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（スズキ株式会社
すず

海外四輪営業本部四輪アジア部）

き

ゆ

か

り

鈴木 アリネ 由香里さん
1993年
（平成５年）ブラジル生まれ、浜松市在住
業種・業務

製造業、海外支部との渉外

語

日本語（日本人と同等）

学

力

英語（TOEIC965 点）、ポルトガル語

私はどのように過ごしてきたか
ブラジル生まれの日系３世
１歳半の時に来日しました。 保育園では日本語、 家ではポ
ルトガル語を使っていました。

日本語での勉強に悩む
公立小学校に入学しましたが、３年生～中学２年生までの
期間はブラジルに帰国したり、ブラジル人学校で学んだりし
ました。

英語を使って、フィリピン、東ティモール、ミャンマーの工場と本社間の輸出入の
管理や調整をしています。それぞれに事情があるため、ベストな方法を見つけるのが
難しいですが、上司や先輩への相談を素早く行い、解決しています。
フィリピン出張で、たくさんのスズキ車を見かけた時、関わった商品が外国で生活
の一部になっていることを誇らしく思い
ました。
現在の目標は、業務を一人でこなせる
ようになることです。将来、リーダー的

中学２年生で公立中学校に途中から入った時は日本語での

な役職に就くために、いろいろな事を経

勉強が難しく、先生に 「日本語レベルは小学５年生くらい」と

験していきたいです。海外赴任など、よ

言われました。悔しくて猛勉強して、公立高校に合格しました。

り広い世界に飛び出していきたいです。

語学の壁を超え、 地元・浜松で大学進学
高校卒業後は静岡文化芸術大学に進学しました。英語を中
心に語学力を磨きながら国際文化を学び、 大学生活を楽しみ

星倉 周三 さん

スズキ株式会社
海外四輪営業本部四輪アジア部

ました。
アリネさんは先輩や上司と相談しながら柔軟に仕事

スズキ株式会社入社
就職は浜松でグローバルな仕事ができるスズキ株式会社を
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を進めることができ、適応能力が極めて高いです。将
来、責任ある役職に就くこともあると思いますので、

志望しました。 語学力や経験してきた国際感覚が認められ、

挑戦する機会をたくさん提供したいです。仕事をしっ

採用されました。

かり身につけてステップアップしてもらいたいです。
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（浜松いわた信用金庫

三島支店）

よし だ

吉田 ガブリエラ さゆりさん
1990年
（平成２年） 浜松市生まれ、浜松市在住
業種・業務

金融業、窓口業務

語

日本語（日本人と同等）

学

力

英語（TOEIC975 点）、ポルトガル語

私はどのように過ごしてきたか
小学生の時は日本とブラジルを行ったり来たり
浜松市で生まれ、 浜松市内の公立小学校に入学しました
が、 土曜日はブラジル人学校でポルトガル語も習いました。
小学生の間は、 何度も両国を行き来していました。

浜松市内の公立高校英語学科に進学
浜松市内の公立中学、 高校に進学しました。 高校には帰

当店には外国人のお客様が多く、日本語が話せない場合はポルトガル語や英語で対
応すると、感謝の言葉を言われます。
仕事では金融や法務に関する幅広い知識が求められます。働きながら様々な資格を
取得するのは大変ですが、成長できる環境なので、やりがいを感じています。
職場では周囲からの支えを強く感じま
す。先輩を目標に、テキパキと仕事が進
められるようになりたいです。

国子女が多く、自然と英語が身につく環境でした。日本語の

語学力を活かしつつ、正職員として国

勉強も続け、高校２年生の時に日本語検定 1 級試験に合格し

籍に関係なく、みんなの期待に応えるよ

ました。

う頑張ります。

地元・浜松で大学進学
浜松市内の大学で言語や多文化について学び、 教員免許
を取得しました。また、 在学中に子供を授かり、 家族や周り
の人に支えてもらいながら学業に励みました。

浜松いわた信用金庫（旧・磐田信用金庫）に入庫
信用金庫のブラジル人社員が堂々と仕事している姿に感銘
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松島 恵美 さん

浜松いわた信用金庫 西ヶ崎支店・小松支店
次長（お客様担当役席）

お客様には均等な対応をしなければなりません。な
ので、吉田さんがブラジル国籍だからという理由で、

を受け、 その方への憧れと、 地域のブラジル人コミュニティ

特別扱いをしたことはありません。本人はたくさんの

のサポートをしたいと思い、 浜松いわた信用金庫に就職しま

努力をしていると思います。子育てと仕事の両立は大

した。

変だと思いますが、頑張ってもらいたいです。
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（株式会社アイデックス
あお

