




ゲスト演奏者

ド・レ・ミの音階は１．２．３…で表わします。
１本指はドの音です。同様に２本の指→レ。
３本の指→ミ。４本の指→ファ。５本の指→ソ。
６本の指→ラ。７本の指→シ。
一音階高いド・８のパーツはありません。
低いドを鳴らします。

アンクルンの音階

　オープニングでは、ゲストの演奏による優しい

竹の音色が心に染み入りました。参加者はうっと

りと目を閉じて、聞き入っています。

　次は各音階（パーツ）が参加者全員に配られ、

指揮者が指を高く上げ、全員がそれに注目します。

　暗闇の中、「ヒュードロドロドロ…ギャー

ッ！」のＢＧＭ。こわおもしろい（怖いような、

おもしろいような）キャラクターが物陰から出

現！！！「ガォー！」「オ～！」意表をついた出

迎えに小学生たちは怖がったり、おもしろがった

りしながら逃げ惑いました。

　市内英語助手の先生と日本人ボランティア、総

勢２０人のスタッフの指導の下、小学生たちはハ

ロウィンクラフト作り（かぼちゃバッグ・フリス

ビー）やお化け屋敷での活動を存分に楽しみまし

た。恐ろしい雰囲気の中、さまざまな工夫を凝ら

した衣装を身に着けたこどもたちのテンションも

徐々に上がり、「キャー！」「ワォ！」などと声

をあげながらキュートな表情を見せてくれました。

　お化け屋敷の中には、絶世の美女―アメリカ人

魔女が英語で占いをし、子供たちは熱心に耳を傾

けています。言葉がそれ程できなくても、設定が

あるとコミュニケーションは十分成立し、親しく

なれるということがよくわかりました。

　異文化体験はこどもの成長過程で重要な役割を

果たし、将来に少なからず影響を与えるのではな

いか…外国人と夢中でコミュニケーションをとっ

ている子供たちを見ながら思いました。 
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“百聞は一見にしかず”

Ⅱ部：アンクルン合奏

神戸インドネシア友の会・アンクルングループ
神戸大学院留学生

Seeing is believing

2010.8.29 2010.10.16

いよいよ合奏体験！
　最初はぎこちない様子でしたが、インドネシア

留学生の親切な指導の下、次第にコロコロと良い

音を出せるようになりました。そして会場のあち

こちで「上手ねぇ」「あなたもよ」などと褒め合

いながら、笑顔の輪が広がりました。

　Ⅰ部の映画も含め３時間近い時間を共有する中

で、ゲスト演奏者の方々とも仲良くなれました。

そして最後に気持ちを通い合わせた合奏で締めく

くることができ、身も心も満たされた一日でした。
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ナイスショット！

こども異文化交流“ハロウィンパーティー”こども異文化交流“ハロウィンパーティー”Ⅱ部：アンクルン合奏

“百聞は一見にしかず”“百聞は一見にしかず”

Seeing is believingSeeing is believing



Hello everyone. Nice to meet you again. 
This summer has been very hot. Are you OK? 
Oh, good, good! Thank you very much for 
coming here to hear my poor, poor speech. 
Please take a nap. 

