
　昨年まで国際交流フェスティバルの中で行われていた日本
語発表会が、小平市との共催で今回独立して行われました。
発表者はアジアを中心に15人、時間も2時間半というボリュー
ムです。あいにくの雨模様でしたが80名を超える方に御来
場頂きました。
　この会は、小平市にある6つの日本語教室の生徒さんによ
る発表で、日頃の学習の成果を見せる会です。それぞれが自
分の会話レベルに合わせて、様々なテーマで話をされました。
自己紹介や自分の国のこと、日本での生活といった内容もあ
れば、中には日本社会への意見や疑問もありました。またス
クリーンを使って写真やデータを映したので、より分かりや
すく具体的な説明となりました。オランダの美しい田園風景、
台湾の料理、また富士登山の思い出の写真といった微笑まし

いものもあれば、日本の過剰包装に関する意見、また教育に
関する提言といった考えさせられるものもありました。それ
だけにバラエティーに富んだ内容になりました。発表者への
質疑応答では、活発な意見交換がなされ、日本のことや他国
との違いに大変関心が深まりました。
　また発表後は交流会が開かれ、発表者と直接に話が出来ました。
感想を聞きますと、最初は心配だったが毎日勉強しているので、
良いチャンスだと思いチャレンジしたとの話、また一度に色々
な国の人達の話が聞けて面白かったなどの声が聞かれました。
　市内では多文化共生のスローガンの下、50人以上のボラ
ンティアが日本語学習の手助けを行っています。そして、外
国人の数は4,000人を数えます。まだまだ、広がりが期待出
来る発表会となりました。

● ホームビジット特集

● インタビュー:ラオス人民民主共和国

● 災害時外国人支援ロールプレイ ほか
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　KIFAでは、日本人のファミリー（ホスト）が外国人のゲス
トを半日程度自宅などに招いて交流する「ホームビジットプ
ログラム」を通年で開催しています。
　5年前に韓国の留学生ミン・ヒョンジさんを受け入れたボ
ランティアの吉田逸子さんの手記をご紹介します。

　私は9月21日、韓国の結婚式に招かれ参列して来ました。
5年前ホームビジットで受け入れた韓国からの留学生の結婚
式です。日本と全く違い、参列者は250人から300人くらい
の立派なお式です。広いホールの中央にバージンロードがあ
り、参列者は私を含め半数は立ち見です。美しい花嫁に感動
しながらも、言葉が分からず戸惑っている私の前に、三人の
女性が「ヒョンの日本のお母さん」と声をかけてくれました。
彼女と同じ時期に日本に留学し、ISDAK（小平国際学生宿舎）
で暮らしていた女性たちで、当時KIFAでお会いしたことが
ありました。式の間も終わってからも、私と行動を共にして
くれました。私の心には今でも温かい物が残り、とても幸せ
です。こうして長年にわたり交流を続けてくれた彼女と彼女
のご家族、そしてその友達に、感謝の気持ちでいっぱいです。
　今でもどうしてこんなに心が通じ合えたのか分かりません。

国際交流に興味のあった私達家
族は、5年前KIFAのホームビ
ジットに登録しました。数か月
後、韓国からの留学生が我が家
を訪ねてくれました。初めて
会った彼女は明るく前向きな可
愛い女性で、お茶を飲みながら、
韓国や日本の事などで話が弾み
ました。彼女は、「この家は日

