
日本では4月に学校の新年度を迎えます。他の国ではどうで
しょうか？ NICで通訳や翻訳を担当する多言語スタッフに
聞いてみました。新年度が始まる順にご紹介します。

多言語スタッフに
聞いてみました
多言語スタッフに
聞いてみました
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長期休暇はカーニバルの後(1
月～2月頃)。小学校でも成績
が悪いと落第することも。
学校にカンチーナ(売店)があ
り、休み時間にはおやつを買う
こともできます。
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“フェスタジュニー
ナ”というカトリック
の聖者を祝う祭が
あります。

給食には毎日キムチが出ます。
日本で人気のキンパ（のり巻）
は、遠足や運動会などの特別
な時のお弁当。
大学受験のため、小学校から
高校まで部活動はありません。

給食には毎日キム
日本で人気のキン
は、遠足や運動会

韓韓韓韓韓国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国韓韓国国国国国韓韓韓韓韓韓韓韓韓国韓韓韓韓韓韓韓韓韓韓韓韓国韓韓韓韓韓韓韓韓韓韓韓国国国国国国国韓韓国韓国 4月は学校にようや
く慣れてきた頃。
世界的なK-POPブ
ームで高校の制服
がカワイイと有名
に。
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授業は午前と午後に入れ替わ
る二部制。高校を卒業する時に
大学の入学試験を兼ねた卒業
試験があります。
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くりの時期。給食や
制服などの学校制
度が整いつつあり
ます。

朝7時から授業がスタート。
毎日、ランニングや体操など体
を動かす時間があり、おやつ
(パンやゆで卵)が出たりしま
す。
高校からは、ほとんどの生徒が学校の寮に入ります。

4月は3学期の最
中。勉強も運動も小
学校からかなり厳
しく教えられる。
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は、今でも忘れられ
ないほど大変でし
た。
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1年が4学期に分かれていま
す。私立小学校の数は多いけ
れど、授業料が無料の公立小
学校に通う子の方が圧倒的に
多いです。

4月は長期休み中。
10/5先生の日、
10/24国連の日は
学校全体でお祝い
します。
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5歳から小学校へ入学可能。
いろいろな事情で入学が遅れ
る子や落第する子もいるので、
小学校でもクラスメイトの年齢
はさまざまです。
授業は日曜日に始まり、土曜日と祝日がお休みです。

5歳から小学校へ入学可能
いろいろな事情で入学が
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ン。ネパール独自の
ピグラム歴では、4
月に新年を迎えま
す。
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発見！体験！地球市民キャンパス
災害時外国人支援ボランティア研修
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「新年度はいつ？」
●多言語スタッフに聞いてみました 裏表紙

P5●ぶらりライブラリー
リソースを活用した企画あれこれ

P5●姉妹友好・パートナー都市の広場
名古屋・トリノ姉妹都市提携15周年記念事業

世界各国で「ことば」を学ぶ学習者たち

P8●国際留学生会館から
松本菜々美さん（日本・チューター）

P8●寄稿
「NPO発！外国人相談ガイド」を
ぜひご利用ください

P1～P4●特集

名古屋国際センターへは、地下鉄桜通線
「国際センター」駅下車が便利です。

情報満載

https://www.nic-nagoya.or.jp/

各種お問い合わせは、
3階情報カウンターまでどうぞ。

☎（052）581-0100

●情報サービスコーナー、ライブラリー●
火～日曜日9：00～19：00（月曜休館）

●貸し施設●
月～日曜日9：00～21：00（予約受付は9：00～17：30）
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「ことば」
生活のための

■語学ボランティア
在住外国人が言葉のサポートを必要とする場面での通訳

・翻訳。保育園や行政窓口等の公的機関での通訳、手紙・簡単
な資料類等（公文書を除く）の翻訳が主な活動です。
＊平日の活動が多いです。
■災害語学ボランティア
地震等の大規模な災害時に、日本語の理解が十分でなく、

必要不可欠な情報を得ることが困難な外国人を支援するた
め、区役所や避難所での通訳・翻訳、情報収集・提供等の活動
を行います。平常時では、外国人を対象とした防災啓発活動
・訓練等での通訳などを行います。また、NICが実施する研
修会等にも積極的にご参加いただきます。
登録条件等に関してはウェブサイトをご覧ください。

日時 4月23日（土）、7月1日（金）、9月3日（土）、
11月4日（金）、令和5年2月4日（土）
いずれも13：30～14：30

場所 名古屋国際センター4階 第3研修室
定員 なし 費用 無料
申込 登録説明会前日の17：00まで

ウェブサイト、メール、電話および来館にて受付
問 交流協力課 �052-581-5689

�vol@nic-nagoya.or.jp

�語学・災害語学ボランティア登録説明会� �令和4年度 夏休み子ども日本語教室�
ボランティア募集

令和4年7月から8月に日本語学習の支援を必要とする
子どもたちを対象とした「NIC夏休み子ども日本語教室」を
開催します。この教室で、日本語学習支援をしていただくボ
ランティアを募集します。
日時 ①生徒申込受付 7月17日（日）11：45～14：45

