
（左）JICAの研修にてJICA横浜の前で
（右）横浜中華街で他の研修員らと

クレーベル・
レアオ・サントス

豊橋市国際交流協会
JICA研修員

　こんにちは皆さん。ブラジル人のサントスと申します。出身
地はブラジルの北東部にあるバイーア州のサルバドールと
いう町です。元 ブ々ラジル人と呼ばれる民族のルーツはポル
トガル人、アフリカ人、そして先住民であり、僕はその混血か
ら生まれてその遺伝子を持った者です。僕は、大和魂を少
し持った普通のブラジル人です。日系人ではありませんが、
大和魂を持っているのは、生まれつきか、何かの縁だとか、
前世は日本人だったのかとたまに思ったりしますが、答えは
わかりません。これからなぜ日本とその文化に興味を持った
かをご説明します。
　現在、世界中に日本に興味を持つ人は何百万人もいて
これからも日本からのいろんな文化の影響でその数はます
ます増えていくと思います。僕の場合、興味は非常に奇妙
な形で生まれました。最初から日本語の勉強を義務のような
ものに感じて、勉強を始めました。そのような考え方は日系
人を除いてはブラジルではまれです。僕と日本のファーストコ
ンタクトは“中島みゆき”という日本の有名な歌手の歌を初め
て聴いたときです。そこから僕の日本への愛が生まれまし
た。それ以来、昔ブラジルのテレビで放送されていた日本の
古い番組やシリーズなどを見てその興味はますます深く
なっていきました。元々絵を描くのが好きでテレビで日本語の
漢字を初めて見た瞬間、すぐに見惚れて、意味もわからず
に見てコピーするのが趣味になりました。多くの日本映画で
見た日本のいろんなシナリオも、日本への好奇心を高めるの
に役立ちました。それから独学で日本語の勉強を始めまし
た。昔、僕の生まれ育った町に来た日本人観光客とたまたま
言葉をかわして、その縁でまた日本の歌が入ったカセット
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て、たくさんの単語や表現をいろんなソースから学んだおか
げで、日本の人に驚かれることが多いです。

　現在、昨年10月から豊橋市にJICA（独立行政法人国際
協力機構）の研修で来日し、3月まで豊橋市国際交流協会
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高の時給で稼ぐことができる仕事だけを優先にしてしまう。
また、外国人が多い環境に住めば住むほど、日本語や日本
文化を学ぶことへの関心をさらに減らしていく。では、その
問題を解決するためにどうすればいいでしょうか。ここから
は全部私見ですが、日本政府が外国人が密集している地
域の近くに無料の日本語スクールを設置すべきだと思いま
す。文化と言葉を勉強するモティベーションをあげるために
しっかり勉強している人にプレゼント、映画のチケット、地元
の観光旅行などを提供することもいい提案ではないかと思
います。日本が人材を必要としている地域で無料の職業訓
練も良いアイデアだと思います。

豊橋市外国人登録者数の状況

令和4年12月1日現在

国籍
ブラジル
フィリピン

韓国・朝鮮

ベトナム
中国

ペルー
インドネシア

その他（73か国）
総人数（80か国）

人数
8,410
4,415
1,449
1,207
1,160
691
626
1,593 
19,551

割合（％）
43.02
22.58
7.41
6.17
5.93
3.53
3.20
8.15

100.00

豊橋市総人口
外国人登録者数の割合（％）

370,923
5.27

お問い合わせは…

公益財団法人 豊橋市国際交流協会
〒440-0888 豊橋市駅前大通２丁目81 emCAMPUS EAST 2階
☎（0532）55-3671 http://www.toyohashi-tia.or.jp

■日　時：令和4年11月12日（土）10:00 ～16:00
■場　所：emCAMPUS EAST 5F セミナールームA・B
■通　訳：ポルトガル語　　■参加者：10名

外国人のための
税務相談会

無料・
要予約

　東海税理士会豊橋支部の主催で、第3回ブラジル人のため
のプチ税務相談会を、下記の通り開催しました。

豊橋市国際交流協会では、「外国人のための税務相談会（通訳付き）」を、下記の通り開催します。
お知り合いの外国人の方にご紹介ください。

　過年度分のみの対応でしたが、16件の申告書の作成やアドバイスを行いま
した。
　今回もブラジル人の高校生2人に、通訳の体験を通じて、税理士という職業
にふれることで興味を持ってもらえるような試みを行ったところ、「とても難し
い内容だったが、いい勉強になりました。ぜひまたやりたいです。」、「すごく緊
張しましたが、とても良い経験になりました。」などの声が聞かれました。

◉日　時：令和5年2月5日（日）、2月12日（日）10:00 ～16:00
◉場　所：とよはし産業人材育成センター
◉通　訳：ポルトガル語、スペイン語、英語、タガログ語
◉定　員：各90名（先着順）　◉予　約：必要（電話のみ）
◉問合せ／予約：（公財）豊橋市国際交流協会（9:00～17:00）　
　　　　　　　　☎080-3635-0783　ポルトガル語・スペイン語
　　　　　　　　☎090-1860-0783　英語・タガログ語

令和5年度の会報の発行は下記の
通りです。
年2回 6／15、1／15（予定）

←Instagramも是非
　チェックしてください！！

1
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〒440-8531　豊橋市駅前大通 1-55 サーラタワー
https://www.salaenergy.co.jp/

私のまちに SALA、暮らしとともに SALA

協　賛：国際ソロプチミスト豊橋、国際ソロプチミスト豊橋ポート

1周年記念イベントを開催しました！

エスコーラの子どもたち絵画展
　「憧れの人」をテーマに豊橋市内のブラジル人学校の子供たちへ絵画を募り、エスコーラの子どもたち絵画
展を開催しました。その優秀作品を紹介します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※敬称略

