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新型コロナウィルスの感染者は最近は落ち着きを見せてきていて「野外で
マスク着用必要なし」との政府の基本的対処方針も出され、コロナ前の日常
に徐々に戻りつつあります。日本語教室夜は 4 月以降 14 名の新規学習者を
迎え、教室での対面授業、及びオンラインでの授業を平行して行っていま
す。ここ 2 年間行事は行っていませんでしたが、本年度から行事の再開を目
指しています。
第 1 弾として、4 月 27 日に「端午の節句」行事を行いました。オンライン学習者の皆さんも
参加できるように、教室で行われた端午の節句の説明、兜の折り方の実演、五月人形の展示を
Zoom で配信しました。
今後もコロナ禍で出来る範囲で、行事を行って参りますので、ご期待ください。

「たなばた」のための打ち合わせ
←日本語教室（夜）５月の教室の様子
福祉センター３F にて

いろいろな行事 Various events

写真は 2022 年 4 月 14 日いずみホールで行われた国分寺市ウクライナ応援
チャリティーコンサートの様子（写真提供・国分寺市）

●国分寺市ウクライナ応援チャリティーコンサート
去る 4 月 14 日、幸いにも抽選に当たり、いずみホールでの国分寺市ウクライナ応援チャリ
ティーコンサートを聴く機会を得ました。A・B ホールとも満席のお客様の中、まずジュニアミ
ュージックシアターの若々しい歌、国分寺チェンバークワイアの落ち着いたハーモニーの後、
休憩をはさんで民族衣装のオクサーナ・ステパニュックさんが登場、厳かにウクライナ国歌を
歌われました。応援出演の秋川雅史さんと入れ替わり、彼の素晴らしい独唱の数々を楽しんだ
後、純白のドレスに黄色と青のリボンを結んだオクサーナさんが再登場。“私の愛しいお父様”
等の熱唱に心揺さぶられ、続いて秋川氏とのデュエット“千の風になって”、“愛のテーマ”が終
わると会場はスタンディングオーベーションとなり拍手が鳴りやみませんでした。
アンコールに、オクサーナさんがバンドゥーラ 1 を奏でながら“アヴェ・マリア（カッチー
ニ）”を歌われると、眼がしらが熱くなる思いでした。在日 14 年以上たって祖国がこのように
なるとは夢にも思わなかったことでしょう。「ボルシチはウクライナの伝統料理なのですよ」と
熱く語った彼女の言葉を思い出しながら、一日も早くウクライナに、そして困難にある世界の
まつかた

てるこ

国々に平和が来ますようにと願いつつ会場を後にしました。
（文・松方 晃子）
※オクサーナさんは、以前 KIA の日本語教室で、松方さんと学習されていました。
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バンドゥーラ…ウクライナの伝統的な民族楽器
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●端午の節句（たんごのせっく）
大がかりなイベント開催が難しい中、去る４月２７日、３年ぶりに教室で『端午の節句』が
行われました。
当日は立派な五月人形やミニ鯉のぼり・菖蒲の花も飾られ、学習者の皆さんには間近で見て
いただくことができました。
器用な方が多かったのか、新聞紙の兜も皆さんかっこよく折れて、武者が勢ぞろい！菖蒲を
かけたジャンケン勝負も対面学習の醍醐味を感じることができました。
ご縁があって来日された皆さんに、日本の文化を少しでも身近に感じていただける機会にな
ったことでしょう。
最後に、オンラインで参加してくださった学習者の皆さんとスタッフの方々には、接続不具
合や音声の共有では至らぬ点が多くご迷惑をおかけしてしまい、申し訳ありませんでした。い
まだコロナ禍ではありますが、四季折々の日本の暮らしを、皆さんと共有できたらうれしいで
やまざき

な ほ

す。（文・山﨑 菜穂）

↑福祉センターの和室に飾られた五月人形、兜、菖蒲
↓当日の教室の様子↓
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特集 『私の行ってみたいところ』
コロナ禍がおさまりつつあり、旅行に行く人が増えてきました。そこで今回は、学習者の
皆さんに「行ってみたいところ」について作文を書いていただきました。また、学習者の皆
さんをそれぞれのスタッフが簡単に紹介しています（写真下）。行ったことのある人から話が
聞けるかもしれませんね。
※日本語で文章を書くのがまだ難しい方は、スタッフが訳したり、添削をしたりしています。
※ひらがなで書かれた作文と地名や場所の名前を一部漢字に直し、ふりがなを振りました。
※お名前の（）内は呼び名、〔〕内は出身国や地域、★は 4 月～６月の新入室者です。

