
「菊池市立図書館が取り組む多文化サービス」

「令和3 年度 九州・沖縄ブロック多文化共生地域会議」

令和4年1月28日

菊池市立図書館

～誰一人取り残さない多文化サービスを目指して～



ユネスコ公共図書館宣言とその実践

「ユネスコ公共図書館宣言」は、すべての人が図書館を平等に利用できること、通常のサービス

や資料の利用ができない人々には、特別なサービスと資料が提供されなければならないことを

謳っています。

まずは、図書館の存在をPR

・在住外国人グループのキーパーソンなどに接触し、彼らが利用するSNSに図書館のことを投稿して
もらう。

・サービス地域にある企業や在住外国人がよく利用する商店などに出向いてPR及び情報収集をす
る。

・地域の在住外国人コミュニティとの懸け橋になる職員の採用、ボランティアを巻き込む。

・電子書籍を含む多言語資料を収集し、多言語で資料が検索できるようにする。

・在住外国人の関心を引くような行事を企画する。（多言語読み聞かせ、日本語学習など）



お堅い風に言えば
• 図書館は、国際レベル、国レベル、地域レベルで、文化的・言

語的多様性を反映させ、それを援助し、促進するとともに、ク
ロスカルチュラルな対話と積極的な社会参加のために努めるべ
きである。

• 図書館は、さまざまな関心事と多様なコミュニティのために奉
仕する機関であり、学習センター、文化センター、情報セン
ターとしての役割を果たしている。

• 文化的・言語的多様性に取り組む際には、文化的アイデンティ
ティと文化の価値を尊重しつつ、基本的自由の原則、すべての
人が情報や知識に公平にアクセスできるという原則を守ること
が、図書館サービスの基本である。



図書館から「多文化サービス」さて、どう進める

① 多文化図書館でなすべきこと・・・
コミュニティの全構成員にあらゆるニーズを反映して

適切な言語と文字で（現地語でも母語でも）多様性を

反映した職員の採用

② 図書館・情報サービスを無償で提供

③ コミュニティづくりとニーズに基づいた、対話と対策

④ 多文化集団の人口１人あたり1.5～2.5冊を目指す

※などと情報をググりまくってできることを出し合いました。



なぜ菊池市立図書館で多文化サービスなのか？
（多文化サービスやってみるバイ！）

• 平成29年11月オープンした菊池市中央図書館では、地方では、あまり縁
のない多文化・多言語に幼いうちから触れる機会を提供しようと外国語の
絵本や教材の充実に努めました。

• 英語でアプローチができるよう英語教師の資格をもつ職員も採用。

• ところが、そんなに英語圏の住民はいませんでした。

• さあどうする。



そうだ、在住外国人の実態を調べよう
まずは、役所で在住外国人の実態を

２０２1年10月現在

780人
菊池市総人口の １，6％

在留資格は？・・日本人の配偶者、家族など様々だが、
ここ最近では技能実習生が圧倒的多数

技能実習生・・・448人



どこの国出身の外国人が多く住んでいるのか
１ ベトナム （461人）
２ フィリピン （133人）
３ 中国 （ 47人）
４ タイ （ 27人）
５ インドネシア （ 24人）
６ ミャンマー （ 19人）
７ 韓国 （ 18人）
８ アメリカ合衆国（ 10人）
９ イギリス （ 9人）
10   モンゴル (    6人)
※以上5名以上が来ている国々。 (全部で23か国から)

アジア圏が大多数



（１）企業のアンケートを実施（雇用主）
① 困っていることは？

・コミュニケーションの難しさ

②日常生活で必要な支援は？

・日本語の学習支援

・日本語を学んだり、日本人と交流する機会が必要

③日本語能力を伸ばすためには？

・日本語での積極的交流

・定期的、継続的な日本語学習の場所と時間の確保

・教育や会話や親睦会などが必要



（２）技能実習生アンケートから
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ｱ) 趣味や遊びの時間や場所がない

