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市岡日本語教室のお花見会
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港区民センター(港区弁天 2-1-5)

毎週金曜日午後 7 時から 8 時半
e-mail: ichioka_nihongo@hotmail.com

URL: http://ichioka-nihongo.org/

phone: 080-3846-2581

ワン・ワールド・フェスティバル

4 月 4 日（土）

北区民センター、関西テレビ、扇町公園の３つの会場で、
たくさんの団体が展示などを通して国際交流を行うイ
ベントです。
市岡日本語教室は「みんなのキッチン」に参加しました。

チヂミ・ホットク(韓国のおやつ)、酸辣湯(サン
ラータン、台湾のスープ)、ゆず茶を販売しました。
屋台では、

私は２日目に、市岡教室の生徒さん 2 名と一緒に会場をま

わり、クイズに参加したり、それぞれの展示を見たりして多

桜が満開で本当に美しく、初夏の陽気で絶好の花見日和でし
た。翌日は雨の予報でしたので、いいタイミングでした！学
習者、ボランティア、新人、OB
習者、ボランティア、新人、OB の方など 25 人程の方が参加
してくれました。

市岡元町公園で市岡日本語教室の花見を
市岡元町公園で市岡日本語教室の花見を開催

くの人たちと交流し、有意義な時間を過ごしました。また、

チヂミやホットク焼きのお手伝いをしまし

市岡の屋台では、

た。たくさんの人たちに食べ
てもらい、うれしかったです。
私は昨年の６月からボラン
ティアとして市岡日本語教室

今年は懐かしい学習者一家も来てくれました。日本語教室

に来ているので、ワンフェス

のパンフレットに記事が掲載されている、インドネシア人

は初めての体験でした。とて

のハルトノさんです。赤ちゃんだった息子さんは、当日が
14 歳の誕生日。早いものです。仕事が忙しくなり、日本語教
室には通えなくなりましたが、お誘いすればこうして一家で
駆け付けてくれる。夜勤明けで、当日も夜勤。睡眠時間を削
って来てくれたそうです。何とも嬉しく、日本語教室の絆を
感じました。今迄の家族の近況などを報告しあっていたら、
あっと言う間に時間が過ぎました。

も楽しかったので、まだこの
イベントに行ったことのない人は、ぜひ次回のワンフェスに
参加してください。また、ワンフェスだけでなく、市岡教室
は遠足、七夕、もちつき大会などのイベントを行います。
生徒の皆さんは、それらのイベントにぜひ参加して、楽し
い時を過ごしてほしいと思います。

二度とお会いできない方が殆どですが、こうして 15 年振り
に再会できる方もいらっしゃるということは、今年 20 周年
を迎える市岡日本語教室が継続してきたからこそ。今後も続
けていけば、帰国した
学習者がフラッと立
ち寄ってくれるかも
知れません。そんなこ
とも楽しみに、関わっ
た方との縁を大切に
今後も続けていきた
いとの思になった、今年の花見でした。
来年はもう少し多くの学習者が参加して欲しいと思いま

地元町会のご厚意で、今年も公園内のテントをお借りできま
した。テントのお陰で、花見であっても雨天決行できること
は、本当に有難いことです。
（渉外係 大城二三子さん）

1 班 高沢さん）

（

最近の日本語教室は留学生の学習者さんが多く、帰国後は

私はワン・ワールド・フェスティバル２日目に、友人の叶
(葉)さんと一緒に会場に行った。
私たち二人は高沢さんと一緒に、Ｑ・Ａのイベントに参加し
たり、屋台で世界各地の食べ物を食べたりして、すごく楽し
かった。また、ＮＰＯ交流会の展示を観
覧し、本当に有意義な一日だった。
私と友人はネパールの展示コーナ
ーで、救済された女性たちの手作りの財
布を買い、これからの救援活動に役立て
てほしいと思った。最後には、各展示を
観てワンフェスに参加した記念品もも
らった。
これからも、ワンフェスのような楽しく有意義な活動に参
加したい。

１斑 董冠男さん 中国出身)

(

中

夏季休暇前の 6 月に卒業式がありま
す。 海洋 大でも、 至 るとこ ろ で
卒業記念写真を撮る風景が見ら
れます。 中 国の大学は 全寮制 で
すので、 広 い 中 国のい ろ んなと
ころからやって来て、そして、4
年後には別れて行きます。それこそ、卒業後は、二度と会う
機会がないかもしれませんから、感慨もひとしおかもしれま
まりの 国の大学では、

ボランティア研修

3 月 27 日
（金）

講師の嶋田和子先生をお招きし、ボランティア研修が行
われました。研修は、アイスブレイク。

重視の教科書の良い点と

「みんなの日本語」を使用し、文型

悪い点について。学習者の発話を
伸ばす工夫。などを教えて頂きま
した。また、嶋田先生のグループ
が出版された「できる日本語」の
テキストから、実際に学習しまし
た。

