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2015年1月24日（土）、「第33回石川県外国人日本語スピーチコンテスト」が開催されました。21
名の応募者の中から選抜された12名が、約100名の聴講者に向け、日本で生活しているからこそ感じ
ることのできた日本人の思いやりや我慢強さ、愛があるゆえの厳しさ、今だからこそ伝えたい感謝の想
いなど、外国から来られた方々ならではの視点でさまざまなメッセージを、日本語でスピーチしていた
だきました。

●受賞結果
1　石川県知事賞
　　「母に感謝」　真

さな

田
だ

　里
さ

織
おり

（ウルグアイ出身）
2　石川教育委員会賞
　　「私の実習体験記」　袁

エン

　利
リ

（中国出身）
3　（公財）石川県国際交流協会理事長賞
　　「The same love」　楊

ヨウ

 鴻
コウ

志
シ

（中国出身）
4　優秀賞
　　「日本の高齢社会」　尹

ユン

 昶
チャンシク

植（韓国出身）
　　「私と夫の冒険旅行」　中

なか

村
むら

 えり（中国出身）
ここでは、第33回石川県外国人日本語スピーチコンテストの主な内容を報告します。

お母さん、ありがとう　大好きだよ 真
さな

田
だ

　里
さ

織
おり

 さん

日本に来た時には、日本語を話せず理解できなかったので、いろんな面で困りま
した。でもそれ以上に困ったのは母だと思います。母は、24歳でウルグアイという
知らない国のほとんど知らないお見合い相手のもとに嫁ぎました。あの頃は船で何
カ月もかかりました。食文化にも慣れず、帰りたくても帰れず、電話もないので悩

み相談を親にできず、挙句に空き巣に入られ、嫁入り道具もほとんど盗まれてしまいました。どれだけ
苦労したのか想像できません。母は、私を含めた6人の子を大切に育ててくれました。

JICA



いろんなことを家族とともに乗り越え、悲しみも喜びも分かち合って前へと進んで来ました。悔しい
のは、一番に結婚報告をできなかったこと、花嫁姿を見せてあげられなかったこと、二番に孫を抱いて
もらえなかったこと、もっともっと女同士の話をしたかったです。そして、何より親孝行をしてあげたかっ
たです。母は53歳で亡くなり、もうこの世にはいませんが、あの時言えなかったことを、この場を借
りて言わせてください。お母さん、ありがとう。大好きだよ。

 私の意識を変えるために 袁
エン

　　利
リ

 さん

留学生ではなく、仕事を通じて技能を習得する、技能実習生として中国から来ま
した。来日当初はあいさつ程度の日本語しかわからず、会社の人の会話も仕事内容
もあまり理解できず、不安な日々を過ごしていました。工場長には全然ダメとよく
叱られ、いつも厳しくされ、どうしていつも自分ばかり文句を言われるのだろうと
やる気を失っていました。ある日、ひどい腹痛で、会社の人に病院に連れて行ってもらえないかとお願
いをしたところ、工場長はすぐに寮まで迎えに来てくれ、病院まで連れて行ってくれました。車内で話
した内容は「痛い」以外わからなかったのですが、ただ、工場長は、本当はやさしい人だということがわ
かりました。病院での待ち時間、工場長から会社の製品は人命にかかわる部品を作っているから不良品
を出すことは絶対に許されないと伝えられ、私の意識を変えるため、あえて厳しく指導していたと告げ
られました。それを聞き、今までの自分の態度を悔み、それからは、わからないことがあればわかるま
で確認するようになりました。日本での生活はとても楽しいです。なぜなら、日本でまじめに一生懸命
やることの大切さを学んだからです。日本にいる間はもちろん、中国に帰ってからも一生懸命頑張って
いきたいです。

 愛の世界に、
 偏見と固執は存在するべきではありません 楊

ヨウ

　　鴻
コウ

志
シ

 さん

みなさん、ゲイについてどう思いますか。一般的な人間倫理から見ると、男と女
の愛は正常であり、男と男、女と女の愛は異常だと思われています。私は、あるゲ
イの友達のことを思い出しました。彼は、自分が同性愛者だということを一度も親

