました。

被災者役外国人は、「今すぐ家族に連絡を取りたい！」、「行方不明の友だちを探してほしい！」、「なぜ

軍隊（自衛隊）がいるんだ！？」、「倒壊したアパートにパスポートを置いたままだが、どうすればよいか？」、

「もっと広い避難所に移りたい！」、「自分は元気なのでボランティアがやりたい！」…などなど、ありと

あらゆる質問や要望を浴びせてきます。それらを全て聞き取っては丁寧にメモ、その場で答えられないこ

とは災害多言語支援センターに持ち帰って整理、次の巡回時に届ける情報をグループで考えました。

受講者のみなさんからは、非常に難しかった、思いどおりにいかなかった、といった意見が多かった一

方、平時の準備の大切さや、普段あまり意識することのない災害時の外国人支援について考えることがで

きた、といった感想も寄せられました。

当協会では、今後も様々な形で、災害時の外国人支援に取り組んでいきたいと考えています。そして、

この講座の開催を契機に、災害時の外国人支援の必要性について、県民のみなさまの理解が深まり、支援

の輪が広がることを願っています。

今回の講座は、2日間で延べ49名のみなさんに受講いただきました。

受講者のみなさん、暑さの厳しい中、たいへんお疲れさまでした！！

避難所巡回訓練
　外国人被災者役から外国語で要望を聞き取り

「多文化が共生する県民フェスタ」 開催のご案内
●と　き　平成23年10月30日（日）　10時〜16時

●ところ　石川県国際交流センター（金沢市本町リファーレビル）及び前面歩道

●プログラム
　　世界の国紹介ブース、ステージショー、世界の料理屋台、国際交流団体紹介
　　ブース・パネル展示、英語であそぼう、日本文化体験コーナー　ほか

みなさまのご来場を心よりお待ちしております
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こんにちは。はじめまして。今年の4月から石川県国際交流協会で国際交流
員として活動することになりました、韓国出身の鄭素媛（ジョンソウォン）と申
します。韓国は同じ名字の人が多いので、普通は下の名前で呼びます。皆さん、
どうぞ気軽に「ソウォン」と呼んでください。

小さい頃、日本のアニメにはまって日本に興味を持ち始めたのがきっかけで、
大学に入って本格的に日本語を勉強することになりました。大学に入ってから
は、学園祭で披露するための日本語のミュージカルを練習したり、サークル活
動で韓国の伝統舞踊を習ったりする楽しい時期を過ごしていました。そして
2008年には日本の大分で留学するチャンスが訪れ、初めて日本で生活してみ
ました。バドミントン部に入って部員の皆と汗をかいたり、お寿司屋さんで働
いて魚の名前を覚えるのに苦労したり。こうした色んな経験のことが忘れられ
ず、また日本に行きたいなと強く思っていました。そして幸いなことに、今回
石川県に来る機会をいただきました。

着任して約3 ヶ月経ったこれまで、色んな仕事に取り組ませていただきまし
たが、留学していたころとはまた全然違っていて、どれもこれも初めての経験だらけで毎日びっくりしています。
そして多岐に渡る交流員の仕事に驚いています。まず石川県と姉妹交流をしている全羅北道に関する仕事や料理
教室、通訳、学校訪問、語学講座など、人生でこれほど色んな仕事に携われる時期はもう二度とないんじゃない
かと思われるぐらいです。なので、石川県で過ごしているこの時期を大事にし、微力ながらも、韓国と日本をつ
なげる立派な交流員を目指して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。

IFIE　PLANETの読者の皆さん、はじめまして。6月1日に着任した中国国
際交流員の田原です。中国では、江蘇省人民対外友好協会で働いていました。
江蘇省と石川県は、35年にわたる幅広い友好交流を積み重ねてきたので、今
回もそのご縁で、来県することになりました。

石川に来る前に、普段の仕事の中で、石川との交流が最も多く、たくさんの
友達もできました。いつかきっと石川を訪れるだろうと思っていたところ、去
年8月に、「少年の翼」で初めて来県しました。私の目に映った石川は平穏で、
落ち着いた地域でした。また、長い歴史と現代的な生活が十分に融合している
石川は、私の故郷によく似ていて、安心感を覚えました。滞在中に、長い歴史
がある金沢とすばらしい海岸線を持つ千里浜海浜ドライブウェイを見て回り、
美しい風景がずっと心に残っていました。ですから、再び来られてよかったと
思います。今回、10 ヵ月しか石川県にいませんが、県内のいろいろなところ
を回ったり、県民の皆さんと交流したりして、視野を広げ、相互理解を深めた
いと思います。それがまさに国際交流の目的と意義だと考えています。

