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市岡国際教育協会 市岡日本語教室
●場所

港区民センター(港区弁天 2-1-5)
港区民センター
●日時 毎週金曜日午後 7 時から 8 時半
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5班

phone: 080-3846-2581
080

金 周恩 (韓国)
韓国)さん

日本語教室の大城さんと一緒に

私が今年 2 月、初めて日本に来
た時、一番困ったことは言葉が直
ぐ出てこない事だった。
日本にある韓国学校の教師に

海遊館の盆踊りに参加しました。
晩、
晩、6 時ごろに大城さんは着物を
持って、私の家にきました。そして
着物を着せてくれました。私は大城さんと高田さんの三人

なるため、日本語を勉強したけれど、本で習った事と会話
は完全に違った。何も表現できないもどかしさをなくすた
めに市岡日本語教室を訪れた。
ここに初めて来た時、まず驚いた事は多い人数と学ぶ熱

で一緒にバスで海遊館へ行きました 。
海遊館の広場でみんなで盆踊りをしました。私はあまり
できないけど、 日本の友達と一緒に踊るのはとても楽しか
ったです。 日本の友達の熱心なお誘いで、東京の二人のア

気だった。他の教室と違うのは一対一の授業方式と先生た
ちの専門性だった。
特に私が教えてもらう M 先生の実力と経験はボランティ

メリカ人留学生も私たちと一緒に踊りました。盆踊りが終
わった後、一緒に記念写真を撮りました。
今日はとても有意義な日
有意義な日
でした。 日本の熱心で、行
行

確に直してくれるし、私が気になる部分があれば、関係の
ある文型を全部整理して教えてくれたり、特別に私が質問
した内容に対しては、表や図で分かりやすくプリントを作
って毎回渡したくれた。

き届いた気持ちが嬉しかっ
たです。 私の心は春のよう

5 か月間にもらった厚いプリントを見て、先生が私の学習
のためどんなに努力してくれたかを悟った。その時の感動

に暖かくなりました。
みなさん本当にありがと
うございました。

と感謝は言えないほどだった。
私も今まで１8 年間、教師として働いてきた。しかし、こ
のように細かく生徒たちの要求に気を付
のように細かく生徒たちの要求に気を付けて、生徒がもっ
と頑張るようにした事があったか、と反省した。
韓国では、
「穀物は農夫の足音を聞いて育つ」という文句
がある。教育者の学生に対する関心と真面目さを強調する

1 班 王 吉萍（中国）
吉萍（中国）さん
（中国）さん

アより教師に近い。私の間違った発音や文法を一つ一つ正

比喩だ。教室で先生から学ぶ事は、日本語を通し、教える
人として持つべき実力と責任感、そして一人の学生の成長
1班

陳 玫甄（台湾）さん

初めて茶道体験をしました。
1 日前からずっと期待していまし
た。
茶道会場では皆さん真面目で楽し
かったです。

を手伝ってあげる誠実さだ。
今から私は日本語能力試験 N1 を目指して勉強するつも
りだ。以前には、仕事がとても忙しくて諦めた事だった。
しかし、先生の支援のおかげでもっと頑張る事になった。
学生として、教師として多くの成長や特別な経験をさせ
てくれる市岡日本語教室の皆さんに感謝します。
くれる市岡日本語教室の皆さんに感謝します。
ありがとうございました。

自分でお茶を作ると面白い
です。
茶道の順番が難しそうで
す。私がこの順番に先生の
とおりに作るのは、全然で
きないだろうと思います。

4 班 Muhamad Miftachul Huda（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）さん
Huda（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）さん
久間さん（以下ママ）からクルー
全然知らない場所ヘ、久間さん（以下ママ）からクルー
ジングに誘われた。しょうの小さいの漢字と豆の漢字だか
ら それって、あそこの島に小さな豆がたくさんあるんで
あそこの島に小さな豆がたくさんあるんで

しょうかと思っちゃった。
た。(笑)
朝 6 時半、出来島から福島
出来島から福島
駅に行く途中で小雨が降つて
きたせいで、今日のたびは順
今日のたびは順
調に行くのかなと心配になっ
っ
ちゃった。
福島から芦屋まで車で行き
まで車で行き
ました。ママの運転を初めて
ママの運転を初めて
みた上に運転しながら、よく久間さんのご主人（以下パパ）
に道を聞いたせいでドキドキして気持ちが落ちつかない。
(笑)
芦屋に着いてたくさんのボートを見た瞬間
芦屋に着いてたくさんのボートを見た瞬間、カメラをだ
カメラをだ
し動画撮つていられなかっ
った。一回も乗つたことがなかっ
っ
たのでこんな格好いいボートに乗れるなんて信じられなか
った。
初めて海の

