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全全1010回の日本語指導講座を開催回の日本語指導講座を開催

　ふじみの国際交流センターでは、　ふじみの国際交流センターでは、 20092009年年1212月月1616日～日～20102010年年33月月2424日まで、日まで、 日本語日本語

指導をしているボランティアの講習会として、指導をしているボランティアの講習会として、「日本語の教え方とコミュニケーション」「日本語の教え方とコミュニケーション」講座を講座を

実施しました。実施しました。ふじみ野市大井地区歳末たすけあい募金の分配事業として行ったもので、ふじみ野市大井地区歳末たすけあい募金の分配事業として行ったもので、3030

人の受講者が人の受講者が1010回にわたる講義を受講しました。回にわたる講義を受講しました。

多国籍料理を楽しみながら日本語の教え方を学習多国籍料理を楽しみながら日本語の教え方を学習

日本語の教え方とコミュニケーション講座日本語の教え方とコミュニケーション講座

全１０回の授業内容全１０回の授業内容

①日本語ボランティアになる①日本語ボランティアになる （（1212 月月 1616 日）日）

②日本語を教えるって？②日本語を教えるって？ （（1212 月月 2222日）日）

③教え方の枠組み③教え方の枠組み （（11 月月 1212 日）日）

④授業を組み立ててみよう④授業を組み立ててみよう （（11 月月 2020日）日）

★インドネシア料理教室★インドネシア料理教室 （（11 月月 2727 日）日）

⑤初級授業の実際Ⅰ⑤初級授業の実際Ⅰ （（22 月月 22 日）日）

⑥初級授業の実際Ⅱ⑥初級授業の実際Ⅱ （（22 月月 1010 日）日）

⑦楽しい教室活動を⑦楽しい教室活動を!!（（22 月月 1616 日）日）

★パキスタン料理教室★パキスタン料理教室 （（22 月月 2424 日）日）

⑧コミュニケーションの実際⑧コミュニケーションの実際 （（33 月月 22 日）日）

⑨個別技能の指導⑨個別技能の指導 （（33 月月 1010 日）日）

⑩学習者中心の活動を⑩学習者中心の活動を!!（（33 月月 1616 日）日）

★修了式とスリランカ料理★修了式とスリランカ料理 （（33 月月 2424 日）日）

講師の大島博幸さん講師の大島博幸さん

料理教室も大いに料理教室も大いに

楽しむ楽しむ
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いい年こいて、いい年こいて、

まずはまずは “笑顔作り”“笑顔作り” からか？からか？

　いけなかったかな　いけなかったかな? ? このような見出しでは？　しかし、このような見出しでは？　しかし、

これが未知との遭遇、これが未知との遭遇、 衝撃の告白です。衝撃の告白です。

　開口一番、　開口一番、 先生の指導は先生の指導は 「学習者に不快感を与「学習者に不快感を与

えないことが大切です。えないことが大切です。 それには常に笑顔で接するそれには常に笑顔で接する

ことです。ことです。 私たちが言う素敵な笑顔とは、私たちが言う素敵な笑顔とは、 気に入っ気に入っ

た香水などの香りをかいだときのあの表情です」た香水などの香りをかいだときのあの表情です」

　気に入った香水を嗅ぐ　気に入った香水を嗅ぐ?  ?  縁がなかったからなあ。縁がなかったからなあ。

ひそかにつぶやくオジンの心理をつかんでくださるとひそかにつぶやくオジンの心理をつかんでくださると

ころがすごい！　「目じりが下がり、ころがすごい！　「目じりが下がり、 ほほ骨の筋肉がほほ骨の筋肉が

少し上がったような感じとご理解ください」少し上がったような感じとご理解ください」

　そうか、　そうか、 取り立てて顔を作ることではなく自然な笑顔取り立てて顔を作ることではなく自然な笑顔

でいいんだな。でいいんだな。 顔には自信がないけれど、顔には自信がないけれど、 まあ不まあ不

快にならないよう気をつけるとして自然体でいくべし。快にならないよう気をつけるとして自然体でいくべし。

勝手な納得から入った１時間目、勝手な納得から入った１時間目、 驚愕の長期講習１驚愕の長期講習１

０回講座が昨年０回講座が昨年 1212 月月 1616 日から始まりました。日から始まりました。

　講師は大島博幸先生、　講師は大島博幸先生、 元元  ＹＭＣＡ日本語クラス講ＹＭＣＡ日本語クラス講

師など様々な教室で教鞭をとられておられるベテラン師など様々な教室で教鞭をとられておられるベテラン

先生。先生。 本職は牧師さんというだけあり、本職は牧師さんというだけあり、 さわやかなさわやかな

笑顔と語り口は受講生を飽きさせない、笑顔と語り口は受講生を飽きさせない、 これが話術これが話術

だという面を披露していただいてきました。だという面を披露していただいてきました。

　ここでは　ここでは  講座内容だけをズリズリと書き綴っても面白講座内容だけをズリズリと書き綴っても面白

くないことと思いますので、くないことと思いますので、 唐突ですがほんの２，唐突ですがほんの２， ３３

例です、例です、 少し授業の中での初体験、少し授業の中での初体験、 あの感動を皆あの感動を皆

様にお伝えしたいと思います。様にお伝えしたいと思います。 まあ、まあ、 言ってみれば言ってみれば

日本語クイズでしょうか日本語クイズでしょうか??

