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         あの留学生は今…⑪  中国  李昀（リ ヨン） さん        
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初めまして、そしてご無沙汰しております。 

私は中国西安の出身で李昀（リ ヨン）と申します。 

振り返って、日本に来てもう 14 年になります。1999 年 4 月から奈良白鳳女子短期大

学で 2 年間勉強させていただき、たくさんの忘れられない思い出ができました。言葉の

あまり通じない私に優しく接してくれた、ホストファミリーのＩさん、グローバル香芝のＳ

さん、Ｔさん、そしてＭさん、アルバイト先のＡさんなど、大勢の日本の友達は、異国の

地で初めて親と離れ、寂しく不安ばかりの私に勇気を与えて下さいました。そして、今の主人とも出会えました。 

2001 年 4 月に京都の龍谷大学法学部に進学し、2005 年 3 月卒業後、主人と結婚しました。 

結婚式は日本で行いました。主人の家族や親戚は初めての国際結婚にみんな喜んでくれました。その後、義父

の税理士事務で税金のことを勉強しながらお手伝いしています。 

2011 年 11 月に待望の愛娘が生まれ、夫婦二人だけの生活から一転、華が添えられました。今、1 歳半になり、

毎日笑わせてくれ、時には心配もさせられますが、毎日毎日、娘の成長が今の一番の楽しみです。中国のこと

わざで「养儿方知父母心」というものがあります。「子育てを経験したら自分の親の心が解るようになる」という意

味です。娘を見ていて、自分もこうして今まで大事に育ててもらったのだなあと改めて両親に感謝しています。 

今、両親は毎年孫娘に会いに日本に来ます。娘の世話も手伝ってくれ、本当に助かっています。いつまでたっ

ても両親に頼りっぱなしで親孝行できず、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。 

ママになって初めてのことばかりで、戸惑っているときに公園で知り合ったママ友のＭＡさん。お互い同じような

事で困ったり悩んだりしていて、メールなどで情報交換して精神的にも随

分と助かっています。 

今こうして振り返ってみると、日本に来る前には本当に不安だらけでし

たが、両親、主人、主人の両親、そしてたくさんの日本の友達に支えてい

ただいて、今の私があるのだと感謝しています。これからもよろしくお願

いします。 

 

 
 

 
 

 

アメリカ：５、アフガニスタン：１、イギリス：２、インドネシア：２、エジプト：１、エストニア：１、オーストラリア：６、カザフスタン：１、カン

ボジア：１、韓国：２４２、キリギス：２、スイス：１、スウェーデン：１、シンガポール：１、タイ：１５、台湾：６、中国：１１９、朝鮮：７、ネパ

ール：５、パキスタン：１２、バングラディッシュ：４、ブラジル：１５、フィリピン：１７、ブルガリア：４、ベトナム：３、ペルー：１、ミャンマ

ー：１、モンゴル：１、ラトビア：１、ロシア：４、ドイツ：１、不明：1（※） 

 

◆香芝市在住外国人数  3１ヶ国  484 名                                     2013 年 5 月 31 日現在

※まだ出生したばかりで法務省から在留カードが配布されていない 



◆ ２０１３年 スポーツ交流会 ◆ 

５月１１日（土） 白鳳女子短大にて  

「スポーツ交流会に参加して」 
（会員 山口）  

白鳳女子短期大学及び大阪教育大学の留学生２３名、教職員２名、一般市民２名、グローバル香芝の会員１

６名という構成で、国籍は留学生１０ヶ国と多岐にわたりインターナショナル感た

っぷりでした。 

白鳳女子短期大学の設備を借用し、ドッジボール→昼食会→各種室内ゲーム

の順で進められ、いずれの競技でも留学生たちが積極的に取り組み大きな歓声

を上げていたのを見て、国際交流に大いに役立てたのではないかと思いました。

また、自分自身の学生時代の思い出も重なり、楽しい一時を過ごすことができま

した。 

（大阪教育大学  劉 鑫瑋 ((りゅう しんい) ・中国)  

