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8年目の活動 はいかに

会長 中嶋 洋子

満開だったキャンパスの桜がすっかり新緑に変

わ りました。学生たちもいよいよ学校生活を謳歌

しているようですが、会員の皆様はいかがお過ご

しでしょうか ?

さて、まずは昨年度の事業報告、決算にお目通

し下さい。また平成 18年度の事業計画 (案 )、 予

算 (案)について、どうぞご意見をお寄せ下さい。

例年のことながら、総会を開かないかわりに、ご

意見があればその点について幹事会で審議、修正

を加え、次号会報が出る秋に、正式に決定、とさ

せていただきます。ご了承下さい。

事業報告、計画に関して以下に 2、 3付け加え

させていただきます。

一平成 17年度事業報告に関して一

① 17年度の新企画として、各国の伝統的な文

化紹介の場としてお茶 とお菓子の会 (第 1回 。第

2回 )を開催 しましたが、既に前号の会報でお知

らせ したように参加者も多 く大変好評でした。や

はり留学生が自国の紹介をするということは、日

本において自分のアイデンティティーを自覚 し、

愛国心を呼び起こされるからでしょう。また、多
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くの日本人学生が参加 したことも今までになかっ

たことでした。

② 緊急貸付基金の累積額は 320万 円に達 して

います。大切な事業の一つですが、現状は厳しく、

目減 りする基金の現実を直視 し、将来像を考えて

いかなければなりません。担当の梅田が詳細を記

していますのでご覧下さり、お考えをお聞かせ下

さい。

③ 全体の予算からすると繰越金がやや多いとお

感 じの方もいらっしゃるかもしれませんが、次の

2点の考えから、ある一定額をキープしています。

・活動の前半 (春からイベントの集中する秋口

まで)の費用はどうしても前年度の繰越金より支

出せねばなりません、なぜなら、新年度の会費収

入は時期がずれてくるからです。同時に予測 どお

り会費収入があるかどうかも若千心配 しつつ新年

度の活動計画をたてているからでもあります。

・可能ならば繰越金の中から少 しでも緊急貸付

基金にまわしたい、また、不測の事態に対応する

ための運転資金を常に確保 しておきたいと考えて

います。

一平成 18年度事業計画に関して一

① 幹事 (幹事協力者を含む)の各種イベントヘ

の参加費についてですが、会報 20号でもお知ら

せしたようにこれまですべて自前、手弁当でやっ

てきましたが、参加費実費 (会場までの交通費な

どは従来 どおり自弁)の半額を出費させていただ

くことにしました。当会発足以来 7年が過ぎ、経

済的な理由から度重なる参加を躊躇せぎるをえな

い状況がでてきましたので上記のように決断致 し

ました。この件以外、幹事会出席等への交通費他

については会報 20号に示したとおりです。

② 自転車 (当 会保管)の貸与を始めています。

既に 17年度後半より、 7台の自転車が貸与され

ています。自転車は、留学生にとって交通費をう

かせるための有効な手段でもあるのです。希望者

が殺到 しています。詳細は担当者からのコラムを

ご覧下さい。

③ 府中市観光協会が協力して下さいます。

④ 事業計画 Bの 5の (1)留学生相談・情報提

供についてですが、最近留学生が日本で就職する

ケースが増えています。 16年 度までは希望 して

もかなわないことが多かったようですが、昨年は

16～ 17名ほどの留学生が日本で職を得ていま

す。こうした状況の中で、日本での就職情報を積

極的に提供 しています。また経験者に話を聞くな
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どの機会を提供していきたいと思いますこ

尚、東外大の日本人学生への留学情報も整って

きていますので、日本人学生の留学相談にも応 じ

ています。当会連絡室は、留学生課管轄の国際交

流情報資料室の一角をお借 りして活動 しているこ

ともありますし、出て行 く日本人留学生が相手の

国、又は大学から何をしてほしいかを考える中か

ら、迎える留学生に対するケアーの内容が認識で

きるともいえますから。

話 しは少 し変わりますが、留学生のアルバイ ト

代未払い、アパー トを引き払 う時の敷金の返金に

関する トラブルがやや増加 しています3こ うした

相談にもこれまで一つひとつできるかぎり丁寧に

相談にのってきましたが、本年度も積極的に対応

していきますc

では、平成 18年度もどうぞよろしくお願いい

たします3積極的なご批判、ご忠告をお待ちして

います。

REPORT

2‐1 平成 17年 度事業報告

A.生活援助事業

1.無償バザーを開催 しました。

平成 17年 10月 17日 ～ 28日、東外大研

究講義棟 1階支援の会連絡室にて、内容は

書籍 。日用品 。衣類・電気製品等、

来場者約 250名

2.入院見舞金を支給 しました。

入院5日以上の留学生 5人に見舞金を支給。

3.緊急貸付金を貸付 しました。

「留学生緊急貸付基金Jよ り、困窮留学生

に貸付。貸付件数 44件、

貸付累計金額  4,159,000円

B.友好交流事業

1.日本文化を体験しました。

(1)サ ントリー・ビールエ場見学 (五十嵐脩介協賛

会員の協力による)

平成 17年 7月 25日、参加者 :留学生 6名、

幹事等 3名、合計 9名

(2)国会議事堂見学とちやんこ鍋を囲む会

平成 17年 10月 26日、参加者 :留学生

25名、幹事 4名、合計 29名

事業報告と事業計画



●平成 17年度事業報告～主な活動項目一覧

(3111戸 東京博物館 (後援事業)           2.各 国伝統的な文化を紹介しました 。

平成 17年 11月 24日 、参加者 :留学生    (1)伝統的なお茶とお菓子の会 (第 1回 )

30人、幹事 3人 (学生以外は自費参加)       平成 17年 6月 23日、支援の会連絡室、

(4)大相撲初場所千秋楽の見学                参加国 :タ イ・イタリア・ トルコ、参加者 :

平成 18年 1月 22日両国国技館、参加者 :      留学生 12人、日本人学生 47人、一般 14人、

留学生 57名、幹事等 4名、合計 61名        幹事 5人

(5)鎌倉の史跡。文化財見学 (鎌倉在住の会員の方々  (2)伝統的なお茶とお菓子の会 (第 2回 )

のご協力による)                    平成 17年 12月 1日 、支援の会連絡室、

平成 18年 3月 19日 、コース :円覚寺、        参加国 :モ ンゴル・インドネシア・フランス、

鶴岡八幡宮、大仏、長谷寺              参加者 :留学生 27人、日本人学生 35人、

参加者 :留学生 26名、幹事 8名、鎌倉        幹事 7人

在住関係者 4名、合計 38名         3.東 外大国際交流事業に協力しました。

(1)留学生の日本文化体験

東京外国語大学
r.l」
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平成 17年 12月 16日 、大学会館 。支援の

会連絡室、華道・茶道・書道・着物着付け 。

折り紙・和紙人形・墨絵・将棋教室開催、

参加者留学生 250名

(2)国際交流の集い (留学生交流懇親会)

平成 17年 12月 16日 、大学会館、参加者 :

留学生 250名

4.会員等協力による友好交流事業を行いました。

(1)ホームビジット・ホームステイの受け入れ

受け入れていただいた会員 13名 、訪問し

た留学生数 53名 (延べ人数)

(2)七 夕茶会

平成 17年 7月 5日 、国際交流会館、参加

者 :留学生 25名、日本人学生 28名

(3)多磨駅前商店会ふれあい祭 リヘ参加

平成 17年 10月 11日 、参加者 10名

(4)ク ラッシクギター発表会へ参加

平成 17年 11月 18日 、参加者 12名

(5)小学生将棋教室へ参加

平成 17年 11月 18日 、支援の会連絡室、

参加者 2名

(6)五十嵐脩介協賛会員招待による留学生おすし

パーティー

平成 17年 11月 21日、国際交流会館、

参加者 :留学生 30名、幹事等 6名

(7)中嶋会長が新年会に留学生を招待

平成 18年 1月 2日 、中嶋会長宅、参加者

60名

(8)チ ャリティーコンサー ト開催

平成 18年 1月 9日 、国立オリンピック

記念青少年総合センター、本学 ドイツ語

専攻内藤晃さんによるピアノリサイタル

5.「支援の会連絡室Jでいろいろな活動を行いま

した。

(1)連絡室場所 東外大研究講義棟 1階国際交流情

報資料室内

(2)開設時間

月曜～金曜 12:30～ 16i00(夏期休暇な

ど授業が無い期間は閉室)。

(3)活動内容

○華道・将棋・茶道・書道・尺八・ギター

教室、○相談対応、情報提供、○日本人学

生との交流、○ 生活用品の提供、○ イン

ドネシア留学生によるインドネシア語レッ

スン、○ 留学生語学講師の斡旋
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C.広報その他の事業

1.「支援のの会会報」を発行 しました。

第 19号平成 17年 6月 、第 20号平成 17

年 11月 、第 21号平成 18年 2月

2.「東京外語会会報」誌に寄稿 し、掲載 して頂き

ました。

第 104号平成 17年 6月 、第 105号平成

17年 10月 、第 106号平成 18年 2月

3.ホームページを運営しました。

アクセス数 19,000件 、内容はイベントの

際に更新

4.会員募集活動を行いました。

(1)東外大新人生保護者会に出席して会員募集を呼

びかけましたこ

(2)東京外語会の協力を得て、「東京外語会会報」第

104号発送時に、会員募集と共に、緊急貸付基

金への協力依頼資料をFnl封 していただきました。

5.幹事会を開催 し、行事の企画運営について相

談 しました3

第 1回平成 17年 4月 17日 、第 2回 5月

22日 、第 3回 6月 26日、第 4回 7月 24

日、第 5回 10月 16日 、第 6回 H月 20日、

第 7回平成 18年 2月 5日 、第 8回 4月

2日

6.会員数

688人 (平成 18年 3月 31日現在)

000● 000● ● ● ● ● ● ● ● 000●

2‐2 平成 18年 度事業計画 (案 )

A.生活援助事業

1.緊急貸付金の貸与

1件 10万まで、20人～ 30人

2.その他の援助事業

(1)バザーの開催

(図書無償提供、日用品 。衣類廉価提供 )、

5月 、10月支援の会連絡室、留学生対象

(2)入院見舞金の支給

入院 5日以上の留学生に 1人 1万円、

約 10名



(3)自 転車の貸し出し

10台、期間 1～ 2年

B.友好交流事業

1.日 本文化の体験

(1)大國魂神社例大祭 (府中市くらやみ祭 り)見学

留学生 19名 、平成 18年 5月 3日

(2)国会議事堂 。江戸東京博物館の見学とちゃんこ

鍋を囲む会

留学生 25名 、平成 18年 10月

(3)大相撲初場所の見学

平成 19年 1月 、留学生 55名

(4)鎌倉の史跡 。文化財見学

平成 19年 3月 、留学生 25名

2.各国伝統文化の紹介

(1)留学生による伝続的なお茶とお菓子の紹介

平成 18年 6月、 10月

(2)七 夕茶会

平成 18年 7月 、大学会館和室

3.東外大国際交流事業への協力

(1)日 本の伝続文化体験 (平成 18年 12月 )

(2)留学生交流懇親会 (平成 18年 12月 )

4.会員等の協力による友好交流事業

(1)ホームビジット・ホームステイの受け入れ

(2)五 |‐ 嵐協賛会員による留学生おすしパーティー

(3)中嶋会長招待の留学生新年パーティー

5。 「支援の会連絡室」の活動

(1)留学生相談、情報提供

(2)留学生と日本人学生との交流

(3)各種教室の開催

(華道、茶道、将棋、書道、尺八、ギター)

C。 広報その他の事業

1.『支援の会会報』の発行

第 22号 (平成 18年 7月 )、 第 23号 (平

成 18年 11月 )、 第 24号 (平成 19年 2月 )

2.『東京外語会会報』への寄稿

第 107号 (平成 18年 6月 )、 第 108号 (平

成 18年 10月 )、 第 109号 (平成 19年 2月 )

3.ホームページの運営

4.会員募集のための諸活動

次の方々が新規にご入会くださいました
=

ご協力いただきまして、ありがとうございますc

略儀ながら、本会報にて深くお礼申し上げます
=

今後の活動への参加や、支援の会へ忌憚のな

いご意見をよろしくお願い申し上げますc

平成 17年度新規入会者

(平成 17年 6月 1日 ～平成 18年 3月 31日 分)

*敬称略、50音順

井口英子、上田博正、上野正明、角田秀夫、

加藤めぐみ、川口世津子、佐藤富男、

住友佳代子、高岡淳二、高橋伸夫、野田幸子、

長谷川雄一、星敦子、前田理絵、三田美砂子、

百瀬照美

平成 18年度新規入会者

(平成 18年 4月 1日 ～平成 18年 6月 30日 分)

*敬称略、50音順

阿部美代子、阿部やよい、阿部善信、飯塚潤、

伊井浩、池北昌子、池田弘美、磯かつみ (ゆかり)、

板谷陽子 (聡 )、 井上肇、猪鼻光子、岩間圭一郎、

植木麗子、大石久乃、大内信子、大橋員理子、

御囲ちあき、奥田康子、奥山美智代、

片岡佳代子、葛城めぐみ、金丸則子、

北村み どり、桑山岳三、小林実、小林ルミ子、

小宮山陽子、小室憲義、佐藤まゆみ、清水章雄、

須田ゆかり、千田千鶴子 (理恵)、 高木啓子、

高下明美、高田久仁子、高橋真知子、竹内智、

田中辰人、田畑優子、田村陽子、角田洋子、

中島一郎、中畠和成、永見伸之、橋本孝也、

波田美知代、花薗悟、林由紀子、原田茂雄、

針谷康夫、樋口浩之、姫野隆、平藤ふみ、増尾

八朗、増田忍、松本久美子、溝口忠義、宮川宗之、

村山嘉子、森田泰生、八木幸子、山木茂、山口

忠孝、山田和子、山中啓嗣、山本和美、有銘直子、

横澤茂、吉田光市、吉田廣子、綿引清

万一、お名前に間違いがありましたらお詫びい

たします。なお、当会までお知らせ下されば幸

いです。
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科 目 項 目 予算額 決算額 摘要

前年度繰越金 1,718′ 77フ 1,718,777

会費
会員 1,080.00C 1,175′ 00C 3′000円 × 391□ +2,000円 × 1回

協賛会員 80,000 90′000 2,0000× 4口 +10′ 000円 × 1回

寄付
一般 100′ 00C 446.00C

緊急貸付基金 400,00C 396,00C

その他 和1自 rlb 4221C ヨ際本流のタベカンパ・剰良 (48円 )

収入の部合計 (A) 3,378,777 3′ 867′987

2-3 資料一会計報告と予算 (案)

東京外国語大学留学生支援の会 一般会計収支決算平成 17年 4月 1日～平成 18年 3月 31日

《収入の部》                            蝉位:円 )

《支出の部》 (単位 :円 )

※1 着物着つけ他伝統文化体験費を含む

※2 臨時出費 (10月 期バザーの件他につき葉書及び印刷代<9月 >58′ 000円、3～ 4年に

一度の会報送付用封筒及び表記印刷<2月 >28′000円を含む)

※3(A)― (B)=3′ 867′ 987-2′ 119′947=1′ 748′040円は、平成 18年度へ繰越

:東京外国語大学 留学生支援の会会報 No 22 2006年  7月

科 目 項 目 予算額 決算額 摘要

活動費

(友好交流事業)

懇親会費 (※ 1) 360,00C 338′ 788 国際交流のタベ (大学との共催)

史跡見学費 110,00C 96′830 鎌倉見学

日本文化見学費 410′00C 392,700 大橿撲・三会議事堂 。江戸東京博物館

日本文化体験費 120,00C 138′ 89( ≡F・ 書遭・茶道・将棋・尺八・ギター他

各国文化紹介費 200,00C 31.34〔 茶・菓子・料理・楽器 。国花等

活動費 (援助事業 ) 入院見舞金
（
）

（
）

（
Ｕ

一ｂ 50,00C

活動 書′|ヽ計 (a) 1.250′ 00C 1048562

運営費

ホームページ管理費 150.00C 151′ 815
ホームヘーシ管理費 10′ 000円 /月・

プロバイター使用料

消耗品費 35.00C 13′ 946 文具等

通信費 200′ 00C 215′01C 会報発送費

:口刷費 160,00C 256′422
会報印刷費・会紹介バンフレット印刷代・

コピー代 (※ 2)

会議費 5′00C

塵絡室運営費 10.00C 6,202

郵停 IIF替手数料 40,00〔 2799C

軍営着′|ヽ計 (b) 600,00( 671.38[

燥入金 緊魚曾付 基 金 (c) 400′00C 400,00〔

合計 (B) ↓出の喜区合計 (a)キ (b)+(c〕 2.250′000 2,119,94ラ

次年度繰越金 (A (B) 1,748,040 (※ 3)



科 目 項 目 予算額 摘要

前年度繰越金 1,748′ 04C

会費
会 昌 1′290′00C 3.000円 × 430回

協賛会員 100,00〔

奇付
一般 300,00C

緊急貸付基金 300,000

子の他 「 息、バザー等 30.00C

1又 ラヽ6D音「()言十(A) 3′ 768′04C

東京外国語大学留学生支援の会 平成 18年度一般会計予算 (案)

《収入の部》

《支出の部》

(単位 :円 )

(単位 :円 )

科 目 項 目 予算額 摘要

活動費

(友好 。交流事業)

伝統文化体験費・交流会費 400,00C 国際交流のタベ (大学との共催)

