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                     －セブ島からグローバル香芝へ－ 

                                                               鈴木 正博 

55年間のサラリーマン生活を終え、さて、次は何をしようかと思案していたところ、元 

同僚がフイリピンのセブ島で日本語教育のボランテイアをしていると言うので、退職記念 

旅行を兼ねて、昨年 1月末から 1週間の予定で見学に行きました。 

セブ島はマゼラン艦隊が世界一周航海の途中に立ち寄り、現地人を征服してキリスト教 

を布教したところ。マゼラン自身は隣のマクタン島の酋長に殺害されました。しかし、いち 

早く西欧化したセブは、現在も首都マニラに次ぐフイリピン第 2の大都会です。 

セブ島自体は南北 220km、最大東西幅 40kmでゴーヤの実のような形をしているが、 

セブ市内には大学が 10校あります。 

フイリピンはスペイン統治からアメリカ統治に代わり、タガログ語等多言語が使われているため、小学生から英語による 

教育が行われ、現在の公用語は英語です。だから、英会話に関しては準ネイティブだと言えます。そのため日本人、韓国 

人等が短、長期間留学している。また、欧米人教師より安上がりと言うことで、日本国内の英会話学校等における教師と 

して、近年需要が増している。私たちの生徒の中からも 2人が 1年間英会話教師として派遣されていた人がいた。 

その彼ら若いフイリピン人を相手に日本語教育等しているので、私たち短期訪問者も彼らのエネルギーをもらえます。 

このような経験をすること自体初めてのことで貴重な体験でしたが、継続的にできることを考えた場合、地元でのボラン 

テイアはないかと探し当てたのが、「グローバル香芝」への加入でした。現在、日本語クラブに所属していますが、海外旅 

行、海外事情にも関心があり、昨年の 11月にまた一週間、今度は日本語教育のボランテイアをしている生徒に、英会話 

の先生になってもらい、個人指導を受けました。 

今更英会話を習ったからと言って、使う場面がないのですが、好奇心が旺盛で、前向きにチャレンジしていくことは、今後 

とも継続していきたいと考えています。 

                                                *次回は西川 富久子さん 

       

  ◆◆ “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>  日 時：毎月第三水曜日(11/20、12/18、1/15、2/19、3/18)   10:00～12:00   

場 所：香芝市中央公民館 

     ◆申し込み・問い合わせ先   

       ・香芝市役所  市民協働課：（☎：0745-44-3314, Fax：0745-78-3830） 

       ・グローバル香芝：小椋 宏子（☎：0745-78-3398）または平岩 暉国（☎：0745-73-9255） 

 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 
  

編集発行 ： グローバル香芝 広報部 
連 絡 先 ： 〒639-0292 香芝市本町 1397 香芝市役所 市民協働課 

電   話 ：  0745-44-3314  Fax：0745-78-3830 
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       あの留学生は今・・・・・㉙                         タンタン・イー・・・ミャンマー

                     私はタンタンイーと申します。ミャンマー人です。学生時代にテレビドラマの『おしん』をみて、日本人の

熱心さや頑張りが頭から離れなくなり、日本に強い関心を持ちました。それが、日本へ来たきっかけで 

す。ある日、新聞で一週間無料の日本語塾の宣伝をみて、日本語を学び始めました。そして、家族を養 

いたい、人生を変えたいと思い、2012 年 3 月 31 日にミャンマーから日本へ参りました。白鳳女子短期 

大学の別科で日本語を 1 年間、本科で国際人間学を 2 年間勉強しました。それから、大阪観光大学 3 

年生に編入し、観光学を学びました。2017 年 3 月に大学を卒業し、日本で就職しました。世界一だと言

われている日本のおもてなしを学ぶには、ホテル業界で働くのが一番いいと思ったのですが、就職活動 

が上手くいかずあきらめることにしました。

今は、送り出し機関の実習生指導部でミャンマーの実習生の指導やサポート、通訳や翻訳をしています。企業様と実習生が上手 

     くいくように双方を支える仕事で大変ですが、これまでの体験や経験で得た知識や日本語能力が生かされています。また、それが 

 少しでも誰かの役に立っていると思うと嬉しいです。3 年間働いているうちに人を育てることや教えることが好きになり、人と出会う

絆の大切さに気づきました。

今は、日本語教師養成講座に通っています。終了後は日本語能力を生かして、 

ミャンマー人だけではなく、日本にいる外国人の為にお役に立ちたいと思います。 

留学のために日本へ来たばかりの時、日本語がまだ話せなくてアルバイトなども 

上手くいかなかったり、日本の文化や習慣などが分からなくて大変だったりした 

ことがありました。私のようにならないために、留学で困っている人をサポートした 

り、日本にいる外国人に日本語を教えたり支えたりしつつ、同じ外国人として気持 

ちを理解し合い、互いに『ありがとう』を言えるように、『ありがとう』と言われるように         【研修生とのスナップ】 

したいです。                                                              タンタン・イー

 

