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4月 17日より4月 28日 までバザー物品受付

5月 1日 よ リバ ザ ー 開催 決 定 !

会員の皆様、バザーヘのご協力をお願いします
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詳細は 10ページをご覧ください。
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2.活動報告

21おすしパーティー

22各国文化紹介

―フランス、モンゴル、

イン ドネシアのお茶とお菓子

23~「 1本文化体験教室」と「IJ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 ^月 場所見学

3.留学生からの投稿

「外語大に学んでJ

4。 これからの活動

5。 幹事会

WANTEDI
留学生のためのバザーを開催いたします。詳細

は 10ページをご覧ください。尚、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。

ご協力いただける方、お待ちしております。

会長 中嶋 洋子

本年もどうぞよろしくお願い致します。

昨年もまた世界の各地で地震、津波、寒波など

の天災や、戦争、紛争多発で、世界の未来に不安

を感 じずにはいられないこのごろです。でも、こ

んな時こそ、明るい未来を託すことが出来る若者

たちに、少 しでも役に立てるよう、支援の会も頑

張りたいと思っています。

会員の皆様は、どのような新年をお迎えでしょ

うか。今年も昨年同様、留学生に対するご支援を

よろしくお願い致します。

さて、昨年の秋以降も当会の活動は順調に進ん

でいます。詳細は以下に示 しますが、H月 21日

に行われた恒例の “おすしパーティ"は多くの留学

生が大変喜びました。これは協賛会員の五十嵐さ

んのご厚意で実現 しているものです。この場を借

りて心から御礼を申し上げます。また、 11月 1日

には今年から始まった第 2回各国文化紹介と題 し

て “お茶とお菓子を楽しむ会"、 12月 16日 には “国

際交流のタベ "、 新年になり 1月 9日 に留学生チャ

リティー “ピアノコンサー ト"、 1月 22日 に “大相

J〔 京クト1薔 大学 Fけ′
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撲初場所千秋楽見学"な ど大きな行事が無事、成功

裡に終了したことを皆様にご報告致します。

この間にも入院した留学生にささやかですがお

見舞金を渡すと共に彼らを激励、緊急貸付金の支

.給や返済の請求、留学生の相談への対応、アルバ

イ ト他各種情報交換の接点 としての活動、好評の

自転車 (中古 )他の譲渡などといった目立たない活

動のためにも連絡室はフル回転で機能 しています。

これまでも時々お知 らせ した華道、茶道、書道、

尺八 (琴 )、 ギター等の同好会ももちろん華やかに

活動 しています。これもひとえに会員の皆様のご

支援やご協力があってこそ、どうぞ今後 ともよろ

しくお願いします。

次に、「飲食費が多すぎる」とのご意見に対する

幹事会の考え方を会報 20号に掲載 しましたが、

フアックスやメール、或いは直接ご意見を十数人

の方々からいただき、同感の意を示 して下さった

ことをお知らせ します。これからも批判を含めて

ご意見を気軽にお寄せ下さいますよう。

尚、上記ファックスの中に別の一つの提案があ

りました。「会費納入者が半数に満たない」(11月

までに )と の記事に対して、幹事会で
″
自動引き落

とし
″

を検討 してほしいというものです。検討の

結果、この制度を導入するとしても、会の性格か

らして従来通 りの振 り込みか自動引き落としかを

会員の方に選択 していただくというのが第一の結

論です。さらに導入する場合の手続きや費用等に

ついていろいろ調べました。そのために専用のパ

ソコンと引き落とし事務をこなす人が必要ですが、

一人いくつもの役を引き受けて辛 うじて成 り立つ

現在の幹事会の実情ではかな り無理があ ります。

煩雑にな りますので詳 しいことは省略 しますが、

費用も初期費用と毎回の手数料などを併せ考える

と現時点では見送 らぎるをえません。会費納入者

を多くするための提案者の貴重なご意見に感謝 し

つつ、他の会員からのよいお知恵をお待ちします。

2月 6日現在、会員総数 680名 のうち、納入者墜
386名 で、全体の六割にも達 していないのが現状

です。納入率アップの妙案はあるのでしょうか ?

