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学 習 者 ・支援者交流会
夢気球５周年記念、学習者・支援者交流会が 月 日（日） 城陽市国際
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交流協会で開催されました。今年は、 名（支援者 名、家族２名、学習者

30

当日は、天候が気に ーズで、記念の写真を 唱指導によって、アク さい」と声をかける一

日本との文化や習慣の違い、 評会では、自国での日本語の

いること、学習者から学んだ 発表後の参加者全員による合

ら「毎回このような発表会が

（会計 福井 真由美）

加したい」
との意見も出され、
充実した学習発表会でした。

あっても良い」、アメリカ人

機会があれば発表者として参

の参観者から「次回発表会の

「「夢夢気気球球--ＪＪＩＩＥＥＡＡででのの学学習習発発表表会会」」をを終終ええてて

また、 ション付きで４番 ま 幕もありました。
なりましたが、主催者 撮っていました。
参加者の皆様ありが
の熱意に応えて穏やか ベトナムからの学習者 で、みんなで合唱しま

国）、参加延べ人数 名（学習者含む）䢣。

り発表会が実施されました。䢣発表者６名（出身国３カ

月）、それぞれの学習者の予定に合わせて、四回にわた

の成果を踏まえ、ＪＩＥＡのクラスでも今夏（７月～８

昨年のぱれっとＪＯＹＯで行われた日本語学習発表会

な気候となり、開始時 には、民族衣装である した。主催者が気にし とうございました。事
刻 分後には、ほぼ全 アオザイを着てき た ていた、学習者・支援 務方の協会・運営委員
員が到着しましたが、 人、インドネシアから 者の交流、学習者同士 の皆さんご苦労様でし
受付の名札書き等で、 の学習者は、バテック の交流も活発に行 わ た。夢気球も６年目に
受付場所は少々混乱気 のシャツを着てきた人 れ、運営委員がサポー 入り、ますますその役
味ではありました。今 もおり、衣装も国際色 トしなければならない 割の重要性を自覚 し
年は、従来と趣向を変 豊かな一面も垣間見え 場面もなく和気あいあ て、より活発で楽しい

季節の食材とみんなが による筑前琵琶による 全員揃っての記念写真 いと思います。これか

今回の学習発表会に臨むにあ 学習方法や日本への関心につ

日本では何かとすぐに 多様さはややもす れ 疑問、韓国での食べ物

さ等を実体験されたと

んでください䢪形容詞 住民の直面する課題と

答えた学習者が、「お して韓国での生活を分 たくさんの日本のよい た。こうした日本人の ぞれの韓国との関わり した。
前半の内容は
「夢 詞のグループ分け・て 形䢪敬語䢪実習２回目
形（例）コーヒーを飲 䢪最終回は、“外国籍
寿司」と答えた学習者 かりやすく話されまし 面を指摘しながらも、 挨拶の丁寧さや表現の の中で体験的な意見や

両国になるよう交流の

“そろそろ講義だけで えりや夢気球の説明後
は退屈？になってくる に修了式に移り、全

（例）おいしいコーヒ 解決法”が
の
ーです」。第５回目は 担当者から、又ふりか
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の方より多い結果とな た。

「謝る」傾向があるこ ば、あいまいさや自己 など多方面に話題が広
主張の弱さの表れでは がりました。
とも話されました。

そして、
参加者から、
韓国では、日本のよ ないかと、外国の方は
うには謝らないとのこ いわれますが、日韓の 「まだまだ知らないこ

と。つまり、自分の行 国際交流の経験のある とが多い中で偏見や誤

為について「謝る」と 洪さんは、その違いを 解があり、もっと交流

いうことは責任をとる 見ながらも、「日本の をすることが大切であ

ことにつながることな よさとして受け止めた る」との発言もあり、

いとの話があり、両者 ました。

のでむやみには謝らな い」と好意的に話され 一番近くて、より近い

冷静に話される洪さ 機会が増えるよう期待

のでは”と講師をして 回の内で８回以上出席

10

りました。この日は、
思いっきり日本語を使
う日ということで、例
年の音の出ないマイク
を回して、参加者の自
己紹介と続いて、飲食
しながらの懇談となり
ました。今年も希望者
には浴衣の着付け体験
をして頂きましたが、

の意味深い文化の相違

点の一つに気付きまし んの話に、まず、お互 したいと思いました。
いの違いを違いとして 今回は、その一歩とな
た。

（広報 渋谷 陽）

また、人との別れ際 認めあうという相互理 りました。
にやたらと挨拶が多い 解に通じる話であった

」の先生 協会の辻会長から修了

いる外国出身者が参集 りました「京都にほん

多数の日本語を学んで ます。特にお世話にな

１回目」
のクラスです。 の活躍が期待されてい

方のお考えで、「実習 証書が手渡され、今後

ご

下さった「京都にほん された 名の方に交流

29

です。多分これまでに

（広報 村上 弘芳）

ての教え方の実習経験 難うございました。

し、受講生の皆さんと ご
」の講師
の対話やテーマを決め 陣に深謝致します。有
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協会・支援者の女性ス
タッフがフル回転で別
室での着替えに大忙し
でした。浴衣を着た学
習者は、思い思いのポ
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名…学習予定者９名含む）の参加を頂いて行われました。会場は、熱気に