き

ゆ

経理総務課）
り

こ

青木 百合子さん
1996年
（平成８年） ペルー生まれ、浜松市在住
業種・業務

運送業、総務担当

語

日本語（日常会話、ひらがな・カタカナ・漢字）

学

力

スペイン語

私はどのように過ごしてきたか
暮らしやすい日本に憧れて、 家族で来日
４歳の時に来日しました。 小学校では、自分だけが日本語
を話せない状況に危機感を持ち、 小学校２年生で日常会話は
できるようになりました。

母と二人三脚で猛勉強
勉強は母に教わろうとしましたが、 ペルーの学習とは違っ
ていて、 母も困っていました。 そのため、 母が 「公文式」
へ通い、 そこで学んだことを母から教わりました。

部活動が大切なことを教えてくれた
高校では水泳部に入部しました。 寒い中で練習することも

車両管理には、ドライバーとの協力が欠かせないため、積極的にコミュニケーショ
ンを取っています。笑顔であいさつするよう心掛けていたら、
「元気が出るよ」と言っ
てもらい、小さな心がけでも信頼関係を築くきっかけになるのだと気づきました。
仕事に関係する人から尋ねられたことに的確に答えて「ありがとう」と言われると
嬉しいです。お客様からのどんな問い合
わせにも対応できるよう、社内の情報の
共有を心がけています。
長く働けば知識や経験が深まり、キャ
リアアップできると教わりました。職場
には仕事ができる憧れの女性がいるの
で、少しでも近づけるよう頑張ります。

ありましたが、 仲間と乗り越えました。 一緒に練習した仲間
との日々や、 県大会に出場できたことは良い思い出です。

温かな職場に共感し、 アイデックスへ入社

佐原 信之 さん

株式会社アイデックス
経理総務課 課長

高校の紹介で当社を訪れた時、 仕事内容をわかりやすく説

別の部署から頼まれた仕事にも一生懸命取り組ん

明してくれた社長の人柄や、 女性が活躍できる職場環境に共

でいます。お客さまだけでなく、社員に対しても笑顔

感。 皆が温かく迎えてくれて、「この人たちと働きたい」 と

であいさつしてくれる“花”のような存在です。今後、

思い、入社しました。受付や、車両管理などを担当しています。

任される仕事が増えていくかもしれませんが、もっと
活躍をしてもらいたいと思います。
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（株式会社アイゼン
ば

ば

本社工場第一製造部

班長代理）

み な ぎ

馬場 海凪さん
1995年
（平成７年） ブラジル生まれ、湖西市在住
業種・業務

製造業、マシンオペレート担当

語

日本語（日常会話、ひらがな・カタカナ・漢字）

学

力

ポルトガル語

私はどのように過ごしてきたか
父の仕事が安定し来日 日本の中学へ入学
先に来日していた父の仕事が安定したため、家族で来日し、
公立中学校へ入学しました。

学習教室で子どもたちと読み書きを習う
日本語が全くわからなかったため、 学校では補習授業を受

アイゼンで働いていたことのある父が、進路指導の先生からもらったリストからアイ
ゼンの名前を見つけ、働きやすい会社だと薦めてくれ、就職を決めました。
現在は、デジタル制御の最新の設備を使って、自動車などのエンジンの核となる部品
を製作する機械を操作しています。自分の手で何かを作りだすこと、生産に携われてい
るのがうれしいです。現在では後輩も増
え、今まで以上に責任感も出てきました。

けていました。 友達と遊びながら会話はできるようになりまし

プライベートでは、結婚を前に日本国

たが、 読み書きは学習教室に通い、 幼稚園の子どもが使う

籍を取得しました。家族もでき、夢はお

教材から学び始めました。

金を貯めて家を建てることです。そのた

公立高校に進学し、 サッカーに熱中
友人と同じ高校を目指して学習塾に通い、 一生懸命勉強し

めにももっと仕事の質を高め、活躍した
いです。

て公立高校へ進学しました。 サッカー部に入部し、フォワー
ドのレギュラーとして活躍しました。

将来はモノづくりの仕事に

松下 光弘 さん

株式会社アイゼン
第一製造部 本社生産グループ 課長

機械の構造に興味があり、 高校の時にはパソコンを分解し

加工の精度が求められる仕事ですが、手先が器用で

たり、 組み立てたりしていました。この頃から、 将来はモノ

数ミリの違いを感じ取れる社員です。後輩たちの指

作りの仕事をしたいと考えていました。

導・教育係も担っています。これからもっとレベルが
上がるだろうと期待しています。今後は色々な工程を
経験し、全体の仕事を把握してもらいたいです。
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（五條製紙株式会社