鄭顥熙

テイ コウキ（ボビー）さん〔香港〕★

アミット

クマールさん〔インド〕

えちごゆざわ

子供の頃から古文化に対して深く興味を持って

越後湯沢 への旅行は今まででベストの旅行でし

いましたが、いろいろな理由で、社会人になって

た。そこでスキーを習いました。5 人の友達と越後

も世界中の歴史遺跡を巡る機会がなかなかありま

湯沢まで新幹線で 1 時間半の旅行でした。1 日目は

せんでした。ですから、コロナ禍のうち、きちん

ロープウエイで頂上まで行ってスキーを借りまし

と貯金をしたら、自分の馴染んだ環境とまったく

た。そしてインストラクターからレッスンを受け

異なる南米各国へ行ってみたいと思います。その

ましたが、とてもむずかしかったです。それでも

中で、最も探索したいところはマチュピチュです。 その日の終わり頃には少し滑れるようになりまし
自然風景のみならず、何のために作られたものか
誰が作ったのかも分からない不思議な高度文明の

た。
次の日は少し上手くなり、ゲレンデの頂上から

遺跡を味わえるのが魅力だと考えます。コロナ後、 滑りました。とても気持ちが良かったです。その
必ず行きます！

日の遅くに新幹線で東京に戻りました。とても楽

ニックネームはボビーさんです。日本語はとても上手

しかったです。また行ってみたいです。

で、前向きな方です。教室では、彼が読みたい日経新聞

彼はデリー出身で、IT エンジニアとして日本企業で
の記事を教材として、一緒に勉強しています。
飯島 俊文（いいじま としふみ）さん

働いています。趣味はスポーツで特にバドミントンとサッ
カーが好きだそうです。
菊地 英爾（きくち えいじ）さん
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ブィ ティ チュン テュイさん〔ベトナム〕★
しらかわごう

バスネト

マダヴさん〔ネパール〕
おきなわ

旅行で行ってみたいところは白川郷 です。白川

僕の行ってみたい所は沖縄 です。今まで一度も

郷は世界遺産に登録されています。合掌造りの古

行ったことがないのですが、沖縄と聞いたら真っ

い家がたくさんあります。一番古い家は 400 年前

青できれいな海を思い浮かべることが多いです。

に建てられました。また、美しい自然の風景もた

海以外にも沖縄は自然や歴史が豊かだそうですが、

くさんあります。周りには山や川があります。天

僕にとっては海が第一です。なぜなら今まで海で

文台から白川郷がぜんぶ見えます。ここでいい写

泳いだことがないからです。すぐ行くことができ

真を撮ることができます。村全体を 4 時間で歩く

るかわかりませんが、行ったときは魚といっしょ

ことができます。真ん中の道においしいレストラ

に泳ぐことを楽しみにしています。

ンと店が多いです。ここは冬が一番きれいです。
雪が降っていて電気が点灯しているのはすばらし
い景勝地です。一度ここに行ってみたいです。

マダヴさんは今年の四月に都立高校の２年生になり、
テュイさんは、ご主人の仕事の関係で、今年の 4 月に
来日。べトナムでも日本語を勉強されていたので、基本
的な読み書きはできています。さらに日常会話を上達さ
せたいそうです。

部活でバトミントンをするようになりました。来日から２
年余りで今年 N２に合格。お見事!!素晴らしい夢(ナイシ
ョ)も実現できるよう頑張って下さい。本当に将来がたの
もしい青年です。

中原 剛（なかはら つよし）さん★

エレウェチ ケレチ ケネス（ケニー）さん
〔ナイジェリア〕★
歴史が大好きです。日本の歴史のある町へ行き
きょうと

ひろしま

たいです。京都 や広島 、行きたいところがいっぱ
いあります。日本中、旅行して、日本の歴史をた
くさん知りたいです。

ニックネームはケニーさんです。趣味は洋服づくり（プ
ロ級）とバスケットボールです。
東田 恵子（とうだ けいこ）さん
かけはし 54 号

福岡 美智子（ふくおか みちこ）さん

T さん〔アメリカ〕★
とうほく

とうきょう

わたしは東北に行きたいです。わたしは 東 京 よ
り北に行ったことがないです。そしてハイキング
と

わ

だ はちまんたい

が 大 す き で す 。 だ か ら 、 わ た し は 十和田八幡平
こくりつこうえん

国立公園に行きたいです。

T さんは幼稚園の先生です。忙しいですが、日本語の
勉強をがんばっています。
安田 祐子(やすだ ゆうこ）さん
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黄淑玥