②クラス
7月20日（水）～8月28日（日）の毎週水・日曜日
9：30～12：00
※ただし、8月14日（日）、8月21日（日）を除く。

場所 ①名古屋国際センター4階 第3展示室、第3研修室
②名古屋国際センター3階 第1･2研修室、5階 和室

対象 ・外国人の子どもたちの教育支援に関心がある方
・オンライン（Zoom）操作が可能な方
・全10回の活動日のうち6回以上参加できる方

定員 20人程度（活動回数や活動日程に基づき選考しま
す。選考後の活動日程の変更はお控えください。）

申込 5月3日（火）10：00～27日（金）17：00
ウェブサイト、メール、電話および来館に
て受付

問 交流協力課 �052-581-5689
�vol@nic-nagoya.or.jp
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　グローバル化が進む中、自国を離れ国境を越えて、異なる文化や言語の壁・地域へ移動する人は増加し続
けています。異国で暮らすうえで大切なのが「ことば」です。
　「ことば」は、労働、税金、社会保険、教育など、社会生活に必要な制度やルール等について情報を得るた
めの、とても重要なツールです。
　日本や海外の移住先の国々で、移住者が現地の「ことば」を習得する際にどのような支援が行われてい
るのでしょうか。今回の特集では、日本や名古屋市における動向や、名古屋国際センター（NIC）の事業の
一端をご紹介するほか、海外に在住する日本人の経験談等をお伝えします。

B

生活のための「ことば」生活のための「ことば」

日本では―なぜ日本語教育が必要なのか
　法務省の「外国人材の受入れ・共生の
ための総合的対応策」※では「円滑なコ
ミュニケーション・情報収集のための支
援」として、「行政・生活情報の多言語・や
さしい日本語化、相談体制の整備」と
「日本語教育の充実」を挙げています。
 行政窓口等での多言語対応は進みつ
つありますが、外国人住民の母語が多
様化する中、すべての言語に対応するこ
とは現実的ではありません。

　日本語教育を推進するため、令和元（2019）年6月に「日本語教育の推進に関する法律」が公布・施行さ
れ、令和2（2020）年6月に「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的
な方針」が閣議決定されました。
　また、文化庁は、外国人住民が日常生活を営むうえで必要な日本語等を習得できるよう、「生活者として
の外国人」の日本語学習の機会を確保することを目的に、令和元（2019）年度から「地域日本語教育の総
合的体制づくり推進事業」に取り組んでいます。
 これに伴い、名古屋市でも具体的な事業の実施を検討する取組みをまとめるとともに、NICをはじめ関係
機関や団体が連携・協力して、地域日本語教育の推進のための事業を展開しています。
　名古屋市は令和２（2020）年に「名古屋市地域日本語教育推進の考え方」をまとめました。

　この考え方の中で、名古屋市は、地域日本語教育がめざす地域の姿を「日本社会の中で、外国人市民と日
本人市民が、日本語で意思疎通できるようになることにより、名古屋市内の各地域において共生社会を実
現する」としています。
　その実現のために、日本語教育を受けることを希望する外国人市民が「生活に必要な日本語」の習得機会
を得られるよう、さまざまな施策をNICでも実施しています。

　名古屋市内にはボランティアが活動する約30の日本語教室があります。教室は、交流や、生活情報等を得る場
になっています。ＮＩＣでは、日本語を学びたい人やボランティアをしたい人に役立つ教室検索サイト「なごにほ」を
立ち上げました。サイトは、9言語（日本語、英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、ハングル、フィリピノ語、ベト
ナム語、ネパール語）でご覧いただくことができます。ぜひご活用ください！

名古屋市地域日本語教育推進の考え方名古屋市地域日本語教育推進の考え方

日本語教育の推進にあたって日本語教育の推進にあたって

　また、職場や学校、医療機関、食料品店など住民が活動する地域社会では、
常に通訳を用意できるとは限りません。「やさしい日本語」によるコミュニケーシ
ョンも可能ですが、外国人住民自身がある程度の日本語能力を有することが前
提となります。彼らが日本語教育の機会を得られる環境を整えていくことは、日
本人住民との相互理解の促進と、誰にとっても暮らしやすい日本社会の実現に
つながると考えます。

※「外国人人材の受け入
　れ・共生のための総合
　的対応策」について、
　詳しくはこちらをご覧
　ください。

ウェブサイトはこちら▲スマホ版の検索画面 ▲PC版の教室情報画面
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NICでは、それぞれの対象に合わせて、３つの日本語教室を登録ボランティア
を中心に、毎週日曜日に実施しています。

名古屋国際センターが行う日本語学習に関する取組みを紹介します！

大人向け「NIC日本語の会」 「NIC子ども日本語教室」 「NIC高校生日本語教室」

基礎的な日本語の習得に併せ
て、防災に関する知識など、日本
での生活に必要な情報を伝え
ています。日本語を学ぶ機会の
提供だけでなく、外国人参加者
とボランティアが教室での交流
を通して、相互理解を深める場
にもなっています。

日本語を母語としない6歳から
15歳の子どもを対象に、学校や
生活で使う日本語の学習を支
援しています。日本語学習から
離れがちになる夏休み期間中
は、学習の継続を目的に、週2
回、教室を開講しています。

高校生や高校進学を目指す外国
人の若者が、日常生活や教科学
習に必要な日本語を学んでいま
す。また、外国にルーツをもつ大
学生や社会人と語る場や、将来
について考えるワークショップを
設けるなど「キャリア支援プログ
ラム」も実施しています。

名名名名名名名名名名名名名名名 古古古古古古古古古古古古古古古 屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋 国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国 際際際際際際際際際際際際際際際際際 セセセセセセセセセセセセセセセ ンンンンンンンンンンンンン タタタタタタタタタタタタタタタタタタタ ーーーーーーー 日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 語語語語語語語語語語語語語語語 教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教 室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室の

各教室の情報ページで
は、学習内容のレベルや
無料の駐車場の有無、子
ども連れの参加が可能
かどうか、ボランティア募
集の有無など、詳細がわ
かります。

▲子どもに寄り添った学習支援 ▲先輩を囲んで▲楽しそうな教室
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ここからは各国で現地の「ことば」を学ぶ学習者の方々を紹介します!