へ教えていません。「教えない」というよりは、むしろ「言えない」のです。「父と母が大好きだから、言え
ない」これは彼が言った言葉です。同性愛者であることを明かしたために、親と疎遠になり、友達や仕事
を失う人もいるそうです。残酷だけど、これが同性愛者の状況です。同性愛は病気ではなく罪でもない
ということを多くの人へ伝える必要があると思います。1990年、世界保健機関は精神病のリストから
同性愛を外しました。1998年、アメリカの心理学協会と精神病学協会は共に同性愛者を異性愛者に変
える治療に反対しました。研究により、同性愛の存在は遺伝子によって決められると判明しました。つ
まり、同性愛は左利きのように自然の存在であるということです。愛の世界に、偏見と固執は存在する
べきではありません。みなさん、この世界には一つだけの色があるわけではありません。色眼鏡を外し、
清らかな目で、この世界にあるあらゆる愛を感じましょう。
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北陸新幹線が開通し、さらに国際化が進む石川県には現在約1600人の留学生が暮らしています。日本に住ん
でいるにもかかわらず、大学を出ると日本人と接する機会が意外と少ないことから、留学生と日本人の交流の場
を増やすために、県内の大学に通う留学生と県内の日本人家庭を対象に石川県国際交流協会では2015年2月
14日～15 日に「いしかわホームビジットプログラム」を実施しました。
このプログラムは、県内の日本人家庭がホームビジットファミリーとなって県内大学に通う留学生を招いてい

ただき、食事やおしゃべりなどを楽しみながら国際理解を深める、1泊2日のホームビジットプログラムです。
ここでは中能登町で受け入れをして下さった山辺さんからの感想をご紹介します。

「降りてきた。」
子供達が叫び、目が輝き始めました。
ホームビジットファミリー達の表情は硬く、緊張しながら

も、初めての体験に、期待が膨らんでいる様でした。
JR能登部駅に到着した留学生達は、この日を待っていたか

のように明るく、いきいきとした顔をしていました。2月14
日、今日から5人の留学生と中能登町の四家族の一泊二日の
ホームビジットが始まります。お互いに自己紹介した後、一緒に中能登町上布会館へ行きました。一本一本、丁
寧に麻糸を通し、織り込んでいく作業の様子を留学生達は興味深く見学し、カメラに収めていました。急に訪れ
た外国人に、70歳前後のおばあちゃん達のテンションも上がりっぱなしです。
「どこの国からきたの？」「日本に来て、何年目？」「好きな食べ物は？」「糸はどこから通すのですか？」

和やかな雰囲気の中で、質疑応答が続いていました。また、初めて見る伝統的な日本の織り方にとても感動して
いました。その後、各自、小物などのお土産を買った後、ホームビジットファミリーの家へ向かいました。私
は、中国出身の張さんという女性を受け入れました。
夕食は一緒にたこ焼きを作って、食べました。小5の息子は「ドラえもんは中国で放送しとるが？」「たこ焼

き好きなん？」など質問していました。中2と高2の娘は、恥ずかしくて顔を上げられず、話しかけられません
でした。今回で外国人の受け入れは、8回目なのに、いつもこの調子です。
張さんは、たこ焼きをひっくり返しながら、中国の高校生は寮に入って、集団生活をしながら、朝の七時から

夜の十時まで勉強している事。その他、日本と中国との習慣の違いなどを教えてくれました。
次の日は朝から消防車の定期点検の為、中能登消防署へ行きました。消防車の点検、救急車の説明をしていた

だいた後、一緒に町内の巡回をしました。とても感心していました。団員達も、緊張しながら、少し話をしてい
ました。その後、少年野球の保護者の方とも交流しました。午後からは、古民家で囲炉裏を囲みながら、和菓子
を食べた後、抹茶を点ててもらい、頂きました。初めての体験に集まった15人の親子と三人の留学生はとても
嬉しそうでした。
帰りのJR能登部駅で、ホームビジットファミリー達と留学生達は色々な話をしていました。初めて銭湯に

