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石川県国際交流協会では、フランス国立東洋文化大学（イナルコ）で日本語を勉強している学生が、今回
初めて石川ジャパニーズ・スタディーズ・プログラム（IJSP＝Ishikawa Japanese Studies 
Program）に参加することを機に、また、金沢日仏協会創立40周年を記念して、イナルコの学生と県内
の大学生とがマンガ文化の背景とその意味を議論することにより、同世代の考え方や価値観を知ってもら
い、県内大学生の国際的な視野の獲得を目指して、金沢日仏協会と共催により「IJSP日仏学生交流マンガ
フォーラム・ワークショップ」を開催しました。
ワークショップでは、テレビアニメの舞台となった湯涌温泉でのフィールドワークや、日本とフランス
のアニメ文化の違いなどについて話し合われました。
フォーラムでは、イナルコのフランス国立日本研究センター所長のクリストフ・マルケ教授らの基調講
演の後、「地方からのマンガ文化の発信」、「日仏のマンガから学ぶもの」をテーマに話し合われました。
ここでは、IJSP日仏学生交流マンガフォーラム・ワークショップの実施状況についてご報告します。
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　ワークショップその1「アニメツーリズム in 湯涌温泉」（8月5日）

ワークショップその1は、湯涌温泉の秀峰閣において行われました。
イナルコの学生22名と県内大学生10名が集まり、ワークショップの指導を
担当される金沢学院大学馬場先恵子教授の挨拶の後、加賀料理の昼食を堪能し、
いよいよワークショップが始まりました。
まず、秀峰閣の山下新一郎専務による「花いろと湯涌のまちおこし」というテー

マの講演が行われました。「花いろ」とは、2011年4月から9月まで放送され
たテレビアニメ作品「花咲くいろは」の略称で、石川県の湯涌温泉が舞台のモデ
ルとなっています。
山下専務はこのアニメの誘致に当初から関与しており、講演の中で、
●放映開始までに情報が漏れないよう気遣いながら、地元の理解を得るのに苦労した。
●実写のように、ありのままの石川県の街並みを映しだしたアニメの作品に感動した。
● 今まで湯涌温泉に訪れていた層とは異なる若い層を誘客し、当初3千人としていた見込みを大きく超え1万人も
の人が訪れた。
● 訪れた若者たちが『アニメの世界を体験したい』との思いで湯涌温泉街を歩き、クレームもなく、回遊性が自然に
生まれた。
● 従来の客層は中高年女性が多く、あまり温泉街を出歩くことがなかったのに対し、多くの若い客層が温泉街を探
訪し、出歩くことで現地の店舗や住民にとってもおもてなしの意欲が上がったように思う。
● アニメの最終話に「ぼんぼりまつり」という架空のお祭りが設定されていることを知り、地元企業や報道機関の協
力も得ながら、湯涌温泉でも「ぼんぼりまつり」を実現させ、多くの来場者を招いた。

等と話し、学生はこれまでの努力とアニメツーリズムの効果について強い印象を持ったようでした。
会場には、実際に「ぼんぼりまつり」に参加した日本人学生もいて、

●街全体がにぎわっている感じだった。　　●アニメの世界に入り込んだ気分になった。
との感想も交わされました。
山下専務は最後に、
●「花咲くいろは」との共同のグッズ開発等はあえて行わない。
● 日本の懐かしい風景を提供することが湯涌温泉の魅力であるから、今の街並み
を守っていく。
と締め、学生たちの熱い拍手の中、講演は終了しました。
講演の後は、日仏学生混合のグループに分かれ「花咲くいろは舞台探訪」フィー
ルドワークを行いました。学生たちは、「花咲くいろは　聖地巡礼まとめマップ～
湯涌温泉編～Vol.2.0」を手に、湯涌温泉街に繰り出しました。ちなみに「聖地巡礼」
とは、劇中に登場した数々のシーンの現場を実際に訪れて、その世界を味わうこ
と意味しています。
マップには、それぞれのアニメシーンと実際の場所14か所の写真を比較させた

