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あの留学生は今…

かつてご縁のあった留学生たちは、日本を去った後、何処で何をされているのでしょうか？

今回は 1994 年 9 月から２年半、ハンガリーから大阪教育大学に留学され、グローバル香芝と

ご縁のあった、マルトニー・エヴァ（Martony Eva）さんの近況を報告させて頂きます。 現在、日

本語通訳・翻訳家として活躍中のエヴァさん、日本留学から 15 年経った今も、こうして日本で

の経験を活かし、多方面に渡って様々な活動をされています。 近い将来、また香芝にも足を

運んで頂けたら嬉しいですね。

1994 年の秋、大阪教育大学に着きましたとき、まだ日本語もあまりしゃべれなくて、友達もいなかったから、少し

寂しかったです。しかし、グローバル香芝のメンバーに出会って、交流によって日本文化と日本人の生活を紹

介する数多くの行事を楽しむ以外、友達も出来ました。着物を着せる会、料理作りなどの思い出を今までも大

切にして、写真を見るととても懐かしく思います。一番の友達とは今でも連絡を取り合っていまして、最近パソコ

ン通信の Skype も使って話したりします。日本語と日本文化は、私の帰国後の

生活にも大きな影響をはたしました。教育大で研究した数学をやめて、日本語

通訳・翻訳する仕事をすることになりました。私は妹にも日本語を教えて、彼女

は今、実家の町にある小学校の日本語クラブで、生徒に日本語と日本事情を

教えています。日本語クラブの子供達は、現地の日本企業、IBIDEN との交流

を楽しんでいます。

恋に落ちた日本陶芸は帰国後も続きました。芸術大学の博士課程に入って、

陶芸を専攻しました。ハンガリーの首都、ブダペストの工芸美術館で開催され

た「ハンガリー工房から生まれた伝統的日本技術」という展覧会など、さまざま

な展覧会に参加しました。日本文化は私の日常生活の部分となっていますの

で、ハンガリーと日本、両国を自分の国として思っています。芸大の後、もう一

つの博士課程に入りました。翻訳学を学んで、今は日本人の研究者と一緒に新しい研究を計画していますので、

チャンスがあれば近いうちにまた日本を訪問することが出来るかもしれません。 そうなりましたら、また是非

グローバル香芝のメンバーに会いに行きたいと思います。 （Martony Eva）

☆今後も、かつて「グローバル香芝」とご縁のあった留学生たちの近況を報告できたら、と思います。

◆ 香芝市在住外国人数 20 ヶ国 455 名 （240 世帯） ２００９年 11 月 1 日現在

アメリカ: 5 イギリス: １ インドネシア: 2 オーストラリア: 6 カナダ: ２ 韓国: 266 シンガポール: 2 タイ: 12

中国: 109 朝鮮: 8 ドイツ: １ パキスタン: 8 パラグアイ: １ ブラジル: 10 フィリピン: 15 ベトナム: 2 ペルー: １

ホンジュラス: 1 ポーランド: １ ロシア: 2
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＜山手線ゲーム。豊富な語彙で

