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　世界からかながわへ、かながわから世界へ
　グローバル人材支援事業を実施しています

※データは神奈川県が実施した「平成24年度神奈川県内大学等在籍留学生調査」より。調査対象は、神奈川県内の大学、大学院、短期大学、大学校、専修学校（専門課程）、高等専門学校等におい
て教育を受ける外国人留学生で、「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定める「留学」の在留資格により在留する者。

　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5540/p513208.html

かながわで学ぶ　留学生は…

　神奈川県では、2012年度から、外国人留学生を支援し、神奈川のファンを増やすことによ
り、神奈川の魅力を世界に発信する「かながわ国際ファンクラブ」を発足しました。
　2013年度はさらに、神奈川の若い世代に向けて、グローバル化が進む世界の中で必要とさ
れる語学力、コミュニケーション能力、異文化に対応する力などを身につけ、将来「グロー
バル人材」として活躍できるよう応援する事業を新たに加え、様々な事業を実施します。
　外国人留学生や、神奈川からの留学希望者等を支援し、グローバル人材の育成を図ること
を通じて、地域の国際化と多文化共生の地域社会づくりを目指します。
　本事業は、（公財）かながわ国際交流財団と日総グループ（日総工産（株）・日総ブレイン（株））協働の神奈川県委託事業です。

総数：7,828人（2012年5月1日現在）…全国では137,756人（同日付／（独法）日本学生支援機構調査より）　

大学：2,826人 大学院：1,777人 短期大学：30人 大学校等：156人 専修学校（専門課程）：
2,018人

日本語教育機関：
1,021人

中国
4,718人韓国

1,173人

台湾 224人
タイ 201人

ネパール 188人

その他アジア地域
796人

アジア以外の地域（不明等も含む）528人

アジア地域
7,300人

県外
1,475人

横浜市
3,927人

川崎市
828人

その他の県内
市町村687人

相模原市
387人

秦野市 249人
横須賀市 175人

不明 100人

県内
6,253人

居住地別
留学生数

出身国・地域別
留学生数



●かながわ国際ファンクラブ事業
　（ファンクラブ交流会）
　留学生など会員の方々と、留学生支
援団体などサポート会員の方々が出会
い、相互理解を深め、ネットワークを
広げる交流会を行います。
□対象：ファンクラブ会員・サポート

会員の方等
□時期：12月～２月頃（予定）
●「つながりたい」事業
　（サポート・ファミリー事業）
　留学生に、ホームビジットの受入な

ど日本の家庭や地域文化を体験する機
会を提供したり、日常の相談に応じる
などして留学生を支援する「サポー
ト・ファミリー」を募集し、マッチン
グ、交流会などを行います。留学生の
学業・生活の充実を応援し、相互理解
を深めるプログラムです。
□対象：外国人留学生・県内のご家庭
□時期：募集締切７月、交流会９月、
　　　　 交流期間９月～２月
●「住みたい」事業
　県内に在住、またはこれから神奈川
に住みたいと考える留学生など外国人
の方々から住まいに関する相談を受
け、情報を提供しています。
□対象：留学生など外国人の方
□時期：通年

●青少年国際セミナー
　世界の現状や異文化に関する知識を
獲得したり、多様な情報や異なる考え
方を理解した上で自らの考えを積極的
に表現し、異なる相手と意思疎通・合
意形成をしながら行動できるコミュニ
ケーション能力を養うことを目的とす
るセミナーです。世界情勢に即した講
演や留学生を交えたディスカッション
などを行います。
□対象：高校生
□時期：12月（予定）

	 	 	 	 		平成25年度グローバル人材支援事業のご紹介　※事業の参加費は全て無料です。
　今年度実施する「グローバル人材支援事業（かながわ国際ファンクラブ関連事業）」をご紹介します（本ページ～
５ページまで）。詳しい内容は、お気軽にお問い合せください。ポータルサイト・Facebookでも随時情報を発信しま
す（ポータルサイト・Facebookについては５ページをご覧ください）。
　世界からかながわへ、かながわから世界へ。様々な事業を通じ、将来にわたってグローバルな活躍を目指す内外の
若い世代を応援していきます。