香芝市在住外国人数： ３１ヶ国 ６０９名                                    ２０２０年２月２９日現在 

アメリカ：１３、イギリス：６、インド：２、インドネシア：６、オーストラリア：１、オランダ：１、カナダ：２、韓国：２１２、ギリシャ：１ 

キルギス：２、コスタリカ：１、シンガポール：１、スリランカ：１、タイ：１２、台湾：１６、中国：９４、朝鮮：５、トルコ：１、 

ネパール：１６、パキスタン：９、ブラジル：１４、フィリピン：４９、フランス：１、ブルガリア：６、フィンランド：１、ベトナム：１１６ 

ペルー：１、ポーランド：１、、ミャンマー：１５、ルーマニア：２、ロシア：１ 
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◇秋のホームビジット交流会                                 2019.11.09（梅崎）

2019 年 11 月 9 日(土)午後 1 時 30 分から香芝ふた 

かみ文化センターにて秋のホームビジット交流会が開催

されました。 

大阪教育大からはカンボジア、台湾、チェコ、ウズベキ

スタン、スイス、キルギス、中国、韓国、など様々な国から 

の留学生、11 名の参加となりました。

受入ファミリーは 11 家族 26 名、応援のグローバル香芝 

会員 7 名、合計 44 名の参加となりました。

今回は教育大の授業と重なり、留学生の参加が少なく、お断りしたファミリーもあり、大変残念でしたが、 

参加したファミリーはそれぞれ楽しく、有意義な 1 日を送られたとのアンケートが届いています。

◇2019 年度国際交流 in 香芝 2019.12.07(則松)

12 月 7 日（土）中央公民館 3F において国際交流 in 香芝 

が開催されました。当日は来場者：66 名、留学生：18 名、グ 

ローバル香芝会員：24 名、計 108 名が参加しました。催しは、

ミャンマーからの留学生の民族舞踊・マイティガルで始まりま 

した。会場内には 12 か国のブースが設けられ、それぞれの 

ブースでは留学生たちが来場者からの熱心な質問に丁寧に 

答え、どのブースも制限時間を超えるほどの盛り上りを見せて

いました。参加された来場者の中には熱心にメモをとっている 

何人かの小学生もおられました。 

参加された皆様は、帰りの際には来場記念の品を受け取られ、 

満足気な表情で帰途につかれました。 

参加された留学生の皆さん、長時間お疲れ様でした。

【参加者のアンケート】 

・すべてのブースには行けなかったが、いろいろ知ることが出

来て、楽しかった。香芝 

に住んでいる留学生で 

はなくてもこうして香芝

でのイベントに参加して 

くれてありがたいなと思 

いました。

                               

      ◇智辯学園奈良カレッジ人権学習「多文化共生学習」に参加して                   2020.01.25(小椋)  

1月 25日(土)に智辯学園奈良カレッジにて今年で 4回目となる高校 1年生との学習に講師 4名とグローバル 

香芝のスタッフ 6名で参加しました。高校生は全体会でのグローバル香芝の活動紹介の後、4つの分科会に分か 

れて講師からそれぞれの国の生活や文化・日本に来てからの生活の様子を聴き、その後活発に質疑応答が繰り 

広げられました。 

分科会は ①「意外に面白いかも‐ポーランド共和国」 講師：原ユスティナさん(ポーランド) 

②「国際結婚 飛鳥で農業を始めて」 講師：亀谷ウダーラさん（スリランカ） 

                    ③「日本で学ぶ意味」 講師：金美蘭さん(韓国) 

                    ④「インドの社会と文化」講師：タンマイ・バグウェさん(インド) 

どの分科会でも真剣に話に耳を傾ける高校生の姿が印象的でした。感想の一部をご紹介します。 

①ポーランドの歴史について知って、ポーランド人の諦めない強い精神に感動しました。何度自由を奪われても自分 

たちの国を守ろうとする人たちは素晴らしくて、自分はそんな大人になりたいと思いました。 

②日本に来られてから農業を始められたのは本当にすごいと思います。違った国で暮らしていくというだけでも大変な 

はずなのに、そこでまた新しいことにチャレンジしようという気持ちが素晴らしいと思いました。 

③私は知らないことをやったり見たり経験することが苦手で、自分の殻にこもりがちな性格ですが「知らないから」と言う 

のを理由にチャレンジしないのはもったいないと気付きました。今日からは、今まで避けてきたこともチャレンジしよう 

と思います。 

生徒一人ひとりがこの学習を通して自分自身を見つめ将来の夢に向かって積極的に様々な事に挑戦していってくれ 

ることを切に願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇外国人の日本語学習を支援するための勉強会に参加して                         2020.02.22（神野）                                                                

