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● KIFA 災害ロールプレイ
● イタリア語入門
● ラジオ番組
「こだいら MIX」
に出演して
● 国際こどもクラブ～異文化理解講座～
ほか

KIFA 災害ロールプレイ
災害時対応ボランティアチームによる外国人対象の防
災訓練とロールプレイが、学園西町地域センターで行わ
れました。今回の狙いは、
「やさしい日本語」を用い、支
援ボランティアと外国人避難者が、どの程度コミュニケー
ションが図れるかを体験することにあります。避難者役は
KIFA 日本語会話教室の学習者です。
最初は炊き出し体験でした。非常用保存食
「アルファ米」
にお湯を入れた後、蒸らす間に市の防災危機管理課によ
る非常持出品の説明がありました。ヘルメットへの血液型
表示、懐中電灯、携帯ラジオ、バンドエイドなど、普段か
ら備えておくことの大切さを学びました。
ボランティアの調理した豚汁とアルファ米で満腹になっ
た後は、避難所を想定したロールプレイの開始です。避難
所で使うやさしい日本語のプリントに沿って、避難者への
聞き取りや避難所のルールの説明を行いました。避難所の
配置図を指し、
「ここがトイレです。
」
「あなたは○班です。

1769.indd 2

6月25日（土）

食べ物は班長さんからもらいます。
」などと、避難所生活
で必要な規則を解説するという内容でした。
親子 4 人で参加したマレーシア人の女性は、
「夫が居な
い時の地震を心配していたが、今日の訓練に参加して少し
自信がついた。
」と感想を述べてくれました。また日本在
住 2 年のベトナム人女性は、
「非常時持出品を知って大変
役に立った。避難所のルールがよく理解できた。
」と嬉し
そうに話してくれました。
ボランティアからは「外国人にやさしい日本語で伝える
難しさを体験するいい機会になった。
」という声が聞かれ
ました。今後は外国人の参加者を増やし、繰り返し訓練を
重ねていくことが必要だと、全員が共通して認識し、和や
かに終了しました。
＊「やさしい日本語」
：必要な情報を日本語を母語としない人にとっ
てわかりやすい日本語にリライトしたもの
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イタリア語入門

毎週月曜日 13:00 ～ 14:30（取材日：第 2 回目 5 月 23 日）

そこまでの段
階ではない人
は普通の辞書
を用いるのが
重要と先生が

今年度開講しているイタリア語入門を訪問しました。前期
13 回、後期 19 回の講座で、前期は 17 人が受講しています。

言っていまし
た。

はじめに前回の復習として、教科書を見ながら CD に合わ

他の特徴と

せて音読。続いて教科書を閉じての音読。そして隣の人とペ

しては、イタ

アで会話の練習をし、最後は先生と生徒の対話という形式

リア語のアルファベットは 21 文字という点です。アルファベッ

で進みました。まだ慣れていないせいか、ペアや先生と会話

ト自体は英語と同じですが、英語の 26 文字から、歴史的に

する際にはぎこちなさも見られました。しかし先生によれば、 J、K、W、X、Y の 5 文字が省かれていったそうです。そし
実際に人と話すのが重要、だからどんどん声に出していこう