グローバルな活躍をめざす
神奈川の若い世代・学生の
ための事業
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ファンクラブ交流会（昨年度の様子） サポート・ファミリー事業　顔合わせ交流会（昨年度の様子） 国際理解講座（今年6月実施、県立伊志田高校）

　「かながわ国際ファンクラブ」は、留学生など、神奈川に親しみを持つ外国人
の方々や、その方々を支える人たちの集まりです。
　神奈川の魅力的な情報を発信・交換し、人と人との交流を進めます。

《会員》　
　神奈川で学ぶ留学生、「神奈川が好き」という神奈川に親近感を持つ方など、
神奈川にゆかりのある外国人の方なら、どなたでも入会できます。
《サポート会員》
　留学生等の外国人を支援する方、KANAFANの趣旨に賛同いただける個人・
団体の方は、どなたでも入会できます。サポート会員の皆様には、ファンクラブ
会員向けの交流イベント等へのご参加、協賛品の提供、サポート・ファミリーと
しての受入れなど、ご支援をお願いいたします。
《会員登録すると》
　グローバル人材支援事業各種イベントにご参加いただけるほか、留学生・グロ
ーバル人材支援情報、神奈川の観光情報、県の政策などの情報を掲載したメール
マガジン[KANAFAN通信]をお届けします（月１回配信）。

《会員登録の方法》
　ポータルサイト（※）の登録フ
ォームから、またはKANAFAN 
STATIONや関連イベント会場でお申
し込みください（※詳細はP５）。
《KANAFANについての問合せ》
神奈川県くらし県民部国際課
TEL：045−210−3755
E-MAIL：kanafan@pref.kanagawa.jp

かながわ国際ファンクラブ（KANAFAN）のご案内

留学生など外国人の方々と
サポートするかながわの
方々のための事業
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	 	 	 	 		平成25年度グローバル人材支援事業のご紹介　※事業の参加費は全て無料です。

KANAFANサポート会員のご紹介　―　留学生支援等を行う会員団体をご紹介します　―

●国際理解講座（学校訪問）
　留学生を講師として県内の学校に派
遣します。講座を通じて次世代を担う
子どもたち・生徒たちが、「人」と出
会うことで海外に対する心理的な距離
を縮め、意欲や関心を育てるきっかけ
を作ります。
□対象：県内小・中学校、高等学校
□時期：6月～2月
●留学応援セミナー
　留学に関心のある高校生、大学生な
どを対象に、留学支援の制度、留学に
関わる各国事情などの情報を提供し、
かながわから海外へ羽ばたくきっかけ
となるセミナーを開催します。専門家
の講演、留学経験者の生の声をお届け
します。
□対象：高校生・大学生
□時期：11月（予定）
※その他、KANAFAN STATIONを会場として、

留学生と高校生・大学生世代のための「インター
ナショナル・カフェ」も実施します。P4（次頁）
をごらんください。

ポータルサイト（Ｐ５）から、
またはこちらへどうぞお気軽に！

（公財）かながわ国際交流財団
グローバル人材支援担当
TEL：045−620−0011
E-MAIL：ryugakusei@k-i-a.or.jp

１と２の事業についての問合せ

■一般社団法人神奈川県経営者協会
　外国人留学生に日本の企業経営の仕
組みやノウハウについて、就労体験を
通じて学んでもらうことを目的に、
2006年から「留学生インターンシッ
プ」を実施（夏休み期間に約30名、受
入企業10数社）。留学生、企業から高
い評価を得ています。
http://www.kana-keikyo.jp

■NPO法人留学生と語り合う会（RKK)
　日本語学習支援を中心に活動を開始
し、2009年にNPO法人化。外国人留
学生への日本語学習支援、工場・社
会見学、文化紹介・交流などを実施。
会員・留学生登録会員共に100名を超