教会で牧師に難しい質問をし、困らせたことは今

でも反省しています。

　教員になってから妻に頼んで費用を捻出しても

らい、アメリカで二度、講習を受けました。日本

人は文法や語彙については成績優秀なのですが、

聞く話すことはテストで下位でした。私も例外で

なく、ＬＬ教室で４０分間、リピートしたり質問

に応えたりの経験は拷問のようでたし、訪れた地

元の小中高等学校の生徒の質問攻めに内容が聞き

取れず、冷や汗をかいたりしました。

第３回国際理解講座「国際交流と私」
　　　　　　　　９月１２日　倉橋哲雄氏

　ここ１０年ほど、私は三木市国際交流協会のボ

ランティアとして三木市に住んでいる外国人の日

本語学習を手助けしています。彼らのほとんどは、

アジアや中東からの人々です。暮らしのうえで日

本語が必要だからという人から、一応しゃべれる

が読み書き、日本の文化や習慣まで吸収したいと

いう人まで、国籍も年齢も様々です。ボランティ

アのみなさんは、学習者を受け持ち、それぞれの

進度レベルや言語に応じてサポートをしています。

日本語ボランティアは日本語指導者としての資格

を持っていませんが、優しく根気強く教えていま

す。そして、懸命に学ぼうとする人に教えるのは

張り合いがあり、疲れるどころか楽しいと感じて

います。その理由は、私はわれわれ日本人が英語

学習で苦難を舐めてきた体験があるからではない

かと思います。その昔、日本に来た欧米人にとっ

て一番安易な生き方は、英語教師になることでし

た。中には、熱心で素晴らしい人もいましたが、

市井に住む外国人教師の質は、必ずしも高いもの

ではありませんでした。そして、何よりも欠けて

いたのは、彼ら自身に必死で外国語を学んだ経験

がないことだったと思います。

　未来の日本や日本人にとって、英語はどういう

位置付けをされるのでしょう。訥々と日本語を覚

えてくれる外国の人を目の前にして想うこの頃で

す。

　三木のみなさま、長い間お世話になりました。

第３回国際理解講座「国際交流と私」
　　　　　　　　９月１２日　倉橋哲雄氏
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こんにちは、またお会いできて光栄です。この夏は非常に暑かった
ですが、お変わりありませんか。そうですか。よかったです。今日
は私のつたない話を聞きにお越しいただき、ありがとうございます。
退屈でしたら、どうぞ昼寝してください。　

　第一声は英語。参加者は戸惑いながらも、ユー

モアたっぷりの“クラハシ・ワールド”に引き込

まれ、とたんににこやかな雰囲気になりました。

現役時代の巧みな話術は、さらにグレードアップ

していました。

　　　この３月にリタイアし、自由な時間を楽し

んでいます。教職を退いた後、12年間は市民、会

員の皆様のお陰で過分な人生を送ることができ、

非常に感謝しております。

　私の人生の記録のようなものをお話しします。

終戦後、疎開先でジープに乗った進駐軍（米軍）

が生まれて初めて見た外国人でした。1946年に始

まったＮＨＫの英会話の番組で流されるテーマソ

ングの“カムカム　エブリバディ～”をよく口ず

さみました。その頃には英語はもはや敵国語でな

く、理想の国アメリカの言葉と捉えられていまし

た。

　中学校の英語教科書の表紙は着飾ったジャック

とベティで、アベックで登校する二人の様子がと

ても羨ましく思われました。（復刻版を回覧）

　大学時代、英語の聞き取り練習のため、近くの

　その後、国際交流協会の様々な事業の懐かしい

映像を見ながら、当時の様子を日本語で説明され

ました。ことばの教室のジョイントミーティング、

日本語教室、英語落語、クリスマスパーティ、姉

妹都市―アメリカ・バイセリア市とオーストラリ

ア・コロワ市を迎えたときのパーティや市内の工

場見学、姫路城見学等々。

三木市に住んでいる外国人の日

本語学習を手助けしています。





〈２００９年度三木市訪問団の学生とコロワ高校で〉

　この夏、私は三木市の姉妹都市であるオースト

ラリアのコロワ市にホームステイに行きました。

当初の計画ではゴールドコーストでの語学研修だ

ったのですが、諸事情で行けなくなってしまいま

した。そこで、国際交流協会に相談したところ、

交流のある姉妹都市の方々が快く受け入れて下さ

るということになりました。

　一人で海外に行くことが全く初めてだったので

大変不安だったのですが、出国前にビザを取るの

を知らずに空港内を走り回ったこと以外は、乗り

継ぎなどではトラブルもなくコロワに着くことが

できました。

　オーストラリアと以前滞在したアメリカはほと

んど同じだろうという私の予想は、見事にはずれ

ました。というのも、車の通行も温度の表示もア

メリカでなく日本と同様でした。

　何事にも１回は挑戦してみようと思っていたの

で、 Vegemite や  Fish&Chipsを食べたり、羊の

毛刈り、牛のえさやりなどいろんなことを体験し

ました。受け入れのお礼に手巻きずしを作ると、

とても喜んで食べてくれました。ホストファミリ

ーや町の人はとてもフレンドリーで温かく、大変

居心地がよかったです。コロワ高校にも通わせて

もらい、日本語の授業で日本文化(習字や折り紙)

やひらがななどを教えるお手伝いをしました。そ

れによって自国についての知識のなさに気づかさ

れ、帰国後の課題を見つけることも出来ました。

　帰るとき、１軒目のホストマザーが「あなたの

場所はここにあるから、いつでも帰ってきていい

よ」と言ってくれた時は本当の家族になれたみた

いで、嬉しくて泣いてしまいそうでした。

　わずか３週間でしたが、一日一日はとても充実

していました。来年の春、機会があればぜひもう

一度行きたいと思っています。皆さまの善意でこ

の３週間を有意義に過ごすことができました。出

会ったすべての人に心から“ありがとう”と感謝

の言葉を伝えたいです。今回の私のアドベンチャ

ーに関わってくださったすべての皆さまにお礼を

申し上げます。本当にありがとうございました。

＊Vegemite：ベジマイト。
　パンに塗る野菜エキスのペースト。
＊Fish&Chips：フィッシュアンドチップス。
　魚フライと棒型ポテトフライの組み合わせのフード。

I went to Corowa which is a sister city of Miki this summer. It was my 
first visit to Australia and it was also my first trip outside of Japan 
alone. 
Australia was totally different from what I thought before I went 
there. I thought Australia is mostly like U.S but it was not like that. 
Of course the pronunciation was different but they drive the cars on 
left side like Japan. One of what surprised me was that the students 
wear school uniform and the school system was similar to Japan. I had a 
really good time there. I would like to go back in February or March!

