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千葉県開催のオリンピック競技・サーフィン（P.２）シンシナティ大学　ホームステイ（P.５）

Photo：NSA



p.2  千葉県国際交流センターCCB-IC July 2019 No.98

試合の進め方とジャッジ
多くの大会では、４人ずつ海に待機し、制限時間の間に
選手１人につき８～12本の波に乗り、技の力強さ、
スピードなどを競います。基本的に１つの同じ方向の
波に対しては１人がライディングをするのが原則です。
ジャッジが採点するのは選手の体の動きと、ボードその
ものの動きです。難易度が高く、スタイル、流れ、優雅
さを伴うライディングをしたサーファーが高得点を獲得
します。ジャッジは加点式で、数人で審議が進められま
すが、主観による要素も多いため、結果に大きく影響
する一番高いスコアと低いスコアがカットされます。
それ以外のスコアを「中立点」と考え、その平均点で
勝敗を決めます。

ここがPOINT！「プライオリティルール（優先権）」
サーフィンが他の競技と一線を画す大きな点は、「波」
という自然の中でフェアーに勝敗を決めなければなら
ない難しさ。通常のサーフィンの試合では波の奥側を
確保した選手に波に乗る権利が与えられますが、国際
大会では、選手のポジションに関係なく順番に波に乗る
優先権を与えようというプライオリティルールが適応
されます。優先権を手に入れた選手は、自分の好きな
波を、好きな場所からライディングできることになり
ます。「優先権」は、選手たちが公平に波に乗ることが
できるように定められている、極めて重要なルール
です。

2020東京オリンピック・パラリンピック都市ボランティア面接開始

１年を通じて安定した波のある一宮町・釣ケ崎海岸は、通称「サーフィン

道場」とも呼ばれ、世界的に広く知られています。多くのサーファーたちに

とって、釣ヶ崎海岸でサーフィンをすることは、憧れや目標でもある、

まさに「サーファーの聖地」。このサーフポイントは、2020年東京オリン

ピックのサーフィンの競技会場にも選ばれており、世界トップレベルの

選手たちにも練習拠点として利用されています。今回は一般社団法人

日本サーフィン連盟の清水広報委員長に、競技についてお話を伺いました。

千葉県開催のオリンピック競技　サーフィン

サーフィンのルール

クリーンデーに参加して、選手と交流してみよう！
サーフィンの楽しさはなんといっても自然と一体となって波に乗る醍醐味。海の
自然の美しさも発見するようになり、陸上で生活しているだけでは、絶対に
体験できない素晴らしいものです。千葉県の皆さんにはぜひ、ビーチに足を
運んでいただき、サーフィンを身近に感じてほしいと思います。サーフィンを
好きになると、海に接する時間が増えます。同時に海の汚染が進んでいること
にも残念ながら気づいてしまうのです。日本サーフィン連盟千葉東支部では、
定期的にビーチクリーンを実施しています。一宮町に移住する世界トップクラス
の選手たちと一緒に、東京2020に向けて海を綺麗にする活動を共にしませんか？　スケジュールは追って、
千葉県国際交流センターよりお知らせします。皆さんのご参加をお待ちしています！

最強日本代表　波乗りジャパンの今
一般社団法人日本サーフィン連盟では、全国70支部の予選を勝ち抜いた選手たちが競う、
全日本サーフィン選手権大会や国際大会への選手派遣を行っています。世界ではアメ
リカ、オーストラリア、ブラジルが強豪国とされていますが、現在厳しい審査をクリアー
した約80名の強化指定選手が選出され、その中でも世界大会でメダルを獲得できる可能性
のある「A指定」の精鋭たちは、男女合わせて10名以上。９月７日～宮崎などで開催
される国際大会、2020年度のオリンピック前哨戦の世界大会の成績により、代表が決定
します。東京2020では、若き最強波乗りジャパンたちの熱い戦いが見逃せません。

東京2020オリンピック・パラリンピックにおいて、県内各エリアで活躍する「都市ボラン
ティア（City　Cast）」の選考が始まりました。６月下旬には「成田空港エリア」、「成田
市内エリア」の都市ボランティアの合同オリエンテーション・面接が行われ、和やかな
雰囲気の中、オリンピックに向けた意気込みが語られました。来年の夏、ボランティアの
皆さんが笑顔で、国内外の来訪者を温かく迎えられる様子が期待されます。
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TEL：043-297-2966