2017 年 7 月 30 日の夏

5 班 ボランテイア 五味久美さん
五味久美さん

波を感じて頭
がちょっと痛
と痛
くなって寝ち
て寝ち
ゃって目が覚
て目が覚

今年ほど、枚方の地に住んでいてよかったと思ったこ
今年ほど、枚方の地に住んでいてよかったと思
とはありません。
何と 46 年前の 1971 年に宮之下
町の宅地造成地からトウヨウゾウ
町の宅地造成地からトウヨウゾウ

めたときもう
小豆島着いて
着いて
小豆島
た。
お腹空いた

の白歯が発掘され、62 万～57 万年
前頃に、付近に中国南部からやつ
てきたトウヨウゾウが棲息してい
たことを知つたからです。

私は”とにか
く今すぐ食べましょうと思
く今すぐ食べましょうと思っていたら”店が込んでいる。
だけどすぐ横にそうめんの店が見つ
だけどすぐ横にそうめんの店が見つかりよかった。
初めてのそうめん美味しか
初めてのそうめん美味しかった。ちなみにそうめんの作り
ちなみにそうめんの作り
方も見れるなんて lucky だ。

まさしく、そこは、東側近くに天の川が流れており、牽
牛像や牛石(牽牛石)のある観音山公園も在る、七夕伝説ゆ
のある観音山公園も在る、七夕伝説ゆ
かりの地だつたのです!! 天の川流域の歴史を再認識でき、
本当に良かつたです。

空腹を克復した私らは自転車を借
空腹を克復した私らは自転車を借り、オリーブガーデン
オリーブガーデン

“市岡七夕まつり"において、毎年、枚方や交野に伝わる七
において、毎年、枚方や交野に伝わる七
夕伝説を話させてもらっている私は、自分のうちに、夢と

に行くと決めました。
夏の熱さばかりか、急な登り坂にあた
急な登り坂にあたってひとみ先生と
ひとみ先生と
赤川先生と前田先生の気力が無くな
赤川先生と前田先生の気力が無くなった。でも、ひとみ先
ひとみ先
生の疲れた顔が楽しみだな～ (笑)
オリーブガーデンに着いたとたんに
オリーブガーデンに着いたとたんに、ママが奢ってくれ
てくれ
るアイスクリームが本当にいただきました。

ロマンを絶やすことなく、探り続けたいです。宇宙の愛―
天の川ものがたり―や星座の伝説や世界の七夕への視点を
―や星座の伝説や世界の七夕への視点を
天の川ものがたり
もつて。
”目的を忘れず、失敗を恐れず、アイデアとやり方
を考えれば、可能性は無限にひろがる”との先輩の言を己
の信条としよう。
もちろん、若き方々の感性やパワーに学びながら。

さすが夏にはアイスクリーム食べるのが一番美味しい季
節だ。
そしてオリーブガーデンヘ回
そしてオリーブガーデンヘ回ってきて、
なんか時間立つのがなんと早か
なんか時間立つのがなんと早かった。
ほんとうはまだ自転車で回つていきたいんだけど
ほんとうはまだ自転車で回つていきたいんだけど、
もうボートに戻うちゃう時間だ。
3 時。出発したばかりのボートの中で surprise 貰っちゃ
った。それは誕生日ケーキ、本当に本当に嬉しかったよ
それは誕生日ケーキ、本当に本当に嬉しかったよ。
初めての誕生日ケーキだったから。
芦屋到着する前に艦長が kobe port と潜水艦のところに
連れてくれました。
なまで見ましたのが初めてです。大
きくて黒つぱいなんか怖いわ～ (笑)。
今日は素晴らしかった。生まれて初
めてしたことがたくさんありました
ので本当に楽しかった。
一生忘れられない記念になりました。

さて、10
10 月 27 日（金）の教室は、
日（金）の教室は、
日本の交通ルールの勉強会
交通ルールの勉強会もし
交通ルールの勉強会
ます。
学習者の皆さんも、お友達を誘
ってご参加ください。
日本語教室は毎週金曜日のよる
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。

日程と場所はホームページで確認してください
この新聞の原稿は、投稿して頂いた
して頂いたままを記載しています。
敢て、訂正していません。

