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連載第 ３３３３回回回回））））

☆☆☆☆十周年記念
日本語弁論大会 より

昨年 ６月 に行われま した十周年 記念行事 の日本語弁論大会 の内容 を紹介 して いま
す。 日本語と し て少 しおか し い部分 も原文 のまま残 し てあります。

〒550-0021 大阪市川口４丁目８番 49 号
TEL 06-6582-0457 FAX 06-6582-3895
CEL 090-8128-8580

●主催** NPO**市岡国際教育協会
●後援** **大阪府立市岡高校同窓会

内田 克也

●研修日時
2 月 16 日（金）午後７
午後７時～9 時
ボランティア募集説明会 先輩ボランティア
の体験談および市岡日本語教室の概略説明
2 月 23 日（金）午後７
午後７時～9 時
来栖史江先生 講演「言葉の大切さ、話し方」
3 月 2 日（金）午後７
午後７時～9 時
京都ＫＥＣ学院山下先生 講演「日本語の変
革、会話主体で日本語を指導していくテクニ
ック」
●会場
大阪府立市岡高校 百周年記念会館
(JR 弁天町南出口、地下鉄中央線弁天町
6 番出口より徒歩 6 分)
●定員
新規募集者 50 名（申込者多数の場は、
次回にお願いすることもあり
ます。）
●授業日時
日本語教室の授業は毎週金曜日の
午後 7 時～8 時 30 分です。
●研修会費
無料。（ボランティア登録時に入会
金 1,000 円。年会費 3,000 円。
ボランティア保険 500 円）
●資格
継続して外国人学習者の日本語指導が
できる 18 才以上の方。
●申込方法、締切
2 月 15 日までに、住所、氏
名、電話番号、メールアドレ
スを記入の上、e メールで申
し込んでください。
あて先：ichioka_nihongo@hotmail.com
（e メールが使えない方はお電話ください。
090-8482-1177）
☆継続ボランティアも必ず出席してください。
☆継続の方は申し込みは必要ありません。
☆お友達を誘ってください。

内 田 塗 装

⑤⑤⑤⑤ ヘリ スクワントさん （（（（
イ ンドネ シア））））
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皆さ ん、 こんにち は！
私 は ヘリ スク ワ ントと申 します。去年 九月 二十八 日に研修 生と して日本 に来ま した。 現在 は西成 区 の マルワ商店 の工場
で研修 を受 け て います。 イ ンドネ シア人 です。皆さ んはイ ンドネ シアはど んな国 かご存知 ですが。 こ の機会 にち ょ っとイ
ンドネ シア の紹介 で日本 の印象 を述 べさ せて いただきた いん です けれども。
イ ンドネ シアは東南 アジ アにあります。熱帯国だ から季節 は ２しかあ りま せん。 十 一月 から 三月 にかけ ては雨季と、 四
月 から 十月 にかけ ては乾季 です。最高 の気 温 は三十七度 、最低 は十七度 です。 一番寒 い時 でも 日本 に比 べたら全然違 いま
す。 日本 のほど寒 くな いん です。季節 から言うと、 イ ンドネ シアは日本 に比 べたら違 いますね ！ 季節 だけじ ゃな く て、
いろんな違 う事がたくさ んあ ります。それ で前 は日本 へ行く前 に日本 の生活 に適用 でき る のか心配や った。でき るかな ・・・
心 に不安がありま した。 でも、 日本 に来 て何 でも しなけ ればな りません。始 めはち ょ っと難 しか ったけど、皆様 のおかげ
で徐 々に慣 れるよう にな りま した。今 は慣れ てきま した。
私 は日本 に来 てから今 ま でに季節 によ って いろんな印象 がたくさ んあ ります。最初 は私 は日本 に来 た時 には、まだ秋だ
から、印象 は紅葉を見た事 です。 イ ンドネ シアには見た事 がありま せんから。美 し い紅葉 を見 ると心 の中 で言葉 では言 い
表 せな いぐら い感 じるも のがあ りま した。 た い へん ・・・た い へんき れ いです。 そ の時 は市 岡 の先生達 と学習者達 と 一緒
に奈良 に見物 に行きま した。 見物を したり 一緒 に昼食 したり、写真 を撮 ったりしま した。 と ても面白 か った 日 でした。奈
良 はきれ いなと ころ です。来年 の秋 には都合が よければ、もう 一度奈良 に行きた いん です。
秋が終わ ったら冬 は寒 いですね ！イ ンドネ シアは熱帯だ から、 日本 の冬、 私 にと って寒 く てたまらな か った。寒 く てた
まらな く ても珍 し いと感 じた事 があ りま した。雪を見た事 です。 私 は日本 にははじめ て雪を見ま した。 雪がふ った時 には
感 のあまり雪も食 べてみま した。味 は水 と同 じです。 そ の時 もイ ンドネ シア家族 を思 い出 しま した。なぜ か私 は家族 を思
い出 したと言う のか、あ の ・・・家族 が雪を見られるよう に雪を送 りた いんだけど、 そんな事 は無 理 ですね ！
それから、春 の印象 は桜 を見た事 です。 イ ンドネ シアではテ レビや 雑誌 の写真 な ど に桜 を見た事がありま したが、 どう
して桜 がそんな に強 く人 の心をとらえ る のが は っき りにまだ分 かりま せん でした。 それ に桜が季節 を問わず い つでも咲 い
て いると思 ったけど私 の思 ったとおりにならな か った。 春 の間だ け です。 な おまた咲 いてから散 るま で早 いですね ！二週
間ぐら い。ち ょ っと残念 です。 私 は日本 に住 ん で いるから自分 の目 でき っぱ り美 し い桜 を見ら れま した。色や にお いなど
も本当 に私 の心をとらえま した。 私が見た中 では、桜が 一番きれ いな花 です。さすが に世界 で有名な花 にな りま した。
日本 に来 てから今 ま でに九 ヶ月ぐら い、 いろんな事を体 で感 じた から今 は日本 の事が好き です。 できればず っと 日本 に
住 ん で いた いんだけどね、 私 は研修 生だ から研修 の期間が 三年間だけ。 二〇〇八年九月イ ンドネ シアに帰国す る こと にな
ってるから し ょうがあ りま せん。 三年間ぐら い日本 に住 ん で いるうち に、 よく 日本 語を勉強 しよう と思 います。だ から市
岡 の先生達や皆様方 によろしくお願 い申 し上げ ます。 これ で終わ ります。 ありがとうござ います。