千葉県外国人相談　７月１日より13か国語で対応

在住外国人の相談窓口から～渉外戸籍２～

出　生

前回に続き外国人相談に寄せられる「渉外戸籍」についてご紹介します。

＊「渉外戸籍」とは市町村で行う手続きのうち外国に関わりのあるものの総称です。

日本で生まれた日本人の子供は、役所に出生届を出せばそれで完了しますが、日本で
生まれた外国人の子供は、三段階の手続きが必要になります。どれを失念しても、
やっかいなことになります。

まず、日本の役所に日本の出生届を出します。日本は（出生地主義でなく）血統主義
ですので、たとえ日本で生まれても、片方の親が日本人でない限り日本国籍にはならず、
戸籍に名前が載ることもありません（そもそも外国人には戸籍がないのですから）。
それに代わる正式な出生の記録を残すには親の出身国への出生届が必要です。在日公館に
第二番目の出生届を出します。
生まれた子供が日本国籍でないならば、親と同様、在留資格が必要です。入管に在留
資格取得の申請をするのが第三番目の手続きで、これらを経てようやく安泰な人生の
第一歩が始まります。

帰　化
日本滞在が長くなり、日本生まれ日本育ちの子供が成人して
母国に戻ることがほとんど非現実的になると、「帰化」して
日本国籍取得を考える方が増えるようです。

「帰化」は様々な条件と膨大な書類の提出を求められることに加えて、出身国の
国籍を放棄することが求められます。その点で「永住」と大きく異なります
（「永住」は在留資格のひとつで出身国の国籍を維持したまま期限なく日本に居住
することが認められます）。
「永住」と「帰化」の違いを伝えると一瞬躊躇して思い直す方もいました。世界には
二重国籍を認めている国があるので、国籍を放棄することは予想外だったので
しょう。重大な決断を要する選択といえます。

認　知
婚姻していない父母の間に生まれ、日本人の父親が認知すると、20歳未満の子供であれば
日本国籍を取得することができます。平成21年にこの改正法が施行されると、認知を
求めて国内外から母子が列挙して名乗りを上げたものでした。

文字通り「父を求めて三千里」。なんとか居住地を突き止めて認知して
もらえた人。居住地に父は住んでいなかった人。父はすでに他界していた
人。子供の国籍が日本になると、養育義務を負う母親にも相応な在留資格が
付与されます。母子の運命が大きく変わります。

養子縁組
「ほんとうに良い外国人青年なので、ぜひ養子にして
日本で暮らせるようにしてやりたい」との相談があり
ますが、大きな誤解です。

養子縁組の手続きは夫々の国の要件を満たせばできますが、養子になっても
日本国籍を取得することはもとより、日本に住む在留資格を取得することも
できません。呼寄せることが無理と分かると養子縁組そのものをあきらめる方もいました。
例外は６歳未満の特別養子縁組です。「日本人の配偶者等」の在留資格を付与されて養父母と一緒に日本に暮らす
ことができます。

外国人相談が拡充され、７月１日からは、13か国語での対応が可能になりました。
各種手続き、教育、在留資格、その他生活の上でお困りのことなどがありましたら、
お気軽にご相談ください。
　対応言語：日本語、英語、中国語、韓国語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、
　　　　　　ロシア語、ヒンディー語、インドネシア語、スペイン語、ポルトガル語
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JICA東京と共催で、国際理解講座及びJICA教師海外研修授業実践報告会の２部構成
で国際理解セミナーを行いました。第１部では、国境なき医師団より看護師の菊地
紘子氏に、「小さな命を救うために～国境なき医師団の看護師としてできること」
をテーマとして、中央アフリカやハイチでの活動について講演していただきました。
途上国での、十分ではない医療環境の現状やその中での国境なき医師団の活動に
ついての話に、参加者は心を打たれていました。
第２部では、ザンビア及びベトナムの研修に参加した県内の公立学校の教師による
授業実践報告とパネルトークを行いました。現地の様子や帰国後の授業実践につい
ての詳細な説明があり、先生方の熱心さが伝わる報告会となりました。