会員の方には、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。

なにかのご都合でまだ 17年度の会費をお納めいただいていない会員の方ヘ

上記のような会費納入の現状をご理解 くださり、一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。

ま だ 間 に 合 い ま す  !(3月 31日 (金)ま で)

日□□□□■日回回ご寄付のお礼
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 17年 4月 1日 ～平成 18年 2月 10日 )*敬称略、50音順、異字体省略

朝田潤子、今枝純子、大津留智恵子、川村栄司、北島勢子、木村景、葛城恵子、小柳和郎、笹野和恵、佐藤裕子、周雅麗、辻羊三、寺尾豊太郎、
三浦謙二、諸藤椒久、山本勝彦

会員寄付者  (平成 17年 11月 1日 ～平成 18年 2月 10日 )*敬 称略、50音順、異字体省略

井上敏治、遠藤信夫、新堂睦子、砂山忠、高瀬保、頼母木久代、中島正隆、原田明

(以上、一般寄付、緊急貸付基金寄付を含む)
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2-1 おすしパーティー

GJve us a rryJ
r wOnder sus‖J.

昨年度に引き続き、本年度もまた「第 3回寿司パー

ティ」が、外語祭期間中の 2005年 11月 21日 (月 )

午後 2時から、[]際交流会館の補食室で開催されま

したcこ の企画は、「日本の伝統料理の一つである “す

じ"を留学生に味わってもらいたい。Jと いう、当会

の協賛会員である五十嵐さんのご厚意によるもので

す。

当日は、30名 の留学生が参加 しました。五十嵐さ

んは新鮮でI多 しい “ねた"を沢山用意 して下さって、

その場で注文に応じて握って下さる「すじ」はとって

もおいしく、皆
~お

いしい、おいしい IJと 、おなか

一杯になるまで食べていました。そして、その間に寿

司、鮨、絆 |ま 、どう違うのか、握り方は、など五十嵐

さんに教えていただいていました。おすしの講義を聴

きながら、新しく出来た友達と歓談しながら、おいし

いおすしを味わう、年に一度の「すしパーティ」は、あっ

という||り に 予定 していた 2時間が過ぎてしまいまし

た。

今年もまた、その日に誕生日を迎えた五十嵐さんに、

お礼の気持ちを一杯こめて、ハッピーバースデイの歌

を歌ってケーキを贈りました。

以 ドは参力|1学 生iのお礼の言葉です。

アブドラザコワサビラ {キルギス )

(留 日センター )

とてもおいしかったです ‖

日本に来る前、おすしを食べ ‐

たことかなかったので、 ど

うやって生の魚を食べられる

か、全然わからなかったです。

でも一巨1食べただけで大好き

になりました。説明も本当に

詳しかったです。本当におい

しく、面白かったです。あり

がとうございました。

生の魚 ?

おすしが大好き
グェンタンロング 〔ヴェトナム )

(留 日センター )

私はおすしが大好きですが、今日は遅れてしま

いました。残ったものを全部混ぜて食べました。

それは、面白く、とってもおいしかったです。あ

りがとうございました。

やわらかいおすし
丁文博 (中国)

(研究生 )

賑やかな雰囲気の中で、新鮮でやわらかいおす

しを食べるのは最高です。このような最高の材料

をそろえて、心をこめて作ってくださり、ありが

とうございました。それと、留学生支援の会にも

心から感謝いたします。

「感情のこもったおすし」と留学生。
一番難しいのは、当たり前のことを省略しない

で説明すること。でも、それが交流の始まり。
五十嵐さんの丁寧なご説明がとても好評でした。

「寿司と鮨と鮮の違い

あなたは知っていますか ?」

はじめてのスシメーカー
ナナクルニア (インドネシア )

(ISE助

Thisis the nrsttime l could see how a sushi―

maker makes sushi.Rea‖ y funl Hopefu‖ y′

らいねん there is 90ing to be anotherす じ

party forthe next foreign students.