ブ

先 出 問題について、隣の人
と相談の時間を設けると、答え易いことなどが体験できまし
た。90 分間の授業はとても楽しく、時間が経つのもあっと言
アイス レイクでは、 生の した

う間でした。

新規登録者のミーティングがありました。
今回学ばせて頂いた事を、実践に活かして、学習者と楽しく
授業ができるように頑張ります。
（ １班 鍋谷 麻衣さん）
九州旅行の思い出（1 班 李可昕さん 台湾出身）
先月友達と一緒に九州へ旅行に行きました。とても楽しか
ったです！朝一番早い飛行機に乗って博多に着きました。
博多で有名な一蘭ラーメンを食べて、
屋台も行って面白かったです、博多の
一蘭ラーメンはほかのところの一蘭と
ちょっと違います、博多の一蘭は「重
箱」でラーメンを提供しています、初
めて弁当箱みたいな「重箱」でラーメ
ンを食べて面白かったです！味も自分
の好きな濃さに調整できます、最後スープを飲み干すと底に
「この一滴が最高の喜びです」というメッセージがあります、
このメッセージが見たくて、お腹一杯でしたが頑張って飲み
干してしました！
二日目はバスで由布院へ行きました、台風で一日中雨が降
っていましたし、風もすごく強かったですが景色は綺麗で、
温泉に入ってとても気持ちよかったです！
三日目は別府で有名な地獄温泉を見まし
た、
海地獄という温泉は普通の温泉とちょっ
と違います、色はとても綺麗で、本当に海み
たいです！砂湯も入りました、
初めて砂湯に
入ってとても面白かったです！今度家族を
連れて行くつもりです～九州へ旅行に行けて本当に良かっ
たです！
【大連便り】初夏の卒業式？！ 志水博子さん
研修会の後は、

市岡のみなさん、こんにちは。おかわりありませんか。

9

連海洋大学に日本語教師として赴任し、おかげ
さまで私も現在 2 学期を迎え、忙しいながらも元気に過ごし
昨年 月、大

ております。

甘 香 漂
カシヤの白い花も既に散
り、大連は、今、夏に向かおうとしています。6 月は卒業の
季節です！と言うと、驚かれるかもわかりませんが、9 月始
さて、 い りを わせていたア

せん。

ろ

3

連海洋大学で開催された日中交
流行事にいらっしゃったみなさまは、覚えていらっしゃるか
もわかりませんが、「スギちゃん」の愛称で呼ばれていた日
本語科の学生も、今季卒業します。中国も日本と同じように
若者にとって就職は厳しい状況ですが、日本語を学んだ彼が
それを活かして仕事をしてくれればと願ってやみません。
もう一人、最近、毎日のように日本語サロン（注：昼休み
に希望者が日本語で様々な話題について話し合う場）にやっ
て来る学生も、同じく今季卒業します。彼は機械科の学生で、
1 年間の日本留学を終え帰国し、卒業の後に、再び日本へ留
学します。彼に、卒業式に参列していい？と尋ねると、是非！
と言ってくれましたので、できれば、参列しようと思ってい
ます。さてさて、府立高校の卒業式は、以前の職業柄、何十
回も参列していますが、中国の大学の卒業式はもちろん初め
てのことです。やっぱり涙と感動の卒業式なのでしょうか？
後日、
「大連だより」で報告しますね。
2 年生や 3 年生は、と言うと、多くの
日本の学生と 同 じように 将 来について
色々と悩んでいるようです。日本へ留学
するのがいいか ？中 国の大学 院 に進 学
するのがいいか ？ 大 連 で日 系企業 に 就職 するのがいいか ？
それとも 故郷へ 帰るのがいいか ？ よく学生から 悩 みを 聞 き
ます。10 年前？、いや 20 年前？なら、日本へ留学するだけ
で、将来も展望できたようですが、現在は、留学したという
だけでは、なかなか就職も難しいようです。留学は別として、
日本の若者、いや世界中の若者にとって、これほど就職する
ことが難しくなった時代は近年なかったかもしれません。市
岡で学ばれているみなさんも 同 じ 悩 みを 抱 えているかもし
れませんが、ひとつ、言えることは、自分で抱えこまず誰で
もいいから相談してみるといいと思います。たとえ解決でき
なくても、相談できる相手がいると、少しは心が軽くなるか
もしれません。しかし、不安や悩みを抱えつつも学生たちは、
勉強に！バスケットに！美味しいものに！おしゃれに、元気
いっぱい過ごしています。これも若さの特権ですね。
7 月になれば夏休み！学生たちはそれぞれ故郷へ帰って行き
ます。そして、私は日本へ帰ります。そのときはぜひみなさ
まにお目にかかりたいと思います。それでは、再见！
とこ で、201 年 11 月大

もうすぐ夏休み

毎週金曜日のよる７時から 8 時 30 分
に港区民センターの 2 階で行ってい
ます。ホームページで日程を確認して
ください。