コウ シュユェさん〔中国〕★

ハノズ

かまくら

バンガラさん〔スコットランド〕
ふ じ さ ん

私が今一番行きたい場所は鎌倉 です。自分の故

これから日本で行きたいのは富士山 です。日本

郷は海から遠く離れた都会にあります。毎日目に

で一番有名な場所 のひとつなので行きたいです。

映る景色は絶えまない建物群だけです。小学校の

こんなに高い山にのぼるのは達成感 があるでしょ

時、親と一緒に海岸に旅行したことがあって、多

う。あさひがのぼるのをみるために富士山の

分その時から海が好きになりました。今でも海を

ばしょ

たっせいかん

ちょうじょう

ひとびと

頂 上 にたどりつく人々 のビデオをみたことがあ
まえ

見ると、リラックスして、悩みを全部忘れられま

ります。でも富士山にのぼる前 に小さな山にのぼ

す。鎌倉のゆったりとしている生活や、美しい海

る 練 習 をする必要があります。

れんしゅう

ひつよう

の景色や、いつも晴れた夏の日などのイメージが
ここに行きたい理由です。

彼はインド生まれ、スコットランド育ちの 25 才。焼肉
が大好き。おすしが苦手、日本語は着々と力をつけてき
コウさんは四川省成都市出身です。美術大学の大学

ている努力家です。
近藤 美登里(こんどう みどり）さん

院で舞台装置デザインを学んでいます。四川の辛い料
理が大好きで、日本の食事は辛さが足りない、と部屋に

ケイズル

は七味唐辛子を置いているそうです。

ビサレスさん〔フィリピン〕★

おおさか

森 弥生（もり やよい）さん★

大阪 に行きたいです。たこやきを食べたいです。
こうべ

ユニバーサルスタジオに行きたいです。神戸 にも
こ う べ ぎゅう

行きたいです。神戸 牛 のステーキを食べたいです。

C.R.さん〔アメリカ〕★
い

ふ じ さ ん

わ た し の 行 っ て み た い と こ ろ は 、 富士山 の
ちょうじょう

いちばんたか

で

頂 上 です。日本で一番高 い山の上から、日の出
たいりょく

をみたいです。富士山にのぼるためには、 体 力 が
ひつよう

からだ

必要です。がんばって 体 をきたえます。富士山に

レイズル

ビサレスさん〔フィリピン〕★

ほっかいどう

北海道 に 行って 、ス キー をして みた いで す 。
ふ じ さ ん

富士山にものぼってみたいです。

ひと

のぼったことがある人 はいますか？なにかよいア
おし

ドバイスがあれば、教えてください！
彼は NY 出身で、日本
人の奥さんと国分寺市在
住です。仕事は横田基地
内学校の IT 関連です。

お二人とも日本企業でエンジニアとして働いていま

来年 N3 受験を計画中

す。趣味は絵を描くことです。ケイズルさん（妹・右）はタ

です。

ブレットで、レイズルさん（姉・中央）はペンを使います。

Hiroshi（ひろし）さん★

とてもお上手（プロ級）です。
若林 真弓（わかばやし まゆみ）さん★

かけはし 54 号

6

林素儀

リン ソギさん〔台湾〕

ミーナ
ほっかいどう

アジェイさん〔インド〕

はなし

い

ばしょ

ばしょ

私が今一番行ってみたいところは北海道 です。

この 話 は私が行きたい場所についてです。場所

日本に来て初めて家庭料理屋さんで食べたホッケ

の名前 は山中湖 です。それはわたしの先生 によっ

の味は、Ｗｏ～と驚いてしまう程美味しかったで

て 紹 介 されました。その場所は、私の家 から３

す。コロナ禍が収束したら、母と一緒に北海道へ

時間です。 中 央 線とバスで行くことができます。

行ってウニ、シシャモ、サンマ・・・いろいろと

そこには 湖 の 美 しい景色があります。そこから

食べてみたいです。

も富士山 がはっきり見 えます。そこにキャンプす

なまえ

やまなかこ

せんせい

しょうかい

いえ

じかん

ちゅうおうせん

みずうみ

うつく

ふ じ さ ん

けしき

み

おも

るのはおもしろいと思 います。アヒルもたくさん
ことし

います。今年は行きたいです。

林さんは大変穏やかな方で、毎週水曜日に一緒に勉
強するのが楽しみです。
清水 仁子(しみず じんこ)さん

彼は日本企業の研究所で働いています。とても誠実
で気遣いのある勉強熱心な方です。

王鑫

オウ シンさん〔中国〕

相澤 康代（あいざわ やすよ）さん

2021 年 4 月、日本のゴールデンウィークに私は
妻と子供たちと一緒に自分で車を運転して東京か
ら関西の京都と大阪に旅行に行きました。京都で
きょうとしじょう