〈羊の毛刈り体験〉

イアンさん

三木のみなさん！
お待ちしています！

* *
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三木市姉妹都市コロワ市滞在

「

あ
り
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感謝の３週間  橋本あ
ゆ

み

三木市姉妹都市コロワ市滞在
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韓国語入門
佐野潤貞先生　火曜夜

中国語入門
肖威先生　木曜夜

韓国語初級
車 瑛先生　火曜夜

中国語初級
山口玉花先生　木曜夜

スペイン語
中田アルフレド先生　金曜夜

英語実用
ローレン先生　月曜夜

英語中級
ジョー先生　火曜夜

英語初級Ａ
ケリー先生　水曜夜

英語初級Ｂ
新田俊子先生　木曜午前

英語表現活動
ゲスト講師他　金曜午前

日本語
ボランティア支援者　月曜夜

３月６日のジョイント・ミーティングへのご協力をよろしくお願いします！

韓国語・中国語は入門クラスが出来ました！

ことばの教室紹介2010 （11クラス/150名）ことばの教室紹介2010



平成２２年１２月～平成２３年３月

－8－

三 木 市 国 際 交 流 協 会
Miki International Association

編集 発行

〒673-0492　三木市上の丸町10-30　（市民ふれあい部　市民協働課内）

TEL（0794）89-2318

FAX（0794）82-9755

〔E-mail〕kokusai@city.miki.hyogo.jp

〔ホームページ〕http://www.city.miki.hyogo.jp/

編集あとがき 猛暑の後のすがすがしい秋晴れを満喫しています。会員の皆様には御健勝のこ

ととお慶び申し上げます。日頃は様々な活動に参加していただき、ありがとう

ございます。お陰様で事業は順調に行なわれています。初の試み“日本語ボラ

ンティアのためのスキルアップ講座”では、新たに支援者が誕生しました。

１２月にはクリスマスパーティー、１月には英語落語と市内在住の外国人発表

のジョイントショーを行います。会員の皆様のご参加をお待ちしています。

金物まつり「国際交流チャリティーバザー大盛況!!!」
「いらっしゃい、いらっしゃい！」１１月６日・７日は晴天に恵まれ、多くの買い物客で

にぎわいました。外国人ボランティアスタッフの明るい声かけに財布の紐もゆるんだようです。

月・日(曜日) 時 間 場　所 事　　　　業

12月19日(日) 13：00 みっきぃホール 2010クリスマスパーティー in ＭＩＫＩ

  1月29日(土) 14：00 三木山森林公園 ＣＯＯＬ“ＭＩＫＩ”＆英語落語

  3月  6日(日) 10：00 教育センター 2010年度ことばの教室「ジョイントミーティング」

EEvents & Meetingsvents & Meetings

あの芸達者なダイアン吉日＆外国人市民

初コラボレーションin日本語！
木村FAMILY&TETSUYAによる豪華なエンターテインメント。

着物姿の外国人や民族衣装の日本人。思い思いの衣装に身を包み、

楽しいクリスマスを過ごしましょう。

プレゼントの当たるお楽しみもあります。 

Thank you for your warm heart.
373,477　!!!373,477　!!!円円

2011年１月２９日14:00・三木山森林公園

2010

クリスマスパーティ
ー

in MIKIクリスマスパーティ
ー2010

in MIKI
12/19 13:00～みっきぃホール

ダイアン吉日 来る！ダイアン吉日 来る！

「いらっしゃい、いらっしゃい！」１１月６日・７日は晴天に恵まれ、多くの買い物客で

にぎわいました。外国人ボランティアスタッフの明るい声かけに財布の紐もゆるんだようです。

金物まつり協賛「国際交流チャリティーバザー」には、物品提供や販売の

お手伝いなどいろいろとご協力いただきありがとうございました。

お蔭様で373,477円の浄財を集めることができました。

国連関係や国境なき医師団、その他団体に寄付させていただきます。

Ⅰ部は外国人の話を聞けるまたとないチャンスです。

Ⅱ部の英語落語は抱腹絶倒間違いなし！

金物まつり協賛「国際交流チャリティーバザー」には、物品提供や販売の

お手伝いなどいろいろとご協力いただきありがとうございました。

お蔭様で373,477円の浄財を集めることができました。

国連関係や国境なき医師団、その他団体に寄付させていただきます。

  2月20日(日) 13：00 教育センター 第４回国際理解講座「マダガスカルってどんなところ？」
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