      学習者がよくする誤用や質問から助詞の使い方について勉強しました。 

学習者が「私は大阪で住んでいます」と言った時、それは「で」ではなく「に」ですよ、 

と直すことは容易ですが、何故なのかを説明するのに悩むことは多々あります。     

今日の勉強会では、場所の「に」と「で」の使い方、「友達と話す」「友達に話す」の 

違い、また、「電車に乗る」「電車を降りる」を例文に「に」「を」の使い分けなどを 

参加同席者と解答を見せ合い意見を出しあったり、楽しい時間でした。 

中でも、難しい助詞「は」と「が」について、「わたしは行きます」「わたしが行き 

ます」を用いて、「は」はその後にある「行きます」が主題、「が」はその前にある 

「わたし」に主点（排他）との説明は分かり易く有り難いものでした。 

この先、学習者が「どの方は山田さんですか」と言ったら、分かり易く訂正し説明 

できると思います。 

大西先生 ありがとうございました。 
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とも継続していきたいと考えています。

                                                *次回は西川 富久子さん

  ◆◆ “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>  日 時：毎月第三水曜日(11/20、12/18、1/15、2/19、3/18)   10:00～12:00

場 所：香芝市中央公民館

 ◆申し込み・問い合わせ先

 ・香芝市役所  市民協働課：（☎：0745-44-3314, Fax：0745-78-3830） 

       ・グローバル香芝：小椋 宏子（☎：0745-78-3398）または平岩 暉国（☎：0745-73-9255）

 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  https://global-kashiba.mahoroba.club/

編集発行 ： グローバル香芝 広報部
連 絡 先 ： 〒639-0292 香芝市本町 1397 香芝市役所 市民協働課 

電   話 ：  0745-44-3314  Fax：0745-78-3830
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       あの留学生は今・・・・・㉙                         タンタン・イー・・・ミャンマー  

       

       

       

       

                     私はタンタンイーと申します。ミャンマー人です。学生時代にテレビドラマの『おしん』をみて、日本人の 

熱心さや頑張りが頭から離れなくなり、日本に強い関心を持ちました。それが、日本へ来たきっかけで 

す。ある日、新聞で一週間無料の日本語塾の宣伝をみて、日本語を学び始めました。そして、家族を養 

いたい、人生を変えたいと思い、2012年 3月 31日にミャンマーから日本へ参りました。白鳳女子短期 

大学の別科で日本語を 1年間、本科で国際人間学を 2年間勉強しました。それから、大阪観光大学 3 

年生に編入し、観光学を学びました。2017年 3月に大学を卒業し、日本で就職しました。世界一だと言 

われている日本のおもてなしを学ぶには、ホテル業界で働くのが一番いいと思ったのですが、就職活動 

が上手くいかずあきらめることにしました。 

今は、送り出し機関の実習生指導部でミャンマーの実習生の指導やサポート、通訳や翻訳をしています。企業様と実習生が上手 

     くいくように双方を支える仕事で大変ですが、これまでの体験や経験で得た知識や日本語能力が生かされています。また、それが 

     少しでも誰かの役に立っていると思うと嬉しいです。3年間働いているうちに人を育てることや教えることが好きになり、人と出会う 

絆の大切さに気づきました。 

今は、日本語教師養成講座に通っています。終了後は日本語能力を生かして、 

ミャンマー人だけではなく、日本にいる外国人の為にお役に立ちたいと思います。 

留学のために日本へ来たばかりの時、日本語がまだ話せなくてアルバイトなども 

上手くいかなかったり、日本の文化や習慣などが分からなくて大変だったりした 

ことがありました。私のようにならないために、留学で困っている人をサポートした 

り、日本にいる外国人に日本語を教えたり支えたりしつつ、同じ外国人として気持 

ちを理解し合い、互いに『ありがとう』を言えるように、『ありがとう』と言われるように         【研修生とのスナップ】 

したいです。                                                              タンタン・イー 
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香芝市在住外国人数： ３１ヶ国 ６０９名                                    ２０２０年２月２９日現在 

アメリカ：１３、イギリス：６、インド：２、インドネシア：６、オーストラリア：１、オランダ：１、カナダ：２、韓国：２１２、ギリシャ：１ 

キルギス：２、コスタリカ：１、シンガポール：１、スリランカ：１、タイ：１２、台湾：１６、中国：９４、朝鮮：５、トルコ：１、 

ネパール：１６、パキスタン：９、ブラジル：１４、フィリピン：４９、フランス：１、ブルガリア：６、フィンランド：１、ベトナム：１１６ 

ペルー：１、ポーランド：１、、ミャンマー：１５、ルーマニア：２、ロシア：１ 
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