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平成24年7月6日、石川県日本語･日本文化研修プログラム（IJSP=Ishikawa	Japanese	Studies	

Program）のさらなる発展を目指し、石川県と石川県国際交流協会はIJSPの今後のあり方を考えるため

に、「IJSP未来創造会議」を開催しました。

会議には、プリンストン大学の牧野成一名誉教授をはじめとする9人から、3つのセッションに分かれ

基調報告をいただくとともに、6人の討論参加者の方々も加えて活発な議論が展開されました。

また、会議には、プリンストン大学学長補佐のデイビッド･ドプキン夫妻が来賓としてご臨席されました。

ここでは、IJSP未来創造会議での主な発言内容についてご報告します。

●	生きた日本語教育のためには地域社会との関わりを持つことが必要である。学生達には、週末にボラ

ンティア活動に参加するなどして、地域社会に何らかの恩返しをすることが大事ではないか。

●	IJSPでは、様々な国から研修生が参加しているので、それらの国の人々や文化とつながることも大

事である。同時期に学んでいる他国の研修生同士のつながりや県内大学などの組織同士のつながりを、

より計画的に広げていけば良いのではないか。

●	石川県には非常に行き届いた「思いやり」と「お

もてなし」という二つの精神がある。また、鈴

木大拙や高峰譲吉のような偉大な知の文化の系

譜もあることから、非常に魅力的でユニークな

土地柄である。
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●	最近の韓国の学生の興味は、ビジネスや就職よりもアニメやJポップ等の大衆文化をはじめとした日