エスコーラの子どもたち絵画展
　「憧れの人」をテーマに豊橋市内のブラジル人学校の子供たちへ絵画を募り、エスコーラの子どもたち絵画

カンティーニョ学園 イーエーエス ブラジル人学校

優 秀 賞国際ソロプチミスト
豊橋会長賞 優 秀 賞国際ソロプチミスト

豊橋ポート会長賞

「マイケルジャクソンの大ファン」
イザベル・ミヤザキ・
ダ・ホシャ

「ネイマール、
世界一のサッカー選手」
ヘイワン・ジュニオル・
オカダ・ダ・クニャ

「尊敬するひいおじいちゃんと
ひいおばあちゃん」
ソフィア・ハルミ・クボ

・モレイラ

「クラリッセ・リスペクトール
作家への尊敬」
ルナ・アイミ・
タキタ・ハラダ

とよはしインターナショナル
フェスティバル2022を開催しました

平和・交流・
共生のまち

　令和4年11月6日（日）とよはしインターナショナルフェスティバルを豊橋市
まちなか広場とemCAMPUSにて開催しました｡会場を新たに､3年ぶりのス
テージや第24回日本語スピーチコンテスト、ワールドグルメやバザー､新たな
試みとして｢東三河SDGs交流イベント｣など盛りだくさんのイベントには多数
の外国人を含む4,500人余りの来場者が訪れ､国際交流の輪を広げました｡
　ボランティア､関係者の皆様､ご協力ありがとうございました｡

em CAMPUSオープン

1周年記念イベントを開催しました！

第3回 国際交流サロン

「アメリカ人って誰？」

■日　時　1月28日（土） 13時30分～15時 
■場　所　まちなか図書館インターナショナルスペース
■講　師　タスラック・ジャスティンさん（豊橋市国際交流員・米国出身）
■定　員　30名（先着順・無料）　　　
■申込み　左のQRコードから。
　　　　　詳細は、広報とよはし1月号、協会HPでご確認ください。
　　　　　（公財）豊橋市国際交流協会
　　　　　☎0532-55-3671　　tia@tia.aichi.jp

　本紙でコラムを担当している国際交流員タスラック・ジャスティ
ンさんが、自身が大学生時代を過ごした、現代ニューヨークについ
て話します。人種のるつぼといわれるほど多国籍に満ちた大都

市。NYの人々の生活、食文化、多文化共生のメリットや豊橋で生活し感じた
ことなど、日本語でプレゼンテーションします。お楽しみに！

　ブラジルの子どもたちに大人気
の［ビスクイ］。白い粘土から作るも
のにあわせたカラフルな粘土をつ
くり、クリスマスにちなんだかわい
い小物つくりを楽しみました。会場
には、ビスクイ作家のパトリシア先
生のすてきな作品も展示しました。

ブラジルの粘土細工
“ビスクイ”をつくろう！

　「外国人と日本語で国際交流しよ
う！」をテーマに、簡単な日本語で話
すコツを学びました。日本人と外国
人合同のグループワークでは、どん
な日本語がやさしくて、どんな日本語
が難しいかをみんなで考えました。
「やさしい日本語」が地域の共通言
語となるよう、日頃から皆が使うこと
が大事だと認識しました。

やさしい日本語
　　　おやこセミナー

　アメリカ出身のAndy先生と、英
語童謡に登場する動物たちのお面
を作りながら、英語で歌ったり、アメ
リカの子どもたちがよく遊んでいる
ゲームにも挑戦しました。たくさん
の子どもたちが、遊びながら英語の
世界を楽しみました。

Welcome to
　　English World !

　emCAMPUS EASTは、2022年11月27日(日)にオープン１周年を迎えました。
　この日を市民の皆さまと様々なイベントを通してつながり、お祝いしていこうと各所で記念行事が開催され、豊橋市
国際交流協会でも、家族そろって楽しめる3つのイベントを開催し多くの方にご参加いただきました。
　ご来場いただきました皆さま、ありがとうございました。
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記念撮影

　　博然（羽田中2年）　

パギョ・ビアンカ（豊岡中3年）
山下サユリ（東部中3年）

ロザーノ・ディンゼル・メイ（豊橋西高校1年）

アイディル・グフロン（会社員）
平坂カウアン（豊橋西高校1年）

バンガ・ハンナ・アンジェラ（豊橋西高校1年）
宮城ベアトリス雪（豊橋西高校1年）
エドル・ザイラ（豊橋西高校1年）

　皆さん、こんにちは。皆さんに質問があります。ある
朝、あなたが目を覚ましたら、突然、世界全体がたった
１つの言語だけで話す社会になっていたらどうでしょう
か。人々は通訳やGoogle翻訳を必要としなくなります。
そして世界はより便利になるかもしれません。私のよう
な外国人も言語の壁の影響を受けなくなるでしょう。し
かし実際の世界では、様 な々言語や文化があるため、
１つの言語だけしか使われないことはあり得ません。言
語の壁は、お互いを明確に理解できない大きな原因に
なっていると思います。
　私は1年半前に初めて日本に来ました。私には日本
に弟と妹がいて、彼らは私を大変歓迎してくれました。
私も会えたことを嬉しく思いましたが、彼らは日本人な
ので日本語しか話せません。私たち兄弟は異なる言語
を話すため、最初はお互いにコミュニケーションをとる
ことが困難でした。そのため、両親は私を日本語の塾
で、日本語や高校受験の科目を学べるような環境を
作ってくれました。日本語とタガログ語はたくさんの違い
があるので習得が難しく、最初のうちは書くことも、読む
ことも出来ませんでした。先生の言うことが理解できな
いこともあり、大変でしたが、先生と両親が助けてくれ
て、無事高校入試に合格することができました。
　高校での初日、新しいクラスメイトが楽しくおしゃべり
をしているのを観察して聞いていました。その時、私は
自問しました。「どうすればこのクラスでやっていけるの
だろうか」「どうすればここで友達を作ることができるだ
ろうか」そう思うとすごく緊張してしまいました。

