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2014年7月26日（土）、「プリンストン・イン・イシカワ（PII）」のディレクターを長年務めてこられた

牧野成一氏（米・プリンストン大学名誉教授）の退任に際し、同氏のこれまでの功績を称えた記念シンポジ

ウム（主催：プリンストン大学）が開催され、約100名の方々がシンポジウムに参加して熱心に耳を傾け

ていました。

PIIとは、プリンストン大学が中心となって「石川県日本語・日本文化研修プログラム（IJSP）」に参加し

ている8週間の夏期研修プログラムです。毎年、同大学を含む全米各地の大学から選抜された約50名の

学生が参加しており、ホームステイをしながら日本語の授業、日本文化の体験、県内学生等との交流等を

行っています。今年で22回目となりますが、今回の参加学生47名を含めるとこれまでの参加学生は

900名を超えます。

PIIを牽引し自ら講師として学生を指導されるとともに、IJSPの発展に大きく寄与されてきた牧野成一

氏ですが、PIIのディレクター退任後もIJSPを引き続き指導していただけるよう、この度、谷本正憲石川

県知事からIJSPエグゼクテブ・アドバイザーとしての委嘱を受けられました。

ここでは、退任記念シンポジウムの主な内容を報告します。
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講師：池上　嘉彦氏（東京大学名誉教授）
シンポジウムでは、まず始めに、東京大学名誉教授であり日
本認知言語学会名誉会長なども兼任されておられる池上嘉彦氏
が招かれ、「言語と文化がどのような関係にあるのか」をテーマ
に基調講演をしました。
同氏は、モールス信号や点字などを例に挙げ、本来意味を持
たないものに意味を与えることで初めて「記号」が誕生する、と
いった「記号論」の考え方や、日本語と英語の動詞の使われ方か
ら見る日本文化と欧米文化における考え方の違い、人との交わ
りの中でものに意味づけしていくことの重要さなどについて講
話しました。

講師：牧野　成一氏（プリンストン大学名誉教授）
次に、「ことばは音楽とどう関わるか」といったテーマで牧野

成一氏による基調講演が行われました。クラシック音楽をよく
聞くことからこのテーマに関心をもち、調査を始めたそうです。
講演の中では、ことばと音楽の相違点について触れ、ことば
を使用するには「文法」という規則が存在するが、音楽にはそれ
にあたるものがないことや、ことばはロゴス（言論）的でもパト
ス（感情）的でもあり、伝達内容を細かく分節化しているのに対
し、音楽にはロゴス的な分節化はなく、感情表現しかないこと
などを紹介し、それぞれのもつ力の可能性について話しました。

講師：池上　嘉彦氏、牧野　成一氏
基調講演後の講演者と参加者との対話では参加者からの質問を受け、２人の講演者はそれらの質問に丁寧に答え
られ、活発な意見交換がされました。