書跡昇,学費 110′ 00C 鎌倉見学

日本文化見学費 450,00C 大相撲 。国会議事堂 。江戸東京博物館

日本文化体験費 180,00〔 華道・書道・茶道・将棋・尺八・ギター他

各国文化紹介費 15000C 茶・菓子・料理・楽器 。国花篭

活動 書 r将断菫 当 ) 入院甲,舞金 100.00C

活動菅小計 (a) 1.390.00C

運営費

ホームページ管理費 150,00C ふ―ムページ管理費 10,000円 /月・プロバイダ使用昼_

肖耗品費 30′ 00C 文具等

通信費 250,00C 会報発送費・ホームビジット、ステイ事務連絡費 _

印刷費 230,00C 会報印刷費・会紹介パンフレット印刷代・コピー代

会議 書 5,00C

連絡室運営費 10′00C

郵停振替手数料 40,00C

重営 書 ノ|ヽ計 rh) 71500C

燥入金 緊急貸付基金 (c) 400.00C

予備費 (d) 100,00C

↓出の喜g合計 (B) (a)+(b)十(C)+(d) 2.605,00(

操越金 (A)― ( ) 1,163,04C ※

※次年度への繰越 1′ 163′040円
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2-4 緊急貸付基金の現状 について

一 最 も重要な支援事業―

留学生支援の会幹事 緊急貸し付け基金担当

梅田 由美子

[1]きつかけはご寄付をいただいたことです。

平成 14年度、当支援の会に、「緊急貸付基金 J

が設けられました。これは、もともと支援の会設

立時に、奨学金制度を設けることが考えられなが

ら、財政的に困難なため、せめて緊急時に貸付を

ということで設けられたものです。きっかけ と

なったのは、神田ライオンズクラブと中嶋前学長

からの寄付金でした。貸付については、 1人、 1

回 10万円まで、無利子で、 1年以内に返済 とい

う条件で した。なお、基金の額は、 14年 度は、

160万 円で したが、その後 ご寄付などにより、

15年度/256万 円、 16年 度/281万 円、

17年度/321万 円と、毎年度増えてきていま

す。これもひとえに、会員、有志の方々からのご

厚意のおかげと、心より感謝しております。

[2]今 までに 183名 の留学生に貸 し出して喜ば

れています。

ところで、基金設置からこれまでの過去 4年間

に、授業料・入学金で 54件、アパー ト入居時の

敷金・礼金、生活費補助などで 62件、医療費そ

の他が 67件と、合計 183名 の留学生が借 りて、

除籍などの危機を免れ、学業を続けてお ります。

これもこの基金のおかげだという留学生の喜びの

声も多く聞こえてきます。

[3]留学生を取 り巻く環境は厳 しくなり、緊急貸

付金はますます必要になつてきています。

しかし、年度を重ねるごとに、留学生を取 り巻

く状況は、より厳 しくなってきており、借 りたい

学生は増え、借 りても 1年で返却できない留学生

が増えてきました。その理由として考えられるの

は、①留学生数、特に大学院生が増加 している②

一方、日本の財政状況も厳 しくなって民間奨学金

の数が減ったこと③文科省による授業料免除額も

減少してきたこと。更に④アルバイ ト状況も悪 く

なっていること等であります。なお、在籍留学生

の 8割強を占める私費留学生たちは、ほとんどが

仕送 りは受けておらず、自活しています。現在は、

少しづつ日本経済も回復に向かっていると言われ

ていますが、自活するためのアルバイ ト先を探す

のも大変で、見つかっても、コンビニ、レス トラン、

1東京外国語大学留学生支援の会会報No 22 2006年  7り 」

居酒屋のような飲食業が多 く、また、時給も安い

ため、従来以上に授業料支払いが難 しい学生が増

えてきています。申し込んでいた奨学金が決まら

ず、また、授業料免除の結果が、よくても半額免

除という結果 となり、授業料支払期限が迫ってく

ると、(結果発表後支払いまでの期間は短いので

す |)慌ててあちこちでお金の正面をしても、無

理なことが多く、締め切 り最後の日に駆け込んで

くるという次第です。そのようなわけで、 17年
度は、 3月 末の残金が 3万 9千円となってしまい

ました。

[4]返済期間が長引く留学生もいます。

会 としては、せっばつまって助けを求めてくる

学生は、返済力があるかどうかに関わりなく助け

ぎるをえません:その結果、 2年以上返済されて

ない貸 し出し中の金額が、 80万円ほどになって

います。い くつか
「

」を挙げますと、貸与 した学生

の中には、学業途中で、精神的に日本での学業や

生活に耐えられなくなり、途中で帰国してしまう

者がいます。そうした時には、国際電話や、メー

ルを した り、友人を頼って問い合わせた りして、

やっと帰国 1年後に返済 してもらったこともあり

ました。また、交換留学生の中には、医療器具の

支払いをするために借 りた金額を、医療費補助で

本人に返還される手続きをせずに帰国してしまい、

いろんな方法で連絡を取 り、本ノ、から2年後にこ

ちらの銀行に振 り込んでもらったケースもありま

す。在学中に返却 してもらうのが原則ではありま

すが、このように、縁があって、|1大 に学んだ学

生には、返す意志がない学生 |よ 絶対いないという

前提で、これまでこうした対応をしてきています。

けれども返済のない中には、 3年以上にもなる留

学生たちもいるので、毎年貸 し出し残金がす くな

くなってきています。

こうした状況から、 17年 度は、多 くの学生に

幅広 くということで、 1人 5万円と一旦は決めま

したが、これでは、授業料支払いに役立たないと

いうことで、またもとどお り、 10万 円を原則 と

しました。その上で、今後は少額でも毎月返済 し

てほしい、駄 目でも連絡 してと、念を押すことに

しました。そして、連絡を頻繁にするようにしま

したら、18年度は、多少、返済が滞る率が少なくなっ

てきました。そうしたことで、今年の 6月 末には

80万円ほどが手元に戻ってきる予定です。しかし

7月 には、前期の授業料の支払いがあることですし、

また申し込みが増えることでしよう。



[5]基金の充実を図り、この事業を続けていきた

いと思います。

日本から留学する場合は、授業料が払えない学

生は、最初から受け入れてもらえないことを考え

ると、少 し甘いかもとお考えになる方もあるかと

思われますが、これまでの日本政府の留学生受け

入れ政策の不備、日本と自国の経済格差や文化の

違い、生活環境の特殊性などを考え合わせると、

返済期間が長引く留学生が増えることも認めざる

をえません。それにより、基金の運用は苦 しくな

りますが、その分更なるご寄付を期待 して基金の

充実を図り、今後もできるだけの支援を続けてい

きたいと考えます]ど う

か、皆様におかれまして

もよリー層のご協力、ご

支援をお願いしますc

そして、こうして関わつ

た留学生たちが苦 しい中

から卒業 して働 くように

な り、気持ちの余裕がで

きるようになった時に自

分の後輩たちにそのお返

しを考えて くれるように

なればと期待しています。

平成 17年度特別会計報告 (平成 17年 4月 ～平成 18年 3月 )

留学生緊急貸し付け基金総額    3,219,000円
(昨年度基金―会員の方からの寄付、 400,000円 )

貸し付け総額           4,159,000円
(17年度に貸与した額 2,974,000円 )+17年 度以前に

貸し出した額 1,185,000円 )

貸し付け件数 44件 (17年度に貸与した件数 34件 +10件 )

今年度貸 し付 :ナ 理由 授業料 。入学料 15件
生活費     14件
医療費      1件
研究図書費 。その他 4件

39,000円残

REPORT 躇

3-1 支援の会連絡室の活動状況

茶道教室

講師  三浦 宗恵

私は、かねがね若い人たちが茶道を通 して日本

の伝続ある
¨
道

¨
の精神を汲み取って人生を充実さ

せてほしいと夢見ています。

東外大が北区西ケ原に在った頃、私は縁あって

学部学生 3名 に茶道を教えることになりました。

私たちは休講になって空いている教室の長テーブ

ルの Lに 反物を広げ、裁ち、縫い合わせ、 lヶ 月

位かけてやっとゆかたを縫いあげました.学生達

は喜んでそのゆかたを着て、昼休み、藤棚の下の

ベンチで周囲の学生たちに抹茶を振舞いました。

チャイムが鳴 り片づけを済ませた頃、傍にいた韓

国の留学生から仲間に入れてほしい、との申し出

を受けました。このことが留学生と一緒に茶道を

始めるきっかけとなりました。

でも、言葉が充分理解出来なかったので、留学

生課の皆さんに一つひとつ助言をいただきながら、

徐々に他の留学生たちとも慣れていきました。

大学が府中に移転 した際に、中嶋前学長をはじ

め施設課の皆さんを中心に多目的和室を用意 して

鑢`饉機構鸞量111
1蝙警

「私もお願い事 していいんですよねぇ～ ?」

いただきました。留学生会館にも和室が出来あが

り、折 りあるごとに茶会に使わせていただいてい

ます。

現在、毎週火曜日に 5～ 10名 の留学生が活動

しています。見よう見まねから始まり、被紗、棗、

茶杓、子杓、茶碗など、道具の名称から覚えます。

10ケ 月も続けると、私の 5年分位の諸作をマス

「どうです ? 身も心もうきうきしました。」
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ターし、茶会では “亭主"をやりこなします。

この 7月 4日 (火 )に は、日本人学生 ともども

ゆかたを着て集い “七夕茶会"を開く予定で、今そ

の準備をしています。ひとりでゆかたが着 られる

ように、着物のたたみ方を忘れないようにと、先

輩から後輩へ伝えられています。

留学生の中には、帰国の際、荷物の中に茶道具

を買い揃え、祖国に持ち帰ることもあります。時

には帰国後に抹茶 と茶先の催促があり航空便で送

ることもあります。許状の奉書紙に名前がローマ

字で書かれているのを見ると、まさに異文化交流

のひとこまに接する思いがします。

昨年は国際交流に理解のある共立財団に、留学

生支援の会 として中請をし、奨学金を得、茶道具

を増やすことも出来ました。

火曜日に、茶道、書道、尺八を楽 しむ留学生の

皆様が一緒に集まることがあ ります。そんな時、

皆さんと飲む一服の抹茶がその場をなごませます。

このなごみのある企画が永 く続けられますよう

に、先人 とご協力者に深 く感謝致 します。これか

らも東外大へ、足 どり軽 く通い続けられるように

努力します。

「何でも、珍 しいんです。」「はい、笑つてください。」

● ● 000● ● ● ● ● ● ● 00000● ●

3-2ホーム ビジ ッ ト報告

ホームビジット、ホームステイをお引き受けく

ださいましたご家庭には、心よりお礼申し上げま

す。 17年度は、 13の ご家庭に受け入れていた

だき、留学生 53名 がホームビジット、ホームス

テイを体験いたしました。留学生たちはそれぞれ

皆様 との出会いと、思い出に残る楽 しいひととき

を過ごした事に、感謝の気持ちを伝えてきました。

中には、最初の連絡が思 うようにできずそのまま

になったり、約束を突然キャンセルしたり、大変

失礼をしている場合もあります。

何人かの留学生はその後も、ホームビジットを
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継続 し、友好、交流を深めています。受け入れ家

庭の皆様からは報告書や写真等でその様子をお知

らせいただきました。皆様方の御厚意、どうもあ

りがとうございました。

18年度もご協力をよろしくお願いいたします。

なお、留学生の多くは日本での留学生活をさらに

有意義なものとするため、休 日等を利用 し、日本

国内について見間を広めたい と希望 しています。

勉強以外のノ、との憩いは、留学生たちの心を和ま

せてくれます [

Iな■‐HOME ⅥS轟

ホームビジッ ト、ホームステイ受け入れにご関心

のある方は是非、当会にお問い合わせください。

宝の思い出

テオ・ リーリン (シンガポール)

ISEP

10月 に学校が始まった時に、留学生支援室で

ホームステイの中込み tヽ あるそうだった。日本は

初めてだったため、また一変も日本の家を訪ねた

ことがなかった:従って、参tJし たいと思っていて、

支援室に行った:荒 ||1区 の近 くに住んでいらっしゃ

る田口さんとヽヽう日本ブ、にした:

ようや く 10月 30日 だったこお電話 してくだ

さってから、ずっとわくわ くしていた。敬語を使

わなければならないのか、どんな人なのかと心配

していたこ駅まで迎えにいらっしゃって、ご挨拶

をした]田 口さんの家で一緒にお昼ご飯を作った

し、様々な日本に関する事を聞いた。帰る前に、

食べ物や冬の服などもくださった。

その後、 1ケ月に 1回 ぐらい田口さんの家へ遊

びに行った。毎度おい しい料理を食べ られるし、

もっと日本の文化を知ることができるし、本当に

嬉 しい。 3月 の末に長野までも連れて行ってくだ

さった。田口さんと息子さんと子供たち 5人で行っ

て、ご親戚の家にお邪魔 した。浅間山を背景にし

た写真もいっぱいとって、楽しかった。

田匡|さ んのお陰で日本の生活が面白くなってき

た。大変親切な人だと思 う。 1年 間くらいお世話

になって、心からありがたい。これからも宝の思

い出をたくさん重ねて、シンガポールヘもって帰

る。田口さんの事を絶対忘れないで、帰国しても、

ずっと連絡し続けることにした。



3-3留学生向け自転車貸し出し事業開始

時
代
の

と
歴
史
を

‐
D‐ i⊂,こle service

‐■ ||::||||

||||||||||||||      ‐‐ |‐

当会で |ま 、今年の 4月 から留学

生tlナ に
~中

占自転車貸し出しサー

ビスJを始めています:最近は、自転車の価格も

大変安 くなっていますが、それでも留学生が購入

して使用するに|ま 、なかなか手がでないものです。

当会では、そメ_な 留学生のために府中市民や自

転車店の協 チ」を
～

て、中古自転車を無償提供 して

もらい、希警する留学生に貸与するサービスを始

めたものです :

留学生が 1:≒ 三を使用するのは、もちろんキャ

ンバスと生活え点との行き来が主ですが、坂道の

ない府中キャンバスを中心とした自転車利用はな

かなか |｀た,三 なようで、このサービスを希望する留

学生が相つヽヽています。

もし不要になった自転車が、ご自宅やお知 り合

いにあるようでしたら、留学生の使用に耐えるも

のをご提供 ください。その際は誠に恐縮ですが、

送料白三負担でお願いします (無償提供手続きな

ど詳しく|ま 連絡室まで)。

0 0 0 0 0 0 0 o o o● ● ● ● ● ● ● ● ●

3…4鎌倉見学

今年も鎌含在住の 5名の会員の方々にご協力い

ただき、とっても楽しく、充実 した見学旅行 とな

りました=留学生 26名、幹事 7名、鎌倉在住会

員を含め総勢 38ノ、が参加しました。準備 してく

ださった地図と行程表が大変役に立ち、鎌倉時代

の社会情勢や寺社、仏像等に関する簡潔な説明も、

留学生たちによく理解さ′■たようでした。当日は、

終 日肌寒 くあまり天候に恵まれませんでしたが、

留学生たちは意欲的に日本の文化に触れ、楽 しん

でいました。以下は毎年鎌倉ガイドをしてくださっ

ている望月さんの文章 と、参な日留学生からの感想

文です。

鎌倉ガイ ド

望月 禾日彦

毎年、春 3月 に留学生の皆様を駅でお待ちして

いるのが楽 しみになりました。私は歴史に興味が

あり歩 くことが好きで、市内の細かい道を知って

感
い る こ じ

引き受け て

まず第一

2θθ6シ l‐ :'リ

とか らガイ ドを

てい ますこ毎 回、

にお 話 す る こ と

は春の鎌倉は観光客が多 く、また一人 しか歩けな

いような狭い歩道を歩きますので、絶対に自動車

道に出て歩かないよう、交通信号は守って歩 くよ

うにお願いしています。折角、日本に勉強に来て

いて、観光見学旅行で人身事故を起 こしたら大変

なことになるからです。

800年 前に鎌倉は約 150年 の間、政治の中

心地でありました。 (武士による政治が始まり、幕

府が置かれていました。)そのため、歴史的な遺跡

が沢山あります。小高い山と海に囲まれた小さな

街ですが、緑が多くきれいな花の咲 く樹木に出会

え、一般の人々の生活風景が肌で感 じられる楽 し

い所です。そして、私の描いたピカソ風の市内地

形図が「どうして鎌倉に幕府が置かれたのかJの

疑間に対 して、わか りやすいと評判を得てお りま

す。

12か ら 14世紀にこの地に生きた人々の信仰

心や政治的背景が少 しでも頭の隅に残るようでし

たら、ガイ ド役が果たせたかなと思っていますが、

いかがでしたか ?

何事もなく無事に皆様 と「さようならJと お別

れできると、ほっといたします。

W
●■‐

贅罫|ま伸I,ビっけ ?」

憑亀F,お■見るF~FIが |ヽ 11ざ|ヽ i

書体や|||ば,鎌1倉でしよう::

:||:i11‐  |・―・11151111‐‐‐‐i

二|■難ま::=1鎌倉■i

1鰤彎 ||■||■
|||ん|'|||||||■ ■|■■|■■|

「思い出した !