　ほとんどの外国人生徒は、来日して日本の学校に
入る前に、初期支援クラスで基本的な日本語を学ん
でいると聞きましたが、私はそうではありませんでした。
そのため、日本の学校のルールや文化は何も知りませ
んでした。
　ある日、先生が「ファイルに自分のクラス、名前を書い
て」と言いました。先生が黒板に例を書いてくれたので
すが、話すスピードが速く、私は何を言っているのか理
解できませんでした。だから、私は先生が黒板に書い
たものを全て同じように写しました。それを先生に見せ
ると、「これは例だから自分の名前を書くんだよ」と言わ
れ、非常に恥ずかしい思いをしました。
　高校入学から10ヶ月が過ぎ、今、私には友達もいて、
クラスメイトと助け合って、元気に楽しく生活していま
す。前よりもコミュニケーションを取れるようになりました。
　その中で、私だけでなく、外国籍の他のクラスメイト
たちも言語の壁で苦労していることを知りました。言語
の壁は、外国人生徒である私たち全員にとって共通の
課題だったのです。言語の壁を乗り越えるにはどうした
ら良いのでしょうか。日本語のスキルを向上させる以外
にも、簡単な言葉を使ったり、ゆっくり話したり、ボディー
ランゲージを使ったりすることでも考えを伝えることがで
きます。私は今、一生懸命日本語を勉強しています。ま
た、積極的に友達とコミュニケーションを取るように努
力をしています。そして、いつか日本の生活で、言語の
壁を感じなくなる日が来ることを楽しみにしています。

協賛：豊橋みなとライオンズクラブ

豊橋西高等学校1年
ロザーノ・
　　ディンゼル・メイ
　　　　（フィリピン出身）

「言語の壁」

第24回 日本語スピーチコンテスト第第
　令和4年11月6日、豊橋市まちなか図書館中央ステップで「第24回日本語スピーチコンテスト」を開催し、
7か国出身の20名が出場しました。高校生以上一般の部で豊橋市国際交流協会会長賞を受賞した、ロザー
ノ・ディンゼル・メイさんのスピーチを紹介します。

教えて！？インフォピア
　豊橋市外国人総合相談窓口「インフォピア」には日々多くの相談が寄せられて
います。相談員がよくある事例を紹介しますので、ご活用ください。

Q：日本人の夫と喧嘩になる度、離婚すると脅されます。離婚届の記入を無理やりさせられ、今まで何
度も離婚届を提出されそうになりました。万が一、今後勝手に提出された場合、自分の意思を協議で
きる方法はありますか？

A：はい、あります。離婚届不受理申出を申請してください。
　あなたが日本人の配偶者から離婚を迫られている場合、配偶者が勝手に署名した離婚届を役所に提
出されてしまう恐れがあることから、あなたに離婚の意思がない場合は、相手（日本人）の本籍地また
はあなたの住所地の市区町村役場に離婚届の不受理（受け取らない）申出を出しておくとよいでしょ
う。詳しくは、市区町村役場にお尋ねください。

第24回日本語スピーチ
コンテスト上位入賞者

第13回東三河
日本語スピーチコンテスト

〈小中学生の部〉　
・豊橋市国際交流協会会長賞

・豊橋市教育委員会賞

・特別賞

〈高校生以上一般の部〉
・豊橋市国際交流協会会長賞

・豊橋市教育委員会賞　

・特別賞

・豊橋みなとライオンズクラブ賞

・　同　上
・　同　上

※上記9名が､蒲郡市民会館で開催される第13回東三河
　日本語スピーチコンテストに出場します。

※敬称略

◉日　時　令和5年1月29日（日）
　　　　　開場13：00～ 開演13：30～
◉場　所　蒲郡市民会館 中ホール
　　　　 （蒲郡市栄町3-30）
◉入　場　無料（申込不要）
◉問合せ　豊橋市国際交流協会　
　　　　　☎（0532）55-3671 
　　　　　　 tia@tia.aichi.jp

　東三河5市（豊橋、豊川、蒲郡、新城、田原）
に在住し、各市から選ばれた外国人が、地域で
の生活や日頃感じていることを日本語で発表し
ます。豊橋市からは左記の9名が出場します。
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記念撮影