製造部製造係）
つじ の

ガブリエル リベロ レイテ 辻 野さん
1997年
（平成９年） ブラジル生まれ、富士宮市在住
業種・業務
語

学

力

製紙業、電気設備・ボイラーの運転及び保守
日本語（日常会話、ひらがな・カタカナ・
簡単な漢字）、ポルトガル語

私はどのように過ごしてきたか
ブラジル

サントス生まれの日系４世

ブラジルのサントスで育ちましたが、 小学校４年生の時に
家族で来日し、 富士宮市内の小学校へ転入しました。

日本語はアニメや友達との会話で
ブラジルで見ていたアニメを日本語で見ることが、日本語

高校では、配線や電気工事の実習が楽しかったです。自分の学んだことが活かせ
る職場だろうと考え、五條製紙株式会社に就職しました。
工場全体の電気設備、ボイラーの保守管理を担当しています。問題が起きると工
場が止まってしまうため、早く解決しなければならず、プレッシャーもありますが、
解決できたときの達成感は、仕事のや
りがいにつながります。

の習得に役立ちました。 友達と遊ぶことで会話はできるよう

現在はボイラー技士・電気工事士の

になりましたが、 読み書きができるようになるには時間がかか

資格取得のために勉強中です。新しい

りました。

言葉や、注意されたことなどは手帳に

得意なサッカーで友達づくり
サッカーを通じて友達ができました。 小学生の時は地域の

書き込んでいつでも見返せるようにし
ています。

チームでレギュラーになり、大会では富士宮市で３位になりま
した。中学、 高校でも部活でサッカーを続けました。

電気への興味から公立の工業高校へ

上垣 寛生 さん

五條製紙株式会社
製造部 工務課 課長

理科の授業で電気に興味を持ち、 工業高校の電気科に進

応用力が必要なため、10 年続けないと一人前にな

学しました。 高校進学を両親が強く勧めたのは、しっかりと

らない仕事です。１回注意したことは２度と繰り返さ

学んで安定した暮らしをさせたいからだと思います。

ないのが良いところです。明るく元気に仕事をしてく
れているため、時間をかけて育てていきたいと考えて
います。今後の成長に期待しています。
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（有限会社兼子鉄工所）
たちばな

立花 チアゴ ミツオさん
1986年
（昭和 61年） ブラジル生まれ、磐田市在住
業種・業務

製造業、製造・出荷検査担当

語

日本語（日常会話、ひらがな・カタカナ・漢字）

学

力

ポルトガル語

私はどのように過ごしてきたか
ブラジル サンパウロで３兄弟の次男として誕生
両親は 30 年前から日本で働いていたので、 祖母や叔母
がいる大家族で育ちました。日本の両親の暮らしが安定した
ため、 11 歳の時に来日しました。

何も分からないまま公立中学校へ入学
来日当初から通っていたブラジル人学校が突然閉鎖し、
「こ
んにちは」 も分からないまま、 公立中学校へ入学することに

最初は部品の組立ライン作業を担当し、今では出荷検査の仕事を任されています。責任
の重い仕事ですが、信頼されていることはやりがいにつながります。部品の品質が少しで
も悪いと、完成後の製品に不具合が生じるため、プライドを持って妥協せず検査しています。
正社員であるため、将来の計画が立てやすく、将来的には、家族や家も持ちたいと思っ
ています。 生活も安定するため、 みんな
に正社員を目指してもらいたいです。 正
社員になるには日本語は必要だと思いま
す。

なりました。 友人達が仲良くしてくれたので会話はできるよう

地元の消防団にも参加しています。自

になりましたが、 読み書きができず、 たくさん書いて字を覚

分を受け入れてくれた地域に、 貢献して

えました。日本語を習得するまで、３年かかりました。

いきたいと思っています。

先生の言葉で進学を決意
「中学で終わってはいけない」 という先生の言葉で進学を
決意し、 浜松市内の公立高校定時制へ進学しました。 部活

兼子 達治 さん

有限会社兼子鉄工所
代表取締役社長

のサッカーで、 人生の先輩として尊敬できる監督に出会った
ことは高校生活の大きな収穫です。

今も勉強中
高校卒業、 兼子鉄工所に入社しました。 教育は大切だと
思い、 今でも勉強を続けています。
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製品が高い品質であるよう厳しくチェックしてい
るので、立花さんの言うことを聞いていれば間違いな
いというほど信頼をしています。当社はブラジル人従
業員が多く在籍しています。みんな真面目で集中力も
あり、なくてはならない重要な戦力です。
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（浜松市消防局
つち