図が入っています。限られた時間の中、参加者はマップに沿って温泉街を巡りながら、アニメのラベルを貼ったサ
イダーを飲んだり、神社でお札をさげたりとアニメの世界を追体験しました。
フィールドワークから帰ると、「地域の再発見」というテーマで30分程度のディスカッションがありました。
日本の学生からは、
●イナルコの学生が日本文化に精通している。
● フランスに住んでいるとは思えないくらい日本のアニメに関する知識があることに驚いた。
といった意見があり、現実の世界でアニメを追体験することでアニメが「オ
タク」だけの文化ではなく、新しいコミュニケーションの手段となりうるこ
とが両国の学生共通の実感となったようでした。
指導された馬場先教授は「今回のワークショップを通して日本に親しみ、
アニメをきっかけに金沢を知ってもらいたい。学生と一緒にいろいろな方
が行動することで、お互いの文化のことも認識し、自分の好きなことなど
分かり合ってもらいたい」と話しました。
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　ワークショップその2「銀製指輪にアニメをデザイン」（8月10日）

金沢美術工芸大学において、同大学の神谷佳男教授の監修のもと、
イナルコの学生23名は銀粘土を用いてアニメをテーマにした指輪を
製作しました。
銀粘土を細い棒状にした後、指が通るようリング状に曲げたうえ
で、アニメに関する模様を彫ったり、生き物のような形にしたりと
学生たちは思い思いのデザインで指輪の形に作り上げました。その
後、専用のポットの上で素焼きにすると、白い粘土は銀色に変色し
硬化していきます。完成後は、製作アイデアについて各人プレゼン
テーションを行い、表現とものづくりの苦労を体感しました。当日は、
夏の真っ盛りで汗だくになりながら製作に励みました。

最終日の基調講演とパネルディスカッションは金沢城河北門の会
場において行われました。
基調講演では、クリストフ・マルケ教授が「フランス人を魅了した
江戸のマンガ」と題して、19世紀のフランスや彫刻家ロダンに日本
への憧憬をかき立てた葛飾北斎や鍬形恵斎の「マンガ絵」について、
また、金沢美術工芸大学の高橋明彦教授が「楳図かずおの魅力」と題
して、ホラーマンガの第一人者楳図かずお氏の作品にみられる哲学
的な深まりやマンガ表現の本質について、それぞれ専門的な視点か
らの考察を紹介しました。

パネルディスカッション第1部では、金沢日仏協会小間井孝吉会長
がコーディネーター、金沢学院大学の馬場先教授がコメンテーター、
パネリストに鳥取、足利、富山、福井、高知の各日仏協会長等を迎え
て「地方からのマンガ文化の発信」というテーマで、アニメを活かした
地域おこしの実例などについて討論が交わされました。
第2部では、コーディネーターにクリストフ氏、コメンテーターに
金沢美術工芸大学の神谷教授と金城大学短期大学部の新井浩准教授、
そして、パネリストとしてイナルコの学生と日本人学生それぞれ3人

が参加し「日仏のマンガから学ぶもの」と題して、各々の考えを披露しました。
イナルコの学生からは、
● マンガを通じてフランス人は侍や忍者、お化けといった型にはまっ
た日本のイメージを持つ一方で、日本は伝統的で科学技術の国で
あることを知ることもできた。
● マンガを通して日本の文化や歴史、経済、政治に興味を持つよう
になった。しかし、マンガだけでは日本のことが分からずイナル
コに入った。
といった意見がありました。
一方、日本の学生からは、
●マンガを通じて勧善懲悪や前向きな心を持つことの大切さを学んだ。
●専門知識や歴史をおもしろおかしく読むことがで、娯楽だけでなく教養的な面もある。
などといった意見がありました。
こうして「IJSP日仏学生交流マンガフォーラム・ワークショップ」は、未来を担う日仏両国の学生たちを交え、

