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たのしいスペイン語講座  取材日：6月4日（金）　学園西町地域センター

●国際こどもクラブ
●生活情報提供チームミーティング
●日本語会話教室　ほか

　5月からスタートした初歩のスペイン語を学ぶ講座
を取材しました。講師はセルバンテス文化センター認
定講師の大石隆一さんです。大石さんは、上智大学を
卒業後、仕事で中南米のメキシコ、チリ、ブラジルで
約 20年間暮らした経験があります。講座は日本語で
解説され、スペイン語のテキストに沿って進められま
した。
　この日の勉強は、名詞のアクセントから始まりまし
た。母音と n、s で終わる名詞は音節の最後から 2番
目にアクセントがあり、n、s 以外の子音で終わる名
詞は最後の音節にアクセントがあるそうです。先生が
発音する単語に続いて、受講生の皆さんも声に出して
練習します。
　アクセントは簡単でも、名詞には女性名詞と男性名
詞、わずかに中性名詞があり、これは丸暗記するしか
ないとのことでした。次に冠詞。女性名詞か男性名詞
かで冠詞が変わっていき、スペイン語自体が男女を強
調している言語だということでした。複数形は非常に

簡単で、sか es を名詞の後につけるだけだそうです。
　講師の解説を聞く受講生は真剣そのもので、予定の
1時間 30 分があっという間に過ぎてしまいました。
スペイン語は、比較的簡単だと言われることがありま
すが、これから学ぶ動詞は活用が多様で難しく、一つ
の言語を学ぶことはたやすいことではないな、との印
象を受けました。しかし、「名詞と動詞を覚えれば文
章になります。」との講師の言葉に、動詞の山を越え
れば道筋が見えてくるという安心感を覚えました。
　講座が始まる前に講師が白板に書いておいた 3つ
の文章について、途中で解説がありました。スペイン
語の早口言葉です。その中の一つは、日本語で直訳す
ると「言ったことと行ったことにはずいぶん隔たりが
ある」になり、いわゆる「口ほどにもない」という意
味です。このような息抜きを時々織り交ぜながら進め
てくれるので、楽しく学べました。
　1時間半の授業でも内容が盛り沢山で、一年後には
スペイン語を学んだ達成感があるに違いありません。
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取材日：6月 26日（土）
国際こどもクラブ

取材日：6月 26日（土）
国際こどもクラブ

　KIFA で 30 年続いている国際こどもクラブには、
現在 16 人のボランティアが登録しています。今回の
担当は、齋藤光代さん、芝野貴美子さん、半谷美恵
さん、石澤幸信さんの 4 人でした。後半の多文化理
解講座は、毎回講師と内容が変わるので、何日か前
に講師を交えてじっくり打ち合わせをするそうです。
　取材当日は開始の 30 分ほど前に集まり、机を並
べた後で最終打ち合わせをしていました。特にクイ
ズの時の流れについては、番号の付いた札を手に持
ちながら、子どもたちと自分たちの動きを入念に確
認。そしてイタリア国旗 3 色の手作り蝶ネクタイを
お揃いで付け、気分も上がります。
　続々とやって来る子どもたちの受付が終わると、
授業が始まりました。会話の練習の時は、ボランティ
アが前に座って皆のお手本になることもあり、その
時はゆっくりと、大きな声で発音していました。
　50 分間の英会話が終わると、受付に並んだ子ども
たちに出席シールを配り 10 分休憩です。前に貼っ
たプリントを替えたり、スクリーンを使うのでカー
テンを閉めたり。「おトイレ今のうちに行ってねー。」
と声掛けするのも忘れません。

　国際こどもクラブは、小学校 2 年生から 4 年生を
対象として、春に 5 週連続で開講しています。土曜
日の午後二時間のうち、前半はネイティブスピーカー
による英会話、後半は留学生などをゲスト講師に迎
え、出身国や文化を紹介する多文化理解講座が開か
れます。今期の英会話は、アメリカ合衆国テキサス
州出身のマルセロ先生が担当しています。
　取材日の参加者は 10 名です。まず新型コロナ
ウイルス感染防止対策のため手指消毒をして、各
テーブルに一人ずつ座ります。英会話は、“If�you're�
happy�and�you�know�it”（幸せなら手をたたこう）の
音楽で体を使った遊びをし、世界地図を見ながら国
名を見つけるクイズをしました。ある食べ物につい
て、“Do�you�like�cheese?”などの質問に、Yes と
No のグループに分かれ、“Yes,�I�do.”�“No,�I�don't.”
などと答えるエクササイズをしました。クラスは英
語だけで行われ、英語がわからない子がいると、周
りの子どもが教えてあげる場面もありました。マル
セロ先生も大きな身振り手振りとユーモアを交えて
クラスを進めていったので、子ども達はいきいきと
英会話を楽しんでいました。