中消防署

鴨江出張所）

や

土谷 レオナルドさん
1984年
（昭和 59年） ブラジル生まれ、浜松市在住
業種・業務

公務、消防士

語

日本語（日本人と同等）

学

力

ポルトガル語

私はどのように過ごしてきたか
国際結婚の両親のもと ブラジルで育つ
4 歳までブラジルで育ち、 現地の幼稚園に通いポルトガル
語を話していました。

日本での滞在は短期の予定だった

大手自動車メーカーのデザイン部門で働いていましたが、消防士へのあこがれが捨
てきれず、公務員試験の年齢制限ギリギリの 26 歳で試験に挑戦し、合格しました。
現在は消防署から離れ、市の危機管理課で防災訓練に関する仕事をしています。
思っていた消防士像とは違いますが、困っている人を助ける仕事に誇りを感じてい
ます。意見発表会で、消防活動への翻訳

浜松市に住み始めましたが、 すぐブラジルに戻る予定だっ

アプリの利用について発表を行い、全国

たため、 家庭では日本語禁止でした。周りの友達と日本語で

2 位の優秀賞を受賞しました。ＧＰＳな

話せるようになっても、 読み書きはできず、 小学校３年生に

ども利用したアプリの開発ができればい

なる頃、やっと理解できるようになりました。

いなと思っています。

小中高ではバスケットボールを通じて友情が育った
市内での転校が多かったのですが、 地元のスポーツ少年

頑張れば夢は叶うので、ブラジル出身の
子たちも夢に向かって努力してほしいです。

団でバスケットボールをやっていたため、 転校先に知り合い
がいて助かりました。 中学校、 高校でもバスケットボールを
続けました。

デザインを学ぶ専門学校へ進学
バスケットボールと同じくらい興味を持っていたのが美術で

14

石原 徹也 さん

浜松市消防局
情報指令課 企画管理グループ長

消防業務と防災業務は似ているようで違う仕事なの
で、最初は困ることもあったと思いますが、防災の仕事は、

す。 高校卒業後は、 デザインの仕事に就くために 「高度専

消防の仕事に戻っても役に立つ、大事な仕事です。責任

門士」 が取得できる専門学校に進学し、 デザインをみっちり

感をもって仕事に臨んでおり、明るく親しみやすい人柄

学びました。

で、人々とのコミュニケーションづくりに優れています。
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（フォレスト株式会社
おき

の

ひろ

代表取締役）
し

沖野 宏施さん
1965年
（昭和 40年） ブラジル生まれ、浜松市在住
業種・業務

製造業、社長

語

日本語（日常会話、ひらがな・カタカナ・漢字）

学

力

ポルトガル語

私はどのように過ごしてきたか
ブラジル サンパウロ生まれの日系２世
子供の頃、 家では８割ほど日本語の生活でした。小学校 3
年生までは日本語学校に通っていましたが、 その後はポルト
ガル語で教育を受けました。

働きながら通学、 大学では経営学を専攻
高校に通いながら金融機関で働き、 学費は自分で稼いで
いました。 大学を卒業しないと仕事が限られるので、 勉強を
頑張り、 大学で経営学を学びました。

24 歳で日本に来て、 一時帰国後に再来日
いわゆる「出稼ぎ」 として来日し、 浜松の自動車工場に
勤務しましたが、 1 年ほどでブラジルに帰国し、 その 1 年半
後に妻とともに再来日しました。

人材派遣会社の正社員に
初来日の時に勤めた人材派遣会社の正社員になりました。
日本語の読み書きは仕事を通して独学で習得しました。

別の人材派遣会社でも 14 年勤務しました。日系人のまとめ役として課長職に就き、
顧客にも派遣社員にも全力で対応しました。小さな出会いも今の自分につながる大事
なネットワークになっています。
向上心が強く、安定よりもチャレンジしたいと考えて、平成 19 年に人材派遣の会社を
始めました。ブラジル人だから特別に苦労
したとは思っていません。父や祖父から
教えられた、人と力を合わせて正直に生
きるという教えを守っていきたいです。
最近はブラジルで温水便座を普及させ
る新事業もスタートしました。社員の人
生もかかっていますから、目標は、
「強い」
会社です。

上野 直之 さん

フォレスト株式会社
専務取締役

私もブラジル出身です。派遣社員として働いていた
時に出会った沖野社長と会社を作りました。社長は厳
しい面もありますが、社員を思いやる優しい方で、働
きやすい環境を作ってくれています。
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（有限会社ヤナザイ 班長）

ニャムジャウ ムンフバトさん
1980年
（昭和 55年） モンゴル生まれ、島田市在住
業種・業務

林業、森林技術員

語

日本語（日常会話、ひらがな・カタカナ・漢字）

学

力

モンゴル語

私はどのように過ごしてきたか
モンゴルの自然に育まれ、 両親と同じ林業に従事
林業を営む両親の元、自然を身近に感じて育ちました。モ
ンゴルの大学で森林工学を学び、 自然環境省で自然保護の
仕事をしていました。

