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　みなさん、慣れない土地で、ことばが分からないとき、どうしますか？どうやって生活しますか？外国人住民は、日々
の生活の中で、さまざまな困りごとを抱えています。新潟県内には、困りごとを解決する支援をしたり、各種行政サー
ビスのお手伝いをする団体があります。お互いのコミュニケーションがより円滑にできるように、また、より生活し
やすくなるように、サポートや取り組みをしている団体をご紹介します！

　公益財団法人柏崎地域国際化協会では、2020 年 3 月に
「生活ガイド 柏崎」を発行しました。「生活ガイド 柏崎」の制

作に関わった柏崎地
域国際化協会の小林
よしえさん（写真：左）
と中国出身で新潟産
業大学 4 年の李

り

亨
こう

洋
よう

さん（写真：右）にお
話を伺いました。

Q：外国人の方はどんなことに困っているのでしょうか？
　李： やっぱり一番大変な時期は、最初に日本に来たときでした。

初めて日本に来たときは、生活とか買い物とか、携帯電話
さえ持っていないとき、どうやって行きたい場所の地図を
探すのか、どの方法でやっていいか分からないときがあり
ました。

小林： スマホは大事ですね。みなさんから「スマホについて書いて
ほしい」という声が多くて最初のページにスマホについて掲
載しました。あと、柏崎には電子決済に対応していない店も
あるので、とりあえず現金をちょっと持っていないとしばら
くは生活しづらい、ということも伝えたくて、お金のことも
書きました。初めて柏崎に来る人をイメージして作りました。

　李： 私は最初柏崎に来たとき、夜、街の明かりがそんなに無くて、
道に迷ったことがあります。そして、友達に助けてもらっ
てちゃんと家に帰ったんですけど、その街に慣れないと、
上手く生活していけないのかなと、そのときは思いました。

小林： 日本の中での地域差もあるので、東京から柏崎に来ると、
環境のギャップ、例えば、公共交通機関や気候のちがいに
驚くなど、いろいろと聞きました。

－柏崎ならではの視点「雪」と生活
小林： 私はすごく雪のことを書きたかったんです。雪を見るのが

初めての人もいるでしょうし、スタッドレスタイヤも知ら
ない人はいるみたいです。とにかく事故に遭わないでほし
いなと。

－李さんの出身地は雪が降りますか？
　李： はい、もちろん降りますが、雪の性質は、ちょっと柏崎とは

違いますね。中国の北の方は、雪は降るけれども、空気は乾
燥している。柏崎は湿気が多くて雪がちょっと違います。積
もる程度も、歩くときの雪の感触も違います。あと柏崎は、
海があるので、やっぱり車に対してダメージがあるなと思い
ました。ちょっと意外でした。

Q：�「生活ガイド�柏崎」は３カ国語で併記してありますが、それは
どうしてですか？

小林： この３カ国語を併記したのも、制作に協力してくれた参加
者のみなさんからの意見でした。本当は、日本語、中国語、
英語で、別の冊子にしようと思ってたんです。でも、やっ
ぱり併記したほうがいいという意見が出て。例えば、日本
語ネイティブでもない英語ネイティブでもない人、中国語
も分からない人からすると、英語と日本語を照らし合わせ
て、それで理解するということがあるので、「両方書いてお
いてほしい」という意見がでました。また、日本語を上達
させたいと思っている人にとっては、３カ国語併記は日本
語の勉強にも役立つのかなと思います。

　李： 母語が異なる留学生同士でも、お互いに分からないときに
聞くことがあります。あとは、例えば携帯を買うときに、
店員さんに言葉が通じないと、手続きが進められなくなる
ことがあります。３つの言語を同じページに載せることに
よって、相手にどの所を言っているのか、大体わかるよう
になります。３つの言語が同じページに載る意味は、こう
いうところにもあると思いました。

小林： 例えば、話すことが得意じゃない人が、日本人が対応する
窓口に行って説明するときに、このガイドのスマホのペー
ジを見せれば、窓口の人は「あ、分かった。スマートフォ
ンが欲しいのね！」となりますよね。そういう風に活用し
てもらえれば良いなと思います。

　李： 留学生も、必ずしも同じ国から来た人ばかりではなくて、
例えば英語圏の人と中国語圏の人が交流したいときは、こ
のガイドを使えば、１ページで見ることができて、みんな
の言っていることが大体分かるかなと思います。

小林： 今って言語ごとに分かれている冊子やパンフレットが多いけ
ど、多言語を併記する方式にもメリットがあると思います。

Q：外国人も日本人も安心して生活していくために必要なものとは何だと思いますか？
小林： 外国人・日本人以前に、「人だよ」と思うんです。社会って共通のものじゃない

ですか、みんなが入っている。「この国の人だからこういう人だ」という先入観
を持つより、共通項みたいなものを見出して共感していけると、文化の違いが大
きくてもよい関係が築けるという気がします。

　李： 私は恥ずかしがらずちゃんと意見を言い合うのが、交流の第一歩になるかなと思
います。もちろん外国人だけじゃなくて、日本人も、恥ずかしがらずお互いちゃ
んと何が言いたいのか、上手く表現できなくてもちゃんと伝える。もっというと、
少し勇気を出して伝えればみんなもっと上手く交流できると思います。もし上手
く表現できなくても、失礼なことを言っても、表現したいという意欲があれば、
すぐに解決できると思います。恥ずかしがらずに
チャレンジすることは大切だと思います。

「生活ガイド�柏崎」　公益財団法人柏崎地域国際化協会

小林よしえさん
公益財団法人

柏崎地域国際化協会職員

李亨洋さん
新潟産業大学 4 年生

中国出身

外国人も日本人も安心して生活し
ていくために必要なものとは？

多言語の表記には「多文化の共生」という理念が含まれています。－李

日本人だけで考えていた時とは全然別の形になりました－小林

柏崎地域国際化協
会の窓口にありま
す。

柏崎市の在住外国
人と海外での生活
経験がある柏崎市
民 22 名が参加し、
意見交換会を実施。
編集はスタッフが
担当しました。

やさしい日本語・英語・中国語の３カ国語で併
記してあります。携帯電話、WiFi、お金、交
通のことなど、柏崎で新しい生活を始める外国
人のために必要な情報が書いてあります。
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