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●「世界の料理」ロシア

● ボランティアの活動紹介
（翻訳通訳チーム）

● こども日本語教室
● ホームビジット体験記（ゲスト） ほか

英会話教室
KIFAでは発足翌年の平成3年度から英会話教室を開講
しており、現在ではレベル別の10クラスを3人の先生が担

取材日：2月8日
（水）

族の病気を知ると「おだいじに。
」と日本語でお見舞いの声
かけをしていたのが印象的でした。

当しています。4月から7月までの前期と9月から3月までの

テキストは写真がたくさん載っている英語のみのもの

後期で募集があり、英語だけでなく先生や友達と会うこと

で、様々な分野について書いてあります。テキスト学習で

を楽しみに長年通っている生徒もいます。

は、ペアになって問題の答えの相互確認や、4人グループ

水曜日午後1時からの中級クラスは、オーストラリア出身
のスーザン先生と出席者12名でした。先生はKIFAで20年
も教えており、穏やかな雰囲気で皆に好かれています。授

になって特定の話題についての話し合いなど、生徒同士が
仲良くなれるような工夫も見られました。
90分の授業が終わると、この後始まるシニアクラスの生

業が始まるとまず、生徒たちに最近の出来事を尋ねていま

徒がやってきて、その中

した。スピーチの内容は、家族の健康、子どもの英検合格

には国際交流フェスティ

体験、読んでいる本などがあり、ウォーキングした場所に

バルで活躍していた顔

ついて地図を配って話す男性もいました。先生はそれらに

も見かけました。ボラン

対してにこやかに相づちを打ち、文法上の間違いがあれば

ティアにも、語学を学ぶ

優しく言い直していました。また、ホワイトボードに例文

にも、年齢は関係ないこ

を書いて、くわしく説明することもありました。

とを感じました。

先生は基本的に英語しか話さないのですが、生徒のご家
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にこやかなスーザン先生

2017/03/13 13:59

「世界の料理」～ロシア～
３月２日
（木） 中央公民館実習室
今回は講師のオクサーナさんが急遽故郷のウラジオストクに
帰ることとなり、講師不在の開催というハプニングがありまし
た。事前に『世界の料理グループ』ボランティアと講師とのリ
ハーサルは済んでいたため、オクサーナさんのレシピを使って、
ボランティアが講師の代わりを務めました。
メニューは、ゼリーサラダ、ボルシチ、レバーストロガノ
フ、ブリニの４種類。ゼリーサラダは、ゼリーにブルーベリー
を混ぜて青色を出し、缶詰のミカンを固めたものでしたが、ボ
ルシチの赤などと色合いを考えた工夫のようでした。ボルシ
チのビーツは入手先が限ら
れており、この日はなんと
か確保しましたが、手に入
らなければ缶詰やパックの
ものでも大丈夫だそうです。
ストロガノフの豚レバーは、
牛乳につけフライパンで乾