◆国際理解セミナー（第１部 国際理解講座　第２部 JICA教師海外研修報告会）　３月21日

「外国人テレホン相談」において、中国語による相談で通訳として活動して頂いている８名の語学ボランティアの方々と、
研修を兼ねた連絡会議を開催しました。

◆中国語通訳ボランティア連絡会議　３月27日

千葉県内で外国人相談窓口を設けている12市町村の担当者と、民間で相談対応をしている団体による意見交換会を実施しま
した。意見交換に先立ち、「東京出入国在留管理局」審査管理部門の杉本首席審査官と安本統括審査官より、在留資格の
新制度及び、外国人材の受け入れ、共生のための施策等について、お話頂きました。

◆外国人相談担当者意見交換会　６月25日

５月19日に、神田外語大学にて「第15回幕チャリ」、「コミュニティ・オープン・
デイ」等と同時開催で実施しました。国際交流・国際協力に関わる全29団体がブー
ス出展し、日頃の活動紹介の他、世界各国の料理・雑貨やフェアトレード品の販売、
日本語＆英語によるアマチュア落語、着物の着付け体験、学生のプレゼンテーショ
ンなどを行いました。1,400名の来場者が多くのブースを回り、終始賑わっている様
子でした。
ちば出前講座ブースでは、オーストラリア、中国、アメリカ、台湾出身のちば出前講師
に子供も大人も楽しめるイベント型の講演をしていただきました。オーストラリアの
珍しい動物の説明をしながらのビンゴゲーム、中国語でのジャンケン、アメリカ
スタンダードのM&Mゲーム、台湾出身者が紹介する日本についてのプレゼンなど、
講師の特技や興味のある分野を生かしたパフォーマンスで、会場は小さなお子様連れ
のご家族、学生さん、地域に住む外国出身の方々などで大いに盛り上がりました。
これから外国出身の方々がどんどん増えていく時代。来場者の皆さんの笑顔や、
「よろしくお願いしますって、中国語でなんていうのですか？」と質問をされるお子
さんの姿に次世代の多文化共生社会の理想が垣間見えたプログラムとなりました。

◆国際フェスタCHIBA　５月19日

千葉県国際交流センターでは、当財団のコンベンション担当であるMICE事業部と連携し、幕張メッセ等で開催される国際
会議を支援しています。今年度は、例年の日本地球惑星科学連合に加え、幕張で初めて開催される国際会議もあり、多くの
ボランティアの方がおもてなしの心をもって会議参加者に対応しました。
活動内容は、入場証の確認、会場案内、千葉インフォメーションデスクの他、日本庭園の案内、バスツアーの同行補助等、
得意の英語、中国語を駆使し、活躍しました。

ボランティア活動報告　【語学ボランティア　国際会議で　“おもてなし”】

千葉県国際交流センター　事 業 

５/16（木）
ISO/TC4転がり軸受け

専門委員会国際会議
英語３名
日本庭園「見浜園」を案内、
通訳

5/26（日）～ 30日（木）
日本地球惑星科学連合

2019大会
英語30名
入場証確認、会場案内

6/3（月）～ 7日（金）
International Conference on 
Nanotechnology for Renewable 
Materials (TAPPI Nano) 
英語・中国語22名
入場証確認、会場案内、
カンファレンスバスツアー
案内補助

6/28（金）～ 29（土）
18th International Congress of 
Pediatric Pulmonology（CIPP）
第18回国際小児呼吸器学会
英語３名
千葉インフォメーションデスク、
周辺の交通、観光、ショッピング
の場所案内等
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報 告 （平成31年3月～令和元年6月）
ボランティア活動を通じて　語学ボランティア　鷲見　吉彦
自分の経験と能力を活かそうと思い、定年後に語学ボランティアになりました。
最近では、５月14日、エルサルバドルのMs.Saraviaの船橋市観光案内所と同農業
センター訪問に同市職員と同行、地元品ブランディングや都市型農業の特性につき
スペイン語で説明、６月17日、18日、ジャカルタ市Pembangunan Jaya 中学生
34名の千葉市立蘇我中学校での交流授業に参加、歓迎挨拶通訳、書道授業での
用具や文字の説明をインドネシア語で行いました。自分の通訳で日本への理解や
共感が深まるのを見るのは大きな喜びです。

