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多文化共生を支援，在住外国人をサポートする多言語生活情報＆生活ガイド 

在住外国人のための多言語生活ガイド 

「いろはにっぽん 生活応援パック」のご紹介 

〒：７００－０８０７ 
住所：岡山県岡山市北区南方３－７－１７ 

０１２０－５４８１５５＇通話料無料（ 
株式会社ラーンズ  

商品に関するお問合せやご質問， 
見本抜粋版のご請求先 
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貴自治体は何処に当てはまりますか？ 
シート 
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在住外国人向け 
生活ガイドブック 
作成状況 
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英語版 
生活ガイドブック 
 
「％」がそのカテゴリー
でガイドブックを作成し
ている自治体割合 

 
法定人口10万人

以下＆外国人
500人以下の自
治体でも１/４が
ガイドブック作成 

ポルトガル語版 
生活ガイドブック 
 
「％」がそのカテゴリー
でガイドブックを作成し
ている自治体割合 

 
法定人口10万人

以下＆外国人
500人以上の自

治体約８割がガ
イドブックを作成 

     ←500人→ 
在住外国人英語＇韓国・朝鮮・フィリピン・ペルー米国・その他合算（数 

     ←500人→ 
      在住外国人＇中国（数 

     ←500人→ 
       在住外国人＇ブラジル（数 

グラフ資料の見方 

縦軸は各自治体の法定人口を取り，１０万人以上，以下でライン
を引き，横軸は各自治体の外国人数を取り，１千人以上，以下で
ラインを引くことで４象限マトリクス 

 
【こぼれ話】 
韓国語ハンドブック作成状況は外国人数と比較すると低い。 
ヒアリングした結果， 
「既にコミュニティが確立している」 
「英語教育が盛んなため，英語版ガイドブックがあれば十分」 
との声が多数寄せられた。 

25.8％ 

40.9％ 57.7％ 

23.9％ 

31.1％ 

中国語版 
生活ガイドブック 
 
「％」がそのカテゴリー
でガイドブックを作成し
ている自治体割合 

 
法定人口10万人

以上＆外国人
500人以下の自

治体の約６割が
ガイドブック作成 

12.9％ 

全国６８９都市への電話ヒアリング結果 2011年ラーンズ調べ 
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自治体，国際交流協会の方々から伺った悩み 
シート 

2 

 

 

 

※弊社が自治体，国際交流協会担当者に行ったヒアリングより一部抜粋 

「外国人向けの情報ガイドを作成したいと思っているが，制作費用や印
刷費用，加えて，翻訳の手配や修正などが大変で，費用もかさむ」 

「既存の外国人向け情報誌はあるが，情報更新ができていない。いろ
いろな課がそれぞれに情報誌＇冊子，ビラ（を作っていて，統一されてい
ない。」 

「特に災害時の外国人対応が課題。外国人住民が悩んでいるというこ
とをきいている。なので，在住外国人の声をききながら情報ガイドを作り
たいが，１人ではなかなか難しい…」 

「既存の自治体情報ガイドを多言語に訳しただけでは…文字ばかりでは
なく，見たらわかるイラスト等もっとわかりやすいものがあれば…」 

「自治体から多言語訳を依頼され，業務がパンク状態。もっと困っている
外国人住民へのフォローへの時間が削られている。」 

自治体 
多文化共生 
ご担当者の声 

国際交流協会 
ご担当者の声 「外国人住民から『こんな資料＇情報（ないですか？』と質問がある。自治

体で配っていたと思うのですが，保管できていないんでしょうね… 

http://sozaidas.com/sozai/010107oldman/seethrough/010107oldman21st-trans.png
http://sozaidas.com/sozai/010401bldg/seethrough/010401bldgl03st-trans.png
http://sozaidas.com/sozai/010401bldg/seethrough/010401bldgl18st-trans.png
http://sozaidas.com/sozai/010106midwoman/seethrough/010106midwo17st-trans.png
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こんな情報ガイドになっていませんか？ 
シート 
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①日本人向け自治体情報をそのまま多言語化している 
【在住外国人へのヒアリングで良く出てきた質問】 
＇ゴミの分別（ 
ゴミを出す曜日は分かったが， 
「なぜ，ゴミを分別しなければならないのかが分からない」 

＇学校の仕組み（ 
PTAってなに？必ず参加しなければならないの？ 
 
※その地域に住む我々日本人にとっては「あたりまえ」のことが， 
異国の文化・環境で育ってきた在住外国人にとっては 
それが「あたりまえ」ではありません。 
 
 
②紙面が日本語⇔多言語と「文字ばかり」で冊子が分厚い 
【在住外国人へのヒアリングで良く出てきた言葉】 
・文字ばかりで分かりにくい・・・ 
・見たらすぐわかるようなイラストがあれば・・・ 
・冊子が大きくて重いから読まない・・・ 
 