入学早々、身辺多忙の日々、息抜きとして、私はグローバル香芝主催のスポーツ大会に参加しました。 

人生初のドッジボールは楽しかったです。昼食はおにぎりや唐揚げ、サンドイッチ、ポテトサラダなどで、皆と

楽しく会話し、普段の生活や授業、留学生同士ならではの共感が生み出しました。自分はこんな馴染みやすい

環境の中にいると初めて体感しました。昼食後はボーリングまでやりました。そのお陰で、チームは大逆転、予

想外のプレゼントを貰い、心から喜びを感じました。 

日本文化の体験や色々な国の友達もでき、大会は思った以上に楽しかったです。今度も必ず

参加したいです。 

（白鳳女子短期大学 NGUYEN THI DANG THANH （グエン・ティ・ダン・タン）・ベトナム）  

ゲームをしたり、食事したり様々な国から来た学生と話したりしました。うれしいことに、久しぶ

りに大阪教育大学で勉強している友人に会えました。ほかにも、たくさん新しい友達もできまし

た。 

私達のチームは最初ボーリングの結果が悪かったです。しかし、諦めずに、一緒に頑張ったの

で、最終的に優勝できました。そのことから、協力することの意味がよく分かりました。 

このようなイベントがあれば、また参加したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 平成２５年度 会員親睦会 ◆ 

 
５月１５日 ラッテたかまつにて   (小椋)   

 

グローバル香芝を始めて２年目になりますが、初めての参加です。

焼き肉の食材購入を頼まれたのですが、分からず、会員のＹさんに相

談し、買い出しリストを作って頂いた上、準備作業を書いてくれスムー

ズに準備できました。グローバル香芝は会員協働です。 

火起しをする男性陣と準備する女性陣で、あっという間に焼き肉パ

ーティーの用意が整い、例会を行い、その後パーティー開始。リラック

スモードで色んな話題で盛り上がり、ビール抜きの焼き肉パーティー

ではありましたが、とても有意義なひと時でした。 
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◆ ２０１３年 春季ホストファミリー交流会・ホームビジット ◆ 

 

５月２５日（土）午後１時半から、今年も香芝市総合福祉センター３階にてにぎ

やかに開催されました。留学生は白鳳女子短期大学と大阪教育大学の学生で

１２カ国・２１名（女性１９名・男性２名）、ホストファミリーは市民１１家庭とグロー

バル香芝のメンバー８家庭、の総勢６０名で、奈良テレビの「ゆうドキッ！」の取

材もあり、グローバル香芝の活動を知って頂くチャンスだと思いました。 

多彩な国からの留学生が集い、文化・

風習の違いを語らって様々な発見と感動

を皆様に感じて頂こうと、交流会のはじめに留学生の方には自己紹介の

時にＱ＆Ａ方式で質問に答えて頂くというかたちにしてみました。 

学生達のいろんなコメントをホストフ

ァミリーの皆様も笑顔で聞いて下さ

り、和気あいあいと会話を楽しんで

あっという間に時間が過ぎ、笑顔のままそれぞれのご家庭にお見送りする

ことができてほんとうによかったです。 これからも限られた時間の中でど

うすれば皆様に国際交流を楽しんで頂けるか、考えていきたいと思います。

（ホストファミリー部 籔本）  

 

 

 

「春季ホストファミリー交流会に参加して」 

今年も半日ホームステイに参加させていただきました。子供達に「自分のあたりまえ」が「全てのあたりまえ」と

は違うという事を知ってもらいたいと思い、異なった文化を持つ方達と交流する機会を作ろうとしたのが参加のき

っかけです。今年はチリから来られたフェリペさんとお会いしました。お

菓子を囲んでの談笑をして、息子の剣道の練習を一緒に見ました。 

自宅では、私の家が畳敷きに掘り炬燵だったのを大変喜んでくれ、ご

飯の最中も色んなお話をしました。「日本人は人の名前に意味を持たせ

る」というのがチリではないようで、国が変わればそれは「特別」なことだ

ということを教えてもらいました。また、フェリペさんの専門が特別支援

教育ということで、特別支援教育が幼少時期から大切であることなど、

とても興味深いお話も聞かせてもらいました。 

短い時間での交流でしたが、友達申請をして今後も引き続き交流をし

て行くことになりました。このようなステキな機会に今後とも時間の許す限り参加したいと思います。           

                                               （ホストファミリー 沖本様）   
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メンバーひとりごと  －４５－ 
田中さんは、グローバル香芝の発足当初から多くの分野で深く関わられ、ご活躍され、頼り甲斐のある方 