東京外 可イ1大 学 イ1学
′
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日本人のおもてなし
李宇霞 (中国)

(研究生 )

おす しは日本の伝統的な料理で、それを楽 しみ

ながら色々の国の方々と友達になり、本当に何よ

り楽 しかったです。感情のこもったおす しを食べ

て、日本人の厚いおもてなしを味わってすごく暖

か く感 じました。色々あ りがとうございました。

五十嵐さんにも心から感謝 してお ります。お誕生

日おめでとうございます。いつまでもご健勝をお

祈りします。

2-2各国文化紹介

フランス、モンゴル、イン ドネシアのお茶とお菓子

昨年 12月 1日 (木 )留学生支援の会連絡室にお

いて、12時 10分から第 2回 目の各国文化紹介イ

ベントを開催しました。今回は、「フランス、モン

ゴル、インドネシアの伝統的なお茶とお菓子を味

わいましょうJと いうことで、フランスのデロン

さん、モンゴルのウラントヤさんとオ ドゲレルさ

ん、インドネシアのナナさん、ウリさん、ラハマ

トさんの 6名 の留学生が、それぞれの国のお菓子

とお茶を、心をこめて準備してくれました。

参加者は、総勢 78名、留学生と日本人学生がちょ

うど半々で、学内で望まれている留 。日交流の場

が出来て、支援の会としても、うれしく思いました。

以下は、参加者からの感想です。

d ttea ttime
・        ■1

ゴル)教員研修生
‐・′届

私は 2005年 10月 から東京外国語大学で研

究生として勉強を続けている。留学生の一人とし

て留学生支援の会の皆様に色々お世話になってき

た。だから私も今度お役にたてることがあったら、

ご協力してあげたいといつも思う。

支援の会が留学生のため、様々な活動を行うと共

に国際文化交流も行っている。その一つは色々な

国のお茶会をみんなに紹介することである。 12
月にモンゴルのお茶を紹介 してくれないかと頼ま

1東京外11語大学留学生支援の会会ヤ‖No 21 2006イ 11 2'1
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ほんとにありがとうございました。とてもおい

しかった。色んな種類のおす しがあって、ほとん

どがとても高い値段のものだった。パーティはと

ても良 く準備されていた。でも部屋がもっと大き

かったらよかった。 どうもありがとう。たのしみ

ました。

文化 と向き合 うひととき

れたЭ私とウラントヤーさんが二人とも早速「はい_

と言つてしまったこあとでどうやってモンゴノしの

お茶を作るかとちよつと′心配していた。お茶の葉っ

ぱやお東 J4な どをどうやって手に入れるかと考え

ていた。そのとき、ウラントヤーさんが一時帰 IJ

することになり、お茶の葉っぱやお菓子などを持っ

てくることができて、ちょうど良かった。

お茶会の日が近づいてきた。せっか くなので、

手作 りの ドーナツも作った。でも一番心配だった

のは、モンゴルのミルクティーやお菓子が皆さん

の口に合うかどうかだつた。支援の会の方々に手

伝って頂き、お茶を作ったり、お菓子などを並ベ

ておいた。またお茶機にいらっしゃって下さる皆

様にモンゴルの話やお茶の作 り方について少 しご

紹介させて頂いた。皆、私たちの話を聴いて、お

茶もお菓子も召し上がって下さった。中におかわ

りの方もいて、本当に楽 しくなった。みんな、そ

れぞれ面白い質問をしたり、楽しい話をしたりし

ていた。自分の国のお茶を紹介したり、またイン

ドネーシアとフランスのお茶やお菓子も食べてみ

た。おいしかった。

お茶会に参加 して、本当に良かった。 これは、

ただのお茶会ではなく、お茶を通 じて、その国の

文化に触れるいい機会だと思われた。

FRANCE・
MONGOL・

INDONESIA

オドゲレル {モ ン



サシュエルデロン (フランス )日研生

フランスのハーブティについて勉強し、みんな

に紹介する機会が持ててとても良かった。

準備は大変だったけれど、フランス語を勉強し

ている友達に助けてもらってうまく出来て、とて

もよかった。

ラフマ トスチャワン (インドネシア )ISEP
It、vas a great experience making lndonesian

snack not in my country but in」 apan and I

haven' t learned before.Thank you fOr the

chance to show my coOking talent.す ごくたのし

かった |

VVelcome′

望月淳代 (タ イ語科 )

食べ物と一緒に文化を紹介するのは、とても面

白い試みだと思います。特に、モンゴルは、写真

と一緒に説明してもらえてよかったです。とても

楽しかった。もう少し広い部屋であればよかった。

丁ea for you&your friend5!
i指 :

川崎麻子 (フ ランス語科 )