本文化にある。IJSPは教室とホストファミリーや社会とつながっており、日本という空間に入り、

人と文化の繋がりの中で日本語を学ぶ体験は理想的である。

●		ホストファミリーは、ホームステイの使命をどうとらえるかで次の3つのタイプに別れる。①生活の

中の日本語を教えたり、研修生を見守る「教師、チューター、カウンセラー」、②研修生を世話するこ

とに喜びを感ずる「ボランティア」、③長くても2ケ月しかないのだから何があっても気にしない「短

命なる家族」という3つのタイプである。それら3つのホストファミリーのタイプによって研修生へ

の期待も変わり、起きてくる問題も変わる。ホームステイの間に生じた問題の解決には、ホストファ

ミリーと研修生との立場と考え方の違いを越えて、互いに共感を持って話し合う必要がある。

●	日本に来たいという研修生は、畳や布団、古い歴史や寺、神社が大好きである。そのため、ホストファ

ミリーが知らないことを深く学んできており、ホストファミリーが反対に教えてもらうこともある。

ホストファミリーとしても、日本の歴史などに深い知識を持つことを要求される。

●	ホームステイはIJSPの独特な要素である。研修生は、ホームステイで日本人に受け入れてもらい、

日本人の中に混ざり、日本人の日常生活を近くから見て、本当の日本を少し知ることができる。日本

らしさを見つけるのは、神社やお寺の中ではなく、個人の家の中である。

●	研修生の背景を深く知ることによってコミュニケーションのずれを解決できることがあるのではない

か。そのずれを埋めるためには、日本語教師やホームステイ担当者を巻き込んでのコミュニケーショ

ン研修を行うことも大切である。

●		ホストファミリーを増やすには、

「ホームステイは大変だ、料理が大

変だ」といったことを言うのではな

く、軽い気持ちでまずは受け入れて

みようと思えるような、何か一つ後

押ししてあげるような工夫があれば

いいのではないか。

●			次の世代の方にも来てもらうには、IJSP修了生との繋がりを継続的に持ち続けることが大切である。

●			現在の参加大学に継続して参加してもらうことが大切であり、そのためにも、参加者のプログラムに

対する満足度を高める努力が必要である。

　第 2 セッション「ホームステイの評価とさらなる拡大」

　第 3 セッション「参加大学等の拡大に向けたプロモーション ･ 情報発信」



3

IFIE PLANET

●		提携大学との関係を強化していくとともに、

新たな大学との交流も考えていくべきで、自

治体国際化協会に対してメールマガジンや機

関誌を利用したPR、海外事務所を通じたPR

について協力を求めていくべきである。

●		石川に研修や留学経験のある外国人組織する

「いしかわ同窓会」のネットワークを活かし、

会員を通じた口コミによる情報発信を図るべ

きである。

※	基調講演をいただいた皆さんは次のとおりです。

■第1セッション 日本語･日本文化研修のさらなる魅力の向上

 コーディネーター： 牧野　成一（米国プリンストン大学名誉教授）

 李　　芙鏞（東京大学大学院生）

 盧　　冬麗（中国南京農業大学日本語科講師）

■第2セッション ホームステイの評価とさらなる拡大

コーディネーター： ナズキアン 富美子（米国コロンビア大学日本語学科主任講師）

 上段 正憲（ホストファミリー）

 ジェイムズ･タウニー（石川インターン）

■第3セッション 参加大学の拡大に向けたプロモーション

コーディネーター： 大谷 吉生（金沢大学国際担当学長補佐）

 四十沢靖子（ユーロセンター金沢校ディレクター）

 木村 陽子（(財)自治体国際化協会理事長）

※討論に参加していただいた方はつぎのとおりです。

金谷　由美（石川県日本語講師会会長）
川畑　松晴（アジアフォーラムin石川実行委員会副委員長）
桑平とみ子（AKP同志社大学留学生センター日本語講師）
谷路　清美（石川インターヒューマンネットワーク書記）
林　　信介（金沢青年会議所グローバルコミュニティ創造委員会委員長）
松田真希子（金沢大学国際機構准教授）

※IJSPとは
海外で日本語を勉強している大学生等が石川県でホーム
ステイしながら日本語・日本文化を研修・体験する短期
プログラムです。
昭和62年度に開始し、平成23年度まで22ヶ国・地域
から3,581人が参加しています。
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インターネットは大事ですか?

リファーレの研修室にはインターネットに接続されたパ
ソコンがあり、研修生は自由に使えますし、自分のパソ

コンを館内の無線ラン（WiFi）に接続してインターネットをする
ことができます。しかし、研修生がスカイプ（インターネット無
料通話）を使って直接家族や友達と話したい場合、時差や仕事の
関係で、館内にいる間に連絡できない場合もあります。
　研修生には、あくまでも日本語・日本文化の研修に来ている
のですから、多少の不便は耐えていただきたいと考えており、
時間差はありますが、電子メールを利用するなどとりあえず協
会のインターネットを使って対応するようお願いしています。

Q
A

一緒に出かけたいけど、どこに連れて行ってあげれば楽
しんでくれるのかな?
まず研修生の日程表を見てください。予定されている文化
体験や研修旅行の場所と重ならないように計画を立てて

みてはどうでしょうか。研修生にどういうことに興味があるのか、
どの様な所へ行きたいのかを、先ず聞いてみてください。例えば、
金沢市内なら忍者寺、金沢城公園、尾山神社、近代文学館、県立
美術館、21世紀美術館、県外なら白川郷などはどうでしょうか。
　ただ、お出かけは、あくまでも皆さんのご好意で行っていた
だいているものです。必ずしもしなければならないものではあ
りませんし、決して無理はしないようにして下さい。

Q
A

H ost Family News 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。

既に「石川県日本語・日本文化研修プログラム」のホストファミリーをしていただいている方、これか
らホストファミリーになってみようかなと思っている方、ご心配な点、お悩みなどありませんか。今回
のホストファミリーニュースでは、既にホストファミリーを経験したことがある方々のお悩みや、気に
なるところなどについていくつかのポイントを書いてみました。
日本の中でも地方によって習慣や考え方が違うのに、世界となれば当然びっくりすることもあるでしょう。

無理に「郷に入りては郷に従え」ではなく、お互いに相手の立場に立って解決の道を探すしかないと思いま
す。今回のQ＆Aが必ずしも解決にはつながらないかもしれませんが、少しはお役に立てれば幸いです。

　ホストファミリー Q&A
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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

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。

どういった食事を用意すればいいですか?

普段と変わらない食事で十分です。研修生とホスト
ファミリーとのマッチングをする際、食物アレルギー

や嫌いなものがあるかどうかの確認をさせていただいており
ますので、そういった点に気を付けていただければ、後は普
段通りの食事で全く問題ありません。研修生は日本文化に興
味があり、日本の生活を体験したくて日本に来ているので、
普段の飾らないバランスの取れた食事を出してあげてくださ
い。ただし、嫌いと言っている物を無理強いしないように気
を付けてください。

Q
A

家庭でのお手伝いが気になる!

ホストファミリーからは、「気配りも素晴らしく、毎食後皿
洗いをしてくれた」という感想もあれば、「お手伝いの申し

出は1度もなかった」という感想もいただきます。研修生には、“お
客様” ではなく “家族の一員” という立場であることを事前に説明は
しておりますが、母国でも全く家事を手伝っていない研修生もいま
す。長い間の習慣を簡単に変えることは難しいと思いますので、「わ
が家では子供も家事を手伝うことになっているんだよ。」と言った具
合に諭す程度にとどめ、あまり無理強いしないようにお願いします。

Q
A

ホストファミリーニュース（No.19）

外国語は話せないけど…

大丈夫です。研修生はみんな日本語を勉強しに
来るので、たとえ初級レベルの研修生でもどん

どん日本語で話しかけてあげてください。敬語や難し
い表現、強い方言などは使わないで、優しい「〜です・
〜ます」形でゆっくり話せば研修生も自然に日本語を使
えるようになってきます。どうしても通じないときは、
「指さし会話帳」というのがありますから、それを使っ
てみてはどうでしょうか。