　「角と隅、　「角と隅、 どっちがどっちどっちがどっち??」」 ⇒外から見れば角、⇒外から見れば角、 中中

から見れば隅。から見れば隅。 すぐ返事できましたかすぐ返事できましたか??

　「たまごの漢字は卵なのに玉子焼きと玉子丼は玉　「たまごの漢字は卵なのに玉子焼きと玉子丼は玉

子、子、 卵の漢字はどっちが正しいの？」卵の漢字はどっちが正しいの？」 ⇒正しくは⇒正しくは

卵、卵、 玉子は当て字です。玉子は当て字です。 でも玉子丼では一般的にでも玉子丼では一般的に

玉子を使っているようです。玉子を使っているようです。 ちょっと辞典を引いてみちょっと辞典を引いてみ

てください。てください。

　そういえば私にもこんな体験がありました。　そういえば私にもこんな体験がありました。 日本語日本語

日本語の教え方とコミュニケーション講座日本語の教え方とコミュニケーション講座

日本語指導のための講座を受講して日本語指導のための講座を受講して・・・・

検定試験１級を受験するというセンターの日本語教室検定試験１級を受験するというセンターの日本語教室

の学習者が対策本を持ってきて、の学習者が対策本を持ってきて、 「十八番」「十八番」 という漢という漢

字の読み方がわからないという。字の読み方がわからないという。

　「お　「お ・・ はは ・・ こ　と読みます」こ　と読みます」

　「先生、　「先生、 なぜ”なぜ” じゅうはちばんじゅうはちばん “ではいけないので“ではいけないので

すかすか??」」 ・・ ・・ ・・ ムム歌舞伎に由来するってことは知っムム歌舞伎に由来するってことは知っ

てたけどなあ。てたけどなあ。 あの時は、あの時は、 先生の宿題ということで次先生の宿題ということで次

週に正しい返事をしました。週に正しい返事をしました。 そういえば、そういえば、 大島先生大島先生

もおっしゃってました。もおっしゃってました。 学習者に先生といわれても恥学習者に先生といわれても恥

ずかしがらずに堂々と受け答えをしましょう。ずかしがらずに堂々と受け答えをしましょう。 答えが答えが

わからなかったときは、わからなかったときは、 いい加減な返事をせずに宿いい加減な返事をせずに宿

題とさせてもらいしっかりとした答えで返答をしましょ題とさせてもらいしっかりとした答えで返答をしましょ

うう ・・ ・・ ・・ と。と。

あの先生はちょっとネあの先生はちょっとネ ......

嫌われない嫌われない “先生”“先生” なるにはなるには

　最近、　最近、 日本語教師資格を取得することは並大抵の日本語教師資格を取得することは並大抵の

ことではないと大島先生はおっしゃいます。ことではないと大島先生はおっしゃいます。 ４２０時４２０時

間という長時間とお付き合いし、間という長時間とお付き合いし、 理論、理論、 実技、実技、 教育教育

実習をやっつけたところで終わりというものではないら実習をやっつけたところで終わりというものではないら

しいのです。しいのです。 教師資格取得のために、教師資格取得のために、 この後くぐらこの後くぐら

なければならないのがなければならないのが 「日本語教育能力検定試験」「日本語教育能力検定試験」

という難しい門があるからなのです。という難しい門があるからなのです。 今ではこいつ今ではこいつ

が曲者、が曲者、 なんと合格率は２０パーセントを切るというなんと合格率は２０パーセントを切るという

超難関試験です。超難関試験です。 シルバーエイジ目前の身にはまシルバーエイジ目前の身にはま

さに高根の花となっていました。さに高根の花となっていました。

　［４２０時間　ⅤＳ　２０時間］　資格を取るには、　［４２０時間　ⅤＳ　２０時間］　資格を取るには、 寿命寿命

が先か資格が先かの長距離レースになりそうです。が先か資格が先かの長距離レースになりそうです。

資格取得には資格取得には 420420 時間、時間、 プロ教師の道ははるか彼プロ教師の道ははるか彼

方です。方です。 でも、でも、 ２０時間は勉強させていただきまし２０時間は勉強させていただきまし

た。た。 われらわれら「ふじみの国際交流センター日本語教室」「ふじみの国際交流センター日本語教室」

の先生の先生 （ボランティア）（ボランティア） も今までの先生ではありませも今までの先生ではありませ

ん。ん。 大島先生の素晴らしい講義をを大いに生かし大島先生の素晴らしい講義をを大いに生かし

て、て、 より一層の情熱で効果的な生きた日本語を教えより一層の情熱で効果的な生きた日本語を教え

ていきたい、ていきたい、 そんなモチベーションが沸々と湧き上そんなモチベーションが沸々と湧き上

がってきた１０回にわたる講座でした。がってきた１０回にわたる講座でした。

「常に笑顔で受講生と接する」「常に笑顔で受講生と接する」から始まり、から始まり、

指導の考え方や技術を指導の考え方や技術を2020時間にわたり学習時間にわたり学習
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　　1010 回目の講座の折、回目の講座の折、 大島先生より外国籍の学習大島先生より外国籍の学習

