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あの留学生は今…②

今回は、ベトナムから白鳳短期大学に留学されていた際、グローバル香芝とご縁の

あった クエンさんの近況を報告いたします。 奈良教育大学大学院（教科教育専攻

日本語学専修）と 5 年間の留学生活後、本国に帰国され、現在、日本での経験を活

かしながら元気に活躍されています。

＜日本の思い出と近況＞

今、この文章を書きながら、初め日本に来たとき、5 年間留学生生活の思い出が心によみがえっています。初

めて家族を離れて初めて飛行機に乗って初めて新しい国に来てそして初めて自分の目でとてもきれいな桜の花

を見たときの気持ちは今でもはっきり覚えています。学校の先生方をはじめ、親切な日本人の近所の皆様のお

かげで早く馴染んでいない環境の生活に慣れました。日本の祭りや花見大会などがあれば、私のような外国人

留学生はボランティアの皆様に連れて丁寧に案内したり説明したりしていただきました。これらの交流機会を通

じて日本語はもちろん日本文化や日本人の考え方などもある程度理解できるようになりました。そして今の仕事

にも役に立ちました。本当に深い心から感謝しています。

５年間留学していた日本を巣立ち、故郷に帰ってからもうすぐ 4 年目になります。本当に時間が経つのは早い

ものです。ベトナムのことわざでは人生の中で結婚のこと、家を建てること、出産のことが３つの大変なことにな

っていますが、帰国後この二年間でやり終わりました。大変な二年間を過ごしましたが、いいこともたくさんあり

ました。まず、帰国後、自分がやりたい仕事（日本語を教えること）をすぐ見つけました。現在、実家に近い私立

ラクホン大学の東洋学部で日本語を教えています。３年生３クラスと４年生３クラスの日本語会話の授業を担当

しています。週３日、１日２クラス、１クラスは４時限ですから、１日８時限の会話の授業は本当に大変で喉もから

からになります。家から大学までバイクで４０分かかり、大

学に行く日は朝早く家を出なければなりません。雨の日だっ

たら、通勤道はもっと大変になります。

２００８年１月には日本人の方々のご協力とご支援を頂き、

自宅での日本語教室を開くことができました。大学の授業

がない日には自宅の教室で教えています。現在は 3 クラス

があり生徒数は 40 人います。毎日忙しい生活を送っていま

すが、楽しくやっています。これからも日本語教育に全力を

尽くしたいと思っています。皆様、日本からご応援ください。

（グエン チャン ホアン クエン）

◆ 香芝市在住外国人数 19 ヶ国 450 名 （236 世帯） ２０10 年 3 月 1 日現在

アメリカ: 4 イギリス: １ インドネシア: 2 オーストラリア: 8 カナダ: 2 韓国: 258 シンガポール: 2 タイ: 15 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 ロシア: 2
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日本文化を楽しむ集い

２月14日(日)、毎年恒例の「日本文化を楽しむ集い」が香芝市ふたかみ文化センターで開催されました。留

学生32名＜大阪教育大１7名(女性13名 男性4名）、白鳳女子短期大学15名＞、特別参加の2名を、ボランティ

アの先生方35名、グローバル香芝の実行委員22名で迎えて、ともに日本文化を楽しみました。留学生は朝一

番に女性は振り袖、男性は袴を着付けていただき、お茶やお琴を体験しました。お互いに何枚も何枚も写真を

撮りあい、いつまでも着物姿を堪能している様子は本当に華やかで、こちらまでうきうきしてくるようでした。昼

食後は俳句の時間です。四季の会の先生から

句作の簡単な講義をしていただき、いよいよ俳

句づくり。それぞれ自然や花や故郷への想いを

グローバル香芝の会員に助言をもとめながら、

指を折り折り十七文字に込めました。

特選 花びらに 五つの愛の桜草 金愛利（韓国）

佳作 はれぎ着て 瞬間の影忘れない 黄湘玲（台湾）

佳作 人生に 真冬のような日々がある スミヤ（ミャンマー）

着物、琴、お茶、俳句と日本文化の一端に触れ、留学生の皆さんも有意義なまた楽しい一日が過ごせたこと

と思います。思い出と会員心づくしのプレゼントを手に帰るそのにこやかな笑顔に元気をもらった気がします。

彼らのたくましさ、吸収力にはかなわないけれど、前向きな明るさをわけてもらえたかなと思った一日でした。

(濱野)