ｲ) 病気や病院のこと

ｳ) 日本の法律や税金のこと

ｴ 貯金や保険などお金のこと

ｵ 日本に友達や知人がいないこと

ｶ 住むところのこと

ｷ 日本の文化や習慣の違い

ｸ 食べ物のこと

ｹ 言葉が通じないこと

ｺ 物の値段が高いこと

ｻ 生活のお知らせがもらえない

① 日本の生活で困っていることは？



（２）技能実習生アンケートから
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ｱ) 日本語の勉強がしたい

ｲ) 日本人と仲良くなる行事

ｳ) 分りやすい日本語のニュース

ｴ) 地震や火事のときのお知らせ

ｵ) 日本人の相談相手がいない

ｶ) ゴミ出しなど生活のルール

② 毎日の生活で助けてほしいことは？



困ってることは？
①日本の文化や習慣の違い(22名)
②趣味や遊びの時間や場所がない(21名)

言葉が通じないこと(21名)
③住むところのこと(20名)

物の値段が高い(20名)

助けてほしいことは？
① 地震や火事のときのお知らせがほしい(29名)

② 日本人と仲良くなる行事（22名）

分りやすい日本語のニュースを聞きたい(22名)

日本人の相談相手がいない(22名)



ミッションはぶれず、ビジョンはぶれまくり

• ニーズを満たす施策はないか

• どこかで、もうやってるところあったりして？

• とにかく、6割成功の仮説がつけばやろう‼

• 先に取組を始めている天草市へ視察、まだ、やってもいないが仮説に
基づき質問しまくる。

• 結果、仮説は正しいと確信を持った。

•そうか、やさしい日本語があるじゃないか。‼



外国人のニーズに合わせ何を提供するか

（１） 情報支援活動･･･「やさしいにほんご」の活用

（２） 生活支援活動･･･連携支援体制づくり

（３） 交流支援活動･･･多文化共生イベント

（４） 学習支援活動･･･「にほんご教室」の実施



(1)にほんご支援

①「にほんご教室(おとなの部）」
毎週火曜日の午後７時から中央公民館で実施！

②「にほんごカフェ」
毎月第①土曜日午後２時から、中央→七城→泗水→旭志公民館で！

③「やさしい日本語」普及・啓発のための取組

「やさしい日本語研修会」職員向け及び菊池市民全般向けに「やさしい日本

語講演会」



（２）「多言語支援」

①英語のおはなし会
毎月第3土曜日の午後2:30より子ども向けの
「えいごのおはなし会」実施

②多言語資料、書籍の提供
外国人一人1冊を目指して資料保障
外国語による「ごみの出し方」「交通安全」などの情報提供の
ため『国際理解コーナー』を設置

③「多言語ボランティア登録」
翻訳ボランティア活動
14カ国語のボランティアさんを登録中！
チラシや｢やさしいにほんごニュース」の翻訳など

お願いしています



（３）多文化共生実現活動
①JICA熊本とコラボして「世界を知ろう！」の取組

Ⅰ．10月27日（日）「どんな国かな？トンガ王国」

Ⅱ．12月4日(土）「ジャンボ！ アフリカ」

②外国人コミュニティーの形成に向けて



（４）「情報発信」活動
① You Tubeでの動画発信活動

「図書館総合展2021」で図書館活動案内

② 8月9日、10日「映像ワークショップ」

③ 12月、キクロス映像部スタート

④ 「キクロスやさしいにほんごニュース」発信
イベント情報、季節の話題など「やさしい日本語」で、
毎週水曜日と土曜日発信中！



菊池市の「にほんご教室」

（１） これまでの経過

①人権教育の一環として人同推協「進路保障部会」で

外国にルーツを持つ児童生徒対象に１０年前から

②NPO法人「子ども支援ネットくまもと」に指導を依頼

③事務局校を中心として、当番校教員も指導補助

④おとなの外国人や技能実習生は対象外

→過去何度か参加があった

大人の受け皿が必要ということがわかった。→「にほんご教室」（大人の
部）を図書館でやろう。