え、様々な関係者をつないで留学生支
援に尽力されています。
http://homepage3.nifty.com/rkk

■NPO法人留学生職業能力開発センター（CDC）
　就職活動に困難を抱える留学生のた
めに、個別の大学を超えた支援を行お
うと2003年に発足、2006年にNPO法
人化。日本語講座、就職支援講座、企
業との橋渡しなど、きめ細やかな支援
で数多くの留学生、留学生OB/OGの
信頼を集めています。
http://www.cdc-japan.or.jp/

■神奈川SGGクラブ（神奈川善意通訳者の会）
　KSGG（略称）は1989年に結成、留
学生など国内外の外国人を対象にガイ
ド、日本文化の紹介、日本語支援を行
っています（現在会員数219名）。
http://www.ksgg.org
（公式Facebookページ有り）

■そのほか、KANAFANでは（公
財）神奈川芸術文化財団、神奈川フィ
ルハーモニー管弦楽団などのサポート
会員の皆さまから、会員向けにコンサ
ートチケットなどのプレゼントを提供
していただいています。ポータルサイ
ト・Facebook（P５）をチェックして
みてください。

　日本で学ぶ外国人留学生の卒業後の進路として、半数以上が「日本での就
職」を希望しているといいます（2011年度日本学生支援機構「私費外国
人留学生実態調査」）。一方で、留学生の就職活動には困難も多く、就職活
動のノウハウや日本企業についての情報提供など、様々な支援が求められて
います。「働きたい」事業では、県内企業と、留学生及び海外に留学した日
本人学生等のグローバル人材の就職活動を支援します。

●KANAGAWA CAREER EXPO （KCE）
　グローバル人材を採用している企業
を集めた合同会社説明会です。県内の
優良企業が集まり、企業の担当者と直
接話すことができる貴重な機会になり
ます。留学生対象のセミナーのほか、
海外留学経験者の日本人学生等のため
の「留学フォローアップセミナー」を
併せて行います。
□対象：外国人留学生、海外留学を経

験した日本人学生等
□時期：2014年２月19日（水）
□場所：新都市ホール（横浜駅東口）

●企業見学会
　グローバル人材を求める県内の企業
を訪問します。２日間、各日２～３社
をバスで回り、就職を目指す留学生
が、直接企業の担当者と話し、現場を
肌で感じることができます。就職活動
の仲間作りにも役立つ事業です。
□対象：外国人留学生
□時期：９月19日（木）、26日（木）
※KANAFAN STATIONを会場にした「就職支

援セミナー」も行います。P４（次頁）をご覧
ください。

Kanagawa Career Expo （昨年度の様子）

　　留学生・グローバル学生の
　　　働きたい！を応援します

3

３の事業についての問合せ
ポータルサイト（P５）から、
またはこちらへどうぞお気軽に！
KCE事務局
（日総工産（株）・日総ブレイン（株））

TEL：045−470−4380
E-MAIL：global@nsbrain.jp
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　☆	KANAFAN	STATIONをご利用ください	☆
（かながわ国際ファンクラブステーション）

留学生など外国人の方々の相互交流、
　グローバル人材として活躍を目指す
　　かながわの若い世代の方、
　　　留学生支援、国際交流・協力、
　　　　語学交流やボランティア活動
　　　　　など…
セミナー・交流会にも…
　どうぞご利用ください！

受

付

事
務
室

入　　口

ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド

多目的利用
スペース

インフォメーション・
相談スペース

複数グループ利用時は
パーティション利用可

ちらし・資料がラックと
書棚に配架　※閲覧用パソコンもあります

神奈川県立国際言語文化アカデミア主催事業

■日本語ヘルプデスク
　  ～留学生のための日本語学習相談～
　日本語の学習や、日本語での困りごと
相談に専門家が対応します（予約不要）。
9月4日・10月2日・11月6日・
12月4日・2月5日・3月5日（水）
9:00～11:00
■問合せ：TEL045-896-1091