ぎおん

こうだいじ

きよみずでら

ち おんいん

レムエル デジャロ（レム）さん〔フィリピン〕
いしかわけん

かなざわ

い

まえ

わたしは石川県 の金沢 に行 ってみたいです。前
かい

れ き し はくぶつかん

は京都四条 の祇園 、高台寺 、清水寺 、知恩院 を見

に２回 行ったことがあります。歴史博物館 があり

学しました。私と妻が留学していた 2003 年に住ん

ます。武士 が好 きです。戦国時代 に興味 がありま

でいた家の前まで行って写真を撮りました。今回

す。ひとつは、 刀 が好きだからです。歴史博物館

関西圏の友人と楽しい会合がありました。とても

には刀がたくさんあります。いろいろな刀があっ

おきなわ

楽しかったです。次は沖縄へ行きたいです。

ぶ

し

す

せんごく じ だ い

かたな

す

きょうみ

れ き し はくぶつかん

ぶ しどう

きょうみ

ておもしろいです。また、武士道 にも興味 がある
からです。

北京から来た料理が上手なお父さんです。日本語が
上手になったら弁当屋さんを開きたいそうです。オープ
ンしたら皆さん買いに行きましょう。
藤本 尊之(ふじもと たかゆき）さん

レムさんと呼ばれています。寿司職人なので、魚介類
の名前をよく知っていて、寿司は自分で作るそうです。フ
ィリピンのボホール島は自然がとてもきれいだそうなの
で、私も行ってみたいです。
小林 愛（こばやし あい）さん
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メンディさん〔スペイン〕
私は日本中を旅行するのがとても好きです。し
かし、コロナウイルスのパンデミックのために、
私はここ数年あまり旅行することができませんで
した。私はすでに日本の多くの場所に行ったこと
がありますが、それでも行きたい場所はたくさん
ま つ え し

いずも

あります。そのうちの一つは松江市 と近くの出雲
たいしゃ

しろ

あ だ ち びじゅつかん

きゅうぶけ

大社 で す 。 松 江 で は 、 城 、 足立美術館 、 旧武家
やしき

屋敷 を訪ねたいと思います。出雲大社は日本で最

センさんは 2018 年来日。現在修士 2 年生で就活
中です。IT 関係の会社に就職希望です。趣味はジョギ
ングと生け花で、生け花は中国で４年間習いましたが、
日本でも習いたいそうです。
廣田 昌子（ひろた まさこ）さん

も重要な聖域のひとつであり、ぜひ訪れたいと思
います。

張弥娜

チョウ

ミナさん〔中国〕

はちのへ

たからづか

断 ト ツ 八戸 で す 。 私 は 宝 塚 フ ァ ン な の で 、
2017 年花組全国ツアーの
とき、一回行ったことがあ
ります。八戸の朝市の食事
スペインの料理本を見ながら、ローズマリーが香る故

はとても美味しかったで

郷の風景や、お祖母様のなつかしい料理の話を伺いま

す。そして、驚くほど安か

す。私たちの目下の悩みはダイエットができないというこ

ったです！当地の方々も親切な人ばかりです。八

とです。

戸駅は JR の駅ですが、スイカが使えないことも印
山﨑 菜穂（やまざき なほ）さん

象に残りました（笑）。かなり愉快な旅でしたので、
今でも忘れられないです。コロナが収まった後、

線婧雯

セン ジンウェンさん〔中国〕★
おおさか

私の行ってみたいところは大阪 です。５月に大

また行きたいです。次回は絶対じっくり、ゆっく
り八戸を味わいたいです！

阪へ一度行きましたが、すごく楽しかったので、
かいゆうかん

もう一度行きたいです。USJ、海遊館と食べ物が私
の心を引き付けます。USJ のいろいろなローラー
コースターは刺激的です。海遊館では、ゆっくり
音楽を聞きながら、ペンギンさんたちの喧嘩や、
飼育員の指揮でアザラシが仰向けに寝たり座った

ミナさんは来日３年が過ぎ、現在都心の会社で働い

りするのや、イルカなどの可愛い海洋生物が見ら

ています。忙しい仕事の合間をぬってオンライン学習を

れます。また、大阪の串カツや鉄板焼きも美味し

続け、日本語に磨きをかけています。趣味は旅行、ライブ

かったです。５千円の食べ放題で色々な種類の鉄

に行くことなど。宝塚の大ファンだそうです。

板焼きが食べられます。私はもう一度大阪へ行き

谷本 桂子（たにもと けいこ）さん

たいです。
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ジョン クマールさん〔トリニダード・トバゴ〕★

