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● インタビュー : スリランカ民主社会主義共和国
● 世界の料理
「メキシコ」
● 国際こどもクラブ
「ウズベキスタン」
● 外国人対象 小学校入学ガイダンス
ほか、協会のイベントなどをお知らせしています

Japanese Conversation class
Monday, Friday and Saturday
Contact us at 042-342-4488

お知らせ
2013 年フィリピン台風救援金への募金、
ありがとうございました。ご寄付いただ
いた計10.310 円は、日本赤十字社を
通じて現地へ寄付をいたしました。
ご協力ありがとうございました。

日本語会話教室
小平市国際交流協会（KIFA）では、週 3回日本語会話教室を
開いています。この教室は、20 年近い歴史を持ち、教えてい
るのは全員日本語教師の資格を持っているボランティアです。
活動は、会話力の向上による生活支援を目指しています。ひら
がな、カタカナの習得からはじまり、初級、中級、上級へとステッ
プアップしていく仕組みになっています。
取材したのは土曜日。受講生の顔触れを見ますと、中国の方
が圧倒的に多く、また配偶者が日本人という方が多数見受けら
れました。特に主婦の方々は、学校からの連絡や近隣とのお付
き合いのために通っていると言っていました。

授業は、ホワイトボードやカードを使いキッチリ行いますが、
途中に休憩も入り、皆リラックス。お茶やお菓子を頂きながら、
和気あいあいと歓談していました。お話を聞くと、日本語を覚
えるのは難しいけど楽しいとのこと。楽しんでくれれば先生方
をはじめ、私たちKIFAも励みになります。
教室は、月曜日と土曜日の午前中、金曜日の夜に開かれてい
ます。なお、月曜と土曜は、6か月から6 才までの保育を行うサー
ビス付き。小さいお子さんがいる方も安心して参加出来るよう
になっています。時間など詳細は事務局にお問い合わせください。

国際こどもクラブ
異文化理解講座

ウズベキスタン

１月１１日
（土）
ディルムロッド・フダイベルガノフさんが、奥さん、お子
さんと一緒にウズベキスタンの話をしてくれました。国旗や
民族衣装を机の上に並べたら、さあ始まりです。
まずは 4 択クイズから。ディルムロッドさんが「ウズベキ
スタンはどこにある？」
「首都は？」と尋ねると、子どもたち
は地図を頼りに
「中央アジア」
「タシケント」
に手を上げ正解で
す。では
「面積は？」
「人口は？」
、これには
「わからない～！」
の声が。答えは日本より大きい 44 万 7 千㎢、人口は約 3 千万
人だそう。そして
「国旗は？」
答えは目の前のテーブルにあり
ました。もちろん全員正解です！
続いてディルムロッドさんは、ウズベキスタンの様々な写

真を見せてくれまし
た。食べ物の写真は、
串焼きの肉にラーメ
ンやギョウザのようなもの、窯焼きのパン…子どもたちは「お
いしそう！」。そして民族衣装の説明では、花嫁さんの帽子
や刺繍のコートに、子どもたちの目は釘付けでした。
勉強のあとはウズベキスタンの「帽子を口で拾う遊び」
です。
手拍子にあわせ「この帽子だれが取る？」と歌いながらチャレ
ンジして、成功した子は拍手喝采を浴びていました。
最後はウズベク語の「ラフマット（ありがとう）
「
」ハイル
（さ
ようなら）」で元気にあいさつした子どもたちでした。

写真館

1 月 11 日

1 月 18 日

新年交流会

着物を着
て大喜び
の留学生

世界の料理

「メキシコ」
2月14日（金）

朝から雪のあいにくの天気でしたが、中央公民館実習室に
は 30 名の参加者が集まりました。江上ルピータさんのメキ
シコ家庭料理は、皮
（トルティーヤ）
から作る本格的なもの。
トルティーヤは、トウモロコシ粉の生地を専用の器具で挟
み伸ばしたものですが、今回はボウルの底で押すなどして作
りました。このトルティーヤに豆や鶏の煮物をのせて焼いた
「ピカディータ」
と牛の煮物を包んで揚げた
「ケサディージャ」
そしてスープの「ソパ・デ・パスタ」、料理に添える「アボカ
ドソース」を作りました。全て手作りで大変でしたが、各グルー
プとも協力し合ってテキパキこなしていました。

留学生と市民の
餅つき交流パーティー

3月1日

ひな祭り

トッピングで辛さや味付けを自分好みに変えて、みなさん
美味しく頂いたようです。
「皮は作り置きできますか？」
「こ
んなに大変な料理を毎日しているのですか？」といった質問
にルピータさんは、
「皮は作り置きできないけれど、他のも
のは一度にたくさん作っておくので簡単ですよ」。家でも作
りたいという方が多かったです。

