
 

多文化共生の 

 
 ラウンジ活動の目的、「共生の社会作り」の一環行事として、１０月２４日に「来日して見えてきた

日本人観」をテーマに「トークショー」を行いました。 

 日本語の表現力や日本での生活体験が豊富なメインゲストの中国大使館員をはじめ、市大の中国人留

学生、韓国から留学している公務員の方にも出席していただきました。 

中国大使館員の方は、３０代前半ですが、１０代後半に来日し、農村や都会での生活体験、日本と中国

を行き来しながらの留学生活を経て現在中国大使館員として活躍しております。日本での様々な生活体

験からの話は、多角的に日本人の特徴を捉え、尚且つ細かく分析しており、日本人には見えない日本人

観を的確に捉えていました。日本人の良い面を強調し、想像以上に日本人は「学習能力が高い」・「勤労

精神に見習うものがある」・「集団性・組織力が強い」と具体例を添えて話してくださいました。 

私がその話の中で衝撃を受けたのは、日本人の長所でもある「集団性・組織力が強い」という面が逆

に働いた場合「どういう状態を生むか」という視点についてでした。過去の日本の歴史を振り返ると確

かに指摘されたような面がなかったとは言えません。他国から見た「日本人観」に大いに見習うべき面

があると感じました。大使館員という立場で、考えを述べるということには大変な壁を感じ、生の声は

出しにくかったと思いますが、それでも、聴衆である参加者には「客観的・多角的・逆の側からもみる」

という物事の見方、視点を示唆してくださったように思いました。中国の多様性の中で生き、異国であ

る日本での社会体験から培ってきた力が多角的に見る目を育てたのだと気付かされました。韓国のゲス

トの方からは来日を重ねてきた中で見えてきた日本の成熟と衰退の経緯、中国の留学生からは、なかな

かアルバイトに採用されない現実、しかし、面接時に「親を楽にさせたい」といった言葉が店長を感動

させたという話などには、いろいろ考えさせられる面がありました。 

このイベントを通じて外国人の方から見た日本人観や多様な物の見方の大事さを教わりました。この

認識が共生の社会作りの基礎になることと改めて感じました。 

留学生ゲスト「莫西」様より・・「今回のトークショーを通じて、私は日本に来てからの経験を振り返

りながら日本の方々と愉しく交流できました。非常に貴重な体験になりました。」 

 

 

ラウンジ窓口開館時間のご案内 
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Japanese Class for foreigners 
 为外国人开设日语教室 
Clases de Idioma Japonés para los extranjeros 

Realização de aulas de japonês para estrangeiros 

Classes ：Sun. Tue. Thu. Sat. 

Time  : 10:00～11:30 

Frequency:Four times a month on the same 

weekday 

Fee:1000 yen for each class( 500 for Junior 

and High School Students) 

 

开设日：周日、周二、周四、周六 

时间 ：10：00～11：30 

次数 ：各教室每月 4 次 

費用 ：各教室 1000 円/月（初中生，高中生

500 円） 

 

Día  domingos, martes, jueves, y sábado 

Hora  10：00～11：30 

Frecuencia:  4 veses  por mes  según día 

elegido 

Costo:¥1000/mes(¥500 para los alumnos de 

escuela secundaria y colegio) 

 

Dias:  Domingo, terça, quinta, e sábado 

Horário: Das 10:00h às 11:30h 

No de vezes: 4 vezes por mês, em cada um dos dias 

Taxa: 1000 ienes/mês (500 ienes para os 

alunos do ginásio e colegial) 

《開館時間》 日・火・木・金・土・9:00～17:00、 
水：9:00～21:00  月・祭日は休館 

〈外国語対応〉スペイン語 火曜午後・中国語 水曜午前 

《开馆时间》周日・二・四・五・六 9:00～17:00 

周三：9:00～21:00  周一・节假日休息 

西班牙语：周二 下午、中国语：周三 上午 

《 Open 》 Sun.Tue. Thu. Fri. Sat. 9:00 ～ 17:00:           