者に日本語を教えようとするとき、者に日本語を教えようとするとき、 こうしたことには気こうしたことには気

をつけよう１０カ条をご披露いただきました。をつけよう１０カ条をご披露いただきました。

　学習者が気持ち良く学ぶために、　学習者が気持ち良く学ぶために、 そのために指導そのために指導

者として守るべき戒めとして、者として守るべき戒めとして、 常にこれを忘れずに臨常にこれを忘れずに臨

みたいと思い、みたいと思い、 改めて紹介させていただきます。改めて紹介させていただきます。

　そして修了式。　そして修了式。 大島先生より修了証の授与式、大島先生より修了証の授与式、 卒卒

業証書以来の出来事に感動！　まずはめでたしめで業証書以来の出来事に感動！　まずはめでたしめで

たし。たし。 休みなく学べた奇跡に感涙滝のごとし、休みなく学べた奇跡に感涙滝のごとし、 までまで

は行かなくとも充実したは行かなくとも充実した 1010 日間でした。日間でした。

　最後になりましたが、　最後になりましたが、 授業の合間に授業の合間に33 回にわたり外回にわたり外

国料理で私たち学習者を楽しませてくださったインド国料理で私たち学習者を楽しませてくださったインド

ネシア料理の三浦シスカさん、ネシア料理の三浦シスカさん、 パキスタン料理のサパキスタン料理のサ

ルマルマ ・・ サタールさん、サタールさん、 スリランカ料理のヤマンゲスリランカ料理のヤマンゲ ・・ イイ

ンドラニさんに厚くお礼の言葉を申し添えさせていたンドラニさんに厚くお礼の言葉を申し添えさせていた

だきます。だきます。 （文（文 ：： 岩田　仁）　岩田　仁）　

　私は今、　私は今、 ふじみの国際交流センターで日本語ふじみの国際交流センターで日本語

指導のボランティアをしています。指導のボランティアをしています。

　ボランティアを始める前は、　ボランティアを始める前は、 「日本語で日本語を「日本語で日本語を

教えるのだから、教えるのだから、 私でもできるだろう」私でもできるだろう」 と思っていと思ってい

たのですが、たのですが、 実際にやってみると、実際にやってみると、 「【が】「【が】 とと 【は】【は】

はどう違うの？」はどう違うの？」 「【～ています】「【～ています】 はどういう意はどういう意

味？」味？」 等の学習者からの質問にうまく答えること等の学習者からの質問にうまく答えること

ができませんでした。ができませんでした。 「このままではいけない！」「このままではいけない！」

と文法の本を開いて勉強を始めたころ、と文法の本を開いて勉強を始めたころ、 この講座この講座

を知り、を知り、 飛びつくように参加しました。飛びつくように参加しました。

　講座ではまず、　講座ではまず、 日本語ボランティアになるという日本語ボランティアになるという

ことに対しての心構えを教えていただきました。ことに対しての心構えを教えていただきました。 そそ

れは、れは、 日本人だから日本語が教えられるわけで日本人だから日本語が教えられるわけで

はなく、はなく、 知識やテクニックが必要だということ、知識やテクニックが必要だということ、 笑笑

顔でコミュニケーションをとることや、顔でコミュニケーションをとることや、 常に学ぶ人常に学ぶ人

が主役であるということです。が主役であるということです。 今までの自分を思今までの自分を思

い返すと、い返すと、 緊張でガチガチのまま教えていたの緊張でガチガチのまま教えていたの

ではないだろうか、ではないだろうか、 学習者とコミュニケーションを学習者とコミュニケーションを

とろうとしていただろうか、とろうとしていただろうか、 自分中心の授業になっ自分中心の授業になっ

ていなかっただろうかていなかっただろうか ・・ ・・ と反省することばかりでと反省することばかりで

した。した。 また、また、 「文法さえ説明できるようになれば、「文法さえ説明できるようになれば、 いい

いボランティアになれる」いボランティアになれる」 と思いこんでいたのを恥と思いこんでいたのを恥

ずかしく思いました。ずかしく思いました。

　その後の講座では、　その後の講座では、 授業の組み立て方、授業の組み立て方、 教案教案

作り、作り、 初級授業の実践、初級授業の実践、 教室活動での具体的な教室活動での具体的な

方法等を学びました。方法等を学びました。 今日学んだ事が、今日学んだ事が、 翌日の翌日の

日本語ボランティアですぐに役に立つというような日本語ボランティアですぐに役に立つというような

内容で、内容で、 とても勉強になりました。とても勉強になりました。 先生手作りの教先生手作りの教

材や教具を見せていただけたこともとてもよかったと材や教具を見せていただけたこともとてもよかったと

思います。思います。

　この講座では、　この講座では、 多くのことを学び、多くのことを学び、 同じように日同じように日

本語指導をしている方々とも出会うことができまし本語指導をしている方々とも出会うことができまし

た。た。 これからも勉強を続けながら、これからも勉強を続けながら、 学習者の方々学習者の方々

の日本語学習に少しでも役に立てるよう頑張ろうとの日本語学習に少しでも役に立てるよう頑張ろうと

思います。思います。 そして笑顔でのコミュニケーションを楽そして笑顔でのコミュニケーションを楽

しもうと思います。しもうと思います。

常に常に 「学ぶ人が主役」「学ぶ人が主役」 でがんばりたいでがんばりたい 矢澤美紀矢澤美紀

①上から目線で同僚や学習者に接していませんか。①上から目線で同僚や学習者に接していませんか。

②②「教えてやっている」「教えてやっている」「助けてやっている」「助けてやっている」という意識という意識

を持っていませんか。を持っていませんか。

③アジアの国の学習者に③アジアの国の学習者に「日本が上」「日本が上」といった意識がといった意識が

言葉の端々に出たりしていませんか。言葉の端々に出たりしていませんか。

④自分が参加しているボランティア教室の目的を理解し④自分が参加しているボランティア教室の目的を理解し

ていますか。ていますか。

⑤日本語教育と皆さんが学校で学んだ国語教育の違い⑤日本語教育と皆さんが学校で学んだ国語教育の違い

がわかっていますか。がわかっていますか。

⑥身につけた外国語を使いたくて日本語を教えていませ⑥身につけた外国語を使いたくて日本語を教えていませ

んか。んか。

⑦教える内容が自分の興味中心になっていませんか。⑦教える内容が自分の興味中心になっていませんか。

⑧学習者を子供扱いして幼児に話しかけるような語り口⑧学習者を子供扱いして幼児に話しかけるような語り口

になっていませんか。になっていませんか。

⑨自分のやり方や方法に信念を持ちすぎて、⑨自分のやり方や方法に信念を持ちすぎて、人の意見人の意見

を聞かないということはありませんか。を聞かないということはありませんか。

⑩教える内容が自慢話になっていませんか。⑩教える内容が自慢話になっていませんか。

信頼される先生信頼される先生 （シニア）（シニア） になるためのになるための

チェックポイントチェックポイント 1010 カ条カ条
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　ふじみ野市教育委員会の主催による　ふじみ野市教育委員会の主催による 「暮らしの「暮らしの