食べられる鶏のから揚 演奏、歌い方の解説が 撮影が賑やかに行 わ らも皆様の積極的なご

たっての気持ちなどが語られ いてなど、日本語習得のため

日頃楽しく日本語を勉強して たり豊富な内容でした。
また、

げを準備しました。ま あり、日本の文化の一 れ、約２時間半強で閉 支援と参加をお願いし

ました。学習者の発表は・家 の方法論や条件などが意見交

発表会では、まず支援者か ついて・行ってみたい場所、
ら担当学習者の紹介があり、 実行したいこと等、多岐にわ

た、従来無料の参加費 端にも触れていただき 会となりました。しか ます。

族のこと・日本での生活で感 換されるとともに、学習者の

えて、お菓子、飲み物 る交流会となりま し いと会話が続いていま 活動を学習者・支援者

話が盛り上がって、 （庶務 山本 高志）
も、今回から１名２０ ました。また、村上さ し、

じていること・出身国の代表 将来の目標や夢なども語ら

に加えて、柿、枝豆の た。協会の大久保さん した。午後４時頃に、 共同で実践して行きた

０円（家族、子供は除 んによる「しあわせな なかなか参加者の退場

的な行事について・日本語学 れ、緊張の中にもアットホー

名 今後の活躍を期待

は下記の様でした。

第１回目の総合的な 思います。その様な貴

時 分まで、全 回 は「です・ます（丁寧 目以降は「動詞の普通

（例）
の長丁場で城陽市国際 体） 普通体（例）コ 形・ない形 た形

/

い様です。また、「好 経緯、ハードな受験勉 並がきれいなことや人 挨拶を思い返すと、そ 化の違いを学びま し
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30
あふれて、参加者一同楽しい交流会となりました。

く）徴収させて頂きま ら手をたたこう」の歌 が進まず、「お帰り下

修了者

２０１６年度養成講 気球だより第 号」で は、外国人とこんなに

年齢を聞くことによっ 座が、京都府国際セン 山本さんが執筆されて 近くで話をしたことが

に「何歳ですか」と、

日 本 語 支 援 ボ ラ ン テ ィア 養 成 講 座 終 了

習について・出身国での四季 ムな雰囲気の討論会となりま
折々の過ごし方・国際結婚に した。イタリア人の発表者か

した。交流会は、例年
の様に、アイスブレー
キングからスター ト

と思いました。

国際サロン
城陽市国際交流員を迎えて

し、狭い会場内を片岡
さんの総合司会の指示

て、参加者から、韓国
では初対面の相手に方
理解を深める機会を持ちました。この催しは、国際交流協会が夢気球との協
働で、交流会事業「国際サロン」として実施されました。韓国語教室の受講
者や夢気球のメンバー（学習者も）など 名が参加しました。

そのことと係わ っ

に従って移動していま
９月 日、城陽市国際交流協会において「国際交流員の日本滞在記」と題
した。今年も、「好き
して、洪鉉靜（ホン・ヒョンジョン））さんから話をしていただき、異文化
なことは？」
の設問に、
「日本語の勉強」が数
人しか集まらずに、み

29
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て相手との距離感を感 ターと城陽市国際交流 います。後半の状況等 ないとか、教える難し

じ取ることが普通の会 協会の主催で、５月

２年９ヵ月経過する （丁寧）との指摘も、 話となっていることの 日から７月 日毎週土

14

んなから笑いが出てい
ました。毎年、この設
釜山の近くで育った
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各参加者から、それ 交流協会にて行われま ーヒーを飲みます䢪動 飲む・飲まない䢪可能

きな食べ物は？」の設 強のことや就職での思 との接し方が親切なこ の通りだと気づき、そ た。
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編集者 ＜西山雅文＞
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に集まる学習者が少な 様子や日本語の勉強の 日本での生活では、街 私たちが日常している 話しがあり、日韓の文 曜日午前９時 分から 講演の後、２回目以降 重な経験の後、第６回
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30

我慢強いことなど、 の違いを感じとりまし
問には、「うどん」と いなど、スライドを通 と、

/
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「夢気球だより」
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学んで
学んで
学んで 話して
話して
話して 楽しい
楽しい にほんご教室
にほんご教室
にほんご教室
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問に「日本語の勉強」
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夢気球だより
第２３号

城陽市寺田西ノ口7-4西邦ビル２階 城陽市国際交流協会内
電話 0774-57-0713