　　博然（羽田中2年）　

パギョ・ビアンカ（豊岡中3年）
山下サユリ（東部中3年）

ロザーノ・ディンゼル・メイ（豊橋西高校1年）

アイディル・グフロン（会社員）
平坂カウアン（豊橋西高校1年）

バンガ・ハンナ・アンジェラ（豊橋西高校1年）
宮城ベアトリス雪（豊橋西高校1年）
エドル・ザイラ（豊橋西高校1年）

　皆さん、こんにちは。皆さんに質問があります。ある
朝、あなたが目を覚ましたら、突然、世界全体がたった
１つの言語だけで話す社会になっていたらどうでしょう
か。人々は通訳やGoogle翻訳を必要としなくなります。
そして世界はより便利になるかもしれません。私のよう
な外国人も言語の壁の影響を受けなくなるでしょう。し
かし実際の世界では、様 な々言語や文化があるため、
１つの言語だけしか使われないことはあり得ません。言
語の壁は、お互いを明確に理解できない大きな原因に
なっていると思います。
　私は1年半前に初めて日本に来ました。私には日本
に弟と妹がいて、彼らは私を大変歓迎してくれました。
私も会えたことを嬉しく思いましたが、彼らは日本人な
ので日本語しか話せません。私たち兄弟は異なる言語
を話すため、最初はお互いにコミュニケーションをとる
ことが困難でした。そのため、両親は私を日本語の塾
で、日本語や高校受験の科目を学べるような環境を
作ってくれました。日本語とタガログ語はたくさんの違い
があるので習得が難しく、最初のうちは書くことも、読む
ことも出来ませんでした。先生の言うことが理解できな
いこともあり、大変でしたが、先生と両親が助けてくれ
て、無事高校入試に合格することができました。
　高校での初日、新しいクラスメイトが楽しくおしゃべり
をしているのを観察して聞いていました。その時、私は
自問しました。「どうすればこのクラスでやっていけるの
だろうか」「どうすればここで友達を作ることができるだ
ろうか」そう思うとすごく緊張してしまいました。

　ほとんどの外国人生徒は、来日して日本の学校に
入る前に、初期支援クラスで基本的な日本語を学ん
でいると聞きましたが、私はそうではありませんでした。
そのため、日本の学校のルールや文化は何も知りませ
んでした。
　ある日、先生が「ファイルに自分のクラス、名前を書い
て」と言いました。先生が黒板に例を書いてくれたので
すが、話すスピードが速く、私は何を言っているのか理
解できませんでした。だから、私は先生が黒板に書い
たものを全て同じように写しました。それを先生に見せ
ると、「これは例だから自分の名前を書くんだよ」と言わ
れ、非常に恥ずかしい思いをしました。
　高校入学から10ヶ月が過ぎ、今、私には友達もいて、
クラスメイトと助け合って、元気に楽しく生活していま
す。前よりもコミュニケーションを取れるようになりました。
　その中で、私だけでなく、外国籍の他のクラスメイト
たちも言語の壁で苦労していることを知りました。言語
の壁は、外国人生徒である私たち全員にとって共通の
課題だったのです。言語の壁を乗り越えるにはどうした
ら良いのでしょうか。日本語のスキルを向上させる以外
にも、簡単な言葉を使ったり、ゆっくり話したり、ボディー
ランゲージを使ったりすることでも考えを伝えることがで
きます。私は今、一生懸命日本語を勉強しています。ま
た、積極的に友達とコミュニケーションを取るように努
力をしています。そして、いつか日本の生活で、言語の
壁を感じなくなる日が来ることを楽しみにしています。

協賛：豊橋みなとライオンズクラブ

豊橋西高等学校1年
ロザーノ・
　　ディンゼル・メイ
　　　　（フィリピン出身）

「言語の壁」

第24回 日本語スピーチコンテスト
　令和4年11月6日、豊橋市まちなか図書館中央ステップで「第24回日本語スピーチコンテスト」を開催し、
7か国出身の20名が出場しました。高校生以上一般の部で豊橋市国際交流協会会長賞を受賞した、ロザー
ノ・ディンゼル・メイさんのスピーチを紹介します。

教えて！？インフォピア
　豊橋市外国人総合相談窓口「インフォピア」には日々多くの相談が寄せられて
います。相談員がよくある事例を紹介しますので、ご活用ください。

Q：日本人の夫と喧嘩になる度、離婚すると脅されます。離婚届の記入を無理やりさせられ、今まで何
度も離婚届を提出されそうになりました。万が一、今後勝手に提出された場合、自分の意思を協議で
きる方法はありますか？

A：はい、あります。離婚届不受理申出を申請してください。
　あなたが日本人の配偶者から離婚を迫られている場合、配偶者が勝手に署名した離婚届を役所に提
出されてしまう恐れがあることから、あなたに離婚の意思がない場合は、相手（日本人）の本籍地また
はあなたの住所地の市区町村役場に離婚届の不受理（受け取らない）申出を出しておくとよいでしょ
う。詳しくは、市区町村役場にお尋ねください。

第24回日本語スピーチ
コンテスト上位入賞者

第13回東三河
日本語スピーチコンテスト

〈小中学生の部〉　
・豊橋市国際交流協会会長賞

・豊橋市教育委員会賞

・特別賞

〈高校生以上一般の部〉
・豊橋市国際交流協会会長賞

・豊橋市教育委員会賞　

・特別賞

・豊橋みなとライオンズクラブ賞

・　同　上
・　同　上

※上記9名が､蒲郡市民会館で開催される第13回東三河
　日本語スピーチコンテストに出場します。

※敬称略

◉日　時　令和5年1月29日（日）
　　　　　開場13：00～ 開演13：30～
◉場　所　蒲郡市民会館 中ホール
　　　　 （蒲郡市栄町3-30）
◉入　場　無料（申込不要）
◉問合せ　豊橋市国際交流協会　
　　　　　☎（0532）55-3671 
　　　　　　 tia@tia.aichi.jp

　東三河5市（豊橋、豊川、蒲郡、新城、田原）
に在住し、各市から選ばれた外国人が、地域で
の生活や日頃感じていることを日本語で発表し
ます。豊橋市からは左記の9名が出場します。
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会社も家庭もゴミの
困った解決します！