あけばの

よ つ。J
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鎌倉旅行に参加して

ジョセフ 0卜…マス・ ウォルシュ

(アメリカ)

大学院修士課程 (P⊂Sプログラム)

日本の最もよく知られた史跡であるのに、今回

の旅行の前には、鎌倉の大仏を見たことがなかっ

た。それに、大仏の中に入ってみることができる

とい うことも知 らなかった。その 日は、は じめ

か ら最 良の 日で

あ った。留学生

支援の会のおか 11

げで、多 くの新

しい友達ができ

た。

私 たち は、み

んなで ともに古

代の 日本 につい

て学 び、 はが き

や 博物館 の中で

しか見た ことが

ない、 多 くの も ■ltょふ二

のを見 て過 ご し

た。

私が一番楽 し

か ったの は、鎌

倉の有名な神社

やお寺を見た こ

とで あ る。鶴 岡

八幡宮 は、 12
世紀 に建 て られ

た、最 も重要 な

神社 であ る。 そ

こでは、何組 か

の家族が新生児

の命名式 に参加

していた。神主たちが自装束をつけて、伝統的な

儀式を執 り行っているのを見るのは、とてもおも

しろかった。 とてもエキサイティングで、神主が

銅鍵を力強 く打った時は、飛び上がりそうだった。

日本で一番大きな木造の仏像がある長谷寺は、

もっとすばらしかった。金箔をはった十二面観世

音菩薩には、目を見張ってしまった。お寺の内部

は撮影禁止だったが、撮影できなくても、私には

問題なかった。その建物の周囲には、美 しい場所

がたくさんあった。私たちは、様々な花が咲き乱

12 :東京外国語大学留学生支援の会会報No 22 2006年  7月

れている時期に訪ねることができて、本当に幸せ

だった。亀さえも春を満喫していた。

最後に、有名な禅寺、日本 と蒙占が 700年 前

に戦った兵士を祭るために建てられた、円覚寺を

訪ねた。このことを知つている外国人は少ないと

思 う。多くの人は、日本で語られているのは、伝

統的に大和の人々を褒めたたえ、一方、外国の影

響を過小評価して、避難さえしていると思ってい

る。しかし、円覚寺は、違った物語を残している。

この 日の最後

に、 グルー プは

二てに分かれた。

何人かの学生は、

この町の よ く知

られたシ ョッピ

ング街を散策 し

た。残 りの学生

は、銭洗い弁天

に行 ってお金を

洗 い、幸運 を求

めた。洗 ったお

金が 2倍 に増 え

る との言い伝 え

があ るが、私 に

とっては、お金

が増 えるか どう

か |ま 重要な こと

で は な か っ た。

なぜ な ら、鎌倉

で楽 しい時間を

学友 たち と過 ご

し、 た くさんの

ものをイ尋たから。

留学生支援の会

の皆 さん、 どう

もありがとう。

一
轟

Ｌ
鵬
盟
■
日
璽
嚢
沐

金箔をはつた十二面観世音菩薩 ?そレ
/

亀も春を満喫 7 センノ

がソ` かわいい「江の電」

ガ ソ`｀
鎌倉は木がいつぱい



楽しかった鎌倉への旅

張 青 (中国)

日本語 。日本文化研修留学生

春休みに、留学生支援の会主催の鎌倉見学旅行

に参加 しましたc支援の会の方々はとでも親切で、

詳 しいスケジュールを立てたり地元のガイ ドさん

を招いたりしてくださって、その熱心ぶ りに心が

打たれました[短い日帰り旅行でしたが、とでも

楽しくて、思い出に残る日になりました。

かわいい
~江

ノ電_を 降 りて、まず訪れたのは

名高い
~鎌

et仏 _で した。その仏像の巨大さ

に本当に驚 きました=ど うやって作 ったんだろ

う。・・・・・ ヒ思いつつ、みんなで記念写真を

撮 りました:そ つ後、長谷寺に向かって出発 しま

したこ道か焦 くて、両脇にお土産屋さんが軒を並

べています:請ながらの伝統手芸品が次々と目に

入りました=支達としゃべったりしているうちに、

いつの間にかもう長谷寺の前に着きました。

非常にきれいなお寺で、木がいっぱいあって、

昔から花見の名所だったそうです。そのなかの山

に登って、美しい相模湾の景色を眺めて、言葉で

表せない気持ちよさでした。

長谷寺を出ますと、レス トランで美味しい和食

をいたたいて、一体みをしました。それから、有

名な婆司八幡宮に行きました。一部の建物が工事

中で全3見 られませんでしたが、実にすごい神社

でした:ま だまだ早いですが、そこの桜がもう咲

いていて、全国各地から来た観光客でにぎわって

いましたこ神社を出て、次に訪れたのは禅寺―円

覚寺でしたЭ非常に静かで山に囲まれたお寺で、

今でも重要な座禅のところだそうです。そこの建

物を見ますと、中国のお寺によく似ている感 じで

した3中国から招いた僧侶は当時そのお寺で授業

をしていて、仏教がだんだんそこから日本全国に

広がったそうです。ゃはり中日両国の文化は昔か

ら縁が深かったなあと思いながら、円覚寺を出ま

した。最後の旅先は、面白そ うな「銭洗い弁天」

でした。そこの水で自分のお金を洗 うと、幸福な

お金になるそうですから、一番楽 しみにしていま

した。駅から長い坂道を歩いて夕方のころやっと

到着 しました。雨が降っていましたが、お祈 りに

来た人が少なくありませんでした。ガイ ドさんの

やり方に習って、自分も持っているお金を水で洗っ

てみました。幸せが訪れるようにと願って、鎌倉

の旅行を終わらせました。

本当に素敵な旅行で、収穫がいろいろありまし

た。とてもいい勉強になって、日本文化への理解

が深まりました。支援の会およびガイ ドの方々、

どうもありがとうございました !

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 000o

3…5く らやみ祭 り参加

今年のゴールデンウィークに、府中市観光協会

のご協力により、大國魂神社 (おお くにたまじん

じゃ)の例大祭 (く らやみ祭 り)を見学しましたc

留学生にとって、長い休 日は苦痛になるケースも

あります。絶好の気分転換、絶好の異文化発見の

機会となりました。

このお祭は、5月 5日 の例大祭の当夜には、八

基の 神輿が古式の行列を整え、消燈 して闇夜に御

旅所に神幸するので、俗に「闇夜 (く らやみ)祭 J

といわれています。競馬式 (こ まくらべ しき)や
山車 (だ し)、 おかめ・ひょっとこのおはやしなど

様々な行事があります。一番の盛 り上が りを見せ

るのは、日が暮れてから始まる御輿。日本一の太

鼓の音が鳴り響きます。以下、学生の感想です。

テオ・ リー リン (シンガポール )

ISEP

2006年 5月 3日 に初めて府中の暗闇祭に参

加させていただき本当にうれしかった。府中市観

光協会の人々が案内してくれ、御神輿を担 ぐ人が

服を着せてくれたり、飲み物を買ったりしてくだ

さった り、あ りがたかった。第 1日 目だったが、

多くの人が府中へ観光に行ったため、にぎやかだっ
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た。ビデオで御神輿をみたことはあるが、今回本

物をみて、 うれしかった。御神輿委は、日本の大

事な伝統なので、シンガポールに帰国する前に一

度みることができてありがたかった。今後機会が

あれば、是非同じようなお祭 りに参加 し、ビデオ

に録画 し、国の友達に見せて、日本の文化を紹介

したいと思う。

頼田 牧子 チエコ語専攻 3年

日本人なのに例外として、参加させてもらいま

した。日本人でも知らないことを一杯説明しても

らえて、とても楽 しかったです。いろんな国の人

と友達になれたので、これもすごくよかったです。

留学生支援ではあるけれども、またいつか交流で

きたらいいなあと思いました。これも何かの縁な

ので、連絡先を交換 した留学生たちといろいろ日

本の文化をみてみたいです。お世話になったので、

何かお手伝いできることがあれば、いつでもいっ

てください=手伝います。

● ● ● ●

6
● 0000● ● ● ● 000● 0000● 0000000● ● ● ● ● ● ● 000

3-6バザー報告 B″ %α α r 2oo

バ ザ ー ヘ の ご 協 力 あ り が と う ご ざ い ま し た

‐
51p.ellll

丁lhanksI

4月期バザーを開催 しま した

平成 16年度までは外語祭開催時に行っていたバ

ザーが昨年度より春 (4月期)、 秋 (10月 期)の年

に 2回行われるようになりました。

開催場所は当支援の会連絡室、期間は 5月 8日

～ 12日 まで、前回にもまして大変盛会のうちに

終了しました。

初日の 8日 には大変多 くの留学生に来ていただ

き、また期間中には延べ 250人 が来室、賑やか

な雰囲気の中で、皆自分に必要な物を探 していま

した。

需要の多かった品物は、各種辞書、書籍や、レ

ンジ、温風器、電気釜、 トースター等の電気製品、

寝具、タオル、洗剤、シャンプー等 日常品、鍋、

:東京外国語入学留学生支援の会会報No 22 2006年  7月

去る5月 8日 (月 )～ 12日 .(金).|のも1日間、1開催致しました留学生1支援の|

ためのバザーには、様々な―バ|ザ|■用1品|を 1多 1数|ご寄付いただき、ありがとう|ご
―ざ

いました。すべて留学生が必要とするも|のばかりで1幹事一同感激いたしま|したも|

フライバン他の台所用品等々の生活必需品でしたE

衣類も若者向けのジーンズ、 Tシ ャツ、ポロシャ

ツ等の普段着が最も人気があったようです。浴衣

も何点かありましたが人好評でした。冬物は少 し

残 りましたが、 10月 期バザーのために保管してあ

ります。 (辞書その他の書籍は日本人学生にも提供

しています。毎年の “ブックバザー"を楽しみにし

ている、との日本人学生の声も聞かれました。)

過去には、すべて無料で何点でも、とのコンセ

プ トで留学生に提供 したこともありますが、試行

錯誤の末、今回は留学生 1人につき 5点、ごく安

い値段をつけました。これにより、留学生もよく

考えて無駄の無い買い物ができたようですじ、よ

り多くの留学生の手に品物がいき渡ったようです。
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ご寄付とメッセージ

VOICE

その 1  関西在住のOBの方から多額のご寄付

をいただくと共に、つぎのようなメッセージが添

えられていましたこご本人の了承を得ましたので

以下に掲載いたしますこ

(匿名)

前略 常々東外大留学生支援の会の活動を続けて

おられますこと′こ、より敬服致しております。

私は昭和 25年ロシア語卒の同窓生にて大阪市に

在住いたし、東京外語会関西支部の運営をお手伝

いしております :

去る 4月 15ヨ に関西支部の総会が開かれ、その

席上母校のi亡 il学 長より本大学の現状に付き懇切

丁寧な説明をお伺い致しましたが、その際学長は、

母校が受 :す F、 ′lて ぃる留学生の支援の必要性 とそ

れが比方から送 り出す海外留学生の受け入れ先に

対するアピールに繋がることを力を込めて熱 く語

られました :

考えてみますと私は受け入れ留学生の支援の必

要性 |ま 一 i的な形であるものと漠然と理解 してい

たと言 う程責で、申し訳なきことながら具体的に

協力しようという気持ちまでは至りませんでした。

しかし、支援が受け入れと送 り出しの双方に有

効であることを熱′こ、に説かれてみると、その必要

性が身近 |二 感 じられ、少しでも応援 しなければと

いう気持ちがi勇 いて参りました。

大げさなことを中し上げるほどの額ではありま

せんが池端学長の熱意にお応えいたすべ く寄付金

を送らせていただきます
=

今後も留学生の支援のためにご活躍されますよ

う祈念致しております]草々

その 2 2002年 度外語祭イタリア語劇有志 と

イタリア語山本研究室の皆さんから多額なご寄付

とメッセージをいただきました。語劇の監督をし

た学生の方からの心暖まる文章を次に掲載いたし

ます。

2002年度外語祭で上演したイタリア語劇の資金

にとクラスのみんなで出し合ったお金が、最後に

三千円ほど残 りました。全員に戻 してもせいぜい

数十円だつたので、どこかに寄付 しようと言い出

したのが始まりでした。山本先生などとも相談 し

た結果、私たちに一番「身近」な外語大の留学生

支援の会にという話しになりました。

最初は三千円ほどだつたのですが、山本研究室

で募金箱を作って部屋に来る人に呼びかけること

約一年、募金箱も満タンになりました。見たところ、

一円や五円玉が圧倒的に多かったのですが、開け

てびっくり。ちりも積もれば山となる。

しかし、今回この投稿を書 くにあたって始めて

留学生支援の会の緊迫した財政状況を知 りました。

留学生は増えるのに、会員や納入金・寄付金は増

えません。留学生支援の会はいろいろな交流を企

画する一方、経済的に困難を抱えた留学生、ス ト

レスを抱えた留学生を支援 したり、アルバイ トや

中古品譲渡の情報を揃えたりといった地味な活動

も留学生支援の会の重要な活動のうちなのですね。

私たち学生にとって、留学生支援の会やこういつ

た問題を、もっと “身近な"も のとして見つめなお

すきっかけになった募金でした。

次の方々からご寄付をいただきました。 ご協

力いただきまして、あ りが とうございました。

略儀ながら、本会報にて深 くお礼申し上げます。

非会員寄付者 (平成 18年 2月 11日～平成 18

年 6月 30日 )*敬称略、50音順

三浦謙二、西尾富巳男、イタリア語 2002年度イタ

リア語語劇学生有志 +イ タリア語山本研究室

会員寄付者 (平成 18年 2月 11日～平成 18年

6月 30日 )*敬称略、50音順

磯かつみ (ゆかり)、 角田秀夫、北村みどり、佐藤

まゆみ、下村和禰、シロウズケンタ、鈴木文子、

千田千鶴子 (理恵)

(以上、一般寄付、緊急貸付基金寄付を含む)

ご協力いただき、ありがとうございました

じ

歌

ダ
爆

毒

部
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ACTTIVITIES

平成 17年度第 8回幹事会

平成 18年度第 1回幹事会

平成 18年度第 2回幹事会

10月 期バザー開催 に向けて

ご協力お願いいたします。毎回、留学

生に大変好評いただいております、留学

生のためのバザーを開催予定です。バ

ザー用にご準備をお願いいたします。

目時  10月 中旬 (予定)

場所  留学生支援の会連絡室

お送 りいただきたい物品

①各種辞書、日本文化・歴史に

関する書籍、文学作品、日本語

教育、日本語学習関連書籍など

②台所用品 (小型の鍋、フライ

パン、電気炊飯器など)

③日常生活用品 (自 転車、タオ

ル、毛布、布団、食器、衣類、

電気製品、保存のきく食品など)

※詳細は葉書にて追ってご連絡いたしま

す。

下記の通 り、幹事会を開催いたしました。

4月  2日 (日 )

(3月 幹事会の振替)

5月 14日 (日 )

6月 18日 (日 )

ア
．
一．　

，
カ

・咆
祗

当会へのご意見、ホームビジットやイベントに関

しての感想文な ど、会報への投稿をお待ち して

おります。お気軽にお問い合わせください。

□ □ □ 編 集 後 記 □ □ □

通常6月 に発刊しております本会報ですが、今回事

情により発行が遅れました事、お詫び申し上げます。

くお問い合わせ先 >

〒 1838534東 京都府中市朝 日町 3Hl
東京外国語大学 留学生気付 (梅田、大武 )

TEL: 042-330-5542/5185 FAX:042-330-5189

E rnail:sien― tufs@nifty com

http://hOmepage3 nifty com/is― tufs/

会員の皆様には、これまでの支援活動へのご

協力、ご支援をいただき、ありがとうございま

す。

平成 18年 度も引き続 き会員 としてご支

援 いただきた く、本年度会費 (一 般会員 :

3,000円 /協賛会員 :20,000円 )を同

封の振込用紙にてお振込くださいます様、お願

い申し上げます=(すでにお振込いただいてい

る方は、封筒の宛名ラベルにその旨が印刷され

ておりますこ)
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―人でも多くの方が振り込んでくださるよう

重ねてお願いを申し上げますc
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● MESSAGE BOARD  ・

年 会 費 納 入 を お 願 い し ま す !

留学生の今にふれ、明日を支えるのは、

会員の皆さまひとりひとりです。(12ページ)

留学生の出身国・地域の多様化が進む

会長 中嶋 洋子

紅葉も終 り日々寒 くなってまいりました。会員

の皆さま、お変わりなくお過ごしでしょうか ?