中の人権講座～ふじみ野レストラン２～」中の人権講座～ふじみ野レストラン２～」 が、が、 22

月月 1919 日～日～ 33 月月 44 日に計日に計 33 回開催されました。回開催されました。 ここ

れは、れは、 ふじみの国際交流センターふじみの国際交流センター （（FICECFICEC）） のの

協力で外国人講師を招いて行われた協力で外国人講師を招いて行われた 「外国料理「外国料理

教室」教室」 のプログラム。のプログラム。 22 月月 1919 日日 （金）（金） にはスリラにはスリラ

ンカ料理、ンカ料理、 22 月月 2525 日日 （木）（木） にはロシア料理、にはロシア料理、 そそ

してして 33 月月 44 日日 （木）（木） にはパキスタン料理を内容とにはパキスタン料理を内容と

して行われました。して行われました。外国籍の人たちから料理を学外国籍の人たちから料理を学

んでお互いに交流し、んでお互いに交流し、 外国人の人権について外国人の人権について

外国人と日本人で共に考えようというものです。外国人と日本人で共に考えようというものです。

　ふじみ野市には、　ふじみ野市には、 現在現在 5050 カ国の外国人カ国の外国人 1,5351,535

人人 （（20102010 年年 22 月月 1515 日時点）日時点） が外国人登録をしが外国人登録をし

て住んでいますが、て住んでいますが、 地域に住む日本人が外国地域に住む日本人が外国

人と交流をする場が、人と交流をする場が、 なかなか持てていないのなかなか持てていないの

が現状です。が現状です。 しかし、しかし、 今回のプログラムでは、今回のプログラムでは、 募募

集当日に応募者が定員の集当日に応募者が定員の 3030 名に達し、名に達し、 もっと外もっと外

国人と交流を持ち、国人と交流を持ち、 そして学びたいと思っているそして学びたいと思っている

地域の方がたくさんいることを実感しました。地域の方がたくさんいることを実感しました。

スリランカ料理の講師はスリランカ料理の講師は

インドラーニさんインドラーニさん

　さて、　さて、 今回レポートするのはスリランカ料理の教今回レポートするのはスリランカ料理の教

室。室。 ここで講師を務めてくれたのはヤマンゲここで講師を務めてくれたのはヤマンゲ ・・ イイ

ンドラーニさん。ンドラーニさん。 上福岡でスリランカレストラン上福岡でスリランカレストラン 「イ「イ

ンディー」ンディー」 （上福岡西公民館前）（上福岡西公民館前） を経営しているを経営している

彼女は、彼女は、 料理の腕前ももちろんのこと日本の大料理の腕前ももちろんのこと日本の大

学を卒業していることもあり日本語も堪能で、学を卒業していることもあり日本語も堪能で、はじはじ

めは少し緊張していた参加者のみなさんとも楽しめは少し緊張していた参加者のみなさんとも楽し

く会話をし、く会話をし、 すぐに打ち解けた様子でした。すぐに打ち解けた様子でした。

　スリランカには様々な種類のカレーがあり　スリランカには様々な種類のカレーがあり 11 日日 11

回はカレーを食べるというほどポピュラーな食べ物回はカレーを食べるというほどポピュラーな食べ物

だそう。だそう。 今回ヤマンゲさんが教えてくれた本場の今回ヤマンゲさんが教えてくれた本場の

チキンカレーのレシピを次ページに紹介したいとチキンカレーのレシピを次ページに紹介したいと

思います。思います。

　なかなか手に入らないスパイスも多く、　なかなか手に入らないスパイスも多く、 自宅で自宅で

作るのは難しいかもしれませんが、作るのは難しいかもしれませんが、 普段使って普段使って

いるカレーのルウにココナッツミルクを入れたり、いるカレーのルウにココナッツミルクを入れたり、

少し変わったスパイスを入れてみても面白いかも少し変わったスパイスを入れてみても面白いかも

しれません。しれません。

　今回私たちはごはんと一緒に食べましたが、　今回私たちはごはんと一緒に食べましたが、 スス

リランカではごはんのほかに、リランカではごはんのほかに、 ストリングホッパーストリングホッパー

というライスヌードルと一緒に食べることも多いようというライスヌードルと一緒に食べることも多いよう

です。です。 また、また、 食べるときはスプーンではなく、食べるときはスプーンではなく、 右右

手をそのまま使って食べるのがスリランカ流！御手をそのまま使って食べるのがスリランカ流！御

前箸で食べると、前箸で食べると、 もっと美味しく感じるんだとか。もっと美味しく感じるんだとか。

　そんな美味しいカレーをほおばりながら、　そんな美味しいカレーをほおばりながら、 スリラスリラ

ンカで使われているシンハラ語を学んだり、ンカで使われているシンハラ語を学んだり、 様々様々

な意見交換をして盛り上がりました。な意見交換をして盛り上がりました。

（文（文 ：： 神田歩）神田歩）

ふじみ野市で外国料理教室ふじみ野市で外国料理教室

外国籍の人たちから料理を学ぶ外国籍の人たちから料理を学ぶ

スリランカ、スリランカ、ロシア、ロシア、パキスタン料理パキスタン料理

教育委員会主催の教育委員会主催の「ふじみ野レストラン」「ふじみ野レストラン」