「にほんご教室」（大人の部）

在住外国人の大人（実習生を含む）を対象に

「にほんご教室（おとなの部）」を企画

〇 図書館の「多文化サービス」の一環として

〇 子どもの「にほんご教室」と並行して

〇 とりあえず2020年６月３０日（火）開講（仮スタート）
〇 指導者は、坂本さん（日本経済大学 常任講師）

を中心に実施

〇 まずは７～９月をお試し期間
１０月（後期）から図書館事業として本格的にスタート

〇日本語支援ボランティアの育成も開始



にほんご教室の様子



にほんご教室の様子



地域ごとの「にほんごカフェ」に挑戦
今年度は、4つの地域公民館(図書館）を回って実施する交流型の日本語学習の場として

毎月第1土曜日の午後「にほんごカフェ」を企画

〇 泗水地区に200名以上、七城地区に約70名、旭志地区に約50名と散在する外国人は、
｢にほんご教室」に通うことが難しい。

〇地域柄、農家さんで働いている技能実習生も多く、孤立しがちである。

〇 平日は無理でも、土曜日なら参加できる外国人もいるだろう。

〇 まず今年度は各地域で3～4回の「にほんごカフェ」を実施して事業を定着させたい。

〇 図書館だけでなく、地域の公民館、住民、ボランティアさんと連携して、地域のにほんご
学習支援体制を作っていきたい。



①「にほんごカフェ in 泗水」
この日はサイコロトークの後、「七夕」の話を聞き、七夕飾りを作りました。



②「にほんごカフェ in 旭志」
この日はサイコロトークの後、図書館の見学をし、図書館の利用カードを作りました。



③「にほんごカフェ in 中央」
この日は、９月に予定しコロナのため延期していた「浴衣の着付け体験」を行いました。
お抹茶も体験してもらうなど、日本の文化に触れる機会となり、とてもたのしそうでした。



④「にほんごカフェ in 泗水」
この日は、泗水地区の書道の先生にご協力いただき「習字体験」を行いました。
筆の握り方など基本的なことを学んだ後、自分の好きな漢字を書きました。みんなとても楽しそうでした。



多文化共生イベント（JICAと連携）

世界を知ろう！『ジャンボ！アフリカ』



「世界を知ろう！」②

『ジャンボ！アフリカ』



日本語でプレゼン大会



図書館の多文化サービスが、自治体における重要な多文化共生政策の一つであ
ることを、他部署の職員にも積極的に紹介していく必要があるため職員向け研修会
を開催。また、市民向けの研修会も開催した。

やさしい日本語普及啓発のために



学校の多文化理解の授業のため、外国人と
の交流のつなぎ役



キクロスやさしいにほんごニュース
2021年7月29日 ·

【７月（がつ）２９日（にち）号（ごう）】
今日（きょう）は、健康推進課（けんこうすいしんか）からの お知（し）らせ です。

新型（しんがた）コロナワクチン注射（ちゅうしゃ）の予約（よやく）が はじまりました。

３０歳（さい）～３９歳（さい）の人（ひと）は、７月（がつ）２９日（にち）の午前（ごぜん）９
時（じ）から次（つぎ）のやり方（かた）で 予約（よやく）できます。

① インターネット予約（よやく）

② コールセンターへの電話（でんわ）（0968-25-1184）
受付（うけつけ）時間（じかん）は、平日（へいじつ）の、午前（ごぜん）9時（じ）から午
後（ごご）5時（じ）までです。

聞（き）きたいことが ある人（ひと）は、健康推進課（けんこうすいしんか）【0968-25-
7219】に電話（でんわ）してください。



FBによる「やさしいにほんごニュース」例2

キクロスやさしいにほんごニュース

みなさん 昨日（きのう）の 夜中（よなか）の 地震（じしん）は、大丈夫（だいじょうぶ） でし
たか？

日本（にほん）は 地震（じしん）の 多（おお）い ところです。 熊本（くまもと）でも 5年前
（ごねんまえ）に 大（おお）きな 地震（じしん）で 被害（ひがい）が たくさん でました☹