行った事、千里浜で貝を拾った事、お兄ちゃんが英語で話す姿を見て、弟が感心していた事など、話が弾んでい
ました。電車がホームに入ってくると、みんなは別れを惜しんでいました。「元気でね！」「またおいで！」留学
生達と私達は、電車が行ってしまうまで手を振り続けました。
今回このような体験をさせていただき、とても感謝しています。石川県国際交流協会の皆様、ありがとうござ

いました。

いしかわホームビジットプログラム



「濃厚で、一生の宝物になった一年」 国際交流員　王
ワン

 昕
シン

昕
シン

（中国）

光陰矢の如し、日本での一年間の滞在があっという間に過ぎようとし
ています。
この一年を振り返ると、仕事では新しいことに挑戦したり、休みの日
にもさまざまな体験をしたり、本当に濃厚な一年でした。
通訳と翻訳の仕事は中国の職場でもやっていましたが、中日訳が主で
した。一方、ここでは日中訳のほうが多かったです。中日訳から日中訳
への転換は単に言語を入れ替えるだけではなく、双方の視点の違いによ
り見えてくるものも違うので、視野を広げることができたと同時に、日
本に対する理解もさらに深まったと思います。
また、県内の学校を訪問し、自国の文化を紹介する国際理解教室、中
国語講座、料理教室、ラジオ収録、石川のさまざまな場所へ行き、そこ
で体験した生の声を皆さんにお伝えするホームページ「いしかわエクスプ
レス」の現地取材、記事作成など、すべて生まれて初めてのことをやらせ
ていただきました。最初はとても緊張していましたが、これらの仕事を

通して出会った人々は皆親切で優しい人たちでした。その人々の笑顔に励まされ、だんだんと自信がつき、
仕事を楽しむことができました。一人でも多くの両国の方々に互いの国の素晴らしさを知っていただけれ
ばという気持ちで仕事に向かうと、国際交流員という名のとおり、自分自身が両国の橋渡し役を果たすこ
とができたということをしみじみ感じました。
休みの日にも、地元の日中友好協会や華人聯誼会のおか
げで、バーベキューや登山会など多彩なイベントに参加し
たり、日本の方々と交流したり、充実した日々を送ること
ができました。
正直に言うと、ここに来る前に石川について知っていた
ことは金沢や兼六園ぐらいしかありませんでした。しかし、
今となると、石川の人々は皆親切で、豊かな自然に恵まれ、
おいしいお魚を食べることができ、古い歴史を持つ温泉な
どいろいろな見どころがあるよ、と堂々とアピールできるようになりました。私にとって、石川は第二の
故郷になりました。
最後になりますが、一緒に働いてきた国際交流員の皆さん、石川で出会った皆さん、一年間本当にお世
話になりました。支えてくれてありがとうございました。皆さんのおかげで、この一年間は人生の宝物に
なりました。
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際交流員のコーナー国

離任の挨拶

中国　江蘇省塩城市出身
2009年7月
　 中国海洋大学外国語学院日本語科
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月より
　石川県国際交流協会で勤務

国 際 交 流 団 体 紹 介国 際 交 流 団 体 紹 介

 特定非営利活動法人　代表理事　山田　和夫

特定非営利活動法人YOU-I（友愛）は2006年に石川県内の活動を中心とした国際交流グループとして
設立し、2008年に法人化された組織です。理事2名を含め、8割以上の外国人メンバーでスタートし
ました。設立のきっかけは県内に住む、言語能力の高い人々を地域の財産と考え、外国人の地域参画と
地域の国際化に役立てる取組みが主な目的です。
「在住外国人の視点で」を大切にして、国際交流事業等を行っています。当団体の大きな特徴は「特定非
営利活動」だけでなく、自立運営を目指しており、「翻訳」を中心とした収益事業を行っています。それに
伴い、「各自治体との協働事業」「企業とのパートナーシップ」「他のNPO法人との連携」にこだわってき
ました。大きくまとめると下記の3点になります。