指導をしてくれた指導をしてくれた

インドラーニさんインドラーニさん
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【材料【材料 （（22人分）】人分）】

骨付き鶏肉骨付き鶏肉 ................................................................ 250g250g

玉ねぎ玉ねぎ ............................................................................ 1/21/2 個個

ピーマンピーマン................................................................................ 11 個個

トマトトマト ............................................................................................ 11 個個

生姜生姜 ..................................................................................................10g10g

にんにくにんにく ................................................................................ 11 片片

サラダ油サラダ油........................................................おおさじおおさじ 22

ココナッツミルクココナッツミルク ...................................... 1/21/2 缶缶

塩塩 ...................................................................................................... 少々少々

シナモンスティックシナモンスティック.......................................... 11 本本

カルダモンカルダモン........................................................................ 22 個個

クローブクローブ................................................................................ 22 個個

セーラセーラ...................................................................................... 少々少々

ランペランペ...................................................................................... 少々少々

カレーリーフカレーリーフ ............................................................ 少々少々

【作り方】【作り方】

①　玉ねぎはみじん切り、①　玉ねぎはみじん切り、 ピーマンは四等分に切り、ピーマンは四等分に切り、 トマトはトマトは88～～1010

等分のくし切り、等分のくし切り、生姜とにんにくはみじん切りにします生姜とにんにくはみじん切りにします（どちらも市販（どちらも市販

のチューブのものでものチューブのものでもOKOK）。）。

②　鍋にサラダ油を入れて温めます。②　鍋にサラダ油を入れて温めます。温めた鍋に生姜とにんにく、温めた鍋に生姜とにんにく、シシ

ナモン、ナモン、 カレーリーフ、カレーリーフ、 セーラ、セーラ、 ランペ、ランペ、 カルダモン、カルダモン、 クローブをクローブを

入れて炒めます。入れて炒めます。

③　それらが茶色に変わったら、③　それらが茶色に変わったら、玉ねぎのみじん切りを入れて炒めま玉ねぎのみじん切りを入れて炒めま

す。す。 玉ねぎがアメ色になったら残りのスパイスを入れてよく混ぜま玉ねぎがアメ色になったら残りのスパイスを入れてよく混ぜま

す。す。

④　そこにピーマンと鶏肉を炒め合わせます。④　そこにピーマンと鶏肉を炒め合わせます。さらにトマトと水１カップさらにトマトと水１カップ

を入れ、を入れ、フタをして弱火でフタをして弱火で3030分ほど煮込みます分ほど煮込みます（このとき様子を見（このとき様子を見

ながら混ぜることを忘れずに！）ながら混ぜることを忘れずに！）

⑤　ココナッツミルクを加え、⑤　ココナッツミルクを加え、さらにさらに2020～～3030分煮込めば出来上がり！分煮込めば出来上がり！

スリランカ風チキンカレーの作り方スリランカ風チキンカレーの作り方
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FICECFICECのパソコン教室のパソコン教室