　外国からの移住者が国内で長期にわたり生活できるよう、最低限必要な知識と
フランス語能力を身につけることができる「受入統合契約（CAI＝Contrat d’accueil 
et d’intégration）」（以下、CAIプログラム）を移民局が無料で提供しています。

授　業　内　容

授　業　内　容

ク　ラ　ス　の　生　徒

ク　ラ　ス　の　様　子

感　想

　私はCAIプログラムを１００時間（３か月）受講し
ています。先生による講義だけでなく、生徒同士
でテキストに沿って会話をしたり、日本のカルタ
のようなカードゲームをしたり、さまざまな学習
方法でフランス語を学んでいます。
　また、語学学習以外に「市民講座」と呼ばれる、
フランスの歴史や教育制度などフランス社会に
順応するための講義もあり、フランスについて理
解を深めることができます。教室ではフランス語
以外の言語は一切使用しません。想像以上に実
践的な内容も多くて驚きました。

　私は市が運営する語学学校で、地域の公用語のオランダ語
を学んでいます（ベルギーは地域によって公用語が異なり、フ
ランス語、ドイツ語を公用語としている地域もあります）。
　私はこれまでに３学期分の授業を受講しています。１学期は
おおよそ２か月半（週に３日、各日３時間半）です。新しい学期を
迎えるごとに、授業のレベルも上がりますが、最初の学期は
「現在形」、次の学期は「過去形」など、ゆっくりと学習を進める
ことができます。
　また、最初の学期では、スーパーに売られている食材の名前
や、薬の処方など、生活にすぐに役立つオランダ語を学ぶこと
ができました。テキストに沿った一方的な講義ではなく、先生が
生徒に発言を求めたり、生徒同士がペアで会話をします。

　特に良かったのは、先生が動画を用いてオランダ語を教え
てくれた点です。朝の起床から夜の就寝までの日常の挨拶
や、街角インタビューの動画など、生活に役立つ実用的な「こ
とば」を理解しやすいように速度を調整して見せてくれます。
　写真やイラストのほか、動画を活用するなど、先生による
授業の工夫が見て取れ、日々熱心に根気強く教えてくださ
る姿に感謝しています。そのおかげで、簡単なことはオラン
ダ語で理解できるまでになりました。
　また、多国籍の環境での授業はとても刺激的です。積極的
に発言する生徒が多く、自身がこれまで受けてきた教育ス
タイルとは異なる新たな環境に良い刺激を感じる毎日です。
異国の地での生活は時に孤独を感じることもありますが、語
学学習を通じ、日本に興味をもってくれる友人ができたり、
彼らとの交流の場をもつことができて嬉しく思います。
　また、語学以外にも、「ソーシャルオリエンテーション」へ
の参加を通じて、ベルギーの歴史や文化、社会・教育制度
を学ぶことができ、この国への理解が深まる良い経験とな
りました。

　４名から１０名のクラスで、生徒はフランス語を公用語
とするコンゴやギニア、フランス語が第ニ言語のモロッ
コやアルジェリア、またアフガニスタン、パレスチナのほ
か、アジア諸国です。

　生徒は３０人ほど。ベトナム、フィリピン、中国、台湾、モンゴ
ル、ロシア、ウズベキスタンといった国・地域の出身です。
　新型コロナウイルスの影響により、対面授業からオンライン
へと変更になりましたが、生徒同士でテキストの会話文を交互
に読み上げたり、自由に先生に質問や発言する人もいて、クラ
スのアクティブな雰囲気を感じながら、楽しく学習しています。

　私は多文化家族支援センターの「韓国語能力試験対策
クラス」を受講しています。事前に受けたオンラインテスト
の結果でクラスが決まり、担当の先生がクラス全体のレベ
ルに合わせて独自のスタイルで授業を進めます。テキスト
の中で韓国の文化や国民性に触れる際は、先生が詳しく説
明してくださり、語学だけでなく、韓国の文化・社会への理
解促進につながっています。

　CAIプログラムを通じて、様々な国の人々と出会い、自身の視野も広
がりました。一方で、英語を話すことができても、フランス語が中心の生
活になるため、現地の言語を習得することの重要性を痛感しました。
　そのような言語環境の影響もあり、社会人になってから新しいコミュ
ニティに馴染むことがいかに大変なことかも実感しています。そのため、
「ソーシャルレストラン」※に足を運ぶなど、自身のコミュニティを広げる
ための努力もしています。生のフランス語に触れる良い機会となってお
り、語学力の向上にもつながっています。
　また、CAIプログラム以外にも、週に１度、ボランティアによる語学支
援を受けています。マン・ツー・マンの学習は、複数の生徒が一度に参加
するCAIプログラムのクラスとはまた違った良さを感じます。私の先生
は６０代の方です。
　フランスでは、定年退職された方々の中には、外国人に対しフランス
語を教えることにとても熱心で、生きがいとしている人も多いようです。
先生の熱心さに、言語習得への向上心がさらに高まっています。

ここからは各国で現地の「こ

外国か
フランス語
et d’int

フランス

　自治体が運営する外国人のための語学学校や、
政府が提供する「ソーシャルオリエンテーション」と
よばれる、ベルギーの歴史や文化を学ぶ機会が無
料で提供されています。

　新たに暮らす外国人が韓国語や韓国社会に適応していけるよ
う、法務部が無料で開講する「社会統合プログラム（KIIP = Korea 
Immigration & Integration Program）」のほか、多文化家族支
援センター※などによる語学支援があります。

