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被災地と向き合う

東外大博士課程前期終了 (平成 23年度 )

東北復興写真展実行委員会

田中 大一

私たち東北復興写真展実行委員会は、東 日本大

震災から一年を迎えるのに合わせて結成されたボラン

ティア団体であり、東外大の在学生。留学生。OBOG
が所属しています。

震災発生以降、実行委員会のメンバーの多くは被

災地にてボランティア活動を行なって来ました。ボラン

ティア活動を続ける中で、「被災地のことを忘れないで

ほしい」、「もつと被災地へ来てほしいJという声を多く

間くようになりました。それと同時に被災地へ訪れるボ

ランティアの人数は減り続け、また被災地圏外では風

化が始まっている現実を目の当たりにしました。そこで

新たな関心を呼び起こし、継続的な支援が被災地ヘ

もたらされるきつかけを作る為に、東外大生ならでは

の活動に取り組むことにしました。

2012年度は、東北復興写真展の開催と、東外大の
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26専攻語を用いて被災地の現状を世界に知らしめる

多言語ウェブサイト(Tohoku lo×  26 windows)を 開

設しました。

東北復興写真展は 3月 11日 にユネスコ本部 (フラ

ンス)にて催し、1400名 の鑑賞者に加えてメディアの

取材も行なわれました。展示した写真 は被災者の

方々からお借りし、それぞれの写真にコメントを付けて

いただいたことから、より被災地の今を鑑賞者に訴え

ることが出来ました。

また多言語ウェブサイトは多くの方々に翻訳のご協

力をいただけたことから、26言語全てを用いて被災地

の今を伝える事に成功しました。大手新聞社の取材も

受け、その記事が英語版の HPでも紹介されたことか

ら、より多くの外国人にもウェブサイトを見ていただくこ

とが出来ています。

2013年 3月 11日 を迎えるに当たり、現在は次なる

活動内容を考えています。具体的には、パリで開催し

た東北復興写真展を、次は中国の大連にて開催する

可能性を探っています。また、気仙沼との間に出来た

つながりを活かし、東外大の留学生と共に被災地を訪

れ、それぞれの母国語を通じて被災地の今を多言語

ウェブサイト上で報告してもらうことも一案として検討

中です。もちろん被災地にあるニーズを把握し、被災

された方々の想いに添う活動をしなければいけないこ

とを痛感していますので、現地調査と被災された方々

との交流を踏まえた上で今後の取り組みを考えていく

ことにしています。

復興には十数年かかると言われていますが、私た

ちは東外大生ならではの方法で被災地と関わってい

くことにしています。皆様方からのご協力をお願いす

ることもあるかと思いますが、多くのご関心をお寄せい

ただきますようよろしくお願いいたします。

http://恥甲ntttufs.ac.jP/st/club/toho
ku26owindows/Jp_tOpehtml

111■

(↑ パリで開催した東北復興写真展 )

24年度の活動もまた新鮮なものに !

会長 中嶋 洋子

新緑の季節がまた巡ってきましたが、雷雨、突風、

竜巻などあまり経験したことのない自然災害にも遭遇

して、なにかしら心穏やかでありませんね。会員の皆

様におかれましたはお元気でお過ごしでしょうか?

平成 24年度の活動がすでに始まっています。

新しく加えた活動計画があり、これまで継続してきた

活動の中にも少しずつ変化があり、共に新鮮な期待

をもつて活動を展開していきます。

平成 23年度の事業報告、決算ならびに 21年度の

事業計画、予算などについては、3ベージ～6ベージ

をご覧ください。
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(↑ 東北復興写真展実行委員会メンバー)



ここでは全般的なことをお知らせします。

○ 従来、緊急貸付基金は、留学生にとつて生活費、

授業料などまさに緊急の事態に対応して有効に使わ

せていただいていましたが、世界的な不況の影響か

らか返金できないケースが格段に増加しています (詳

しくは同基金の決算をご覧ください)。 基金の存続に

さえ影響を与える実情の中で、皆様からのご寄附を

同基金として活用させていただくのではなく、緊急生

活支援金として予算に 40万 円を計上しました。返金

不要、です。

従来の緊急貸付基金は縮小させ、返金可能なケ

ースを優先させて細々ですが存続させていきます。

○ この 4月 、入学式前後には 260名 余の方々が新

規ご入会くださいましたcその際、全体で 199,000円

のご寄附もいただきました.

当会は年会費 3,000円 とご寄附とで活動していま

す。会費とご寄附こそ活動の要です。平成 25年度以

降もどうぞ続けて会費納入にご協力くださいますよう

お願い申しあげます。

○ 巻頭言を書いてくださつた田中大一さんの活動

は、本年 3月 25日 の朝 日新間に「26言語で被災地を

発信JJと題して紹介されました。

苦労したのは外国語への翻訳、実行委員以外の学

生や留学生、卒業生に呼びかけ、約 150人が携わっ

たとのこと.

まさに外語大ならではの被災地への復興支援に声

援を送ります。

REPORT

3-1 平成23年度事業報告

.給付事業
(1)生活用品・図書を廉価で給付するバザーを

国際交流会館で開催 しました
1)春期バザー

平成 23年 4月 19日 ～21日

来場留学生 150名

2)秋期バザー

平成 23年 10月 19日 ～20日

来場留学生 200名

(2)入院見舞金を贈 りました
入院 5日 以上の留学生 3名 に、見舞金
1人に 1万円を贈 りました

(3)博士論文印刷費補助金を支給 しました
博士学位取得者 2名 に論文印刷費
補助金 1人 5万円を支給しました

(4)学会へ出席 して研究発表する留学生に
旅費補助金を支給 しました

国外開催 1人 5万 円を 4名

国内開催 1人 2万円を 2名

2.貸与事業
緊急貸付金を貸与 しました

「留学生緊急貸付基金」より、授業料
納入等で困窮している留学生に貸与

今期貸与 33名  現在貸与人数 57名

基金総額  6,258,761円
貸付総額  5,708,200円

3.相談事業
住居・健康 。子供・生活費等に関する
留学生相談に対応 しました

国際交流事業

「国際交流のタベ」(留学生交流会)を大学
と共催 しました

平成 23年 12月 16日 (金)学 生会館
参加者 留学生 230名

日本人学生 60名
来賓等 53名
合計 343名

2.会員等の協力による友好事業

(1)会員のご好意による富士見ツアーに参加

しました

会員松下宗柏氏等のご協力による

富士山周辺 2泊 ツアー

平成 23年 7月 31日 ～8月 2日 留学生 11名

平成 24年 2月 22日 ～24日 留学生 18名
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3.事業報告と事業計画 (案 )



(2)会員のご協力によリホームステイをして

いただきました

松本市 橋本様方 留学生 1名

長岡市 西原様方 留学生 5名

(3)会員のご好意により新年会を開いて

いただきました

平成 24年 1月 2日  留学生他約 100名

東京都板橋区 中嶋洋子 会長宅

(4)地域の文化行事に参加 しました

府中市文化祭 10月 23日

紅葉丘文化センター

留学生 18名 参加

2.

( 1
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日本伝統文化教室を開きました(通年)

華道、茶道、書道、尺人

参加留学生のべ総人数 110人

七夕茶会を開きました

7月 7日  参加留学生 27名

国際理解事業

)各国文化紹介―お茶とお菓子をとおして一

各国のお茶とお菓子について説明し賞味

してもらいました

1)第 13回 6月 15日

留学生 。日本人学生 150名

発表参力日国 ベ トナム、インド
イラン

2)第 14回 11月 16日

留学生 。日本人学生 200名
発表参加国 モンゴル、キルギス

イタリア

小中学校の国際理解教育等への留学生の

派遣

川崎市立はるひ野中学校

平成 23年 7月 12日 、11月 10日

平成 24年 1月 19日 ,2月 9日 の 4回
参加留学生数 8名

府中市立武蔵台小学校

平成 24年年 2月 8日 、3月 4日

参加留学生数 12名

小金井市立小金井東小学校

平成 23年 6月 28日 、7月 15日

参加留学生数 10名

川崎市立真光寺中学校

平成 23年 7月 2日

参加留学生数 3名

府中市立住吉小学校

平成 23年年 11月 8日

参加留学生数 6名

調布市立調布北中学校

平成 23年 11月 18日

参加留学生数 2名

3)文部科学省子供見学デーヘ留学生を派遣

しました

8月 18日  参加留学生 9名

3)

4)

1.日 本理解事業

(1)日 本文化の見学

1)歌舞伎を鑑賞 し、懇談茶話会を開きま した

6月 26日 (日 )「国立劇場歌舞伎鑑賞教室」

留学生 33名 、 日本人学生 15名

その他 8名 、計 51名             (2)

2)東京下町ツアーを楽 しみま した

隅田川 日の出桟橋 (水 上バス)。 浅草・

(川 沿いウォーキング)。 両国江戸東京

博物館 。相撲ちゃんこ鍋懇親会
11月 26日 (日 )

留学生 36名 、 日本人学生 7名

幹事 7名 、計 50名

3)鎌倉の文化財と自然環境の見学バス

ツアーに行きました

平成 24年 3月 20日 (火・祝 )

留学生 35名 、 日本人学生 6名

鎌倉在住 OB・ OG 4名
幹事 8名 、計 53名

5)

(2)日 本文化の体験

1)「 日本文化体験教室」を大学と共催いたし      6)
ました

12月 16日 (金 )

着物着付け 49名 、茶道 40名

2)

3)

4)

華道 20名 、将棋・囲碁 10名

2)日本語広場を開設 しま した (通年)

受講者 7名 、講師 3名



2.