　基調講演1「言語と文化の<相同性>―文化記号論的試み」

　基調講演2「ことばは音楽とどう関わるか」

　基調講演者と参加者との対話「ことばと文化はどう繋がっているのか」

国 際 交 流 ニ ュ ー ス国 際 交 流 ニ ュ ー ス

2014年7月17日、石川県は、全国で自治体として初めて独立行政法人国際交流基金と海外における日本語

学習者を対象とした日本語教育の普及・充実に向けて連携・協力する協定を締結しました。協定締結式は県庁で

行われ、谷本正憲石川県知事と安藤裕康国際交流基金理事長が協定書を取り交わしました。

石川県は1987年（昭和62年）より日本語を学ぶ諸外国の大学生・社会人グループを対象に「石川ジャパニー

ズ・スタディーズ・プログラム」（IJSP）を実施しています。同プログラムでは、学生はホームステイをしなが

ら豊かな自然や歴史・文化を活用した日本文化体験も織り交ぜながら日本語研修を行います。平成25年度までに、

24の国と地域から4000人以上が参加しており、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。

国際交流基金は海外21カ国に22か所の拠点を持ち、文化芸術交流、海外における日本語教育、日本研究・

知的交流の3つを主要活動分野としています。海外での高い知名度と充実したネットワーク、日本語教育におけ

る高い専門性を強みとしています。

双方が連携することで、互いの強みを生かしてそれぞれの取り組みを更に充実させることが狙いとなります。

協定締結式において谷本知事は「国際交流基金の強力なネットワークでIJSPを世界に発信できる」と話しました。

また、安藤理事長は「地方との連携が課題だった。北陸新幹線の開業や東京オリンピックを視野に入れ石川との

連携を強めたい」と意欲を示しました。

全国初、石川県と独立行政法人国際交流基金が
日本語教育に関する協力協定締結

「谷本知事（左）と安藤理事長（右）」
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（中国）
皆さん、こんにちは。中国江

蘇省出身の国際交流員、王
わん

昕
しんしん

昕

です。

今年の4月に石川県に来て

あっという間に4か月が過ぎ、

石川県での生活にもだいぶ慣れ

てきました。この4か月間を振

り返ってみると、本当に楽しく

過ごすことができました。仕事

では、学校訪問、中国語講座、

料理教室などを楽しんだり、仕事以外の時間は花見、山登り、イチゴ狩り、国際交流祭りなど多彩な活動を通じて、

人々と交流したりして、充実した毎日でした。

わずか1年間の滞在ですが、これからも毎日を大切にしながら、楽しく過ごしていきたいと思います。

姜
かん

　敏
みん

貞
じょん

（韓国）
アンニョンハセヨ！韓国出身

の国際交流員、姜
かんみんじょん 

敏貞と申しま

す。

今年4月から石川県国際交流

協会に勤務しています。私の出

身地全羅北道・全州市の友好交

流地域である石川県で国際交流

員として働くことになり、とて

も光栄に思っております。全羅

北道と石川県は友好交流地域だ

けあって、伝統と現代が調和している雰囲気までも似ています。１人でも多くの石川県の皆様に韓国を知っても

らうため国際交流員としての仕事に一生懸命励みたいと思います。そして、両道県の交流が一層活発になるよう

全羅北道と石川県の架け橋になりたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

アンドリューヒナ　アンナ（ロシア）
皆さん、 ズドゥラーストゥ

ビィチェ ! 2014年8月から石

川県国際交流協会で働くことに

なったアンナと申します。愛称

はアーニャです。自然や歴史の

豊かなイルクーツク市から来ま

した。2008年に石川ジャパ

ニーズ・スタディーズ・プログ

ラム（ＩＪＳＰ）に参加したこと

があり、親切にしていただいた

ホストファミリーや石川県の方々のおかげで思い出いっぱい、素晴らしい留学になりました。特に日本の陶芸に

興味を覚え、それがきっかけで、大阪大学留学時には陶芸の研究に励んでいました。私が実際に日本の美しさに

触れたのと同様、ロシアの魅力や素晴らしさを少しでも多くの日本人に伝え、ロシアに憧れてもらいたいです。

また、将来ロシア語やロシア文化だけではなく、世界の国々についてもっと興味をもってもらえるように、私の

できる限りの力を使って国際交流員としての仕事を頑張りたいと思います。 これからは、私の目を通して感じた

日本文化や日本の習慣をロシアに紹介していきたいと考えています。皆さんに会える日を楽しみにしています。

ボロディッチ　エフゲーニ（ロシア）
石川県に来ていよいよ5年間

経ち、任期満了で帰国すること

になりました。長いはずの5年

間はあっという間でした。他の

国のCIRは何人も入れ替わって

いるのですが、運よく、みんな

親切で素晴らしい仲間に恵まれ

ました。

携わった仕事もさまざまです

が、やはり翻訳よりも人を相手

にした交流イベントが好きです。ロシア式野球を小学生に教えたとき、１人の生徒が友達に「はまっちゃうね、こ

れ」と言ってくれたことは、自分の仕事に対してこの上ない賞賛の言葉だったと思います。振り返ってみると、面

白いエピソードも盛りだくさんでした。お坊さんの前で正座して40分通訳したことも、友達と白山や立山に登っ

たことも、その他のたくさんのことも全て素晴らしい思い出です。

10月にモスクワに引っ越しすることになったのですが、石川県を忘れることはないと思います。皆さんもモス

クワに来ることがあったら、声をかけてください！

Coordinator for International Relations

際交流員（CIR）のコーナー国

着任の挨拶

離任の挨拶

・韓国　全羅北道全州市出身
・2007年8月　全州大学言語文化学
　部日本言語文化学科卒業
・2011年6月　ソウルFJ日本語学院
　にて専任講師として勤務
・2014年4月　石川県国際交流協会
　に国際交流員として勤務