遺品整理・不用品でお困りの
方は是非ご相談を

お電話1本で
即日対応

かたづけ丸の㈲マルイ紙業
秘密厳守　無料お見積り　地域密着型の安心

受付時間　9：00～18：00
かたづけ丸0532-32-3255

法人向け通販最大手

オフィスの困ったに応える

学校・保育園市場NO.1

笑顔の介護のお手伝い

ASKUL

Smartoffice

スマートスクール

スマート介 護

豊橋市松葉町2-5

Tel　　〈0532〉53-5111（代）

Fax　〈0532〉53-6783

株式会社豊橋タイプ

鉄の扉（ポルトン）「portón」

朝ご飯の定番「ガジョピント」

ニカラグァ

サンホセ
●

パナマ

コスタリカ共和国

　はじめまして、ジャスティンです。ニューヨーク市で生まれ
て、カリフォルニア州のロサンゼルスで育った30歳のアメリカ
人です。でも典型的なアメリカ人なのかはわかりません。と
いうのもアメリカは人口や多文化主義だけではなく、50州の
中で州によって慣例も文化も違うからです。私の「アメリカ」
は他の人が考えるアメリカとは全く違う可能性があります。
とは言っても、もちろんアメリカのすべてに当てはまることも
あります。アメリカの面白い（と思う）情報をいくつか挙げて
みます。

①アメリカの学生は学校の掃除をしません。
管理人・掃除人が雇われています。

②アメリカの公共放送チャネルにお金を支払わなく
良い。
放送をするために寄付をあてにします。寄付に対してアメ
リカ人は寛容。

③アメリカ人は家に入る時、靴を脱がないことは珍しく
ないです。
靴を脱ぐ家庭もありますが、私は大学生の時までそうして
いました。

④コーンからできている食品が多いです。
本州、北海道と沖縄の広さを合わせてもまだアメリカのト
ウモロコシ畑の方が広いです。（自分で計算したのでもし
間違っていたらすみません）。

　大学生の頃、日本の文化や歴史を勉強し、その後４年間
で日本語を学んだり、日本人と働いている私にとって、実は
今のところ大部分が想定通りです。今の仕事が始まる前
に、一度も日本に行ったことがなく、コロナ禍の間、日本に行
けなかったので出来るだけ日本に近づけるよう努力しまし
た。要するに何も知らず日本に来たわけではなく、日常生活
の違いについて少しは覚えようとしました。礼儀（靴は外、ス

リッパは内！）とマナー、一流のサービス、ゴミの分別等知識
があったので色々なことには驚かされませんでした。とはい
え、毎日新しいことも覚えています。
　日本では皆のため、細かいことに配慮する傾向が本当に
すごい。日本の生活について好きなことは何ですかと聞か
れたら、なんか拍子抜けで期待外れの答えかもしれません
が、例えば、店の真ん中にカゴが置いてあることはアメリカ
では珍しく、普通にフロントにしかありません。（店に入った
時「商品をいくつかしか買うつもりはない」→「やっぱりカゴ
が必要」に決心を変えた人のため）アメリカでは大したこと
ではないものの、そういうよく見落とされる思いやりに興味が
あります。本を買ったらカバーも提供してくれるとか。（これも
アメリカで普通じゃないと思う）もちろん和食、日本の建築、
公共交通（新幹線は最高）、日本に特有の物（軽自動車！）と
習慣も好きです。
　コロナ禍の間、日本がこんなに好きだから、どうやって日
本に行こうかとよく考えていました。方法は一つしかありませ
んでした。アメリカから仕事を機に日本に来ることです。現在
は豊橋市役所で通訳、翻訳者として働いています。翻訳作
業をしていない時は、通訳として外国人市民のために必要
な手続きを手伝います。通訳がまだまだなのに毎日言語や
文化交流のチャンスであふれています。
　文化が異なることが多いけれど、人はそんなに違わない
と思います。日本人、フィリピン人、ブラジル人らと話す時これ
がもっとわかるようになります。人はそれぞれ自分の国の社
会や生活が当たり前になり、外国で生活して初めてその違
いに気づきます。そのギャップを埋めるのに言葉の壁が重く
のしかかります。私の場合、若干の日本語のおかげで、豊
橋で様 な々人と話したり、仲良くしたりできています。
　市民のため通訳する仕事も、同僚も好きで、できればこの
仕事を続けたいです。将来何をしていても、せめて仕事で
日本語を使いたいです。日本語の勉強を始めた時、「これ
難しすぎて、楽しい！」と思った私は日本語に挑戦しました。
今後も学びつづけたいです。豊橋の皆さんと暮らしている
うちに頑張りますのでよろしくお願いします！

　タスラック・ジャスティンさんは8月より国
際交流員として豊橋市多文化共生・国際課
で勤務しています。

タスラック・ジャスティン
Taslak Justin

豊橋市国際交流員
Toyohashi City Coordinator for 
International Relations

外国暮らしの中での小さな発見や驚き

コスタリカあるあるbest5

　シリーズで、協会ボランティアで外国に滞在している方、もしくは以前滞在された経
験のある方から寄せられた、外国に住んでみて発見したあれこれを紹介します。

コスタリカ滞在記

　ところで、皆さんの中には「コスタリカってどんな国？」と思われる方も多いと思います。中米ニカラグアとパナマの間にあ
り、大きさは四国と九州を合わせたくらい、人口約500万人（愛知県は約750万人）です。「エコツーリズム発祥の地、生物多
様性の国」として有名です。カリブ海と太平洋に挟まれ、美しい海岸もあり、欧米人観光客が多く訪れます。そんなコスタリカ
で見つけた「あるある」（個人的意見）です。