Wed.: 9:00～21:00 Closed: Mon. & Holidays 

Spanish: Tue. Afternoon  Chinese: Wed. morning 

 

《Horário de funcionamento》: terça, quinta, sexta, 

sábado, domingo: das 9:00h às 17:00h 

quarta-feira: das 9:00h às 21:00h, fechado nas 

segundas e feriados   Espanhol:terça-feira na 

parte da tarde Chinês: quarta-feira de manhã,        

 

《Atención》Mar. Jue. Vie. Sab. Dom (9:00 - 17:00)  

Mie:(9:00-21:00)  Cerrado:Lun.yFeriados 

Español:Martes(tardes) Chino:Miércoles(mañanas) 

 

 

 045-786-0531  Fax 045-786-0532 

イベントカレンダー 

 
Yokohama City University 
Main Gate 300m on Foot 2nd Floor 
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2 月 15 日（月）料理で国際交流３ロシア料理 

３月第一週  日本語スピーチ発表会 

3 月 28 日（日）称名寺市民の森ハイキング 
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２月１５日（月）に「料理で国際交流 シーリーズ３  

ロシア料理」を、能見台地区センター・調理室にて行い 

ます。ロシアの方に家庭料理を教えていただき、食後は 

レシピやロシアについてのお話をうかがいます。参加希 

望者は往復はがきでご応募ください。 

 

 

 

３月２８日（日）に、お花見をかねて、

称名寺市民の森をハイキングして、お

寺の庭でいろいろな国の人たちと交

流しましょう。 

 



 

金沢ラウンジフェスティバルの報告 
 

国際交流部会 
メキシコ料理講習会雑感 

 彩りも鮮やかなメキシカンライスの準備から始

まった料理講習会は、11月 16日（月）能見台地区

センターにて部員含めて 28名で行われました。講

師は後藤ロシオさん、助手の原田さんとのチーム

ワークもよく、手順よく教えていただきました。      

グループごと和気あいあいとチレス・レジェノス、

ズッキーニのサラダ、タコス・デ・カルネ・アサ

ダの 4品を完成。「メキシコの食事はいつもこんな

に量が多いの？」と質問が出るほど豪華でした。

珍しいメキシコ料理とデザートに舌鼓を打ち、お

腹も心も満たされて、皆さん帰途につかれました。 

『唯一の男性参加者の声“料理教室は初めての経

験でした。ピーマンの薄い皮を剥くことなど、難

しかったけどチャレンジ出来ました。美味しい料

理が出来上がり皆さんと楽しく食事をし、交流す

ることが出来ました。ロシオさん、スタッフの皆

様、本当に楽しかったです。』 

 

 

日本語部会 
「日本語研修会」報告 

11 月 10 日から毎火曜日、４回にわたって日本 

語研修会を開講しました。日頃から外国人に日本 

語を教えていますがややもすると、基本をわすれ 

我流におちいりやすい要点に的をしぼって、昨年 

同様、岩垣・牧野・安藤の三先生にご指導してい 

ただきました。日本語教育をとりまく環境の変化、 

外国人が陥りやすい日本語文法の要諦、教室での 

実践的な指導方法を中心に、日本語指導の難しさ 

と奥深さをあらためて認識できた意義ある４日間 

でした。 

この研修によってブラシアップした知識を活か

して、地域にすむ外国人への日本語支援により一

層お役に立ちたいと考えています。 

 

 

情報広報部会 
情報広報部には、英語、スペイン語、中国語、

韓国語、イタリア語の 5 言語の方が登録していて、

翻訳と通訳を行っています。 

語学ボランティアとして、地域在住の外国市民の

方の通訳のため、区役所、保育園やハローワーク

などに同行通訳活動をしています。横浜市民通訳

ボランティアにも６名登録して活動しています。

こちらは主に、小学校から、親子面談同席での通

訳依頼があり、ペルーの方が多く在住しているた

め、スペイン語通訳の要望が多いです。スペイン

語の翻訳・通訳のできる方のご登録をラウンジと

しては希望しています。 

翻訳ボランティアは、窓口部と連携して学校の

文章の翻訳や保健センターからのお知らせなどの

各言語訳の手伝いをしています。 

語学講座受講者の声から 

 