トルティーヤ生地の固さをチェック！

州

インタビュー

“スリランカ
民主社会主義共和国”
今回の外国人インタビューは、スリランカ最大の都市コロ
ンボ出身で職業能力開発総合大学校の留学生ウダーラ・サダ
カル・テヌワラさんです。
●日本への留学のきっかけは何ですか？
コンピュータネットワークのエンジニアだった叔父さんの影
アンドラ・プラデシュ州
響で、中学生の頃から電子工学に大変興味を持ちました。スリ
ランカの工科大学で半年学んだ後、留学生として日本へ来まし
た。日本の技術力は全ての分野で素晴らしく、その技術を社会
カルナータカ州
や普段の生活へうまく実用化しており、それらを多く学びたい
と思ったからです。
●大学で何を学んでいますか？
電子情報システム工学を学んでいます。6か月の日本語研修
を終えて、2011 年 4 月に
入学しました。来年 3月に
卒業予定です。
●卒業後の夢は何ですか？
インド
教員の免許とエンジニ
アの資格を同時に取得し、
スリランカで指導者として、
また起業家として活躍し
たいです。今もインター
コロンボ ★
ネットで小さなソフトウェ
ア開発会社を立ち上げて
スリランカ
います。将来はこの会社
●スリランカ（外務省 HP より）
を大きくし、日本をター
面積：約 65,607 ㎢
人口：2,033 万人
首都：スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ
ゲットにしたソフトを開発
民族：シンハラ人（約 73%）、タミル人（18%）
、ス
リランカ・ムーア人（8%）
していきたいです。
言語：公用語（シンハラ語、タミル語）
、連結語（英語）
宗教：仏教
（70%）
、
ヒンドゥ教
（10%）
、
イスラム教
（8.5%）
、 ●スリランカってどんな
ローマン・カトリック教（11％）
国ですか？

国際理解講座

お隣の国「中国」を
身近に感じる講座
1月23日（木） 中央公民館
中央公民館主催の国際理解講座を取材しました。昨年の11
月から今年の 2月まで開いていた中国に関する連続講座で、9
回目のこの日は KIFA が主体となって3 名の中国の方に話しても
らう機会を設けました。大学で中国語を教えている方と二人の
留学生に、まず出身地を紹介してもらい、次に日本の印象など
のパネルディスカッションをして、最後に受講生からの質問を受
ける形で講座を進めました。
国土の広い中国だけに民族や文化も多様ですが、それぞれ
の出身地について愛情を持って受講生に伝えました。パネルディ
スカッションでは、来日後の日本に対するイメージの変化、気に
入っている点、そして困った点などの話がありました。ちなみに、

北海道の面積に満たない
小さな国ですが、人口密度
はほぼ日本と同じです。国
民性は、外国人とでも直ぐ
ガールフレンドのナターシャさんと
に親しくなるほど大変フレ
ンドリーな人が多いです。スリランカ人の楽しみは家族一緒に
でかけることで、旅行したり海へ行ったりします。70% の国民
は仏教徒ですが、そんなに宗教熱心ではないです。義務教育
は9 年で、公立校は小学校から大学まで授業料は全て無償です。
●どんな食べ物がありますか？
日常の主食はコメですが日本のコメと違いさらっとしていま
す。カレー、唐揚げそれに海に面しているのでシーフードもよ
く食べます。一番ポピュラーなのはミルクライスで、ココナッ
ツミルクとコメで調理したものです。これをカレーなどの辛い
ものと一緒に食べます。フルーツもマンゴーやドリアンなどあり、
マンゴーは種類も多く大好きです。
●日本の印象はどうですか？
スリランカにいた頃から日本の歴史、サムライ、忍者、お寺
や日本料理に興味を持っていました。日本人はまじめでよく働
くというイメージは、日本へ来てやはりその通りだと実感しま
した。スリランカ人と日本人の考え方は似ているように思います。
日本の生活で特に困ったことはないです。そう言えば大阪に行っ
た時、夜遅くなったのでビジネスホテルを探したら、宿泊料金
がすごく高かったんです。朝までカラオケで過ごしましたよ
（笑）
。
同い年のスリランカ人のガールフレンドも、留学生として
日本で学んでいるそうです。このインタビューを終えた夕刻、
「こ
れから彼女とデートです」と嬉しそうに KIFA を去る笑顔が大
変印象的でした。
三人が日本に興味を抱いたきっかけは、アニメであったり、第
一外国語として日本語を学んだ経験であったり、また偶然、大
学で日本語を勉強したからだそうです。
質疑応答では、多くの質問が出ました。その中で、日本人の
思いやり、食品の安全性などに話がおよび、改めて日本人とし
て日本を見直す機会となりました。
個人レベルでのこういった交流は、お互いの文化を理解する
のに大切なことで、受講生はもちろん講師をしてくれた三人も良
い経験になったとのことです。