　これまでに　これまでに2020年間、年間、老若男女　たくさんの老若男女　たくさんの

方々にパソコンを教えてきました。方々にパソコンを教えてきました。様々な状様々な状

況の中での指導を経験してきましたが、況の中での指導を経験してきましたが、外国外国

籍の方を中心にパソコンを教えるということ籍の方を中心にパソコンを教えるということ

は私にとっては初めてのチャレンジでした。は私にとっては初めてのチャレンジでした。

　一昨年の秋から、　一昨年の秋から、皆さんの様子を見ながら皆さんの様子を見ながら

のの「手探り」「手探り」＋＋「手作り」「手作り」の教室がスタートの教室がスタート

し、し、PCPCはデジタルなのに授業は全くのアナロはデジタルなのに授業は全くのアナロ

グでしたね。グでしたね。異国の地で日本語を覚え読み書異国の地で日本語を覚え読み書

きを習得するだけでもたいへんなのに、きを習得するだけでもたいへんなのに、さらさら

にパソコンに挑戦し、にパソコンに挑戦し、一生懸命に説明内容を一生懸命に説明内容を

外国籍の人たちにパソコン指導外国籍の人たちにパソコン指導

真摯に努力する姿に感銘真摯に努力する姿に感銘

メモする真摯な姿に感銘を受けたこともしばメモする真摯な姿に感銘を受けたこともしば

しばです。しばです。また半年ほど前から、また半年ほど前から、酒井有香さ酒井有香さ

んと矢澤美紀さんという素敵なサポーターにんと矢澤美紀さんという素敵なサポーターに

も恵まれ、も恵まれ、たいへん感謝しています。たいへん感謝しています。　　

　授業を通じて様々な知識やノウハウをご提　授業を通じて様々な知識やノウハウをご提

供しているのは私ですが、供しているのは私ですが、私は与えている以私は与えている以

上の何かを、上の何かを、いつも皆さんから頂いている気いつも皆さんから頂いている気

がします。がします。人と人との繋がりや出会いを大切人と人との繋がりや出会いを大切

に、に、これからも素敵で有意義な時間を皆さんこれからも素敵で有意義な時間を皆さん

と過ごしていきたいと考えています。と過ごしていきたいと考えています。

梶　里美梶　里美

　ふじみの国際交流センター　ふじみの国際交流センター （（FICECFICEC））では、では、第二、第二、第四木曜日の午後、第四木曜日の午後、パソコン教室をパソコン教室を

開催しています。開催しています。これは、これは、外国籍の方々の就労支援を目的として行っているもの。外国籍の方々の就労支援を目的として行っているもの。こうしこうし

た教室でパソコン技能を身につけて、た教室でパソコン技能を身につけて、日本での仕事に生かしてほしいと開催しています。日本での仕事に生かしてほしいと開催しています。
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　中国人やフィリピン人の女性から多く寄せ　中国人やフィリピン人の女性から多く寄せ

