
 

 

 

 

 

 

      魅力あふれる 尼崎の地

                    

 

 初めて訪れた尼崎は、何と歴史的に

うか。 

・・・まずは尼崎市立文化財収蔵庫の凄さ

る文化財、遺跡や遺物など尼崎の原始古代から近現代ま

での歴史を、人の生の営みに沿ってわかりやすく展示され

てあった。そして、私の心を今も揺さ振るのは、築地だんじ

りです。江戸時代初期に築かれた尼崎城の城下町築地

きじ)。 ≪鎮守は初嶋大神宮≫

被害を乗り越え、開催される築地だんじりまつりでの鐘や太

鼓の響きを再現してくださった保存会の若者たちに感激

 

 

尼崎の地 ～秋の遠足～ 

                       ５班 五味久美さん 

初めて訪れた尼崎は、何と歴史的に 奥深い地なのだろ

・・・まずは尼崎市立文化財収蔵庫の凄さ!! 市内に所在す

る文化財、遺跡や遺物など尼崎の原始古代から近現代ま

での歴史を、人の生の営みに沿ってわかりやすく展示され

てあった。そして、私の心を今も揺さ振るのは、築地だんじ

りです。江戸時代初期に築かれた尼崎城の城下町築地(つ

≪鎮守は初嶋大神宮≫ 阪神淡路大震災の大きな

被害を乗り越え、開催される築地だんじりまつりでの鐘や太

鼓の響きを再現してくださった保存会の若者たちに感激!!

新たなる未来を築く

パワーをしるおもいで

す。 

 最後になりましたが、

全ての行程を 学び

取ろうとする充実感を

もって、みんなで行動

できましたのは、ボラ

ンティアガイド、中川

さま、赤川さまの魂の

こもった熱きお話しで

あったと、深く感謝し

ております。 
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奥深い地なのだろ

市内に所在す

る文化財、遺跡や遺物など尼崎の原始古代から近現代ま

での歴史を、人の生の営みに沿ってわかりやすく展示され

てあった。そして、私の心を今も揺さ振るのは、築地だんじ

つ

阪神淡路大震災の大きな

被害を乗り越え、開催される築地だんじりまつりでの鐘や太

!! 

新たなる未来を築く

パワーをしるおもいで

最後になりましたが、

学び

取ろうとする充実感を

もって、みんなで行動

できましたのは、ボラ

ンティアガイド、中川

さま、赤川さまの魂の

こもった熱きお話しで

あったと、深く感謝し

             ３班 ヴァン

 