「１」 の取組みは、企業からの寄付金ではなく、翻訳等の仕事を請
け負い、自主財源による事業の継続運営のため活動経費に役
立てると同時に在住外国人へ活躍場所の提供にも繋がってい
ます。

「２」 の取組みはこれまでのさまざまなボランティア活動への参加
を通して、NPO法人にしかできない役割、自治体の協力な
しには出来ない事業や企画があると感じました。双方の協力により、単独では出来ない「低予算で満
足度の高い企画」を実施することが可能となります。

「３」 の取組みは留学生や日本人学生などの、時間的、経済的に余裕のな
い若い世代の人たちが活動に参加しやすくするための仕組み作りで
す。若い人たちの考えを優先することは当然ですが、例え少額であっ
ても、「交通費や食事代」を活動費として支払うようにしています。
ボランティアへ支払うことを目的とした「有償化」を進めています。

現在も、各自治体や企業から協働事業や翻訳の依頼を頂いております。
全員が仕事や学業があるため、活動時間に制約はあります。限られた時間でも、多国籍と多様なメンバー、
そしてIT知識等、その特色活かし、これからのダイバーシティ（多様性）社会へ地域貢献していきたいと
思います。

NPO 法人 YOU-I

1．「社会企業家」への取り組み
　　・収益事業による自主財源での自立運営　～ ボランティアをスモールビジネスとして考える ～
2．自治体との連携を推進
　　・自治体だけでは出来ない事、NPOだけでは出来ない事を実現　～ 社会的な信用が必要 ～
3．市民の積極的な参加を可能にする
　　・ 在住外国人や若い世代の新しい自由な発想を大切にする
　　　～ 無償ボランティアでなく、有償ボランティア化 ～
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H ost Family News
ホストファミリーニュース（No.24）

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。
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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。

（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

今年度はおかげさまでたくさんの新規研修生を受け入れることができました。
4つのグループを紹介します。

●クワントレン・ポリテクニック大学（カナダ）
 6月23日から6月29日

クワントレン・ポリテクニック大学は美術、
ビジネス、地域社会＆健康研究、デザイン、
園芸、科学＆数学、トレード＆テクノロジー
などの学部があり、スキル習得に力を入れる
学部が多いのが特徴だそうです。
一週間という短期間にもかかわらず研修生
達はたくさんの発見ができたそうで、最終日
に行われた様々な観点から見た日本について
の発表がとても印象的でした。

●ザビエル・カレッジ（オーストラリア）
 11月28日から12月23日

ザビエル・カレッジはオーストラリアのメ
ルボルンにある名門男子高校です。当協会の
オーストラリアでのIJSPのPR活動が実を結
び、今年度初めての受入れとなりました。
冬季の参加で雪の降らない真夏のオースト
ラリアから来られたので、見慣れない雪に大
はしゃぎでした。元気いっぱいの明るい笑顔
がとても印象的でした。
若い高校生の研修生にとってこの金沢での
滞在が有意義なものとなり、これからも日本
語の勉強を頑張って続けていってくれれば嬉
しいです！

●南台科技大学（台湾）
 1月18日から2月14日

昨年IJSPのPRで大学を訪問し、早速今回の
参加となりました。
南台科技大学は、台湾でトップレベルの理工
系大学です。4学部と大学院を持つ総合大学で、
ハイテク産業の拠点永康市にあることから、日
本語教育に力を入れており、通訳や貿易に従事
する人材を育成しているとのことです。
仲良しグループでお互いに助け合いながらみ
んなで研修に励んでいました。

●オーストラリア国立大学（オーストラリア）
 11月23日から12月20日

オーストラリア国立大学はオーストラリア
の首都キャンベラにあり世界でも有数の超一
流校です。
1999年からIJSPに参加している豪日協会

のマイケル・ホジキン会長が、同協会副会長
でオーストラリア国立大学日本センター長の
池田俊一先生にIJSPをご紹介いただき、今回
の初めて受け入れることができました。
とても真面目な研修生達で一生懸命多くの

ことを学び、楽しむときには精一杯楽しみ、
金沢での生活を満喫していました。