何屹

カ

キツ（ソラ）さん〔中国〕★

私が一生に一度は行きたい場所は、イギリスの

私は理系卒で、ソフトウェアエンジニアとして

マンチェスターです。私の大好きなサッカーチー

働いていますが、人文科学がとても好きです。特

ムのマンチェスター・ユナイテッドのホームグラ

にヨーロッパの歴史と文化に興味があります。中

ウンド、オールドトラッフォードがあるからです。 でもローマには、パンテオンやフォロ・ロマーノ
マンチェスター・ユナイテッドにはトリニダー

やコロッセオなど多くの文化財があります。また

ド・トバゴ出身の選手がいました。そのスタジア

ルネッサンス発祥地なので、美術館や美術品もた

ムへ行ったら、トロフィーの展示をみて、チーム

くさんあります。さらに、私は美食が大好きで、

の歴史に浸りたいです。そしてもちろん、チーム

イタリアの lasagna と osso buco にも興味があり

のゲームを生でみたいです。

ます。私のプランは世界を旅することで、ローマ
はその中でも重要な場所です。ちなみに、ローマ

レイ クマールさん〔トリニダード・トバゴ〕★

の次はサンクトペテルブルクに行きたいです。

とう

私が行きたい場所はインドネシアのバリ島 です。
そこは完璧なリゾート地だと思います。 天気は私
の母国であるトリニダード・トバゴと似ていて、
暖かく、晴れています。バリには美しいビーチが
たくさんあります。私は白い砂浜と澄んだ青い海
のあるビーチが大好きです。バリでは海の上にコ

日本で大学院の勉強と仕事をされて 4 年目（？）。子

テージがあります。すごくステキ！機会があれば

供の頃から、外国に興味を持ち、映画、映像やアニメで

絶対にバリに行きます。

英語、日本語を自然に覚えてきたとか。
“ポジティブ”まさにそれが感じ取れて、これからが楽し
みでです。
市川 元江（いちかわ もとえ）さん

ラフマットさん〔インドネシア〕
ちゅうごく

ジョンさんとレイさんご夫婦は、それぞれ幼稚園と高
校の英語の先生です。母国トリニダード・トバコの民族

しんきょう

じ

ち く

中 国 の 新 疆 ウイグル自治区 の料理が大好きな

ので、行ってみたいです。

楽器、スティールパンの演奏が趣味のひとつだそうです。
山崎 多恵子（やまざき たえこ）さん
中川 紀彰（なかがわ のりあき）さん★

ラフマットさんは日本語や日本の文化・社会を学ぶこ
とにとても熱心で、いつも鋭い質問をしてくれます。
丸山 勇（まるやま いさむ）さん
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スマントさん〔インド〕

デビア
きょうと

日本で私のお気に入りの場所の一つは京都 です。
さくら

じ

き

じんじゃ

桜 がさく時期に見に行きたいです。神社､食べ物､

ぶんか

でんとうてき

たいけん

文化など､多くの伝統的な場所を体験したいです。

シンさん〔インド〕
あき

きょうと

い

わたしは秋の京都に行きたいです。わたしは
きんかくじ

なんぜんじ

金閣寺と南禅寺とバンブーフォレスト
ちくりん

れきし

（竹林）をみたいです。京都の歴史を
べんきょう

でんとう ぶ ん か

たいけん

勉 強 してみたいです。伝統文化も体験

したいです。
な

ら

わたしは奈良にも行きたいです。わたしは奈良の
しかこうえん

しか

鹿公園で鹿をみたいです。

彼はハイデラバードから来たＩＴエンジニアです。毎朝
ヨガをやり、散歩も大好きです。とても静かな好青年で
す。
増井 信（ますい まこと）さん
シンさんは日本企業の研究員として来日 1 年、久し

崔亚欢

ぶりに帰った祖国の気候に体がなじめず困ったそうで

サイ アカンさん〔中国〕

私は 2 年前に来日してから、ずっとコロナ中な

す。まじめで勉強熱心な方です。
松方 晃子（まつかた てるこ）さん

ので、旅行はあまりしませんでした。今回ゴール
デンウィークを利用して沖縄に行きました。海は
綺麗で、料理は美味しくて、とても楽しかったで

サガール さん〔インド〕★

す。実は、来日してから鎌倉 に何度も行きたいの

私はサガールです。インド人です。日本に去年

ですが、用事があるし、天気が悪いし、なかなか

の１月にきました。私は雪がとっても好きです。

かまくら

行けません。特に今は紫陽花 が見頃です。明月院

インドの家はあついので、寒い天気がすきです。

はブルー紫陽花寺として全国で有名なスポットで

雪の天気がすきです。去年の冬に日光に行きまし

あ じ さ い

めいげついん

す。境内が約 2500 株の青い紫陽花で埋め尽くされ

た。そこではじめてスキーをしました。兄と姉は

ている様子は、どうしても見に行きたいですね。

私の日光 の写真がだいすきでした。それを見て日

けいだい

にっこう

本に来たいといいました。家族と一緒に行きたい
ほっかいどう

です。今年は北海道にも行く予定です。
サガールさんはインドのゴア出身です。恋ヶ窪にお住
まいです。
小田 （おだ）さん
崔さんとはオンラインで様々な話をしています。旅行
の話が多いですが、最後は各地のおいしい食べ物の話
になることが多いです。
福田 照美 (ふくだ てるみ)さん
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ラフル