東京2020パラリンピック大会において幕張メッセで開催される競技の１つであるシッティ
ングバレーボールの国際大会が初めて千葉市内で開催され、当センター語学ボランティア
の皆さん11名の方が「応援ボランティア」として駆けつけてくださいました。観戦を通じ
て私共スタッフとボランティアの皆さんとのコミュニケーションを図りながら、スポーツ
観戦の楽しさを共有することができました。今後もボランティアの皆さんとの観戦の機会
を通じて、オリンピック・パラリンピックに向けての活動について皆さんと情報交換をし
ていきたいと思います。

◆シッティングバレーボールチャレンジマッチ2019　５月23日　観戦＠千葉ポートアリーナ

６月７日～９日まで成田ゴルフカントリー倶楽部で開催された、米国PGAゴルフツアーが無
事終了しました！当センターからも35名のボランティアさんが、練習場補助、マーシャル、
キャリーボード、スコアラー、アメリカゴルフチャンネルのカメラキャリードライバーや、中継
補助まで多岐にわたる業務で大活躍していただきました。最後はPGAお決まりの18ホール
での表彰式も行われ、主催者からは、ボランティアがあっての大会成功であったという暖か
いメッセージが送られ、ボランティア活動に対する尊敬の気持ちを示す主催者側の運営が、
大きなモチベーションを与えてくださいました。改めまして活動された皆さん、お疲れ様で
した。ぜひこの経験を、他の人にも共有していただき、ボランティアの輪を広げていって頂きたいと思います。

◆MastercardJapan Championship 米国PGAシニアゴルフツアー
　6/4～6/6（練習） 6/7～6/9（大会）＠成田ゴルフ倶楽部

東京2020オリンピックの前哨戦として位置づけられているIAAF世界リレー2019横浜大会に
向けて、オランダ選手団が千葉総合運動場で事前キャンプを行い、６名のボランティアの方が
通訳として選手のサポートをしました。練習後に行われた日本文化体験会では、2名の語学
ボランティアの方が、通訳として活動しました。プロによる琴の演奏が行われた後、選手た
ちはサムライスーツに着替え写真撮影をしたり、琴の先生に弾きかたを教わるなど、ボラン
ティアさんや関係者とともに、リラックスした様子で日本文化に親しんでいました。

◆IAAF世界リレー2019横浜大会に向けたオランダ選手団　５月４日～８日
　事前キャンプ＠千葉県総合スポーツセンター　文化交流会＠カンデオホテルズ千葉

【語学ボランティア　×　スポーツ】

【ホストファミリーボランティア】シンシナティ大学サマープログラム　5月25～26日
千葉大学文学部では、米国・シンシナティ大学から短期留学生を受け入れ、サマープログ
ラムを実施しています。今回、貴法人のご協力を得て、13名の短期ホームステイが実現し
ました。集合場所は千葉大キャンパスで、日本人学生による、引き合わせや大学案内など
も行いました。実施後、留学生からは、歌舞伎を観に行った、畳の部屋を見られた、社会
問題について話し合い、知らなかった日本を学べた等々、嬉しい報告を聞きました。講義
も多かったプログラム中、一般家庭でのホームステイは意義深いものとなりました。心よ
り御礼申し上げます。（千葉大学文学部寄稿）