国際結婚を機に、 浜松市で新たな人生をスタート
結婚を機に来日しましたが、 当初は日本語が全く分からず、
就職が難しかったため、まず、日本語を学ぶために浜松国際
交流協会が開催する日本語教室に通いました。

日常会話を１年でほぼ修得
先生から、「テレビを見ることも大事」とアドバイスを受け

大井川流域に広がる豊かな森林を管理し、木を育て、山を守りながら、優良材の伐採・
搬出を行っています。山によって森林の年数が違い、木の太さや重さなどもさまざま
です。一本一本、木の種類や性質をしっかりと見極めて伐り倒しています。家の柱や
床、家具、子どもの玩具などに加工されていくことを想像しながら仕事をしています。
入社した頃、外国人ということで、とて
も丁寧に教えてくれたことが印象に残っ
ています。今では現場のリーダーなので、
期待に応えられるように頑張ります。
また、通訳のボランティアもしている
ので、静岡とモンゴルの架け橋になりた
いです。

ました。日本語教室に通い始めて１年ほどで、日常会話が話
せるようになりました。

柳川 真佐明 さん

有限会社ヤナザイで勤続 13 年。期待の中堅リーダー
ハローワークを通じて、 正社員としてヤナザイに入社。日

18

有限会社ヤナザイ
代表取締役社長

面接のときに林業への熱意を強く感じて採用しま

本の山や樹木の性質など、 林業に必要な知識や技術を一か

した。優秀な人材だと業界内でも評判です。

ら学び、 チェーンソー、クレーンなどの免許も取得しました。

仕事をする上で、国籍は関係ないと思いました。若手

現在は、 班長として仲間の安全を守りながら、 仕事の生産性

を牽引し、高いレベルの仕事を目指していくことを、

を高めています。

期待しています。
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（富岳通運株式会社
はま

だ

富士宮支店

たく

班長）

み

濱田 拓実さん
1966年
（昭和 41年） ブラジル生まれ、富士市在住
業種・業務

運送業、倉庫作業

語

日本語（日常会話、ひらがな・カタカナ）

学

力

ポルトガル語

私はどのように過ごしてきたか
ブラジル サンパウロ生まれの日系２世
サンパウロの小中学校、 高校を卒業し、 家業の農業を学
ぶために大学へ進学しました。また、プロのフットサル選手
として、 地元プロリーグで４回優勝しました。

22 歳の時に、 友人と来日
家庭の事情で大学を中退して来日しました。 派遣社員とし

在庫 28 万ケース、 入庫・出庫するトラック 80 台という大手メーカーの巨大な物流セ
ンターで、部下 30 人の人事、労働時間の管理などを任されています。自分でフォークリ
フトの運転もしていますが、 物流センターの全体を見て、 人と物がちゃんと動いているか
管理しています。
臨機応変に多くの荷をさばくためには、
経験が大切で、管理者としてのやりがいを
感じています。派遣社員などとして長期間

て、 富士市で自動車部品工場に勤務しました。 日本語は、

働いてきましたが、正社員の方が生活も安

わからない言葉をメモして調べ、 わかる単語を増やしていき

定するし、モチベーションもあがります。

ました。

転職しながらスキルアップ
派遣社員などで職場を何度か替わりましたが、 最初に人員
整理の対象となってしまうのが嫌だと思い、 正社員になるた
めにフォークリフトオペレーターの資格を取得しました。

富岳通運で勤続 10 年。管理職として活躍中。
起業をして自営していた経験もありますが、 現在は安定し

やり始めた仕事は終わるまでやらないと
気が済みません。自分に与えられた仕事を
しっかりと最後までやりたいです。

重森

誠 さん

富岳通運株式会社
甲府支店 部長

濱田君のフォークリフトの操作技術はとても高く、コ
ンテストへの出場を勧めています。真面目で几帳面で、

た生活を求めて、正社員として働いています。物流の現場で、

リフトの管理、人の管理、製品の管理、どれをとっても

フォークリフトの資格が役に立っています。

100％の信頼を置いています。難しいことにも努力して対
応してくれて、当社にはなくてはならない貴重な人材です。
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（平野ビニール工業株式会社
せり