外国人対象
小学校入学ガイダンス

これからの行事予定
◎留学生商店街ツアー

2月22日
（土）
中央公民館

春・秋

◎都内ツアー
（国会議事堂ほか予定）

外国籍の保護者を対象に、小学校に関する説明会を開きま
した。小学校で行われること、保護者の役割、相談窓口などが

春

◎国際こどもクラブ
（前期）

5月10日～7月12日
土曜日
（10回）

載った資料を基に、大切なことをボランティアが丁寧に説明し

◎台湾茶入門講座茶会

6月
（予定）

ました。例えば児童を休ませる時は電話連絡ではなく、連絡帳

◎世界の料理

6月
（予定）

に書きそれを友達に持って行ってもらいます。これを聞いて
「近

◎夏休みジュニア英会話教室

所には知り合いがいなくて…」
と不安の声が上がりましたが、
「先

◎国際交流フェスティバル


生に相談すれば大丈夫」
と外国人ボランティアが励ましました。
学校で使う運動着や文具は実物を見せて詳しく説明したり、
ボランティアが体験談を話したりと、思いやりにあふれた和や

夏休み
7月20日
（日）
福祉会館・市民ひろば

◎外国人のための茶道華道体験

6月、11月
（予定）

● 詳しくは、ミニレター又はホームページをご覧ください。

かな説明会でした。日
本語が解るものの英語
通訳を介して話を聞い

ボランティア研修会
「翻訳・通訳の心構え」

た女性は、
「学校から
もらった資料はたくさ

１２月１４日
（土）

ん書いてあって不安で

KIFA 翻訳・通訳ボラおよび希望者を対象として、武蔵野

した。ここで話を聞い

市国際交流協会（MIA）藤谷純子さんに講演して頂きました。

てほっとしました。
」と

MIA 作成の通訳再現劇 DVD の上映もあり、今後の KIFA の

言っていました。

活動にも大いに役立つ研修会となりました。

平成 26 年度収支予算

平成 26 年度は次のような事業を行います

（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日まで）

Ⅰ . 国際理解及び国際親善の普及事業
国
 際こどもクラブ、日本語会話教室、英会話教室、外国語
会話教室、国際交流芸術展、日本語スピーチ発表会、

子ども日本語・学習支援
Ⅱ . 地域における友好交流事業
国
 際交流フェスティバル、餅つき交流パーティ、ホームビ
ジット、スポーツ交流の促進、交流サロン
Ⅲ . 地域や日本文化並びに外国都市や外国文化の紹介事業
世
 界の料理紹介、世界の文化紹介、外国人のための日本文
化体験教室
Ⅳ . 国際交流情報の収集及び地域への提供事業
機関紙
（年 3 回）
・情報紙
（年 10 回）
の発行、情報提供コーナー
の運営、ISDAK ポイントカードプロジェクト、電子情報
の発信、翻訳・通訳事業、災害時外国人支援センター運営
Ⅴ . その他協会目的達成事業
ボ
 ランティア活動の推進、市民まつりパレード参加、新年
交流会、協会のあり方検討

編 集 後 記
設立から 23 年。KIFA は今、転換期に来ていると思
います。初期から続いている日本語会話教室、定番の世
界の料理などに加え、今回初の試みとして、小学校入学
ガイダンスも開催されました。KIFA がどんな道を進も
うとも、ボランティアのみなさんの力なくしては成り立
ちません。これからもみんなで KIFA を盛り上げてい
きましょう。
（E.N.）

URL http://www.kifa-tokyo.jp/

○収入の部

科

目

科

目

（単位：千円）
予算額
1,471
13,643
10
200
7,396
5
10
22,735

賛助会費収入
補助金収入（市補助金ほか）
寄附金収入
積立金繰入
事業収入
雑収入（預金利子等）
前年度繰越金
収入合計

○支出の部

（単位：千円）

事業費
国際理解及び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
予備費
支出合計

予算額
8,747
5,798
714
235
1,711
289
13,787
1
200
22,735
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平成26年4月1日
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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