早速ですが、例年のことながら、平成 18年度の

事業案、予算案に関して会員の皆さまからのご異

議はありませんでしたので、承認されたものとさ

せていただきます。

といいましても、すでに本年度も秋に入 り、実

際の活動は例年以上に活発になっております。ホー

ムビジット・ホームステイ、 10月 期バザー、国会

議事堂見学 。江戸東京博物館見学 。ちゃんこ鍋を

囲む会などをはじめとして、様々な活動が展開さ

れています。詳細は各活動報告をご覧下さい。

さて、今回は、2006年度受け入れ留学生の出身

国・地域の変化についてお伝えしたいと思います。

東京外国語大学には、2006年 4月 には世界の 71

カ国 。地域からの 6H人 が、そ して 10月 には、

57カ 国・地域からの 599人 の留学生が在籍 して

おります。

このように多くの国々から留学生を受け入れて

いる大学は全国でも少ないと思われます。その理

由は、国費留学生を送 り出す東欧や中東・ アフリ

カなどの国々が増えていることと、東京外大の大
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学問交流協定校の増加に伴い、交換留学生が増え

ていることによるものです。これまでにはあまり

来ていなかった、レバノン、チュニジア、ボスニ

ア・ヘルツゴビナ、アルメニアなどの国からの留

学生たちが、日本人学生 と楽 しげに学内で交流 し

ている姿をよく見かけるようになりました。当会

連絡室へも、これらの国々からの留学生たちがやっ

てきて、茶道、華道、書道、ギター、さらには尺

八などの日本文化を体験しています。

大学の教育研究目標 としても、地球社会化時代

における拠点大学を目指 し、海外留学や海外研修、

留学生の積極的受入れを推進することを掲げてい

るとのこと、これからも様々な国 。地域からの留

学生が来学し、日本人学生 との交流も増え、キャ

ンパスでの国際化が進むものと思われます。

しかし、学部及び大学院に長期に在学する留学

生の大半は、これまで同様に、中国、韓国、台湾

からの留学生で、その 8割近 くが私費で入学 して

いるのが現状です。

東京外大に入学してくる留学生の在籍身分は多

様ですが、彼 らの留学生生活が充実 したものとな

ると同時に、日本人学生が留学生 と教室以外の場

所でも楽 しく交流ができるよう、当支援の会が協

力できればと願っています
=

ABOUT

担当 梅田 由美子

前号で、緊急貸 し付け基金のこれまでの経過 と

窮状をお知らせ して、ご協力をお願いいたしまし

たが、その後の状況を簡単に述べさせていただき

ます。

おかげさまで、この 10月 末の残額は、140万に

なりました。その最大の理由は、常に留学生の状

況にご理解のある前学長の中嶋先生が、基金の窮

状を察 して下さり、この基金設立時に続き 6月 に

再度高額のご寄付を下さったことと、基金を借 り

ている留学生の多くが、夏休みのアルバイ トなど

により得たお金を、9月末に返還してきたからです。

尚、6月以降、会費の納入と共に、緊急貸付基金

へと書いてご寄付いただいている方もいらっしゃ

ると、会計の方からもお聞きしています。まだ、

基金の方にいただいていませんが、それでも総額

が 400万 を超えました。現在、260万が活用され
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ていることになってお りますが、本当に留学生に

とっては頼みの綱となっております。

留学生に代わり感謝致します。

REPORT

3‐1 教室紹介

小 さ な 日本 語教 室

ある時、中国ウイーグル自治区からの留学生 A

君 (大学院 2年生 )が、本人より遅れて来日した奥

さんを連れて当会連絡室を訪れました。奥さんは

母国では医師として活躍 していたようで、英語が

とても達者な知的な方でした。彼女は是非日本語

を勉強 したいのでどこか紹介 してほしいとのこと

でした。私は、府中市の国際交流サロンで日本語

を教えていることを伝えたところ、しばらくはそ

こで勉強 していたようでした。ある時、その後の

日本語の勉強について尋ねると、きちんと順序を

踏んで教えてもらいたいと訴えましたc

もヒより日本語習得の方法は様々あり、交流サ

ロンでの市民ボランティアによる日本語の勉強も

決 して無駄で |ま ないと思いますが、更には、この

サロンは単に日本語の勉強のみならず、日本人 と

の交流の場でもあり、1人で家に開じこもりがちな

留学生の配偶者にとってはそれなりの役割を果た

しているとは思います。

がしかし、彼女は、系統的に本格的に勉強 した

いとの思いが強いことがわかってきました。

そんな折、神奈川県の会社員でいらっしゃる方

(会員 )が当会のホームページを見て日本語のボラ

ンティアとして活動に参加 したいというお中し出

がありました。日本語教育能力検定に合格 してい

るいわば日本語教育のプロでいらして、英語、韓

国語にも秀でている方です。さっそくA君の奥さ

ん、更にもう 1人、エジプトからの留学生 F君 (大

学院 2年生 )の奥さんにも呼びかけ、土、日を利

用して本格的な日本語勉強の場が生まれました。A

君のお兄さんも加わっているとのことです。

留学生自身は、学校に勉強の場があり、辛 くと

も達成感を覚えることや、自己実現の可能性もあ

ると思われますが、配偶者の方々はともすると孤

独を強いられます。こうしたいわば日本社会に溶

け込みにくい方たちに、日本語勉強の場を提供で



きたことを嬉しく思っています。

他にも日本語教育ボランティアのお申し出があ

りますので、今後このようなケースを丁寧に掬い

上げ、配偶者や家族の方たちへのケアーも大切な

活動として取 り組んでいくつもりです。

尚、大学の留学生日本語教育センターでは、初

級日本語講座をこの 10月 から開いていて、対象は

一般 (従 って留学生の配偶者、家族も可 )、 無料と

のこと、講師陣は経験豊富なまさに日本語教育の

専門家ばか り、当会としてもこうした機会を積極

的に紹介していきたいと思っています。(N)
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3…2 各国文化紹介

お茶 とお菓 子 の会 を通 じて

第 3回 各国文化紹介コーナー、この企画は留学

生による自国伝統文化の紹介、発表の場です。6月

22日 (木 )当会連絡室で 12時から 14時 30分 ま

で開催 しました。今回の発表国は ドイツ、ブラジ

ル、ロシアの 3カ国でした。誰もが気軽に参加でき、

各国の伝統的なお茶とお菓子 (軽食)を味わうこと

ができます。今回は 120名を超える参加者があり、

会場はやや狭いのですが、留学生の心のこもった

おもてなしを受け、和やかな交流の場となりまし

た。以下の感想が寄せられました。   ■|・ _

●

●

●

●

●

●

0

0

0

●

●

●

0

0

0

発表してくれた留学生の感想
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本当に楽しかったc初めは緊張したが、皆が「お

いしい」 と言ってくれて嬉 しかった=も う一度や

りたい。(ヴエレーナ :ドイツ )

自分では料理をあまり作らないが、友達 と一緒

に、大変だったけどいっぱい作 り、皆に喜んでも

らえたので楽しかった。(エ リーザ :ブラジル )

これが、サッカー以外のもう
一つのブラジルです !!

丁ea for you&your friends! どなたでも参力0できます !当会にお問い合わせ下さい。

きちんと皆さんに伝わったのか、

緊張しました。

お茶とお菓子の後は

全員笑顔です !

ea tti me

参加した留学生と日本人学生の声

11ij::::|

作 り方や習慣 とかを教えた。みんな興味を持っ

て質問してくれたので楽 しかった。(エ ロイーゼ :

ブラジル )

サンバ、サッカー以外のもう一つのブラジルを

紹介するチャンスがあって良かったc同時に自分

が知らないもっと知 りたい国について知るきっか

けでもありさらに良かった.次同も楽 しみにして

いるc(フ ァース ト夫妻 :ブラジル )

自分の国の習慣を紹介できるのは面白かった。

他の国の食べ物を食べてみる機会も良かった。

(アナスタシア :ロ シア )

どの食べ物もお  。 次のパティーで自

いしく、とでも 。 分の国を紹介した

素晴らしいバー  : い。

ティー.    :

… ‥ ‥ … …
1‐‐)。 … … … … .

いろいろな11の 人 : 食べ物と 緒ヽに文

と話がで き嬉 し 。 化を紹介すること

い.       。 はとでも面 `lい試

。  み
=

日本以外の国を知

るいい機会。

ブラジルの写真は

きれいで見ていて

楽しい。

。国の文化について

o知 っているだけで
お茶のチカラ  :な く実物に触れる

:こ とが重要 だ と
°

思った。

食べ物、飲み物ど 。

れもおいしく、本 ・

場の味が楽しめ  : お東子の楽 しみ

た。

普段留学生と話す

機会がないのでこ

の企画はとでも良

い。

いろいろな国の留

学生と楽しく交流

でき、国際的な雰

囲気の中、貴重な

体験ができた。
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3‐3 七夕茶会

留 学生 の ため の 七 夕茶 会

講師 三浦 宗恵

去る 7月 4日 (火 )、 常時、茶道を練習している

留学生が、ゆかたを着て、それまでの成果を披露

しました。

床飾 りをした和室に茶釜をしつらえ、抹茶をた

てて、和菓子の銘 “あじさい"を添えて、参加者に

味わっていただきました。

参加者全員で、短冊に、心を込めて願いを書き、

笹に吊るしました。それぞれの母国語で書かれた

もの、習いたてのの漢字や仮名、ローマ字で書か

れたものと、様々な短冊が 下がり、興味深い国際

交流の場となりました。

別の部屋では、抹茶を点てる体験コーナーを設

けましたが、大盛況でした。茶究をさわるのも初

めての留学生は、茶究で泡立てることに興味を持

ち、「もっと振るの ?」 、「これでいいの ?」 と、初

めてのお茶点てを楽しんでいました。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 000o000●

3…4 夏期田沢湖研修合宿

8月 7日 ～ 12日 に亘り、支援の会同好会のギター

エチュー ド(代表 佐々木 日出男氏 )が中′いとなり、

留学生課並びに当会協力のもとに夏期研修が行わ

れました。TUFS田沢湖温泉ロッジを利用しました。

同ロッジ管理人の伊藤正次氏 (当会会員 )は じめ地

元の方々のご尽力に感謝致します。

田沢 湖合 宿 の振 り返 リ

博士前期課程 蒋 珍毅/シ ョウチンキ

(中 国)

今年の夏、わたしは最高の思い出を作りました。

外大を出発 した時は、お互いみんな知らない同士

で会話もなかったのですが、田沢湖につ く頃まで

には、カラオケ歌合戦などの催 しを佐々木団長が

考えて下さり、お互いざっくばらんに話をできる

ようになりました。

東京外国語大学のこの田沢湖ロッジにくるのは

初めてで した。山に囲まれる中で、川のせせらぎ

は気持ちよく感 じられました。乳頭温泉から引い

てきた温泉付きです。私たちは最初温泉の卵が腐っ

たにおいに慣れませんでしたが、地元の人による

4  1東 京外|」 語人'「 留学
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とこれが本来の温泉のにおいだと聞かされました。

そして夕食の時、私は大人数でご飯食べることは

こんなに楽 しいとおもうのと同時に、みんなの自

己紹介に関心を持ちました。ここに来た学生は様々

なバックグランドを持っています。参加者 10人は

6つの国と地域から来ました。私みたい日本に来て

6年 目になる人もいれば、来 日4ケ 月しか経って

ない人もいました。ですから、食卓の会話は日本

語と英語とたまには中国語とイン ドネシア語を混

じってやりました。

次の日の朝、みんなは早起きして、山に散歩 し、

朝風呂に入 り、用意された栄養バランスたっぷ り

の朝食をいただきました。このように東京 とは全

く違い、自然が溢れたところで生活をしていまし

た。朝食後このゼミ合宿の本丸となるギターの練

習は始めていました。最初は一日 2時間練習する

プランでしたが、やはりみんなはやる気満々のよ

うで、夕食終わっても、自主的に練習していました。

私たちは 2日 目からのプログラムが豊富でした。

わらび座という音楽舞台を鑑賞したり、駒ケ岳を

登ったり、田沢湖の浜辺へ行つたり、抱返渓谷へ

行ったり、国際教養大学に訪問したりをしていま

した。

私は特に山に登ったことに感動 しました。はじ

めて 1000メ ー トル以上の山を登って頂上に田沢

湖の全景は一日瞭然でした。山は緑、湖と空は青、

雲は白、大自然はバランスよく私たちを包んでく

れました。登るときは大変だったが、降 りるとき

はちよっと怖かったのでした。険しい山道は苦手

な女の子に、男の子からも、案内してくれた方々

からも助けてくれました。往復で 4時間もかか り

ましたが、途中みんな歌ったり、写真を撮ったり、

すごく楽しい時間を過ごせました。

私たちは、東京に帰って来た頃に、みんな仲良

くなりました。その合宿の後も、2回 ぐらい一緒

に東京で遊びに行ったりをしていました。そして、

この秋から、私 ともう一人の女の子はギターを始

めます。この合宿のおかけで、友達もできましたし、

趣味を増やすこともできました。本当に最高な思

い出でした。留学生支援会のおかけです。ありが

とうございます。

留学生同士、心から語 リ
合う喜びを見つけた夏 :



3…5 夏休み将棋教室
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恒例の「夏休み将棋教室 }を、

8月 25日 (金 )～ 26日 (土 )

の 2日 間、支援の会連絡室で

実施しました。参加者は、近隣

の小学生 12名 、留学生 2名 の

14名 でした。 日本将棋連盟の

有段者、中座、中倉、堀国の 3氏による指導の下、

初級の講義を受け、留学生 2名 を含む 9名 が修了

書を授与されましたc

世界の代表的庶民文化 としての将棋の奥深い魅

力に惹かれて、今後も続けていきたいと、参加者

は言っていました。

● ● ● ● ● ● 0000● ● ● ● ● ● O o o

当会へのご意見、ホームビジットやイベン トに

関しての感想文など、会報への投稿をお待ちして

お ります。お気軽に当会へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先は、最終 13ページをご覧下さい。

■―般寄付 (特にご指定のなかつた寄付)、 緊急貸付金寄付をいただいた方々

次の方々からご寄付をいただきました。ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。略儀

ながら、本会報にて深 くお礼申し上げます。また今後の活動への参加や、支援の会へ忌憚のないご意見

をよろしくお願い申し上げます。 (万一、お名前に間違いがありましたらお詫び致します。その場合は当

会までお知らせ下されば幸いです。)

会 員 寄付

浅田幸彦

浅野尚文

井口英子

生山裕美子

池谷満

池田修暗

磯かつみ (ゆ かり)

板久恭子

市川友子

井上東一 。久美子

岩永達郎

上野幸江

碓氷春男

梅田由美子

大森堅五

奥澤清子

小野沢格子

角田秀夫

川口健一

喜田美樹

挙市玲子

小磯好成

五島大介

小松紘一郎

笹岡太一

佐藤桂子

下田菊美

新堂睦子

鈴木正道

高浦民男

頼母木久代

田原明

中島剣山

中島正隆

中村博

中村宏

中村真理子

成瀬よし子

箱崎洋子

早川幸位

疋田妙子

古川早紀子

本望春夫

前田理絵

松下宗柏

松林綾子

望月征美

八坂翠

柳川二郎

山田裕子

山本博史

横石邦彦

匿名 1名

非会員寄付

株式会社文教

星達雄

リンガハウス (代表 西日重善)

会員寄付

浅野尚文

川口健一

高浦民男
※ 7月 1日 ～ 11月 20日 分

(敬称略・50音順 。異字体略)
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3…6みこし体験@久我山稲荷神社

10月 7日 (土 )に 会員の小林みのる様から

のご招待で、留学生で久我山稲荷神社の秋の例

大祭で御輿を担ぐ体験をしたい人がいたらどう

ぞ、とのメールをいただき、今年は東チモール

とレバノンからの 2人の大学院の女子学生が参

加しました。

祭 りをみるだけでなく参加して、町の人と一

緒に御興を担いで町を練 り歩き、御神酒所で地

域の方々と交流して、すばらしい体験でしたと

小林さんに感謝していました。

留学生だから、挑戦でき
た。自分を見つけた秋 !

3‐7バザーを開催

Spleこ i‐。1

10月期バザーを開催 しま した

今回も、書籍類は無料、他の品物も、最高でも

100円、一日 1人 5点までと決めて初日を開始し

ましたっ ドアを開けるとすぐに、部屋一杯に学生

が集まって大変でしたが、皆満足して、うれしそ

うに帰って行きました。火曜日から金曜日までは、

毎日コンスタントに留学生が集まってきました。

毎日来て、50円、10円の品物の値段の値下げ交

1東京外国語大学留学生支援の会会報No 23 2006年 11月
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渉をする学生もいましたG収益金は、約 5万

円でしたが、留学生との交流が楽 しい 5日 間

でした。

今回一番人気があったのは、布団、毛布、

枕などの寝具類、電気製品、辞書類で した。

希望者の多い電気製品は、 くじ引きで当選者

を決めました。支援の会連絡室にいっぱいあっ

た品物も、金曜日にはほとんどなくなりまし

一・一一・一５一ｋ一
ｎ一ａ

一ｈ一丁

ξ]:鮮lttI:主をilk灘セ甕争:

:::言釜1聾言『雹平昼泄:言]iiふうネtた :・書きま:1未曇‐̀
:あ

|`‐ぶ-1ち |ききまt.たょ|・ | |‐

‐
 |

これが私のみこしスタイル !!「ワッショイワッショイ」
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た。留学生たちは、外大にこのような支援の会が

あってほんとに良かった 1感謝の気持ちでいっぱ

い |あ りがとう |こ れからもよろしく |と 、日々に

言って帰って行きました。

今後も毎年、春秋の年 2回バザーを行 う予定で

すので、どうぞよろしくお願い致します。以下に、

参加した留学生の声をお伝え致します。

バザーをありがとう :

ISEP生  イソミ ンデイノフ・ザファル

(ウ ズベキスタン )

それから、 10月 半ばの一週間バザーが開催され、

私は、その初日、バザーに行きました。バザーに

は、留学生が大勢いましたc皆は、バザーに興味

があって来ていました。バザーには、留学生にとっ

て、必要なものが沢山ありました。バザーで売っ

ていた物は、値段がとでも安 くて、本や辞書は無

料でびっくりしました。皆は喜んで自分が要る物

を買いましたc

私は東京外国語大学のバザーの主催者の人たち

にお礼を言いたいです。留学生にこのような便宜

を図っていただいて、とでも感謝しています。

これからも、バザーを開いて欲 しいと願ってい

ます。

会
員
の
皆
さ
ん
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

√%～′九

ンでもBAZARがあるから

です。ウズベキスタンにはスーバーが少ないから、

人々は BAZARに 買い物に行きます。

日本に来てから、東京外国語大学にある学生用

の掲示板で、バザーについての広告を見ました。
00● O o o●

3-8国会議事

私は、ウズベキスタン

で先輩から日本のバザー

について聞いていて、そ

の時から、 [1本 のバザー

には興味があ りま したこ

何故なら、ウズベキスタ

¨
堂
、

東京博物館見学とちゃんこ鍋で交流

●  ●

江

・

一戸
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今まで国で勉強してきた知識が
よリー層深まって、、、

研究生 モンコンチャイ・アッカラチャイ (ゴルフ )

(タ イ )

10月 28日 に 22人の留学生が集まって留学生

支援室の方々と一緒に国会議事堂と江戸東京博物

館の見学に行きました。

国会では、ごく普通の参観者通用門から入って

飛行機に乗るかのように全身を検査されました。

しか し、その間を通ると、なんとも立派な建物を

発見 して、本当に驚きました。一瞬日本ではなく

ヨーロッパにいるような感じがしました。そして、

建物の中に入って、階段を上ると (かなり疲れまし

た)すばらしく豪華な衆議院議場がありました。あ

まりにも立派な建築様式だったので、説明のテー

プの音声を聞かずに、写真を撮るのに夢中になっ

てしまいました。結局、内容については質問の時

間に出てきたことしか分かりませんでした。その

後、全国の都道府県から贈られた本を観て、それ

ぞれの地域における特徴が感 じられました。記念

写真を撮 り、国会議事堂にさようならと伝えるた

東京夕ヽ 1喘 :プ(学
tJ学 ′
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鍋園み、人生を深く楽しむ

さま きあtlどうぞ

「そろそろお鍋の季節ですねぇ。」「ですよねぇ。」こんなフレーズも、留学生から聞こえてきますよ。予想外 !?