光陰矢の如し、石川に来てもう３ヶ月が経ちました。振り返ってみると、非
常に充実した3 ヶ月を過ごしたと思います。仕事の面はもとより、生活の面に
おいても、浴衣着付け、花火大会、県職員卓球大会、研修旅行などいろいろ体
験させていただきました。もちろん、それらはめずらしい体験ではありません

が、留学時代の「受け取り」の立場でなく、今回は社会人として「差し出し」の立場になって、日本の職場に溶け込み、
同僚などの社会人と一緒にさまざまな体験をしました。私にとって、とても大切な体験です。それに、体験すれ
ばするほど、「石川は本当にいいね」と実感しています。

これからも、もっともっと体験して、石川の素晴らしさを思う存分に味わって、より多くの中国の人々に紹介
しようと思います。みなさんも、是非江蘇省に来ていただき、江蘇省の風土人情を楽しんでくださいね。

それでは、また今度IFIE　PLANETでお会いしましょう。みなさん、請多多関照（よろしくお願い致します）。

際交流員のコーナー国

着任の挨拶

記事：鄭……素媛（ジョン……ソウォン）
大韓民國ソウル特別市出身。ソウ
ル誠信女子大学で日語日文学を専
攻。2007年8月東京女子大学で
短期交換研修に参加。2008年4
月から2009年2月まで大分別
府大学で交換留学。2011年4月
より石川県国際交流協会で勤務。

記事：田　原（デン　ゲン）
中国江蘇省南京市出身。2009
年南京農業大学大学院にて日本語
言語文化を専攻。2007年10月
より2008年10月まで交換留
学生として千葉大学に1年間留
学。2011年6月より石川県国
際交流協会勤務。
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国 際 交 流 団 体 紹 介国 際 交 流 団 体 紹 介