  初めまして、私は VAN THI MY NU

から来ました。日本のことと日本に来た縁を話させていただ

きます。 

 ベトナムで日本語を勉強しました。

 日本に行く夢を持っていました。

 神様のおかげで今働いている会社の社長に会いました。

 社長から日本に行くチャンスをいただきました。

 2015 年 12 月に私は楽しく日本に来ました。

 ベトナムにいたとき、日本のことをテレビで見ていて凄く綺

麗で便利だと思っていた。初めて日本に来た時、本当にび

っくりしました。ベトナムにいたとき、想像したより超素晴らし

かった。  

 最初は家族がいないし、友達も

ないし、ベトナムで勉強した日本

語と日本で住んでいる日本人が

使う日本語は全然違うし、ちょっ

と心配していました。しかし働い

ている環境は教育に関する環境

ですので、優しい心を持っている

日本人と働いて私は感動しまし

た。 

 日本人は毎日我慢して仕事をしています。日本人の忍耐

力が高くて皆さんが協力しています。こういう理由で、日本

はどんどん発展しています。そして、日本に住んでいる私

は孤独ではないと認識しました

 良い日本人がいっぱいいるので日本人からいろいろのこ

とを勉強したいと思っていた。それで、日本人と上手く話す

ために日本語を真剣に頑張って勉強していました。勉強す

れば勉強するほど新しい言葉がどんどん出てくる。しかし私

にとって本当に日本語が面白くて、素晴らしい言語だと思

っています。 

  日本に住んでいる生活も面白いと思っていま

終わってから家に帰ってテレビを見ます。日本のいろいろ

面白い番組のおかげで仕事の疲れが取れます。

 日本の電車は便利ですので、週末に友達といろいろ綺麗

な所へ行きました。寺に行きたい人は、奈良とか京都とか行

ったら良いとおもいます。景色が綺麗で清浄です。

 日本にはいろいろなショッピングセンターもあるし便利だと

思っています。買い物が大好きですので、毎週難波とか梅

田にあるショッピングセンターと商店街に行っています。

 日本にあるボランティアの活動も大好きです。特に、市岡

(特定非営利活動法人)市岡国際教育協会

●場所 港区民センター

●日時 毎週金曜日午後

e-mail:  info@ichioka-

 URL: http://ichioka-nihongo.org/    phone: 080

 

ヴァン ティ ミ ヌさん（ベトナム） 

VAN THI MY NU と申します。ベトナム

から来ました。日本のことと日本に来た縁を話させていただ

ベトナムで日本語を勉強しました。 

日本に行く夢を持っていました。 

神様のおかげで今働いている会社の社長に会いました。 

社長から日本に行くチャンスをいただきました。 

月に私は楽しく日本に来ました。 

ベトナムにいたとき、日本のことをテレビで見ていて凄く綺

麗で便利だと思っていた。初めて日本に来た時、本当にび

っくりしました。ベトナムにいたとき、想像したより超素晴らし

最初は家族がいないし、友達も

ないし、ベトナムで勉強した日本

語と日本で住んでいる日本人が

使う日本語は全然違うし、ちょっ

と心配していました。しかし働い

ている環境は教育に関する環境

ですので、優しい心を持っている

日本人と働いて私は感動しまし

日本人は毎日我慢して仕事をしています。日本人の忍耐

力が高くて皆さんが協力しています。こういう理由で、日本

はどんどん発展しています。そして、日本に住んでいる私

は孤独ではないと認識しました 

良い日本人がいっぱいいるので日本人からいろいろのこ

とを勉強したいと思っていた。それで、日本人と上手く話す

ために日本語を真剣に頑張って勉強していました。勉強す

れば勉強するほど新しい言葉がどんどん出てくる。しかし私

にとって本当に日本語が面白くて、素晴らしい言語だと思

日本に住んでいる生活も面白いと思っています。仕事が

終わってから家に帰ってテレビを見ます。日本のいろいろ

面白い番組のおかげで仕事の疲れが取れます。 

日本の電車は便利ですので、週末に友達といろいろ綺麗

な所へ行きました。寺に行きたい人は、奈良とか京都とか行

ったら良いとおもいます。景色が綺麗で清浄です。 

日本にはいろいろなショッピングセンターもあるし便利だと

思っています。買い物が大好きですので、毎週難波とか梅

田にあるショッピングセンターと商店街に行っています。 

日本にあるボランティアの活動も大好きです。特に、市岡

市岡国際教育協会 市岡日本語教室 

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 

-nihongo.org 

nihongo.org/    phone: 080-3846-2581 



日本語教室で勉強するおかげでいろい

日本人に知り合え面白くなっています。教室の先生たちは、

自分の時間を使って私たちに日本語と日本の文化を教え

てくださって本当に何より感動いたします。

                     

 

          ３班 詹雅琪（セン

 