更なる両国の発展や友好関係の深化について様々な角度から考えを深め、幕を下ろしました。

  「日仏の『エスプリ』マンガから学ぶ」基調講演とパネルディスカッション」（8月17日）
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Hello ！ 2013年の8月よりイギリスからの国際交流員として、IFIE
に勤務することになりました、ビクター・チュアと申します。私の両親
はマレーシア出身の中国人で、マレーシアからイギリスに移り住んだあ
とに、私がロンドンで生まれ、育ちました。ですので、私は中国系イギ
リス人ということになります。中学校から日本語を勉強し始めて、ロン
ドン大学東洋アフリカ学院（SOAS）でも日本語の勉強を続けました。最
初の日本文化体験は早稲田大学の留学で、大学のサークルに参加し、多
くの日本人の友人を作りました。
深い文化と歴史のあるロンドンの出身なので、同じように文化や歴史
の色濃い石川県に来られてとても嬉しく思っています。テクノロジーの
進歩や開発がますます速くなっている現代で、伝統を保存していくこと
は、とても素晴らしいことだと思います。国際交流員の任期中は、イギ
リスの文化や歴史を石川県の皆さんに紹介していくと同時に、石川県の
文化や歴史、伝統も、めいっぱい勉強していきたいと思っています。
文化や歴史の深さの他に、イギリスと石川県の共通点といえば、雨の
日の多さだと思います。イギリスに住んでいたときと同様、石川県のど
こへ行くにもほとんど傘を持って行く、という印象があります。ただし、石川県に比べてロンドンは雪があまり
降らないので、これからの季節、ここ石川の美しい冬景色を存分に堪能したいと思います。

石川県で暮らし始めてから、現地の友人ができるだけでなく、様々な国の人とも知り合
う機会がありました。特に、このIFIEで働いていると、英語圏の他にも様々な出身国の人
とも交流することができます。他の国際交流員の文化やそれぞれの言語での簡単な会話表
現などを教えてもらうことでも、世界観や視野を広げることができました。私の方からも、
IFIEの国際交流員として多様な英国の文化を石川県の皆さんに紹介して、イギリスに対し
て皆さんが持っている固定概念を変えたり、生のイギリスを伝えたりしていきたいと思い
ます。念のために、イギリス人は朝食に「フィッ

シュ・アンド・チップス」を食べません！
私生活については、イギリスを離れても、イギリスで楽しんできた趣
味を続けていきたいなと思っています。私の趣味の一つは音楽で、具体
的にいうとロックバンド活動です。今年の10月頭にIFIEが行った「多文
化が共生する県民フェスタ」という国際交流イベントでも担当業務のほか
に、ギターやベースを演奏してステージショーにも参加させてもらいま
した。最近は新たに石川県で出会った日本の友人たちともバンド練習を
始めています。いつか、ライブコンサートができるようになったら是非
是非聞きに来て下さい。Rock On!!!
これからも、国際交流員としての業務（通訳翻訳業務や国際理解教室な
どの国際交流行事の運営）や、私生活を通して、老若男女たくさんの石川
県の皆さんと出会うことを楽しみにしています。どこかで私を見かけた
ら、気軽に声をかけてくださいね！よろしくお願いいたします！

際交流員のコーナー国

着任の挨拶

チュア ビクター　Victor Chuah
・ 1988年5月  イギリス　ロンドン出身
・ 2006年9月～2010年7月
　 ロンドン大学東洋アフリカ学院
（SOAS）B.A Japanese　卒業
・ 2008年9月～2009年8月
　早稲田大学別科生として留学
・  2010年9月～2013年7月
　 スクウェア　エニックス　ヨーロッパ
のオンラインビジネス　デベロップメ
ント　アシスタント