※自治体情報は独特な表現・言い回しがあり， 
日本人でも全てを一度に理解できるとは限りません。 
ましては，在住外国人にとってみればなおさらです。 

生活いろは手帳「ゴミの分別」より 

生活いろは手帳「もしも!地震が起きたら」より 
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いろはにっぽん生活応援パックのご紹介① 
シート 
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①「生活いろは手帳」 
「やさしい英語版」，「ポルトガル語版」 
「中国語＇簡体字（版」 

【内容】 
・覚えよう！緊急時のいろは 
・知ろう！文化・習慣のいろは 
・はじめよう！暮らしのいろは 
 
【特徴】 
・Ｂ５サイズ冊子 ６４ページ 
・フルカラー 

日本での生活をサポートする商品が「いろはにっぽん生活応援パック」です。在住外国人の「わかった！」 
「助かった！」を使いやすい３点の商品にして，耐久性の高いバインダに入れて提供します。 

②「いろはシート」 
「やさしい英語版」，「ポルトガル語版」 
「中国語＇簡体字（版」 

【内容】 

・消防，救急，警察，病気の「緊急
連絡先」を掲載 
 
【特徴】 
・Ａ４サイズ １ページ 
・フルカラー 

いろはオプションシート 
【内容】 
・各自治体独自の 
生活基盤連絡先や内容を 
掲載 
 
【特徴】 
・Ａ４判 １ページ 
表面に日本語 
裏面に多言語 

オプションで自治体独自情報が掲載できるシート作成可能 
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シート 
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①豊富なイラスト，全ページフルカラー 
イラストによって，日本の生活ルール等をビジュアルで表現。「読んでいて楽しい！」を追求しています。 
 

②外国人にもわかりやすい「やさしい日本語」【日本語能力検定３級程度】 
「だれにでも読むことのできる商品を実現したい」と思い，ふつうの日本語よりも簡単で外国人にも分かりやすい「やさしい日
本語」と大きめのルビを使いました。 
 

③やさしい英語＇グロービッシュ（を採用【日本の中学英語レベル】 
「母語に左右されないすべての外国人が理解できる商品を実現したい」と思い，使用頻度の最も高い英単語１５００語で訳し
た易しい英語を採用しました。 
 

④その他の言語は中国語＇簡体字（版とポルトガル語版を用意 

③「いろは問診票」 
「やさしい英語版」，「ポルトガル語版」 
「中国語＇簡体字（版」 

【内容】 
・外科，歯科等１０科の問診票 
 
【特徴】 
・全国共通版 
・Ａ４サイズ １３ページ 
・問診票は切り取り式で， 
 コピー可能。  

【付属品】いろはバインダ 
ポリプロピレン製 

【特徴】 
・自治体独自資料と生活いろは手帳，いろはシート， 
いろは問診票と一緒に入れることが可能。 
・折り曲げに強く軽い。 

いろはにっぽん生活応援パックのご紹介② 
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いろはにっぽん生活応援パック導入のメリット 
シート 

6 

メリット１：自治体独自資料含め，生活に必要な情報すべてを１セットで提供 
「いろはにっぽん生活応援パック」は１つのバインダにおさまっているので，在住外国人が自治体の各課をまわって，
情報収集をしなくてすみます。 

また，自治体で各課が配布している在住外国人向け資料を「いろは生活応援パック」のバインダに一緒に入れれば，
知りたい情報をすぐに取りだすことができます。 

メリット２：翻訳・制作・印刷の一括発注により，コスト削減・労力削減が可能 
多言語の情報誌を制作する際，見慣れない外国語をとりまとめ，それを校正し，印刷会社とのやりとりもしなければ
いけない大変さを自治体担当者の方からよくうかがいました。 

ラーンズは，「翻訳・制作・印刷」の一連の業務すべてを行うことができますので，「多言語情報ガイドを作りたい」と
思えば，ほとんど負荷がかからず，導入できます。 

メリット３：ユーザー目線による必要情報を分かりやすく提供することが可能 
自治体独自で作られている多言語情報ガイドをみながら，自治体担当者の方が「在住外国人にとってここまでのボ
リュームは要らないと思っている」，「日本語でも難しい自治体独特の文章をイラストもなく文字だけで説明している
ので，在住外国人の人がはたして読んでいるかどうかわからない」などといった声を伺いました。 
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シート 
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採用第１号の広島県安芸高田市が 
読売新聞2012年4月24日付に掲載 

商品内容 販売価格 納期目安 

いろは 
生活応援パック 

①いろは生活手帳＇Ｂ５冊子 ６４ページ（ 
②いろは基本シート＇Ａ４サイズ１ページ（ 
③いろは問診表＇Ａ４サイズ１３ページ（ 
対応言語 
やさしい英語版/中国語＇簡体字（版/ポルトガル語版 

付属品いろはバインダ 

1,050円＇税込（ 約２週間 

いろは 
オプションシート 

いろは生活応援パックに追加して， 

自治体独自情報を「いろは基本シート」と
同じ体裁で作成することが可能です。 

１言語１シート 
157,500円＇税込（ 

最大約２カ月 

商品概要と自治体採用情報 

広島県安芸高田市にて， 
在住外国人への配布がスタート!! 