難なくこなしてくれました。＞ 

大阪教育大「平成２１年９月期修了式」

大阪教育大では毎年３月と９月に留学生の修了式が行われます。今年もお招きをいただきグローバル香芝で

は１６名の会員（ホストファミリー市民２名を含む）が参加しました。第１部の大学と「地域の国際交流団体との懇

談会」には４名が出席、大学の留学生受入の取り組み活動の状況説明があり、そのあとで各団体との留学生支

援のための意見交換が行われました。第２部「修了証書授与式」、第３部「留学生交流会」には全員が出席しまし

た。日本語支援をはじめホストファミリープログラム、グローバル香芝が主催する各種イベントへの参加、そのご

の交流をとおしてすっかり親密になった留学生ともいよいよお別れです。留学生のスピーチではいたるところにグ

ローバル香芝への感謝の言葉が聞かれました。グローバル香芝が目指す草の根の交流活動が報われる時です。

ほとんどの留学生は楽しかった日本での留学生活を胸に母国に帰られますが、もう一度必ず日本に帰ってきたい

との希望を述べていました。

この９月、３月はお別れで寂しくなる時期ですが前途洋々の若い人たちの新たな出発の時期でもあります。

修了生の皆さんの今後の成長と活躍を期待しましょう。 （近藤）

＜修了証書を手にして＞

秋季ホームビジット交流会

小春日和に恵まれた 11 月 7 日（土）、大阪教育大学より 6 ヶ国 23

名の留学生が参加し、「ホームビジットプログラム」が行なわれまし

た。 この秋初来日し日本の家庭を訪れるのは初めてという留学

生も多く、少し緊張ぎみな面持ちも見られましたが、パーティーが

終わる頃にはすっかりリラックスし、大きな笑い声が響くほどに。し

りとりゲームでは、来日間もない留

学生たちの語彙の豊富さに驚かさ

れたり、紙飛行機を飛ばして距離

を測るゲームでは、日本の子供達

が得意気に留学生たちに指導しながら飛行機を折り、各々が飛ばす毎に大きな

歓声やため息が聞かれました。 春季プログラムがインフルエンザの影響で中止

になった為、半年間この日を待ち望んでいたご家庭もあり、対面後は一緒に写真

を撮ったり、用意された料理を食べたりしながら、あちこちで楽しそうな日本語の会話が聴かれました。晴天に恵

まれた事もあり、午後から神社や山などに足を伸ばす予定だというご家庭もありました。新しいメンバーを交え、各

家庭がそれぞれ楽しい時間を過ごされたことと思います。 （阪本）

＜アイスブレーキングを通して、和やかな雰囲気＞
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夏 祭 り 2009 年 8 月 2 日（日）

朝から土砂降りの日曜日も、午後から快晴の絶好の夏祭り日和となりました。

午後から女性会員は集会所に集まり「冷やしパイナップル」作成の準備、男性会員はグローバル香芝のブースの

設営と「綿菓子」の準備におおわらわ。

4 時過ぎ大阪教育大学の留学生、白鳳女子短大の留学生が会員の誘導で集まってくる。

留学生は冷やしパイナップルを売る組、綿菓子を作って売る組に別れ早速それぞれの持ち場につく。

子供達が三々五々集まってきてパイナップル、綿菓子を買っていく。

＜冷やしパイナップル＞ とにかく暑いので子供達が冷たいパイナップルを買い美味しそうに食べる。留学生達

は愛想良くパイナップルを売りさばく。女性会員の作った沢山の冷やしパイナップルは順調に売れ、盆踊りが始ま

る頃には完売となりました。

＜綿菓子＞ 子供に人気ですぐに行列ができる。一方綿菓子作りは留学生には珍しく、作りたい人がいっぱい、

安田さんの指導でチャレンジするがどうしても手が遅く、おまけにレンタルさ

れた綿菓子機は調子が今ひとつで、ノズルが良く詰まる。安田さんはノズル

の掃除におおわらわ。そんな具合で行列はどんどん伸びる一方、それでも留

学生達は楽しそうにチャレンジする。盆踊りが始まっても一向に行列は解消し

ない、途中で会員が行列の最後に並び、ここまでと終了を宣言する。しかし作

成ペースが遅く、時間内終了は難しいと判断

し、綿菓子の大きさを半分にし、花火の始ま

る前にやっとこさ、最終の人に綿菓子を渡すことができました。

＜国際交流コーナー＞ 今年から新たに始まった、小・中学生に留学生たちと生

の会話をしてもらおうと言うコーナーであるが、始めてのことで小・中学生が集まっ

てこない。仕方なく菊池さんを初めとする担当者が、呼び込みを行い、中学生のグ

ループを確保し留学生たちとの会話が和やかに始まる。引っ込み思案の日本の

小中学生も少しずつ集まり賑やかな国際交流の輪が出来ました。

＜民族舞踊＞ 白鳳女子短大のミャンマーよりの留学生に依頼し、ミヤンマーの民族舞踊を披露してもらった。煌
きら

びやかな民族衣装と、優雅な踊りに観衆は魅了され拍手喝采でした。

＜盆踊り＞ やぐらの周りで盆踊りが始まると老いも若きも踊りだす。留学生達も見よう見まねで輪の中に入りに

こやかに盆踊りに興じ、次第に熱中し日本の伝統舞踊を満喫していました。

＜フィナーレは花火＞ 会場隣の小学校の校庭から打ち上げられるので、間近から見る花火は大きく、優雅だ。

彩り豊かな花火が頭上に打ち上げれられるたびに、“ワー、綺麗だ！”などの声を上げおおはしゃぎ。最後に連発

花火が打ち上げられクライマックス。かくして夏祭りは終わりました。

留学生達には日本の夏祭りが強く心に残ったことでしょう。 （平岩）
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メンバーひとりごと －３１－