【日本語ボランティア】ベトナム人EPA看護師・介護福祉士候補の日本語研修　6月21日～7月16日
平成26年度から経済産業省より日本語研修事業を委託された機関からの依頼を受け、候補
者の日本語会話練習の補助として、今年度は約80名の日本語ボランティアが活動しまし
た。日本語ボランティアＴさんは、「どのベトナム人候補者も笑顔がキラキラしていて、
エネルギーをもらう。職場で日本語を使う際に、少しでも不安が安らぐようアドバイスで
きればと思っている」。また、日本語ボランティアSさんは、「日本との文化の違いや助詞
の使い方のサポートができればと思っている。毎年参加しているが、活気があって刺激に
なる」とのことでした。
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街
佐倉太鼓衆は佐倉市で最も歴史のある盆太鼓チーム「櫻太鼓」の選抜
メンバーによるアマチュアの創作和太鼓音楽集団です。印旛沼、佐倉牧、
佐倉惣五郎、雷電為右衛門など、ご当地佐倉や千葉県ならではの自然や文化、
人物などをモチーフとした数々のオリジナル演奏が特徴です。
和太鼓と篠笛、大正琴などをアンサンブルして生み出す独創的な和楽器
サウンドが評価され、2006年には千葉県より街角アーティストとして認定
され、県民の日イベントやちばアクアラインマラソンなど、千葉県の公式
行事にて数多く演奏披露させていただいてきています。
また国際交流イベントにも積極的に参加させて頂いており中国大連で行な
われた日中友好の集い（2000中国）、スリランカ交流の集い（2002 東京）、
イスタンブールで開催されたジャパン・ウィーク（2003トルコ）、APEC国
際会議レセプション（2004幕張）やアジア海洋映画祭（2006幕張）の他、
日中韓シンポジウム（2010東京）、WHO国際シンポジウム（2012佐倉）
など多くの機会を頂いてきました。今年は、ゴールボールジャパンメンズ
オープン（1月佐倉）、世界女子ソフトボールオランダチーム歓迎レセプ
ション（7月佐倉）などで演奏披露させていただきました。
また県内20カ所以上の夏祭りや秋祭りをお手伝いしている他、市内小学校の
音楽授業で邦楽授業を2015年より行なったり、日本太鼓連盟千葉県支部の
一員として成田太鼓祭にも15年間連続出演させていただいています。

そんなプロフィールも影響してか、2015年より始まった佐倉市草ぶえの丘太鼓まつりの幹事団体としてご指名を
受け、佐倉市及び近隣の文化、商業などの活性化の一助となればとの思いで微力ながらお手伝いさせていただいて
いる次第です。
来年は東京オリンピックの年でありますが、私達にとっては創立40周年の記念すべき節目の年でもあります。これ
まで私達に演奏の場という育つ機会を与えて下さった皆様への感謝を込めて、久しぶりのコンサートを実現したいと
いうのが現在一番大きな夢です。このコンサートを目標にした諸活動を通じて、40年育んできた音楽財産を引継ぐ
べき次世代の人材に育って欲しいと願っています。
　http://www.catv296.ne.jp/̃taikoshu/
　連絡先　Email: taikoshu2@catv296.ne.jp　　随時会員募集中です！！

佐倉太鼓衆 会長　杉本正夫

佐倉太鼓衆 検 索

時期（予定）

原則第１月曜日

8月

10月

10月

10月～11月

2月

11月～12月

事　業

外国人のための無料法律相談

インターンシップ受け入れ

国際理解セミナー

国際交流・協力等ネットワーク会議

コミュニティ通訳研修

災害時外国人サポーター養成講座

日本語ボランティア・スキルアップ講座

内　容

外国人の生活上の法的問題に弁護士、行政書士が対応（原則第1月曜　行政書士は9、11、3月）

県内大学の学生が当センターで業務を体験

ボランティア活動情報、イベント情報などを発信

民間国際交流団体や、市町村国際交流協会担当者による情報交換

在住外国人の生活支援に役立つ、基礎的事項を学ぶ講座

災害時に外国人をサポートする人材を育成する講座

学習サポーターとしてのスキル向上を図る講座

今後の行事予定

令和時代を迎え　千葉県国際交流センターを想う センター長　豊島　輝雄

令和の時代が始まりました。大化（645年）から始まる248代目、万葉集からの引用だそうです。その４月から、
入管法の改正により新たな在留資格「特定技能」が創設され、特定の分野で外国人を労働者として受け入れる
ことが可能となりました。「平成」の始まりにも、大きな入管法の改正があり、その中で、南米系日系人労働者
の受入れと定住化も進みました。元号は紀元前の中国が発祥です。日本の「大化」も前の「平成」も中国の
歴史書からの引用で、「大化の改新」以降導入された国家制度も、その後の都の平城（奈良）・平安（京都）京
も、中国・唐に倣ったものでした。制度も文化も国外をルーツとした方々からの智恵と力なくしてはなしえない
ものであって、元号の発足の時代は言わばまさしく多文化共生の社会そのものでした。外国人の受入れが広まる
ごとに、多言語による情報提供や相談窓口を設置する自治体も増えてきました。大化の時代から時代が変わる
たびに外国人の受入れも変化するなど、多文化共生という意識の広まりの下地が作られているような気がします。
令和の始まりを迎え、千葉県国際交流センター自体も「多文化共生社会」の担い手として改めてその期待の
大きさに身が引き締まる思いの今日この頃です。
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JICA千葉デスク Facebookページ　皆さんの「いいね！」をお待ちしています。
https://www.facebook.com/JicaChibaDesk

