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多文化共存研讨会

実 施 報 告 書
作成：公益財団法人香川県国際交流協会
1.開催概要
開催日時：平成 27 年 10 月 12 日（月・祝） 13 時 00 分～15 時 30 分
会

場：アイパル香川 中 2 階 交流フロアー

テ ー マ：第 1 部「外国人住民によるパネルディスカッション」

第 2 部「グループトーク」

主

催：香川県

受託団体：公益財団法人香川県国際交流協会

共

催：特定非営利活動法人多文化共生マネージャー全国協議会

協

賛：高松キワニスクラブ

後

援：総務省

参 加 者：15 カ国 76 名（内、外国人 27 名）【内訳：警察 7 名、教員 1 名、中学生 1 名、高校生 4 名、大学生 3
名、国際交流団体 15 名、日本語ボランティア 11 名、通訳等ボランティア 21 名、その他 13 名】
2.ね ら い
外国人の滞日期間の長期化や定住化に伴い、いまや外国人住民は地域社会をつくる構成員となりつつある。こ
のような中、国籍や民族等の異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域
社会の構成員として共に生きていく、多文化共生の地域づくりが求められている。
本事業では、香川県に住む日本人と外国人の相互理解と友好親善を深め、多文化共生に対する理解の増進
に寄与することを目的として、これまでの日本社会の変化や多文化共生の取り組みを振り返りながら、外国人の視
点から見た香川についての意見を聞き、地域の未来について考える。
3.詳

細

◆主催者挨拶・登壇者紹介
◆多文化共生について

松村 登志樹 （香川県知事公室 国際課長）

土井 佳彦 （NPO 法人多文化共生リソースセンター東海 代表理事）

●1950 年代「国際交流」 → 1970 年代「国際協力」 → 1995 年～「多文化共生」へ
・「多文化共生」 20 年前の阪神淡路大震災発生当時、兵庫県内に約 10 万人いた外国人と日本人は互いに助け
合った。後に、活動の中心となったボランティア達が振り返りをする中で、「多様な文化的背景を持った人が共に生
きていける社会をつくっていこう」との考えから、「多文化共生」という言葉が生まれた。
・2006 年に総務省が、「多文化共生」について「国籍や民族等の異なる人々が互いの文化的違いを認め合い、対
等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと」と定める。
・「地域社会の構成員」とあるように、外国人イコールお客さんではない。日本に来ていずれ帰る人ではなく、ここで
一緒に生きていく仲間という認識が必要。
●全国における在留外国人数の推移
・2008 年をピークに東日本大震災等により減少したが、2012 年から再び増加傾向にあり、2014 年末時点で
2,121,831 人となっている。
◆香川県における外国人住民の現状

松村 登志樹 （香川県知事公室 国際課長）

●数値的なデータ
県内の在留外国人数の推移：2004 年 7,977 人／2014 年 8,946 人 （12％増加）
香川県人口に占める外国人住民の割合：2004 年 0.78％／2014 年 0.91％
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(16％増加)

⇒県民の約 100 人に 1 人が外国人住民となりつつある。
在留資格別：技能実習生が 37％、長期滞在者（永住者、定住者等）が約半数を占める。
●外国人住民アンケート調査の概要
目的：県内在住の外国人住民が抱えている問題や要望等を把握し、香川県における多文化共生に向けた基本的
な考え方や具体的な施策に反映させるため実施。
対象：県内在住の外国人住民

回収数：1,402

アンケート結果の抜粋：
・「香川に住んで良いと思うところ」自然環境が豊か、安全である
・「香川に住んで困ること、嫌なこと」物価が高い、文化・レジャー施設が少ない、情報が得にくい、生活習慣が分か
りにくい、表示が分かりにくい