られる相談のひとつに、られる相談のひとつに、「連れ子の呼び寄せ」「連れ子の呼び寄せ」

があります。があります。現在は日本で、現在は日本で、日本人あるいは在日本人あるいは在

日外国人と結婚している外国人が、日外国人と結婚している外国人が、母国に残母国に残

してきた子どもを日本に呼び寄せて一緒に暮してきた子どもを日本に呼び寄せて一緒に暮

らしたい、らしたい、そのための手続をしてほしい、そのための手続をしてほしい、といとい

う相談です。う相談です。この場合、この場合、呼び寄せる子の実の父呼び寄せる子の実の父

親はすでに母親とは離婚しているか、親はすでに母親とは離婚しているか、あるいあるい

は最初から結婚していないことが多く、は最初から結婚していないことが多く、母国母国

の家族の家族（相談者の両親（相談者の両親・・きょうだいなど）きょうだいなど）が子が子

の面倒を見ているケースがほとんどです。の面倒を見ているケースがほとんどです。

　呼び寄せる側のお母さんが、　呼び寄せる側のお母さんが、シングルマシングルマ

ザーである場合もあります。ザーである場合もあります。たとえば、たとえば、日本人日本人

と結婚していたが離婚して、と結婚していたが離婚して、日本国籍を持つ日本国籍を持つ

子を一人で育てているお母さんが、子を一人で育てているお母さんが、母国に残母国に残

してきた別の子を呼び寄せる、してきた別の子を呼び寄せる、というケースというケース

です。です。

　この　この「連れ子の呼び寄せ」「連れ子の呼び寄せ」は、は、子どもがまだ子どもがまだ

未成年で面倒をみてくれる大人が必要、未成年で面倒をみてくれる大人が必要、といとい

う理由で呼び寄せるわけなので、う理由で呼び寄せるわけなので、子どもが大子どもが大

きくなっている場合は、きくなっている場合は、使えません。使えません。未成年と未成年と

いっても、いっても、呼び寄せができるぎりぎりの年齢呼び寄せができるぎりぎりの年齢

は、は、2020歳ではなく、歳ではなく、1717～～1818歳くらいとされて歳くらいとされて

います。います。

　ところで、　ところで、1717歳なら呼び寄せ可能、歳なら呼び寄せ可能、とはいとはい

え、え、呼び寄せることが本当にその子のために呼び寄せることが本当にその子のために

なるのか、なるのか、疑問に思えるケースもあります。疑問に思えるケースもあります。日日

本に呼び寄せて学校に行かせるとしても、本に呼び寄せて学校に行かせるとしても、多多

くの場合日本語はゼロからのスタートです。くの場合日本語はゼロからのスタートです。

言葉ができなければ他の教科もわかりません。言葉ができなければ他の教科もわかりません。

外国籍の子のための補習をしている学校もあ外国籍の子のための補習をしている学校もあ

りますが、りますが、どこの学校でもやっているというどこの学校でもやっているという

わけではありません。わけではありません。母国でのカリキュラム母国でのカリキュラム

の途中で日本に来てしまうと、の途中で日本に来てしまうと、授業について授業について

いけず、いけず、ドロップアウトする子も出てきます。ドロップアウトする子も出てきます。

母国でもう少し勉強すれば高卒の資格がとれ母国でもう少し勉強すれば高卒の資格がとれ

たのに、たのに、日本に来て勉強がわからなくなって日本に来て勉強がわからなくなって

しまったので学業が中途半端になるのでは、しまったので学業が中途半端になるのでは、

子どもの将来にとってマイナスになってしま子どもの将来にとってマイナスになってしま

います。います。

　学校に行く意欲をなくして同国人の同じよ　学校に行く意欲をなくして同国人の同じよ

うな境遇の子どもたち同士でつるんで遊んでうな境遇の子どもたち同士でつるんで遊んで

いるために、いるために、ますます日本語の勉強の機会をますます日本語の勉強の機会を

失い、失い、結局再び母国に帰ることにしたり、結局再び母国に帰ることにしたり、仲仲

間うちでごく低年齢で結婚して破綻を招く、間うちでごく低年齢で結婚して破綻を招く、

というような悲劇も耳にします。というような悲劇も耳にします。

　親にしてみれば、　親にしてみれば、長いこと会えなかった子長いこと会えなかった子

と、と、なんとかして親子の絆を取り戻したい一なんとかして親子の絆を取り戻したい一

心で呼び寄せるのだと思いますが、心で呼び寄せるのだと思いますが、子どもに子どもに

とってそれまでなじんでいた環境から離れて、とってそれまでなじんでいた環境から離れて、

言葉の通じない国にいきなり行く、言葉の通じない国にいきなり行く、というこというこ

とは大きな負担です。とは大きな負担です。はたから見れば、はたから見れば、できでき

れば呼び寄せは言葉を覚えるのも早く、れば呼び寄せは言葉を覚えるのも早く、人間人間

関係もまだそれほど広くない小学校入学前に関係もまだそれほど広くない小学校入学前に

してほしい、してほしい、と思うのですが、と思うのですが、それぞれの家それぞれの家

庭の事情もあり、庭の事情もあり、なかなかちょうどいい年齢なかなかちょうどいい年齢

で呼び寄せるのは難しいようです。で呼び寄せるのは難しいようです。子どもた子どもた

ちがこれから日本で一緒に暮らしていくのなちがこれから日本で一緒に暮らしていくのな

ら、ら、せめて日本語だけは覚えられるように、せめて日本語だけは覚えられるように、とと

願わずにはいられません。願わずにはいられません。

●筆者紹介●筆者紹介

1010年あまり年あまりNGONGOで働いた後、で働いた後、フィリピン人支援フィリピン人支援

グループでボランティアしたり写真の勉強をしグループでボランティアしたり写真の勉強をし

たりしつつ昨年行政書士として開業、たりしつつ昨年行政書士として開業、これからこれから

外国人のビザ取得などの仕事を中心にやってい外国人のビザ取得などの仕事を中心にやってい

きたいと思っています。きたいと思っています。どうぞよろしく。どうぞよろしく。

ライフ行政書士事務所ライフ行政書士事務所

　　http://officelife.sakura.ne.jp/http://officelife.sakura.ne.jp/

　　http://shigotonichiroku.sblo.jp/http://shigotonichiroku.sblo.jp/

入管法ひとくちノート入管法ひとくちノート （８）（８）

連れ子の呼び寄せ連れ子の呼び寄せ
藤林藤林  美穂美穂

日本語の習得が大きな課題日本語の習得が大きな課題



特定非営利活動法人特定非営利活動法人ふじみの国際交流センターふじみの国際交流センター
〒〒356-0004 356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡埼玉県ふじみ野市上福岡5-4-255-4-25