の他の

1.支 援の会の「会報」誌を 3回発行 しました

No.37号 平成 23年 6月

No.38号 平成 23年 11月

No.39号 平成 24年 2月

ホームページ、ファイスブックを運営 しまし

た

http;//homepage3.nifty.com/is― tufs/

大学新入生入学式の際に会員募集の説明を

しました

幹事会を開催 しました

幹事 12名 が次のように幹事会を開いて、行事

の企画 。運営について相談するとともに、行

事に参加 し進行に携わりました

第 1回  平成 23年 4月 17日

第 2回  平成 23年 5月 14日

第 3回  平成 23年 6月 12日

第 4回  平成 23年 7月 10日

第 5回  平成 23年 10月 15日

第 6回  平成 23年 11月 6日

第 7回  平成 23年 12月 3日

第 8回  平成 24年 1月 14日

第 9回  平成 24年 2月 19日

第 10回  平成 24年 3月 18日

会員数 1,552名
(平成 24年 3月 末)

3-2平 成24年度事業計画(案 )

1.給付事業

(1)生活用品 口図書のパザー (廉価で給付)

1)春期バザー
4月 24日 (火 )～ 25日 (水 )

2)秋期バザー
10月 2日 (火 )～ 3日 (水 )予定

(2)入院見舞金
入院 5日 以上に、1人 1万 円

(3)博士論文印刷費補助
1人 5万円、5人 計 25万円

(4)学会発表者への旅費助成金

国外の学会参加者 5万円

国内の学会参加者 2万円、計 20万 円

(5)生活支援金給付
1人 10万 円、4人 計 40万円

2.貸与事業

緊急貸付金

緊急貸付基金より授業料等緊急に必要な
経費のために貸与

3.相談事業

住居 。交通事故・法律 。子供の健康等の

相談に留学生交流室で対応

3.

4.

5.

■

1.国際交流事業

「国際交流のタベ」の開催 (大学と共催 )

留学生全員を招待 12月 中旬予定

2.会員等の協力による友好親善事業
(1)会員の協力によるホームステイ・ホーム

ビジット受入れ
ご協力いただく会員のお宅へ伺 う

(2)会員のご好意による新年会、その他
交流会の開催

(3)地域の文化的行事への参加

1.日本理解事業

(1)日 本文化の見学

`き
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1)歌舞伎鑑賞と茶話会
6月 17日 (日 )

国立劇場 「歌舞伎鑑賞教室」

2)東京下町ツアー.江戸東京博物館
見学と相撲ちゃんこ鍋会食
10月 または 11月

3)鎌倉文化遺産と自然の見学
(日 帰 リバス旅行 )

平成 24年 3月 20日 (火/祝 )

4)地元のお祭 り等文化的行事の見学

(2)日 本文化の体験
1)「 日本文化体験教室」の開設

(大学 と共催)12月 中旬

2)日本語広場の開設
毎週 3回

3)各種 日本文化教室の開設 (毎週 )

華道・茶道 。書道・囲碁 。将棋・

尺人

4)七夕茶会
7月

5)伝統芸能など伝統的な日本文化体験

2.国際理解事業

(1)各国文化紹介一お茶とお菓子をとお して一
留学生同士の交流、 日本人学生 との

交流の会の開催を年 2回、各国 3か国

(2)国際理解教育授業への留学生の派遣
地元の小学校 。中学校 。高等学校からの

要請を受けて。

D。 広報その他の事業

「支援の会会報」誌の刊行
第 40号 (平成 24年 6月 )

第 41号 (平成 24年 11月 )

第 42号 (平成 25年 2月 )

ホームページ、フェイスブックの運営

会員募集のための諸活動
大学新人生入学式の際など

■手

留寺螢どL技こ1麦 会員の皆様ひとりひとりが

留学生の笑顔をつくります !

痒

■■

茫

聾

I
2.

3.
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3-3資 料:会計報告と予算 (案 )

平成 23年度 一般会計収支決算 (平成 23年 4月 1日 ～平成 24年 3月 31日 )

東京外国播大学留学生支援の金 平成23年度 一般会計収支決算 平成2鉾諄月1日 ～平成24年3月 31日

科 目 項 目 23年慮予
=題

,■盤 磨 ユ 管 鐵 鑑

前年度繰越金 3038.410 3●38■ 10 魔年凛

…

8■ 10円に前受金lp40oO円含む

会費
一般会 員 1.500.000 1.047.000

ゆ∞円X049各 但し195名 5田鵬 は24F度分前受金0
翻略 804節円を22年度に前受潔 →

脇量会員 12Q000 220.000
Ю脚 円Xll名 偉し3名00酬 は24年康分前養領→
:名駆Ю∞円を22年度に前晏嵐→

寄付
―捜 421m 1388000

Eし 22■醐 円は24年度分コ受金(― )

22年農に,9鵬o円曽畳済(→

緊急貸付基金 lS、000

その他 バザー等 3飢000 3521498
'1ザ

ー曖豊全・口麟交流のタベル バ・行事参加費

利息 1,000 418

収入の都合計CA) 5530410 6.996326
l■L87軍躙甲 は24早屈,W受 宝 (― )

1… を2年度:喩受済 (→

ぎ支出の部》

科 日 項 目 20年度予算額 田年度決三 割 摘要

活動費

(友好親善事業・
相互理解事業)

ヨ巌交流行事共催] 3001000 390,980 伝続文化体験■・交流会費(大学との共催)

菫跡見学費 150,000 272,900 職倉見学

日本文化見学費 300m 480.245 欧曇性■挙=童東下町体麟ップー・ふじの国ツアー

菫本文

`L体
腱費 1観000 輩遺,書道・業遺,日本語広場也

日本人学生との交競 150,000 215,445 澪・真 手・ 出理 等

■ハ 41bめ な 癖 活 動 ■ 6Q000 コ際通麟教育交通費・最金

舌動費

〔生活支援事業)

自転車貸出事業

議助金 520.000 370m0 入腕植助金・像士鍮文BI劇費輸艶金・学会出鹿盤書構■t金

者勤費小計ω 1.690m 1.940,24

睡営費 トームヘ・―プ管理費 170御 121.341 お―ムr―グ管理■10曲 ′月・プロ′くイダ使用料

iH耗品費 30,000 8β 19 プリンターイ
"代庫品費 30脚

踊信書 400.000 40a834 鐵 発送費等

印鷹費 320,000 308,237 蘭 ・ 彗饉籠 菫目書

会議壺

連絡幸揮営費 30m 21.154 自諄室 用機春 量譜使 用料

離 振替手数料 52000 71,50
博β00円は2年属分莉払金 (― )

日L234翻 を●癖 産に爺私憲 +)

その他 200.000 199,500

置営費小計(b) 1232.600 1.194335 L10謝 円は24年屋分離払金

…

壱2年度に演払磨

予備費 (c) 1∞β∞

操入金 緊急貸付基金 (d) 500,00 606210

支出の部の合計 (81 (a)く b)くo)くd) 352た 000 3,741,419

次年度繰越金
(AIC8) 2.01■810 3.254,857 且L24年壼分前墨金薗払金l18肱500R差 ]l後 2402_357円

くA)―(3)=筆 54■ 57円 は.平成24年度へ緻越

TUFS留 学生支援の会 会報 I N040
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平成 24年度 一般会計予算 (案 )

科 目 項 目 24年度予算額 備考

前年度繰越金 3.254,857 前受金852500円 含む

会費 ―-10イと:当 1365.000
3,000円 ×650名  585,000円 前受済 会員数約
lAnn夕

協賛会員 180,000 20,000円 ×12名  但し60,000円前受済

寄付 ―-10 373,000 但し227.000円 前受済

緊魚管付基金

その他 バザー等 400,000 バザー収益・国際交流のタベカンパ・行事参加費

禾|1息 1.000

収入の部合計 (A) 5,573,857 但し872000円 前受済

科 目 項 目 24年度予算額 摘 要

活動費

(友好親善事業・

相互理解事業)

国際交流行事共催費 400000 伝統文化体験費・交流会費 (大学との共催 )

史跡見学費 300.000 鎌倉見学

日本文化見学費 500.000 歌舞伎見学・東京下町体験ツアー・ら、じの国ツアー

日本文化体験費 100,000 華道 書道・茶道

日木人学生との交流会 200000 茶・菓子等

その他の交流活動費 100.000 国際理解教育交通費・謝金

活動費

(生活支援事業)

