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WMGの魅力の１つ

国 際 交 流

世界を拡げるレガシー：「KANSAI・アジア・世界観」の
拡大（グローバリゼーション）

ＫＡＮＳＡＩブランド
の向上と

地域の国際化

アジアへのマスターズ
スポーツムーブメントの

拡 大

多様性を有した
世界観の拡大と

国際貢献



新型コロナウイルスの影響
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（日本政府観光局, 2021）

訪日外国人旅行者数の推移

2020年の訪日外国人旅行者数は412万人（前年比87.1％減）

海外の方に日本へ来てもらう
目標：2万人の海外参加者！！

日本にいる

海外の方に参加してもらう国際交流の文化を繋げたい



在留外国人の推移
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在留外国人の推移（法務省出入国在留管理庁, 2021）

約289万人

【関西地方に着目すると…】

大阪府 253,303人
京都府 62,510人
兵庫県 114,927人
滋賀県 33,963人
奈良県 13,908人
和歌山県 7,148人

（2020年6月末）

計：485,759人

約4％の方に参加して

もらえば目標人数に！！



「やさしい日本語」の提案

「やさしい日本語」

在留外国人の誘致
→ 課題：情報提供

A 活動に基づく在留資格
【1. 各在留資格に定められた範
囲での就労が可能な在留資格】
（外交、公用、教授、等）

【2. 就労はできない在留資格】
（文化活動、留学、等）

【3. 個々の外国人に与えられた許可
の内容により就労の可否が決められ
る在留資格】（特定活動）

B 身分又は地位に基づく在留資格
（日本人の配偶者等、永住者、等）

在留資格一覧



「やさしい日本語」とは

1. 召し上がる

2. 土足厳禁

3. キャンセルする

4. 高台に避難する

1. 食べる

2. くつを ぬいでください

3. やめる

4. 高いところへ 逃げる

た

たか に

⚫一般的な日本語よりも簡単で、わかりやすい言葉

で伝えるようにルール化したもの。

⚫日本語学習者が初期段階で学ぶ約2000の語彙

と、単文を主とした単純な構造からできている。

⚫日本語を学習し始めた外国人でも災害時に適応

な行動がとれる表現になっている。

通
常
の
日
本
語

や
さ
し
い
日
本
語



需要の高い「やさしい日本語」

ネイティブではない人が訳した母国語, 10

機械翻訳された日本語, 12

日本語, 22

英語, 68

やさしい日本語,76

0 10 20 30 40 50 60 70 80

（東京都国際交流委員会, 2018）

希望する情報発信言語（単位：人）

英語 < 「やさしい日本語」



← 【「やさしい日本語」版記事】

【「やさしい日本語」版テスト】 →

独自質問紙調査：「やさしい日本語」の理解度

対象：和歌山県在住の外国人81名・日本人大学生54名
期間：2021年11月
場所：和歌山外国語専門学校

和歌山YMCA
和歌山大学

方法：同じ内容で表記の異なる観光記事と読解テスト使用
・ 日本人学生には通常日本語表記
・ 在留外国人には「やさしい日本語」表記
・ 読解テスト5問
（5つの選択肢：正解→１、不正解→０）