めに手を振 りました。

入国から出口までい

ろい ろ案 内 して下

さった国会議事堂の

ガイ ドさん、 どうも

あ りが とうございま

した。

少 し足を運んで、

江戸 。東京の歴史 と文化について豊富な資料や復

元模型を通 して楽 しみながら学べる「江戸東京博

物館」に行きました。ここでは様々な江戸時代か

らの物を見て、その時代の生活をはじめ として、

建物や文化など本当にいろいろ勉強になりました。

このようなことは自国でいくらインターネットや

3‐9紅葉丘センター地域文化祭参加

紅葉丘センター地域文化祭に留学生が参加 しま

した 〔10月 29日 (日 )〕 。毎年、招待を受けてい

る紅葉ガ丘文化センターの文化祭に留学生 8人が

参加 し、モンゴルの留学生の歌、 ドイツの留学生

によるアイルランドの笛の演奏、ブラジルからの

留学生によるボサノバのギターの弾き語 りなどを

披露し、地域の人たちと交流しました。

「発表する場が大切なんです !」

東京外L語 ノく学・nJデ ■ 支援の会 会報 No 23 2006年 11月

参考文献を調べても、一度この博物館に来ないと、

その時代の雰囲気などが感じられないと思います。

今まで国で勉強 してきた知識がよリー層深まって

きたような気がしました
=

そして、ちょうどみんなのおなかが空いてきた

頃、お相撲さんがいつも食べているちゃんこ鍋を

食べさせていただきました。食べきれないほど出

していただいたのですが、とても美味しくて、み

んな全部食べ切 りました。これで全ての見学が終

了しました。

最後にこの場をお借 りし、留学生支援室の皆さ

まに心から感謝申し上げます。また、このような

機会がありましたら、是非参加させていただきた

いと思います。
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ホームビジッ ト、ホームステイ受け入れにご関心

のある方は是非、当会にお問い合わせ下さい。

EXPERIENCE

ホームビジット・ホームステイをお引き受け下

さいましたご家庭の皆さまには、心よりお礼申し

上げます。今回は、2人の方からホームステイ受け

入れの方向をさせていただきます。 1つ 日は、会員

の松下さん (静 岡県沼津市長興寺住職)がホーム

ステイを引き受けて下さった時の貴重な体験を地

元の新間に投稿なさった文章をご紹介します。2つ

日は、東外大が北区にあった頃から度々ホームス

テイを引き受けて下さり、大学が府中に移転 して

からも続けてくださっている田口さんの報告です。
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テンプル 。ステイ

会員 松下 宗柏

大学の春休みや夏休み、長興寺に各国からの留

学生が 2、 3泊するc私にとっては、居ながらにし

て異文化に接することのできる機会であり、また

リフレッシュのひとときである[

7月 30日 から 8月 1日 まで中lT3福 建省出身の大

学院生・泰富明さんが両親と共に滞在した=初 日、

夕食は駿河湾の海の幸を、と沼津港に睛lい、まず

は「び 1)う お」を訪れた:あ いにくの曇 り空で夕

映えの駿河湾と|ま いかなかったが、ホランテ ィア

カイドの方々の温かい応対に′こ、がなごんだ
=

この後、「なまものは苦手.庶民の味をJと いう希

望で天丼と桜エビのかき揚げを味わった。

この日はたまたま狩野川花火大会の日.食後の

散歩にと狩野側河畔へと向った。次々と夜空に咲

く大輪の花に目を輝かせ、歓声を上げていると、

居合せた女子高校生が「ケイタイで録画すると素

敵だよ。」と画像を見せてくれた。「沼津の人達は人

情に厚いですね」とすっかり感激の様 F。

私の案内は、ここ白隠の里の散策、三島の龍沢寺、

i嶋大社、そして箱根というのが定番。今回の特

色は、大社前で偶然立ち寄った茶館で、ヘルシー

なお粥 と中国茶をいただき、中国の国情、日本の

就職事情などに話が弾んだことc

このテンフル・ステイは数年前、東京外国語人

学の前学長、中嶋嶺it先 生の奥さんから「留学生

達に日本文 fヒ を体験 してもらいたいので、協力し

ていただけませんか_と 一本の電話をいただいた

ことに始まった_

現在、東外大には世界各国から国費、私費の留

学生 700人近 くが在学 しているが、日本の物価高

に悲鳴を上げているとい う。そこで中嶋夫人は、

ボランティア団体「留学生支援の会」を結成 し、

650人 ほどのボランティア会員が、学習面、資金

面にわたって応援している。

幸い、当寺には民家を改造 した座禅堂があ り、

台所や浴室もある。また、原の人達や檀家さん達は、

かつての宿場町の人情として旅人にやさしい。か

くして、自炊を原則 として、留学生を受け入れる

ことになったのである。

今までにエジプ ト、 トルコ、タイ、そして中国の

学生さん達が訪れた。

一番印象的だったのは、ヘバさん、タッラーさ

んというエジプ トからの学生さんであった。エジ

プ トは回教国。私にとっては回教徒に親 しく接す

るのは始めての体験であった。

二人はヘジャプというスカーフを頭から外そう

としなかったし、酒と豚肉はタブーであった。また、

東京のモスクからケイタイに送られてくる時刻に

よって一日 5 1nlの礼拝を欠かさなかった。

ヘバさんに「何を祈るの」と聞くと、「片方の手

に天国を、もう一方に地獄を思い、日の前に死を

思 う。そして日常の行いを反省 します」 と教えて

くれた.

二人の箱根の清々しい山の気や豊かな水に触れ、
~こ

んな美 しい所が他にあるのかしらJと大感激。

その Llの 夕食、手作りのエジブ ト料I里を振る舞っ

てくれた.

翌朝、「人生と旅行には困難が付きもの」と言い

残 し、「青春キップJを片手に普通列車で京都に向

けて旅 ギ1っ ていった.私は、 1人の魂の輝きを感

じるとともに、うわべを装 うことに,こ、を奪われ、

とかく′こ、や古|:性を磨 くことを忘れがちな日本の若

者達に思いをいたし、憂えたこ

今月末にはスイスとモンゴルの学生さんがやっ

て来る。彼 らにも静岡の美 しい自然 と温かい人情

を体験 してもらうと同時に、モンゴルの生活やチ

ベット仏教の話を聞くことを楽しみにしている。

〔『沼津朝日新聞J(8月 4日 付け)よ り転載〕

国 際化 と留 学生

会員 田回勝美

留学生とのお付き合いは、東京外IJ語大学がま

だ北LKの西ケ原にあった頃の 10余年前からです。

あの頃は、国際化 。国際化と盛んに言われた時代

でしたが、何をどの様にすることが国際化なのか

よく分かっていませんでした。

そんな中で留学生とのお付き合いは始まり、わ

が家にもいろいろな国の留学生が異文化の波を寄

せてくれました。

中国、韓国、タイ、フィンランド、 トルコ、イ

タリア、アメリカ、シンガポール・・ 。など。

一番永いお付き合いは、韓国のチ ョン・ ヨンイ

ルで、今でも韓国に娘 (ヨ ンイルのこと)や係た

ち (ヨ ンイルの子 どもたち)がいるような家族 ぐ

るみのお付き合いとなっています。

続いて、一昨年は トルコ、イタリア、アメリカ

からの 3人娘で、とてもにぎやかで楽 しい一年で

した。日本の四季や課程料理、小学校の授業参観、

箱根や長野へのさよなら旅行など、共有 した思い

出をいっぱい残 して、それぞれの国へ帰つて行き
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ました。

「初めて日本に来た時に、ホームシックになった

ので日常生活は本当に難しかった。でも、Taguchi

さんは私にとても親切にしてくれました。寛大な

行為に心を打たれました。

Thank you for taking care of me Ⅳ10Ⅳ II

心から感謝していますυ 一 レイチェル ー J

帰り際に寄せてくれたレイチェル・カーソンの礼

状は、読む度に涙が出てしまいます。

そして今年はシンガポールからのリー リンで、

一気に日本の「おばあちゃん」になってしまいま

した。一緒にいると「孫Jの ように若 くて、気立

てが良くて、可愛くて、「日本の男性と結婚したい。」

といいながら、沢山の日本文化を吸収 して 9月 に

帰国しました。

こうして 10余年「国際化」は、あくまで自然体一

私に出来ることをする一こうした風景を沢山作っ

ていくことでしょうか |・ ・・

● ● ● ● ● 00● ● ● ● ● 00o0000

VOICE

5‐1 外語大でのキャンパス 0

ライフは楽しい :!

大学院前期課程 (P⊂Sプログラム)

エディ・スハル ト (イ ン ドネシア)

2004年 9月 に日本に初めて足を踏み入れまし

た。そこは、「日の昇る国」だけでなく、「どらえもん」

「鉄腕ア トム」、「しんちゃんJ「キャプテン翼」の

生まれた国です。ある専門家は、日本は、伝統的

な文化 と現代的な文化の、又は東西の文化が融合

した社会であると言っています。私は、日本がど

んな社会で、どのような環境にあるか、どのよう

な文化や伝統を持っているのか、日本の大学での

生活はどうなのか、早く知りたいと思いました。

研究生として半年、大学院に入って 1年半が経

ちましたが、以下に、私が外大で体験 した勉学と

その他の活動について、述べたいと思います。

『日本語は難 しい コ

私が入学 した大学院のコース「PCS(平和構築 。

紛争予防 )Jは、すべての授業が英語で行われてい

るので、日本語を学ぶ必要がありません。すべて

のクラスメイ トは “がいじん"です。しかし、日本

10 1東 京外国語大学 留学生支ltの 会 会報 N0232006年 11月
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°
 で生活 しているからには、最小限の日本語は、生

●

。 活に必要です。出かけても迷わない方法、挨拶の

. 仕方、買い物の方法などです。PCSコ ースでは、

そのための日本語クラス、“サバイバル日本語"を

設けてあ りました。この授業は、そんなに出席が

大変ではありませんでしたし、日本で生きていく

ためにとても役に立ちました。

最初は、いくつかのことばが、私には同じよう

に聞こえました。ある日、日本語を使ってみる機

会がありました。学部の日本人学生に、自己紹介

をすることになったのです。 日本語の先生から、

自己紹介の時は、最初に、「初めまして」 といい、

最後に、「どうぞよろしく」と言うのだと教わって

いました。が、練習の相手をしてくれた女子学生

がちょっと可愛かったせいか、私はあがってしまっ

て、「どうぞよろしくJの代わりに、「どういたし

ましてJと 言ってしまいましたc彼女はちょっと、

とまどった顔をしたので、私は、変なことを言っ

たのだと気づきました。そして、急いで、友達が

呼んでいると言って、逃げ出しました。

『大学祭』

東外大の最大の行事の一つは、H月 に行われる

“外語祭"です。そこでは、26カ 国以上の国の食べ

物や飲み物が味わえます。そして、各国の伝統的

なダンスや現代の文化などの紹介があります。食

べ物は、少し本場のものと違った味がします (た と

えば、ナシゴレンは、インドネシアのものより少

し甘い )。 でも、外語祭は、世界中の料理の多彩性

を知る良い機会です。そして、学生たちが、とて

も難 しい伝統的な踊 り、例えば、バリやジャワの

ダンスを踊ることができるのを見て、私はびっく

トルコ、イタリア、アメリカからの 3人娘と白樺湖への

一泊二日のさよなら旅行

留学生の声



りしました。又、私は、友達 といっしょにベ リー

ダンスを見るという特別の体験もしました。15分

ほど見た後、部屋を出たところで、インドネシア

の教授に会いましたc彼は「どうしてそんなにハッ

ピーな顔をしているの ?」 と聞きました。私たちは、

その質問に答えずに、謎めいたほほえみを浮かベ

て、雑踏の中に消えました。

『′ヽ tガ
ロー』

私は、友達が留学生支援の会のバザーで、冷蔵

庫、電子レンジなどを 100円で買ったと聞いた時、

信 じられませんでしたcこ れらのものは、新入生

や、引っ越しをする留学生にとって、とても大事で、

必要なものですcお店で買うと、すごく高いのです。

他の友達も、引っ越 しでとでも大変だったときに、

バザーで布団や毛布、テーブルなどを買いました。

私も、好きな色の、緑の毛布を 100円で買いま

したことにか く、すべてが 100円 というのは、ほ

んとに信じられない価格で、留学生にはありがた

く、感謝していますc

他にも色々ありますが、東外大での生活を楽 し

んでいます。大学院修了後は、インドネシアの外

務省に戻 ります。いつか、私も外国の大使館、も

しかしたら、日本の大使館で働 くことになると思

いますこそうなったら、日本をもっと見て回りた

いし、もちろん、東外大を訪ねるつもりです。

● ● 0 0 0 0 0 o o o● ● ● ● o O o o o

員の皆さまからの

お たよりも、是非

お寄せ下さい !|

5口2 がんばれ、
学ママ&学パパ留学生 :

ベ トナムの留学生に待望の赤ちゃんが誕生 しま

した。グエン テイ ミン フォンさん (マ マ)、

グエン チェン ハインさん (パパ)は、留学生

です (フ ォンさんは東外大大学院 1年、ハインさ

んは東京国際大学大学院 1年 )。 そして、その赤ちゃ

んの名前はグエン チェン ニャット君。ニャッ

トはベ トナム語でふたつの意味があるそうで、「日

本」 と「太陽」 という意味とのこと。当会幹事の

方が、奥様のフォンさんへおむつや肌着を送 りま

した。異国での出産を想像すると何かしたくなる

という思いからとのことでした。ちょうど余って

いらなくなっていたお孫さんのおむつや肌着でし

たが、とても喜ばれました。以下、フォンさんか

らお礼のメールのや りとりをご紹介致 します。心

温まる文章に勇気づけられます。

最近は、留学生の学ママ (学 生ママ)も増えて

います。皆さんもベビー用品や、未使用のおむつ、

これからの季節にあうベビー服などお近 くにござ

いましたら、是非ご協力をお願い致します。

●

●

●

●

●

●

●

●
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●
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●
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●
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●
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みなさん、

はじめまして

す―す―とニッポン

の空気を吸って、よく寝ま

す !!よ ろしく !葛鋳燎

11仄 ‐
To:フ オンさん

Fronl:東 京●t日語大学留学生支援の会幹事

SutteCtiお めでとう 1

赤ちゃん誕生本当におめでとう 1男の子 ?女 の子 ?い ずれにし,|

■ても無事出産、よかったですね。異国での出産でなにかと心配が讐:

あったことでしょう。なによりでした。

さて、この後が大変 !おむつを換えたり、おっぱいを飲ませたり、
とまさに子育てが怒涛のように押しかけてきます。心にゆとりを
もって !自 分の健康にもくれぐれも気をつけて !

会いたいですね、赤ちゃんも一緒に。

何かわからないことがあったらどうぞいつでも相談して

下さい=なにしろ私は4人の子どもを育てたベテラン0)ですから。

Tα 東京外国語大学留学生支援の会

From:グエンテイ ミンフオン

1l SubJect赤 ちゃんの荷物ありがとうございました。

■|:υ ―υ―υ―υ―Ψ―Ψ―Ψ―Ψ―υ―ワーυ―υ―υ―υ

lll ベ トナム留学生グエンテイ ミン フオンです。

1 私は 11月 11日 に男の子を生みました。育児はまだ始まっ

|た ばかりですが、いろいろ大変です。でも、頑張ります。

| わからないことがあったら、聞いてもいいですか ?

|1 赤ちゃんの写真を送りします。

111 本当にありがとうございます !(林 ― *`)ノ

また連絡致します。グエンテイ ミン フオン

東京外 Il語 人学 留学生:支援の会 会報 No 23 2006年 11月 1  11



VOICE

会費の振込用紙の通信欄に、数人の方からご意

見、ご感想をいただきました。小さなスペースヘ

の書きこみですので、ご本人にご迷惑をかけない

よう匿名でここに紹介させていただき、また、そ

れに対する幹事会の話 し合いの結果をお伝えしま

す。貴重なご意見、また励ましをいただき感謝致

します。これからも多 くの会員の方々からの声を

お届け下さい。

◆ 事務局の方々いつもお世話様です。会報の紙質

は、もう少し低く(安 く)してもよいのでは ?