寄稿：当協会広報ボランティア　野本 眞弓 さん

6月26日、日曜日、かほく市立宇ノ気図書館の2階と3階でかほく市国際交流協会が国際交流フェスティバル

を開催しました。

図書館の2階のスペースには、東日本大震災のためのチャリティオークションの商品展示、市民が持ち寄った手

作り野菜が大人気のバザーが開かれていました。そして奥に広がるのは、フランス、アメリカ、ドイツ、ロシア、

ベトナム、インド、ブラジル、韓国の各ブース。ブースには国旗や写真、地図が掲示され、とってもにぎやか。見

ていると、その土地に旅行したかのような想像がぐんぐん広がります。さらにはおいしそうなお菓子とご飯もブー

スに並んでいて、来場者のお腹も満たしていました。フランスブースにはクッキーも並び、かわいいフランスのポ

ストカードも展示。アメリカブースではipadを使って国を紹介したり、人気のケーキもありました。ドイツブー

スではたくさんの古城の写真にサンドウィッチ。マトリョーシカが並んだロシアブースではクイズを出して国を紹

介。ベトナムブースはおいしいジュースを売っています。インドブースに行くと眉間に張る「ビンディ」をつけても

らえます。ブラジルブースでは手作りのおいしいチョコレートやビーチの写真がたくさん。韓国ブースに行くと自

分の名前がハングルで書かれたカードがもらえます。

ブースには国際交流員やALTがいて、来場者との会話も大盛り上がり。その交流の盛り上がりに一役買っていた

ものがありました。それは各国のあいさつゲーム。ブースに行って、その国の言葉での「こんにちは」を教えてもらい、

その言葉を使って挨拶をするとスタンプがもらえる簡単なゲーム。しかし、このチームのおかげで、来場者はどん

どん各国の国際交流員に話しかけることができます。なぜってそのスタンプ、国の分だけ8つ集めると3階で行わ

れているゲームに参加できるから。子どもたちは走って次のブースに移動します。

フランスでは「ボンジュール」、アメリカでは「ハロー」、ドイツでは「グーデンターク」、ロシアでは「ズドラース

トヴィチェ」、ベトナムでは「シンチャオ」、インドでは「ナマステ」、ブラジルでは「ボンヂーア」、韓国では「アニョ

ハセヨ」と言います。8 ヶ国語の「こんにちは」が会場のあちらこちらで飛び交っていました。

8つのスタンプを集めたら、次に向かうのは3階の

ゲームコーナー。輪投げゲームに挑戦できます。この

コーナーには日本の巨大カルタ、ベトナムとドイツの

遊びもあります。人気だったのはベトナムの遊び。少

し重い丸い玉に羽がくっついて、ちょうど羽子板で使

う羽のよう。それをサッカーのリフティングをするよ

うに遊びます。やってみるとなかなか難しい。みんな

楽しんでゲームをしました。

目でも舌でも楽しめて、体を動かして国際交流！

最後は来場者と国際交流員で記念撮影をして、この

フェスティバルはお開きになりました。

かほく市国際交流協会「国際交流フェスティバル」

韓国ブースの模様



6

H ost Family News
　教えて IJSP!!

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。

IJSP（石川ジャパニーズ・スタディーズ・プログラム）とは、日本（石川県）に滞在しながら短期集中で
日本語と日本文化を学ぶプログラムです。この扉は世界中の人々に開かれており、今までに、世界各国
の大学や公的機関などから多くの人が参加しています。

プログラムは、日本語の授業・日本文化の体験・ホームスティから成り立ち、派遣大学の正規の単位
として認定されるなど高い評価を受けています。

今回は、イタリアのミラノ大学を例にIJSPの一連の流れをご紹介します。

最初に研修生はオリエンテーションで日本の家庭でのマ
ナーやルールを学びます。「いただきます・ごちそうさま」
など日本独特のあいさつやお風呂の入り方など、自国とは
違うマナーに少し緊張しているかもしれません。オリエン
テーションが終了したらいよいよ、日本の家族となるホスト
ファミリーとの対面です。

ホストファミリーの家で初日を過ごし、翌日の朝は開
講式からはじまります。開講式では、これから毎日の日
本語授業を担当する先生の紹介もあります。

開講式が終わると、日本語レベルをチェックするテス
トを受けてもらいます。先生は研修生の日本語力を知る
ことで、授業をより効果的に進めることができます。

午前中は、日本語の授業です。研修生は、少しでも
多くの日本語を身につけようと真剣です。先生は、工
夫を凝らした教材で、実践的な日本語を教えてくれま
す。この授業は、シンデレラの絵を使って使役の文章
を作る練習をしていました。

オリエンテーション・対面式

開　講　式

日本語の授業
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ホストファミリーニュース（No.17）

日本語の授業は午前で終わり、午後からは日本文化の
体験に出かけます。

兼六園観光はもちろん、金箔貼り、習字、茶道、和太
鼓の実技など、プログラムには日本を知る為のたくさん
の文化体験が含まれています。

ミラノ大学の研修生からは「一度着てみたかった」と浴
衣着付け体験が大好評でした。

食卓を囲んでホストファミリーとの楽しいひと時です。
私達にとっては当たり前の日本の家庭料理も、研修生に
とっては初めて食べるものばかり。

今日あった出来事について、お互いの国や習慣の違いに
ついて話すうち、どんどん日本語が上達し、また、新しい
発見も生まれます。

あっという間にプログラムの最終日。
スピーチ発表もできるようになり、来日当初より日本

語もかなり上達しました。修了証書を受け取って、記念
撮影です。

石川県での思い出を胸に、イタリアへ帰っても日本語
の勉強がんばってくださいね！

★ 外国人学生のホストファミリー募集 ★
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を受け

入れてくださるボランティアを募集しています。
受入れに際してお願いしたいのは、学生の個室、勉強の為の机をご準備いただくこと、朝晩の食
事をご一緒していただくことです。

学生は1人で通学しますので、ご自宅から石川県国際交流協会のある金沢駅前のリファーレビル
までの「交通手段」と「道順」を教えてあげてください。

外国語を話せなくても心配はありません。学生にはなるべく日本語で話しかけてあげてください。

IFIE PLANET

ホームステイに関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

（財）石川県国際交流協会　語学研修班
石川県日本語日本文化研修センター　TEL：076-222-5931　　e-mail：homestay@ifie.or.jp

日本文化体験

ホームスティ

修　了　式

ホストファミリーの皆様方のいつも温かいご支援・ご協力ありがとうございます。
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