今度（こんど）の 地震（じしん）は、九州（きゅうしゅう）の 東側（ひがしがわ）、大分県（おお
いたけん）と 宮崎県（みやざきけん）にある 日向灘（ひゅうがなだ）という 海（うみ）の 底
（そこ）で 起（お）きました。

これから 2～3日（にち）は 大（おお）きな 地震（じしん）が 起（お）きるかも しれませ
ん。 注意（ちゅうい）して ください☝

くわしい ニュース（にゅーす）は NHK「NEWS WEBEASY」
(https://www3.nhk.or.jp/news/easy/)で 見（み）ることが できます



キクロスやさしいにほんごニュース

【12月（がつ） 29日（にち） 号（ごう）】

みなさん、こんにちは❗

2021年（ねん）もあと 少（すこ）しです。 日本（にほん）では12月（がつ）31日（にち）のことを『おおみそか』
と いいます。

『おおみそか』には 夜（よる）にお寺（てら）で 『除夜（じょや）の鐘（かね）』が108回（かい） 鳴（な）らされま
す� それは１年（ねん）の 悩（なや）みや 迷（まよ）い（108個（こ） あると いわれています）を 捨（す）
てて、新（あたら）しい １年（ねん）を 迎（むか）えるためと いわれています。

また『おおみそか』には お蕎麦（そば）を 食（た）べます� 長（なが）く 健康（けんこう）に 生（い）きられ
るようにという 意味（いみ）が あると いわれています�

2021年（ねん）は 本当（ほんとう）に ありがとうございました。2022年（ねん）も よろしく おねがいします�

FBによる「やさしいにほんごニュース」例3



行政の役割から市民協働の役割へ

ボランティアは年代も幅広く、教職を退職された方から高校生まで。

日本語の素晴らしさを見直す機会ともなり、日本語教師を目指す方も
出てきている。

参加することによって、気づきが生まれ、ボランティアから新たなアイ
ディアがもたらされている。

そして何より信頼関係とともに交流が始まっている。

外国人の様々な悩みにも、解決への一歩として、対応できつつある。

そしてコミュニティーの基礎を共に築いていきたい。



昨年12月２8日の朝日新聞「声」の欄に次の投稿が掲載された。これは、
本図書館が今年度取組んできた「にほんご教室（おとなの部）」に学習支
援ボランティアとして参加してくださっている方が投稿されたものであ
る。文中にあるようにこの「にほんご教室」は「いろいろな文化を知り、
国籍を超えた人間同士のつながりを教えてくれる大切な場」となってい
る。

「地域に住む外国人と友達になりたい。」「なんとか菊池を好きになっ
てもらいたい。」「単に働いて仕送りをするだけではなく、生活者として
交流を深めてほしい。」そのような思いからこの取組はスタートした。こ
の取組ははじめから手探りで、暗中模索の連続だったと言える。でも、毎
回の「にほんご教室」には、出会いがあり、交流があり、学びがあり、い
つもいっぱいの充足感があった。毎回課題も見つかるけれど、「とりあえ
ず、走りながら考えよう」を合言葉に1年間走り抜けてきた。「たまたま菊
池に来たという外国人にも、ここを『第二のふるさと（Another Home）』
と感じてくれるようにしたいね。」そして「またいつか、ここに家族を連
れて帰ってきてほしいね。」という夢を語り合いながら、1回1回を積み上
げてきた。
中には「なぜ図書館がそれをやるのか？」という疑問の声もあるかもしれ
ない。しかし、市⺠である外国人に公共のサービスを等しく提供すること
は、図書館として当たり前のことでもある。そういう視点からすると「誰
一人取り残さない」というSDGｓの理念について、身を持って体験し、考
えた1年間だったとも言えるかもしれない。

日本語教室ボランティアさんの新聞投稿



菊池市立図書館は世界征服を目論んでいます

• 世界には１９６の国々があります。

• 今日現在、菊池市民と図書館を通じた交流は18か国になりました。

• 世界征服達成まで、あと178か国。

• 多くの文化や言語に触れる取り組みをこれからも続けてきます。



地域に共に生きる市民として･･･
地域多文化共生事業を推進していきます！

ご清聴ありがとうございました。