教育研究支援金 450,000 博士論文印刷費補助金・学会発表出席旅費補助金

生活支援金 470000 入院補助金・臨時生活支援金

活動費小計 (a) 2.520.000

運営費 ホームヘ
゜
―シ

｀
1讐瑠巳:黄 30000 プロバイダ使用料

消妊 品 着 10.000

備品費 30,000

通信費 500,000 会報発送費等

印届|1書 370000 会錦・封筒 等 E口 扁‖書

会議費

連絡室運営費 20,000 連絡室用携帯電話使用料

郵便振替手数料 45,500 但し19,500円 前払済

その他 200000 アルバイト代

運営費小計 (b) 1205.500 但し19,500円 前払済

予備費 (c) 100,000

繰入金 緊魚管付基金 (d) 100,000

支出の部の合計 (B) (a)+(b)+(c)十 (d) 3.925.500

次年度繰越金

(A)― (B) 1,648,357

TUFS留学生支援の会 会報 I No 40
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3-4平 成23年度特別会計

(緊急貸付基金)報告

平成 23年 4月 ～平成 24年 3月

1 前期末基金総額

2 当期基金積み増 し額

(一般会計からの繰り入れ

バザー収益金 106,210)

3 当期基金総額 (1+2)

4 前期末貸付残額

とも宜しくお願いいたします。

(貸付担当幹事 梅田由美子)

4-1 4月 期バザー

20142年 |・騨 ‐ ●●協カ
あ,がとう●ユ■‐Ⅲ

今年も又、4月 24日 (火 )、 25日 (水)の 2日 間春期

バザーを開催しました。今期は、いつもより受け取る

宅配便の数も、直接持ってきて下さる方も少なく、品

物が足りないのではと心配していましたが、最終的に

は多すぎず少なすぎず、ちょうど良い具合に会場に

1又 まりました。今回も原貝Jと して、電気製品は 500円 、

他はすべて 100円 (小 さな物はまとめて)、 書籍はた

だとしました。

第一 日目は、開場と同時に 100名近い留学生が

来場し、電気製品、寝具、台所用品、日本人形など

人気の物の大半が、すぐに行き先が決まってしまい

ました。その日のうちに新品の衣類、鞄や靴、台所用

品、日本的なグッズ等がなくなりました。残るかもと心

配していた大きなベッドや机類も、近くのアパートに

住む留学生が欲しいと持つて帰りました。

第 2日 目は、新規に訪れる留学生は 40人 ほどでし

たが、何度も訪れる人が多く、総勢 200人になりまし

た、

残ったのは食器、古着、本などでしたが、これらは

いつものように秋のバザーのため箱詰めにして保管

することにしました。

交換留学生達は、先輩の留学生からバザーのこと

を聞いていて、来 日前から楽しみにしていたようです。

でも、バザーの時期が来 日時期から離れすぎている

ため、必要な日用品は購入していたので残念だという

声が多々聞かれました。開催時期を再考しようかと考

えています。

*今回のバザーの収益金は、51,000円 でした。

なお、いつもながら毎回、送料もいとわず、様々な

単位 :円

5,652,551

606,210

5 今期貸付額

33件 (授業料等 13件、

家賃・引越し等 8件、

教材費等 4件)

500,000+

6,258,761

5,117,200

2,556,000

生活費 6件、

医療費 2件、研究旅費、

6)

６

７

８

９

今期返済額

期末貸付残額 (4+5-

貸付可能繰越金

次年度基金総額

1,965,000

5,708,200

550,561

6.258,761

TUFS留 学生支援の会 会報 I N040
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今年度は、世界の経済状況が低迷したままのところ

に、3.11の 東 日本大震災が起き、急きょ帰国したま

ま復学しない学生や、避難のため帰国していた学生

が、戻つては来たものの、授業料免除申請や、奨学

金申請の時期を逸したり、アルバイト先がなくなったり

して、経済的に困窮した生活を送ることになった留学

生が多くいましたcこれまで貸付金を借りて、返せない

のを恥じて顔を合わせないようにしている学生には、

早く返済するようにというのもはばかられ、状況が良く

なつたら返して欲しいと伝えていますが、中には帰国

しても家庭の事情で復学出来ない学生も何人かいま

す。本国に em」1を出したり、手紙を書いたりして連絡

がとれる留学生には、返せるようになつたら返してもら

うよう連絡しているところです。在学中には就職活動

がうまく行かず、卒業1年後にやつと就職できて、初給

料で返すといつてきた人もいます。

以上のように状況が様々で、対応に苦慮するところ

ですが、私達は、今期は損金を計上せずに、出来る

限り連絡と催促に努めて行くつもりでおります。 今後



品物を提供して下さつた会員の皆様には、留学生とも

ども心から感訪寸申し上げます c

(↑ 初日はたくさんの留学生がバザーヘ :1)

(↑ よ～く吟味して欲しいものをゲットしておりますOυυ)

4-2鎌 倉見学

鎌倉見学旅行行事報告

2012年 3月 20日 (火 )春分の 日の祝 日、8時 30分

出発の予定が10分遅れの8時40分に新宿を出発し

た.

昨年 |ま 3.Hの 東 日本大震災の影響で中止となっ

たが、今年の開催 |ま それまでの電車利用を見直し、

新たな試みとしてバスを利用することとなったc2月 末

で大学後り明が終了したにもかかわらず、留学生38名

日本人学生5名 、現地鎌倉から合流する鎌倉幹事4

名、留学生支援の会幹事8名 という構成となり、55人

乗りの大型バスが満席という大盛況ぶりであつた。

鎌倉時代は、それまでの貴族社会から質素岡1健の

武家社会となり、鎌倉はその政治が行われた場所で

ある。日本の歴史を感じるのにふさわしい文化財 。寺

院などだけでなく、美しい自然もある。今回はそのよう

なたくさんの見どころの中から、建長寺、鶴岡人幡宮、

由比ヶ浜海岸、長谷寺、大仏を見学場所とした。

タイムスケジュール

8:40 新宿 (工学院大学前)出発

9:15 大黒パーキング着

休憩

9:30 大黒パーキング 出発

10:30 建長寺着 4人の鎌倉幹事さんと合流

鎌倉在住のベテランガイド望月さんの力の

入つた説明と細部にわたつた鎌倉会員の

関 |]さ んの説明を聞く.

11:16建 長寺 出発

11:30鶴 岡ノ、幡宮 着

望 月さん、関口さんの話を聞く。大安の 日と

あつてお宮参りや、占式の婚に遭遇。

12:21荏ら同ブ、幡官 出発 (予 定より21分遅れ )

12:40 由比 ■1兵ホテル若宮 着

昼食・由比ヶl兵散歩

ベジタリアン|こ あわせた海鮮、野菜中心の直

火焼き物定食であったが、留学生の中でお

酒が入っているかどうか心配したずねている

場而があつたり、人数が多く茶碗によるご飯

だったためおかわりがなかなか届かなかった

りという場面があつた。由比ヶ浜では、出身

国では海がない留学生もめずらしかつたた

めか海の中に入つて楽しんでいた。

13:47 由比ヶ浜海岸駐車場 出発

14:00長谷寺 着

記念撮影。本堂の文化財見学、紅梅、白梅、

早咲き桜の庭園散策っ

14:50長谷寺 出発

15:00大仏 着

大地震の津波からも難を逃れた大仏の話を

聞く。(自 由時間含め 1時間見学 )

留学生が今 日の記念にと“日本 "の 文字の

入つた Tシャツや、刀のキーホルダーなどの

TUFS留 学生支援の会 会報 No 40
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お土産を購入し楽しそうであった。

16:09大仏 出発 (予定より9分遅れ )

高速渋滞のため運転手さんの機転で一般道

を走行するも、予定よリー時間遅れての新宿

到着となった。

19:00新宿駅前 着

バス旅行を終えてみて

留学生の中に何人か帰りのバスでバス酔いしたと

いうことを耳にしたこ朝が早いためバス内で多少なりと

もゆつくり寝られる座席配分の人数にするか、もう少し

早く帰れる見学場所数に設定するなどの見直しが必

要かと感じた。留学生 |ま バイトや住居の引つ越し等で、

日々の生活もやつとl・

tヽ う中での参加のようなので、そ

の点の配慮も考えていくべきかと考える。

見学中、「いにしえ～」などの留学生にとつては難し

い言葉の説明を補うため日本人学生と会話するという

光景が見られた=亀 山学長が日ごろから願つている学

生同士の交流が自然と行うことができるのがこの企画

の素晴らしさであるコ惑じた「

(幹事 鈴木裕子記 )

(↑ ツアー恒例の集合写真。楽しい 1日 でした。)

鎌倉会員から見た感想

鎌倉在住会員

関口 洋子

今年は初めての試みで新宿駅西日から観光バスに

乗つて、鎌倉にお出で頂きました。車内では自己紹介

をしたり、カラオケのように美声を交換したり、楽しく過

ごしながら建長寺に,1着なさったそうで、駐車場でお

TUFS留 学生支援の会
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迎えする現地手伝いの私たちにも、そんな雰囲気が