前回に引き続き参加させていただきました。今

回は、自分の専攻するフランスのお茶も紹介され

ていたこともあって、前回より更に面白かったで

す。日本人学生と留学生の交流、特に文化を紹介

し合う機会は、なかなかないものです。だから、

こういった機会を、 どんど
留 学 生 支 援 の 会 丁 ea&Sweets ん増や して ください。わた

しも協力します。

門脇 由佳 (ド イツ語科 )

普段あまり見かけないインドネシアやモンゴルの食べ物を知ることが出来てよかったし、いただいたもの

はどれもおいしかった。またこういったイベントがあったらぜひ参加 して、様々な国についてもっと知 りた

いと思った:

2-3 留学生のための「日本文化体験教室」と

留学生との友好と交流のための「国際交流のタベ」

心をほぐす交流の場
昨年度同様、大学と留学生支援の会の共催で、

2005年 12月 16日 (金 )午後 2時から恒例の「日

本文化体験教室」を、夕方 6時から「国際交流の

タベ」の 2つの事業を、開催しました。

日本文化体験教室は、今年も①「着物を着てみ

よう」教室、2「華道J教室、③「茶道教室J④「FIj

碁・将棋」教室、⑤「墨絵、折 り紙、千代紙人形」

教室など、楽しい 5つの教室を設けました。

今年度は、準備が遅れて留学生への周知が遅かっ

たため、昨年度に比べ参加者が約 100名 と少なく

な りましたが、それぞれの教室で留学生たちは、

日本の伝統文化に接 し、その真髄に触れ、楽 しん

でいました。また、講師の先生方の優 しさにも感

激 していました。今年もまた、着物は大人気で、

自分の晴れ姿を写真に収め、母国に送ると張り切っ

ていました。「日本文化体験教室Jの時間は、あっ

という間に過ぎましたが、参加 した留学生も、教 ∫

叫〔京クト|「 |イ 171ごit留 'it′ i之 1'Iの 会 会十1(No 21 2006句



える側も楽しい時間を共有していました。

夕方 6時からの、「国際交流の集いJの会場であ

る学生会館には、日頃から留学生を支援、協力し

て ドさっている奨学財団、地域住民、教職員、日

本人チューター等、留学生を含めて約 250名の人々

が集まり、交流の輪を広げました。あちこちで、

留学生たちは日頃話す機会の少ない人たちとの会

話を楽しみ、親睦を深める機会を得ることができ、

嬉 しそうでした。パーティ後半の、留学生が司会

のアトラクションの部では、留学生たちの踊 り、歌、

楽器演奏に加え、日本人学生と留学生による、琴、

尺八、 11味線の混成合奏や、踊 り、支援の会と学

生のギター合奏など盛 りだくさんで、おおいに会

場がもりあが りました。当会によるくじ引きゲー

ムも、賞品も豊富で、会場をわかせていました。

来年は、更に充実 した交流事業が実施できるよ

う支援の会でも支援協力していきましょう。

以下、参加 した留学生たちからのエッセイです。

アイマ ン・ ル ミイエ (シ リア )ISEP

私はチェスが大好きですが、日本の将棋にもず

いぶん前から興味がありました。けれども、私の

国では習う機会がありませんでした。誰も将棋に

ついて知らないかもしれません。ですから、日本

に来たとき、将棋を習い始めようとしました。「日

本文化体験教室Jで初めて将棋を教わ りました。

その時から支援の会連絡室で、佐々木アマ三段に

教えてもらっています。最初はちょっと難 しかっ

たですが、習えば習うほど面白くなりました。

|ヨ に帰ったら、友達に将棋を教えるつもりです。

スーパ ンサ  (タ イ )大学院

私は日本に来る前に国でテレビで着物をはじめ

て見ました。 とてもきれいで、一度着てみたいと

思っていました。

去年日本に来ました。日本は思ったより非常に

発達 している国だと分か りました。何を しても、

囲碁・将棋を楽 しむ

嗜:イ (|卜 「|イ |′く1111′ |||′ 1l Jit')会 会幸(N()212()0()イ「  2サ |

どこへ行っても、便利です。それに、東京は世界の

フアッションの中心だと思います。 しかし、驚いた