ＪＩＣＡ千葉デスクのページ

JICAが実施する「市民参加事業」には、日本のNGO／NPO等の団体の皆さまにご参加いただくことが
できる様々な事業があります。具体的には、NGO／NPO等の人材能力強化のための研修（PCM
セミナー）、国際協力に関心のある市民の皆様、法人・団体の皆様からの寄附金を、NGO／NPO等の
海外活動の支援に充てる事業（世界の人びとのためのJICA基金）、そして、NGO／NPO等の団体が
有する経験や技術を活かして自ら企画した開発途上国への協力活動を、JICAと 共同・協働で実施する
草の根技術協力事業です。

PCM（Project Cycle Management）手法は、開発プロジェクトの計画立案・実施・モニタリング・評価の
ための手法で、JICAをはじめ多くの開発援助機関で用いられています。JICAでは、全国各地で（主にJICA
国内拠点が会場）、このPCM手法の活用による国際協力事業の計画・立案の方法を学ぶコースと、モニタ
リング・評価の方法を学ぶコースを実施しています。定員に限りがありますが、受講料は無料です。

HP：https://www.jica.go.jp/partner/ngo_support/ngo_pcm/index.html#a04

みなさん、こんにちは！５月よりJICA千葉デスクに着任致しました安達夏美（あだち
なつみ）と申します。2019年１月までJICA海外協力隊として、モンゴルのウランバートル
市でテニスの指導・普及に携わっておりました。今後は、千葉県と世界が繋がるような
お手伝いをしていきたいと思っております。国際協力、国際交流、学校での異文化理解
講座、NGOとの連携、草の根技術協力事業、企業の海外展開支援、海外協力隊などに
ついてご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

【国際協力活動を担当する方のための「PCM」手法を活用したプロジェクト運営基礎セミナー】

「世界の人びとのためのJICA基金」では、「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に向けて、開発途上国・
地域の人びとを支援する活動提案をいただき、採択された活動に対して１案件あたり100万円を支援する
プログラムです。
　■募集期間：例年秋～冬
　■対象団体：開発途上国・地域の開発に貢献する非営利活動を、２年以上にわたり継続的に行っている団体

HP：http://www.jica.go.jp/partner/private/kifu/09.html

【世界の人びとのためのJICA基金】

＜草の根パートナー型＞（国際協力の経験が豊富な団体向け）
　　■提案受付：年２回／事業規模：総額１億円以下／実施期間：５年以内
　　■対象団体：日本国の法人格を有するNGO等非営利団体、大学、公益法人、民間企業（非営利目的）等
＜草の根協力支援型＞（国際協力の第一歩を踏み出す団体向け）
　　■提案受付：年２回／事業規模：総額１千万円以下／実施期間：３年以内
　　■対象団体：任意団体を含むNGO等の非営利団体、大学、公益法人等（民間企業不可）
＜地域提案型／地域活性化特別枠＞（自治体と協力して実施する場合（提案団体は自治体です））
　　■提案受付：年１回／事業規模：3,000万円または6,000万円／実施期間：３年以内
　　■対象団体：自治体（ただし、実施団体は自治体が指定するNGO／NPO、公益法人等団体でも可）

HP：http://www.jica.go.jp/partner/kusanone/index.html

【草の根技術協力事業】

JICA千葉デスク　交代のお知らせ

千葉県国際交流センター内　JICA千葉デスク　国際協力推進員　安達　夏美
TEL：043－297－0245　FAX：043－297－2753　E-mail：jicadpd-desk-chibaken@jica.go.jp