　韓国に来た当初は孤独を感じましたが、クラスを通じて、
自分が住む地域にも多くの外国人がいることを知り、安心
しました。友だちもつくることができました。
　「読み書きは得意だけれど、会
話は苦手」やまたその逆など、
個々の生徒により違いが出てき
ます。先生方がクラス全体のレ
ベルを把握しながら、生徒の語
学習得の度合いに合わせてテキ
ストを変更するなど柔軟に対応
してくれることや、画像や動画の
活用など様々な工夫が凝らされ
ている点が良かったです。

※韓国の各地域にある多文化家族支援センターは、結婚移住者、帰化
　の許可を受けた人などを対象に、韓国社会への早期適応や多文化
　家族の安定した生活を支援しています。

授　業　内　容 感　想

感　想

定年退職された方々の中には、外国人に対
にとても熱心で、生きがいとしている人も多い
言語習得への向上心がさらに高まって

２０２０年に渡仏し、リール市でCAIプログラムを受講している
Mさんにお話を聞きました。

ます
も多い
ていま 。らに高まって ます。ていま

ソーシャル
レストランにて

ソーシャルレストランとは、障害者・学
生・地元ボランティアが一緒に料理を
し、お客様に有料で提供する場所です。
地域のコミュニティづくりや、障害者と
健常者の壁を取り除く役割もあります。
老若男女が心地よく集う居場所ともな
っています。

※

　自治体
政府が提
よばれる
料で提供

ベルギー
2020年にベルギーに渡り、アントワープ市
が運営する語学学校に通うHさんにお話を
聞きました。

2018年に韓国に渡り、子育てをしながら多文化家族支援センタ
ーが提供する語学支援を受けているSさんにお話を聞きました。

　新たに
う、法務部
Immigra
援センター

2018年
が提

韓国

Mさんが通うソーシャルレストランでは、免許をもつ料理長がメニューを考えているそうです！ーシャルレストランでは、免

ーシソーーシャルー
ランにてレストランに

長がメニューを考えているそうです！免許をもつ料理長

特
　
集

特
　
集
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現在、約3万冊を所蔵するNICライブラリー。海外紹介、

国際理解・国際協力や多文化共生、日本語教材、日本紹介、外
国語の絵本などの図書のほか、海外の新聞や雑誌等を配架

しています。コロナ禍にあ
っても、これらを活用した
事業を通して、利用者サー
ビスに努めています。そう
したライブラリー企画をい
くつかご紹介いたします。
「外国語で楽しむ絵本の

会」や夏休み
期間中の「絵

本のひろば」では、外国人ボランティア講師による外国語の
絵本の読み聞かせや母国紹介のほか、伝統的な歌や簡単な
遊びを参加者と一緒に行っています。
広報誌「ニック・ニュース」や「子どもニック・ニュース」に
掲載するテーマに沿ったクイズラリーの開催や世界のレシ
ピを用いた料理づくりを通して、様々な国の文化を知ると
ともに、外国人講師とのふれあい・交流を親子で楽しめるイ
ベントも開催しています。
その他にも、外国人講師が母国を紹介する「ライブラリー
で世界を学ぼう！」といったイベントもございます。ぜひご
来館ください。

名古屋・トリノ姉妹都市提携15周年記念事業
トリノに関するシンポジウムの開催報告

昨年9月に、イ
タリア文化会館－
大阪との共催で、
姉妹都市であるト
リノに関するシン
ポジウムを開催し
ました。

トリノと名古屋はどちらも産業の大都市であり、機械や
オートメーション、自動車産業の発展の歴史において、常に
最先端を走ってきました。そうした共通点をもつ両市は、
2020年に姉妹都市提携15周年を迎えたばかりです。シ
ンポジウムでは、トリノの街とその文化をより深く知って
いただくため、4名のパネリストたちが社会や産業史、映画
文化、日本との文化交流、そして素晴らしい食文化について
語りました。
統一後のイタリアで1861年から1865年まで首都で

もあったトリノは、当時から魅力に溢れる街でした。そこに
暮らす人々は、親切で礼儀正しい慎み深さがある一方、科学
技術の革新と社会・経済の発展に対しオープンな気質を持

ち合わせています。ベル・パエーゼ（Bel Paese「美しい
国」）と呼ばれるイタリア。トリノはその国の過去だけでは
なく、その未来においても、独自の重要な役割を担っていま
す。

名古屋姉妹友好都市協会ウェブサイト

URL : http : //nsca.gr.jp/

特に目的があるわけではないけど、ぶらっと来てみたら、気になることに出合える場所。
このコーナーでは毎回NICライブラリーを紹介をします。

名古屋市とトリノ市は2005年5月27日に

姉妹都市提携を結びました。15周年記念とし

て実施した事業を紹介します。

名古屋姉妹友好都市協会フェイスブックページ

URL : https : //www.facebook.com/nagoya.sistercities

シンポジウムの配信動画をご視聴ください。QRコード
で本イベント特設ウェブサイトからアクセスできます。

講演内容

◆トリノとランゲ地方の食文化の歴史（料理紹介動画もあります）
富松恒臣（イタリア・ピエモンテ州在住ソムリエ）
◆トリノと日本国際学院に学んだ日本人青年たち
石井元章（大阪芸術大学教授）
◆産業都市トリノ
ステファノ・ムッソ（トリノ大学教授）
◆トリノ、イタリア映画の起源
野村雅夫（ラジオDJ、株式会社京都ドーナツクラブ代表）