てこれは ABC、DEF というように三文字ずつ覚えていきます。

ということでした。

分かりやすく基本から教えていく様子が伺えました。

それが終わると、今回のテーマとなる
「子音の重なる発音」

講師は KIFA で 6、7 年活動を続けているマリオ・ヴォッ

です。主にアクセントの説明ですが、イタリア語には大きく

トさんです。イタリアで日本語を 4 年勉強し、現在は日本語

分けて三種類あるようです。強く切る方法、少し伸ばす方

検定 1 級を持つ日本語が堪能なイタリア人です。KIFA のボ

法、それ以外です。また、単語の後ろから二番目の母音にア

ランティア活動にも積極的に参加しており、冗談好きで陽気

クセントを置くことが一番多いとのことでした。ちなみに

な先生です。

PAPA という単語の場合は、後ろの A にアクセントが置か

一方受講生は、イタリア語のコーラスをされている方、若

れると「父」
、前の A にアクセントが置かれると「ローマ法王」

い頃ローマ旅行を経験された方、ローマ字だから他の言語よ

の意味になるそうです。なかなか特徴的ですね。

りもとっつきやすいという方など、動機も世代も様々です。

特徴的と言えば、イタリア語の辞書にはしっかりとアクセ

今年は日本とイタリアの国交樹立 150 周年にあたり、イタ

ントの位置に下線が付いているそうです。文字だけが出る電

リア文化等の紹介が多くなされています。関心を持たれた方

子辞書はアクセントを理解しているプロが使うもの。まだ

は是非、イタリア語に触れてみてはいかがでしょうか。

ラジオ番組
「こだいらMIX」
に
出演して（取材日：4 月16日）
機関紙ボランティア

藤原圭子

話しました。
また、京都での面白いエピソードとして、日本人男性と結
婚した南米出身の女性の悩みを紹介しました。彼女の母国で
は、大皿に料理をポンと盛り付けるのですが、京都では小皿
をたくさん使うので、準備、後片付けが大変だということで
す。この悩みを会のボランティアメンバーは、文化論に発展

エフエム西東京の番組「こだいらMIX」に、KIFAボラン

するまで真剣に議論することになりました。

ティアの橋本ちささんと一緒にゲスト出演いたしました。毎

橋本さんが参加しているボランティアは、世界の料理グ

週土曜日13:00 ～ 13:58に生放送されるこの番組で、第3週は

ループ、機関紙編集、日本語会話教室の学習者のお子さんを

KIFAの活動を紹介しています。

預かる保育の3つです。3人のお子さんのママである橋本さ

番組の内容はゲストのトーク、音楽、小平市内の街角から

んが話したのは、ご主人の赴任先であったアメリカ・ジョー

の生中継で構成されています。メインパーソナリティーは

ジア州とテキサス州で過ごした5年間の奮闘記でした。子育

KIFA事務局職員の西間さんが務め、アシスタントのエフエ

て、学校、食事、言葉などで困った事、現地のパンの塩分が濃

ム西東京のなおみさんとのオープニングトークが、楽しい雰

すぎて、手作りパン焼き名人になった事など、当時の海外生

囲気の中で始まりました。

活ぶりがうかがえるトークでした。

ゲストのトークでは私が先に話しました。以前住んでいた

その中で印象に残ったエピソードを紹介します。橋本さん

京都では、フィンランド女性が立ち上げた「外国人女性を支

によると“How are you?”の返答は“Fine, thank you”と学校の

援する会」

授業では習いましたが、
「アメリカ人はGoodと返事します」
と

のボラン

のことです。
「つい、Fineと言いそうになった」
、
「Goodと言え

ティア活

るまで時間がかかった」と笑いながら話していました。

動をして

左から、なおみさん、橋本さん、藤原さん、西間さん
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音楽のコーナーでは、ゲストがお気に入りの曲をリクエス

いました

トします。橋本さんは、テキサス州をドライブしながら聴く

ので、その

と爽快な気分になりそうなデミ・ロヴァートの「Really don't

会 の 形 態、

care」、私は午後のティータイムにぴったりのラブソング、イ

活動内容

ル・ディーボの「All I ask of you」
を選びました。

について

※FM西東京のホームページより番組の録音が聴けます。
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国際こどもクラブ ～異文化理解講座～
国際こどもクラブは 50 分の英会話レッスンと、1時間の異文化理解講座からなる計 10 回の小学生向け人気講座です。
今年度の国の紹介はオランダ、中国、インドネシア、ウズベキスタン、ベトナム、台湾、韓国、モンゴルとブータンです。

ベトナム編  6 月 11 日（土）

この日の異文化理解講座はベトナムで、小学 2 年生～ 4 年
生の 15 人が参加しました。講師は、技能実習生で KIFA 日
本語会話教室の学習者でもあるチン・ミン・コアさんで、笑
顔の爽やかな青年です。
前半はスクリーンを使って、国の位置、国旗、国花（ハス
の花）の紹介がありました。クイズを取り入れて子ども達の
反応を確かめながら、楽しく進めていきました。ベトナム戦
争の影響で、若者の人口が中高年より多いのですが、
「若者
は戦争のことをあまり知らないので、前を向いてこれからの
ベトナムを築いていきたい。
」
とのことでした。また、民族衣
装、バイク、棚田、世界遺産などが紹介されました。ベトナ
ムの豊富な果物の中でドラゴンフルーツを食べたという子ど
もがいました。代表的な料理のフォーも美味しそうでした。
後半はベトナムの遊びを２つ行い
ま し た。 １ つ 目 は、 折 り 紙 を 使 っ
ベトナム