 日本の生活ももうすぐ 10

か、食べ物とか、だんだん慣れてきました。でも今年の

末に帰国する予定です。ちょっと悲しいです。

 去年の４月の初め、日本に来た時、桜の花が見事に咲い

ていました。毎日大阪で日本語学校の同級生と一緒に遊

びました。大阪城と造幣局で花見をしました。朝も夜も桜の

花が綺麗でした。特に造幣局の桜の通り抜けが良かったで

す。桜の通り抜けは毎年 4

幣局南門から北門へ約 500

桜花があります。この時期に大阪に来る事があればぜひ行

ってほしいです。 

 夏、お祭りと花火がたくさんあります。最初、京都祇園祭

（7月17日～24日）に行って、山鉾を見ました。次に天神祭

に行って、いろいろな屋台の食べ物を食べました。その日

の夜花火が打ち上げられました。富田林市で

ました。2 万発でいろいろな形や色の花火がありました。浴

衣を着て淀川花火と琵琶湖花火に行きました。面白かった

けど大変でした。 

 秋、東京に行きました。築地市場で美味しいまぐろ丼を食

べました。奈良と箕面でもみじ狩りをしました。

 冬、USJ でクリスマスのイベントに参加しました。特別なショ

ー「天使の奇跡」を見ました。とても綺麗で感動しました。

１月１日に四天王寺で鐘を鳴らしました。「今年も順調」を祈

りました。 

 私にとって、日本に住んだことは一生の珍しい経験です。

日本のイメージは最初持っていたものとは違っていました。

日本人はまじめだと思っていましたがユーモアもあることが

わかりました。台湾に帰るまで、まだまだ様々な日本の文化

に触れたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語教室で勉強するおかげでいろいろなボランティアの

日本人に知り合え面白くなっています。教室の先生たちは、

自分の時間を使って私たちに日本語と日本の文化を教え

てくださって本当に何より感動いたします。 

                     ありがとうございました。 

 

詹雅琪（セン ガッキ）さん（台湾） 

10 ヶ月が過ぎます。日本の習慣と

か、食べ物とか、だんだん慣れてきました。でも今年の 3 月

末に帰国する予定です。ちょっと悲しいです。 

去年の４月の初め、日本に来た時、桜の花が見事に咲い

ていました。毎日大阪で日本語学校の同級生と一緒に遊

びました。大阪城と造幣局で花見をしました。朝も夜も桜の

花が綺麗でした。特に造幣局の桜の通り抜けが良かったで

4 月中旬に 1 週間だけ、無料で造

500 メートル歩けます。約百種類の

桜花があります。この時期に大阪に来る事があればぜひ行

夏、お祭りと花火がたくさんあります。最初、京都祇園祭

日）に行って、山鉾を見ました。次に天神祭

ろな屋台の食べ物を食べました。その日

の夜花火が打ち上げられました。富田林市で PL 花火を見

万発でいろいろな形や色の花火がありました。浴

衣を着て淀川花火と琵琶湖花火に行きました。面白かった

秋、東京に行きました。築地市場で美味しいまぐろ丼を食

べました。奈良と箕面でもみじ狩りをしました。 

でクリスマスのイベントに参加しました。特別なショ

ー「天使の奇跡」を見ました。とても綺麗で感動しました。 

１月１日に四天王寺で鐘を鳴らしました。「今年も順調」を祈

本に住んだことは一生の珍しい経験です。

日本のイメージは最初持っていたものとは違っていました。

日本人はまじめだと思っていましたがユーモアもあることが

わかりました。台湾に帰るまで、まだまだ様々な日本の文化

ろなボランティアの

日本人に知り合え面白くなっています。教室の先生たちは、

自分の時間を使って私たちに日本語と日本の文化を教え

 

ヶ月が過ぎます。日本の習慣と

月

去年の４月の初め、日本に来た時、桜の花が見事に咲い

ていました。毎日大阪で日本語学校の同級生と一緒に遊

びました。大阪城と造幣局で花見をしました。朝も夜も桜の

花が綺麗でした。特に造幣局の桜の通り抜けが良かったで

週間だけ、無料で造

メートル歩けます。約百種類の

桜花があります。この時期に大阪に来る事があればぜひ行

夏、お祭りと花火がたくさんあります。最初、京都祇園祭

日）に行って、山鉾を見ました。次に天神祭

ろな屋台の食べ物を食べました。その日

花火を見

万発でいろいろな形や色の花火がありました。浴

衣を着て淀川花火と琵琶湖花火に行きました。面白かった

秋、東京に行きました。築地市場で美味しいまぐろ丼を食

でクリスマスのイベントに参加しました。特別なショ

１月１日に四天王寺で鐘を鳴らしました。「今年も順調」を祈

本に住んだことは一生の珍しい経験です。

日本のイメージは最初持っていたものとは違っていました。

日本人はまじめだと思っていましたがユーモアもあることが

わかりました。台湾に帰るまで、まだまだ様々な日本の文化

                  