(lさ ん )

一一―ごもっともな指摘をいただきありがとうご

ざいます。ご存知のようにカラー写真を入れた 20

号は、会報の趣きを新しくしたいとの思いで試み

たものです。19号 との費用の差額はカンパでまか

ない、ほぼ予算内で処理をしました。その後、21、

22号はカラー写真を取り止め紙質も一段階落しま

した。白黒写真ならば更にもう一段紙質を落とし

ても(19号以前のものに )、 との幹事会の考えから

業者に掛け合ったところ、“企業努力、営業努力"

で同じ値段でやります、とのありがたいご返事。

以来現在に至っています。

◆持続的な支援活動に敬服しています。(Mさん )

一一一温かいお言葉に大変励まされます。

◆百人一首、かるた取りを留学生の皆さんに教え

てあげたらいかがですか7(Yさん )

一一一いいアイディアをありがとうございます。

さっそく具体化を進めています。ただ、百人一首

に最初から取り組むのは留学生にはやや難しいと

思われ、まずは、いろはがるたなどを手始めにト

ライしてみよう、新年早々にかるた大会など企画

できれば、と現在、書道同好会の代表、山口隆さ

んにお願いしてあります。山
「

1さ んは、前々から

書道の練習の傍ら、留学生が簡単なかるたや日本

の童謡などに接する機会を作って下さつています。

◆予算が許すのであればせめて幹事および幹事協

力者の方の全額実費 (参加費 )を実現していただき

1東 京外
「

1語 大学 留学 生支援の会 会報 No 23 2006年 11サ l

たいです。いつもありがとうございます。(Uさん )

一一―今年度から幹事、幹事協力者のイベントヘ

の参加費半分を会の予算から出させていただくこ

とになりましたが、それに対 して全額出費を、と

のお考えです。そのお気持ちに感謝 しつつ、まず

は当分の間は半額出費とさせていただきます。

ACTTIVITIES

下記の通り、幹事会を開催いたしました。

平成 18年度第 3回幹事会

平成 18年度第 4回幹事会

9月 30日 (土 )

H月 5日 ([l)

ジ K多↑層∬識あ :

｀     ご協力・ご支援をいただき、あり

がとうございます。

11月 1日 現在、全体の約 443%の方に平成

18年度の年会費をご協力いただきました。

まだ納入されていない会員の皆さま方には、

引き続き会員としてご支援いただきたく、振込

用紙が同封されています。お振込用紙をお忘れ

なく、近 くの郵便局にて、ご協力をお願い致し

ます。 (一般会員 :年会費 3′000円、協賛会員 :

年会費 20′ 000円 )

―人でも多くの方が振り込んで下さる

よう重ねてお願いを申し上げます。

′^
乙



これからの活動

ACTTIVITIES

日時  12月 5日

募集人数 留学生 1

今回は、府中英語クラブの皆さんが英語のでき

る留学
′
|:た ちとのバス旅行を 予定 してお ります。

小田原城 |よ 、歴史的にも一度は見てみたい日本の

城享「の一つです。城址公園内には、天守閣の他、

動物園と遊園地があり、楽 しいコースを予定 して

います

日時 2月 15日 (金 )

4時～留学生のための日本文化体験教室

(場所 :大学会館 2階他)

8時～国際交流の夕べ

(場所 :大学会館 1回 )

本年度も支援の会と大学 との共催で開催されま

す。当日は、午後 2時から、日本文化を留学生に

紹介するワークショップを開きます。着付け、FII碁、

将棋、墨絵、華道、茶道、伝統的な日本の遊びな

どを体験する教室を設けます。 18時からは、「国

際交流のタベJと題 した留学生との懇親会を開催

致 します。多くの留学生と交流する絶好の機会で

す。会員の皆さまも是非お越し下さい。

□ □ □ 編 集 後 記 □ □ □

原稿の集約と編集に時間がかかり、前号に続き発行が

遅れました事、ここにお詫び申し上げます。

日時  1月 8日 (月 ・祝)成人の日

13時 30分開場 14時 開演

場所  国立オリンピック記念青少年総合センター

カルチャー棟 」ヽホール lTel:0334677201)

(小田急線参宮橋駅下車)

(地下鉄千代田線代々木後援駅下車)

全自由席 (入場券不要)

主催 ミュージックジョイ・ミヤモ ト

第 1部 :フ ァミリーによる 2台のヴァイオリン演奏

川合 修治 (ヴ ァイオリン)

川合 公純 (ヴ ァイオリン)

川合 優子 (伴奏 :ビアノ)

第 2部 :ア メリカ人女性歌手の日本歌曲・童謡等

ドーン・ヴラックウェル (ソ プラ/)

中島克久 (伴奏 :チ ェロ)

相澤 英子 (伴奏 :ピアノ)

東外大を卒業 し、現在社会人の川合兄弟 (川 合

公純さん、修治さん共に東外大卒、共に東外大管

弦楽団のコンサー トマスター)がファミリーでチャ

リティーコンサー トを開催 してくれることになり

ました。川合兄弟の 2台のヴアイオリン演奏にお

母様がビアノ伴奏という編成で心温まる演奏を第 1

部に予定 しています。一人でも多くの皆さまがお

出かけ下さって、コンサー トを盛 り上げていただ

きたくお願い致します。

お問い合わせ FaК 03 5392-3530(中 嶋)E mail:

nakajlma yoko@nifty.com

コンサー トの収益金は全て当会に寄付させていた

だきます。ご来場の際はお気持ちばかりのカンパ

をお願いできれば幸いです。

くお問い合わせ先 >

〒 1838534東 京都府中市朝 日町 3111
東京外国語大学 留学生課気付 (谷り||、 梅田 )

TEL: 042-330-5759 FAX:042-330-5189

E― lllail:sien― tufs@nifty,com

http://homepage3 nifty com/is― tufs/
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1月 8日 (月・祝)成人の日

東京外国語大学留学生支援の会

チャリティーコンサー ト

12月 5日 (火 )

府中英語クラブ主催

小田原城バス旅行 (当会後援)

12月 15日 (金 )

留学生のための「日本文化
体験教室」と「国際交流のタベ」

O Copyright
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五
叩国外一思東 学大

留 学 生 支 援 の 会

日本のお父さん、お母さん、ありがとう !!
「家族に例えたら、留学生のお父さん、お母さんに当たる方々の援助を受け、

初場所の千秋楽に行ってきました、、、」 (続 きは7ページ)
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時

　

誠

1.ご挨拶

2.活動報告

21おすしパーティー

22各国文化紹介――お茶とお菓子を通

じて (イ ラン、エジプト、レバノン)

23日 本文化紹介 。国際交流のタベ

24留学生支援のためのチャリティー

コンサー ト

25大相撲 一月場所見学

26小田原城見学

27書道教室について

3.留学生の声

4。 会員の声

5。 幹事会

6。 これからの活動桑議

・    MESSAGE BOARD  ・

◆まだ間に合います、18年度年会費納入を !

(詳細は、 12ページ)

◆ バザーの人手が足りません、ご協力を !

バザー用品の物品仕分けや、準備をする人手

が足りません。ご協力お待ちしております。

(詳細は、14ページ)

FOCUS
ご挨拶
″
日本のお父さん、お母さん

″

会長 中嶋 洋子

会員の皆様はどのような新年をお迎えでしたで

しょうか。

異常気象に関わる異常な状況の報道が、日本のみ

ならず世界各地から寄せられています。

留学生はもちろんのこと、未来を担 う若者、 子

供たちにとって住み良い地球の存続を願 うばかり

です。

本号では昨年秋以降の当会の活動についてお知

らせします。

毎年のことですが、この時期は華々しくイベン

トが繰 り広げられます。すしパーテイー (11月 27

日 )、 第 4回各国文化紹介 くお茶とお菓子を通して

>(12月 7日 )、 日本文化紹介 。国際交流のタベ (12

月 15日 )、 チヤリティーコンサー ト(新年 1月 8

日 )、 大相撲初場所見学 (1月 21日 )等など。詳細

は後の各記事をご覧下さい。

従来行われている華道・茶道・書道・ギター・

尺八等、同好会の活動も着実に歩を進めています。

さて、ここで留学生にとっての “日本のお父さん、

お母さん"の ことを話題にしてみたいと思います。

本号の 4ページに各国文化紹介 <お茶とお菓子

を通 じて >の感想を寄せているレバノンのシリー

饒
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ンさんはその最後の部分に次の様に記しています。
RI、

vant also to thank Umeda san who has been a

mother to me‖  Umeda sanと は、当会幹事の梅田

由美子さんのことです。梅円さんは長い問留学生

関係ひとす じに東外大で勤務 してきた国際交流間

題のエキスパー トであり、誰よりも留学生を′いか

ら “愛して"い るのです。シリーンさんはそのこと

を見ぬいているからこそ “日本のお母さん"に感謝

を述べているのです。

また、大相撲見学の感想 (7ペ ージ最初 )の 中で

李 明杢さんは「家族に例えたら留学生のお父さん、

お母さんに当たる方々の援助を受け、初場所の千

秋楽に行ってきましたJと書いていますし、外語

大に来てよかった 1と 題して「留学生の声J(9ペー

ジ)に 文章を寄せている李 若政さんは、その最終

部分で、「ホームステイのお父さんお母さん達に感

謝の気持ちを伝えたいJと記しています。

このことに関連 して私自身の経験をお話ししま

しょう。

昨年の 5月 14日 、東外人を卒業後、北九州の大

学院で博士号を取得しようとして日々努力を重ね

ている Sさ んから久しぶ りに電話がかかってきま

した。その内容がたいした用事はなさそうなので

私はしばらく訪しがっていたのですが、最後になっ

て、「今日は母の日ですから、、、Jと 彼が恥ずかし

そうに話 したのです。こちらが恥ずかしくなりま

した。私は Sさ んのことを急にいとおしく感 じま

した。私のことを “日本のお母さん"と思ってくれ

ていたのです。

ですから、[1記の留学生たちの “日本のお父さん、

お母さん"への感謝の言葉も単に美辞麗句ではなく、

故郷を離れ具国で 1人で生活 し勉強を続けている

留学生にとって、私達 (当 支援の会会員の方々、留

学生に関わる全ての方々)が想像する以上に私達の

ことを “日本のお父さん、お母さん"と思ってくれ

ている、或いはそう思いたいことの表れ、と思 う

のです。

留学生からのこうした感謝の言葉を支えにして、

今後、尚一層衿を正して留学生支援の会の活動を

進めていきたいと思います。どうぞ皆様のこれま

で同様のご支援 と、ご忠告、辛国のご忠告をお願

いいたします。

REPORT

2¨1 おすしパーティー

本年度もまた、おすしパーティーが昨秋の外語

祭期間中の 11月 27日 に開かれました。おなじみ

協賛会員の五十嵐さんのご厚意によるものですc

事前に申し込んでいた 35名 の留学生たちは稲荷ず

し、特製太巻きずしをはじめ、はまち、まぐろ、いか、

サーモンなど多くの握 りず しを次々と平らげてい

ました。握 り方の特訓も受け初体験を楽 しんでい

ました。ある留学生は、五十嵐さんのすしを握る

様子をまさに芸術だ、と語っていました。

毎年この企画を続けてくださっている五十嵐さ

んに当会としても心から感謝を中し上げます。

2…2 各 国文 化紹 介

―お茶とお菓子の会を通 じて一

留学生によるビll■ の仁:糸t文 (ヒ紹介の場として「第

4同 各国文 fヒ 紹介_を 2006年 12日 7日 (木 )当

会連絡室にて 12時から 14時 30分 まで開催しま

した。

今回は、イラン、エジブ ト、レバノンの 3ケ 国

の留学生に紹介していただきました。これまで「各

国の伝統的なお茶 とお菓子を味わいましょうJと

いうサブタイ トルで、食を通 じてお互いの交流を

深めてきました。そして、回を重ねるごとに留学

生による手作 り品が多 くなり、軽食も提供される

ようになりました。留学生にとって、それらを提

供することは準備に時間がかかり大変なのですが、

「みんなに喜んでもらえてよかったc楽 しかった。J

と笑顔で感想を伝えてくれます。今回も、3ケ 国の

おいしい心のこもった品々をいただき、充実 した

楽しい時間を共有することができました。

今回の参加者は、90名 と前回より少なかったの

ですが、かえって参加者からは「留学生 と気軽に

ゆっくり話ができてよかった」 との感想もありま

した。 以 ド、発表 してくれた留学生からの感想

をご紹介いたします。

(ど なたでも参加できますので、関心がありまし

たら当会にお問い合わせください。)

撃昴 :
::;:.,......1::i:|:

ホームビジット、ホームステイ受け入れにご関心の

ある方は是非、当会にお問い合わせ ください。
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傲曖1畿餃IT黎黎慇躙鸞~  ‐・ 導1 難

「文化の日」

研究生 ファルザネ 。モラディ

(イ ラン)

東京外国語大学のEII際 交流室 (当会連絡室)で、

時々、文化の目が行われます。今回のプログラム

では、レバノン、イラン、エジプトが参加しました。

その日では、参加 した国の人たちは、その国でよ

く食べられる料理を用意 しましたこそして、12時

半に訪間者が来た時、その 1司 の代表者は、その料

理の作 り方 と国の文化、空気、 1司 旗、ブ、||な どに

ついて、話して、自分の国を紹介しました[

私とエルハームという々達 |よ 、サラダオロビェー

というイラン料理とシヨレザル ドというデザー ト

を作りました=そ して 2種類の飲み物、ざくろの

ジュースやイランの紅茶とソーハンというお菓子

をお茶の水にあるイランのお店で買いました。

エジブ トとレバノンの人も自分の国の有名な料

理を作っていました。でも、今はその料理の名前

を覚えていません。私はエジプ トの料理だけにた

べられましたcそ の料理はおいしかったですが辛

すぎました。

私とエルハームさんは 80人分ぐらいの料理を準

備しました
=

イラン料F里 は多かったですから、2時 半まで誰で

も、イラン料理を食べられましたこでもレバノン

とエジブ トの料理は少なくてすぐ終わりましたか

ら 1時 ごろ来た人たちはその国の料理を食べられ

ませんでした。

私とエルハームさんは二日前からイラン料J里を

作 り始めていましたから、その日でちょっと疲れ

ましたが色々な人が私たちの国の料理を食べられ

ましたから嬉 しくって、その日はよい思い出にな

りました。

itis a good idea!
留学生の家族 エルハーム・アリ

(イ ラン)

lthink itis a good idea to hold such programs

in order to get fami‖ ar vvith the cuiture of other

countries. lt vvas we‖ organazed and every thing

has been already prepared l hereby should

appreciate you and your co‖ eagues

Of course l know there are some limitations but

it can be improved more than before

Tea for yo覇 &yo機 Ff「 ien嬉 5:

どなたでも参加できます !当会にお問い合わせください。

うれ しかった !

ISEP メンナタラ・アリ

(エ ジプト)

2006年 12月 7日 にあった「お茶とお菓子会J

というパーティーに参加した。

国の茶と菓子を作って、人がたくさんきてくれ

たので、うれしかった。私は料理をつくるのが上

手ではないけれども、上手にできた。

みんな、すきそうだった。だから、とても楽しかっ

たんだ。

あの回はほんとう楽しくて、うれしかったんだ。

1_■ふしか,デ狂静金
機鐙しぶi(

あ繊食 滅ヽ甦ゝ 畦争
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Culture Day at TUFS

研究生 シリーン・ジュルディ

(レバノン)

Ally name is Shirine」 urdi l am from Lebanon

Lebanon is a sma‖ country 1 0,452面 with fOur

places on the∪ nesco's Vヽorld Herltage list tthe

primary language is Arabic wh‖ e having French and

Eng‖ sh widely spread among the Lebanese tthe

cuisine is oriental in principle,yet,you can also find

many cuisines as vve‖ as」 apanese places

2006 December 7, was not the first cultural

event that l attend at丁 ∪FS However,what was

special ln the event vvas that l was able as a

Lebanese to present some of our hot drinks and

desert to my」 apanese and non― Japanese friends

and TUFS staff,sharing thereby some of what we

drink and have as svveets in Lebanon in general

and also with my family in partlcular l prepared

three kinds of hot dr nks The frst was Herbal

Matte My aim with lntroducing Matte,wh ch ls not

Lebanese in origin, is tO show the role that the

Lebanese play abroad in helplng w th exchanglng

cultural aspects vvith other countries.丁 his Herb was

brought from Algentina by the Lebanese who live

there Sti‖ ,drinkingヽlatte in Lebanon is cOrrelate

with Druzes,a minority sectin Lebanon of which l

come from serves as another reason for chOosing

N4atte Matte is used for family gathering,where

the family or friends sit around and discuss issues

in a friendly― |lke atmosphere tthe second hot

drink vvas Anis, or as we ca‖  it in Arabic yansun

丁he reason fOr ch00sing yansun is also double¨

edged As a herbal hot drink,yansun is the prefect

recipe for digestion Some also recommend it for

breast‐ feeding mothers foritis beneved tO be 9ood

provider of m‖ k tthe other reason of choOsing

yansun was to show that as the」 apanese produce

Osake from rice,so does the Lebanese extract`Araq

from yansun `Araq is very famous to be Lebanese

and is genera‖ y recommended with Oriental food,

orthe Lebanese meza(the many assorted plates of

food)丁 he third hot d‖ nk was rose herb My choice

was to share our de‖ clous rose co‖ ections vvhich

we usua‖ y drink during winter Rose herb along

4  : 東京外国語大学留学牛支援の会会報No 24 2007年 2月

with some other roses that we have are the perfect

prescriptions for cold or flue

∪nfortunately, l was only able to prepare one

kind of sweets Yet,it has sign flcance atthis time in

the yearin relatlon to」 esus Christ lt has different

names Vヽe ca‖ it Le'met el Kadl but it is vvidely

known to be ca‖ ed zalabeya l chose to ca‖ it here

zalabeya to give it the Arab perspectlve lt is rare

to find an Arab vvithout not knowing what Zalabeya

is Even the Pakistanis as far as l know have the

Zalabeya lt is easy to prepare But sti‖ 、Ⅳhat you

might not be able to find is the orange blossom

water which is part ofthe ingredients.

lt vvas rea‖ y very nice to share my Lebanese

culture in ttUFS with my co‖eagues l hope l will

be able to partlclpate next year vvith more selection

of food and drinks l want to encourage students

to share their culture wlth the other students :t is

a lfe tlme opportun ty belng at ttUFS having the

lnternat onal offlce lぃ ノant tO thank at this polnt a‖

the volunteers at the lnternatlonal offlce who are

constant y trying to lntroduce the」 apanese culture

through actlvities that they prepare for l want also

to thank∪ meda san who has been a motherto me

in tlme of need,and l think students here would

‖ke to share this vvith me.丁 hank you for everything.