伝わってきました。

今年の春の訪れは例年になく遅いため、梅、蝋梅、

三柾や木蓮が何とか咲いて歓迎してくれましたが、見

頃には少し早かつたのが残念です。でも、そんなこと

より晴天の下、歴史ある神社仏閣を興味深く拝観して

いただけたのは何よりでした。鶴岡人幡宮ではちょうど

結婚式にも遭遇してラッキーでした。お昼は「わかみ

やJでおしゃれな会席料理を頂き、食欲旺盛な男子学

生の皆さんがご飯のお代わりができたのには、正直ほ

っとしました。その後、短時間でしたが由比ガ浜海岸

の波打ち際で遊んで頂けたのは、海辺の古都ならで

はの体験ですし、子供に帰ってはしゃぐ様子をうれし

く思いました。ジーンズの裾が濡れてしまった学生さ

んも帰宅までには乾いたことでしょう。

バスで来られるというので、渋滞で時間がかかるの

ではないかと心配したのですが、市内の道路も駐車

場も難なく移動して、ほぼ予定通りに行程を終えること

ができました。帰りも皆さんが疲れて眠つてもそのまま

新宿まで戻られたことと思います。引率の方たちにも

安心なことだったとッ思います。

盛りだくさんの一 日でしたので、神社仏閣での説明

は最小限になり、個々に質問が出ると答える程度にな

りました。でもバスで移動の間、マイクを通して全員に

説明できるという利点は今後に活かせそうです。

たびたび各地′点での集合時間を変更してしまいま

したが、誰も迷子にもならず、これも学生さんおよび引

率、お手伝いの皆さんのチームワークの賜物と思いま

すこありがとうございました。

短時間の鎌倉見学でしたが、機会があれば学生さ

ん達にはぜひまた遊びに来ていただきたいと思いま

す。春夏秋冬いつ来ても楽しめるハイキングコースも

あります。来年には市は世界遺産登録を目指していま

すので、この 日訪ねた建長寺、人幡宮、大仏以外の

登録対象寺院や由緒ある史跡を訪ねることもお勧め

です。ついつい宣伝になってしまいましたが、また鎌

倉でお 目にかかれることを楽しみにしています。

会報 I N040



いつまでも深く記憶に残る鎌倉小旅行

日研生

ソンボルギル (韓国 )

私は今回留学支援会の方々と一緒に鎌倉へ行つ

てきました。

歴史好きな私は個人的に何回か鎌倉へ行つたこと

がありますが、今回はみんなとの団体旅行ということで

新しい鎌倉を経験できると思い、参加を申し込んだの

です。

結論から言えば、本当に楽しい一 日を過ごさせて

頂きました。ありがとうございます。

鎌倉出発の日、出発の時間が朝早かつたため、し

かも新宿集合だったので。ご飯が食べられなかったの

です。しかし支援会の方々がバナナやサンドイッチ、

飲み物も用意してくださり、本当に助かりましたc思い

にもよらないことだったので、うれしかつたです[

バスも中でも本当に楽しい時間を過ごさせて頂きま

した。

みんなが自己紹介するのは恥ずかしがりやである

私は苦手だつたのですが、モンゴルの歌や、ロシアの

伝統歌、また日本の歌も聴くことが出来、本当に楽し

かつたです。

北鎌倉に着いてからは地元の方々と合流し、そこか

らまた新たしいと言うかちょつと違う雰囲気の旅行にな

つたと思います。地元の人々の今の生活の様子も聞く

ことが出来て本当によかつたです。

また、その方々が色々調べてくださり、歴史の話を

語つてくださつて大変勉強になりました。

CANONの会社名が「観音Jから来たとか、大仏が

本当は建物の中にあったのだが、500年くらい前、津

波に流されてしまったとかの話は今回初めて知ったこ

とですЭ

今まで何回も鎌倉に行つたのですが、今回の旅行

が一番記憶に残るのではないかと思つています。

美味しい食べ物も食べさせて頂いて、留学生の友

達もたくさん出来て、本当にいい機会だつたと思いま

す。

このような機会があればまた参加したいと思ってい

ますc

勉強にもなる、友達も作れる、美味しい物が食べら

れる。いろいろな面で楽しい旅行でした。

本当にありがとうございました。

(↑ 太平洋を見て、留学生たちはどんな感情を抱いたので

しょうか?:)

日本人の誇り

朝鮮語科 2年

吉川 春菜

私は日本人ですが、鎌倉には初めて行きました。

東京に来てから二年がたちますが、考えてみると関東

をちゃんと観光をしたこともなかったのです。友達が誘

つてくれたので行ってみたのですがとても良い思い出

になりました。

一緒に参加した人のほとんどが初めて会う人だつた

ので最初は緊張したのですが鎌倉に向かうバスのな

かで自分の国のうたをうたったり聴いたり、自己紹介を

しているうちにうちとけられました。参加した方々は留

学生が多かったのですが、日本語の上手さに衝撃を

うけました。

鎌倉についてから、何か所かお寺や神社をみてま

わつたのですが、その日がちょうど大安だったこともあ

り結婚式を見ることができました。神社での結婚式は

わたしも初めて見たので、ドラマのなかにいるような不

思議な感覚もしたし、とても綺麗で感動もしました。一

緒に結婚式を見ていたタイの友達もとても喜んで興奮

していました。タイではタイの伝統衣装もウエディング

ドレスも着て結婚式をするそうです。女の子たちの結

婚式をみてわくわくしていた姿を見てやつばり、結婚

式へのあこがれは世界共通なのだな、と感じました。

お昼ご飯はちょっと豪華な和食でした。昼食の時近

会報 I N0 40TUFS留学生支援の会
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くにすわつていた人にこの料理はどうやつて食べるの

か、どんな料理なのか、などと問かれたのでそこから

料理の話になったのですが、それぞれの国によつて

料理の仕方や食べ方もちがうようで、そんなところも面

白いなと′思いました。

最後にとても有名な大仏を見たのですが、現代の

技術を使っても建設するのが簡単ではなさそうな大き

な大仏を何百年も昔に建設したということは本当にす

ばらしく、驚くべきことだと′思います。

普段の生活では味わえない、古き良き日本を感じさ

せてくれる非 日常的な場所で、だんごやおせんべい

を買つて食べながら歩いたり、お土産を買つたり、とて

も新鮮でリフレッシュした気分になりました。新しい友

達も増え、留学生のみなさんと一緒に鎌倉に行くこと

ができてよかつたです3良い思い出になりました。あり

がとうございました
=

4-3大 国魂神社 くらやみ祭 り見学

日 日寺        5月  4日 (金) 13日寺-15日寺

参加者及び人数 留学生((10カ 国)18名

日本人学生 1名 、幹事 4名

府 中観光情報センターの協力のもと、 日本三大

奇祭といわれる
｀
くらやみ祭り"を見学。時間に集合し

ない学生が多くtヽ て、電話連絡、申込み27名 中19名

の参加となるこ

かなりの人出、午後は雨が落ちてきて残念。

万灯が何台も出る中を通り、鳥居をくぐり本殿参拝、

神社の参拝方法を習う。本殿のまわりにある6つ の神

社の由来も聞く:

樹齢千年余 _f)銀 杏に触りお参りすると、母乳の出

がよくなると昔からのいい伝えがあるとか。雨の中、法

被と′鳥帽子をつけ写真を撮る学生もいた。その後、御

旅所と高札場見学して解散.

集合 :京工線府中駅南 口改札 口

解散 :欅並木 フォーリス

(幹事 杉森弘子記 )

■÷    ‐■=

■お

“生まれて初めて見た不思議な

美しい様々な姿だつた"

研究生

徐 明炊 (韓国 )

東京外国語大学留学生支援の会を通して、留学生

の友たちと一緒に大国魂神社のくらやみ祭りに行つて

来た。大国魂神社のくらやみ祭りは日本でも歴史があ

る神社として、有名な祭りだと言われているので、とて

も楽しみだつた。

当日は雨が降って来て、少し心配になったが、府

中駅で集まった私たちはボランティアの方々の親切な

助けを受けながら、大国魂神社へに向かつて足を運

んだ。

神社を中心とした中央通りには忙しそうな行事の関

係者たちが道を統制していて、その周りにはくらやみ

祭りを見るために訪れた人々のため、道を歩き難しい

ほどの多くの人波であった。一つ驚いたことは、多くの

人波の中でも、皆が規則正しく祭りを観覧する日本人

たちを見て日本人らしさを感じた。

多くの人波の中でようやく神社に到着した一行は、

ボランティアの方々の親切な案内を受けて、ここ、大

国魂神社は、大国魂の大神を武蔵野国の守護神とし

て祭る所で、日本でも多くの人々が訪ねてきて、福や

願いのためにお祈りするパワースポットだった。実際

にボランティアの説明を通じて知るようになったが、大

国魂神社は 111年に創建された非常に古い歴史を持

つている神社ということだった。東京五社 (東京大神宮、

靖国神社。日枝神社、明治神宮、大国魂神社)の 一

つとして、特に格式が非常に高い神社と言われてい

る。

祭りの風景は、生まれて初めて見た不思議な美し

い様々な姿だった。花のようなきれいな色とりどりに飾

った大きな傘の形の道具を利用したり、御みこしには

小さい子供を始めお年寄りの人々まで参加している

様々な行事を見て、日本ならではの、独特さを感じる

ことができた。

このようなさまざまな道具を使用していたお祭りは、

地域住民がお互いに力を合わせて、すべての道具を

一つ一つ真心をもって人の手を通して作ったと聞いた。

職人技を大切にする日本人にとつて祭りというのも、そ
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の誠意をうかがうことができる良いきっかけになった。