クマルさん〔インド〕

新聞奨学生として頑張っているジオさんのことだから、
きょう と

私は日本に来て 5 年になります。今まで 京 都、
せんだい

みやざき

おきなわ

仙台 、宮崎 、沖縄 に行きました。今度は日本の一
ほっかいどう

今年はきっと天候に恵まれて、頂上まで行けることでし
ょう。頂上からの眺めを楽しんできてほしいです。

さっぽろ

番北の北海道 に行きたいです。札幌 の雪まつりを

吉越 義幸（よしごえ よしゆき）さん

見てみたいし、スノーボードをやってみたいです。
ジンギスカン料理も食べてみたいです。サッポロ

マイ

テュエットさん〔ベトナム〕
かみこう ち

の会社に行って、お酒も飲みたいです。これまで

実際に上高地 へ行ったことがありますが、また

アジア、北米、南米、アフリカに行ったことがあ

行きたいと思います。なぜかというと、最近、最

りますが、ヨーロッパには行ったことがありませ

初に友達と上高地へ行った時の写真を見て、幸せ

ん。いつかヨーロッパに行って、全大陸を制覇し

な記憶を思い出したからです。

たいです。また、オーロラを見るのが夢です。

上高地の景色は驚くほど綺麗です。初めて上高
地へ行った時は秋だったので、一面黄色で、山に
は雪が見えて、完璧な自然の絵を観賞できました。
森の中へ入ったら、逆に一面緑でした。川の中で
泳いでいる小さい魚が見えて、空で鳴いている鳥
の声がしっかり聞こえました。その旅行のおかげ

クマルさんは、とてもまじめで誠実な賢い方です。日

で、普段は会えない友達とトレッキングしながら、

本語の読解力も聴く力もあります。今は漢字に挑戦中

久しぶりに色々な話ができました。本当に嬉しか

です。

ったです。ある人は今ベトナムへ帰っていて、あ
石野 信子（いしの のぶこ）さん

る人は他の国に数年間出張していますが、いつか
また一緒に旅行することを考えています。上高地

ブイ

ティ ジォさん〔ベトナム〕

ふ じ さ ん

富士山 に再挑戦します。富士山は日本の有名な

へ行ったことのない方は、ぜひ一回行ってみてく
ださい！

山で、外国人は誰でも一回挑戦したいと思ってい
ます。去年、7 月末に友達と富士山に初めて登りま
した。吉田ルートで登り、8 合目と 9 合目の間まで
登りましたが、大雨で頂上まで行けなかったです。
残念でした。そのため、今年もう一度富士山の頂
上まで再挑戦したいです。

マイさんは７月に結婚式を控え、その準備と仕事で忙
しい中、N１の試験に向けて勉強をしています。私は、彼
女のご両親が、ベトナムから日本に安全に到着されるこ
とを願っています。
千代谷 典子（ちよや のりこ）さん
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ジラパッド（エックス）さん〔タイ〕