当会へのご意見、ホームビジットやイベントに

関しての感想文など、会報への投稿をお待ちして

おります。お気軽に当会へお問い合わせ くださいc

お問い合わせ先は、最終ベージをご覧ください。

当 会 の メ ー ル ア ドレス を 変 更 しま した

スパムメールに対処するため当会のメールアド

レスを次のように変更しました。

以前のメールアドレス I sien tufs@ni■ y com

新 しいメールア ドレス tufs―issa@nifty.com



2‥3 日本文化紹介 0国際交流のタベ

恒例の国際交流事業が、大学と支援の会の共催

で、2006年 12月 15日 (金 )午後 2時から8時まで、

大学会館 と支援の会連絡室において開催されまし

た。

日本文化紹介として、昨年同様午後 2時から 5

時までの間に、「振袖体験教室」、「華道教室J、

~茶

道教室J、 「将棋・囲碁教室J、 「折 り紙 。墨絵教室_

の 5つの紹介・体験教室を開きましたi留学生:|ま 、

自分の興味にまかせて、それぞれの教宝に参 tIIし

て、初めて体験する日本文千ヒを楽しみました :

女子学
‐
lた ち |ま 、来日するうなから・ilイ lて いた振

袖を着られて、ゴひもひとしおたったようです.

茶の湯は、今年始めて、同好会メンバーの留学生

たちがお茶を立てて、参加 した留学生たちにふる

まっていました。

今年は、昨年より参加者が令体的に少なかった

ようですが、その分、それぞれの教室でじっくり

と先生に指導 していただけて、充実 した時を過ご

していました。

写真下 :日本の伝統的な色使いや遊び心、発見 !

夜 6時からの「国際交流のタベー留学

生 との交流・友好のために―Jは、日頃

留学生を支援、協力してくださっている

奨学財団、地域の方々、教職員、日本人

チューターを含めて、280人 ほどの方々

が参加 しましたが、日頃お会いできない

方々とも和気語々と歓談 して、交流を深

めることができました。

パーティ後半の、留学生が司会のア ト

ラクションの部は、留学生たちによる踊

り、歌、楽器演奏などに加え、日本人学生、

教官のギターにあわせた歌など盛 りだく

さんで、会場は大いに盛り Lが りました。

特に、 トルコ、シリアの留学生によるベ

リーダンスは、すばらしく魅惑的で、会

場を大いに沸かせていました。

また、スーダンからの留学生のアブディンさん

は、遥か遠い西アフリカを想い出すかのように、

時に激しく、時に哀 しく太鼓を打ち鳴らし参加者

の感動を呼んでいました。

なお、アブディンさんは昨年
'朝

日新聞」の天

声人語の欄でも紹介されていますので、ここにそ

れを転載いたします.

モハメ ド・オマル・アブディンさんがスーダン

から日本にやって来たのは 8年前のことだ。目の

病気で徐々に視力が落ち、小学校の終 りごろには

文字が読めなくなった。友達に本を読んでもらい、

国頭で試験を受けて、大学の法学部に進んだ。視

覚障害者を支援する日本の団体が留学生を募って

いた。福井県立盲学校で日本語と点字、はり。きゅ

う 。マッサージを学んだ後、短大でパソコンを習

得 した。03年 に東京外国語大学に進んだ。昨夏、

300人 分の点字器 と点筆をスーダンに持ち返 り、

寄付 した。再び資金集めを始めた。パソコンでア

ラビア語を読み上げるソフ トを買うためだ。母校

の大学に贈 り、そこから普及させる考えだ。「日本

で学んだのは、読み書き

を教えることの大切 さ

です。将来 は母 国でそ

うした活動を して、視

覚障害者の仕事の場を

広げたいJ(『朝日新聞J

く2006/09/04>天 声手メ、

語より抜粋 )
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2¨4 留学生支援のための

チヤリティーコンサート

去る 1月 8日 (月・祝)成人の日に「留学生支

援のためのチャリティーコンサー トJが国立オリ

ンピック記念青少年総合センター で開催されまし

た。第一部は、外語大を卒業 した川合兄弟 とピア

ニス トのお母様による「フアミリーによる 2台の

ヴアイオリン演奏J.第二部は、
~ア

メリカプ、女性

歌手の日本歌曲。童謡独唱_が続き、ドーン・ブラツ

クウェルさん (ソ プラノ)と 伴奏の中島 セク、きた

(チ ェロ)、 相澤 英子さん (ビ アノ|の′亡、温まる演

奏は、素晴らしいものでした´

また、会場に足をお運びいただきました皆様に

も、心より御礼を中し Lげます。以 下、当日留学

生を代表 して挨拶をした具さんの言葉をご紹介 し

ます。

心がいやされた

留学生チャリティーコンサー ト

日本課程 4年 具 海燕

(中 国)

今 日、留学生支援の会のお招きをいただいて、

私は留学生支援の会が後援 しているこのチャリ

ティーコンサー トに出席 しました。川合兄弟によ

るすばらしいバイォリン演奏とアメリカ人歌手が

歌う美 しい日本民謡にいやされながら、とてもい

い時間を過ごすことができました。

私と留学生支援の会の縁が結ばれるようになっ

たのは、2年 ぐらい前のことでした。その時私は、

次の授業料の支払いのために、と一生懸命アルバ

イ トをしていたのです。ところが、アルバイ ト先

に 2ヶ 月分の給料を未払いにされてしまったので

した。

私は本当に途方にくれて、留学生支援の会連絡

6  : 東京外 可語大学 留学 J支援の会 会報 No 24 2007年 2月

漑鶴

倅 夕

室の ドアを開けたのです。

温かいお茶で、やさしく迎えてくれたのは、会

長の中嶋先生でした。涙ながらに悩みを訴えた私

の話を聞いてくださった先生は、ご自身も日をう

るませながら、「留学生にこんな思いをさせるなん

て、日本の恥です。貝さんは安心 して、勉強に集

中してください:留学生支援の会ができるかぎり

」りことをさせていただきます 1_と 言ってください

ました

そ」D後、た上 |よ 、何度も直接アルバイ ト,こ の責

任者に電話をして、未払いの責lfを明らかにする

よう交渉 してくださり、知 り合いの弁護士さんに

相談をしたり、私を連れて労働基準監督署まで足

を運んでくださいました。それだけではなく、留

学生支援の会は、生花教室やお茶の会などを開く

たびに私を誘ってくれ、私はだんだん元気を取 り

戻すようになり、日本での留学を続けることがで

きたのです。

国と親元を遠 く離れ、異国で独 り立ちを試みて

いる私たちですが、心細 くありません。留学生支

援の会が,い強い味方になってくれているからです。

今日は、勉強とアルバイ トのため、厳 しく忙 し

い毎日を送っている私たちにこのような穏やかな

ひと時を与えてくださったことを′と、から感謝 しま

す。ありがとうござました。

塀

蜀

謳

饂

蒻

膨

颯鯰 絋 卜

夕

珀

蝙

隋
輻鼈

膊

饒
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2‐5 大相撲―月場所見学

大相撲観戦記

日本語 。日本文化研修生 李 明 11

1韓国)

東京での留学科i活 もすでに 4ケ 月目

にブ、り、ある程唆、日本に慣れてきた

と思いますが、大都会の東京の全てを

知ること|ま まだまだのようです。韓国

で 3年半も日本語の勉強をして日本に

来ましたが、生活の中で日本の文化を

身を持って体験するチャンスはまった

く無いといっても過言ではないと思い

ます
=

しかし、今回、東京外 |』 語大学の留

学生支援の会の皆様、家族に例えたら

留学生のお父さん、お母さんに当たる

方々の援助を受け、初場所の千秋楽に

行ってきました。 千秋楽といえば相撲

の最後の日の試合で、相撲の醍醐味だ

そうです。その分、とてもチケットを

取 りにくいですが、せっかく日本で勉

強 している留学生のために、高いにも

かかわらず、留学生支援の会の皆様が取ってくだ

さいましたこ誠にありがとうございます。

1月 21日 、初場所の千秋楽を見ることができ

ると思つたら、前日からうきうきして眠れなくて、

当日の朝、寝坊をしてしまいました。千秋楽が開

かれるところは国技館゛寮から 12時に出て、」R

総武線の電車に乗り、両国駅へ向かいました.こ

ういった機会でなければ一人ではとてもいかない

ところの国技館。最寄の駅の両国駅で降 りたら、

駅構内の力士の絵や、少 し変わった字で駅の名前が

書いてある看板などからしてその雰囲気を味わう

ことができました。

駅から徒歩 2分のところにある国技館の前には

すでに若手力士が試合を終えて建物から出るのを

待っているたくさんの人たちで行列ができていま

した。「ああ、日本人は伝統を愛しているんだ。力

[っ て僕のような外国人の日から見ればただ太っ

ている男にすぎないのにね。」と思いつつ、行例が

できていることに不思議に思つた私はそれを写真

に写しながら国技館の入り回へ向かいました。

入り口には私以外にもたくさんの外国人がいて、

本H撲は外国人にも人気があることがわかりました。

入り[|でチケットをもらっている人は「英語 ?日

本語 ?Jと いいながら、相撲の説明が書いてある紙

を配っていました。「なるほど、かなりの外国人が

来ているんだt_

やつとFTl技館の中へ入り、チケットに書いてあ

るシー ト番号を見ながら席を探そうと思って E■l技

館の中を見回 りました。東、西、正、向という字

が書いてあるドアがたくさんありましたが、その

中でも私のシー ト番号に書いてある「向Jの字の

ドアを開きました。

ドアを開いた瞬間、私 も知 らない うちに「う

わっ |」 と歓声を上げてしまいました。 ドアを開い

たら、中には数え切れない席と上俵がありました。

今まで土俵は直接見たことがなかったのでそれを

見たときの感動は文字では書き表せません。すで

に若手力士の試合が行われていましたが、その試

合とは何の関係もなく、国技館の雄大さに見とれ

ていました。席に着き、持参のカメラのシャッター

をどんどん押していきました。撮影に夢中になっ

ていたら、留学生支援の会の皆様が用意 してくだ

さったお弁当を配っていました。朝ご飯抜きで来

ていたので、お腹はすでにぐうぐういっていまし

た。お弁当をいただくや否や「いただきます |」 と

いい、さっさとお弁当をあけました。エビフライ、

鮭、梅干、お肉など豪華なおかずにもう一度感動

が増 した。 Llに するのがもったいいほどの多彩な

おかずは「日本の食べ物は日で食べるJと いう言

葉を証明しているようでしたc

パクパクとお弁当を食べ、デザー トのジュース

まで飲んだら、やっと試合を見る余裕が出てきま

した。やはり花より団子ですね。

相撲に関しては門外漢の私ですが、見ていたら

なんとなくわかってきました。勝負を決める大事

なルールは先に倒れたり、土俵の外へ出る人のほ

うが負けということでした。簡単なルールに基づ

いてやっているようでしたが、そのルールの中で

披露される力士の技はとてもすばらしかったです。

鰊
鯰
謳
颯
饒
錮
辣
輛
、
餃
誂
了
又
颯
，

思わず力が入る留学生たち
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始まったとたん終わる試合もあれば、しのぎを削

る試合もありました。回しをつかんで上俵に倒 し

たり、土俵の外へ投げたり、掌で相手の顔や身体

を押し倒 したり、土俵の外へ押 し出したりする力

士の力強い姿は先まで私が持 っていた力士のイ

メージを変えるのに十分でした。「格好いい IJと

連発 しながら、拍手を送っている自分に気づいた

ときには本当に驚きました。

試合を見て 2、 3時間経ったときから耳慣れた力

士の名前が館内で響いていました。そのときから

試合は面白さを増し、私をもっと興奮させました。

「東と西、どちらを応援すればいいかな ?聞いたこ

とのある名前の人を応援 しよう |」 とつぶやきなが

ら「頑張れ IJと 叫びました。

私が知っている力士は朝青龍だけですが、今か

今かと彼の登場を待っているのは相撲に詳しくな

い私だけではありませんでした。相撲の大ファン

のように見える日本人の観客も朝青龍が人好きな

ように見えました。

やっと最後の試合の朝青龍の出番が来ましたこ

さすがの横綱で、すでに初場所の優勝は朝青音Eに

決まっていたそうですが、彼の登場 とともに館内

2¨6小田原 城 見 学

昨年の 12月 5日 (火)府中英語クラブ主催 (当

会後援)で小田原城を見学しました。この会では、

英語のできる留学生の参加を募 り、英語を通 じた

交流を深めることができました。

バスの車内では、留学生 とクラブの皆さんとの

英会話も弾み、また小田原城の見学も、留学生に

とつては、素晴らしい機会となりました。東京よ

り近郊の小田原には、歴史的にも多 くのスポット

があります。城郭の他にも、公園内に動物園や遊

園地があり、楽しい時間となりました。

の観客は彼にカメラのフラッシュを浴びせていま

した。思いがけない結果になったら土俵の近 くの

観客は座っていた座布団を投げると聞いていまし

たが、最後の試合にその光景を見ることはできま

せんでした。

日本では野球が人気があります。ヨーロッパや

南米や母国の韓国などで人気のあるサッカーより

野球は展開が遅いです。それに野球はゆっくり観

戦ができ、いつでも逆転ができ、試合に夢中になっ

ていな くても楽 しむことのできるスポーツです。

だから野球を見ながらビールを飲んだり、お弁当

を食べたりすることができるでしょう.相撲も同

じです。

仕事を重視 し、毎日忙 しい生活を送っている日

本人の生活がある反面、こういった余裕を持ちた

がる違 う而もあることがわか りました。相撲観戦

を通 じて、相撲だけでなく日本人の一面を知るこ

とができ、とでも有意義な一日だったと思います。

それから今回の相撲だけでなく、毎 日、留学生

の世話をしてくださっている留学生支援の会の皆

様に感調lいたします.

2…7書道教室について

書道教室は、連絡室で金曜日に行われています。

毎回、数名の学生が書と向き合い、自分自身と向

き合う時間を過ごしているようです。以下、ブラ

ジルのアンジェロさんからの感想文です。

楽 しい書道、我がゆく道

研究生 (雅号)木炭アンジェロ

(ブラジル )

最近の国際的ブームに関係なく、日本の文化に

興味を持つ人が一杯いました。私は、その中の一

人です。今 回、日本の宗教が主に神仏にしても、

世界では日本が特に禅に繋がっている。禅 とは、

仏教で意味がない定論を捨て、改善を行った流派

です。日常生活の精神性を主張し、紀元後 14世紀

に来日し、様々な芸術に深い 影響を与えました。

禅 に 弓道 を通 して導 入 され たエ ン リゲル

(Henngel)教授のように、書道を練習するというこ

とが、私にとって日本の文化に触れるもっとも良

い「橋」 となっています。正直にいうと、まだ書

● ● 0000000o00 0 o o O o o o● O o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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道を本当の
~道

1と して練習 していませんが、精

一杯や りたい気持ちは、最近ますます胸の中で大

きくなっていっていますし

私は、合気道を練習している時、先生方が比較

的厳しいですから、
~も

しかしたら、道ってこんな

もんじゃないかな_と 、時々思います。合気道で

教わったもの、心身統一など、なるべ く書道に、

そして「|')の 千1:事にも使うように努力しています。

実際にそのような概念を身につけるのにまだ長

い練習が′必要にしても、私にとって書道 というの

は、きイltヽ な字を写すことだけではないと、書か

せていたたきたいのです。

書道て |ま 、私は自己と再会 し、わずか数秒でも

自分を裸にすれば、仮面なく、恐怖なく、そして

虚栄′己、ない |ヨ 己が見えます。それに、周 りの存在

する |り ′こ、者に
~私

の昨日」も見えて、先生方に時

とリスムを熱達する経験からなるしわも見えます.

また |ま 、私、だけでなく、墨も紙も筆も、すべての

ものか `11き ているから、二つの同じく書かれた文

字などないこと、生きているものは常に歩んでい

るので、同じところを三度と踏めないと思います。

そ して、こんなにたい した動きを指図する意志、

この
~美

_を具体化するための自分をなくしてゆ

く意志があるのです。

ある時、賢明な人は、片手に剣、他の手に筆を

持つべきたと、ある工様がおっしゃいました。現

在 |よ 、人戦争」D時 代ではありませんから、書道か

ら知らない :.Jな と出会う手段を見つけて、剣は自

分を磨 くために使えます。こうやって、より良い

世界を構築するために、書道は役に立つのではな

いかと思います
=

VOICE

外語大に来てよかつた !