⇒多文化共生事業の推進が十分ではない。

・「生活に必要な情報の入手先」インターネット 27.4％

⇒10 市町（全17 市町中）がホームページの多言語化に対応。

・「まわりの日本人との間で希望される交流」日本人との交流を希望 94.6％
【参考】県政モニター調査（日本人住民対象のアンケート）より
「外国人住民とのつきあい方」外国人住民との交流を希望 約 75％
・「災害等の緊急時」不安がある 約 80％
・「災害等の不安解消のために必要なこと」緊急時に多言語での放送・誘導を行う等を望む声が多い。
⇒6 市町（全 17 市町中）が外国人住民を含めた防災訓練を実施。
●香川県の多文化共生について
平成 18 年度「外国人住民と共に暮らす香川づくり推進計画」／平成 23 年度「かがわ多文化共生推進プラン」策定
香川県国際交流協会や市町、各種国際交流団体と連携し、多文化共生の社会づくりを進めてきたが、本計画が
今年度で終了するため、新たな「かがわ多文化共生推進プラン（仮称）」を作成中。
◆第 1 部「外国人住民によるパネルディスカッション」
≪全体コーディネーター≫土井 佳彦 （NPO 法人多文化共生リソースセンター東海 代表理事）
≪パ ネ リ ス ト≫時 光（中国、NPO 法人多文化共生マネージャー全国協議会 事務局長）
エラリー ジャンクリストフ （フランス、株式会社 DOUBLET[翻訳会社] 代表取締役）
向井 智美 （中国、株式会社東洋スチール製作所 社員）
マテオ タカヒコ （ペルー、四国学院大学社会学部 1 年）
塚本 マリーサ ラバル （フィリピン、県市町教育委員会 特別非常勤講師）
松村 登志樹 （香川県知事公室 国際課長）
松崎 愛 （公益財団法人香川県国際交流協会 事業課長代理）
≪コメンテーター≫ 山下 直子 （香川大学教育学部 教授）
◇自己紹介／香川県で暮らす中で、感じたこと、気づいたこと、これからどのようにしたらいいかと思うこと
土井

これからの多文化共生社会をどのようにつくっていくか話を進めていく。香川在住の外国人それぞれ
に考え方があるが、それを今回の登壇者が代弁するのではない。あくまでそのうちの一人として実体
験に基づいた話を伺う。それを一人だけの課題とはせず、みんなで一緒に考えていく時間としたい。

塚本

高松に来てから 20 年近くになるが、日本語は 100%ではない。現在、香川に住むフィリピン人の小・中
学生のサポートを行っており、今年で 9 年目になる。教育委員会を通じて小・中学校に派遣され、現在
は丸亀市、高松市、宇多津町に行っている。子ども達にとっても日本語は非常に難しい。読み書きの
練習も「面倒くさい」と言いながら頑張っている。子ども達の笑顔を見ると、喜びを感じる。

マテオ

国籍はペルーで、生まれも育ちも丸亀市。ずっと日本にいる。友人からは「お前は完璧に日本人だ」と
言われるが、家の中はペルーの家庭で、外に出ると日本というように、少し複雑な環境にいる。また、
見た目が外国人ということで目をつけられやすいので、馬鹿なことしないように、きちんと日本の文化に
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従って生活している。よく知らない人達に「Hello」と声をかけられる。小さい時は嫌だったが、大人にな
るにつれ、コミュニケーションのきっかけのひとつだと思えるようになってきた。
向井

名前は日本の名前だが、中国人。市内の企業に勤めている。

エラリー

昔ここで国際交流員として働いていた。フランス在住の外国人と接する中で、彼らが直面している問題
は自分が外国人の立場にならないと理解できないと感じた。そこで、自分も外国人になってみたいと
考え、日本に来ることにした。皆さんも外国人になってみれば、非常に興味深い経験ができる。
「多文化」について、同じフランス人でも、フランスの地方出身とパリ育ちでは生活スタイルや感覚等が
異なる。日本でも、男木島と新宿では大きなギャップある。多文化の問題は、外国人だけのことではな
く、日本人の中でも起こっている問題と認識してほしい。

時

日本に来て 14 年目。来日当初は今のように言葉も分からず、多くの外国人住民と同じように、いろいろ
な場面で困っていた。最初の頃は、「もっと外国人住民の存在に気づいてほしい」と思い、日本社会は
果たして外国人住民を受け入れるだけの準備ができているのか疑問を抱いてきた。しかし、批判だけ
では何も始まらないと考え、今は NPO 団体で働き、全国での講演や災害時の外国人住民支援の活動
等をしている。