本ではどれ位のレベルの家
ですか？」という素直な質問
もしてくれました。
　そんなある日、我が家の
ポストに山梨土産が入って
いました。その包装紙には、
「ヒョンジ三女です。みんな
留守だったので、ここに置
いていきます。山梨県のお土産です。どうぞ。」と可愛い日本
語で書かれていました。私は彼女のやさしさが嬉しくて、そ
の包装紙は我が家の大切な宝物になっています。
　彼女は自転車で月２回位来てくれるようになり、私達はそ
の日を心待ちにしました。彼女の素直さが大好きで、色々な
事を話し一緒に食事をするようになりました。私の作る料理
をブログに載せたいとデジカメで写したりもしていました。
私達はいつの間にか何でも話せる間柄になり、実の娘のよう
に思えました。
　私にはもう一つの宝物があります。帰国直前に、我が家で
一緒にてんぷらと五目ずしを作った時のことです。手作りの
絵本をプレゼントしてくれました。その絵本は、「はなしが
あるよ」で始まります。恥ずかしくて言い出せなかったこと
を勇気を出して打ち明けます。いろいろな言語で何か書かれ
ています。そして最後のページに「I	love	you」と書いてあり
ました。
　韓国で小学校教師になった彼女とは、今でもメール交換を
して、色々な事を話しています。自慢の結婚相手の写真もメー
ルに添えられていました。私達家族に考えてもみなかった幸
せをくれた彼女と、素敵な出会いを作って下さったKIFAに
心から感謝しています。
　もし我が子が海外留学したら心細い日もあるだろうと思い、
普通のお母さんの気持ちで接しました。留学生から学ぶ事も
沢山ありました。あの日々を思い出すだけで自然と笑顔にな
れます。心が通じ合える小さな国際交流はとても大切だと思
いました。

吉田逸子

　我が家3人と、友人の親子2人も招き、賑やかに楽し
く過ごしました。Jさんは、気さくで優しいお兄さんで、
ギターを弾きながら歌ってくれたり、子供とゲームもた
くさんしてくれました。娘は最後にJさんにお礼のカー
ドをがんばって英語で書き、渡しました。喜んでもらえ
てよかったです。
（オーストラリア出身　留学生　男性　実施時間：午後２時～５時）

　受け入れ側は大人４人と子ども５人で非常に騒々しい
中でしたが、とても社交的な方で楽しく過ごせました。
同世代の日本人の学生と比べて、何事にも前向きで積極
的な印象を受けました。兵役のお話なども聞くことがで
き、とても興味深かったです。
（韓国出身　留学生　男性　実施時間：午後１時～５時）

　とても日本語が堪能でびっくりしました。そのせいも
あっておしゃべりも大変楽しく、外国の人というより久
しぶりに若いお嬢さんとお話できたという感じで、何の
違和感もありませんでした。とてもハードな勉強をされ
ているのだなあと感心いたしました。良い経験をさせて
もらいました。
（中国出身　留学生　女性　実施時間：午後２時～４時30分）

ホームビジットアンケートより

ホームビジット特集

ホストファミリーの感想



　翻訳・通訳チームが発足して2年あまりが経過し、初の試
みとなる翻訳勉強会が行われました。参加者の多くは、事前
に出された3つの例文の英語翻訳に取り組み、それぞれに疑
問点を抱えたうえで臨みました。課題はミニレターに掲載し
ているイベント開催のお知らせ文などで、より実践的で高度
でした。イギリス出身でKIFA評議員のデズモンド・Ｔ・ベ
ル氏指導の下、四人一組のグループに分かれ、それぞれ意見
交換をしながら勉強を進めました。
　ベルさんは、語学学校の経営者であり翻訳の専門家です。
具体的な言葉の直し方や表現法の説明に、参加者はたびたび
頷いていました。中でも大切な点は、翻訳に完璧さを求めな
いこと。一人では行き詰まることもあるので、他の人と相談
しながら翻訳するのが効果的だということでした。なるほど、
それでグループワークを行ったわけですね。

10月4日（土）
学園西町地域センター第１会議室

　もうひとつ大切なのは、
内容を理解することです。
一語一語訳していくと、
どうしてもニュアンスが
変わってしまいます。例
えば、「保護者のみなさ
ま」という表現では、単
純に「保護者」という部分を“guardians”と訳しただけでは本
当の意味が伝わりません。これは「両親以外の法的な保護者」
という意味に当たるので、その前に「両親」を意味する“parents”
を付け、“Parents	and/or	Guardians”と表現する必要がある
そうです。このような言い回しは、一人で辞書と向き合って
いては出て来ません。英語を母国語とする人と話して初めて
分かる表現でした。それゆえ、講師のベルさんとの質疑応答
は活発になり、一時間半の予定時間を大幅に超えました。
　何より、参加された皆さんの熱意にビックリし、翻訳に関
して理解を深めようという姿勢が伝わってきました。繰り返
し勉強会を開いて欲しい、翻訳技術の向上を目指したいとい
う声が多数聞かれました。