・ロシア　クラスノヤルスク市出身。
・2009年６月　イルクーツク国立言
語大学日本語学科卒業

・2006年9月　大阪外国語大学（現大
阪大学）に1年間留学（日本語・日本
文化専攻）

・2009年8月～2014年8月　石川
県国際交流協会に国際交流員として
勤務

・中国　江蘇省塩城市出身
・2012年8月　北京外国語大学日本
　学研究センター日本文化コース卒業
・2012年8月　塩城市外事弁公室内
　塩城市国際交流センターに勤務
・2014年4月　石川県国際交流協会
　に国際交流員として勤務

・ロシア　イルクーツク市出身
・2013年６月　イルクーツク国立言
語大学日本語学科卒業

・2008年９月　石川県日本語・日本
文化プログラムに2か月間参加

・2011年９月　大阪大学に1年間留
学（日本語・日本文化専攻）

・2014年８月　石川県国際交流協会
に国際交流員として勤務
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IJSPのホームステイボランティアを募集しています。ホームステイボランティアに関するお問合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

  IJSP研修生の日本文化体験の様子を紹介

○ 兼六園

○ 金箔貼り体験

○ 和太鼓体験

○ 陶芸体験

○ 和菓子作り体験

○ 浴衣着付体験

○ 弓道体験

○ 書道体験

天下の名園兼六園、研修生がIJSPに参加して
最初に触れる文化施設が兼六園です。
日本庭園を見ることによって、研修生は日本の
イメージを膨らませているようです。

0.1ミクロンという薄い金箔を絵柄に合わせて塗っ
た接着材の上に置いていきます。
吐息や少しの手振れで金箔にしわが寄ってだめにし
てしまうのでみんな息を殺して作業をしています。

プロの太鼓奏者の演奏に触れた後、自ら演奏体験を
行います。
演奏内容は、単純なリズムから順に複雑なものへと
構成されており、それを最後に通しで演奏して終わり
ます。
初めはとまどっていた研修生も太鼓を叩くうちにど
んどん気分が盛り上がります

思い思いの形をイメージして形を整えていきます。
なかなか滑らかな円にならなかったり、部分によっ
ては厚さが違ったりするので、何度も修正しながら悪
戦苦闘しています。

材料は概ね出来上がっているので、体験は形を作る
だけです。
既定の形に整えていきますが、出来上がってみると
食べるのが惜しいようです。
ホストファミリーとお茶を飲みながら一緒に食べる
のを楽しみに持ち帰っています。

浴衣を着ると、不思議といつもよりおしとやかな身
のこなしになっています。
それぞれに好みの浴衣と帯を選ぶのですが、ちゃん
と自分に似合ったものを上手に組み合わせています。

まずは形をしっかり身に着けます。そのうえで弓を
持ちます。
実際に弓を引くと結構力がいるもので、弓を持つ手
が震えて矢がとんでもないところへ行くことがあるの
で、みんな真剣です

腕を浮かして文字を書くのはなかなか難しいもので
す。また研修生の中には、手本をそのまままねること
が苦手の人もいるようです。
最後には、自分流にデザインした文字を書いてしま
うのですが、出来栄えは結構感心します。

IJSPでは、石川県に伝わる伝統文化に触れて
もらうため、各種の文化体験を実施しています。
体験の様子を皆さんに知ってもらうためその一
場面を紹介いたします。

IJSP News

ホームステイボランティアとは
外国人研修生をホストファミリーとして受入れしていただくボランティアです。