☆打合せや語学学習等を行うフリースペースとして、セミナーや交流会の会
場として、無料で利用できます。

☆留学生・グローバル人材（※）だけでなく、国際交流・協力・多文化共生
に関わる非営利の活動に、ぜひご利用ください！

☆着席の状態で最大30名程度で利用が可能です。
☆７名以上での利用の場合、２か月前から事前予約ができます。
☆貸切はできませんが、スペースを仕切るパーティションが使えます。
（※将来グローバル社会の中で活躍を目指す高校生・大学生などの世代の方）

多目的利用スペース

■インターナショナル・カフェ
　海外からの留学生とかながわの高
校生・大学生など若い世代が気軽に
交流できるイベントです。
　原則毎月第２土曜日14:00から
開催。テーマとなった国を中心に、
複数の留学生が参加。日本語で話す
回と英語で話す回があります。
8月10日（土）（中国・日本語）
9月14日（土）（フィリピン・英語）
10月以降：ヨーロッパ・中東など
■就職支援セミナー
　自己PRや面接対策、ビジネス英語
など、就職活動に役立つセミナーを
月１回開催し、留学生・グローバル
学生の就職活動をサポートします。
必要に応じて個人相談にも対応。企
業選択、日本の企業文化などについ
てもアドバイスします。
・やさしいビジネス英語セミナー
　8月28日・9月11日（水）
　17:30～19:00
・就職支援セミナー
　10月２日・16日・11月20日・
　12月18日・1月15日（水）
　18:00～19:30

KANAFAN STATIONで
開催するイベント 参加費無料です

☆海外からの留学生の就職・生活等に役立つ
情報、日本からの留学や国際関連セミナー
などに関する情報、留学生支援団体・神奈
川県内の大学の情報等を提供します。各種
講座のチラシなども配布しています。

☆海外からの留学生等の生活に関する相談・
住まいに関する相談などをお受けします。

インフォメーション・相談スペースインフォメーション・相談スペース
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　☆	KANAFAN	STATIONをご利用ください	☆ 横浜駅から徒歩５分！
かながわ県民センター２階です

●利用時間
火曜日～金曜日　9：00～20：00
土曜日／日曜日　9：00～18：00
※月曜日と、県民センター休館日

はお休みです。

●連絡先・問合せ
KANAFAN STATION事務室
電話：070−5071−7484（直通）
　　　045−312−1121
　　　（内線2226,2227）
住所：神奈川県横浜市神奈川区
　　　鶴屋町２−24−２
　　　かながわ県民センター２階

　常時２名のスタッフが対応して
います。 お気軽に声をかけてくだ
さい！

JR/ 私鉄　横浜駅西口・きた西口を
出て、徒歩５分です。

KANAFAN STATION
へのアクセス

インターナショナル・カフェ（月１回実施）のひとこま

かながわ国際ファンクラブ
ポータルサイトをリニューアルしました

財団本部
第１安田ビル

西口
北口

相鉄
ジョイナス

髙島屋

シェラトン
ホテル

岡田屋
モアーズ

ヨドバシ
カメラ

かながわ県民センター

　７月１日、「かながわ国際ファンクラブ」のポータルサイトがリニューア
ルされました。より親しみやすいデザインで、各種イベントなど役立つ情報
をご紹介していきます。

ポータルサイト・Facebook　ＵＲＬ
ポータルサイト　http://kanafan.jp
Facebook     https://www.facebook.com/station.kanafan     

　ポータルサイトのリニューアルに合
わせて、Facebookを開設しました。
　イベントのお知らせ・報告や、会
員・サポート会員からの情報など、随
時アップしていきます。会員・サポー
ト会員同士の交流にもぜひお役立てく
ださい！
　Facebookのアカウントをお持ちで
ない方も自由にアクセスができます。
　アカウントをお持ちの方は、ぜひ
「いいね！」ボタンを
クリックして最新の情報
をチェックしてください。