山下

香川大学教育学部の教員。専門は日本語教育。大学では留学生に日本語を、日本人の学生には日
本語教育や第二言語習得等について教えている。2006 年から地域の日本語教室のネットワークであ
る「香川にほんごネット」にも参加し、地域の活動にも興味を持っている。

松村

香川県国際課は、「国際協力」、「国際交流」、「多文化共生」の 3 つの柱を軸に事業を実施。今日は皆
さんから意見を聞き、来年度から新たに策定するプランに反映させていきたい。

松崎

JICA のプログラムでブラジルに 2 年滞在し、国際協力を体験し、帰国後は香川県国際交流協会で多
文化共生の事業を担当。外国人支援とは言うが、助けてあげるというスタンスではなく、日本語の情報
が得にくいというハンデを埋め、同じ立ち位置に立つところまでのサポートをしている。最近は外国人
児童・生徒の教育に関する業務も多く、日本語が話せるようになっても学校の授業についていけずに
不安に思っている様子を目の当たりにしているので、皆さんから意見を伺いたい。

◇外国人の子どもの教育について
土井

最初に紹介された塚本さんが外国人の子どもの教育に関わっているという話があったので、まずはそ
こからスタートしていく。塚本さん、もう少し詳しく紹介をお願いしたい。

塚本

特にフィリピンの小学生と関わることが多く、タガログ語でのサポートと、日本語指導をしている。日本と
フィリピンを行ったり来たりする子もいるため、せっかく日本語を覚えても、すぐに忘れてしまうこともあ
る。フィリピンの方言しか分からない子どもがいる場合は、ジェスチャーで説明している。先生や親に言
えないことも多くあるため、それらを聞き出し、先生や親に説明したり、逆に先生や親の反応を子どもに
伝えたりする、カウンセリングの役割も担っている。

土井

マテオさんは、まさに自分も日本の学校で育ってきた経験があるが、教育について感じていることがあ
れば教えてほしい。

マテオ

小学生の時、スペイン語と日本語を教えられる先生が学校に来ていた。教室での授業を抜けて、別室
に移動し、アジア系やペルーの子ども数名と一緒に、指導を受けていた。日本語や母国語の学習だ
けでなく、算数や国語等教科の勉強も教えてもらった。分からないことも直接聞けるので、6 年間もの
すごく助かった。

向井

高校 1 年生の娘が一人いる。去年高校受験を経験し、とても大変だったと言うと、日本人のお母さんも
同じように大変だったと言われそうだ。しかし、学校選びや公立と私立の違い等、日本人にとって当た
り前のことが自分達にとっては当たり前ではないことが多くある。自分なりに情報収集をしながら、子ど
もと二人三脚で乗り切ることができほっとしているが、2 年後には大学受験が待っている。また、センタ
ー試験とは何かというところから始めなければならない。そのような情報はどこに行けば収集できるの
か、誰に聞けばいいか、それが知りたい。
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エラリー

少し話は変わるが、見た目が欧米系であるため、英語で話すことを期待される。自身の子どもに対して
も「英語を話さないのはもったいない」とよく言われる。しかし、自分はフランス語、妻は日本語、家では
基本的に日本語しか使わないという話をすると驚かれる。日本以外はみんな英語を話しているという偏
見があるように感じる。日本国内でも外国人と話すには英語が必要と考えている人がいるが、その考え
を変える必要がある。今もすべて日本語で話をしているように、まさにここの国際言語は日本語だとい
うことを意識してほしい。そういう意味で、外国人に対する日本語教育は根本的な問題でもある。

土井

これまでの話から、コミュニケーションの問題、教育制度についての知識の問題、また、国際結婚の家
庭への思い込みのようなものがあるといった話が出てきた。山下さんも外国人の子どもと接点があると
思うが、気になっていることがあれば教えてほしい。