　電気通信大学の留学生、ソーンサイヤー・ペットラーシー
さんにお話を聞きました。ソーンサイヤーさんは、奥様が1
年半前に来日され、最近長男を出産されたばかりです。イン
タビューは英語で行いました。（インタビュー日：10月19日）
●日本に留学したきっかけは何ですか。
　ラオスにいる時、東南アジア青年の船（SSEAYP）に参加
しました。日本、インドネシア、フィリピンなど11か国の
青年が参加する事業です。ちょうど日本の大学の留学先を探
しており、その時知り合った日本人の友人が紹介してくれた
のが今の大学です。来日して3年、ＩＴが専門の大学院生です。
●日本に実際に来てからの感想はいかがですか。
　日本は技術先進国であること、人々は親切でやさしく、町
がきれいだと感じました。車を運転するときに酒を飲まない
など、皆さん規則を守っています。東日本大震災の時は、人々
が整然と列を作って食糧の配布を待っていましたが、ラオス
のみならず他の国には見られない光景でした。このような文

化を見習いたいと思いま
す。
●日本での出産は大変で
はありませんでしたか。
　日本は医療技術も進ん
でいます。妻は貧血があっ
たため日本で出産する決
心をしました。大きな病
院にかかり、9月8日無
事に長男が誕生しました。
お医者さんは親切で英語

も話せる方で、妻は初産でし
たがリラックスして出産でき、
幸せだと話しています。出産
後には妻の母も来日して手伝っ
てくれ、助かりました。
　妻と子供は11月中旬にラオスに帰ります。私は単身生活
となりますが、休みの日も研究室に行き、これからも勉学に
励みます
●ラオスでの生活を教えてください。
　ラオスは、人口約650万人の内陸国で農業が中心です。大
家族が多く、子どもの一人が家を継ぐために親と同居します。
家は大きく、庭も広いため、200～300人を招くパーティー
を開いたりします。私の家でも広さは大体800平方メートル
あります。
　ラオスの主食は“カオニャオ”というもち米です。ほとんど
の料理の味はタイに似ています。多くの香辛料を使っていて
どれも辛いです。海に面していないので、川魚を食べます。
フルーツもタイと同じく大変バラエティーに富んでいます。
●これからの夢を聞かせてください。
　卒業後、10年位は日本で働きたいと思っています。語学
や経験、スキルがあれば働きやすいのではないでしょうか。
独立した仕事もしたいのですが、ラオスでの起業はむずかし
いかと思います。

　子供が大きくなったら、良い学校に行かせるなど機会を与
えたいというソーンサイヤーさん。これからも日本とラオス
との懸け橋になり活躍してほしいと思います。

●ラオス人民民主共和国（外務省HPより）
面積：24万平方キロメートル（日本の約65%）
人口：約651万人
首都：ビエンチャン
民族：ラオ族（全人口の約半数以上）を含む計49民族
言語：ラオス語
宗教：仏教

ラオス
ビエンチャン

翻訳勉強会

インタビュー
“ラオス人民民主共和国”



編 集 後 記

　グローバル化が進み、身近な所で外国人と接する機会
が増えました。KIFAは外国人支援やボランティア育成
も行っています。興味があればぜひご参加下さい。
　機関紙ボランティアとなって 3年半、たくさんの方に
お会いして、貴重な話を聞く機会に恵まれました。過去
の機関紙を手に取ると、思い出が鮮やかによみがえりま
す。素敵な出会いに感謝、感謝です。	 （Y.S）