3 月 9 日（金）
ワイワイパーティー
午後 7 時～ 上海新天地（日本橋）
3 月 30 日（金）
ボランティアミーティング
午後 7 時～ 市岡高校・百周年記念会館
4 月 13 日（金）
新学期開始（日本語教室第 1 回）
午後 7 時～ 市岡高校・百周年記念会館

☆学習者の声 ☆

外国語を 話す のはなかなか面白 い ことだね。
今、僕は フラ ンス語、日本 語、と英 語が 話せる。五年前 には 日本
語は全 く できなか った し、英 語は基本 のレ ベルだ った。
「
何 で日本 語を勉強 したくな った の？」と 二〇〇回く ら い聞か
れたけど、そ の理由 のひと つは旅行が したか ったから。外国語を
勉強す る のは 「外 へ出 る」と 同じ意味だと 思う。それは自分 の母
国語から、自分 の国から、自分 の考 えから、そ して自 分 の習慣か
ら外 へでる こと。
日本 語を勉強 し始めたとき、そう いう大き な影響が あ るとは思
わなか った。と いう のも、外国語を勉強 してもそ の言葉 の国に住
むようになるとは、夢にも 思わなか ったか ら。日本は フランスか
ら遠 いでし ょ。 日本語が うまくな るほど、 そ のことは実感す る。
でも最初は 日本 語を 話 していた時、自分が自分 ではな いと思 っ
ていた。外 国語が 出来る人なら多分分か ってもらえるだ ろう。外
国語を 話すと自 分 でな いような気が する ことが あ る。言葉が わか
らな い のは、 子供 のよ う で、 幼稚な こと しか いえなか った。
日本 語が 上達 し ていく に つれ て、僕は自分が 役者 のよ うに思え
た。今 ではだ いぶ 日本 語 でも っとうまく話せるようにな ってき た
けれど 。英 語を話す 日本 人 の友達も 同じことを 言 っていた。英 語
を話すと、は っき り自分 のことが 表 現でき る。だから、外国語 で
話す時は 言葉を よく選ば な いと いけな い。母国語なら こう いうけ
ど、日本 語 ではど う いう のか、何度も 正確な 日本 語を考える。そ
うするとすぐ返事が 出来な いで考えすぎ るから、思 っている こと
と意味が 離れ てしまう ことが あ る。フラ ンス語なら普 通に思う こ
とが、 日本語な らなかなかぴ ったりした言葉が 出 てこな い ので、
や っぱ り、 思 っている ことと離れ てしま う ことが ある。
今 は結 構 フラ ンス語と 同 じく ら い の速 度 で話せ るよ うにな っ
てき た。以前 は、自分 でな い役を演 じているように思えた。 日
本 語が 上達 していくに つれ て、自分が 日本 語でも自分 にな る。
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