●ベトナム社会主義共和国（外務省 HP より）
面積：約33万㎢
人口：約9,340万人
首都：ハノイ

民族：キン族（越人）約86％、他に53の少数民族
言語：ベトナム語
宗教：仏教、カトリック、カオダイ教 他

モンゴル編  7 月 2 日（土）
この日の講師アムラさんは紫のデール（民
族衣装）を着て、にこやかに現れました。彼女は 1 年東京で
日本語を学んだ後、仙台の高専で 3 年勉強し、現在は電気通
信大学へ通って情報の勉強をしています。
モンゴルの紹介はスライドを使いクイズ形式で行われ、子
ども達は熱心に聞き入っていました。クイズの正解率が高
いので
「よく知ってるね。
」
とアムラさんも感心していました。
モンゴルは『スーホの白い馬』の話に出てくるような草原
ばかりでなく、首都ウランバートルの市街地では車が渋滞
することや、田舎の円柱型住居ゲルの中がホテルのスイー
トルーム並みに近代的なのを知り、皆とても驚きました。
冬は－ 20℃まで下がる気候のため牧畜が盛んで、肉や乳
製品を多く食べています。モンゴルで飲まれているアイラ
グ（馬乳酒）はカルピスの源だという、日本との意外な関わ
りも教えてくれました。『ブフ』とい
ロシア
うモンゴル相撲が人気で、日本の相
・ウランバートル
モンゴル
中
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国

た指輪作りで、
集中して完成
させました。2
つ 目 は、 素
朴な石遊びで
す。5 つ の 小
石で遊ぶので
すが、「やって
みる？」との問
いかけに男子
2 人が挑戦しました。コアさんは、日本の子ども達のことを「可
愛いですね。」と言っていました。
変化に富んだギュッと詰まったメニューで 1 時間があっと
いう間に過ぎました。最後に、カムオン（ありがとう）などベ
トナム語を使って皆で挨拶し、講座を終えました。
コアさんは、ホーチミン近郊の出身で、3 年間の技能実習
のため 2 年前に来日しました。会社では塗装が専門で、帰国
後は、ベトナムの日本企業で働きたいそうです。今の仕事は
残業がないため、余暇の時間を活用できるとか。日本のテレ
ビ番組を見たり、富士山や日光などへの旅行が好きだそうです。
ベトナムの青年の心意気や、すがすがしい未来を実感したひ
と時となりました。
撲もテレビでよく見られているそうです。
後半は二人一組になっての言葉当てゲームで、
『くま』、
『しゃ
しん』などの言葉を、片方の子どもがジェスチャーや他の言
葉で表していました。そして最後は全員で
「バヤルラー
（あり
がとう）」
「バヤルタイ（さようなら）」とモンゴル語で挨拶して
終わりました。
アムラさんは、
「日本の子ども達はモンゴルに比べてしっ
かりしていて、思ったことをすぐに口に出さず、よく考えて
から発言する。」と終始笑顔で話していました。この先他の国
でも学んで、自分のしたいことを見つけたいと話す、将来が
楽しみな若者でした。
異文化理解講座の講師は、各自工夫を凝らし準備してくれ
ています。本やテレビなどではなく、実際に他の国の人と接
し、世界と直接つながることのできる貴重な機会です。

●モンゴル国（外務省HPより）
面積：156万4,100㎢
人口：約306万人
首都：ウランバートル
民族：モンゴル人約95％、カザフ人等
言語：モンゴル語（国家公用語）
，カザフ語
宗教：チベット仏教 等
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ISDAK（小平国際学生宿舎）
商店街ツアー 5 月 21 日（土）

これからの行事予定

五月晴れの中、8 回目となる春季商店街ツアーが開催され
ました。参加者は、中国、韓国、ベトナム、ロシア、インド
ネシア、コロンビア、日本などの学生 21 名で、実行委員や
ボランティアと一緒に 3 班編成でまわりました。

