MIA とは？

MIA のおもな活動

ファミリー用

◎生活支援

1989 年１０月に武蔵野市によって設立され

個人と個人を結びつけることで、 多様な文化 ・ 生活習慣

ました。 武蔵野市における市民主体の国際

を持つ外国人と地域の人が顔の見える人間関係をつくるお

交流及び国際協力並びに在住外国人への支援を推進するこ

手伝いをしています。

とにより、 国際相互理解と地域の多文化共生を図り、 国際平

■留学生の社会参加の促進

和に寄与する開かれたまちづくりに貢献することを目的として

■日本語学習の支援

います。

■多言語での相談

留学生と
ホームビジットで
交流しませんか！

「留学生」
むさしのファミリー

プログラム

日本語コースに参加して友達づくり

◎コミュニケーション支援
多様な文化 ・ 生活習慣を持つ外国人が地域で円滑に生活
していくため、 多言語での情報提供をおこなっています。
■多言語での情報の提供
■通訳者の派遣及び翻訳
nonowa 口

◎多文化共生の地域づくり
日本人にとっても外国人にとっても住みよい多文化共生の
まちづくりを目指して、 様々な活動を行っています。 外国
人に対する偏見や先入観を
取り払い、 仲間として一緒
によりよいまちをつくってい
く活動には多くの地域の日
本人や外国人が参加してい
ます。

まつりのステージイベントの様子

■地域における国際理解の推進
■国際交流及び協力に関するボランティア活動の推進
■国際交流及び協力に関する地域団体との連携
■国際交流及び協力に関する調査研究及び広報

公益財団法人武蔵野市国際交流協会
Musashino International Association（MIA）
〒 180-0022 武蔵野市境 2-14-1 ｽｲﾝｸﾞ 9F
TEL ： 0422-36-4511 FAX ： 0422-36-4513
URL ： http://www.mia.gr.jp/
E-mail ： mia@coral.ocn.ne.jp
開館日 火曜日～土曜日 9 ： 00 ～ 17 ： 00
休館日 日曜日 ･ 月曜日 ･ 祝日 ･ 年末年始の祝日

「留学生」 むさしのファミリー
プログラムとは？
武蔵野市周辺には、 留学生がたくさん暮らしています。 勉
強やアルバイトで忙しい日々。 でも、 「地域の人と交流した
い」 「自分の国を知ってほしい」 と願っています。 そんな留
学生たちと楽しく交流してみませんか。
このプログラムは、 留学生を気軽に家庭に呼んでひととき
を共にしたり、 会えないときは電話で話したりと、 留学生に
エールを送りながら自由に交流していただく活動です。

プログラム内容
概要
①ホームビジット ( 日帰りの家庭訪問 ) を基本に、 自由に交
流します。 特別な決まりはありません。 近隣で暮らしている
留学生と、 家族の一員、 友人として交流します。
②家族みんなで、 いつでも参加できます。

交流の手順について
活動説明会

Q. どんな交流をすればいいの？

プログラムの予定、 交流の内容や手順について詳しく

A. お互いが気持ちよく負担に感じないことが大切です。 月

説明する説明会を開催しています。 交流経験者のお話

1 回程度のペースで、どんな交流でも OK。 夕食に呼んだり、

を聞くこともできます。

お昼にお茶を飲みながらおしゃべりしたり、 一緒に外出した
り。 忙しくて会う時間がないときは、 電話で話したり、 メー

③日本語での交流が基本です。

参加留学生
おもに亜細亜大学、 成蹊大学、 東京外国語大学、 東京農
工大学、 東京女子大学の学生です。 大学と連絡を取り合っ
てプログラムを実施しています。

交流期間
春の部は 4 月～ 3 月、 秋の部は 10 月～ 9 月の約 1 年間
です。 なお、 留学生との顔合わせは４月と 10 月の顔合わ
せの会の他、 随時行います。

運営委員

ルで情報交換するのもいいですね。

申込

ルでの連絡をしています。 わからないこと、 気になることが
あったら気軽にご相談ください。

プログラム参加者限定イベント （参加費無料）
★交流会
留学生とファミリーがそれぞれの文化を紹介しあう文化交流
会や交流パーティを開催しています。 交流している留学生以
外とも知り合えたり、 いろいろな文化を体験できる楽しいひ
とときです。

★実践講座
実際の活動にすぐに役立つ留学生事情や異文化理解につ
いての講演やワークショプを企画 ・ 実施しています。

MIA では交流のきっかけになるように、 プログラム参加者

①家族の同意を得て、 「むさしのファミリー申込書」 を

が無料で参加できる交流会や研修会などのイベントを行って

提出してください。

います。 留学生との交流に積極的にご活用ください。

②顔合わせ時に MIA 会員として入会してください。
会員登録申込書 ( ハガキ ) にご記入のうえ、 年会費を

Q. どこの国出身の留学生が多い？

ご持参またはお振込ください。 詳細は入会リーフレット

A. 中国の各地域をはじめ、 アジア地域からの留学生がほ

をご覧ください （資料の郵送もいたします）。

とんどです。 同じ地域の留学生でも個性はさまざま、 特技

年度会費 ： 個人 1 年 /2500 円 家族 1 年 /3500 円

もさまざまです。 ○○さんと名前で呼び合う関係になれば
お互いの文化理解も進むのではないでしょうか。

自らファミリーとして交流しながら、 他のファミリーの担当、
マッチングの立ち会い、プログラムの企画・運営、電話やメー

活動 Q&A

顔合わせ

Q. 外国語が話せませんが、 留学生と交流できますか？

留学生とファミリーの組み合わせは、 双方の希望にでき

A. このプログラムは日本語での交流が基本です。 留学生

るだけ沿うように調整いたします。 最初の顔合わせは

のほとんどは日本語が上手です。 また、 来日当初は慣れ

MIA で行い、 事務局または運営委員が立ち会います。

ていなくても数カ月でかなり上達しますから、 心配はありま
せん。 留学生に外国語を教えてもらうファミリーもいますよ。

自由に交流

Q. 小さい子どもがいます / 一人暮らしです / が、 大

最初の顔合わせの後は、 留学生とファミリーで自由に

丈夫ですか？

連絡をとりあい交流していただきます。

A. もちろんです。 どなたでも自宅でできる活動です。 留学

MIA でも交流会や実践講座など、 相互理解を深める

生の日本の家族になってください。

イベントを実施しますので、 積極的に活用して交流の契
機にしてください。 イベントは機関紙や運営委員からの

Q. 困ったときや質問はどうすれば？

個別連絡にてご案内いたします。

A.MIA 事務局にご相談ください。 MIA では、
外国人のための相談事業も行っております。