韓さんは、健康のために、よく西国分寺の市民プール

私の行ってみたいところは、行ったことのない

に行かれるそうで、元国分寺一中水泳部員だった小生

ところです。なぜならば、そこで未知の経験や文

も、たまにご一緒します。その週だけは、帰りにレストラン

化が味わえるからです。国、地域に問わず、どこ

で昼食をとりながらの対面レッスンに切り替えて、共に

でも知らないことを学べます。いつも同じことを

対話を楽しんでいます。

繰り返していることはつまらないでしょう。人生

湯川 正宏（ゆかわ まさひろ）さん

で色々なところに行ってみる価値があるのではな

ジャダさん〔イタリア〕

いでしょうか。

ふくしまけん

あい づ わかまつ

私の行ってみたいところは、福島県 の会津若松
です。会津若松には、たくさん見たい所がありま
あい づ

ぶ

け

や

す。まずは鶴ヶ城に行って、それから会津武家屋
しき

敷 に行ってみたいです。日本の宿場がすきだから、
おおうちじゅく

大内 宿 が一番見たい場所です。観光のあとでネギ
ニックネームはエックス（EX）です。パクチーが苦手
で、タマリンドは好きだそうです。半導体メーカーで働い

そばを食べて、それから東山温泉でリラックスし
たいです。

ていて、N１合格を目指しています。
植田 洋行（うえだ ひろゆき）さん

韓淑娟

カン シュクケンさん〔中国〕

私は十年前に日本に来ました。日本人の主人は、
仕事で各地に車で出かけるのですが、その折には、

ジャダさんは、北イタリアのリゾート地リヴィーニョから

だいたい私も一緒に行きます。振り返ってみると、 きました。とても熱心に日本語を勉強しています。
もう既に日本全国色々なところに行ったと思いま

レイコ（れいこ）さん

す。ただ北海道と沖縄だけはまだ行っていません。
私は中国東北地方の生まれで、寒いところはもう
おきなわ

行きたくないので、沖縄 には是非行ってみたいで
す。私は海が好きで、泳ぐのも得意ですし…。
もし、どなたか沖縄ツアーを企画してくれたな
ら、是非参加したいと思っています。
（笑）

李一本
い

リ

ず はんとう

イッポンさん〔中国〕
おきなわ

伊豆半島 と沖縄 の海に行ってみたいです。旅行
というものは、普段行けないところに行くことが
だ い ご み

にしとうきょう

醍醐味ではないでしょうか。今住んでいる西 東 京

は海から遠いので、なんとなくビーチに行きたい
か な が わ

です。でも最も近い神奈川 の浜は黒砂です。私は
白砂ビーチに行って遊びたいです。伊豆半島の
しらはま

白浜 は砂が白いし、海の透明度が高いそうです。
少し遠いので、１泊にするか２泊にするか考えて
います。この夏そこに行くつもりです。また、沖
縄の海は有名です。写真を見るだけできれいです。
今後是非沖縄にも行ってみたいです。
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パラシャント クマール シャルマさん〔インド〕
きょうと

さむらいびじゅつかん

私は京都 の 侍 美術館 に行きたいです。子ども
の頃から侍にあこがれていました。そんなわけで、
みやもと む さ し

ごりんしょ

かたな

私は今、宮本武蔵の五輪書を読んでいます。 刀 を
じゅつ

使う 術 を学びたいです。山の頂上へ行く道はいろ
彼は温厚なお人柄で、日本語でもジョークを飛ばしま

いろあります。

す。飛んでくるのは、ジョークだけではありません。嬉しく
なるような鋭い質問も直球ストレートで飛んできます。
柴田 真理子（しばた まりこ）さん

バトサイハン ブヤンジャルガル（バト）さん
〔モンゴル〕★
おきなわ

私の行ってみたい所は沖縄 です。沖縄について

シャルマさんは、日本企業の研究所で人工知能の研
究をされています。

母国にいた時、テキストで読んだことがあります。

水田 眞比呂（みずた まひろ）さん

「美しくてとても綺麗な海は沖縄で見ることがで
きます」と書いてありました。私は沖縄へいくチ

ハー

ヴァン

ナムさん〔ベトナム〕

ャンスがありました。海は本当に綺麗でした。残
念ながら実際に海の中にもぐって、魚とかを見る
ことはできませんでした。子どもの時テレビで海
の中の生活を見ましたが、自分でもぐるのは、す
ごい事だと思って楽しみにしています。ぜひまた
沖縄に行って、綺麗な海の中にもぐってみたいで

ナムさんは、新聞配達をしながら専門学校に通う、勤

す。また果物の食べ放題に行って、たくさんの種

勉な青年です。卒業したら日本で働きたいと考えていま

類の果物を食べたいです。日本の果物が美味しい

す。願いがかなうといいですね。
村山 良忠（むらやま よしただ）さん

くてしょうがないです。初めて沖縄へ行った時に
やらなかったことは、今度行ったらぜひやります。
バトさんは WEB デザイナーとして会社で働いている

マニシャ

プンディールさん〔インド〕

素敵な女性です。来年 N１合格を目指して勉強していま
す。
K.T.さん
４月にお姉さんが結婚しました。盛大な儀式は３日間
におよび、３００人のお客さんが来たそうです。自動車輸
出の仕事をしており、今大変忙しいようです。
織井 恵美子（おりい えみこ）さん
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2021 年度日本語支援ボランティア養成講座を終えて