生産管理課

係長）

だ

芹田 ラウルさん
1970年
（昭和 45年） ペルー生まれ

浜松市在住

業種・業務

製造業、物流拠点の責任者

語

スペイン語 （簡単な）ポルトガル語

学

力

日本語（日常会話、簡単な漢字の読み書き）

私はどのように過ごしてきたか
ペルーの首都 リマ生まれの日系３世
日系人が多い地区で生まれ育ちましたが、 家での会話や学
校の授業はすべてスペイン語でした。

リマ大学で経営学を学ぶ
リマ大学で経営マネジメントを学んだ後、 親族の経営する
会社に就職し、 総務・人事管理を担当しました。

リーマンショック後は青果問屋で正社員として働いていましたが、社長に勤務時間
や休日について相談したところ、平野ビニール株式会社を紹介され、転職しました。
現在は自動車のシートなどの入出庫管理や顧客管理を担当し、工場の責任者を任さ
れています。誰でも同じように作業ができ、ミスが起きないルールを作って守るよう
にしています。ペルーでの会社経営や、
日本で派遣社員として働いた経験が役
立っています。
国籍に関係なく、働きぶりで評価され

会社経営の夢を実現したけれど不運が重なり、来日を決める

て昇進でき、社長から信頼されているの

その会社で７年間働き、アパレル会社を設立。経営は順調

が一番嬉しいです。今後は、子どもの成

でしたが、 強盗に２度遭うなどの不運もあり、 会社を閉めま
した。 借金もあり、 困っている時に、「日本なら稼げる」 と
聞き、日本に行くことを決めました。

36 歳で日本に来て、日本語は語学学校で学ぶ

長を見守りながら家を買うという夢を叶
えたいです。

平野 利直 さん

平野ビニール工業株式会社
代表取締役

日本に来て妻と一緒に浜松市の自動車部品工場で派遣社
員として働き始めました。日本語を習得するため、 高い授業
料を払って語学学校に通いました。

22

ラウルさんは、経営者の視点で仕事を見ることがで
き、理論的に物事を進められる優秀な人材です。コス

その後、 大手家電メーカーの工場で物流を担当するリー

ト意識が高く、当社の物流の無駄を見抜き改善策を提

ダーになりましたが、 派遣社員だったためリーマンショック時

案してくれました。将来は、会社の中枢を担う人材と

に解雇されました。

して活躍することを期待しています。
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（株式会社セイエイ）

ウルダネタ トリスタン ジョシュアさん
1997年
（平成 9年） フィリピン生まれ

浜松市在住

業種・業務

一般注文住宅の建設業、ホームアドバイザー

語

日本語（日常会話、ひらがな、カタカナ、漢字）

学

力

フィリピノ語、英語

私はどのように過ごしてきたか
母と暮らすため、 12 歳で来日
フィリピンで生まれ育ち、 小学校卒業後に日本にいる母と
一緒に暮らすため来日しました。

日本語はコミュニケーションと日本語教室で上達
公立中学校に入学しましたが、日本語の会話や授業につい
ていけず、 苦労しました。 それでも話しかけて仲間に入れて

「フィリピン人の家づくりに携わってみないか」
。社長から声をかけられた時は、夢
に一歩近づけると思い、ワクワクしました。お客様の相談対応からプランニング、完
成予想図や書類の作成まで、仕事の範囲が広くて大変ですが、やりがいを感じています。
お客様の要望を丁寧に聞いて、その方に合った家づくりを提案しています。お客
様が喜んだときは特にやりがいを感じ
ます。
フィリピンで災害に強い住宅を作ると

くれたクラスメートや、 週末に通った日本語教室のおかげで、

いう夢をかなえるために、建築士の資格

少しずつ会話ができるようになり、 友達もできました。

を取り、受注から設計、引き渡しまで任

将来のために高校進学

せてもらえるようになるのが目標です！

高校や専門学校・大学を卒業した方が選べる仕事が増える
ことを知り、 高校進学を決意し、 外国籍の生徒向けの試験が
ある公立高校に進学しました。

建築士を目指し、 着実に歩む

鈴木 利則 さん

株式会社セイエイ
代表取締役

日本の優れた建築技術を身に付けて、フィリピンで台風に

お客様とフィリピノ語で会話し、 相手の要望や気持ち

強い家を作りたいと思い、 高校卒業後は専門学校で建築・

を聞き取ることができる優秀な人材です。最近では、ジョ

設計を学びました。 その後設計事務所に入社し、 2019 年３

シュアくんを指名するお客様が増えています。いろいろ

月から株式会社セイエイへ転職しました。

なことを吸収しようという気持ちがあり、 将来が楽しみ
です。彼の夢がかなうよう精一杯応援しています。
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（いすゞ自動車中部株式会社

浜松支店）

スロエタ ポルタル ジョセフさん
1998年
（平成 10年）浜松市生まれ

ペルー国籍

業種・業務

自動車整備士

語

日本語（日本人と同等）

学

力

大型車のメンテナンス業務

スペイン語（日常会話）

私はどのように過ごしてきたか
両親はペルー出身で、 浜松市で生まれる
両親は日本語を話せず、 家ではスペイン語を話していまし
た。 一軒家に住んでいましたが、 父の仕事は景気の影響を
受けやすく不安定だったため、２～３歳の頃に家を売って団地