この日は特に子供よりお年寄りの人まで皆が一緒に

参加している姿をみて、これこそ、日本人の団結性と

一つになることを感じることができて本当に良かった。

大国魂神社にはスモモ祭りなど他の祭りもあるが、

今回のくらやみ祭りは、東京都指定の無形民俗文化

財として、約 70万の人々が訪問している非常に大き

な祭りだと聞いた。日本来て祭りに参加したのは初め

ではないが、大国魂神社の独特な魅力を持っている

くらやみ祭りの見学を通して、より日本の趣と日本人

の精神を感じることができた貴重な時間になった。

最も記憶に残るのは、大国魂神社と祭りの由来や

歴史について一つ一つ詳しく紹介してくださつたボラ

ンティアの方々の親切さが今でも心に感謝気持ちとし

て残つている。祭りを通して、日本の祭り文化体験の

楽しさや、日本人の精神や心を感じることができたこと

は何よりも貴重な体験だった。また、ボランティアの

方々からもらつた、暖かい心の優しさも絶対忘れない

大切な思い出になった。このような機会をくださった留

学生支援の会の皆さんに感謝の気持ちを伝えたい。

EXIPERIENCE

5-1

沼津でのホームステイ

ISEP
ル ック コニー キム (ア メリカ合衆国)

富士山と言えば、やっぱ 日本の象徴ですよね。そ

の同じ象徴が沼津の隣です。外大支援の会のおかげ

で、沼津に旅行ができていい思い出を作りました。

実は、出発の時間に遅れたせいで、最初の紹介部分

が完全にミスッテしてしまいました。あの 日、井上さん

と梅 田さんがいなかったら正直、そのまま帰るかもしれ

ません。でも、私たちのために早起きして、いろいろな

会話もして頑張りましたこバスを待つ時間はこの沼津

の第一歩です。(marked the way for a great tHp)

ついに沼津に着いた時に、即刻初めの観光場所に

行かなければならないです。他のみんなとあって、い

ろんな場所に次々紹介してくれて修学旅行にみえま

した。伊豆のくにとか静岡とかも行きました。天皇様の

夏家も見ました。沼津は本当に自然に美しいと思いま

す。景色と住んでいる人の心はきれいと思います。全

部会った人は優しくて私たちのために協力して働いて

くれて、ありがたい気持ちが足りないぐらいです。始め

てあつた人たちは普通の 日本語で話しかけていて普

通の日本の大学生になったと思います。これだけで十

分です。

お母さんと二人の妹にいろいろお世話になりました。

毎 日お母さんがおいしい料理を作ってくれて、夜のお

かしもくれました。いつきちゃんとしほちゃんもいろん

な会話しました。その子たちのおかげで、本当に末子

の私が 日本人のお姉さんになったと思います。日本

のことも教えてくれてやっば三 日間が足りなかったで

す。

沼津にいる最後の日にお母さんといつきちゃんとし

ほちゃんのおかげで夜の沼津を見えました。おいしい

晩御飯を食べたりいろんな店を入つたリプリクラを取つ

たりしました。すてきなブレゼントもくれました。私のホ

ストファミリーが大好きです !

またいつか、みんなに会うために沼津に戻りたいです。

沼津は旅行場所だけではなくて私の日本の家族もい

ますこようするに、沼津は私のセコンドホームです。皆

さん、すてきな思い出を作ってくれて本当にありがとう

ございます=皆 さんのおかげで、日本がもつと好きに

なりました_

TZα

“
ルノθ″ノ

V●ICE

6-1 マヤさんからの声

クロアチアからの留学生マヤさんは、この3月 に博

士号を3年で取得し、現在はオランダのライデン大学

で研究者として研究を続けています。彼女は、就学前

のお子さんを連れて2005年に文部科学省の留学生
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として外大に入学してきました。最初の半年は日本語

の習得のため留学生 日本語教育センター OLC)で学

び、そのあとの1年半は大学院に入るための研究生と

して勉強をして、修士課程に入学しましたcお子さん

を近くの小学校に入れ、母親としての務めを果たしな

がら、勉学にも打ち込み、最短の年限で博 士号を取

得するまでには、様 々な昔労があったでしょうが、会う

たびに『最近どう?元気 ?』と聞くと、いつも明るく「大

丈夫 !二人とも元気 IJと 笑顔で答えてくれるのが常

でした。日本語教育を専門にしたいという最初の目的

は、いろんな理由で変わりましたが、日本の思想を学

び、日本人を深く愛する研究者がまた一人世界に巣

立っていった事をうれしく思つています。

以下は彼女からの投稿です。(幹事 梅田由美子記)

(↑ With rlly daughter at Kyoto.)

´/CXp“
“

εθ〆

ι山 g′ ん申 s″dθ″′あ妥ψ"

Researcher

Lelden Unlverslty

May, 2012

Maja Vodopivec, Pho D.

I spent seven years(2005‐ 12)as a n/1EXT

sponsored student at Tokyo University of

Foreign Studies.I arrived in Japan as a

research  student  at  the  departlllllent  for

Japanese Language Education.I was already

thirty and l brOught a six― year― old daughter

、vith lne.It llneant that l had to“ ight"at least

on t、vo fronts ― One llllline, and one Of my

daughter's.And I、vas not a young student as

mttOrity Of them were at that time arOund me,

especially at the JLC (Japanese Language

Center)where l was immediately enrolled tO

study Japanese. While my daughtell 、vas

ilnrnersed in the sch001 conllnunity fl・ onl the

first day and llne thrOugh her in her sch001 and

other lnothers'conllllunity at TUFS I stayed an

outsider for a long tilne.In IIny own feeling,JLC

classes were the only thing that functioned well

at the tirllle.As for my research, under the

concurrence of circumstances pretty lnuch out of

my control l did not do much for the、 vhole one

year. Unless your supervisor includes you in

sellninars, it is very difficult tO make any

prOgress,and lllline,unfortunately got seriously

sick alI■ Ost inllllediately upon my arrival. To

some seminars I、vas not accepted as a research

student,and for sOme ofthem l got informatiOn

after a year,、 vhen l accidentally lnet a」 apanese

student from the program、vho helped llne a lot一

she informed lne on another teacher in charge of

me and she alsO t01d me l had a right fl・ om my

arrival to get a tutoll― student、 vho could help rne(↑ Nyugakushikiin Japan.)
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in all kinds of inatters― practical life rnatters,

as well as my study Since then(for several

months after),I got a tutor and started doing

research  in Japanese  language  education

seriously― ho、veveL it、vas not enough to pass

the entrance exalln at this departllnent.ヽ Vithout

continuous back― up of your advisor it is also

very difficult to enr01l the master course.

Research period(optimum is one year,but fl・ om

this point of view l think it should not be fOrced

to necessarily last only one year) is very

important  as  a  time  to  establish  closer

relationship with your advisor, think about

future possibilities,etc.― since the situation“on

the ground'',once、 vhen you arrive to Japan lnay

be different than you illllagined.Difficulties

、vhile being a foreign student can be various,

but what is also important is not to give up―

sOme luck might help you as 、vell if you are

persistent enough.

Once l became a masters course student

(and l was sO lucky to be accepted to llly“ B''

option― to the only course in English一 Peace

and Conflict Studies, and to get a very

supportive advisor), I felt much less as an

outsider,and actually started e珂oying lny study

and the company of my classmates.The

progralln、vas excellent, and at the end l could

still do、vhat I、vas interested in― study about

Japan. 1/1y ne、v advisor、vas my connection to

my  present  main  interest  一  」apanese

intellectual history and no、 v l became involved

in PCS as well as my advisor's sellllinars,

started learning fascinating things and e珂 oyed

my ``zellni‐ fl・iends" tremendously. It 、vas very

ilnportant to take part into the non― class

activities,such as“ nornikai"or drinking parties

(you can drink only juice if you don't like

alcohol!), since in Japan you actually do not

have a chance to talk about things that bother

you during formal occasions (classes).

“Nollnikai" is one of the great inventions of

」apanese people to solve that problem and feel

as a part of cOnlllnunity.I finished lny lnasters in

next two years, and then Ph.D. course in the

following three years.During llny study l had a

lot of opportunities to participate the local and

international  conferences,  、vorkshops  and

sellninars,to listen to the lectures of pronlinent

scholars from all arOund the world, and tO

broaden my horizons in all possible 、vays. I

traveled inside Japan, but abroad as 、vell to

attend and present at those events, and the

conditions Of study under my advisor 、vere

excellent.The TUFS library could have been

better, especially access tO acadellllic journals.

However, TUFS has established c00peration

、vith other universities in Japan,such as UNU

or ICU,and l benefitted from those universities'

classes and facilities.