Q
A

IFIE PLANET
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際交流員のコーナー国

着任の挨拶

IFIE	PLANETの読者の皆さん、こんにちは。5月24日に着任した中国国際
交流員の徐康です。よろしくお願いします。出身地は中国江蘇省揚州市、唐の
高僧鑑真和上の出身地として、日本とはゆかりがある町です。
高校の時に、日本のゲーム開発会社「コーエー」の名作「大航海時代Ⅳ」をきっ
かけに、日本語に興味を持つようになりました。2000年に大学に入学して、
日本語を勉強し始めました。2004年無事に卒業して、江蘇省の蘇州、揚州で
日本語と関わる仕事に従事してまいりました。最初の日本訪問は2007年の4
月、国際大都会の東京に来て、意外に静かで住みやすいところで日本への認識
が変わりました。そして、2009年6月から11月まで、自治体の研修員として、
石川県庁で研修することになりました。観光客ではなくて、石川県民として、
日本での生活を体験しながら、日本人の職員と一緒に観光プロモーションと国
際交流の事業にたずさわり、様々な人と友達になり、有意義な研修ができまし
た。その時から、いつか金沢で得た経験を生かして、国際交流の仕事をしたい
と思っていました。ですから、今回、またCIRとして、石川県に戻って、仕事
と生活ができるのは本当に不思議かつ嬉しく思っています。
赴任時間は普通より一ヶ月ぐらい遅れていましたので、着任してから、間もなくいろんな仕事が任されました。
表敬訪問通訳、中国語講座、様々な書類翻訳、学校訪問、同行通訳、料理教室等次々と目の前に現れました。幸
いなことに、協会の皆さんの親切な協力を得ながら、研修の経験と長年鍛えてきた能力を生かして、何とか忙し
い時期を無事に乗り越えました。また、仕事をしながら、石川県の美しい自然風景と古くから伝わってきた素晴
らしい伝統文化への認識は更に深まりました。出身地の江蘇省と石川県は30年以上の友好交流を積み重ねてき
ました。今回もこのご縁で、来県することになりました。両省県共にウィンウィンの関係で、そして、交流が一
層深まるように、微力ながらも精一杯がんばりたいと思います。

はじめまして。今年の4月から国際交流員として石川県国際交流協会に
勤務することになりました、ブラジル出身のルーカスです。ブラジルの南
東部にあるミナス・ジェライス州から参りました。
初めて日本に来たのは2007年の9月、ブラジルの大学と千葉県の神田
外語大学との交換留学でした。留学時代、ポルトガル語を学んでいる日本
人学生の友達が沢山でき、日本語の勉強をしながら、様々なサークルに携
わって、部活で剣道などをやっていました。日本での留学生活が楽しくて、
留学期間を延長して結局2年間もいました。言うまでもなく、社会、文化、
習慣などがかなり異なる地球の正反対にあるブラジルと日本の違いで戸
惑った時があったのかもしれませんが、毎日面白い新しい発見ばかりで退
屈しない日々を過ごしました。その時からいつか日本とブラジルをつなぐ
仕事がしたいと思いました。
石川県でブラジルの国際交流員に選ばれて光栄です。大学を卒業して、
はじめての仕事なので、分からないことばかりですが、皆さんのサポート
の下で、日本とブラジルの相互理解のために力を尽くしたいと思います。
2014年のワールド・カップ、2016年のオリンピックの舞台となる、最
近経済の発展などで世界で話題になっている21世紀のブラジル、日本で
の仕事の経験をしながら、この多様性のある大陸的で爽やかなブラジルを
紹介出来れば嬉しいです。よろしくお願いします。

記事：ルーカス	サビノ	ダニエル
ブラジル・ミナス・ジェライス州ジュ
イス・デ・フォーラ市出身。2011
年11月ジュイス・デ・フォーラ連邦大
学卒業。2007年9月から2009年
9月まで日本学生支援機構奨学金を
受け、2年間神田外語大学で交換留
学。専攻に日本語と日本文化。趣味は、
フットサル、ギター、音楽、映画、
剣道、お笑いやコメディ番組等。
2012年4月から㈶石川県国際交流
協会で勤務。

記事：徐	康（ジョ　コウ）
中国江蘇省揚州市出身。2004年
大連外国語学院日本語専攻、卒業。
2009年6月から2009年11月
まで自治体研修員として石川県庁
で半年間研修。趣味は、歴史、音
楽、PC関連（ハードウェア、ゲー
ム等）。2012年5月から	㈶石川
県国際交流協会で勤務。
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国 際 交 流 団 体 紹 介国 際 交 流 団 体 紹 介