のは、道や電車の中で着物を着ている人がまだ見ら

れることです。 12月 16日 に、東外大の留学生支援

室のみな様のおかげで、着物を着る機会がありまし

た。ボランテイアの方が、きれいな着物を持ってき

てくださいました。そして、着物を着させていただ

きました。とても感動 しました。私は赤い着物を選

びました。とてもきれいでした。そして友達と写真

をたくさんとりました。

ずっと着物を着たいと思っていたので、この機会

があって大変うれしいです。とてもいい経験になり

ました。みなさん、本当にありがとうございましたc

ナナ 0クルニア (イ ン ドネシア )ISEP

12月 16日 の留学J二 交流のパーティに参加して、

イン ドネシアの踊 り “Dinding Badinding"と いう

踊 りを踊 りましたcイ ンドネシアの西スマ トラの

伝統的な踊 りで、お客さんを迎える踊りです。

最初は、どんな踊 りを踊るかしっか りわからな

かったのですが、やっと一人のイン ドネシアの

友人がその踊 りを教えてくれました。練習はとて

も大変だったけれど、みんなすごく頑張って、疲

れたけれども楽 しめました。他の踊 りに参カロしな

いインドネシアノ、もどうやってlEし く踊るかなど

色々教えてくれましたしまた、この踊 りの衣装 |よ 、

インドネシア大使館が私たちに貸してくれました j

このようなイベントは、とても役に立つ と思い

ます。インドネシアの文化を紹介できたからとて

もうれしかったです=ま た、友達やチューターも

来てくれて、とても楽 しかったです。食べ物もお

いしかったですっ特に、すしと海老てんぷらがお

いしかった。このようなチャンスをもらえて、本

当にありがとうございました]

[J本に留学中、帰ってからも何時までも決 して

忘れたくないです。

墨絵を楽 しむ 千代紙人形づくりを楽 しむ



」APANESE STVLE
ニッポンの魅力に追る !

ウリ・ プリアングリ

(イ ンドネシア)日研生

「ウリさん、インドネシアの

踊 りとか歌とか出来ますか。

出来たら留学生のパーティに

出てもらえませんか ?Jと、

留学生支援の会の宮 |「 |さ んに

聞かれた時、私は少し驚きま

した。高校の時以来、インド

ネシアの踊 りは習ったことが

ないので、少し心配しましたc

でも友達は、「いいよ、教える

から踊ろうか」 と|:っ てくれ

たので安フかしまヒノた0

私たち、ナナちゃん、ラフ

マ ト君、ユディイ|、 ブデ ィオ|

と私の 5人で、ディンディン・

バディンディンという踊 りを

しました。それは、 ltlス マ ト

ラのFITlり で、お客さんを迎え

るための踊 りです。2週間 ぐ

らい練習するつもりでしたが、

皆 自分のことで忙 しく、5日

ぐらい練習しました。

派手な衣装を着て、派 手な

化粧をしてバーティに出ました。そこには沢山の友達がいました。皆は「頑張ってね」といってくれて、少

し安心しました:バーティの場所はとても賑やかでした。食べ物は、どんなに沢山食べてもなくならないほ

ど一杯ありましたしおいしそうだったから、私は沢山食べたかったけど、化粧を消したくなかったから少

ししか食べなかった。(残念 !η

他の演奏もすばらしかった。チアリーダーや剣道や、ギターなどの演奏がありました。色々な演奏が終わっ

て次は私たちの順番が来ました。急に皆は私たちを見たので、すごく緊張しました。でも、踊 りが始まると

皆は拍手して私たちを熱心に見ましたから、安心して踊りました。

踊 りが終わると、皆は、大きな拍手をしてくれました。私たちはうれしかった。本当は練習でとても疲れ

たけれど、皆の楽しそうな顔を見て、その疲労はなくなりました。

私たちは、インドネシアの文化を紹介できて、ほんとにうれしかったです。また、こういう機会があれば

いいと思います。

あの笑顔が

″

当会へのご意見、ホームビジットやィベントに関

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。

お問い合わせ先は最終ページをご覧ください。

春につながつた !