KIFA ボランティア
「翻訳通訳チーム」
の活動紹介
KIFA の多くのイベントや市の取り組みに、黒子的な存在と
して地道に活動・活躍している
『翻訳通訳チーム』
とは一体どん
なものか、幹事の中谷さん、副幹事の小林さん、そして主要メ
ンバーの奈良さんにお話を伺いました。
翻訳通訳チームは 4 年前に中谷さんの声かけにより結成さ
れ、今年 2月現在 99 名10 言語のボランティアが登録しています。
業務の流れは、市役所や健康センター等の行政機関からKIFA
へ翻訳や通訳の依頼があると、登録されたボランティアにメー
ル連絡が来て、日程調整できる希望者が担当する仕組みです。
翻訳や通訳というと、一見敷居が高く、とっつきにくいイメー
ジがありますが、日常会話レベルの語学力があれば誰でも参加
できるそうです。翻訳の場合は最終的にネイティブチェックが
入ります。
「英語での通訳を希望する外国人は、英語を母語と
しない人が多いため、わかりやすい英語を使わないとかえって
意味が通じないことがある。
」と奈良さんは説明されました。小
林さんは、
「ゼロから始めるのではなく、沢山資料があるので
事前に準備をしたり、見学することもできる。ボランティアを
していくうちに知識を積み上げられるので、まずは楽しんでも
らえたら。
」
ということでした。
留学生対象の商店街ツアーなどのイベントでは、通訳という
よりおしゃべり感覚で交流を楽しめるそうです。また、毎月1
回開かれるミーティングで意見交換をしたり、不定期で開催さ
れる勉強会でスキルアップをはかれます。
他のグループとも連携しながら活動を行ってきた翻訳通訳チー
ム。行政機関にも認知度が広まり、
チームが翻訳した「小学校生活ガイ
ドブック」が市のホームページに掲
載されるそうです。地域づくりの一
端を担う活躍がより一層期待されま
左から
奈良さん、中谷さん、小林さん す。
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煎りし、臭みを抜
く処理がされてい
ました。付け合わ
せはゆでたマカロ
ニ。ブリニとは い
わゆるクレープで、
生地に油を入れて
リハーサルでの料理ボランティアと
いるのでフライパン
ロシア出身のオクサーナさん
（左）
で焼いてもくっつきにくく、ゼリーサラダやジャムを添えてい
ただくそうです。
大方料理が出来上がったところで、マジックショーの始まり。
ゆで卵に円筒形のフィルムを通し、お湯につけるとフィルムが
玉子にくっつき、はてさてイースターエッグの出来上がり。フィ
ルムには文字や柄が施されており、テーブルの飾りになりまし
た。本来ならオクサーナさんが実演してくれるはずのところを、
ボランティアが代わりに披露しました。
試食では、戦時中ウラジオストクに居住していた男性参加者
からのお話もあり、現在のウラジオストクの様子を知りたかっ
たとのことでした。料理に舌鼓を打ちながら、講師がいないさ
みしさを感じつつも、ボランティアの活躍に感心した次第です。