国分寺市国際協会（KIA）では、新しい日本語学習希望者を受け入れるために、毎年日本語
支援ボランティア養成講座を開催しています。今年２月～３月に実施された養成講座の受講
者の中から、5 名の方たちが新しくスタッフに加わってくれました。みなさん、本当に魅力的
な人たちばかりです。学習者の皆さんが、こうした素敵なスタッフと出会い、楽しく教室で
過ごせる機会を増やせたことはとても嬉しいです。12 月に、また養成講座を開催する予定で
すが、次にどんな方たちがスタッフとして加わってきてくれるか、ワクワクしますね。学習
者の皆さんも楽しみにしていてください。
（日本語支援ボランティア養成講座担当）

森

弥生（もり

やよい）さん

中川

紀彰（なかがわ

のりあき）さん

過去に日本語教師養成講座を

同じ街で暮らす外国の方と交

少しかじったのですが、夫の転

流する機会を得られると思い、

勤に伴い中途で投げ出した経験

今年の 2 月から 3 月にかけて日

があります。今回はボランティ

本語支援ボランティア養成講座

アとして、日本語を学びたい

を受講しました。受講してみ

方々の手伝いが少しでもできればと思い受講しま

て、日本語を学ぶことの難しさや苦労を実感する

した。木戸先生の講座はオンラインでしたが素人

と共に、自分が論理的に日本語文法を説明できな

にも最初からとても受講しやすく、母国語への無

いことに気づきました。ボランティア活動を通じ

頓着さを反省する良い機会になりました。また、

て、日本語学習者の皆さんが日本語のスキルを上

日本語学校ではなく、ボランティアの教室だから

達させることはもちろん、日本語教室に通うこと

できること、広がる交流もあることが分かりまし

が楽しみになり、その体験が人生における楽しい

た。学習者の皆さんが学びたいと思うことに寄り

思い出として残るよう、お手伝いしたいと思いま

添えるように、そして帰国後も KIA の日本語教室

す。また、自分自身が改めて日本語を学習する機

に通って楽しかったと思ってもらえるように頑張

会にもなると思い、楽しみです。

ります。
◇◇◇
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中原

剛（なかはら つよし）さん

していましたが、先生のお話は快活で、適度な緊

日本語支援ボランティア養成講

張感があり、グループワークもあったせいか、毎

座を市報で知り、学生時代にバッ

回楽しくあっという間に時間が過ぎてしまいまし

クパッカーで旅していた時に、多

た。講座の最後に日本語教室の様子を教えて頂い

くの人達に助けてもらい、将来自

て、初めてボランティアをやってみたくなりまし

分も助ける側になりたいと思って

た。教案を考えるのが大変ですが、学習者の皆さ

いたので、今回この講座を受講しました。受講し

んを沈黙させないように、また日本語を途中であ

た感想は、さまざまな年齢やお仕事、立場の方が

きらめることがないように楽しく続けられたらい

いらっしゃったことに驚き、また、皆さんの熱心

いなと思っています。

な受講態度に自分も触発されました。外国の方と
話すのが好きなので、学習者に日本語を教える一
方で、自らも楽しみながら皆さんのお役に立ちた
いなと思います。
◇◇◇

Hiroshi（ひろし）さん

【今後の予定】
７月

七夕

8月

お休み

9月

お月見

皆さん、こんにちは。私は２

11 月

国際交流フェスタ、かけはし発刊

年半後に定年を迎えます。継続

12 月

年末お楽しみ会

雇用で同じ会社にもう数年残る

（日本語支援ボランティア養成講座）

可能性もありますが、第一線は

２月

節分

退きます。人生 100 年時代と言

３月

ひなまつり

います。熟考の末、あと約 20 年取り組む最後の
「仕事」として日本語教師に挑戦することにしま

【2022 年度

した。また、日本語が出来なくて就職に苦労して

代

表

いる若者等の手助けをしたいと思い、KIA の日本

副代表

語支援ボランティアを選びました。挑戦はまだ始
まったばかりですが、全力投球します。どうぞよ

若林

梶原 貴（新任）
山崎 多恵子（再任）
谷本 桂子（新任）

会

計

ろしくお願い致します。
◇◇◇

日本語教室（夜）役員】

植田 洋行（再任）
安田 祐子（新任）

書

記

真弓（わかばやし まゆみ）さん

丸山 勇（新任）
小林 愛（新任）

元はボランティアをやりたい
というよりも、何か参加できる

国分寺市国際協会

講座ははないか探していたとこ

かけはし 54 号（2022 年 6 月）

ろ、市報で講座を知り、開催場

発行責任者

梶原

所が自宅に近いからという理由

編集担当者

若林真弓、増井信、小田登志子、清水仁子

で受講しました。通うつもりが WEB 講座に変わっ

写真担当者

増井信、若林真弓

日本語教室（夜間）

貴

たため、聞くだけになってしまうのかな？と想像

かけはし 54 号

15