東京|1司 7iプくF留学′,せ
=の

fゃ 会‖マNo 21 20()6イ |:2サ 11 7



2‐4 留学生支援のための
「チャリティコンサート」

冬の思い出 ひとつ

寒
く

っ
た
っ
て
で
か
け
ま
す
―

′月 夕日 (7後影 )Z%

2006年 1月 9日 (月 )成人の日の夜に、本学 ドイツ語専攻の内藤晃さ

んによる、留学生支援のためのピアノリサイタルを、ミュージック・ジョ

イ ミヤモトの主催、留学生支援の会後援で開催しました。

当日は、とても寒い夜にもかかわらず、約 200人の観客が集まり、シュー

ベル ト、ショパン、 ドビュ

らしい演奏で楽しみました。

シューマンの名曲を、内藤さんのすば

内藤さんは、高度なテクニックを駆使して、すばらしい演奏をきかせて

くれましたが、一番感銘を受けたのは、彼自身演奏することが好きでたま

らないという感じを身体全体から発していることでした。聴衆は、すばら

しい演奏を聴いた後の興奮を胸に帰途についたことでしょう。

この日は留学生たちの参加が少なくとても残念でしたが、このような機会

を再度設けて、彼のすばらしい演奏を聴かせたいものです。

この演奏会によって、15万円もの寄付をいただきました。

内藤さん、すばらしい演奏と多額の寄付をありがとうございました。

2-5 大相撲一月場所見学

機
鶴
機
理
機
整
罐
轟
霊
感
彊

冬の思い出 ふたつ

′ 月 ′2日 (磁 )笏

留学生 57名、支援の会会員 4名、合計 61名で、

大相撲一月場所の千秋楽 (1月 22日 )を見学に行きました。

国技館の前には、場所入りする相撲取りの姿を一目見

ようと、大勢の人が群がっていましたが、今年は、外国

入力士が頑張っているせいか、外国人の姿が大勢見えま

した。この場所は、千秋楽まで優勝者が決まらず、満員

御礼の垂れ幕が下がっていました。留学生たちも熱心に

観戦し、力士の名前を大声で叫んだり、勝負が決まった

ら歓声を上げていました。

相撲は、スポーツ・儀式 。芸術等を総合した伝統的国

技ですが、留学生の皆さんがどのように感じたか、以下

に感想文を紹介します。

日本を楽しむ留学生の一日



あの興奮が春につながつた!

ペ レイラ フアス ト (ブラジル〕 大学院生

テレビで何回も相撲を見ていますが、近くで見

る方が百倍も楽しいです。春場所の結果は予想外

でしたが、かえってその方が良かったと思います。

このようなチャンスに恵まれ、とでも感謝してい

ます。

マーザーヴェレーナ (ドイツ )ISEP

すごく面白かったです。有名な千秋楽取り組み

に招待してくれてありがとうございます。雰囲気

が好きでした。とても近くから力士を見られたの

は、印象的でした。出来たら、行司になりたいです。

でも、女の人にとって無理で残念です～。

ニコラ (ブルガリア )

」L⊂ (留学生日本語教育センター )

初めて生で見て、とても面白かった。琴欧州が

負けて残念だと思った。

ビャム′ヽシジク (モ ンゴル )」 L⊂

日本に来て初めて現場で相撲を見ることが出来

てとても良かったです。見るうちにすごく感動し

て、まるで自分が相撲をとっているようでした。

VOICE

「外語大に学んで」

ホサム グルウィシュ (シ リア )