Facebookを開設しました

さい！

LIKE!
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　2013年7月21日（日）、財団本部において「外国人コ
ミュニティとの意見交換会」を開催しました。
　自己紹介をした後、昨年度に実施した意見交換会で
出された意見を受けて、日本語の学習に取り組むとき
の課題や工夫していることなどを話し合いました。ま
た、外国人住民が災害に備えるために知っておきたい
ことや、どのような工夫をすれば防災情報が外国人住
民に伝わりやすくなるか意見を交換しました。
　その他、会で取り上げるとよいテーマや、会の形態
についても意見を交換しました。参考にして次回以降
も充実した内容で開催できればと考えています。
※ここでの「コミュニティ」には、組織形態が整っている団体のほか、

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 を 通 じ て 知 り 合 っ た 人 々 な ど の ゆ る や か な ネ ッ ト
ワークも含みます。

　2013年6月15日（土）、浜松市内の小学校で国際教室
を長年担当し、現在、大学院で小児発達学を研究して
いる近

こん
田
だ

由紀子さんを講師に、学習会を行い、32名の参
加がありました。
　家庭の言語環境、成育歴、学校への適応状況等が子
どもの学習に影響すること、学習効果がでるまでには
長い年月が必要な場合があること、子どもの良いとこ
ろを見つけ伸ばしていくことが力になる等、実際の支
援例の紹介を通じて子どもを支える環境づくりのヒン
トを得ることができました。
　後半のグループワークでは、学校内外の連携や、学
習効果の高い教材に関する情報、公的な支援の枠組み
等について活発に意見交換を行いました。

学習会『外国につながる子どもを支える環境づくり
～多角的な子ども理解と支援のために～』開催報告

湘南国際村の研究機関と連携して
「アカデミア」を開催しました

「外国人コミュニティとの意見交換会」を開催しました

当日の活気を動画で「21世紀かながわ円卓会議」

　昨年12月15・16日（土・日）に開催した、21世紀か
ながわ円卓会議「地域力を鍛える～“分かち合い”で
築 く か な が わ の 未 来 ～ 」 の 当 日 の 様 子 を 動 画 サ イ ト
youtubeに掲載しました。
　基調講演者の建築家・伊東豊雄さんをはじめ、実務
家、研究者、ジャーナリストなど多分野の有識者が1日
半にわたり、地域資源を活かしたコミュニティづくり
のために求められる地域力とは何か、さまざまな視点
からディスカッションを展開しています。
　県内の活動団体として、ぐるーぷ藤、鎌倉に震災銭
湯をつくる会、鎌倉てらこや、コトラボも紹介してい
ます。司会は東京大学名誉教授・神野直彦さんです。
ご覧になりたい方は「地域力を鍛える　youtube」で検
索してください。

　湘南国際村の知的資源を発信する「湘南国際村アカ
デミア」。今回は、総合研究大学院大学との共催で、
同大学教授で高エネルギー加速器研究機構素粒子原子
核研究所教授の岩崎博行さんをお招きして「ヒッグス
粒子の発見」と題したカフェスタイルの講演会を開催
しました（7月6日（土）、場所：湘南国際村センター、
参加者数：44名）。
　素粒子に質量を与えるといわれ、約半世紀前に存在
が 提 唱 さ れ た に も か か わ ら ず 未 発 見 だ っ た 「 神 の 粒
子」ヒッグス粒子が昨年ついに発見。ヒッグス粒子や
その発見に至った大型加速器とはどのようなものなの
かをお話ししていただきました。いまだ謎の多い素粒
子の世界に知的好奇心をかき立てられるひとときとな
りました。
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ポルトガル語版

㊙児童調査票 
Questionário da criança 

１ 児童氏名（ふりがな） 男 ・ 女

   Nome da criança ・

２ 住所
Endereço  

国籍
Nacionalidade

生年月日 年 月 日
Data de nasc.     Ano     Mês    Dia 

自宅電話
Tel. residencial （ ）

３ お子さんを家では何と呼んでいますか？
Como a criança é chamada em casa? 

４ 同居している家族の中で、日本語で会話できる人がいますか？会話できる人をすべてチェックしてください。
   Dentre as pessoas que moram junto,assinale quantos conseguem se comunicar no idioma japonês. 