The TUFS service for foreign students 一

``ryugakuseika"  and  lnternational  Student

Support AssOciation (ISSD prOvided students

、vith a lot of practical assistance, as well as

opportunities to learn about the culture,

through tickets for interesting events and

concerts, trips, home― stay programs, cooking,

calligraphy  and  tea  ceremony  lessons  or

summer camps(that l personall)'did nOt use all

since l could not easilv make free tirlle with a

little child、  but kno、v manv students 、vho

e珂 Oyed it Veぃ‐much).In the last year of my

studゝ the 3.11's triple catastrophe occurred and

that was a very difficult and a very precious

experience. Ho、vever, I successfully ended my

Ph.D.studies at TUFS, and got anOther

opportunity to do a post― doc in Europe(financed

by TUFS ITP program fOr doctoral and post― doc

students).It is very difficult to list all happy

and  all  difficult  moments  that  l  have

experienced in Japan,but、vhat l can say is that

every day of my stay in 」apan 、vas a certain
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challenge and fascinating learning for lne.If、 ve

do not challenge ourselves,we、vill never know

、vhat we can really achieve.

・    ミユト

本に興味があって日本で学ぶ留学生のためにいろい

ろな独 自イベントを企画していることを知りました。そ

れをお手伝いするとともに、さらにこのような他団体が

行うイベントヘの橋渡しを行うことで、留学生が本物の

日本文化に触れる機会を増やすことができたら、と思

いました。

7-2 外大で 一期―会 を留学生 と

幹事  中村  皓一

このたび当会の活動をお手伝いさせていただくこと

になりました中村皓一と申します。製鉄エンジエアとし

て全身全霊を傾けて働いてきた40数年、その人生に

は一片の心残りもなく、まさに天職を全うしたという満

足感に包まれつつ会社生活が残り少ないことを考え

たとき、ふと“自分が浸ってできた技術の世界とは正

反対である文化 。文明。文学。社会・歴史の分野を勉

強してみたい !"と いう考えが頭を支配し、まさに何か

に導かれるように外大を受験を決断しました。そういう

経歴ですので、私は実は言語文化学部ドイツ語専攻

のビカピカ(?!)の一年生であり、本来であれば“留

学生支援の会"のように人様をサポートする場には不

相応な者かもしれません。ですが、通常の新入生と異

なる経歴から自分の役割は何なのかを真剣に考えた

結果、迷うことなく“支援の会"での活動に参画させて

いただきたくドアを叩きましたc内′い「学生は受け付け

ません !Jと 一蹴されるので|ま と懸念しましたが、会の

皆さんから非常に暖かく迎えていただき、感謝の気持

ちで一杯です .

せっかく留学先に日本を、そして外大を選んでくれ

た世界各国からの若者達、その彼らが思う存分勉学

に励み、そして我が国の文化や伝統に接し、結果とし

て日本人の本当の心を知ってくれることは、彼らのた

めにも我々日本人のためにも極めて有意義なことであ

り、“支援の会 "を通じて少しでもお役にたてればと念

じております。私はいつも学食で留学生とおばしき

方々に声をかけ、私なりに (自 称、かつ広義の)“ 支援

の会"活動を展開していますが、わずか 10分強の短

い時間であつても彼らと心を通わせることができたとき

はこちらまで幸せな気分になります。

一方で“支援の会 "の諸行事には留学生と同世代

7.会員の声

V●ICE

7-1新 任幹事の抱負

幹事 近藤 一郎

仕事の関係で、外国人の方に日本の伝統芸能や

美術工芸の魅力を伝えるイベント企画にかかわって

いるので、娘が国際社会学部に入学したこの機会に、

留学生支援の会の幹事に手をあげました。土 日中心

の参加になりますが、よろしくお願いいたします。

今年は、東京都などが主催する「東京発・伝統 WA
感動」(http://www.dento wa.jp/)と いう統一企画の

中で 7月 ～11月 に実施される日本舞踊/邦楽の解

説と実演や、東京大茶会に、外国人参加枠を設ける

ことを予定しています。もちろん、日本を訪れている外

国人がもともと自由に参加できるイベントですが、その

枠に申し込んでおけば英文説明書をもらえたり、通訳

サービスを受けられたりします。

東京外国語大学の留学生の皆さんには、自らが参

加すると同時に、日本語を話さない外国人参加者ヘ

のサポートをお願いできないかと思っております。

なお「東京発・伝統 WA感動」は、能楽、邦楽、日本

舞踊、茶道など、日本の伝統芸能 。文化を国内外ヘ

広く発信するとともに、次世代へ継承していくことを目

的として、2009年から始まりました。しかし、国内外へ

発信と言いながら、これまでは外国人観光客に向けて

の宣伝や、外国ノ、が参加した場合の配慮ができてい

たとは言えず、外国人の参加は限定的でした。そこで、

そこをお手伝いして外国人参力日者を増やそうというわ

けです。

始めて幹事会に参加して、留学生支援の会が、日
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である日本人学生の積極的な参加が望まれますが、

そのせっかくの機会もその情報が十分には浸透して

いないケースもあるようです。そこで私はやや独断で

したが、留学生との交流を目的とする学生サークル

TOFSIAと密に情報交換することによってお互いの活

動が活性化するのではと考え、TOFSIA会長さんにも

ご賛同いただいた上で学生として自分 自身も会員登

録させていただきましたc今後、“支援の会“行事が今

まで以 liに迅速かつ広範に日本人学生にも共有され、

結果として留学生の皆さんにも交流の機会が広がるこ

とに繋げられればと思います。

以上、なにぶんにも新参者故に十分ご期待に添え

ない面もあろうかと存じますが、なにとぞよろしくお願

い中し上げます。

新規加入者

■ 一般会員(平成24年 2月 11日 ～24年 5月 31日 )

■
■

■

山尾直行
由鳥喬太郎
新屋沙季

杉原志美子
杉山英之

鈴木真次

鈴木員紀子

鈴木実

瀬FL義 広

関日純了

関口光浩

関根道昭

関原朗

関谷育雄
十川優香

園田嘉牛

高田1真一

高橋和之

高橋 f嗣
高橋均

竹内妥仁

竹村真樹
竹安春華
多田響千
辰濱夏希
田畑務
田端政ノ、

田村颯

「
某真奈美

塚崎‖:ザ」、

塚本明莉

椿拓真
鶴岡功

オ|1嘔 1甲

i菫 |ヽ 二

'(藪

「1■

大山■ .J

同「 ]中デ

寺メ+和 了

寺井嘉治

利光沙l●・

殿前京 r

中リトありき

永井梨千

長尾博 r
中川 11

中川優子

中澤浩三

中島宏

永野紗英

中小」有紗

中村魁人

中村研二

中IJ I告 一

中村祐仁

鳴海利夫

難波政彦

西岡潔

根木ttrかり

能祖太一

野澤功

後田真緒

野本京 ド

信清 ,羊 千

長谷奈どi

羽野絵利香

林昴志

林真帆

坂誉 丈

板束雅也

生川和男

llH野 兄

平田杏香
平吹度夫
平間美冴

廣田正人

福島14太

1畠 卜I14

藤本道千
二川優里子

占1菜美
年谷沙樹
細 Hl繋 子
堀田豪
本多裕典
本惜J美 帆
前島裕二

猿了夏実
益谷祥子
17井洋了
松沢正孝
松島康彦
松本」彗

松本理
松 |コ 由希
二浦真奈
水田知1里

三谷真由美
道原,亨 志
光成奈々子
美濃はるか
二宅真理

宮崎和貴
宮崎隆太

多田響 F

寺丼嘉治

殿由1京子

中川操 千

永野紗英

宮 卜女子

宮原敏幸

|1元 J上

本澤七彩

森文美

森あゆみ

森道明

人尾洋

矢加部彰

柳沢輝

ll l田 啓輔

柳 |‖ 泰典

矢作杢太

山岡三四郎

岡萌華

日守

山崎達也

山崎正人

山山キ真理子
11ド ヲムiイ l

山田英輝

|1円優美

山中誠人

山本朔也

山本勇貴

山守勇

柚木恒志

吉沢恵美 F
占田TIJ夕 、

古 |1妙子

吉田義明

林埼航

渡辺勇

渡邊良信

――――――‐… ……… …………………………………響墨蓋■ 協賛会員 (平成24年 2月 11日 ～24年 5月 31日 )

(敬称 略 )265名

相野智佐    今城尚彦

青木信暁    今村早紀
赤沢詠子   丼村降
赤fFH健 太    岩瀬朗

浅野岡1志    岩本り[也

朝久浩     岩本恭 r

荒川雅典    牛 l‐ 皓右
安良城桃子   内 ll昭孝
安西浩二    内山克巳

安藤 則    槍田ひかり

鶴木秀之    梅本健一

池 L智 子   遠藤兵
池田ジュン   大居Tt

池田新一    人出智之

池「Htt F    大内純
池田真亜子   大岡正彦
石黒キ文    大垣瑛囀j子

石田歌菜子   扇谷諭
イ「田魔奈    大塚真理子
石野弘美    人津優美

`石橋今美    '(沼 一美
石山雄一日1   大野愛囀i奈

板井史織    人稿響
市坪孝志    人室奈津美
橋弘人    大藪隆Hど

市原佑季子   岡|||ltな な

伊藤沙紀    司田康ヴ1

伊藤員由美   小澤周三

lTI藤陽子    小瀬康行

伊藤由満    小ノ澤志歩
人竹芳     小野修二

井 L祥吾    小原正彦

井 卜智加    小俣美香子

甲斐 |(

竺原 E穂
鹿 1弓 ―~1月

lTH原裕了

梶原51

月 1司 1・ ‖吉

加藤康浩

金井久美 r

金井光太朗

企澤沙樹

力1系内f里 IF

L條健

河嶋弥栄「
川田l■t香

河戸清元

河野喜代千

川野 日登志

り 117羊

神 ll啓 太朗

神田麻衣

菊地文子

菊池共之

岸薫

岸本啓体i

木 ||]み のり

衣川瑞徳

木全玲子

木村花菜子

久保田紫Ⅲt里

熊谷良子

熊千歳

毛塚憲TF

五井修

■ヽ■
'義

|ヽ|:■ ミ

lヽt=泰
|ヽヽ 真1京

負̈千ホロト, 3名

後藤長幸、杉里直人、田中賢治

会員寄付者

■ 一it寄付 (平成24年 2月 11日 ～24年 5月 3¬ 日)