第1位　鉄の扉にびっくり（泥棒も降参？）
　私がコスタリカ共和国に来て一番驚いたことは、各家々の入り口に「portón（ポルト
ン）」と呼ばれる鉄でできた扉があることです。昔は泥棒が多く、治安が悪かったのでしょ
うか。鉄の扉を入ると、駐車場や庭があり、玄関になります。そして、建物の中に入って、自
分の部屋ですから、私は鍵を3つ持っています。一方コンドミニアムという集合住宅には鉄
の扉はありませんが、その入り口には24時間警備の入り口があり、そこで警備員さんが人
や車の出入りをチェックしています。

第2位　雨季の午後は傘が必携
　気候は雨季（4月～11月）と乾季（12月～3月）とに分かれ、雨季には午前中は晴れていても午後は必ず雨、それも雷を
伴った土砂降りですので、傘は必携です。乾季は晴れの日が続きます。気温は私のいるエレディア市では1年中18～28度く
らいで、日中は夏の服装で過ごすことができます。

第3位　朝食は「ガジョピント」
　朝ご飯の定番は「ガジョピント（豆ごはん）」という黒インゲン
豆を使った料理で、日本の赤飯に見た目は似ています。ただし、お
米は日本と違って長粒米でパサパサですが、私は大好きです。

第4位　バス代がとても安い
　ガソリン1リットルの値段は日本とほとんど変わりませんが、バス
代が均一料金で60～200円くらいです。有名な温泉リゾート
Fortuna（フォルトゥーナ）まではバスで4時間余りかかりますが、
約800円で行けます。

第5位　物価は日本と同じか高い
　バス代は安いですが、それ以外の日用品は日本と同じか高いです。M社のハンバーガーセットが800円もします。果物は豊
富にあり、缶詰しか食べたことがない私は、生のパイナップルの甘さに驚きました。

　2010年4月から当協会日本語ボランティアとしてご活動いただいていた加藤正さんのコラム
をお届けします。

　コスタリカ共和国の首都サンホセ市から北へ10km、エレディア市にあるナ
ショナル大学で、JICAボランティア（日本語教育）として活動しています。2年
間の任期の間に、コスタリカのことをもっと深く知り、スペイン語が上達できる
ように、また、コスタリカの人たちに日本をさらに知ってもらえるように様々な
イベントに協力して、毎日頑張っています。

「小さなことに思いやりを感じる」
～外国人から見た日本～
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会社も家庭もゴミの
困った解決します！

遺品整理・不用品でお困りの
方は是非ご相談を

お電話1本で
即日対応

かたづけ丸の㈲マルイ紙業
秘密厳守　無料お見積り　地域密着型の安心

受付時間　9：00～18：00
かたづけ丸0532-32-3255

法人向け通販最大手

オフィスの困ったに応える

学校・保育園市場NO.1

笑顔の介護のお手伝い

ASKUL

Smartoffice

スマートスクール

スマート介 護

豊橋市松葉町2-5

Tel　　〈0532〉53-5111（代）

Fax　〈0532〉53-6783

株式会社豊橋タイプ

鉄の扉（ポルトン）「portón」

朝ご飯の定番「ガジョピント」
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コスタリカ共和国

　はじめまして、ジャスティンです。ニューヨーク市で生まれ
て、カリフォルニア州のロサンゼルスで育った30歳のアメリカ
人です。でも典型的なアメリカ人なのかはわかりません。と
いうのもアメリカは人口や多文化主義だけではなく、50州の
中で州によって慣例も文化も違うからです。私の「アメリカ」
は他の人が考えるアメリカとは全く違う可能性があります。
とは言っても、もちろんアメリカのすべてに当てはまることも
あります。アメリカの面白い（と思う）情報をいくつか挙げて
みます。

①アメリカの学生は学校の掃除をしません。
管理人・掃除人が雇われています。

②アメリカの公共放送チャネルにお金を支払わなく
良い。
放送をするために寄付をあてにします。寄付に対してアメ
リカ人は寛容。

③アメリカ人は家に入る時、靴を脱がないことは珍しく
ないです。
靴を脱ぐ家庭もありますが、私は大学生の時までそうして
いました。

④コーンからできている食品が多いです。
本州、北海道と沖縄の広さを合わせてもまだアメリカのト
ウモロコシ畑の方が広いです。（自分で計算したのでもし
間違っていたらすみません）。

　大学生の頃、日本の文化や歴史を勉強し、その後４年間
で日本語を学んだり、日本人と働いている私にとって、実は
今のところ大部分が想定通りです。今の仕事が始まる前
に、一度も日本に行ったことがなく、コロナ禍の間、日本に行
けなかったので出来るだけ日本に近づけるよう努力しまし
た。要するに何も知らず日本に来たわけではなく、日常生活
の違いについて少しは覚えようとしました。礼儀（靴は外、ス