国際料理教室 「アフガニスタン編」

２月２２日(月)、香芝市公民館の調理室で、毎年恒例の国際料理教室が開催されました。様々な国の料理を

教わり、作り、味わい、その文化的な背景にも思いをはせながら料理を通して異文化

に触れる人気シリーズです。今回は、４０人余りが、初めてアフガニスタン料理に挑戦

しました。講師は、大阪教育大学院研修生のカーリリ モハマド アラシさんとその

奥様（パラストさん）です。

メニューは、バーデンジャン プラニ（ナスのトマトソース煮込み）、ボラニ カチャル

（揚げパン）、サラダ、デザートでした。 今日のメニューは、肉や魚を全く使わないの

ですが、油で揚げてあるせいか、ボリューム感もあり、「野菜だけで作ったとは思えない」「とても美味しい」と、

皆さん気に入った様子でした。全体的に、にんにくと、ドライミントがアクセントになっており、味のカギを握って

いるように思いました。料理を味わった後は、アフガニスタンの話を聞かせていただき、参加者からのいろいろ

な質問にも丁寧に答えてくださいました。「日本のいいところは？」という質問に、「みんなで力を合わせていけ

るところ」。アフガニスタンでは５人集まると、自己主張ばかりしてケンカになる。」「では、アフガニスタンのいい

ところは？｣という質問には、「家族や地域の人、友人などの絆が強い」ということでした。「好きな日本食は」と

聞かれると、｢天ぷら、たこ焼き、お好み焼き｣とスラスラ答え、会場がなごみました。

４年間の日本での研修(留学)を終えて、３月には祖国に帰り、今後は大学で教員を教育する仕事に就くそう

です。戦争を無くすには、何よりも教育を良くすることが大事、と話してくださったアラシさん。小学校と保育園に

通う二人のお子さんはすっかり日本語が上手になったそうです。教えていただいたアフガニスタン料理をこれか

らも作りながら、国の平和と発展のため頑張るアラシさんとご家族のことを思い出し、今後の活躍とアフガニス

タンの平和を祈りたいと思いました。 （阪井）
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講義を聴くだけでなく、参加者が考え意見を

