
 

 

 

 

 

 

                            

   

    

                

 週間予報では、11 月 26

直前の天気予報では「曇り」に変わったので、当日は安心

してＪＲ大阪駅に集合しました。

 生瀬駅に着いて出発するときには、寒く感じた気温でし

たが、歩いていくうちにだんだんと温かくなって、快適な

ハイキング日和となりました。

 参加者は３５人で、１～３班と、４～５班の２つのグル

ープに分かれて、コースをめぐりました。当日は紅葉の季

節ということもあり、ハイキング客も多く、昼食場所など

はかなり込み合っていました。途中に見える山々は黄色や

赤に色づき、渓流の水もすがすがしく、景色を楽しみなが

ら歩くことができました。とくに、武田尾付近のモミジの

紅葉は鮮やかでキレイでした。また、真っ暗なトンネルを

歩くこともスリリングな体験でした。

 昼食時には、パキスタンから来た学習者が自分で作った

料理を持って来て、みんなにふるまってくれました。ボラ

ンティアさんも、お菓子やミカン、巻き寿司などをみんな

に配ってくれました。おかげで、コンビニ弁当だけしか持

っていなかった人も、いろんなものを食べることができた

ようです。 

館の正面では、火の鳥のモニュメントが私たちを出迎えて

くれました。館内は、手塚の漫画歴史年表や、フィギュア、

グッズの販売、映画ホール、アニメ制作体験など多彩な内
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26 日は「雨」となっていましたが、

直前の天気予報では「曇り」に変わったので、当日は安心

してＪＲ大阪駅に集合しました。 

生瀬駅に着いて出発するときには、寒く感じた気温でし

たが、歩いていくうちにだんだんと温かくなって、快適な

ハイキング日和となりました。 

参加者は３５人で、１～３班と、４～５班の２つのグル

ープに分かれて、コースをめぐりました。当日は紅葉の季

節ということもあり、ハイキング客も多く、昼食場所など

はかなり込み合っていました。途中に見える山々は黄色や

赤に色づき、渓流の水もすがすがしく、景色を楽しみなが

ら歩くことができました。とくに、武田尾付近のモミジの

紅葉は鮮やかでキレイでした。また、真っ暗なトンネルを

歩くこともスリリングな体験でした。 

昼食時には、パキスタンから来た学習者が自分で作った

料理を持って来て、みんなにふるまってくれました。ボラ

ンティアさんも、お菓子やミカン、巻き寿司などをみんな 

に配ってくれました。おかげで、コンビニ弁当だけしか持

っていなかった人も、いろんなものを食べることができた

 ２時３０分ごろに全員

が武田尾駅に到着し、こ

こで、帰りを急ぐ人は解

散し、そのほかの２５名

は、宝塚の手塚治虫記念

館に向かいました。さす

がに手塚治虫の名前は学

習者の間でも有名で、鉄

腕アトムはほとんどの人

が知っていました。記念

火の鳥のモニュメントが私たちを出迎えて

くれました。館内は、手塚の漫画歴史年表や、フィギュア、

グッズの販売、映画ホール、アニメ制作体験など多彩な内
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日は「雨」となっていましたが、

直前の天気予報では「曇り」に変わったので、当日は安心

生瀬駅に着いて出発するときには、寒く感じた気温でし

たが、歩いていくうちにだんだんと温かくなって、快適な
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こで、帰りを急ぐ人は解

散し、そのほかの２５名
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容で、予定の１時間がアッというまに過ぎました。

 ５時ごろ阪急宝塚駅で全員無事に解散しました。今日は

自然に触れたり、また、アニメを楽しんだり、充実した一

日を過ごすことができました。参加者の皆さん、お疲れさ

までした。           

 

 

                  

               