山下

香川大学教育学部でも、2 年前から丸亀市の小学校に大学生が入り、外国人の子どものサポートを行
っている。このサポートに関わった大学生達は、子ども達との関わりを通して多くのことを学び、大きく
成長している。特に、教師を目指している大学生にとっては、教室にいろいろな子ども達がいることを
知ることができる貴重な場となっている。このように、外国人の子ども達と大学生、共にメリットがあること
をつなぐような役割が担えればと考えている。

土井

香川大学の取り組みの他に、香川県としてのサポートはどのようなものがあるか、香川県国際交流協
会の取り組みも含めて教えてほしい。

松崎

まず、塚本さんが行かれているような県市町の教育委員会からの特別非常勤講師の派遣がある。教育
委員会は、主に母国語ができて日本語が教えられる講師を派遣している。それに加えて、日本語は少
しできるようになったが、授業についていけない子どもに対し、日本語で日本語を教えたり、教科学習
のサポートができる講師を、香川県国際交流協会のほうから派遣している。他にも、丸亀市のコミュニ
ティーセンターとアイパル香川で、長期休暇中に外国人の子どもを対象とした教室を開催している。

土井

子ども達の他に、向井さんから話のあった親御さんへのサポートはどうなっているか。

松崎

個別で相談があった場合は、通訳ボランティアの派遣や情報提供等のサポートを行っているが、実際
に受験を控える外国人親子を集めて説明会をするといった具体的な取り組みはまだできていない。

時

以前和歌山県国際交流協会で働いていた際に、多文化な子ども達の学習支援を担当。和歌山県も
香川県も、外国人住民が点在していて、その存在に気づきにくい地域。文化庁が実施している調査の
中に、「日本語指導が必要な日本人児童・生徒」という内容があるが、これは国籍は日本人だが、海外
にルーツを持っており、データに出てこない子ども達のこと。こういった子ども達の担当部署がどこなの
か、まだはっきりされていないのが大きな課題。行政の縦割りもあるが、そうではなく共通認識として地
域の子どもなんだという目線で行政や学校、住民の皆さんにも考えてもらいたい。

土井

便宜上、「外国人の」「外国籍の」という表現を使っているが、これを定義するのは難しい。日本国籍で
も国際結婚上、複数の文化や言語を持っている人もいる。また、小さいときに海外で暮らして帰ってき
た、いわゆる帰国子女と言われる子ども達も、日本語での日常会話は問題ないが、学校の授業につい
ていくのが困難という状況にある。これまでに挙がっていた問題は必ずしも「外国人」だけの問題では
ない。この後のグループトークでも、多様な背景を持つ子どもの教育について考えていきたい。

◇日本語教育について
土井

先程エラリーさんから日本語教育の重要性について話があったが、もう少し詳しく教えてほしい。

エラリー

マテオさんのよく「Hello」と言われるという話に関連した内容から。PTA 等の活動を続ける中で、地域の
ひとつの共通課題として、あまり挨拶もせず、お互いに関心が無いということがあると思う。子ども達は
見た目で判断して「外国人だから挨拶しなきゃ」ということで、とりあえず「Hello」と言ってくる。しかし、
英語が話せるわけではないので、そこで会話が終わってしまう。言葉は互いに縁をつくるもの、交流を
深めるための道具であるので、挨拶するなら「こんにちは」と言ってほしいし、地域の皆さんに対しても
同様にすれば、お互いに気持ちよく生活ができる。
言葉の話になるが、自分は翻訳会社を起業しているため、毎年の確定申告の場等で、日本人と全く同
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じ立場に置かれることになる。法律に触れる機会もよくあり、看板等での情報提供はあったとしても、把
握できるかどうかといった問題がたくさんある。
国際交流員として 3 年働いた後、一般市民として社会生活を送るだけの日本語力が足りないと感じ
た。しかし、どこに行ったらその勉強ができるかが分からなかった。ある程度のレベルから上の日本語
を勉強できる場がなかった。日本語学校もあるが、仕事をしている一般の者が通えるようなものではな
く、結局香川大学の法学部に入り日本語の勉強をした。英会話学校があるのと同じように、お金を払っ
てでも、日本語を勉強できる場があれば助かる。
日本語の問題は、帰国子女や外国人だけの問題ではない。ある知り合いの日本人の子どもで、小学
校のときから勉強が好きではなく、中学校で苦労した子がいた。その子の日本語は小学校の時点から
成長しておらず、その状態で大人として市民としての活動できるかが問題だと感じた。
土井