�動画はこちら
ダイジェスト版はコチラ�

多文化共生クラス
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参加者が“なりきる”のは、小学6年生で来
日した中国をルーツにもつ大学生、元留学生
で現在はエンジニアとして働くインドネシア
人、日本で出産・子育ての経験をもつペルー人
の3名のゲストたち。はじめに参加者はそれ
ぞれのゲストの日々の暮らしの行動や出来事
を綴った物語に目を通します。ただし、これら
はそのゲストの感情をあえて隠したもの。立
場や背景、気持ちを想像しながら当人になり
きり、他の参加者からの質問に答えます。最後
に本人から実際の気持ちを聞くと、参加者は
想像との違いに驚き、「相手を理解するには積
極的に『知る』姿勢が重要」という思いを強め
ました。

12月19日に開催した「発見！体験！地球市民キャンパス」。43名の参加者が「多文化共生クラス」と
「SDGsクラス」に分かれ、NIC地球市民教室の外国人講師とともにアクティビティやワークショップを体験
しました。

発見！体験！地球市民キャンパス
～外国人講師とのワークショップから

「多文化共生」や「SDGs」について考えました～

〈NIC地球市民教室〉
地域の学校や非営利団体からの依頼により、登録外国人
講師などが出向いて講座を行うNICの国際理解教育事業
です。詳しい内容については、QRコードからウェブペー
ジをご覧ください。
今回ご紹介したクラスは、世界を考える「チャレンジコース」のモデル授業です。

SDGsクラス
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身近なモノやコトから世界を考える
SDGsクラスでは「水」をテーマに取り上げ
ました。はじめに、参加者全員で一日を振り返
ってみて、日常的に使う水の量や蛇口をひね
る回数を考えました。続いて、断水のため学校
が休校になり、自宅での勉強を強いられる子
どもたちや、一日の大半を水汲みに費やす女
性や子どもたちがいることなど、「水」から世
界の現状を知るとともに、そこから導き出せ
る「地球の課題」をグループごとに書き出しま
した。環境や経済、教育、ジェンダーなど様々
な課題につながっているという気づきや学び
を得ることができました。
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新たな
価値観を
得ることが
できた

これまで
“当たり前”で
あったことが実は
そうではなかった

水ひとつとっても
さまざまな問題と複
雑に絡み合っている
ことにまず驚いた

身近なことが
SDGsへとつながる
という考え方を
体験できた

名古屋の象徴「シャチ」と
トリノの象徴「雄牛」をイメージ
した姉妹都市提携記念の
ロゴマークです。

▲交流会の様子

▲ワークショップの成果物の発表



　1部・2部をふまえたグループディスカッションでは「一方向ではなく
『助け合い』が大事」、「必要な支援を届けるためにも、日ごろからのつなが

りが必要」、「『やさしい日本語』は支援に重要」などの意見が聞かれました。また「地域コミュニティとのつながりは、外国人だ
けでなく日本人にとっても課題」、「誰に助けを求めたらいいのか、交流相手をどこで見つけたらいいのか分からないと前に進
めないことが問題」と、まちづくり全体の課題も見えてきました。ゴミ捨てや子育てなど身近なところからつながって、日本人
と外国人が顔見知りになることが、災害時に“助け合える地域”になるための第一歩かもしれません。

※NIC防災サポーター：外国人の防災啓発事業において、母国語で分かりやすく防災の重要性や災害時の行動について伝えるとともに、外
国人コミュニティと地域との橋渡しの役割を担う。2022年3月現在、ペルー、ブラジル、フィリピン、ネパール出身の4名にNICが委嘱して
活動中。

　1月15日に実施したこの研修は、大規模災害発生時の外国人支援に関する研修・訓練の機会として、名古屋市職員や支援
関係者、NIC災害語学ボランティアなどを対象に毎年実施しています。

　第1部は、茨城NPOセンター・コモンズ（以下コモ
ンズ）代表理事の横田能洋さんを講師に迎え、
2015年の鬼怒川氾濫で甚大な浸水被害を受けた
茨城県常総市での支援活動についてお話しいただ
きました。コモンズは発災後「助け合いセンター
juntos」を立ち上げ、様々な機関と連携しながら多
言語情報の提供やラジオ放送など、外国人被災者へ
の支援を行いました。支援活動の中で難しかったの
は「“今”必要な正しい情報を届ける」こと。SNSで
古い情報が拡散されたり、翻訳された情報にたどり
着くことができない外国人が多くいたりしたから
です。その後、各国出身のキーパーソンとつながっ
て最新情報を拡散してもらうことや、避難情報をテ
キストメッセージで直接配信するなど、外国人に情
報が届くルートを作った結果、2019年の台風で夜
中に避難指示が出た際には、多くの外国人が食料・
水など万全な準備で避難所に向かうことができた
そうです。
　水害後の常総市では、人口流出や空き家の問題が
起きました。そこでコモンズは、地域住民で空き家
を改修し、保育園、学童、カフェなど地域の居場所を
つくる「えんがわハウスプロジェクト」を開始しま
した。空き家改修には地域に住む外国人も多く参加
し、完成した保育園では外国人保育士も働くなど、
多様な地域住民を巻き込んで横のつながりをつく
り、ハウスが地域再生の拠点の役割を果たしていま
す。

　第2部のトークセッションでは、名古屋市の地域防災
や外国人支援に関わる４名のゲストにご登壇いただき、
災害時に地域の中で日本人住民と外国人住民が助け合
える関係づくりについて話し合いました。