研究生 李 若攻

(台湾 )

今回の留学は 2回 目である。 1回 目は千葉の麗

澤大学で特別聴講生として 1年間留学 して、2回

日は研究生として東京外国語大学に来た。 1回 目

はまだ大学生なので学校から寮を用意 してくれた

ので生活の苦 しさはあまり感 じなかった。また、

たくさん旅行ができたこともあり、よく「日本人

υ躇

より日本をたっぷ り味わっているねJと 言われた

りもした.し かし、今回は台湾に院生 としての籍

を置いての留学であ り、立場も大学生ではな く、

研究生ということから、心境も前 |百 1と は大部違っ

ている。

7ヵ 月前に日本に来た時、学校の寮は申請でき

なかった。 しかし、学校の留学生支援会の先生の

御蔭で、日当たりの良いアパー トに住む■が出来

ている。生活に欠かせないもの (冷蔵庫、机、自

転車 等 )も 揃っているので本当に感謝 している。

ちなみに、大家さんは留学生を大切 している方で、

いつも親切で見守ってくれるので安心して暮らせ

るこまた、留学生支援の会は毎学期の始まりにバ

ザーを行い、バザーで好きなものが驚 くぐらいの

値段で手に入るので本当に助かった。7月 に、籍

がある台湾の大学院の先生の結婚式に出席するた

めに、ご祝儀袋の書き方や、祝儀の相場、出席す

る時の服装などよく分からないことは支援会の先

生に聞いて教えて頂いた。支援会の先生の御蔭で、

その日を無事に終える事が出来たことは本当に感

謝している。H月末に留学生の寿司パーティーで、

寿司は食べ放題、 ドリンクは飲み放題で、おまけ

に寿司の握り方までも教えてくれて面白かった。

26カ 国の言語と文化で成 り立っている東京外国

語大学に来て良かった。学校で言語学関係の授業

や学びたかった言語など履修できるし、違う文化

の人たちと触れ合えるし、11月 の外語祭で様々な

国の料理が食べられるし、また、支援会の先生は

互いの l■lの 文化を尊重 し合ってくれて、留学生の

生活を支えてくれて、一人一人に対 しても大切に

付き合ってくれて、異郷に生活 している私たち留

学生にとっては本当に有難いことである。

一年間の留学生活はもうす ぐ終わるが、いつも

暖か く応援 してくれる両親や学校の先生、日本、

台湾の友達、人家さん、バイ ト先の皆さん、ホー

ムステイのお父さんお母さん達に感謝の気持ちを

伝えたい。皆さんの御蔭で楽 しく過ごせたこの留

学生活は、私にとってかけがえのない貴重な思い

出である。いつも大切にしてくれてありがとうご

ざいます。

東京外国語大学に来られて本当に良かった。

● 00000000000000000

年会費納入にご協力を :
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VOICE √澤

元留学生の結婚式に参加 して

一シルクロー ドの街タシケン トにて一

会員 (新潟県在住)西 原 辰雄・美智子

1.再会

2002年の夏に、ホームビジットで我が家に来て

くれたウズベキスタンの元留学生だったキム・ア

ンナさんが、日本語の研修のため 2005年秋から 2

度目の来目をされていていました。2006年 3月 中

頃に帰国されるとのことでしたので、アンナさん

と伊香保温泉で 1泊 し、温泉を楽 しみました。こ

の 4年間のお互いの出来事などを語り合って楽し

いひとときを過ごさせていただきました.

翌日は、伊香保界限を散策 した後、アンナさん

を渋川駅まで見送 り、「そのうち、ウズベキスタン

に遊びにイ子くから と号|れ ました

2.シルクロー ドの街、タシケントヘ

4月 の初旬にアンナさんから
~結

婚する_と の電

子メールが届いたときには、驚きと喜びとでいつ

ぱいでした。幸いにも、5月 末にタシケントで行わ

れる結婚式に夫婦で参加できるメドが立ちました

ので、早速航空券を手配しましたっ

ウズベキスタンヘは成田から関空経由の直行便

があります。タシケントヘは、約 8時間のフライ

トで簡単に行 くことができます。関空を飛び立っ

てから韓国、中国、ゴビ砂漠と眼下の景色が変わっ

てゆくのを楽 しんでいたため、長い飛行時間も苦

痛ではありませんでした。

ウズベキスタン航空機内には、日本語の通訳者

も搭乗 しているので言葉でまったく不 自由をする

ことはあ りませんで した。このときの通訳者は、

偶然にもアンナさんの生徒さんだったロシア人の

i東京夕ヽド語大学留学生支援の会会報No 24 2007年 2サ l

ボバさん (少 女マンガに出てくるような美青年で

す)で した。彼にも、機内ではお世話になり無事タ

シケン ト空港に降り立ちました。空港には、アン

ナさんと弟のアントンさんがわざわざ出迎えてく

れました。再会の挨拶もそこそこに、市内のホテ

ルに案内していただき荷物を置いた後、アントン

さんとともに市内へ食事に出ましたc

初めてのタシケントの町は、道路が広 く、路肩

には背丈が 30m程のプラタナスなどが整然と植え

られていて、とてもきれいでした。

また、レス トランは、地元民が通 う美味 しいお

店でした。特に、シヤシリク、ラグマンは絶品で

した。

3.自宅は大忙 し :

食事後にアンナさんの自宅を訪問させていただ

きました。すると、翌日の宴で使用する食材が山

のように積まれてお り、お母様のナタリアさんの

指揮の 下、総出で料理の下ごしらえの最中でした。

(左 :ナ タリアさん達と 右 :食材の山 )

お宅を訪問したのが、22時頃でしたが、明日の

昼までに、料理を完成させるのだそうですcそ の

後「0+▲ %?|」 とロシア語で大騒ぎになりましたc

人事な宴の準備をしているのにガス切れで、ガス

コンロの火が消えるというアクシデントが起きた

とのことでした。私 どもが居ては、お邪魔になる

ので、早々にホテルに戻り、タシケントでの初日

を終えました。

4.盛 り沢山の結婚式

翌日の結婚式は、次のように進められました。

。新郎 (ユ ンさん )が新婦 (ア ンナさん)を 自宅に

迎えにくる。

・新婦宅でお互いに家族の紹介をする。お祝いの食

卓を囲む。

・食事の後、写真撮影にタシケント市内の日本庭園

■
■
一・一■
■

一一̈
一
は

(機内からみたゴビ砂漠、天山山脈 )
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に行き、新郎新婦や友人等 とビデオ撮影写真撮影

をイ予う.

・夕方 5時頃からタシケント市内のホールで日本で

いう披露宴にIH当するパーティーを行う。
。夜 11時過ぎホールにて解散。

私どもは、10時頃から、アンナさんのお宅にお邪

魔しましたが、両家のご親戚と、式を手伝 う心新

郎新婦の支ノ、達であふれていました。高層住宅の 3

階まので階段には、友人達がゲーム形式の色々な

関門を設けておき、花婿はそれをクリアしないと

花嫁宅にたどりつけないということでしたc

伸|え ば、 」4供の写真が ドアに貼ってあり、どれ

が新婦σ)写真を当てないと、人り国のテープをカッ

トする|ま さみがもらえなかったり、簡単な計算が

階段にチョークで書いてあり、正解 しないと上れ

なかったりするゲームでした。

難関をクリアして目的の階にたどり着いても、

お金を払わないとドアの鍵がもらえないとか、新

婦がどこかの部屋に隠れていて、入り口に “2000"

とか値札が張ってありお金を払わないと部屋に入

れなかったりで、新郎は、新婦を迎えるには知力

と体力とお金が必要でした。

その後新郎新婦は、それぞれの家族を紹介し合

います。本来なら極近 しい身内の方々しか出席 し

ない席に私達が同席させて頂いたことは、とても

嬉しく光栄なことでした。

ご両親に挨拶 )

食事が済むと、新郎新婦は市内の日本庭園に写

真撮影に出ました。ライスシャワーの中を颯爽と

リムジンに乗 り込み、 日本庭園に向かいました。

リムジンの後には友人達が乗 り込んだ黒塗 りのベ

ンツが後に付き添います。

日本庭園でのビデオ撮影は、念入りに行われた

ので、3時間程度掛かりました。最近では、多くの

カップルが同じようにビデオ撮影を行うのだそう

です。(後 日、プロモーションビデオのようなすば

らしい DVDを頂戴しました。)

夕方からは、市内のホールに移動してパーティー

が始まります。ホールと言っても、バスケットボー

ルのコー ト1面は楽に取れる大きなものでした。

昨晩アンナさん宅で調理されていたごちそうも

整然と卓上に並べられていました。参加される人

数は親戚、知人、勤め先の上司など 250名以上だ

そうです。式の始まる時間が近づくと、次々とお

客様が到着 し、ホールは人であふれんばかりにな

りました。

ほぼ定刻に式は始まり、司会者のアナウンスと

ともに、朝鮮舞踊団に囲まれながら、新婦がお父

様に、新郎はお母様にエスコー トされて入場 して

きました。舞踊とともに新郎、新婦は中央の壇上

の席に着きます。その後、神父様の祝福を受け、

夫婦の宣誓をしてから指輪を交換 しセレモニーは

滞りなく終 Fしました。

神父様は、韓国語で祝福されましたので、ロシ

ア語でも場内に通訳されました。新郎のユンさん

は、韓国釜山のご出身ですから、ご両親は釜山か

らお越 しになっています。ですから、会場ではロ

シア語、韓国語、日本語が飛び交っていました。

あとは日本の披露宴に相当するパーティーにな

ります。友人達が趣向を凝らし、美人コンテス ト、

美男コンテス ト、ダンスコンテス ト、プロの歌手

による歌あり、踊 りありでそれはもう大変にぎや

かなパーティーでした。

ウズベキスタンの伝統的な踊 りは日本の阿波踊

りに似たような振り付けでした。

また、若者達はディスコ風に激しい曲で踊りまくっ

ていました[こ のようなにぎやかなパーティーが

23時過ぎまで続きましたので、私どもにとっては

いささかハー ドな結婚式となりました。

新郎新婦は事前準備から忙 しかったはずなのに

最後までサービス精神旺盛で、疲れをまったく感

じさせませんでした。 とにかく、新郎新婦を祝福

する人たちに囲まれた、愛あふれる結婚式でした。

私達も彼らの幸せを少 し分けていただき、感無量

でした。

そういえば、アンナさんの自宅でお父様が教え

てくださいました。一生に 3つ の大きな祝いをす

るのだそうです。1つ 日は、1歳の誕生日のお祝い、

2つ 目は結婚式、3つ 目は、還暦のお祝い (子供が

親にするお祝い)で、とにかくできる限りのことを

して_[11ず るとのことでした。

また、結婚式は新郎新婦の出身地でそれぞれ行

う伝統があり、彼らはその後新郎のユンさんの出

身地の釜山でも結婚式を行なわれました。こちで

は式に約 300人訪れたそうです。

左 :花嫁発見 ! 右 :
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5。 ちょっと観光しました

タシケントでの 3日 日、私ども夫婦はタシケン

ト市内を観光 し史跡や博物館を見た りしました。

また夜はユンさん、アンナさん夫婦、弟のアント

ンさん、ユンさんの韓国の友人達数71と 食事 しま

した。みんなとてもよい子でした。

6.月 ljれ

4日 日の夕方に帰国することになっていましたの

で、午前中は、アントンさんといとこのユーリさ

んに連れられて市内のイスラム寺院とバザールに

行きました。活気あふれる市場に圧倒されながら、

香辛料 とドライフルーツを買ってみました。午後

はまたアンナさんのお宅で食事をしたり、出発の

時間まで皆さんとのおしゃべ りを楽 しまさせてい

ただきました。

空港へはアンナさんご一家でお送 りいただいた

ので、本当にありがたかったです。再会を約束 し

私どもは搭乗日へ進みました。

ウズベキスタンーそこには私ども日本では姿を

消そうとしている、本当の「家族」の姿がありま

した。また、多 くの方にお会いできた旅でした :

ユンさん、アンナさん、末永くお幸せに |

(上 :ラ イスシャワーの二人 下 :私たちとアンナさんとお父様 )
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下記の通り、幹事会を開催いたしました。

平成 18年度第 5回幹事会    12月 3日 (日 )

平`成 18年度第 6回幹事会    2月 18日 (日 )

会員の皆様には、これまで、多くの留学生へ

向けた支援活動にご協力・ご支援をいただき、

ありがとうございます。

2月 19日 現在、全体の約 55%の 方に平成

18年度年会費のご協力をいただきましたc会
員の皆様一人一人のご支援に深くお礼中し上げ

ます。

まだ納入されていない会員の皆

様方には、引き続き会員としてご

支援いただきたく、振込用紙が同

封されています3振込用紙をお忘

イlな く、近 くの郵使≒うにて、ご協力をお願い

いたします=振込「|1紙にメールア ドレスをお書

き添えいただければ、今後、当会の各種イベン

トなどの情報をお届けしていきます。

一般会員 :年会費 3′000円

協賛会員 :年会費 20′000円

が
ヽ

パ

‐



会 員 の皆様 へ、 当会 の各種 イベ ン ト情 報

そ の 他 を 今 後 メ ー ル で お 届 け しま す :

会員の皆様には、いつもご支援ご協力をいただ

いており、ありがとうございますc

今後 |よ 、本会報以外にも、メールにて当会の情

報を会員の皆様にお知らせしていきたいと思って

おります.

つきましては、年会費納入の際、振込用紙にメー

ルアドレスをお書き添えいただければ幸いです。

東外大の国際教育支援基金に関連 して

国際教育支援基金に関して、数名の会員の方々

からその基金の名称からか、留学生支援の会との

関連を知 りたいとの問い合わせを受けました。当

会は直接には関係がありません。 しかし基金の使

途には受入留学生支援 (奨学制度の充実等 )も 含ま

れているとのこと、当会 としても基金設立に賛意

を表し協力していきたいと思います。

0000000● 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o● ● o o● ● 0● ● o o O● ●

ご報告と御礼

鐘ヶ江信光元学長より、静子夫人ご逝去に際しての御香料を緊急貸付基金へ全額ご寄付いただきました。

多額なご寄付を賜り、心より御礼を申し上げます。鐘ヶ江先生が日新寮の舎監をなさっていた頃、静子夫

人は日新寮の苦学生のために、ご近所のご婦人たちに呼びかけて、母親のように優しく手助けする活動をな

さっていたとのこと、そのお心を活かせるように基金を使っていきたいと思っています。併せて奥様のご冥

福と先生の御健康を哀′己、よりお祈 りいたします。

昨́

■一般寄付 (特にご指定のなかつた寄付)をいただいた方々

次の方々からご寄付をいただきましたこご協力いただきまして、誠にありがとうございました。略儀

ながら、本会報にて深くお礼申し上げます.ま た今後の活動への参加や、支援の会へ忌憚のないご意見

をよろしくお願い中し上げます.(万一、お名前に間違いがありましたらお詫びいたします。その場合は

当会までお知らせ下されば幸いです。)

会員寄付

石川和子

井 L敏治

小澤慶之輔

小野美登 甲

小島照恵

五味和行

邸淑珍

下村和爾

盆木秀雄

水野時孝

山本真司

吉村直子

若菜誡

※ 11月 20日～ 2月 18日 分

(敬称略・50音順・異字体略)

鯵υ躇



これからの活動

ACttTIVITIES

毎年恒例 とな りましたこの企画。鎌倉在住の会

員のご協力を得て、大変好評です。会員の皆様も、

ぜひご参加 ください。予定は右記参照ください。

1.バザー用品受付日時

2.バザー期間

3.場所

4.バザーヘの物品

5.送付先

6.送料

日時

募集人数

コース

集合場所

集合時間

申込み

参加費

お願い

3月 21日 (水 )

留学生 30名予定

新宿小田急―藤沢乗り換え鎌倉―切 リ

通 し―円覚寺一八幡宮―昼食―鎌倉―

江ノ電で長谷寺一大仏―鎌倉 (解散)

新宿駅西口交番前

午前 7時 50分
留学生支援の会連絡室まで

(12時半～ 16時まで)

会員の方は、下記梅田まで

042-3305760(月 。木・金)

042-330-5542 (メ(・ 水)

3′ 500円 (会員の方のご参加は実費

となります)

前日までのキャンセルは連絡室または、

下記までご連絡ください。

042-330-5760/5542(梅田)

080-3080-3007(中 嶋)

0● 00● o o o o o o o● o o o o o o o O o o o o o o o o o 0 0● ● ● ● ● ●

以下の通 り、留学生のためのザバーを実施いた

します. 本年もご協力どうぞよろしくお願いいた

します

またバサー「ll品 の仕
`,け

作業や、準備をする人

手が足 りませんしお手伝いいただける方、ご連絡

お待ちしておりますЭ

4月 10日 (火)～ 20日 (金 )

4月 23日 (月 )～ 27日 (金 )

留学生支援の会連絡室

各種辞書、日本文化・歴史に関する書籍、文学作品、日本語教育、日本語学習関

連書籍など

台所用品 (小型の鍋、フライバン、 トースター、電気炊飯器など)

日常生活品 (タ オル、毛布、布団、食器、衣類、電気製品、保存のきく食品など)

※衣類や布ものは、新品同様を希望

東京外国語大学留学生課気付

東京外国語大学留学生支援の会

恐れ入りますが、従来通り送料のご負担をお願いいたします。

ご利用の場合は、お手数ですが「午後便」をご指定ください。

また宅配便を

□ □ □ 編 集 後 記 □ □ □

原稿の集約と編集に時間がかかり、前号に続き発行が

遅れました事、ここにお詫び申し上げます。

1東京外国語大学 留学生支援の会 会報 No 24 2007 112月    C Copynght 2007

くお問い合わせ先 >

〒 1838534東 京都府中市朝 日町 3Hl
東京外国語大学 留学生課気付 (谷川、梅田 )

TEL: 042-330-5759 FAXi042-330-5189

E― lllall:tufs― issa@nifty com

http://hOmepage3 nifty com/is― tufs/

The Support Conlmittee for lnternational Studcnts Tokyoじ niversily of Foreign Sttidies

3月 21日 (水・祝日)

春の鎌倉を訪ねて
みませんか ?

ご協力お願いします!

4月期バザー開催に

向けて
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