多摩六都
「多文化共生」
サーキット
（講座）in 小平
12 月 10 日（土） 中央公民館視聴覚室

「お隣に外国人が引っ越してきたら」と題して、多文化共生
を身近な面から考える目的で、特定非営利活動法人神戸定住
外国人支援センター理事長、金宣吉（きむそんぎる）さんによ
る講演会が開かれました。
2016 年、在留資格を持つ在日外国人の数は全国で 230 万人
を超えました。小平市では約 4,000 人にも上り、人口比では 2.1%
で全国の 1.6% より高い数字が示されました。
•
•
『多
隣人が外国人であったら、他 文化とみるのではなく、
文化共生』がまず大切であることが強調されました。
「国籍や
民族などの異なる人々が、互いの文化的なちがいを認め合い、
対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共
に生きていくこと」
にあります。
隣人がどんな背景で日本へ来ているのかをまず知り、より
理解を深めることが重要であるそうです。外国人に歩み寄る
やさしい伝達ツールを考え、
『多元で水平な』関係づくりをす
ることが望まれます。ある調査によれば、定住外国人への
「自
分が分かる外国語は？」の問いに、日本語 62.6%、英語 44.0%、
という結果だったそうです。日本語の場合、
「出来るだけかな
書きにする」
「子ども向けの言い回しにする」という例も紹介さ
れました。
また、阪神・淡路大震災時の外国人支援
活動、現在の活動である日本語プロジェ
クトや、外国にルーツを持つ子どもへ
の支援活動など、講師の豊富な体験を
聞くことができました。
まずは近隣の外国人へ勇気を持って
歩み寄ること、
「国際化は身近なところ
から」と、小さくても大きい一歩を踏み
出すきっかけになった有意義な講演会でした。
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れと並行して日本語を
習得していくことを目
指 し て い ま す。 あ ま
り知られていませんが、
取材日：2月8日
（水）
たとえ日本語で日常
会話ができるように
外国にルーツを持つ子ども達が、親の事情のために日本で
な っ て も、 学 習 の 日
暮らすことになった場合、小学校や中学校でどのように過ご
本語につまずく場合
しているのでしょうか。友達や先生との会話や学習がスムー
があります。それは、
ズにできているか心配になります。KIFA では、このような
生活場面と学習・思考場面では、必要とされる言語能力が異
子ども達のために、ボランティアによる
「こども日本語教室」 なっているためです。前者は 1 ～ 2 年で大方習得できますが、
を立ち上げ、2015 年 4 月からスタートしました。
後者は 5 ～ 7 年もかかると言われています。その上で、子ど
毎週水曜日の夕方 4 時前になると、ランドセルを背負った
も達一人ひとりの個性を見きわめ、各ボランティアが工夫を
子ども達が、学園西町地域センターの階段を元気に駆け上がっ
しながらサポートしていくことが必要となるのです。
てきます。教室開始 10 分前にボランティアの打ち合わせが
この日、マンツーマンでの学習の様子を見てみると、バン
始まりました。一人ひとりの子どもの情報についてカルテが
グラデシュの女の子は、メジャーを使って算数の長さについ
作られていて、ボランティアが共有できる仕組みになってい
て学習しており、中国の女の子は宿題の計算問題に集中して
ます。子どもの登録数は、2 学期は 11 人でしたが 3 学期は 6
取り組んでいました。また、別の女の子は休憩時間の時、若
人で、常に変動があるため、臨機応変な対応が求められます。 いお兄さんボランティアに、沢山の可愛いカードを楽しそう
ボランティアの条件は「子どもが好きで一緒に勉強する気持
に見せていました。この 4 月に小学校に入学する予定の男の
ちがあること」で、特
子は、その準備として、鉛筆の持ち方（線描、恐竜の塗り絵）
別な資格は必要なく、 や挨拶などを学んでいました。
担当する日はシフト
教材は、作業室やロビーの本棚にある KIFA のものが使わ
制で決められています。 れており、このほかに、書店や図書館で子ども達に合ったも
日本語教室といっ
のを探してくることもあるそうです。教材、教具、体を使っ
て も、 単 に 日 本 語 だ
た学習などの工夫が随所に見られ、優しく寄り添い学びあう
けを教えるのではな
ボランティアと子ども達の笑顔に出会うことができました。
く、 学 校 の 勉 強 を サ
おかげで、身を切るような寒さにもかかわらず、心あたたま
ポ ー ト し な が ら、 そ
り、気持ちのはずむ帰途でした。

こだいらこども日本語教室

木村さん家族の方からは、自分がもともと知っている日
本のことをより深く教えてもらい、とても勉強になりまし
た。例えば、日本の伝統行事で三月三日にはお雛祭りがあっ
て、可愛いひな人形を飾る習慣があることは知っていました
柳玲（りゅうれい）さん （中国）
が、いつからいつまで飾ったらいいのかはよく知りませんで
した。あと日本人は友達の結婚式にどんなプレゼントを贈る
のかについて教えてもらいました。それを中国と比べてみま
KIFA では、外国の方が日本人の家庭を訪問して、交流
したが、かなり違って面白かったです。木村さん家族のおか
を図るホームビジットという企画が行われています。今回、
げで、日本に対してもっと知ることができて嬉しかったです。
体験記を寄せてくださったのは、中国蘇州出身の東京学
日本の家庭を訪問するチャンスがなかなかないため、日常
芸大学大学院生である柳玲さんという女性です。ホスト
生活はどのようにお送りしているかなと、私はすごく知りた
の木村さんファミリーの所で、どのような体験をされた
かったです。いろんなお話を通して、日本人の生活、文化、
のでしょうか。
習慣を見る機会があって本当によかったと思います。木村さ
木村さんの家へ訪問する前から、何回もメールで連絡しま
ん家族はとても親切で優しい家族でした。少し残念なのが、
した。私が食べられないものを詳しく聞いていただきました。 可愛い猫には
当日 2 時間半ぐらいの時間帯の中でも、いろんな美味しいお
会えなかった
菓子と飲み物を用意していただきました。
ことぐらいで
木村さん家族と同じく、私も旅行が大好きで、旅行のお話
す。機会があ
もいろいろしました。特に私が住んでいる中国の蘇州にも来
れば、また訪
られたことがありまして、とても親近感を感じました。私か
問しにいきた
らは、自分が知ってる範囲の中国のことと、今住んでいる蘇
いです。
州のことを木村さん家族に話してみました。そして、向こう
も初めて聞く内容が多いと思いますが、興味深く聞いてくれ
柳さん（右）とホストの木村さん
ました。