「地域防災と外国人」を考える
災害時外国人支援ボランティア研修

発災直後から復興まで、
外国人を巻き込んだ地域づくりを

お互いを知ることで、助け合える！

▲復興拠点となる「えんがわハウスプロジェクト」を紹介する横田さん

いざというときのために関係をつくっ
ておきたいけれど、外国人にどう声をか
けたらいいか、ためらってしまうことも
あります。星崎学区の地区防災計画で
は、高齢者や障がい者の方から、手上げ
方式で支援が必要なことを教えても
らっています。外国人にも「ここに住ん
でいますよ」とアピールしてもらえた
ら、災害時に助け合えるのでは？

コモンズの取り組みにもあったように、
子どもなどをきっかけとした横のつな
がりで地域の不安を解消していくのが
いいのではないでしょうか。また、外国
人に対して「来てください」というだけ
でなく、日本人から歩み寄る必要もある
と思います。料理、力仕事、DIYなどお互
いの特技や経験を活かして、地域で助け
合えるといいですね。

外国人にとって「学区」や「町内会」とい
う仕組みを理解するのは難しくて、誰に
声をかけていいか分からないかもしれ
ません。避難訓練なども、日本人だけし
か参加できないと思い込んでいるかも。
日本語があまり分からない外国人で
あっても、近所の人と「こんにちは」と挨
拶できるようになるだけで、困った時に
助け合えるきっかけになると思います。

外国人は、避難所で文化や習慣の違う日
本人と一緒に過ごせるか不安に思って
います。災害時に外国人が手伝えること
もたくさんあると思うので、日本人から
「やさしい日本語」で具体的に「これを手
伝ってください」と言ってもらえたら
「外国人もここにいていいんだ」と感じ
て、地域とつながるモチベーションにな
ると思います。

災害に強いまちづくりの課題

よし ひろ

※

※
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名古屋国際センター情報カウンターも相談窓口として紹介されています。

2020年3月から約2年間、国際留学生会館（以下、
ISC）にチューター※として入居していました。幼い頃から
海外の文化への関心が高かった私は、大学でも留学生との
交流の場に積極的に参加していました。チューターを希望
した理由は、言葉や文化の異なる国出身の学生たちとより
深く触れ合い、少しでも日本での生活を快適に過ごせるよ
う、サポートをしたいと考えたからです。

入居してほどなく、世
界的な感染拡大が始まっ
ていた新型コロナウイル
スの影響が日本にも押し
寄せ、私たちの日常生活
も一変しました。不慣れ
な外国の地で起きた非常
事態に、留学生たちは不
安や苛立ちを募らせたこ
とでしょう。
コロナ禍でチューター
として自分に何ができる
のか。私は常にそれを意
識しながら留学生優先の

生活を心がけました。日々の生活の困り
事などの相談には、できる限り自分の時間を割き、一緒に考
えたり悩んだりしました。ある時は、体調を崩した留学生の
ために、食材の買い物に出かけることもありました。また、
チューター企画として、一昨年9月には犬山城、昨年7月に
は名古屋城への一日ツアーをコロナ対策を取りながら実施
しました。
日ごろ外出を自粛している留学生にとって、このような
企画は彼らの気分転換や励みにもなったようです。幸い両
日とも晴天に恵まれ、日本の歴史や文化に親しみ、お互いの
親睦を深め合いました。彼らの明るい笑顔を見て、とてもほ
っとしたと同時に、チューターとしての役割を果たせたこ
とを嬉しく思いました。
この3月には大学を卒業し、今は社会人として第一歩を

歩み始めています。これからも相手に対して敬意と思いや
りの気持ちを大切に、お互いを尊重し合いながら、日々の仕
事や日常生活を送っていきたいと思います。

※留学生の日常生活について助言するほか、ISCの事業や運営に協力

する学生。2022年3月末現在、松本さんを始め日本人学生4名、韓

国人留学生1名のチューターが入居。

国際留学生会館とは…

外国人ヘルプライン東海は、外国人住民の困り事の相談
や通訳派遣・翻訳事業を行なっている団体です。当団体は、
このたび、東海地方で活動する支援者の方々と「NPO発！
外国人相談ガイド：相談機関につなぐノウハウ集」を作成
しました。

私たちは、これまで困り
事を抱えて途方に暮れる外
国人住民にたくさん出会っ
てきました。外国人住民か
らの相談にどう対応したら
良いかわからず、心を痛め
る支援者にも出会いまし
た。この地域で支援者をも
っと増やしたいとの思いか
ら、このガイドブックを作
成しました。
日本の行政サービスは複
雑で分かりにくく、相談者
をどこに繋いだら良いか迷

うことがあります。本冊子
では、外国人からよく寄せ
られる相談を10の分野に
分け、それぞれの相談に対
応する行政機関やNPOを
紹介し、支援に役立つ多言
語リーフレットやホーム
ページを掲載しました。ま
た、相談事例を用いて、これ
らの活用方法の分かりやすい解説も加えています。とりわ
け東海地域で活動するNPOの情報は、できるだけ多く掲載
しました。
私たちの知識と経験を総動員した力作です。ぜひ手にと
って、みなさんの活動や業務にお役立てください。入手を希
望される方は、以下までご連絡ください。

NICが2001年から管理・運営している、留学生専用の宿泊施設（名古屋市港区）。居室90室のほか研修室や和室、体育室などを備え、
100名の留学生が生活できる。日本文化理解講座の開催や各種相談・情報提供、地域住民との交流などを行っている。