調査概要 調査結果

一元配置分散分析
独立変数：日本語レベル, 従属変数：正答数

4.44 4.58 4.83

0

2

4

正答数

初級＋中級 上級 日本人

グループ間に

有意差なし

MEAN SD F p

初級＋中級（46名） 4.44 1.10

2.14 n.s.上級（36名） 4.58 1.00

日本人（42名） 4.83 0.38

「やさしい日本語」は
全ての日本語レベルの外国人

にとって効果的！！



◆ インバウンド対応として「やさしい日
本語」を観光など他の分野で活用

◆日本の文化を「やさしい日本語」で
伝える地方創生への自治体の取組

◆在留外国人に向けた生活情報の
提供にも活用

◆多くの自治体や団体などがゴミの出し
方、学校ガイド、交通ルールなどを
伝えるリーフレット、ホームページ作成

あらゆる場面で注目される「やさしい日本語」

災害時 平 時 観光場面

◆阪神・淡路大震災の際、在留外国
人が必要な情報を受け取れなかった

◆ 「やさしい日本語」での災害情報
発信は全国に少しずつ広がっており、
2011年の東日本大震災でも活用



「やさしい日本語」の活用事例

「やさしい日本語」は新たな共通語として活用されている
多様性を促進する重要なツール

【東京都オリンピック・パラリンピック準備局】 【やさしい日本語ツーリズム研究会】

◆多言語対応の１手段として「やさしい
日本語」に注目

◆東京2020大会後のレガシーとして「多文
化共生社会の実現」を見据え、「やさしい
日本語」情報をホームページで公開

◆福岡県柳川市では、2016年8月やさしい
日本語ツーリズムの取組を開始（電通、
ヒューマンアカデミーなどによる）

◆産学連携の「やさしい日本語ツーリズム
研究会」と連携したインバウンド誘致活動



独自インタビュー調査：WMG2021関西和歌山県実行委員会の方のご意見

【インタビュー概要】
日 時：2021年 10月20日 15：45～
対 象：和歌山教育委員会 生涯学習局

スポーツ課 プロジェクト推進室
男性職員

場 所：和歌山大学

A：コロナ前に比べ新規獲得が困難。
駅伝等の競技は海外での認知度が低い。

Q：外国人参加者集客の課題は？

A：組織委員会では人脈、繋がりを活かした集客を試みている。
（大使館等）

Q：外国人参加者集客のために現在行っていることは？

A：和歌山県組織委員会の現状での発信は日本語版のみ。
海外向けは人材不足。

Q：外国人に向けた情報発信の状況は？

A: アイデアはとても良い。実務的な活用方法が課題。

Q：「やさしい日本語」の活用提案についてどう思われますか？



WMG2021で「やさしい日本語」の活用を！

WMG集客のためには在留外国人へのアプローチが重要ではないか？

⇒  WMG2021で「やさしい日本語」の活用を提案！

多言語対応の一助

新型コロナ後の在留外国人向け
「国内観光の活性化」

「やさしい日本語」は
大会前・中・後のあらゆる場面
で活用可能！！

WMGの認知・参加意欲向上競技会場付近への観光誘導

他のマスターズ大会参加の振興
「生涯スポーツ社会の実現」

東京2020大会レガシーの伝承
「多文化共生社会の実現」



「やさしい日本語」の活用案 大会前

WMGの情報を確実に届け、在留外国人参加者を受け入れる体制を整備

☆現在の多言語対応に「やさしい日本語」を追加

➢ 既存サイトが活用可能

➢ 在留外国人への分かりやすい情報発信が可能

☆在留外国人支援を目的とした「外国人生活支援

ポータルサイト」（法務省）を活用

☆大会HPから公式SNSへのアクセスを誘導し、

WMGの認知・参加向上を促す

• 大会プロモーション

• 会場近隣住民や店舗への周知

⇒ 回覧板や掲示等を通して、
「やさしい日本語」の使用を推奨

• 会場内外の案内表示での活用

⇒ 円滑な誘導、トラブル回避

WMG公式サイトを「やさしい日本語」へアレンジ



「やさしい日本語」の活用案 大会中

• 競技会場周辺の観光情報発信

• 大会情報を「やさしい日本語」で発信

⇒ 競技結果や当日の天候等SNSで随時
最新の情報を発信

• 会話時の共通言語として活用

⇒ 在留外国人の日本語コミュニケーション
の期待に応える

Webマガジン『MATCHA』とのコラボレーション

会場周辺の観光情報を記事に！

➢ 世界240以上の国・地域から月間
340万人以上が訪れる、日本最大の
訪日観光メディア

➢ 観光、グルメ、文化、便利情報など、
日本に関する魅力的な記事を
10言語＋やさしい日本語で発信

大会参加者の観光誘導と
WMGの広報の両方を実現！

在留外国人参加者にとって安心・安全・快適な大会の実現



• ボランティアスタッフセミナーの開催

• 競技会場にて「やさしい日本語」の

周辺観光パンフレットを配布

⇒ SNSに馴染みのない世代にも

アプローチ

• 在留外国人の参加者には今後の

MG情報を「やさしい日本語」で発信

⇒ 在留外国人の継続的な参加促進

「やさしい日本語」の活用案 大会後

多様性の促進に向けた次世代の明るいレガシーへ！！

対象者：メガイベントのボランティアスタッフ
目 的：WMGでの「やさしい日本語」活用を通して得られた知見の継承

他イベントでの「やさしい日本語」活用の提案
形 式：ZOOMによるオンライン講義（計3回の実施）
内 容：１. 「やさしい日本語」の背景

２. 「やさしい日本語」の活用事例
３. 「やさしい日本語」のコミュニケーション方法

講 師：WMGで「やさしい日本語」を活用したスタッフ

「やさしい日本語」セミナーの実施



「やさしい日本語」を活用し、今こそ関西の地から
国際交流・多様性の輪を繋ぎましょう！！