ゲスト

ホームビジット体験記
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餅つき大会 & 新年交流会

これからの行事予定

1 月 14 日
（土） 学園西町地域センター

2017 年の始まりを皆で祝おうと、
『餅つき大会 & 新年交流会』
が今年も開催されました。当日は早朝が氷点下、日中も気温は 6℃
程度と冷たく一時は雪がちらほら舞い、それでも終日晴天に恵
まれ、中庭での餅つき日和でした。
餅つき大会の始まる正午が近づくにつれ、受付には続々と参
加者が来場、一時は長蛇の列ができるほどとなり、外国人 63
名を含め130 名の人出となりました。餅つきの準備は、小平国

◎日本語会話教室・こども日本語教室
◎英会話教室

通年

前期
（4 ～ 7 月）
・後期
（9 ～ 3 月）

◎スペイン語講座
（入門）

5 月～翌 2 月 水曜日

◎留学生商店街ツアー
◎国際こどもクラブ

4 月22日
（土）
5 月20日～ 7 月8日 土曜日

際学生宿舎寮生・地域交流実行委員会と学園西町会、小平青

◎外国人のための妊娠出産制度説明会

年会議所のみなさんにより行われました。中庭で日本のお餅つ

◎世界の料理

6 月頃

◎高尾山ハイキング

6 月頃

◎都内ツアー

7 月頃

きを見学・体験した後、ついたお餅はみなで美味しくいただい
てあっという間になくなりました。
その後は、外国人女子学生 2 名による流暢な日本語の司
会・進行で、新年交流会が始まりました。在住外国人、ご来
賓、商店街の方々や

※詳しくはKIFA ミニレターおよび HPをご覧ください。

会員がオードブルを

着付け体験を事前に募集したところ、大勢の外国人の応募があ

囲み、ビールも用意

りました。交流会でお披露目された振袖 9 人、袴 3 人がずらり

され、あちこちで国

と並んだ晴れ姿は圧巻でした。普段なかなか着ることのない日

を超えて和やかな会

本人としても、改めて和装の美しさを認識する機会となり、外

話が弾みました。

国人の方々にとっても一生忘れがたい貴重な体験となったので

今年も振袖や袴の

（平成29年4月1日～平成30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、日本語発表会、こども日本語・学習支援、大人
のための多文化理解講座 in English、多文化共生講座
Ⅱ地域における友好交流事業
国際交流フェスティバル、ホームビジット、スポーツ交流
の促進、交流イベント
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、外国人のための日本文化体験教室、海外
伝統文化の体験教室
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、生活情報提供
（各
種説明会）
、ISDAK ポイントカードプロジェクト、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
ボランティア活動推進、市民まつりパレード参加、新年交
流会、連携事業

編 集 後 記
はじめて機関紙の編集に加わりました。最近、新しく
なったアメリカ大統領の排他的な言動がニュースになっ
ていますが、やはりさまざまな文化・背景をもつ人々が
交流し、違いを知りお互いを認め、尊重しあうことが大
切なのではないでしょうか。この機関紙が、更に日本人
と外国人の交流が深まるきっかけになれたらいいなと思
いながら、紙面を作っていきたいです。
（Y.K）

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

★3月1日よりホームページがリニューアルしました。

はないでしょうか。

平成29年度収支予算

平成29年度は次のような事業を行います
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5 月27日
（土）

○収入の部

（単位：千円）

○支出の部

（単位：千円）

科目
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
事業受託金
雑収入（預金利子等）
前年度繰越金
収入合計

予算額
1,345
13,979
30
1
7,241
300
5
1,200
24,101

科目
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
9,308
6,305
495
429
1,677
402
14,493
100
200
24,101

発行日

平成29年4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
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
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