・  2013年8月から
　公益財団法人石川県国際交流会に勤務
・  趣味
　サッカー、ギターベース、ゲーム、料理



5

IFIE PLANET

国 際 交 流 団 体 紹 介国 際 交 流 団 体 紹 介

石川県に拠点を持つ特定非営利活動法人三和会は、海外、主にインドネシアからの実習生、留学生のための交
流会の開催や生活支援を行っています。中でもユニークな活動の1つは、県内にインドネシア人漁業実習生のバ
ンド（現在、能登町小木のチュミ・ボーイズ、珠洲市蛸島町パンダワ・リマ、金沢市金石パンチャ・リマの3グルー
プ）を結成させ、その活動を楽器の提供や音楽指導、企画の支援などを通して補佐していることです。各バンド
グループは地元福祉施設等を訪問して、日本やインドネシアの曲、インドネシアの伝統的な踊り等を披露し、交
流活動を図るなどもしています。
そのように、漁業実習生との関わりも深い特定非営利活動法人三
和会では、9月15日から20日にかけて、事務局長の古田島悦夫氏
と石川県漁業協同組合小木支所総務課長補佐白坂武雄氏が、インド
ネシアのテガル市、チレボン市の2都市の水産高校2校を訪問し、
日本への漁業実習を希望する学生を対象に、石川県での漁業実習と
文化、自然等に関する説明会を開催しました。
インドネシアでは、学校の始業時間は7時が大半で、大都市ジャ

カルタでは早朝6時始業の学校もあり、この説明会も早い時間から
始まりました。今回訪問した2つの水産高校は共に、インドネシア
の中で大規模な水産高校であり、石川県へ漁業実習生としても多く
の卒業生を輩出している学校で、それぞれ約50名もの生徒の参加が
ありました。
説明会では、漁業研修の盛んな能登の文化をDVDで紹介し、いか
釣り船での作業風景も映像で紹介しました。学生たちは来日生活へ
の期待や関心を込めて興味深く傾聴していたそうです。また、日本
での卒業生の生活の努力風景や、研修時の危険防止のための日本語
修得の必要性なども喚起し、学生たちの日本語学習への意欲の増進
をはかりました。
古田島事務局長は「以前からインドネシアの多くの高校では日本語
の授業が週2回ほどある
と聞いていた。訪問した
チレボン市の水産高校で
も、日本人教師はいない
が、4人のインドネシア

人教師が市内の他の学校の日本語教師も掛け持ちしているそうだ」
と、インドネシア現地の日本語教師との意見交換から得た日本語教
育の現場知識を話し、「日本語教師は少ないようなので、石川県から
もインドネシアなど需要のある海外で活躍する日本人教師が多く輩
出されることを希望する。親日的な国家で、日本企業の進出も続い
ており、高校での日本語学習の質の発展は、両国の発展そのものに
活きる大きな投資ポイントだ」と述べました。

特定非営利活動法人三和会
石川県へ来る外国人実習生の在日生活の更なる充実を目指して

テガル市の水産高校
（SUPM MARTOLOYO TEGAL校）にて
説明会後日本行きを決意している生徒たち

テガル市の水産高校（SUPM 
MARTOLOYO TEGAL校）にて
校長Mr. SUHARYANTO（中央）に石川県
でのいか釣り漁業における同校卒業生の活躍
ぶりを報告



おかげさまで今年度も IJSPはとても充実していました！
今年度、新たに参加してくれたグループは、シンガポール経営大学やフランス国立東洋言語文化大
学（イナルコ）、そしてカーロリ・ガーシュパール大学です。今回のホストファミリーニュースでは今年
の夏の二つの新規グループのご紹介をします。
来日当時の夏の暑さにも負けないで、学生の皆さんは石川県で充実した研修の日々を送ることができ
たと思います。最後に石川県から離れるのは寂しくて、それでも笑顔で「また来たい！」と学生の皆さ
んが言ってくれました。それもいつも大変良くお世
話をしてくださるホストファミリーのあたたかいお
もてなしのおかげだと思っています。改めてお礼を
申し上げます。
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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。