出す事も。日頃かかえている疑問をシェアす

る良い機会でもありました。

ウォーミングアップが既に異文化理解

の始まりでした。

第４２回 国際理解セミナー

講師： 坂本欣也氏 （株式会社ビジョンクリエイション）

３月６日（土） 10：00-12：00 ふたかみ文化センターにて

第４２回目を迎える国際理解セミナー、今回は「異文化コミュニケーショ

ンをもっと楽しもう」 と題し、普段見過ごしがちな人との関わり（外国人に

限らず日本人同士も）の中で誤解、不安、疑問点、が生じる原因と解決法

について探りました。

まずは簡単なゲームを通して 我々の中にある潜在意識に気付く、と

いう思いがけないオープニングに、参加者は自分自身が取った無意識の行動に驚くと共に、リラックスする事

ができ、その後２時間のセミナーを和やかな雰囲気で受ける事ができました。

次に「文化とは何か？」 講師からの問いに、参加者一人一人が意見を出してみる。 自ら「異文化」を感じた

経験を思い出しながら、建物、美術、宗教、生活習慣、食べ物、家族の絆の強さや洗濯の仕方まで、たくさん

の「文化」が上げられました。 これらの文化を 「目に見える文化 ― 言語・服装・芸術・習慣・マナー、ルー

ル…」 と 「目に見えない文化 ― 価値観・人生観・ものの見方や考え方・歴史… 」 に分けてみる。 そう、

我々は明らかに目に見える文化に対しては理解・順応できるが、見えない文化については意外と対応できない

事に気付きます。 それぞれの国や民族が持つ文化は、どちらの文化が勝る、劣る、などと優劣つける事はで

きないはずなのに、人は無意識のうちに、他文化を排除・否定してしまう習慣があるのです。

こうした「目に見えない文化」を共有する人とのコミュニケーションはスム

ーズに行なわれます。 「あ・うんの呼吸」「空気を読む」「以心伝心」など

と言われるように、多くの言葉を交さなくても分かり合えるからです。これ

を 「高コンテキスト・コミュニケーション（high context=多くの情報を共有

する中でのコミュニケーション）」と言います。

それに対し、「目に見えない文化」を共有しない人とのコミュニケーション

は、多くの言葉を交さなければならず、時にストレートな表現をも要し、

誤解も生じやすい。これは 「低コンテキスト・コミュニケーション (low

context= 共有情報が少ない人とのコミュニケーション)」と呼ばれます。

参加者のグループワークでは、「高コンテキストなグループ」と「低コンテ

キストなグループ」に分かれ、其々の価値観とコミュニケーションスタイルを演じるシュミレーションゲームを行

いました。 相反するグループに対しては、心地悪さ、誤解、不信感など否定的な印象を持ってしまい、またし

ても他文化を肯定的に見る事ができない自分達の潜在意識に驚かされます。

外国語をマスターすることと、理想的な異文化交流とはイコールではありません。 「異文化交流方法に『決ま

った答え』とか『正解』というのは無い。」 これはセミナー冒頭で講師の方が述べられたのですが、最後に参加

者はこの意味を実感できたのではないでしょうか。

外国人との交流の中で失敗と反省が繰り返されても、なかなか異文化コミュニケーションの達人(!?) になる

事はできませんが、まずは「自分自身を知る」 ことが重要であること。 その上で、自分自身を相手に知っても

らう、異文化を受け入れる楽しみとユーモアのセンスを持ち、異文化を肯定的に受け止める、つまり見えない

文化を共有する、というステップと粘り強い姿勢が大切だと今回のセミナーで学んだように思います。

（阪本）
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メンバーひとりごと －３５－

山下さんは、天性の絵画が花開き、毎年素晴らしい賞を受け、今一番輝いているメンバーの一人です。家庭

では、お母様のお世話をしながらも、手抜きなくグローバルの活動にも頑張るキャリアウーマンです。

“自分に出来る事、したい事 ” 山下千恵子

今 私の中では、グローバル香芝の活動・絵を描く事・義母との暮らし・仕事とその

四つの事柄が旨くバランスがとれた状態かなと思っています。

ひとつでも無理をすると、寄る年波か「オイオイ無理をしてるんじゃないかい」と、体の

中の誰かさんが早めに信号を送って来るようになりました。

グローバル香芝の活動を通しての出会い、特に留学生たちとの出会いは心温まる

私の無形の財産です。帰国した彼らからメールを貰ったときは、本当に嬉しいもので

す。趣味の絵を描く事は、楽しみです。

私は新槐樹社（しんかいじゅしゃ）という社中の会員です。東京都美術館に始めて描いた１００号の油絵を展示

して頂いた時の嬉しかった事は、今でも鮮明に思い出します。 展覧会開催場所は六本木にある国立新美術

館に変わりました。作品を提出した後、入選するかどうか発表の日まで不安な気持ちで待つあの気持ちは好き

になれませんが、美術館で自分の作品を観る時の嬉しさは変わりません。 しかし 全国から出展された作品

の中、自分の作品の至らなさに恥ずかしく思い、もっと勉強しなくてはと反省するのも毎年のことです。人生の

折り返しをとうに過ぎた今、出来ることを出来るときに楽しくさせて頂く。そう言い聞かせながら前を向いて歩い

て行きたいなと思うこの頃です。

❉次回は 菊池宣夫さんです

◆◆ “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 4/20（火）, 5/19(水), 6/15(火), 7/21（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 ： 菊 池 宣 夫 （Te l 0745-78-0291）または近 藤 正 彦 （Te l 0745-76-5313）

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＞

・「年年歳歳花相似、・・」今年も梅咲き、鶯啼く春がやっ

てきました。楽しい筈の春なのに、小生今年も 35 年間変

わらず花粉症が出てきて台無し・・・！（A H）

・白、シルバー、黒が主流とされた車の人気カラーが、最

近動物や食べ物にちなんだボディーカラーを採用、カワ

セミ、ウグイス、キナコー等、環境に優しいイメージをアピ

ールしたり、女性に関心を持ってもらおうというのが狙い

で、環境問題への関心を契機に、変化の波が。（Ｓ Ｔ）

・携帯電話を新しく iphone に変えました。電話というより小

型パソコン。慣れるまで時間がかかりますが、すごく便利で

びっくりです。 （Ｊ Ｓ）

・「花の命は短くて・・」という言葉がありますが、昨年 10 月

末の妻の誕生日に、息子夫婦がくれた胡蝶蘭はまだ咲い

てます♪ こんなに長く咲く花だったとは知らなかった！ 毎

日感心しながら眺めています♪ 同じ様に長く咲いておられ

る G 香芝の女性の皆さんにも感動しています！（ Y T）