'trl田

卜, 517

小原正彦 重永隆

」ヽ||l til:

近藤 「 ]

企春●さこ

紺屋 ,「 だ

1西 井結実

寒河 ,1:充 宏

坂崎良党

坂本麻生

坂元斉彰

櫻井茉梨子

佐藤泉

佐藤恵「1子

佐藤正一

佐藤宏紀

佐藤正浩

佐堀大輔

澤井仲一郎

塩川仁美

塩澤誠人

市 司直貴

実川教生

出1也 京 r

四宮由美

清水道明

清水豊
11茂 邦男

下島慶二

自石有 EF奈

白石百
1

t=.li   ll」 嶋弥栄子   菅 1京 恵美 了

|■ ■    川Fr日 登志   鈴木真次

古川菜美

松沢正孝

松島康彦

治itt f嗣     松村洋・ |

田代久美恵   水HI知 甲

イ■■|:t      川|す ,羊

■〔‐t‐1    仲田麻衣

=:■
●|■     毛塚憲T

/,=■ ,    I,F修
↑|」「 |二     」ヽ林かなり

水庭i■

i宅 真 IIl

lT山奇昌子

宮崎隆太

矢加青;彰

山‖
「

~1吉
T

山中誠人

酒井結実

坂元斉彰

櫻井茉梨子   野中千恵了

佐藤泉     信清洋 チ

重 ln l直 貴 イと澤聖 l

万一お烏前に間違いがありましたらお詫びいたします。その節は、

当会までお知らせ ドされば幸いです。
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♪ 早速ですがオ・ネ・ガ・イ ♪ 別紙 ピンク色の印刷物 ご確認の上、ご準備、

ご手配いただきたくお願いをお願い申し上げます。

バザー用品受付 :9月 25日 (火 )～ 10月 1日 (月 )

※ 事前の物品I仕分けや当日のお手伝い参加可能な

方は、当会または下記までご連絡 ドさい。

042-330-5183(梅 田 火、水、金のみ)

下記のとお り幹事会を開催 しま した。

平成 24年4月 22日 (日 )

平成 24年 5月 12日 (土 )

平成 24年 6月 16日 (■ )

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c

お気軽にお問い合わせ下さい。

♪ ホームビジット、ホームステイ受け入れに関心のあ

る方は是非、当会にお問い合わせ下さい。

首都圏などでのホームステイ受け入れに加えて、

地方の方々のお申し出もお待ちしています。といいま

すの1ま 、留学生たちは、日本の地方の文化に触れ、生

活してみたいという希望もまた多いからです。

くお問い合わせ先 >

〒183-8534東京都府 中市朝 日町 3-11-1

東京外国語大学 留学生課気付 (梅 田、谷川 )

TEL:042-330-5183、  5759
FAX:042-330-5189、  5762

http://hOmepage3.niftycOln/is― tufs/

ACTIVITIES

※ これからの活動について、会報がお手元に届く日

付によつては、既に終了してしまった企画がある

場合がございます。ご了承いただきたくお願い申

し上げますc

ロ 秋期 (10月 期)バ ザー開催

10月 2H(火 )～ 10月 3日 (水 )

所 :国 際交流会館2号館交流ホール場

ご協力いただき、留学生に毎回大変好評いただいて

おります秋期 (10月 期)バザー開催に向け、
OCopyright 2012,TUFS International Studcnt SuppOrt AssOciation
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3月 31日 現在

会員数 :1,552名

納入者 :761名

納入率 :49。 3%
すべての活動は、皆様の年会費とご寄付で行

われております。本年度会費を同封の振込用

紙にてお振込くださいます様、お願い申しあ

げます。

※ ひとりでt)多 くの方々の早期納入のご協力

をお願い致します ^

※ 振込用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

8.これからの活動
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〒183-8534東京都府中市朝日町 3-11-1東 京外国語大学留学生課気付 TEL 042-330-5759 FAX 042-330-5762

http://wwwifacebookicom/tufS.issa2

FOCUS

東外大キャンパスの国際化

学長特別補佐 (教育の国際化担 当)

小林 幸江

2004年度、東京外国語大学には、77の国と地域、

583人の留学生が在籍している(「東京外国語大学平

成 24年度データー集Jよ り)。 決して広いとは言えない

キャンパスにこれほど多くの国と地域から留学生が来

ていることを知り、驚く日本人学生は多い。しかし、そ

の割には、日ごろ留学生と交流することがほとんどな

いというのが多くの学生の実感である。一方、留学生

はどうかと言えば、積極的にサークル活動に参加し交

流の輪を広げている人がいる反面、多くの人は日本

人と友だちになりたいと思いながら近づくきつかけを見

いだせずにいる。私は、留学生 日本語教育センター

(以 下、センター)に所属し、留学生に日本語を教える

かたわら、学部の日本人学生に日本語教育に関し教

えている。両方に関わつていることから、留学生、日本

人学生双方から交流の機会を望む声が多く聞こえて

くる。
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3-1各 国文化紹介

一お茶とお菓子を通して

3-2歌 舞伎鑑賞教室と懇親茶話会

3-3七 夕茶会

3-4国 際理解教育

3-5府 中市紅葉丘「地域文化祭」

3-6留 学生が日本の伝統文化に

接する活動

3-710月期バザー

3-8もう一つの国際交流活動

Page 10.4.ホームビジット&ホームステイ

Page ll.5.留学生の声

東外大ならではの「愛」に

包まれながら夢に挑戦しよう :

Page 12.6.これからの活動



そのような状況の中、2012年度は東京外国語大学

(以 下、東外大)のキャンパスの国際交流が一歩前進

した年となった。センターの協力を得て、初めての試

みとして、大学による国際交流の企画が次々に打ち

出されたのだ。4月 、2学部新設の最初の年の入学式

は留学生と合同で行われ、留学生、日本人の新入生

はともに新しい門出を祝った。それに続いて、5月 、東

外大生のイニシエーションとも言うべき、伝統のボート

大会に国費学部留学生 (以 下、1年コース)をはじめ、

多くの留学生が参加した。当 日、留学生チームに声

援を送る日本人学生の姿が多く見られた。初夏の一

日、戸田漕艇場はさながら国際交流の場となった。10

月にはセンターの恒例の行事である 1年コースの留

学生の研修旅行に日本人学生 13名 が参加した。セ

ンターの呼びかけに対し大勢の日本人学生の応募が

あり、国際交流を望む熱い期待を感じた。そして、10

月 19日 には、学生食堂で「2012TUFS国際交流パ

ーティー (SCARY PARTY〉 Jが 開催された。当 日、名

簿に記載されただけで、351名 (う ち留学生は 80名 )

の学生が参加した。企画・準備・進行は、すべて日本

人学生、留学生の WGを 中心に進められた。超満員

の会場は熱気に包まれ、短い時間だったが、留学生、

日本人学生ともに東外大生としての一体感を味わうこ

とができた。こうした触れ合いをとおして、交流の輪は

確実に広がっていくものと思われる。

私は、東外大卒業生として、また東外大の教員とし

て、大学が国際交流を進めることの意義は大変大き

いと考えている。冒頭に述べたように、東外大のキャ

ンパスには実に多様な国。地域出身の留学生がいる。

東外大には多文化多言語環境が身近にあり、そこで

居ながらにして世界を感じることができるのだ。そうし

た環境の中での同世代の若者たちの交流は、勉学の

モチベーションを高めるだけでなく、多様性を理解し

視野を広げることにも役立つ。国際交流の推進は、す

なわち身近なグローバル人材の養成にもつながるの

だ。

東外大の国際的なキャンパスは東外大の宝と言え

るが、従来は、国際交流は個人のレベルの問題として

考えられていたため、学生たちはその環境をじゅうぶ

ん享受できないでいた。しかし、国際交流はキャンパ

スの国際化のベースをなすものと言える。今年を「国

際交流元年」として、今後、大学が継続的に国際交流

を後押ししていくことが重要と考える。それにより、他

の大学にはない特色ある国際的なキャンパスが実現

できればと願っている。

北欧の旅を終えて

会長 中鳴 洋子

やつと爽やかな季節になりました。今年はつかの

間の秋、でしょうか?

会員の皆様、お変わりなくお過ごしですか?