石川インド協会の副会長である加藤	聰さんと事務局長である北	隆仁
さんにインタビューさせていただきました。元々インド出身の塩谷マク
スーダさんが中心となって石川日印協会として活動していましたが、一
時活動を休止し、北陸ジャパンインドクラブとして活動を継続していま
した。そして今年、日本・インド友好60周年であることや、以前石川
日印協会の会員であった方にもう一度集まってもらい、より大きな活動
をしていきたいということで石川インド協会（会長：塩谷マクスーダ）を
設立することになりました。今年発足した団体ですが既に会員が40名
を超えるそうです。日本とインド両国の文化や歴史に関する理解を深め、
友好関係を促進することを目的に設立されました。

今年発足したばかりということもあり、石川インド協会としての活動
実績はそれほど多くないですが、発足して初のイベントとして7月28
日（土）に竪町広場で「日本・インド文化交流会」を開催しました。民族衣
装である日本の着物とインドのサリーの着付け、留学生のレクチャーや
インド音楽・舞踊の披露、インドの国紹介やチャイ（インド式紅茶）喫茶
会など様々な催しで日本とインド両国の文化的理解を深める活動が実施
されました。また、8月には大乗寺にて、インド協会を理解してもらう
ため講師を招いて一般の方に参加してもらいヨガ講座を実施しました。

インドと日本の交流は、中国や韓国等との交流に比べるとそれほど盛んに行われていませんが、日本の経済にとっ
てインドは今後重要になってくると加藤さんは言います。大学教授である加藤さんは、あるインド人の留学生が母語
以外に英語やアラビア語など4つの言語を話すことができ、現在日本語を勉強している姿を日本人学生に見せながら、
いい意味で日本の学生を刺激しています。日本の言語教育やインド人の交渉術、日本とインドの歴史的な関係など話
は尽きず、とても熱く語っていただきました。
石川インド協会の今後の活動について、12月には在日インド大使館より大使を招聘して大文化交流会を開催する
予定です。石川インド協会の活動にご興味のある方は、下記のご連絡先までお問い合わせください。

石川インド協会

石川インド協会は、石川県民とインド国民の文化、道徳の歴史の相互理解を深め、友好関係を促進するこ
とを目的として設立しました。①文化交流、②経済ビジネス交流、③インドの文化、道徳及び歴史の勉強会、
④石川県の文化、道徳及び歴史の情報発信等の事業を行います。どなたでも目的に賛同の方はご入会の程
お願い申し上げます。

会費：2,000円

【	石川インド協会事務局	】	金沢市鞍月3-127　Tel（076）267-1588　FAX（076）267-1548

石川インド協会 会員募集
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【募集期間】	 10月1日〜11月5日
	 JICAボランティア平成24年度秋募集「体験談&説明会」開催します。
【 日 	 時 】	 平成24年10月13日（土）11:00〜16:00
【 会 	 場 】	 石川県国際交流センター	大研修室（金沢市本町1－5－3リファーレ4階）
	 	 	 	 	 	 	 	 　お気軽にお越しください。

【お問い合わせ先】
　石川県国際協力推進員　山口	浩司
　TEL：076-262-5932	（（財）石川県国際交流協会内）
　Email：jicadpd-desk-ishikawaken@jica.go.jp

JICAボランティアについて詳しく知りたい方はホームページをチェック
　URL：	http://www.jica.go.jp/volunteer/

JICAボランティア（　　　　　　）募集開始!!

予約不要 入場無料 入退場自由

青 年 海 外 協 力 隊
シニア海外ボランティア

（財）石川県国際交流協会創立20周年記念 いしかわ同窓会シンポジウム

これまでに石川県内で留学や研修などで滞在した経験がある方々とふるさと石川をつなぐ
「いしかわ同窓会」。ふるさと石川への思いをテーマに、基調講演やパネルディスカッショ
ンを通じてお互いに思いを共有し、さらに絆を深めます。

【 期 日 】	 10月20日（土）　15時〜18時
【 場 所 】	 金沢都ホテル	地下2階	セミナーホール（金沢市此花町	金沢駅前）
【 入 場 】	 無 料
【お問い合わせ】（財）石川県国際交流協会　TEL	076-262-5932

再生紙を使用しています。

多文化が共生する県民フェスタ 〜いしかわで「世界」を体感!〜

石川県にいながら世界の文化にふれることができる企画が満載。世界の国々を紹介する
ブースや料理屋台、ステージショーに日本文化体験のコーナーなど。また、国際交流ボラ
ンティアの相談や国際交流団体の活動を紹介するブースもあります。

【 期 日 】	 10月21日（日）　10時〜16時
【 場 所 】	 石川県国際交流センター
	 （金沢市本町	リファーレビル）
【 入 場 】	 無 料
【お問い合わせ】（財）石川県国際交流協会　TEL	076-262-5932