チューターとして過ごした日々を振り返って
～思いやりの気持ちを大切に～

愛知淑徳大学グローバル・コミュニケーション学部卒業

松本 奈々美さん（日本）

「NPO発！外国人相談ガイド」を
ぜひご利用ください

外国人ヘルプライン東海代表 後藤 美樹さん

外国人ヘルプライン東海

電 話 090-3968-5971
Email fhelpline.info@gmail.com まで。
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▲チューター企画「Let's go to 名古屋城！」
より（左から4番目が松本さん）

▲生活困窮に関する主な相談機関をまとめ
たページの一部です。
「その他の相談窓口」や「多言語ツール」も
紹介しています。
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□問 総務課　貸し施設担当　☎ 052-581-5679
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、ガイドラインの
　順守をお願いしております。
　最新の情報はNICウェブサイトでご確認ください。

NICには、ホール、会議室や研修室、展示室、和室の計14の施
設があります。国際交流行事のためにご利用の場合は、よりお
手頃な料金にてご利用いただけます     。ぜひご利用ください。

貸し
 施設

※団体規約や行事計画書等の事前提出が必要です。
　まずはお電話にてお問合せください。

別棟ホール 研修室

国際交流イベント・仲間内勉強会・講
演会・展示会など様々な用途にご利
用いただいています。

※
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●講演・セミナーなど●

日本語ボランティア研修

～開かれた地域社会をめざして～

�第1回 お話を聞く会「外国にルーツを持つ子どもへの
母語と日本語による教科学習支援」

外国にルーツを持つ子どもの母語を大事にする支援のあ
り方について、福井での取り組みをご紹介いただきながら、
皆さんとともに考えます。
講師 半原 芳子 氏（福井大学連合教職大学院 准教授）
日時 4月9日（土）13：30～15：00
申込 3月15日（火）10：00～4月5日（火）17：00

ウェブサイト、メールにて受付
�第2回 お話を聞く会「教育のユニバーサルデザインと

は？～地域日本語教育×学び方の多様性～」
誰もが学びやすい「学習環境の調整」を行うために、多様
な学び方を知り、より多くの方がその人らしく学べる工夫
をユニバーサルデザインの視点で考えます。
講師 横山 りえこ 氏（早稲田大学大学院 日本語教育研究

科博士後期課程）
日時 5月14日（土）13：30～15：00
申込 4月12日（火）10：00～5月10日（火）17：00

ウェブサイト、メールにて受付
�、�共通
場所 オンライン（Zoom）※名古屋国際センターでの視聴可
対象 日本語ボランティアおよびその活動に興味のある方
定員 オンライン：50人、来館：20人（申込先着）
費用 無料
東海日本語ネットワーク（TNN）との共催
問 交流協力課 �052-581-5689


seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

外国人児童・生徒サポーター研修～入門編～

外国人の子どものサポート初心者の方を対象に、外国人
の子どもと保護者の現状や課題を理解し、関わり方を考え
る研修を行います。
日時 6月12日（日）、6月26日（日）、7月10日（日）

13：30～16：30
場所 名古屋国際センター5階 第1会議室
対象 外国人児童・生徒のサポートに関心のある方、サポー

ト活動を始めて間もない方
定員 40人（選考）
費用 一般1,500円 学生1,000円（全3回）
申込 5月11日（水）10：00～29日（日）17：00

ウェブサイト、メール、電話または来館にて受付
問 交流協力課 �052-581-5689


seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

�外国人を対象とした事業�

外国人健康相談会

名古屋市とその周辺に住む外国人住民を対象に、病気の

早期発見、予防、制度の周知を目的とした健康相談会を行い
ます。英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、ベトナム語、
ネパール語の通訳あり。外国人医療センターとの共催。
日時 5月22日（日）13：00～16：00
場所 名古屋国際センター5階 第1会議室
対象 名古屋市周辺在住の外国人
定員 なし（当日先着） 費用 無料 申込 不要
問 広報情報課 �052-581-0100


 info@nic-nagoya.or.jp

NIC日本語教室（5～7月コース）

�NIC日本語の会
日常生活で必要なことばや習慣・文化などを、ボランティ
アと一緒に学習します。クラスの時間や種類、定員など詳細
はウェブサイト等でご確認ください。
日時 5月15日～7月17日の毎週日曜日（全10回）
場所 名古屋国際センター5階 会議室
対象 日本語を母語としない愛知・岐阜・三重県内在住の方
（小中学生は不可、名古屋市在住の方優先）

定員 各クラス8人～18人（定員を超えた場合は抽選）
費用 2,500円
（10回分。別にテキスト代500円～1,000円）

申込 5月1日（日）12：00～6日（金）12：00（必着）
ウェブサイトおよび来館にて受付
※申込者は面接を受けてください。
面接日時：5月8日（日）時間はクラスにより異なる
面接場所：名古屋国際センター5階 会議室

�NIC子ども日本語教室
学校や日常生活で必要な日本語の学習支援を必要とする
子どもたちを対象とした日本語教室を開催します。
日時 5月15日～7月17日の毎週日曜日

10：00～11：30（全10回）
場所 名古屋国際センター3階 第1･2研修室、5階 和室
対象 ・日本語を母語としない6歳から15歳までの子ども

（2007年4月2日～2016年4月1日に生まれた子
ども）
・2007年4月2日よりも前に生まれ、現在中学校に
在籍している子ども
※中学夜間学級に在籍している方は、NIC高校生日本
語教室にご参加ください。