□父 □母 □祖父母 □兄弟 □叔父叔母 □その他 （ ） □いない
                    Pai   Mãe  Avós    Irmãos   Tios       Outros             Não há 
５ 同居している家族の中で、日本語のお便りが読める人がいますか？読める人をすべてチェックしてください。

Dentre as pessoas que moram junto, assinale quantos conseguem ler o informativo escolar.
□父 □母 □祖父母 □兄弟 □叔父叔母 □その他 （ ） □いない

Pai   Mãe  Avós    Irmãos   Tios       Outros             Não há
６ 出生地 □日本 □その他の国（ ）
Local nasc.   Japão   Outro País

７ 来日時期 年 月 日
Chegada ao Japão     Ano    Mês    Dia 

８ お子さんは自宅で何語を話していますか？話している言葉をすべてチェックしてください。
   Qual o idioma utilizado em casa? Assinale todos os idiomas. 

母語（ 語）

Língua 

日本語

Japonês

その他の言葉（何語か書いて下さい）

父親とは
Com o pai 
母親とは

Com a mãe 
兄弟とは

Com irmãos 
その他とは
Com outros 

９ アレルギーはありますか？ある場合は、あてはまるものをすべてチェックしてください。
   Tem alergias? Assinale as que tiver. 

アレルギー疾患 □アトピー性皮膚炎 □アレルギー性鼻炎 □じんましん □ぜんそく
  Doenças alérgicas   Dermatite Atópica    Rinite Alérgica      Urticária     Asma 

□薬 （名前： ） □その他（ ）
Remédio  Nome                              Outros

食べ物 □卵 □小麦 □そば □落花生 □牛乳 □えび □かに □その他 （ ）
Alimentar   Ovo  Trigo  T. Sarraceno  Amendoim  Leite  Camarão  Caranguejo  Outros 

１０ 保険証 国民保険 ・ 社会保険 ・ 共済保険 ・ その他
    Seguros   Kokumin Hoken   Shakai Hoken    Kyosai Hoken    Outros 
１１ 保険者名称
Nome do assegurado 

１２ 保険者番号
Número do assegurado 

※地図は裏面へ Mapa no verso)

ラオス語版

年 月

ພິມອອກເດື ອນ 3 ປີ  2013

公益財団法人かながわ国際交流財団

（文部科学省作成版を参考に作成）
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就 学 ガ イ ド ブ ッ ク

ປຶ ້ ມແນະນ າການເຂົ ້ າຮຽນໜັງສື  
日本の学校への入学手続き

ການຍື່ ນຄ າຮ້ອງເຂົ ້ າໂຮງຮຽນຍີ່ ປ ່ ນ
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タガログ語版