日本語を学ぶ機会や場について他の方はどう思われるか。

塚本

学校現場で、外国人の子どもはどんどん増えているが、講師は増えていない。自分が風邪をひいて
も、代理で行ってくれる講師もいないため、休むしかなくなる。子ども達が勉強したいと希望しても、派
遣される講師が足りていないというのは大きな問題かもしれない。

向井

最初は一言も話せなかった。今も所属している日本語サークル「わ」の会で一から教えてもらった。仕
事上で敬語等の使い分けが必要な時もあるが、外国人だから仕方がないと、ある程度日本人の優しさ
に甘えながら会話をしている。

土井

日本語力を UP させたいと思ったときにそのチャンスがない、また、それを教えられる専門家、ボランテ
ィアが足りないとい現状があるのではという話が出てきたが、山下さんはどう思われるか。

山下

やはり全く日本語ができない人のサポートに目がいきがちだが、まずはそこからだとは思う。しかし、こ
れから益々グローバル化が進み外国人を迎えていく中で、より住みやすい社会にしていくためには、
日本語でのコミュニケーションは重要になるので、様々なレベルの日本語を支援していくことが必要で
ある。

土井

自分も大学で非常勤講師をしているが、日本人大学生の日本語もひどい時がある。実際日本語教育
の現場でも、日本語を教える先生が外国人である場合もある。それを言うと、なんで外国人に日本語を
習うんだと言う人もいるが、何人が何語を教えるかは問題ではなく、みんながしっかりと言葉を身に付
けていくという環境が充実していけばいい。

◇住民同士の交流について
土井

香川で暮らしている多様な国籍の人達との交流を進めていくにはどんな機会が必要か、意見を聞か
せてほしい。

塚本

自分が参加しているカトリック教会のミサの後に交流する場があるが、大きなコミュニティではない。教
会でイベントがあっても、そこに来ている人しか知らない。フィリピン人だけでなく、地域の日本人や他
の国の外国人も参加できるようなコミュニティがあればと思う。

エラリー

そもそも自分では外国人であると思っておらず、日本人から見てこの人は外国人だと判断され、その
人の接し方で自分が外国人であると意識することになる。最初の多文化共生の説明で、「共生」イコー
ル対等な立場であるとあったが、外国人になった瞬間対等な立場ではないと分かった。もともと日本に
いる権利はなく、在留資格を与えられて、ここにいることができる。皆さんとは全く違う立場である。自分
のここでの人生がいつ終わるか分からない不安の中で、意識しないようにしながら生活している。地元
で交流していてもどこかに壁を感じている。英語に「glass ceiling」(ガラスの天井)という言葉がある。これ
は 企業の中で女性が出世できない状況を表す言葉であるが、ある意味で外国人にも同様の壁はあ
る。日本人には見えない透明な壁に常にぶつかっている。外国人がその壁をどのように感じているか
を分かってもらった上で、そこから本当の交流が始まる。

時

他の移民施策をとっている国と違い、日本の場合は気がついたら 200 万人の外国人住民が来てしまっ
たという感じで、一般の日本人住民からすればいつ外国人が来たのか知らないまま現在に至ってい
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る。外国人を受け入れるのであれば、まず国として方針を示し、市町村はその方針を受けて地元で取
り組むのが本来の流れであると思う。
国際という分野は、華やかなイメージの国際交流からスタートした分野。一般市民の立場からすれば、
まだまだ社会の変化に気づいておらず、ただの交流から脱出できていない。交流するのは大賛成だ
が、何をテーマに持って交流するか、もう一歩掘り下げた根本的なところを一緒に考えてもらいたい。
例えば、「同じ香川に住んでいる住民として、地域づくりを一緒に頑張るためにどうしたらいいか」等の
テーマを持って交流してはどうか。
土井