  12 月 10 日、天保山で

の餅つき大会に参加しま

した。年末の時、よくスー

パーでお餅を見ますが、す

ごく硬そうですので、どう

やって食べるのか前から

興味を持っていました。12

時ぐらいに着いたら、もう

みんな開始していました。

初心者の私が、エプロンも

何も持たず、普通の格好で

行きました。先生からエプ

ロンをもらって、髪の毛が食材に落ちないように、バンダ

ナもかけてくれました。お餅は故郷でも旧正月の前に作り

ます。それと同じかなあと思って、実際にやってみると、

やはりちょっと違います。故郷の米は「黄米」と呼ばれる

小さなお米を使いますが、日本のはもち米が

備の過程は参加してなかったですが、たぶん同じように、

まずお米を水に浸してから蒸すのでしょう。蒸しあがった

お米をつくのをいつもテレビや観光地などで見ますが、実

際自分でやったことがないので、ぜひやりたいと思いまし

た。でもその前に、お米をこねるのが必要です。ほかの人

がやるのを見ると、すごく簡単のようですが、自分でやっ

たら、けっこう力がいります。

 何回も何回もやって、本当に腕が疲れます。「まだか、ま

だか」とこころの中で叫んでいました。やっと先生が「

と言ってくれました。だが、まだまだ難しいです。杵

いし、リズムを把握するのも難しい。何回もほかの人の杵

 初めてのお餅つき体験で、その次の日はアームが痛かっ

(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
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自然に触れたり、また、アニメを楽しんだり、充実した一

日を過ごすことができました。参加者の皆さん、お疲れさ 
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ロンをもらって、髪の毛が食材に落ちないように、バンダ

ナもかけてくれました。お餅は故郷でも旧正月の前に作り

ます。それと同じかなあと思って、実際にやってみると、

やはりちょっと違います。故郷の米は「黄米」と呼ばれる

小さなお米を使いますが、日本のはもち米が基本です。準

備の過程は参加してなかったですが、たぶん同じように、

まずお米を水に浸してから蒸すのでしょう。蒸しあがった

お米をつくのをいつもテレビや観光地などで見ますが、実

際自分でやったことがないので、ぜひやりたいと思いまし

た。でもその前に、お米をこねるのが必要です。ほかの人

がやるのを見ると、すごく簡単のようですが、自分でやっ

たら、けっこう力がいります。 

何回も何回もやって、本当に腕が疲れます。「まだか、ま

だか」とこころの中で叫んでいました。やっと先生が「OK」

と言ってくれました。だが、まだまだ難しいです。杵も重

いし、リズムを把握するのも難しい。何回もほかの人の杵

を打って落ちました。でも

だんだん順調になって、先

生に姿勢がよいとほめられ

ました。きな粉餅やぜんざ

いが甘くて、おいしかった

です。海老入りのピンクの

お餅、色もすごくかわいい、

たくさん食べました。 

初めてのお餅つき体験で、その次の日はアームが痛かっ
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たですが、とても楽しかったです。機会があれば、故郷の

お餅もみんなに紹介したいと思います。

               

    

    

                                                    

    