 

 日本へ来る前、いつも六甲山へ行きたいと思っていた。

 今回は堤田さんと同じ学習者の康さんと一緒に六甲山へ

遊びに行った。朝 7 時半ぐらい起きて、いろいろなことを準

備して、家を出た。堤田さんと

場で会った。その後、ケーブルカーに乗って、山に登った

が、とても高い山だった。 

 まず、私達は高山植物園へ行

った。実は植物の知識が全然分

からなかった。しかし、植物園は

本当にきれいな所だった。その

日の天気は超暑かったけど、そ

の環境は気持ちがよかったと思

う。 

 次は、ピーターラビットガーデンへ散歩した。小さいガー

デンだと思った。 

 さらに、近くに牧場があった

は大体日本人だったと思う。私達は釣り場でごはんを食べ

た。ごはんは堤田さんが準備して持ってきた。美味しくて豊

富なごはんだったと思う。その後、アイスクリームを食べた。

アイスクリームは濃いミルク味だった。ある事に私はびっくり

した。この牧場では、湖があり、たくさんの人は魚に餌をや

っていた。台湾では、紙箱に餌を詰めて売っている。でも、

ここでは、紙箱ではない、アイスモナカのコーンに餌を詰め

ていた。すばらしいと思う。 

 今回の六甲山の旅は楽しかった。

 もし、時間があれば、もう一回六甲山へ行こう

る。 

 

  

    

       新入生新入生新入生新入生をををを募集中募集中募集中募集中
 学習者の皆さんも、お友達を誘ってご参加ください。

 毎週金曜日のよる７時から

2 階で行っています。 

 今年度の授業は、3333 月月月月 17171717

 気温の寒暖差が大きい時期です

 皆さん身体に気をつけてください。

    日程日程日程日程と場所と場所と場所と場所はホームページで確認してくださいはホームページで確認してくださいはホームページで確認してくださいはホームページで確認してください

 

  ３班 林宛儀さん（台湾） 

日本へ来る前、いつも六甲山へ行きたいと思っていた。   

今回は堤田さんと同じ学習者の康さんと一緒に六甲山へ

時半ぐらい起きて、いろいろなことを準

備して、家を出た。堤田さんと 10 時にケーブルカーの乗り

場で会った。その後、ケーブルカーに乗って、山に登った

まず、私達は高山植物園へ行

った。実は植物の知識が全然分

からなかった。しかし、植物園は

本当にきれいな所だった。その

日の天気は超暑かったけど、そ

の環境は気持ちがよかったと思

次は、ピーターラビットガーデンへ散歩した。小さいガー

さらに、近くに牧場があった。そこは広い所で、お客さん

は大体日本人だったと思う。私達は釣り場でごはんを食べ

た。ごはんは堤田さんが準備して持ってきた。美味しくて豊

富なごはんだったと思う。その後、アイスクリームを食べた。

アイスクリームは濃いミルク味だった。ある事に私はびっくり

した。この牧場では、湖があり、たくさんの人は魚に餌をや

っていた。台湾では、紙箱に餌を詰めて売っている。でも、

ここでは、紙箱ではない、アイスモナカのコーンに餌を詰め

今回の六甲山の旅は楽しかった。 

もし、時間があれば、もう一回六甲山へ行こうと思ってい

 

募集中募集中募集中募集中 
学習者の皆さんも、お友達を誘ってご参加ください。 

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

17171717 日日日日まで 

気温の寒暖差が大きい時期です 

皆さん身体に気をつけてください。 

はホームページで確認してくださいはホームページで確認してくださいはホームページで確認してくださいはホームページで確認してください    

 