㊙児童調査票
１ 児童氏名（ふりがな） 男 ・ 女

・

２ 住所

国籍

生年月日 年 月 日 自宅電話
（ ）

３ お子さんを家では何と呼んでいますか？

４ 同居している家族の中で、日本語で会話できる人がいますか？会話できる人をすべてチェックしてください。

□父 □母 □祖父母 □兄弟 □叔父叔母 □その他 （ ） □いない

（ ）

５ 同居している家族の中で、日本語のお便りが読める人がいますか？読める人をすべてチェックしてください。

□父 □母 □祖父母 □兄弟 □叔父叔母 □その他 （ ） □いない

（ ）

６ 出生地 □日本 □その他の国（ ） ７ 来日時期
年 月 日

８ お子さんは自宅で何語を話していますか？話している言葉をすべてチェックしてください。

母語（ 語） 日本語 その他の言葉（何語か書いて下さい）

父親とは

母親とは

兄弟とは

その他とは

９ アレルギーはありますか？ある場合は、あてはまるものをすべてチェックしてください。

アレルギー疾患 □アトピー性皮膚炎 □アレルギー性鼻炎 □じんましん

□ぜんそく □薬 （名前： ） □その他（ ）

食べ物 □卵 □小麦 □そば □落花生 □牛乳 □えび □かに □その他 （ ）

１０ 保険証 国民保険 ・ 社会保険 ・ 共済保険 ・ その他

１１保険者名称 １２ 保険者番号

※地図は裏面へ

目 次

1. ການສຶ ກສາຂອງປະເທດຍີ່ ປ ່ ນ                       ４

2. ການຍື່ ນຄ າຮ້ອງເຂົ ້ າຮຽນໜັງສື                  

3. ຊີ ວິ ດປະຈ າວັນຢ ່ ໃນໂຮງຮຽນ                            

4. ການປຶ ກສາກ່ຽວກັບການຮຽນ                          
 

ສາຣະບານ 

１．我が国の学校教育について ３

２．就学手続きについて １３

３．学校生活について １９

４．教育相談について ３１

　外国人住民の暮らしに役立つ情報、支援者に役立つ
情報、多文化共生に関する情報、交流に役立つ情報な
どをまとめたポータルサイト（ホームページ）「かな
がわ・こみゅにてぃ・ねっとわーく・さいと」を作り
ました。県内の外国人コミュニティの情報も見ること
ができます。多言語情報メール配信サービス「INFO 
KANAGAWA」とも連動しています。
　これからさらに多くの情報をこのホームページから
発信し、内容を充実させていきます。情報の入り口と
してぜひブックマークに登録してください。

http://www.k-i-a.or.jp/kcns

　外国人住民の暮らしに役立つ情報をまとめ多言語
化して冊子を作りました。医療、教育、労働、相談
窓口、住まいに関する情報などをひとつの冊子にまと
め、ベトナム語、カンボジア語、ラオス語を含む全11
言語で作成しました。
　『かながわ多言語生活ガイド』は、「かながわ・こ
みゅにてぃ・ねっとわーく・さいと」から見たり印刷
したりもできます。日本語を母語としない方にぜひお
知らせください。冊子もあります。入手方法について
はお問い合わせください。
http://www.k-i-a.or.jp/kcns/news/896

　外国につながる子どもが保育園等に入園するとき、
園側が子どもの普段の生活や家庭での言語環境などを
把握し、子どもたちに効果的な働きかけができるよう
「児童調査票」を多言語化しました。家庭と連携・協
力して子どもを支えるためのツールです。外国人住民
が保育園等に子どもの状況を知らせたいときにも使え
ます。
　ベトナム語、カンボジア語、ラオス語を含む10言語
で作成されており、「かながわ・こみゅにてぃ・ねっ
とわーく・さいと」からダウンロードできます。
http://www.k-i-a.or.jp/kcns/tool

　日本の学校制度には外国人住民の出身国と異なるこ
とがたくさんあります。そこで役立つのが、外国につ
ながる子どものために学校制度を案内しているガイド
ブックです。詳細版（9言語）と概要版（20言語）の2
種類があります。
　文部科学省、千葉県教育委員会と当財団が制作して
います。当財団は、翻訳情報が少ないカンボジア語版
とラオス語版（詳細版のみ）の制作を行いました。
「かながわ・こみゅにてぃ・ねっとわーく・さいと」
にはそれら全ての情報がまとめられています。
http://www.k-i-a.or.jp/kcns/edu

暮らしに役立つ情報を多言語で
「かながわ多言語生活ガイド」

外国人住民の暮らしを支えるポータルサイト
「かながわ・こみゅにてぃ・ねっとわーく・さいと」

保育園や幼稚園でご活用ください
多言語の「児童調査票」を作りました

多文化共生の基盤整備に役立つポータルサイト「かながわ・こみゅにてぃ・ねっとわー
く・さいと」を作りました。こちらのページに掲載している情報は全て手に入れるこ
とができます。

外国につながる子どもたちの成長や学びを支えるためのツールとガイドブックの情報
です。「かながわ・こみゅにてぃ・ねっとわーく・さいと」を通じて簡単に見たり印
刷したりすることができます。ご活用ください。