中学校の先生が言った「将来安定して働くために、資格を取った方がいい」という
言葉を思い出し、自動車整備の技術が学べる短大へ進学し、2 級自動車整備士の資格
を取得しました。
卒業後は物流を支えるトラックに関わるいすゞ自動車中部株式会社へ就職しました。

へ引っ越しました。

今は車検業務を行う先輩たちのサポート

外国出身者のコミュニティで育つ

す。不具合をすぐ見つけられる高い技術を

団地では外国籍の友達が多かったので、日本語を知ったの
は保育園に入園してからでした。

成長するにつれ日本語中心の生活に
小学校で日本語の補習を受けたり、日本人の友達と遊んだ

をしながら、現場での作業を学んでいま
持つ先輩のような整備士になりたいです。
家では自主的に英語を勉強中です。海
外にも支店があるので、グローバルに活
躍したいという夢もあります。

りするうちに、日本語が話せるようになりました。

勉強一筋だった高校時代

加納 利恭 さん

いすゞ自動車中部株式会社
エンジニア

浜松支店

中学校では成績は下位の方でしたが、 試験勉強は頑張り、
無事市内の公立高校に進学でき、自信がつきました。

チームで協力する仕事なので、人と仲良く仕事をす

高校では、勉強に打ち込みました。「やっても無駄」と言っ

ることが大事です。トラックは一台ごとに整備すべき

た友人を見返すために必死に勉強してどんどん成績が上が

部分や部品が違うため、一人前になるまで時間がかか

り、 勉強自体が楽しくなりました。

りますが、焦らず経験を積み、一人前の整備士として
活躍してほしいです。
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しずおかジョブステーション

職業訓練施設

就職サポーターが担当者制で就職活動の相談を無料で

主に高校卒業者を対象とする訓練（１～２年）のほか、

受け付けており、 相談から就職まで支援しています。

仕事を求める方に対する訓練、 企業で働く方の能力向上を
目的とした訓練を行います。

支援内容
支援内容

◦就職活動の相談
◦外国人の方向けの支援セミナー

◦定住外国人の方向けの訓練を実施（離転職者訓練、 在職者訓練）
◦職業訓練コーディネーターによる、 相談対応などの受講支援（離転職者訓練）

相談窓口

◦施設内で実施する離転職者訓練に通訳を配置

各所に通訳を配置しています。
地

域

所

在

地

電話番号

通

訳

東

部

沼津市大手町 1-1-3 沼津産業ビル 2 階

055-951-8229

英語

中

部

静岡市駿河区南町 14-1 水の森ビル 3 階

054-284-0027

ポルトガル語

西

部

浜松市中区中央 1 丁目 12-1 県浜松総合庁舎

053-454-2523

ポルトガル語

※詳しくは相談窓口までお問い合わせください。

相談窓口
施設名

外国人正社員就労相談センター
相談から就職・職場定着まで支援しています。

在

地

電話番号

沼津技術専門校※1

沼津市大岡 4044-24

055-925-1071

清水技術専門校※2

静岡市清水区楠 160

054-345-2032

浜松市東区小池町 2444-1

053-462-5602

浜松技術専門校

アドバイザーが就職活動の相談を無料で受け付けており、

所

※1

2021年4月～静岡県立工科短期大学校の「沼津キャンパス」となります。

※2

2021年4月～同じく
「静岡キャンパス」となります。

静岡県立工科
短期大学校 HP

支援内容
◦正社員のとしての就職活動、 面接の相談
◦入社後の職場定着の支援

相談窓口
所

在

静岡市葵区御幸町 8-1 JADE ビル 6F
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地

電話番号
0120-628-222
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外国人雇用サービスコーナー（ハローワーク）