です。 

 “ 私のボランティア活動 ”               田中サヨ子 

先日、日本語支援に参加したとき、教官室の前を通る窓から私を見つけたらしく、追いかけてきて、「田中さん

ですよね」と、声をかけてくれました。何と、１９年前留学していた彼は、現在非常勤講師として大学へ勤務。お互

い懐かしくて、しばらく話しこんでしまいました。別れ際には、長い間留学生のためにボランティア活動を続けてい

ることに対する感謝の言葉をかけてもらい、逆に出会いで貴重な宝が増えたことを伝えました。 

１９年は、あっという間でしたが、一人では小さなことしかできないものの、皆が共通の

目的を持って力を合わせると、少しずつ成果があがったと思います。ある人は寄付し、あ

る人は働き、ある人はアイデアを提供し、ある人はリーダーシップを発揮する。‘ひとりひ

とりができる事を、出来る時に、出来る範囲でやる’という、会員が考えたグローバル香

芝のモットーは、今も変わらず活動に生かされています。 

活動を通じて感じることは、自分が当たりの前のように使っている日本語を教えること

が、こんなにも難しい事だったのかということです。それが日本語を見つめ直すきっかけ

にもなりました。また日本人でありながら、日本文化について知らないことが多く、少し恥

ずかしくなりました。また、外国の方を知ることで日本家庭の伝統行事を守る大切さも学

動できる範囲で良き出会い・良き時間を過ごしたいと思っています。 びました。これからも、活

❉次回は、福永紀子さんです    

◆◆“グローバル香芝” 入会のご案内 ◆◆ 

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

や国籍に関係なくどなたでも入会することができます。 

体）  年間  10,000 円 

）、１１/２０（水） 

◆ 申し込み・問い合わせ先 

局：井原・七井、 （Tel：0745-76‐2001 内線 171，Fax：0745-78‐3830）  

 

 

香芝市の国際交流に参加できる個人や団体

か。 

語学力

<会 費>   個人会員  年間   3,000 円 ／ 賛助会員 （団

<月例会>  10:00～12:00  香芝市中央公民館  ８/２０（火）、９/１８（水）、１０/１５（火

 

香芝市役所・市民協働課内事務

グローバル香 芝 ：神 野 俊 幸 （☎0745-78-1666）または百 済  清 （☎0745-77-4936 ） 

e-mail : nijosan3231@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◆

 

- 4 - 

 
 
 
 
 
 
 

 

編集発行 ： グローバル香芝･広報部会 

 香芝市役所 市民協働課内 

 

 

事務局 ： 〒639-0292 香芝市本町 1397

Tel ： 0745-76-2001（内線 173）  Fax ： 0745-78-3830 

＜編集後記＞ 

の方が多いですが、地球規模での天候

・ 振

・最近、体調不良

不順が関係？皆様、ご自愛なされて下さい！ (Y.T） 

大教大・留学生の日本語学習支援を四月から担当、 り

返ると、支援というより日本語の難しさを再認識 (K.Y) 

今年５月はヒラリー卿がエベレスト初登頂して６０年、奇

・空梅雨のなか田植えが済み、恵みの雨には思わず手を合

・ 捨てて先ず健康。 (K.K) 

の外国語訳担当（英語・中国語・

わせました  (S.T) 

健康第一、すべてを

・広報部会 会員募集 

広報かしばお知らせ版

スペイン語）・広報担当：ホームページ・ニューズレ

ター発行のため行事等の取材・記事編集に興味のある

方 

・

しくも三浦雄一郎氏８０歳でエベレスト登頂、快挙 （A.H） 