リッパは内！）とマナー、一流のサービス、ゴミの分別等知識
があったので色々なことには驚かされませんでした。とはい
え、毎日新しいことも覚えています。
　日本では皆のため、細かいことに配慮する傾向が本当に
すごい。日本の生活について好きなことは何ですかと聞か
れたら、なんか拍子抜けで期待外れの答えかもしれません
が、例えば、店の真ん中にカゴが置いてあることはアメリカ
では珍しく、普通にフロントにしかありません。（店に入った
時「商品をいくつかしか買うつもりはない」→「やっぱりカゴ
が必要」に決心を変えた人のため）アメリカでは大したこと
ではないものの、そういうよく見落とされる思いやりに興味が
あります。本を買ったらカバーも提供してくれるとか。（これも
アメリカで普通じゃないと思う）もちろん和食、日本の建築、
公共交通（新幹線は最高）、日本に特有の物（軽自動車！）と
習慣も好きです。
　コロナ禍の間、日本がこんなに好きだから、どうやって日
本に行こうかとよく考えていました。方法は一つしかありませ
んでした。アメリカから仕事を機に日本に来ることです。現在
は豊橋市役所で通訳、翻訳者として働いています。翻訳作
業をしていない時は、通訳として外国人市民のために必要
な手続きを手伝います。通訳がまだまだなのに毎日言語や
文化交流のチャンスであふれています。
　文化が異なることが多いけれど、人はそんなに違わない
と思います。日本人、フィリピン人、ブラジル人らと話す時これ
がもっとわかるようになります。人はそれぞれ自分の国の社
会や生活が当たり前になり、外国で生活して初めてその違
いに気づきます。そのギャップを埋めるのに言葉の壁が重く
のしかかります。私の場合、若干の日本語のおかげで、豊
橋で様 な々人と話したり、仲良くしたりできています。
　市民のため通訳する仕事も、同僚も好きで、できればこの
仕事を続けたいです。将来何をしていても、せめて仕事で
日本語を使いたいです。日本語の勉強を始めた時、「これ
難しすぎて、楽しい！」と思った私は日本語に挑戦しました。
今後も学びつづけたいです。豊橋の皆さんと暮らしている
うちに頑張りますのでよろしくお願いします！

　タスラック・ジャスティンさんは8月より国
際交流員として豊橋市多文化共生・国際課
で勤務しています。

タスラック・ジャスティン
Taslak Justin

豊橋市国際交流員
Toyohashi City Coordinator for 
International Relations

外国暮らしの中での小さな発見や驚き

コスタリカあるあるbest5

　シリーズで、協会ボランティアで外国に滞在している方、もしくは以前滞在された経
験のある方から寄せられた、外国に住んでみて発見したあれこれを紹介します。

コスタリカ滞在記

　ところで、皆さんの中には「コスタリカってどんな国？」と思われる方も多いと思います。中米ニカラグアとパナマの間にあ
り、大きさは四国と九州を合わせたくらい、人口約500万人（愛知県は約750万人）です。「エコツーリズム発祥の地、生物多
様性の国」として有名です。カリブ海と太平洋に挟まれ、美しい海岸もあり、欧米人観光客が多く訪れます。そんなコスタリカ
で見つけた「あるある」（個人的意見）です。

第1位　鉄の扉にびっくり（泥棒も降参？）
　私がコスタリカ共和国に来て一番驚いたことは、各家々の入り口に「portón（ポルト
ン）」と呼ばれる鉄でできた扉があることです。昔は泥棒が多く、治安が悪かったのでしょ
うか。鉄の扉を入ると、駐車場や庭があり、玄関になります。そして、建物の中に入って、自
分の部屋ですから、私は鍵を3つ持っています。一方コンドミニアムという集合住宅には鉄
の扉はありませんが、その入り口には24時間警備の入り口があり、そこで警備員さんが人
や車の出入りをチェックしています。

第2位　雨季の午後は傘が必携
　気候は雨季（4月～11月）と乾季（12月～3月）とに分かれ、雨季には午前中は晴れていても午後は必ず雨、それも雷を
伴った土砂降りですので、傘は必携です。乾季は晴れの日が続きます。気温は私のいるエレディア市では1年中18～28度く
らいで、日中は夏の服装で過ごすことができます。

第3位　朝食は「ガジョピント」
　朝ご飯の定番は「ガジョピント（豆ごはん）」という黒インゲン
豆を使った料理で、日本の赤飯に見た目は似ています。ただし、お
米は日本と違って長粒米でパサパサですが、私は大好きです。

第4位　バス代がとても安い
　ガソリン1リットルの値段は日本とほとんど変わりませんが、バス
代が均一料金で60～200円くらいです。有名な温泉リゾート
Fortuna（フォルトゥーナ）まではバスで4時間余りかかりますが、
約800円で行けます。

第5位　物価は日本と同じか高い
　バス代は安いですが、それ以外の日用品は日本と同じか高いです。M社のハンバーガーセットが800円もします。果物は豊
富にあり、缶詰しか食べたことがない私は、生のパイナップルの甘さに驚きました。

　2010年4月から当協会日本語ボランティアとしてご活動いただいていた加藤正さんのコラム
をお届けします。

　コスタリカ共和国の首都サンホセ市から北へ10km、エレディア市にあるナ
ショナル大学で、JICAボランティア（日本語教育）として活動しています。2年
間の任期の間に、コスタリカのことをもっと深く知り、スペイン語が上達できる
ように、また、コスタリカの人たちに日本をさらに知ってもらえるように様々な
イベントに協力して、毎日頑張っています。

「小さなことに思いやりを感じる」
～外国人から見た日本～
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（左）JICAの研修にてJICA横浜の前で
（右）横浜中華街で他の研修員らと