交流というところから深いところまで入ってきたが、これについてはこの後グループでディスカッションを
していきたい。前半の話を聞いて、最後に山下さんから一言コメントをお願いしたい。

山下

これまでに挙がっていた話は、外国人の話であると同時に、実は日本人の中での身近な話ともつなが
っているという視点が共通に出てきた。ディスカッションでは、外国人と日本人というだけではなく、市
民生活の場に当てはめながら話し合いをしてもらえたら、いいヒントが出てくるのはないか。

土井

次に行うディスカッションは提言を出すものではなく、個人の体験の中から、それぞれがどのように考え
ているかを、意見交換してもらうための時間としたい。

◆第 2 部「グループトーク」

話し合いのテーマを 3 つ提示。参加者はその場で興味のあるテーマを 1 つ選ぶ。

同じテーマを選んだ者同士がグループになり、意見交換を行う。 （9～12 名×７班）
テーマ
A
B
C

【外国人の子どもの教育】外国にルーツを持つ子どもの教育について、現状をふりかえり、これか
らどのような取り組みが必要か考えてみよう！
【日本語学習】
安心して生活するために、どのような日本語学習の機会や場があればいいか考えてみよう！
【交流】外国人と日本人がお互いに交流をすすめるために、どのような機会や場があればいいか
考えてみよう！

班数
2
1
4

主な意見：
A【外国人の子どもの教育】
・外国籍の子どもの教育はもちろん重要であるが、子どもが成長するにつれて大人がついていけなくなることがあ
るため、平行して親も勉強をしていかなければならない。親と子が一緒に学べる機会が必要である。
・高校入試等の制度が外国籍の親にとって分かりにくく、学校で説明会があってもすべて日本語のためついてい
けない。通訳や翻訳等多言語での対応をした、外国籍親子対象の進路説明会の開催が求められる。
・特別非常勤講師、教員、ボランティア、保護者等、子どもを取り巻く現場では、それぞれ試行錯誤しながら活動を
しているが、その声を吸い上げる場や機会がない。現場の状況や課題等についての声が教育委員会に届いてい
ないという現状があり、苦労が続いている。
・外国人の子どもの日本語が不十分だからといって、その子の学力が正当に評価されないということがあってはな
らない。日本語に加えて、将来的には学力保障までつなげていくような対策が求められる。
・外国人の子どもの数は増加しているが、特別非常勤講師やボランティア等学校でサポートが行える人材が不足し
ているという現状があるため、対応が急がれる。
B【日本語学習】
・日本語教室のボランティアの方から、教室に来る人数や学習者の日本語のレベル等にバラつきがあり、指導方法
に悩んでいるという意見が出た。教え方についての相談ができるよう、ボランティアの指導をする専門家の派遣を
行政に求めていきたい。
・ある程度日本語力がついた後、もっと高いレベルの日本語を学ぶ場がない。ビジネス場面の会話を想定したロー
ルプレイ等の学習方法を取り入れることでより高いレベルの日本語を習得できるのでは。
・ボランティア同士の交流も大切である。各日本語教室の活動状況や悩み等を共有できる場が増えればよい。
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C【交流】
・日常的なゴミ出し等からでも交流が始められる。ただし、案内等は多言語で発信する必要がある。
・高松だけでなく、地域でもイベントを行うべきである。
・既存の地域のイベントに外国人住民に参加してもらうことで、出身国の文化を紹介できる機会となる。
・外国人住民と積極的に交流することで、香川県に住んでいる日本人が見つけられない魅力を発見できる。
・県内在住の留学生を対象にしたホームステイ等があれば、地域住民としての交流ができる。
・国際交流に関心があっても行動に移せない人に視点を置いたアプローチも考えていく必要がある。
・外国人住民は、交流をしたくても、情報を得る手段がない。「香川県国際交流協会」の存在も知らない人が多い。
イベント企画側は、広報誌等の紙媒体だけでなく、Facebook 等の SNS、HP を活用し、多言語での情報発信を心が
けるべきである。
・小さな子どもがいる母親でもイベントに参加しやすくするために、託児の環境を整える等の配慮が必要である。
◆ふりかえり
松村