　多文化理解講座では、講師のマックス先生のイタ
リアの話に、子どもたちもボランティアも笑ったり
驚いたりしていました。でも、立ち歩いて話の妨げ
になりそうな子どもには、席に戻るようそっと促し
ます。そしていよいよクイズの時間。挙げた札の番
号が答えと合っている子に、素早く正解のカードを
配ります。グループ対抗景品付きなので、ボランティ
アも間違えないように真剣でした。
　クイズの興奮冷めやらぬ中、講座は終わりです。「ま
た来週ねー。」と見送ります。道具や机を片付けなが
ら、「みんな質問してすごかったわね。」「時間が足り
ないかと思ったけど、最後までできてよかったわね。」
と、皆さんも子どもたち同様楽しそうでした。
　ボランティアたちの希望通り、この講座が外国に
興 味 を 持
つきっかけ
になってい
る子は、こ
れからも増
えていくの
ではないで
しょうか。

　休憩をは
さんで後半
は、多文化
理 解 講 座
です。取材
当日は、イ
タリア人の
マックス先
生が出身国の文化や言葉について紹介しました。そ
のなかで、パスタはイタリア料理だけど、ナポリタ
ンは実は日本の料理だと聞くと驚きの声があがりま
した。更に、ナポリタンにはケチャップを使うけど、
イタリア人はパスタやピザなどトマトソースを使う
料理には甘いケチャップをかけない、という説明に
は子どもだけでなく、ボランティアもびっくりして
いました。
　多文化理解講座は、日本語で行っているので、子
ども達も積極的にイタリアについて質問をしていま
した。ビンゴはもともとイタリア発祥のゲームで、イ
タリアではトンボラと呼ばれています。トンボラで
遊んだあと、グループ対抗でイタリアにちなんだ国
旗や貨幣などのクイズを行い、とても盛り上がりま
した。国際こどもクラブは少人数で行われ、普段あ
まり接する機会がない国や文化の講師たちとじかに
触れ合うことができる、貴重な体験だと感じました。

マルセロ先生とこどもたち

左から石澤さん、マックス先生、半谷さん、齋藤さん、
芝野さん

講座を支えるボランティアの活躍

こどもの英会話と多文化理解講座



　KIFA 日本語会話教室は、月、金、土曜の週 3 回開か
れています。今回は発足以来 28 年の歴史を持つ月曜午
前の日本語会話教室を取材しました。
　池亜里子さんは、ボランティア歴 27 年、日本語能力
中級から上級を目指す 4 人のクラスを受け持っています。
国籍はオランダ、インドネシア、ブータン、ネパールと
異なっていますが、スムーズな日本語のやり取りで授業
が進んでいきます。4 人のうち 3 人は日本人と結婚して
おり、日常生活での会話にはあまり不自由はないものの、
読み書きはまだまだ難しいようです。インドネシア人の
女性は介護福祉士を目指していて、日本語能力試験の上
級（N2）合格に向け奮闘中です。

　簡単な会話
もままならない
初級者もこの
教室に入ってき
ます。以前から
KIFA こども日
本語教室でボ
ランティアをし
ている鶴美樹さ

んは、昨年 10 月からここでも教え始めました。その時か
ら受け持っている若い中国人女性は、まだ基本的な動詞
の使い方を練習中ですが、二人の応答はごく自然な日本
語会話に聞こえます。授業が終わるころには彼女の夫と
の恋愛談で盛り上がっていました。半年前には「まった
く日本語が出来なかった」そうです。
　日本人でも難しい論文が読み書き出来て、流暢な日本
語が話せる超上級者たちも毎週通ってきます。担当して
いる佐々木惠子さんの白板には「猫に小判」、松井幸雄さ
んの白板には「貯蓄性向」という言葉が書かれていました。

「超上級者たち」は、この教室により洗練された日本語の
会話と日本社会への深い理解を求めて来ているのでしょ
う。生半可な知識や経験では彼ら、彼女らの期待に応え
ることはできないと感じました。
　KIFA の事務局がある地域センター 3 階で授業が開か
れている間、保育ボランティアが、別室で幼い子どもた
ちを預かっているので、育児中でも安心して参加できま
す。池さんのクラスで学ぶオランダ人男性も、教室に通
い始めた 5 ～ 6 年前、まだ幼かった自分の子どもを預け
ていたそうです。
　多様な背景と能力を持つ外国人に日本語を教える秘訣
とは「ともかく相手の身になって教えること」。発足以来
のメンバー佐々木さんの言葉が、ボランティアの皆さん
の思いを代弁しているようです。

　生活情報提供チームは、外国人に役立つ情報を発信す
る活動をしています。新規事業として「多文化カフェ」
という企画が、生活情報提供チームのボランティアから
発案されたため、今回のミーティングで運営方法につい
て議論を重ねました。
　「多文化カフェ」は、小平に住む外国人が気軽に日本
人と知り合いになり、日本語で話す練習をしたり、生活
のことで知りたいことを聞いたりできる場を目指してい
ます。参加対象は小平市在住の外国人はもちろんのこと、
小平市近隣の方も要相談で申し込めます。日本人の参加
者は、KIFA に登録しているボランティアが基本となり
ます。
　今回の話し合いで問題として挙がったことの一つは、
カフェに参加する外国人のニーズと、運営側（生活情報
提供チーム）のねらいが合致しているかどうかです。運
営側としては、外国人の生活の悩みを解決する為に設け
るこの場で、参加者の助けになって欲しいとの強い思い
があります。しかし、参加者にとってはカフェがただの
おしゃべりの場なのか、または活動内容が彼らにとって
次回参加の動機に繋がるかなど、長期継続の視点から避