 私は 4 年前日本の徳島大学

で無機化学（博士）の勉強をし

にインドから来ました。インド

人によって日本はとても挑戦

な国です。食べ物や文化や言葉

などがまったく違います。例え

ば、インド人はヒンズー教徒な

ので肉をあまり食べることが

出来ません。ベジタリアンのほ

うが多いです。特に、牛は神様と同じので牛肉は絶対にダ

メです。また、私は子供時から鳥や豚肉、魚を食べなかっ

たので味はまったく知りませんでした。今までインドでは

色々な種類の豆や野菜や果物などからたんぱく質を撮りま

した。私は日本に来た時 25

べ物も合わない日本で生活出来たら将来世界のどこでも生

活出来る自信を付けることができると、積極的に考えて留

学の為日本を選びました。

 日本に来て 4 年で日本語を話せるようになり、日本の食

べ物で鳥や魚を食べるようになりました。特に食べ物で寿

司、鳥の唐揚げ、みそ汁、うどん、そばが大好きです。ゼ

ロから始まった生活 自分

本に来て良かった満足しました。

 現在、今年の 4 月から会社員になり、徳島から大阪へ移

動しました。今回大阪での新しい生活は奥さんと一緒に始

めました。奥さんは日本に来るのは初めてでした

をまったくできない妻とビジネスレベルの勉強したい私二

人は大阪である日本語の教室を調べました。そこで、市岡

教室について分かりました。クラスの先生たちはとても優

しくて親切です。 

いて理解しました。また、

がインドの踊りの紹介をしました。本当に楽しかったです。

そして、１２月に“もちつき”の体験しました。もち作る

のはけっこう大変でした。作ったもちを食べると今まで食

べたもちより自分で作ったもちが一番美味しかった。

 これからも市岡教室で行うイベントで参加をし、私たち

の国インドについて紹介したいと思っています。楽しく勉

強をしながら日本の文化を学びたい外国人に市岡教室はお

たですが、とても楽しかったです。機会があれば、故郷の

お餅もみんなに紹介したいと思います。          
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司、鳥の唐揚げ、みそ汁、うどん、そばが大好きです。ゼ

で出来るようになりました。日

月から会社員になり、徳島から大阪へ移
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。日本語

をまったくできない妻とビジネスレベルの勉強したい私二

人は大阪である日本語の教室を調べました。そこで、市岡

教室について分かりました。クラスの先生たちはとても優

クラスのおかげで

様々な国の友達もで

きました。クラスで

色々なイベントに参

加をし、日本語は以

前よりも面白くなっ

てきています。７月

にお盆祭りに参加を

し、日本の踊りにつ

月に行ったイベントで奥さん

がインドの踊りの紹介をしました。本当に楽しかったです。

そして、１２月に“もちつき”の体験しました。もち作る

けっこう大変でした。作ったもちを食べると今まで食

これからも市岡教室で行うイベントで参加をし、私たち

の国インドについて紹介したいと思っています。楽しく勉

強をしながら日本の文化を学びたい外国人に市岡教室はお

すすめです。ぜひ一度参加してみてください。

                

    

 2017 年最後の市岡日本語教室はオープンクラスで学習者

による お国自慢の発表会でした。

 各班からの代表者が出身国についてのスピーチをします。

司会も学習者が務めました。

 中国・台湾・パキスタン・インドネシアからの学習者の

皆さんが写真や映像を交えながら日本語で出身国のことを

一生懸命発表していました。日本人にとって馴染みのある

国、ちょっと遠い感じがする国。それぞれの発表者の個性

が出たとても楽しい内容でした。

 テレビやインターネットがあるとはいえ、日本で生活し

ているだけでは絶対に知ることが出来ない、市岡日本語教

室にいなければわからない各国の生きた情報を知ることが

出来た貴重な機会となりました。日本で

して、どうしてもステレオタイプ的な知識しか知りえない

状況のなか、日本で生活している学習者が紹介する自国は

生活に根付いている情報が多く、聞いていてとても興味深

いものばかりでした。 

変な努力があったかと思います。はっきりとしたわかりや

すい口調で皆さん発表していました。たくさんの人の前で

話すことだけでも気合いと根性が必要ですが、それに加え

て外国語を使って発表するのですから。自分が逆の立場だ

ったら途方に暮れてしまうところです。たくさんの努力を

乗り越えてスピーチをした発表者とそれを支えた周りのボ

ランティアの方々のご指導に大きな拍手を送ります。

  寒い日が続きます。みなさん、風

邪など引かないように体に気を付け

てください。 

 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７

時から 8 時 30 分に港区民センターの

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

 ほとんど手を加えていません。

すすめです。ぜひ一度参加してみてください。 
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 発表者はこの日の

ために写真や資料や

映像を揃え、出身地

を紹介する文章を考

え、スピーチの練習

をするという準備を

してきたかと思いま
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変な努力があったかと思います。はっきりとしたわかりや

すい口調で皆さん発表していました。たくさんの人の前で

話すことだけでも気合いと根性が必要ですが、それに加え

発表するのですから。自分が逆の立場だ

ったら途方に暮れてしまうところです。たくさんの努力を

乗り越えてスピーチをした発表者とそれを支えた周りのボ

ランティアの方々のご指導に大きな拍手を送ります。 

寒い日が続きます。みなさん、風

邪など引かないように体に気を付け

学習者の皆さんも、お友達を誘っ

毎週金曜日のよる７

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

して頂いたままを記載しています。 

。 

    