多文化共生を語る中で、役割分担が大切であると感じた。それぞれが役割分担をした上で、連携を取っ
ていくことで、意見の吸い上げも可能になってくる。例えば、県は大きな方向性を決めて、施策を誘導し
ていく。市町は県民に一番近い行政団体として、施策を実施していく。NPO 法人、ボランティア団体は
いろいろな分野での専門的な知識や経験を活かし、行政の手が届かないところを進めていく。その中で
一番大事なのは、地域住民と外国人住民のお互いの意識の持ちようである。地域住民の方はなるべく
柔軟に外国人住民の文化や意見を受け入れて、同じ地域の構成員として尊重し、一方、外国人住民の
方は、自治会等の場があれば積極的に参加して、住民と交わっていくことも大切である。皆さんの意見
をお聞きし、本県の多文化共生施策に反映させていきたい。

松崎

香川県国際交流協会の事業として不足している部分がまだまだあると感じた。多言語対応での進学説
明会、Facebook での情報発信、上級レベルの日本語教室の開催等の内、実現できそうなものは実施を
検討していきたい。当協会は、県の外郭団体であり、県庁ではない。他の市町の協会や外国人と日本
人の間をつなぐような役割を担っていければと考えている。今後もご意見やアイディアをいただきたい。

山下

様々な立場の人がひとつの場で話し合うことの意義は非常に大きかった。話し合いをしている様子を見
て、まさにこれが多文化共生だと感じた。ここでのことが日常での生活につながっていけばと思う。

土井

今回イベントの中できっかけとして実施されたのは大切なことだが、これで終わりではない。これからも共
に暮らし、関わっていく人として、イベントの場がなくても、意見交換をしてもらいたい。行政、国際交流
協会、学校等それぞれの役割があるが、今後もみんなで考えていける時間を多く持てればと思う。

4.アンケート
○参加者数：76 名（内、外国人 27 名）

○アンケート回答者数：71 名（内、男 24 名、女 47 名、その他 0 名）

■あなたの国籍を教えてください。
日本

48

フィリピン

6

中国

5

韓国

2

ベトナム

2

台湾

1

フランス

1

10

8

アイルランド

1

インドネシア

1

カンボジア

1

ペルー

1

ポーランド

1

ルーマニア

1

■あなたの年齢を教えてください。
10 代

7

20 代

12

30 代

10

40 代

12

50 代

11

60 代

70 代以上

■このイベントは何で知りましたか？
知人・友人

15

チラシ

8

ポスター

7

国際交流協会等

27

ホームページ

1

SNS（Facebook、ツイッター）

0

その他（高松キワニスクラブ、アイパル香川からのメール）

7

5

■このイベントの内容はいかがでしたか？
とても良かった

29

よかった

27

2

悪かった

1

あまりよくない （理由：参加するには高い日本語能力が必要。）
■この講座で得られたものを今後の仕事や生活に活かせそうですか？
おおいに活かせる

23

あまり活かせない

6

ある程度活かせる

29

全く活かせない

0

■その他、今後地域で多文化共生を推進していくために最も重要なことは何かご意見ください。（一部抜粋・要約）
・今回のように集まる場があれば少しずつでも前進していくと思う。
・行政に現場で何が生じているのか、当事者の要求をできるだけ吸い上げてもらえる環境づくりが最も大切である。
日常直接触れないものは素通りしてしまうものなので、とにかく「知る、知れる」工夫が必要である。
・外国人とその子どもが日本語を勉強する場を増やしてほしい。
・生活面ではわからないことが多いので、地域の日本人にもっと教えてもらえたら嬉しい。文化、習慣、職業等、日
本の様々な面についてもっと勉強したい。
・香川県国際交流協会の Facebook のページを作って情報発信すれば、より効果的にイベントの開催等を知って
もらえると思う。
・日本人への意識改革、教育が必要だと思う。
・ボランティア活動に意義を見出し、継続していける人を増やしていく必要がある。
5.実施の様子

①パネルディスカッション

②パネルディスカッション

③グループトーク

④グループトーク
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