 

英語講座 

私達が何気なく話した英語
でもネイテイヴの立場からミ
スを聞きのがさずに直してく

れるので、とてもよく理解出
来ました。また金沢国際交流
ラウンジについては、今回の
語学講座に参加し、関心が持
てました。イベントが有れば
参加したいと思います。 

中国語講座 

中国語は当初シエイシエ

イ(謝謝)と云う挨拶位しか

話せなかったのですが、分

かり易い文法と正しい発音

での会話を教えて頂いてと

ても楽しかったです。今後

是非とも中国へ旅行に出掛

けたくなりました。 

スペイン語講座 

講師の方が何度も基本的

な文型を復習して下さいま

した。今まで自己流で勉強し

てきましたが、今回正確な発

音を学べ、とても楽しくスペ

イン語とスペインの文化・社

会状況につき多くを学べて

大変有意義な講座でした。 

   

 

 

１２月１２日（土）１２：３０より、市大のシーガルホールで「第１回金

沢ラウンジフェステバル」を開催しました。ラウンジがシーガルセンターに

開設して 2 年目になり、活動も軌道に乗ってまいりました。ここまでラウン

ジを育ててくださった方達をお招きし、「金沢国際交流ラウンジボランティア

会」の活動紹介と異文化交流を目的にフェスティバルを企画しました。 

出演してくださった外国人の多くの方たちは、ラウンジの日本語教室で学

んでおります。自分の母国を紹介するために、日本語ボランティアの方達と

当日の出演に向け一所懸命取り組んできました。参加者の声に、知らない国

のことを知ることができてよかった・パワーポイントも良かった・アフリカ

ンダンスやムエタイの実演も滅多に見る機会がないので、とてもよかったと

いう声が多かったです。 

フィナーレの市大生のジャズ演奏はアンコールがでたほど素晴らしく演奏に

聴き惚れました。１７１名の参加者が集まって、異文化を体験し、楽しみま

した。 

 このような大ホールで盛況のうちに会を終了できたのも市大・区役所のお

力添え、市大生、多くの会員の協力のお陰と深く感謝しております。 

 

 

懇親会にて ペルー ギター演奏 日本 よさこい踊り 市大生ジャズ演奏 

ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ ｱﾌﾘｶﾝﾀﾞﾝｽ 

タイ ムエタイ実演 

武田代表 開会挨拶 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｼｭ 民族衣装と故郷の話 ｽｲｽ 故郷の話 韓国 韓国の結婚式 

窓口部会 
窓口コーナーでは外国人の方々への通訳派遣業

務を行っています。主に学校からの依頼が多く、

年々増加傾向にあります。個人面談等が行われる

時期には 1 週間に１０件ほどの依頼があります。

その他、入学時や修学旅行時の説明会、学校への

提出書類の書き方など多岐にわたる内容の通訳依

頼があります。その都度、依頼に応じた言語別通

訳者を探す派遣業務を行っています。 

特にスタッフは外国人児童が尐しでも早く学校

生活に慣れ、楽しく過ごしていただけることを願

い、学校、通訳者との連携をより深め適切な対応

をしていくことを心がけて業務を行っています。 

外国人児童生徒数（小中学校） 
（市教育委員会データより） 

2007 年 2008 年 2009 年 

外国人児童生徒数 2,254 人 2,324 人 2,418 人 

外国につながる児童生徒数 2,834 人 3,180 人 3,407 人 

 
２００９年１～１２月　市民通訳ボランティア

派遣実績件数
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金沢国際交流ラウンジ

 

語学講座が 9 月から始まり 12 月に終了しました。生徒さんの中

からの声です。 