静岡県多文化共生総合相談センター（かめりあ）

外国人求職者の方々でも、 安心して職業相談が受けられる窓口を

在留資格や仕事、 子育てや医療など、 生活する上での困りごとの相談を

静岡県内のハローワークに開設しています。

実施しています。

支援内容

支援内容

◦通訳相談員を配置し、 就業相談・職業紹介をしています。

◦生活相談（ポルトガル語、フィリピノ語、スペイン語など。）
◦テレビ電話通訳、 翻訳機等で１１言語以上に対応。

相談窓口
名

相談窓口

称

所

在

地

電話番号

対応言語※
所

ハローワーク静岡

静岡市駿河区西島235-1

054-238-8603

ポ・ス・中

ハローワーク浜松

浜松市中区浅田町50-2

053-457-5157

ポ・ス・英

ハローワーク細江

浜松市北区細江町広岡312-3

053-522-0165

ポ・ス

ハローワーク浜北

浜松市浜北区沼269-1

053-584-2233

ポ・ス・英

ハローワーク沼津

沼津市市場町9-1（沼津合同庁舎1階）

055-918-3711

ポ・ス・フ・英

御殿場市かまど字水道1111

0550-82-0540

ポ・ス

ハローワーク清水

静岡市清水区松原町2-15（清水合同庁舎1階）

054-351-8609

ポ・ス

ハローワーク三島

三島市文教町1-3-112（三島労働総合庁舎1階）

055-980-1302

ポ・ス

ハローワーク掛川

掛川市金城71

0537-22-4185

ポ・ス・フ・英

ハローワーク島田

島田市本通1-4677-4（島田労働総合庁舎1階）

0547-36-8609

ポ・ス

ハローワーク榛原

牧之原市細江4138-1

0548-22-0148

ポ・ス・フ

ハローワーク磐田

磐田市見付3599-6（磐田地方合同庁舎1階）

0538-32-6181

ポ

ハローワーク富士

富士市南町1-4

0545-51-2151

ポ・ス・フ・英

ハローワーク焼津

焼津市駅北1-6-22

054-628-5155

ポ・ス・フ・英

在

地

静岡市駿河区南町 14-1 水の森ビル 2 階

ハローワーク御殿場

※ポ：ポルトガル語 ス：スペイン語 フ：フィリピノ語
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英：英語

電話番号
054-204-2000

中：中国語

31

その他の相談窓口

施

病気のこと、子どもの学校のこと、仕事のこと、入国・在留手続のことなど、
生活で困っていることや悩んでいることを外国語で相談できる窓口です。

支援内容
国際交流協会等の団体が以下の相談を受け付けています。
◦生活

◦医療

◦教育

◦労働

◦法律

※ＱＲコードからは ( 公財 ) 静岡県国際交流協会のＨＰをご覧いただけます。
「生活」、「医療」 等、 必要な窓口ページをご確認ください。

国際交流協会等
設

名

（公財）静岡県国際交流協会

所

在

地

電話番号

所

在

地

電話番号

焼津市国際友好協会

焼津市本町 2-16-32（市役所市民協働課）

054-626-2191

NPO法人
掛川国際交流センター

掛川市長谷 1-1-1（市役所２階テラス）

0537-24-5595

藤枝市国際友好協会

藤枝市駅前 2-1-5 文化センター 2 階

054-270-3232

御殿場市国際交流協会

御殿場市萩原 483（市役所市民協働課）

0550-82-4426

袋井国際交流協会

袋井市新屋 1 丁目 1-15

0538-43-8070

下田市 4 丁目 1-2

0558-23-5151

裾野市海外友好協会

裾野市佐野 921-3 大橋ビル２階

055-993-9695

湖西国際交流協会

湖西市鷲津 1293-4

053-575-2008

御前崎市国際交流協会

御前崎市池新田 5585（市役所企画政策課）

0537-85-1161

菊川市国際交流協会

菊川市堀之内 61

0537-35-0925

静岡市駿河区南町 14- １ 水の森ビル２階

054-202-3411

静岡市国際交流協会本部

静岡市葵区追手町５- １ 静岡市役所 17 階

054-273-5931

静岡市国際交流協会
清水支部

静岡市清水区旭町６- ８ 清水区役所２階

054-354-2009

伊豆の国市
友好都市交流協会

伊豆の国市長岡 340-1 市役所２階

055-948-1415

浜松市中区早馬町 2-1 クリエート浜松４階

053-458-2170

伊豆の国市
国際交流協会

伊豆の国市四日町 772

055-949-8600

沼津国際交流協会

沼津市御幸町 16 － 1（市役所地域自治課）

055-934-4717

牧之原市
国際交流協会

牧之原市静波 447 － 1（市役所情報交流課）

0548-23-0040

熱海国際交流協会

熱海市中央町 1-1（市役所生涯学習課）

0557-86-6233

清水町国際交流協会

清水町堂庭 210-1

055-981-8238

富士宮市国際交流協会

富士宮市中央町 5-7

0544-22-8111

長泉町国際交流協会

長泉町中土狩 828

055-989-5500

伊東国際交流協会

伊東市松川町 3-4

0557-32-4666

小山町国際友好協会

小山町藤曲 57-2（役場内）

0550-76-6135

富士市国際交流協会

富士市永田町 1-100

0545-55-2704

吉田町国際交流協会

吉田町住吉 87

0548-33-2135

磐田市森岡 150（磐田市豊田支所）

0538-37-4988

森町国際交流協会

周智郡森町森 177-5

（公財）浜松国際交流協会

（一社）磐田国際交流協会
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名

（公財）下田市振興公社

相談窓口

施

設

太田ビル２階

松浦方

0538-85-2111
33