クレーベル・
レアオ・サントス

豊橋市国際交流協会
JICA研修員

　こんにちは皆さん。ブラジル人のサントスと申します。出身
地はブラジルの北東部にあるバイーア州のサルバドールと
いう町です。元 ブ々ラジル人と呼ばれる民族のルーツはポル
トガル人、アフリカ人、そして先住民であり、僕はその混血か
ら生まれてその遺伝子を持った者です。僕は、大和魂を少
し持った普通のブラジル人です。日系人ではありませんが、
大和魂を持っているのは、生まれつきか、何かの縁だとか、
前世は日本人だったのかとたまに思ったりしますが、答えは
わかりません。これからなぜ日本とその文化に興味を持った
かをご説明します。
　現在、世界中に日本に興味を持つ人は何百万人もいて
これからも日本からのいろんな文化の影響でその数はます
ます増えていくと思います。僕の場合、興味は非常に奇妙
な形で生まれました。最初から日本語の勉強を義務のような
ものに感じて、勉強を始めました。そのような考え方は日系
人を除いてはブラジルではまれです。僕と日本のファーストコ
ンタクトは“中島みゆき”という日本の有名な歌手の歌を初め
て聴いたときです。そこから僕の日本への愛が生まれまし
た。それ以来、昔ブラジルのテレビで放送されていた日本の
古い番組やシリーズなどを見てその興味はますます深く
なっていきました。元々絵を描くのが好きでテレビで日本語の
漢字を初めて見た瞬間、すぐに見惚れて、意味もわからず
に見てコピーするのが趣味になりました。多くの日本映画で
見た日本のいろんなシナリオも、日本への好奇心を高めるの
に役立ちました。それから独学で日本語の勉強を始めまし
た。昔、僕の生まれ育った町に来た日本人観光客とたまたま
言葉をかわして、その縁でまた日本の歌が入ったカセット
テープをプレゼントで頂いてそれも勉強教材にしました。独
学で勉強するようになり、自分が思いついたいろんな工夫
で歌などを楽しみつつも、途中で難しい日本語の文法がよく
わからなかったり、勉強しなければならない漢字の数が多く
て勉強をやめたことが何度かありました。今これだけ書ける
ようになったのは苦労したおかげで、自分が思いついた普
通より覚えやすい日本語勉強法もあります。独学で勉強し
て、たくさんの単語や表現をいろんなソースから学んだおか
げで、日本の人に驚かれることが多いです。

　現在、昨年10月から豊橋市にJICA（独立行政法人国際
協力機構）の研修で来日し、3月まで豊橋市国際交流協会
の事務所で研修を受けております。僕が受けている研修は
豊橋市に住む19,000人以上の外国人と日本人の共生を育
むことを目的としています。この研修を始めて以来、僕も同じ
外国の者でありながら外国人が日本の文化をよりよく理解
し、より深く没頭できるように手伝う方法を見つけようと努め
ております。そして、言葉が分からないところが明らかに日
本人と外国人のコミュニケーションを妨げる最大の障害と
いうことに気づきました。ただし、言葉が分からなくてもほとん
どの外国人は日本のお祭りが好きで、お祝い系のイベントは
簡単に誰にも受け入れられる文化的な導入方法であること
がわかりました。
　高い給料を目当てに日本に来たものの、日本の時間厳守
や工場などでの重労働、長時間残業などで外国人は日本
文化、共存や共生がどうでもよくなり、どうせ苦労するなら最
高の時給で稼ぐことができる仕事だけを優先にしてしまう。
また、外国人が多い環境に住めば住むほど、日本語や日本
文化を学ぶことへの関心をさらに減らしていく。では、その
問題を解決するためにどうすればいいでしょうか。ここから
は全部私見ですが、日本政府が外国人が密集している地
域の近くに無料の日本語スクールを設置すべきだと思いま
す。文化と言葉を勉強するモティベーションをあげるために
しっかり勉強している人にプレゼント、映画のチケット、地元
の観光旅行などを提供することもいい提案ではないかと思
います。日本が人材を必要としている地域で無料の職業訓
練も良いアイデアだと思います。

豊橋市外国人登録者数の状況

令和4年12月1日現在

国籍
ブラジル
フィリピン

韓国・朝鮮

ベトナム
中国

ペルー
インドネシア

その他（73か国）
総人数（80か国）

人数
8,410
4,415
1,449
1,207
1,160
691
626
1,593 
19,551

割合（％）
43.02
22.58
7.41
6.17
5.93
3.53
3.20
8.15

100.00

豊橋市総人口
外国人登録者数の割合（％）

370,923
5.27

お問い合わせは…

公益財団法人 豊橋市国際交流協会
〒440-0888 豊橋市駅前大通２丁目81 emCAMPUS EAST 2階
☎（0532）55-3671 http://www.toyohashi-tia.or.jp

■日　時：令和4年11月12日（土）10:00 ～16:00
■場　所：emCAMPUS EAST 5F セミナールームA・B
■通　訳：ポルトガル語　　■参加者：10名

外国人のための
税務相談会

無料・
要予約

　東海税理士会豊橋支部の主催で、第3回ブラジル人のため
のプチ税務相談会を、下記の通り開催しました。

豊橋市国際交流協会では、「外国人のための税務相談会（通訳付き）」を、下記の通り開催します。
お知り合いの外国人の方にご紹介ください。

　過年度分のみの対応でしたが、16件の申告書の作成やアドバイスを行いま
した。
　今回もブラジル人の高校生2人に、通訳の体験を通じて、税理士という職業
にふれることで興味を持ってもらえるような試みを行ったところ、「とても難し
い内容だったが、いい勉強になりました。ぜひまたやりたいです。」、「すごく緊
張しましたが、とても良い経験になりました。」などの声が聞かれました。

◉日　時：令和5年2月5日（日）、2月12日（日）10:00 ～16:00
◉場　所：とよはし産業人材育成センター
◉通　訳：ポルトガル語、スペイン語、英語、タガログ語
◉定　員：各90名（先着順）　◉予　約：必要（電話のみ）
◉問合せ／予約：（公財）豊橋市国際交流協会（9:00～17:00）　
　　　　　　　　☎080-3635-0783　ポルトガル語・スペイン語
　　　　　　　　☎090-1860-0783　英語・タガログ語

令和5年度の会報の発行は下記の
通りです。
年2回 6／15、1／15（予定）

←Instagramも是非
　チェックしてください！！
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