Photo：ISA



公益財団法人 ちば国際コンベンションビューロー  千葉県国際交流センター
〒261-7114　千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブイースト14F
TEL：043-297-0245　FAX：043-297-2753　E-mail：ied@ccb.or.jp

https://www.mcic.or.jp/へgo!
センター事業の紹介、最新ニュース、
講座やイベントなど役立つ情報を
掲載。

年３回発行
（７，11，３月）
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オーストラリア連邦

キャンベラ

ケアンズケアンズ

ブリスベンブリスベン

シドニーシドニー

メルボルンメルボルン

パースパース

世界からようこそ千葉県へ！

オーストラリア連邦オーストラリア連邦オーストラリア連邦オーストラリア連邦

日本のはるか南、オーストラリア出身の詩人バンジョー・
パターソンが詩の冒頭で引用している広大な土地と
極端な気候の他に類を見ない国からやってきました。
太平洋のど真ん中に浮かぶ世界最大の島、最小の大陸、
日本からは南へ８時間の飛行です。

人口の大半は東西海岸線沿いに住み、生活スタイルは
海洋型。中心部は「ブッシュ」と呼ばれる緑豊かな

熱帯密林と山岳地帯と草原です。全人口 2300 万は
千葉県、東京都、神奈川県を合わせたくらい。その
うち２％がアボリジニやトレス海峡諸島の先住民です。
全土は日本の 22 倍で、地球上、唯一、活火山のない
大陸で、創世記来何万年も、地殻変動するような大
地震は経験していません。
17 世紀後半にイギリスの植民地になりましたが、現在
では人口の３分の２（67％）はオーストラリア生まれ。
半数近く（約 49％）は海外生まれか、親の一方、もしくは
両方が海外生まれという統計です。オーストラリア
生まれに続き多いのがイギリスやニュージーランド
生まれです。白人の国と思われがちですが、現在では
中国やインド出身が増えて、2011 年以降、前者は６％
から 8.3％に、後者は 5.6％から 7.4％に増えています。
海に囲まれ隔離されているため、生息する植物や動物
は、地球上で最もユニークな種の一つと考えられて
います。カンガルーやクオッカ、マクロポッドのよう
にオーストラリアだけに棲息する動物群や、ウォン
バットやコアラのような有袋類。そしてモノトレーム
と呼ばれるカモノハシとエキドナは世界唯一の産卵
哺乳類です。

野生の植物とは別に、オーストラリアを訪れたら是非
ともおすすめしたのが、各大都市にある国立植物公園
です。特にシドニー植物公園は、国内最古で、オペラ
ハウスやシドニー港の眺めが素晴らしいですよ。
食べ物は、オージービーフやバーベキュー、ミート
パイ、フィッシュアンドチップスだけだと思われがち
ですが、最近流行りの料理は、大地と海の新鮮な恵み
を大切にし、アジアン料理やスパイス、ヨーロッパの
調理方法を盛り込んだものです。メルボルンは有名な
カフェやレストランの宝庫とされていますが、美味し
いものは全土にあります。【後編】は11月号にて！

【前編】 ※外務省ホームページより引用

オーストラリアで初めての米作りをしたジョーTAKASUKA夫妻

オーストラリア動物園　カンガルーふれあい広場にて

開拓者にちなんでつけられた“TAKASUKA”通り

マシュー・ハワード・リアックさんはオーストラリアではシェフとしてホテル等で勤務していた経験から、来日後
料理教室やオーストラリア紹介などのボランティア活動を積極的に行っています。持前のフレンドリーさで、
マシューさんの講座はいつも大人気。そんなマシューさんが、出身国について詳しく紹介してくださいました。
「前編」「後編」の２回シリーズで、お届けします。

オーストラリアについて

第98号
2019.7
第98号
2019.7

申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は
入国管理局への出頭が免除
されるので、仕事や学業に専念
することが可能です。

入管手続きは行政書士にお任せ下さい。

〒260－0013 千葉県千葉市中央区中央４丁目13番10号
TEL：０４３－２２７－８００９　FAX：０４３－２２５－８６３４

お問い合わせは…

千葉県行政書士会千葉県行政書士会
www.chiba-gyosei.or.jp/www.chiba-gyosei.or.jp/

広  告
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