井村さんは、お母さんの看護の傍らグローバル香芝の日本語部長として活躍中。中国で日本語指導などの

経験もあり、留学生の日本語支援でも密のある指導で、皆さんから頼りにされています。

井村嘉男 “ この秋思ったこと ”

先日、私の四年前日本語教師時代の中国の友人から手紙が来ました。それもあ

り中国の秋を久しぶりに思い出しました。国を挙げて盛大に祝う年中行事の中秋節

では、夜遅くまでキャンパスで飲みかつ歌い、この日のためだけに作られた故郷の

各地特製の月餅をいっぱい貰いました。一年で一番美しい満月に広大な国で遠く離

れた故郷や家族を想う中国の風習ですが、ふと、同じ満月が日本でも輝いているこ

とに思いが至り、月見の習慣のない私も、１３００年前中国で月に奈良を想った留学

生の阿倍仲麻呂のセンチメンタルな気分を味わいました。手紙にも宋の蘇軾（蘇東坡）の「せめて願わくば健康

で長生きし、遙か遠くにいる我々兄弟も、この中秋の名月だけは月を共にして過ごしたい。」の詞がそえてあり

ました。また、日本では、天気が良くて満ち足りたのどかな秋のイメージの「天高く馬肥ゆる秋」が中国では、北

方の騎馬民族の匈奴が秋になって馬の肉付きがよくなる時期に南進して辺境の治安を脅かしたことから漢族

の警句だと言われ、驚いたことも思い出しました。

外国は広く知れば知るほど面白い。心が豊かになる感じがたまらない。あらためて、いろんな国々との接点

が期待できる「グローバル香芝」を大切にしたいと思っています。

❉次回は 山下千恵子さんです

◆◆ “グローバル香芝” 入会のご案内 ◆◆

香芝市の国際交流に参加できる個人や団体で国際交流に興味をお持ちの方、私達と一緒に活動しませんか。

語学力や国籍に関係なくどなたでも入会することができます。

<会 費> 個人会員 年間 3,000 円 ／ 賛助会員 （団体） 年間 10,000 円

<月例会> 10:00～12:00 ふたかみ文化センター 12/15（火）, 1/20(水), 2/16(火), 3/17（水）

◆ 申 し込 み・問 い合 わせ先

香芝市企画政策課内事務局： 上平、千葉、芳倉 （Tel：0745-76‐2001 内線 323，Fax：0745-78‐3830）

グローバル香 芝 ： 近 藤 正 彦 （Te l 0745-76-5313）または菊 池 宣 夫 （Te l 0745-78-0291）

e-mail : n i josan3231@global-kashiba.matrix. jp までお気 軽 にどうぞ！

◆ホームページアドレス http://global-kashiba.ｍａｔｒｉｘ.jp

編集発行 ： グローバル香芝･広報部会
事務局 : 〒639-0292 香芝市本町 1397 香芝市役所 企画政策課内
Tel ：0745-76-2001（内線 323） Fax： 0745-78-3830

＜編集後記＞

・大教大の日本語支援で私が担当した中国人男性のテ

イ君がペタンクに興味が有ると言うので、香芝ペタンク協

会のメンバーを集めて初体験してもらいました♪中国で

は未だ普及していないので、帰国後に広めたらテイ君は

中国の第一人者になれるよ！(笑)と言ったら「そうする」

と意気込んでいました♪（ＹＴ)

・車がパンクし、プリンターが壊れ、次は何？ ついてな

い (>_<) （ＪＳ）

・先日“かやぶきコンサート”に行ってきました。ザイラー夫

妻の奏でるピアノ・デュオを聞き、素朴な田舎風景を見て、

至福のひとときを過ごしてきました。（ＡＨ）

・我が家のトラは散歩中、すれ違う方と挨拶すれば安心し

て、にらみを利かせません。初めて会う方に元気よく声をか

けるのも、勇気のいるものです。 トラ効果で、今日も西奈

良幹線工事現場のお兄様方から、声をかけていただきまし

た。（ＳＴ）