◎外国人のための幼稚園・保育園説明会

10 月1日
（土）

◎大人のための異文化理解講座 in English
10 月8日～ 22日 土曜日
（全 3 回）
◎こだいら市民まつりパレード参加

10 月16日
（日）

寄り先では、焼き鳥、ブルーベリーワイン、豆腐、洋菓子、

◎外国人のための着物で日本文化体験ツアー

10 月30日
（日）

団子などをいただき、お店の方と話をするなど交流を図るこ

◎高尾山ハイキング

一橋学園駅周辺には沢山の商店会が集中しています。立ち

とができました。学生たちも改めてお店の多様さを認識でき
たと思います。途中、アイスコーヒーをいただきながらお店
の中で休憩し、商店街を一巡りした後、KIFA に戻りました。
午後 1 時からは参加者全
員で交流会。歓迎あいさ

11月6日
（日）

◎ ISDAK 商店街ツアー
（秋季）

11月12日
（土）

◎国際交流フェスティバル

11月27日
（日）

◎小平市日本語発表会

12 月10日
（土）

（土）
◎講演会「お隣に外国人が引っ越して来たら!?」 12 月17日

つの後、ちらしずしやサ
ンドイッチでお腹をさらに
満たしました。そして学

ころであること、今日は美味しいものが食べられたなどの感

生一人ひとりから自己紹

想がありました。学生たちは、ツアーの参加により、小平の

介があり、小平がいいと

町と住民の温かさを感じることができたのではないでしょうか。

～KIFA事務局長が交代しました～
離任あいさつ

前事務局長

菊池哲矢

事務局を退職して 5 か月がたちました。創立時の 5 年を含

就任あいさつ

事務局長

住田大一郎

縁あって、本年 4 月から当協会でお世話になっております。

め、計 10 年間お世話になりました。この間、外国籍の方々

自宅では 3 歳の孫（夢香）と愛犬 COCO（ココ）と料理上手の家

を含め多くの出会いがあり、さまざまな気づきをもらいまし

内のいる家庭に癒され、職場では優秀な 3 人の職員と仕事が

た。私が業務をこなすことができたのはひとえに会員の皆さ

できることに、日々感謝しております。今後は、当協会で活

まに支えていただいたことに尽きます。心から感謝申し上げ

躍するボランティアの方々と一緒に、グローバルな視点で、

ますとともに、ますますの発展をお祈り申し上げます。

微力ながら地域社会に貢献できればと考えております。皆さ
まよろしくお願いいたします。

平成 27 年度収支決算

（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日まで）

○収入の部

（単位：円）

科 目

賛助会費収入
補助金収入（市補助金）
寄附金収入
事業収入
雑収入（預金利子等）
前期繰越収支差額
収入合計

決算額
1,376,000
13,613,000
173,304
8,161,450
22,859
1,213,605
24,560,218

編 集 後 記
KIFA の英会話教室に通っているご縁で、今年から機
関紙ボランティアに仲間入りしました。じっくりゆっく
りと進むので、無理なく楽しくやっています。取材する
ことで、外からは見えなかったことが見えてきて、新し
い世界が開けてくるように感じます。取材で出会った外
国人の方々が、日本での生活を楽しみながら、語学や技
術などを学ぶ姿を見て、とても感銘を受けました。
（K.T）

URL http://www.kifa-tokyo.jp/
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○支出の部

（単位：円）

科 目

決算額
8,334,816
5,725,542
410,336
564,529
1,352,046
282,363
13,459,264
1,000,000
22,794,080

事業費
国際理解国際親善の普及事業
地域における友好交流事業
地域や日本文化並びに外国都市や外国文化の紹介事業
国際交流情報の収集及び地域への情報提供事業
その他協会目的達成事業
管理費（管理運営費）
積立金
支出合計

発行日

平成28年9月1日

発
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小平市国際交流協会

編

集

機関紙グループ

〒187-0045
小平市学園西町2−12−22
学園西町地域センタ− 3階
TEL. 042-342-4488
FAX. 042-347-3003

E-mail info@kifa-tokyo.jp

16/07/27 10:16