TelTel：：049-256-4290049-256-4290　　FaxFax：：049-256-4291049-256-4291

生活相談専用電話生活相談専用電話：：049-269-6450049-269-6450　　

センターの活動をご支援くださいセンターの活動をご支援ください

会員会員 ・・ 賛助会員賛助会員 ・・ 寄付のご案内寄付のご案内

●活動を担う会員……正会員●活動を担う会員……正会員

　正会員は、　正会員は、 スタッフなどとして活動を担っていただく会員スタッフなどとして活動を担っていただく会員

です。です。 この会員は、この会員は、 総会などでの議決権をもちます。総会などでの議決権をもちます。

　年会費　年会費 ：： 個人１口個人１口 3,0003,000 円、円、 団体１口団体１口 10,00010,000 円円

●センターを財政的に支える会員……賛助会員●センターを財政的に支える会員……賛助会員

　賛助会員は、　賛助会員は、 センターを財政的に支えていただく会員でセンターを財政的に支えていただく会員で

す。す。 総会等での議決権はありませんが、総会等での議決権はありませんが、 センターのイベンセンターのイベン

トなどのご案内や、トなどのご案内や、 機関誌をお送りいたします。機関誌をお送りいたします。

　年会費　年会費 ：： 個人１口個人１口 3,0003,000 円、円、 団体１口団体１口 10,00010,000 円円

ハローフレンズハローフレンズ 2010 2010年年44月号　月号　 www.ficec.jp www.ficec.jp88

会員、会員、 賛助会員にはこの機関紙をお送りします賛助会員にはこの機関紙をお送りします

ご寄付をいただいた方々ご寄付をいただいた方々

ご支援ありがとうございますご支援ありがとうございます

郵便振替口座郵便振替口座 ：：00110-0-36951100110-0-369511
口座名口座名 ：：ふじみの国際交流センターふじみの国際交流センター

　民設民営で、　民設民営で、「在日外国人の自立の支援と共生の街づくり」「在日外国人の自立の支援と共生の街づくり」を目指して、を目指して、ふじみの国際交流センターふじみの国際交流センター

が活動を始めてが活動を始めて1010年以上になります。年以上になります。その間、その間、大勢の皆様から多大なご寄付をいただきました。大勢の皆様から多大なご寄付をいただきました。「頑「頑

張ってね。張ってね。応援してますよ」応援してますよ」と言って下さる声が聞こえてきます。と言って下さる声が聞こえてきます。私たちは、私たちは、活動資金と一緒に大きな活動資金と一緒に大きな

エネルギーもいただいています。エネルギーもいただいています。何とお礼を言っていいかわかりません。何とお礼を言っていいかわかりません。

　受益者負担が不可能な私たちの　受益者負担が不可能な私たちのNPONPO活動は、活動は、皆様からいただいたご寄付によって成り立っています。皆様からいただいたご寄付によって成り立っています。

これからも、これからも、皆で力を合わせ、皆で力を合わせ、まじめに地道に活動を続けてまいります。まじめに地道に活動を続けてまいります。今後もご支援いただくよう、今後もご支援いただくよう、

お願い申し上げます。お願い申し上げます。本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。

ふじみの国際交流センターふじみの国際交流センター（（FICECFICEC））一同一同

たくさんのご寄付に御礼申し上げますたくさんのご寄付に御礼申し上げます

●● 20082008 年年 44 月～月～ （（5050 音順音順 ・・ 敬称略）敬称略）

((株株))オムテック　尾高昇　太田原裕　小原オムテック　尾高昇　太田原裕　小原

富明　葛西敦子　加藤久美子　金子忠弘富明　葛西敦子　加藤久美子　金子忠弘

　金子康子　国際ソロプチミスト埼玉　後　金子康子　国際ソロプチミスト埼玉　後

藤泰博　駒形一夫　斉藤彩子　宍戸フミ藤泰博　駒形一夫　斉藤彩子　宍戸フミ

エ　菅山修二　鈴木譲二　立麻医院　曹エ　菅山修二　鈴木譲二　立麻医院　曹

圻　寺村仁　中嶋恵津子　西山正浩　萩圻　寺村仁　中嶋恵津子　西山正浩　萩

原千代子　東入間地区遊技業防犯協力原千代子　東入間地区遊技業防犯協力

会　会　((株株))マイカル大井サティ　馮雪蘭　百マイカル大井サティ　馮雪蘭　百

瀬滉　柳原国江　瀬滉　柳原国江　((有有))矢野住研　吉田純矢野住研　吉田純

一　ワン一　ワン ・・ シーウェンシーウェン

ボランティア活動に、ボランティア活動に、 ご参加くださいご参加ください

ふじみの国際交流センターでは、ふじみの国際交流センターでは、日本語指導をは日本語指導をは

じめ、じめ、外国籍市民との交流外国籍市民との交流・・手助けをするボラン手助けをするボラン

ティアを募っています。ティアを募っています。ぜひ、ぜひ、電話またはホーム電話またはホーム

ページから、ページから、 お気軽にご連絡ください。お気軽にご連絡ください。

種別 内容 料金

講師派遣

国際理解教育 3,000円＋交通費

外国料理教室 5,000円（材料費別途）

語学教室

内容・予算に応じて相談企画・運営
国際交流・国際理解に関するイベントや
研修の企画・運営等

編集・出版
ホームページ

多言語による情報誌・ガイドブック、
ホームページの制作

日本語によるチラシデザイン（A4判） １枚5,000円

翻訳

英語、中国語、韓国
語、ポルトガル語、タ
ガログ語、タイ語、ロ
シア語、ベトナム語

婚姻関係、ビザ
申請、履歴書

A4判1頁、
40字・30行

1枚1,000円

その他の文書
A4判1頁、
40字・20行

1枚3,000円より

通訳
英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、
タガログ語、タイ語、ロシア語、ベトナ
ム語、シンハラ語

半日5,000円＋交通費

種別 料金 対象

印刷機
マスター（製版代）
１枚１００円
印刷代１枚１円

市民団体
個人

コピー機 １枚１０円

製本機 Ａ４判１冊５０円

折り機 無料

サービス料金表サービス料金表

ふじみの国際交流センターでは、ふじみの国際交流センターでは、 センセン

ターの設備や、ターの設備や、 会員会員・・スタッフの技能にスタッフの技能に

より、より、 様々なサービスを行っております。様々なサービスを行っております。

ぜひ、ぜひ、 ご利用ください。ご利用ください。