大学院修士課程

こんにちは ! 私はシリアからの留学生のホサム

です。現在修士課程の 2年です。外大で学び生活

するのは、とてもすばらしいことです。なぜなら、

画期的な企画、内容、討論の出来るコースがあり、

有能なチューター、親切で ,いつも手助けしてくれ

る図書館職員、すばらしい先生方がいらっしゃる

から。

また、様々なスポーツクラブ、社会活動に参加

する機会もあるし、更に留学生に必要な様々な便

宜を図ってくれるし、友達が出来る楽しい行事も

沢山あるから。

更に、インターネットヘのアクセスも便利で、

ウェブ図書館も利用できるし、大学院生のための

フ アム ティテ ュ ホーン (ベ トナム )研究生

相撲 という日本の伝統的なスポーツを、良く聞

いたことがありました。今日、目の前に見られて

すごくうれ しかった。先生たちのおかげでそのこ

とが実現できました。感謝で一杯です。ありがと

うございます。今日は、最終戦で面白い試合があっ

て気持ちよかった。最後に朝青龍と琴欧州 という

力士を見たけど、残念ながら二人とも負けちゃっ

た。でもみんな興奮 して応援 して、最後の最後ま

で頑張った。テレビで見るのと比べると、ぜんぜ

ん気持ちが違いますね。それも良くわかりました。

留学生支援の会は、いい思い出を与えてくれて最

高です。

ア リウカ {モ ンゴル )」 L⊂

なんかとても面白かったけど、ちょっと結果が

残念でした。こんなに大きなチャンスを与えてく

れて皆さんに感謝 します。テレビで見るのと違い

ます。感動して、なんとなく大声を出してしまった。

とてもうれしいです。ありがとうございます。

研修コースを用意 してくださる有能な教職員がい

ます。外大に最初に受け入れられたのは、ISEPの

留学生としての 1年間で、その後大学院の PCS(平

和構築・紛争解決 )の コースに入学しました。その

間、研究、研修、会議などで研鑽を積む機会を沢

山得ました。更に、自国の文化や、言語を教える

こともありました。

私が外大の修士課程に進学を決めたのは、外大

がとても優れた評判のいい大学だったからですが、

ここで学んでみてわかったことは、外大は学生を

すばらしい財産であると考えているから、大学と

して成功しているのだとわかりました。

私は、外大の学生であることをとても幸せに思っ

ています。外大は、誰にでも何かを与えることが

出来る優れた大学です。外大での生活は、勉学に

多 くの時間を割き、意欲的に学ぶ努力も必要です

が、周 りの環境もすばらしく、時に心安らぐ時間

も与えてくれます。

このような私の経験を踏まえ、皆さんにもここ

で数年を学生として学ぶことを、強 くお勧めした

いと思います。いつでもメールでご連絡 ください。

housam722@yahoo.cojp

東京外IJlイ1大学留学生支援の会会報No 21 2006 11 2月 1  9



これからの活動

ACTTIVITIES

春の鎌倉を訪ねてみませんか ?
毎年111例 となりましたこの企 |口 1。 鎌倉在住の会11の ご協力を得て、大変好評です。

会員の告様も、ぜひご参加ください。

ご協力お願いします : 4月期バザー開催に向けて
以 ドのとおり、留学

`11の

ためのバザーを実施いたします。ご協ノ」どうそよろしくお願いいたしますじ

1.バザー用品受付日時  4月 17日 (月 )～ 28日 (金 )

2.バザー期間      5月 1日 (月 )～
3.場所         留学生支援の会連絡室

4.お送りいただきたい物品 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、フライパン、電気炊飯器など)

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)

5.送付先     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

6.送料      恐れ入りますが、従来通り送料のご負担お願いいたします

平成 1

14成 1

平成 1

7年度第 7回幹事会

7年度第 8巨1幹事会

7年度第 9回 1冷 事会

12月 6日 (火 )

2月 5日 (日 )

4月 2 EJ(日 )

(3月 中↑」「会の振替)

<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 留学生課内 (梅 lT7、 大武 )

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

E― mail i sien― tufs@nifty conl

//homepage3 nifty com/is― t tl fs/

TEL

http

日時

集合場所

集合時間

コース

解散後の

オプション

3月 19日 (日 )

新宿駅西日交番前

年前 8時 00分
小田急新宿駅～藤沢で乗 り換え～

江の電にゆられ～長谷寺 (下車)

～長谷寺～大仏～鎌倉駅～昼食～

八llC宮～円覚寺～」R鎌倉駅解散

小町通散策、海を見る (江ノ島

または稲村ケ崎海岸)、 銭洗い弁天

2月 13日 (月 )よ り

留学生支援の会連絡室まで

(12時半～ 16時まで)

*会員の方は、042-3305542

梅田まで

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。

0423305542(梅 田)、

080-3080-3007(「や嶋)

申込み

参加費

お願い

10 ⑥ C(月 ,vrig1lt 2()()(,T11(ヽ Sul,1)()「 i((Hl,nlitt(ヽ c rl)『 Illt(ヽ 11〕 al k)llal StlК kヽ nts T()k、.o tli]iva sit、 ol l'()1(｀ lЯ ll SttК lk、
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