  2013年度の新規研修生グループをご紹介！

イナルコ（フランス・パリ）
今年初めての参加だったにもかか
わらず、参加者の人数はなんと、27人でした！
イナルコの日本語専攻はヨーロッパのアジア研
究の専攻の中でも評価がとても高く、研修生の
皆さんも日本語と日本文化の勉強に関して非常
に意欲を示してくれていました。
フランスの大学では、日本文化サークルま
で存在するところも多く、イナルコの研修生の
皆さんも、とても熱心に日本語の勉強と日本文
化を体験しながら充実した日々を送っていまし
た。また、他のグループと異なり、日仏学生交
流マンガフォーラムやワークショップに参加
し、湯涌温泉の見学や地元学生との交流も行わ
れ、大変有意義な日々を過ごしました。
ホームステイプログラムについては、今回も、
ホストファミリーの皆さんとの日常生活を通し
た本物の日本を体験することにより、日本語で
いっぱい話すことができたとか良い絆ができた
などホームステイをとても楽しんでいる様子が
伝わってきました！

千里浜の砂像前で

茶道体験

浴衣着付体験



石川県日本語・日本文化プログラム（IJSP）に参加してくださる新たな研修生が増えるのは本当に
喜ばしいことです。これも、ホストファミリーの皆様方の暖かいご支援・ご協力のおかげです。いつも
ありがとうございます！ぜひこれからも多くの人たちに日本・石川県の素晴らしさを体験してもらうた
め、ご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。
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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。

（公財）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

カーロリ・ガーシュパール大学（ハンガリー・ブダペスト）
中央ヨーロッパのハンガリーから初めて参加した４人の研修生はとても明るい学生たちでした。
大学はハンガリーの日本語専攻がある大学の中でも最も有名で、大学卒業後大使館で働いたり、日本語の
先生になったり、日本で仕事をしたりする学生も多いようです。
研修生の皆さんは、初参加で少人数、期間も長くそのうえ初めての日本でしたが、日本語の勉強と文化
体験を楽しみながら２ヶ月の研修期間を明るい笑顔で過ごしてくれました。また、ホストファミリーとの
時間も本当の家族のようだったと心から喜びを表してくれました。さらに「たくさんの外国の友達を作り
たい」、「日本の祭に参加したい」などの夢が叶えられたと満足して帰国しました。
2013年度新規研修生グループがこれからも継続して参加されることを期待しています。

珠洲のにわか祭に参加

着物着付体験 兼六園観光

和太鼓体験

ホストファミリー



8 再生紙を使用しています。

JICAボランティアをご存知ですか？これは、独立行政法人国際協力機構
JICAが開発途上国の支援のために行っている草の根レベルのボランティアです。ここ石川県から
はこれまで300名以上の方が青年海外協力隊やシニア海外ボランティアとして海外に派遣されて
きました。今回はこのJICAボランティアについて紹介します！

～さまざまな職種があります～
農林水産分野

保健衛生分野

スポーツ分野

加工分野

土木建築分野

保守操作分野

教育文化分野

計画・行政分野

募集はいつ？対象は？ 費用は自己負担？
春（4～5月）、秋（10～11月）
の年2回募集。
派遣期間が11カ月未満の短期ボ
ランティアは年6回募集。

青年海外協力隊は20～39歳、
シニア海外ボランティアは40～
69歳を対象としています。

往復渡航費、住居費、
生活費が支給されます。

野菜栽培、果樹栽培、
食品加工、農業土木など

看護師、保健師、栄養士、
作業療法士、理学療法士など

国内外の雑誌・新聞・絵本・図書、留学関連資料、語学学習関連資料、国際交流関係資料等を揃えています。
ご自由に閲覧でき、貸出サービスも行っています。

開館時間
　平　　日　9：00～18：00
　土日祝日　9：00～17：00

休館日
　12／29～1／3

ご利用にあたって
資料の貸出には図書カードが必要です。図書カードの作成には身分証明書（運転免許証、学生証、健康保険証等）を

お持ちください。本は1人3冊まで、図書は2週間、雑誌は1週間借りられます。一部、貸し出しできない資料があ
ります。また、インターネットコーナーは1人1回につき30分まで利用できます。利用は無料です。

国際情報ライブラリー　ご利用案内

体育、野球、空手、柔道、
剣道、テニスなど

陶磁器、竹工芸、
木工など

上下水道、土木、測量、建築、
都市計画、造園など

工作機械、電気・電子機器
など

コンピュータ技術、小学校教
諭、日本語教師、理数科教師

行政サービスなど