発行日　平成26年12月1日
発　行　小平市国際交流協会
編　集　機関紙グループ

〒187-0045
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　2020年に向けた地域をあげての外国人のおもてなしをどう実
現していくか、出演者と当日の参加者が一緒に考えていくイベン
トが小金井市民交流センターで開催されました。出演者は舛添東
京都知事、稲葉小金井市長、そしてコメンテーターとして、スポー
ツキャスターで小平市出身の大林素子さん、町田市出身のサッカー
解説者の北澤豪さんたちでした。
　まず、はじめに舛添知事より、語学ボランティアを2020年ま
でに3万人以上に増やす目標であることが発表されました。ボラ
ンティア行動者率（過去1年間にボランティア活動を行った住民
の率）では、東京都は24.6％と現在は全国で35位ですが、10年
後の2024年には40％を最終目標としたいと話されました。
　はじめに、参加者へ「通りがかりの外国人から道を尋ねられた
時に確実に対応する自信があるか？」という質問がありました。
Yesと答えた人は大変少ないスタートとなりました。
　続いて、コメンテーターの海外での体験や、外国人による寸劇
を通して道を尋ねられた時の案内を学びました。“Go straight”、

“Turn right”、“Turn left”の三つの表現で十分に通じることを教
わりました。そのあとの質問で「何とか道案内は出来そうだ」と答
えた参加者は7割を超えていました。
　知事からは、日本での外国語表示の案内不足を今後どんどん解
消して、外国人が2020年の東京オリンピック・パラリンピック
を訪れても困らないようにしていく、との強いメッセージがあり
ました。
　本来の日本人らしい「おもてなし」を、自分は6年後にどういう
立場で実現させていくかを、大変考えさせられたイベントでした。

（報告者：山田幸男）

◎国際交流芸術展	 12月2日（火）～7日（日）
＊最終日は交流会あり

◎世界の料理（ペルー）	 12月5日（金）

◎国際こどもクラブ（後期）	 1月17日（土）～3月7日（土）（全8回）

◎もちつき大会・新年交流会	 1月17日（土）

◎小学校生活ガイダンス	 1月31日（土）

◎ボランティア勉強会
　『外国人の在留制度について』	 3月14日（土）

◎妊娠出産制度説明会	 4月25日（土）

　KIFA災害時対応チームでは、大規模災害発生時における、
ボランティアによる外国人支援のロールプレイを実施しました。
はじめに、「ボランティア支援センター」が開設したことを、災
害対策本部へ報告します。次に、本部より避難所巡回要請を
受けたあと、外国語の種別などのニーズに沿って、コーディネー
ターが避難所派遣ボランティアを決定します。
　市内にはいくつもの避難所がありますが、今回は小川公民館・
小平四小・小平十四小に実際に派遣しました。外国人の被災
者役は派遣ボランティアが来ると、早速被災者になりきり支援
を要請しました。「祖国で案ずる両親へ無事であることを伝え
たい」、「着の身着のまま家を飛び出して来たので、留守宅内に
置いた現金やパスポートなど貴重品の盗難が心配だ」など、外
国人居住者らしい支援要請を数々受けました。
　派遣ボランティアは、外国人被災者の話す言語で、これら
の要請に応えるのに必死でした。分からない言葉は何度も尋ね、
ようやく被災者が納得し、笑顔で握手を求められた時は安堵し
た様子でした。
　最後に、参加者全員で反省会を持ちました。各避難所での
被災者の要請について話し合い、各々のロールプレイ体験談を

共有することが出来ま
した。現実に災害が発
生した時には、消防署、
警察などの機関と、い
かに連携プレーが出来
るかが大切であるとい
うのが、今回の参加者
全員の感想でした。

これからの行事予定

舛添知事と語ろうin 小金井
10月20日（月）

災害時外国人支援ロールプレイ
9月13日（土）

10月25日　幼稚園・保育園説明会

11月3日　市内ツアー

URL http://www.kifa-tokyo.jp/　　E-mail  info@kifa-tokyo.jp

写 真 館