※名古屋市内に在住で、名古屋市内の公立小学校・
中学校に通う方を優先します。

定員 40人（申込先着） 費用 1,000円（10回分）
申込 〇名古屋市内に在住し、名古屋市内の公立小学校・中

学校に通う方、あるいは通う予定がある方
4月24日（日）10：00～
・面接日時：5月8日（日）10：00～
・面接場所：名古屋国際センター4階 第3研修室
〇上記以外の方（定員に空きがある場合のみ。ただし
名古屋市内に在住で、名古屋市内の公立小学校・中
学校に通う方からの申込を優先します。）
5月10日（火）10：00～13日（金）17：00
ウェブサイトにて受付

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けたイベント等の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からイベント等の日時、実施方法や内容等を大幅に変更する
場合があります。随時ウェブサイトの情報を更新しますので、ご確認ください。

�NIC高校生日本語教室
外国人の若者が高校を修了し、キャリア形成につなげら

れるよう教科学習に必要な日本語の基盤を築く教室を開催
します。
日時 5月15日～7月17日の毎週日曜日

14：00～16：00（全10回）
場所 名古屋国際センター3階 第2研修室
対象 外国人高校生および高校進学を目指す外国人の若者
（2007年4月1日以前に生まれた人）
※中学夜間学級を除く中学校に在籍している方は
NIC子ども日本語教室にご参加ください。

※市内在住または市内高校に在籍する方を優先します。
定員 15人（選考） 費用 2,000円（10回分）
申込 4月26日（火）10：00～5月7日（土）17：00

ウェブサイトにて受付
※申込者は面接を受けてください。定員よりも多く
申し込みがあった場合は、面接で参加できる方を
決定します。

面接日時：5月8日（日）14：00～
面接場所：名古屋国際センター4階 第3研修室

問 �、�、�ともに交流協力課 �052-581-5689

vol@nic-nagoya.or.jp

■イベントなど■

外国語で楽しむ絵本の会

外国人ボランティアによる外国語の絵本の読み聞かせで
す。絵本を通して外国の文化に触れることができます。
※開催場所により申込方法が異なります。ご注意ください。

�名古屋国際センター
日時 �4月10日（日）、�4月24日（日）、�5月8日（日）、

�5月22日（日）14：00～14：30
場所 名古屋国際センター3階 ライブラリー
定員 3家族まで、かつ全体で10人
（未就学児を含まず、申込先着）

費用 無料
申込 �4月3日（日）10：00～8日（金）12：00

�4月17日（日）10：00～22日（金）12：00
�5月1日（日）10：00～6日（金）12：00
�5月8日（日）10：00～20日（金）12：00
メールにて受付（メールタイトルを「絵本の会」とし、
お名前、参加人数（お子様の年齢）、電話番号、参加日
をご記入ください。）

�中村図書館
日時 6月4日（土）10：30～11：00
場所 中村図書館（名古屋市中村区中村町字茶ノ木25番地）
定員 10人（当日先着） 費用 無料 申込 不要

問 �、�ともに広報情報課 �052-581-0100

 info@nic-nagoya.or.jp

国際留学生会館
留学生による外国語・外国文化紹介講座

�中国語会話入門
日時 5月16日（月）、5月23日（月）、5月30日（月）、

6月6日（月）、6月13日（月）、6月20日（月）
18：30～19：45

�英語初級会話（すべて英語で進行）
日時 5月18日（水）、5月25日（水）、6月1日（水）、

6月8日（水）、6月15日（水）、6月22日（水）
18：30～19：45

場所 国際留学生会館（名古屋市港区港栄二丁目2番29号）
対象 高校生以上 定員 各講座18人（申込先着）
費用 各講座3,000円
申込 4月11日（月）～22日（金）

ウェブサイトにて受付
問 留学生課 �052-654-3511

ライブラリーからのお知らせ NICライブラリー「本のリサイクルコーナー」は6月から予定しています。

NICの活動を応援していただくサポーター（賛助会員）を募集
しています。皆様のご協力をお待ちしています。

年会費 学生1，500円 個人5，000円 団体50，000円
※会員期間：学生・個人（令和5年3月迄）、団体（入会月から1年間）

団体賛助会員 1・2月更新団体
（株）ケイミックス、（株）シーテック、多治見市役所、中部互光（株）、
（学）中部大学、中部日本放送（株）、（株）トーエネック、豊田通商（株）、
名古屋港管理組合、（一社）名古屋市医師会、日本ガイシ（株）、リンナイ（株）

（50音順）

名名名名名名名名名名名名名名名名古古古古古古古古古古古古古古古古屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋国国国国国国国国国国国国国国国国際際際際際際際際際際際際際際際際セセセセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーーササササササササササササササササポポポポポポポポポポポポポポポポーーーーーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーー募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集！！！！！！！！！！！！！！！！
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今回の特集は、海外にも改

めて目を向けながら、地域の

「多文化共生」の視野を広げる

趣旨のもと、テーマを考えま

した。異国で「ことば」を学ぶ

彼らの生の声は、文化が異な

る地で暮らし言語を学ぶこと

の難しさを痛感させると同時

に、現地の文化を理解しよう

と努める懸命な姿勢から、自

身も大きな刺激を受けまし

た。 （北）

編 集 後 記名古屋市在住外国人人口（国・地域別）
上位8か国（令和4年2月1日現在）

順位 国・地域 人数
1 中 国 22,125
2 韓 国・朝 鮮 15,250
3 ベ ト ナ ム 9,890
4 フィリピン 9,355
5 ネ パ ー ル 5,298
6 ブ ラ ジ ル 4,188
7 ア メ リ カ 1,156
8 インドネシア 1,028
名古屋市在住外国人総人口 78,694
名古屋市総人口 2,322,709
名古屋市総人口における名古
屋市在住外国人総人口の割合 3.39%

全室
有線LAN
完備