けられない課題です。
　これらの課題について細かく確認する必要はあります
が、会議に参加しているメンバーは活動の主旨を理解し、
積極的に意見を交換していました。例えば、「多文化カ
フェ」の正式名称についても、緊急事態宣言によって多
くの制限を抱えている中、「カフェと言いながら、実際に
は飲食できない。」という懸念の声もありました。他にも
毎回の活動場所、トピックを設けるか否か、日時の確定
などの課題も挙げられていました。
　新型コロナウイルスが今尚蔓延している中、小平在住
の外国人住民の生活もより一層難題に遭遇する可能性が
あります。コロナ禍で交流活動は大きく制限されました
が、知恵と経験を活かして、同じ地域の住民の力になろ
うとするメンバーの熱意が、今回のミーティングを通し
て十分に感じられました。

生活情報提供チームミーティング
取材日：5月 22日（土）取材日：5月 22日（土）

生活情報提供チームミーティング

取材日：5月 31日（月）

日本語会話教室　月曜クラス日本語会話教室　月曜クラス
取材日：5月 31日（月）

ボランティアの池さん（後列右）と学習者たち



編 集 後 記

　懇意にしているご家族の息子さんが、8 月からアメ
リカに留学すると聞きました。とても心配な反面、コ
ロナ禍にも関わらずなんて勇気があるんだろうと、驚
き感心してしまいました。
　若者の行動は時折り無謀にも思われますが、それこ
そが未来を切り拓く力にもなるのではと、改めて若者
の強みを考えさせられました。� （C.H.）
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● 収入の部� （単位：円） ● 支出の部　� （単位：円）

令和２年度収支決算
（令和2年4月1日～令和3年3月31日まで）

科　目 決算額

賛助会費収入 1,080,000

補助金収入（市補助金） 14,482,000

寄付金収入 23,256

事業収入 4,789,253

雑収入（預金利子等） 8,517

前期繰越収支差額 1,920,017

収入合計 22,303,043

科　目 決算額

事業費 6,708,518

国際理解および国際親善の普及事業 4,775,505

地域における友好交流事業 594,000

地域や日本文化並びに外国都市や外国文化の紹介事業 17,696

国際交流情報の収集及び地域への情報提供事業 1,230,080

その他協会目的事業 91,237

管理費（管理運営費） 14,237,738

支出合計 20,946,256

◎やさしい日本語講習会	 8月28日・9月4日・18日（土）

◎多文化カフェ	 9月26日（日）

◎多文化理解講座	in	English	10月2日～16日	土曜日（全3回）

◎JLPT対策講座（N2〜N4）	 10月23日・11月6日・13日・20日（土）

◎2021KIFAの集い〜みんなで考えよう小平の「多文化共生」社会〜	11月28日（日）

◎小平市日本語発表会	 12月12日（日）

※新型コロナウィルスの感染状況により、予定は随時変更となります。
最新状況は、KIFAミニレターまたはHPでご確認ください。

これからの行事予定これからの行事予定
事務局長就任にあたり

事務局長：河原　順一
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　はじめまして。この 4月から就任いたしました河原です。
どうぞよろしくお願いいたします。
　私は平成 20 年から2 年間、市役所の文化担当としてこ
の国際交流協会にも関わり、国際交流フェステイバルと餅
つき大会等の作業班としてお手伝いしたことがあります。
また、障がい者支援課に在籍していたときの経験から、公
的な福祉サービスだけではなく、社会や地域全体が支援す
れば、障がい者は自立した生活が送れるようになると学び
ました。「ともに生き、暮らし支えあう共生の地域づくり」
という障がい者福祉の基本理念は、多文化共生にも通じる

ものがあると思います。
　外国人には、言葉だけでな
く、文化や宗教、社会制度の
違いなど、様々な課題がある
ため、互いを知ることが重要
になると考えています。その
ため先ずは、外国人が同じ地
域で暮らしていることを理解
してもらうことや、様々な外
国人の課題について、市民に

説明する取り組みを行いたいと考えております。
　この 4 月から久しぶりに KIFA に身を置いて感じた変化
は、日本語会話教室が定着していたことです。日本の文化
や社会生活に慣れない外国人に、指導ボランティアと職員
が連携して対応している姿を見て、時代の変化を嬉しく思
いました。
　KIFA の活動はたく
さんの市民ボランティ
アにより支えられてい
ます。多文化共生社会
が少しでも前進するよ
うに一緒に活動して参
りますので、これから
どうぞよろしくお願い
いたします。