外国につながる子どものために日本の学校制度をご案内
多言語の「就学ガイドブック」の紹介
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　本紙は、NGO/NPOをはじめ、図書館、公
民館、パスポートセンター、高等学校、市町村
の国際担当部署、教育委員会、区役所、県庁、
財団賛助会員の皆様などに配布しています。
（発行部数：5,000部）
　広告の掲載に関する案内は次のホームページ
をご覧いただくか、お電話でお問い合わせくだ
さい。http://www.k-i-a.or.jp/ad
TEL: 045-620-0011

広告を掲載しませんか？

　地球のすべての人が、国境や人種、文化
の違いをこえて、いきいきと心豊かに暮ら
せる社会の実現のため、次の4つを柱とし
て、多文化共生・NGO協働推進センター
（横浜市神奈川区）を本部に、県内各地で
様々な事業を展開しています。
1　多文化共生の地域社会かながわづくり
2　県民・NGO等との連携・協働による
　　国際活動の促進
3　国際性豊かな人材の育成
4　学術・文化交流の促進

かながわ国際交流財団
（略称ＫＩＦ）は…

湘南国際村学術研究センター

多文化共生・NGO協働推進センター（財団本部）

財団本部
第１安田ビル

県民
センター

西口

ニュースレター『KIF NEWS』　第34号

発　行／公益財団法人かながわ国際交流財団
［財　　団　　本　　部］〒221-0835　横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第一安田ビル４階　TEL：045-620-0011　FAX：045-620-0025　http://www.k-i-a.or.jp/　E-mail:tabunka@k-i-a.or.jp

［湘南国際村学術研究センター］〒240-0198　三浦郡葉山町上山口1560-39 湘南国際村センター内　TEL：046-855-1820～1822　FAX：046-858-1210

印刷・DTP／有限会社　青史堂印刷

＊情報紙に掲載されているイベントへのお申し込みの際にお知らせいただいた
　個人情報は、イベント受付以外の目的には使用いたしません。

賛助会員募集のご案内
　当財団の活動を支援してくださる賛助会員を募集しています。多文化共生の地域社会かながわ
づくりなど、幅広い活動を行っている当財団をぜひご支援ください。

●会員の皆様へのサービス
・本紙を定期的にお送りします
・当財団の出版物を割引価格でご購入いただけます
・提携しているエスニック・レストランの優待サービス　等

●会費
①学生会員 1,500 円以上　②一般会員 3,000 円以上　③団体会員 10,000 円以上

●申込み・問合せ
ホームページからお申し込みいただくか、財団にお電話ください。
URL: http://www.k-i-a.or.jp/member
TEL: 045-620-0011

　当財団では、中期的な重点目標に据えた「持続可能な多文化共生の地域社会かながわの
基盤づくり」の取組みを着実に進めるため、寄付者の皆様に次の4つの事業から使途を指
定して頂ける寄付制度を設けております。ご厚意を賜りますよう、よろしくお願い申し上
げます。

①　多文化共生の地域社会かながわづくり
②　県民・ＮＧＯ等との連携・協働による国際活動の促進
③　国際性豊かな人材の育成
④　学術・文化交流を通じた地域からの将来像の提案

振込先（郵便振替）：00280－4－49894
公益財団法人かながわ国際交流財団
銀行振込をご希望の方はお問い合わせください。
TEL：045-620-0011

当財団への寄付は税制上の優遇措置が受けられます（法人税、所得税、住民税（横浜市））。
　当財団は、2012年4月1日に公益財団法人へ移行しました。それに伴い、寄付には税制上
の優遇措置が受けられます。詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
○タックスアンサーNo.1150　一定の寄付金を支払ったとき（寄付金控除）
　http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
○タックスアンサーNo.5283　特定公益増進法人に対する寄付金

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm
例えば、当財団に年間合計で3万円を寄付された場合、11,200円の税額控除を受けること
ができます（税額控除・所得控除の2つの方式があります）。

かながわ国際交流財団へのご寄付のお願い

財団のホームページ
をご活用ください

　当財団の事業内容、本紙には掲載しきれない様々
なイベント・報告書発行の情報、県内の多文化共生・
ＮＧＯ支援などに関わる情報をホームページを通
じて発信しています。
URL: http://www.k-i-a.or.jp
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