さて、私事ですが、この 10月 初旬、10日 間ばか

り北欧を旅してきました。丁度その時、EUがノーベ

ル平和賞を受賞したというニュースを、ノルウエイの

首都オスロで、テレビと地元の新聞から(と いっても

英語版の新聞から)知りました。ノーベル平和賞だ

けは受賞会場が、EUに加盟していないノルウエイ

(オスロ)であることに皮肉な現実をみた思いがしま

したcノルウエイの人々はその事実をどう感じたの

でしょっか?

ノルウエイは、ご承知のとおり国土の半分は北極

圏に属し、4分の1は森林で、人口は500万人に満

たないそうですね。

そんな環境の中で、ノルウエイはまた、あまり知ら

れていませんが、ヨーロッパ、アフリカ、トルコを含

むアジアからの移民を受け入れていて、特にオスロ

のような都会ではその割合は 25%にもなるとのこ

と。

となると、いわば移民ともども高い消費税を、

(25%、 それはたとえばランチにハンバーガーを食

べたとすると飲み物を含め、日本円で 2,000円 ほど

になると聞きました)、 消費税のみならずその他の

高い税金を支払つて、移民を含むノルウエイ人皆

が医療費や教育費は一切無料、その将来をすべ

て保証されているというわけです。

私が現地で聞いた話などからは、もともとのノルウ

エイ人と移民が国の将来像を共有していて、宗教や
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生活習慣その他のことで彼らの間には対立や抗争は

ほとんどない様子です。世界の多くの国々は内紛、他

国との紛争がある中で、ノルウエイは数少ない異色の

存在、といえましょう。

こうしたノルウエイ独 自の価値観に触れるにつけ、

私はふと、日本人と外国人との関係、オスロのよう

に将来 4人に 1人が移民だつたとしたら、日本人と

移民の人たちとの関係は果たしてどうなるのか考え

てしまいました。結局はまず彼らの“あるがまま"を

受け入れることが大切で、その中から対立ではなく

価値観を共有して生きていく以外ないように感じま

した。

翻つて東外大で学ぶ留学生の母国は、多くの問

題を抱えているケースが決して少なくないように思

います。果たして彼らは 日本社会の現実から何を

学んで帰国するのでしょうか ?

在学中に日本社会の長所をくみ取り、また、批判

すべき点があれば心に留め、帰国後、自国の発展

のために役立ててほしいと思つたことでした。

REPORT

3-1各 国文化紹介～お茶とお菓子を通して

(留学生と日本人学生との交流会 )

日時:2012年 6月 20日 (水 )

会場:校内アゴラ・グローバル カフェ

6月 20日 11時50分より、アゴラ・グローバル カフ

ェに於いて、恒例の“各国文化紹介"を催しました。

今回はオランダ、ルーマニア、シンガポールが発表

にZ宍力日。

この日まで留学生たちは、講義の合間をぬって、

支援の会ボランティアとの打ち合わせやお菓子の試

作、自国紹介のパワーポイントを制作します。

お菓子の材料が日本で調達できない時は母国か

ら送ってもらうこともあるとか…・。なかなか本格的で

す。

当日は亀山学長にもご参加いただき、日本人学生、

留学生併せて約150名 が集まりました。

主なメニューは、オランダ(ストロープワッフル・…シ

ロップをはさんだ薄いワッフル)、 ルーマニア(パパナ

シ…・チーズの揚げ菓子、チョコサラミ・…チョコ、ビス

ケット、ナッツを混ぜて固めたもの)、 シンガポール(カ

ヤ‥・ココナツベースのペースト)。

お菓子を試食しながらレシピを聞いたり、それぞれ

の国の情報を得たりと、どのブースも大変な賑わいで、

学生たちは時間の許すかぎり歓談していました。

(幹事 禾」光記)

専攻語以外の地域とのつながり再考

ヒンデ ィー語専攻 2年

樋 田 祐子 (日 本 )

ヒンディー語専攻 2年の樋 田祐子といいます。

6/20(水 )の昼休みにアゴラ・グローバルのカフェスペ

ースにて開催された留学生交流会に参加させて頂き

ました。

東京外国語大学という名前の通り、国際色豊かな当

大学ですが、自分は、専攻語以外の地域とは、繋がり

が薄いような印象を受けていました。

つい先 日も、地域の方から、外大には留学生が沢

山いるのに、すれ違ったりした際に声を掛け合わない

のかとの言葉を頂き、こんな恵まれた環境にいるのに

もつたいないと感じていました。そんな折りにこの会の

掲示を見、クラスメイトと参力日する事にしました。

留学生が提供してくれる料理の美味しさはさることな

がら、留学生を中心に集まった学生らも和気藷々と良

い雰囲気でした。美味しい物を前にすると、警戒心も

薄れるのか、留学生に気軽に話しかけやすい雰囲気

が形成されていました。次回も是非参加します。

最後に、留学生の出身国の料理及びお菓子は、彼

らの手作りだそうですが、あれだけの量の食べ物を作

るのはそうとうな労力を要したでしょう。日本の学生ら

が、準備段階から手伝えたら良いのではないでしょう

か。我々参加者にも大きな責任がありますが、折角作

3.活動報告
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ってきてくれた食べ物が無駄にならないような配慮も

忘れてはならないと思いました。

(↑ 亀山学長もかけつけていただき、場内はとても

もりあがりました)

3-2歌 舞伎鑑賞教室と懇親茶話会

同時: 2012年 6月 17日 (日 )午後 2時より

会場: 国立濠1場 大濠1場

参加者 1留学生 40名 、日本人学生 16名 、幹事 9名

内容: 歌舞伎鑑賞教室 (2時 30分～4時 30分 )

解説『歌舞伎のみかた』

歌舞伎演 目「俊寛」

懇談茶話会(5時～6時 30分 )

グランドアーク半蔵門でコーヒー (紅茶)と

ケーキで懇談

今回は、幹事数人で分担して前 日に参カロ学生全員

に遅れないよう連絡をした結果、集合時間にほとんど

が集まり、不参加も日本人学生 1名 、留学生 1名 とい

う、好成績であった。

内容については、今回初めて歌舞伎を見る学生に

とって、「俊寛」は少し難しかつたようで、眠つている学

生もいたが、イヤフォーンの解説を聞いて、感激したと

いう学生もいた。近くに座つている、中村橋之助のファ

ンらしき婦人が涙しているのをみて、びつくりしている

学生もいた。

歌舞伎鑑賞教室は、初めて歌舞伎に接する学生に

とっては、とてもいい企画だと思うので、今後も継続し

たい。

懇談茶話会では、留学生と日本人学生が歌舞伎の

内容だけでなく、日頃の思いを互いに話すことが出来

て、交流を深める絶好の場となっていた。

(幹事 梅田記 )

楽しく学んだ「俊寛」の悲劇

研究留学生

ファウル ステ ィ ッヒ・ユ リ

(ブ ラジル )

2012年 6月 17日 に東京外国語大学留学生支援の

会の案内で歌舞伎を見学に行きました。留学生 35人

と日本人学生 10人で国立濠1場で出演されていた「俊

寛 (しゅんかん)」 を見ました。

芝居前に「歌舞伎の見かたJといった初心者に向

けた講義もありましたので、とてもわかりやすかつたで

す。その講義では役者一人が歌舞伎について簡単に

説明しました。舞台の構造、花道、三味線の伴奏など

を紹介しました。400年余り前に生まれた伝統演濠1で

すが、その説明のおかげで、留学生にも歌舞伎が楽

しく見られたと思います。その上、英語のイヤホンガイ

ドとプログラムも提供されて、日本語があまりできなくて

も楽しめました。

舞台説明の後、映像を用いて当日の劇も紹介さ

れました。日本のシェイクスビアと言われる近松門左

衛門の作品「俊寛」ですが、現在テレビで放送されて

いる大河ドラマ「平清盛」を角虫れて、アニメーションを

利用して舞台とされる平安末期が解説されました。絶

対な権力を持った平清盛に対する謀叛が露見し、主

人公の俊寛、丹波少将成経と平判官康頼が鬼界ヶ島

(現在の鹿児島県の南にある島)に流されます。数年

後、赦免の船が来ますが、成経は千鳥という島の娘に

恋に落ちていて、京に帰ったら二度と逢うことがありま

せん。そこで、平重盛の情により許された俊寛は悪い

使者を殺し、一人で島に残ることにしますcそのおか

げで、千鳥は成経と一緒に京へ行けるようになりま

す。

この劇は短く、前にも解説されたため、古典 日本

語が使われるにも関わらず、留学生も楽しめました。

そのおかげで、日本の伝統的な演濠1に対する興味が
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湧いたのでしょう。芝居の最後のところ、ステージが回

転して、遠ざかつていく船を見送る俊寛の悲劇が留学

生にも伝わったと思います。

そして、劇の後近くにあつた喫茶店で懇談茶話会

がありました。美味しいケーキやコーヒーをいただきな

がら、他の留学生と日本人学生や支援の会の方と交

際する機会でもありました。当日見た歌舞伎濠1だけで

はなく、日本での生活、自国の文化についても話せま

したから非常に面白かったです。こんなイベントでは

日本文化に関するテーマが楽しく学べて、多くの国の

方にも会えるのでこれからも参加するのを楽しみにし

ています。

3-3七 夕茶会

夏の日本文化体験

裏千家茶道倶楽部

ウル ドゥー語専攻 2年 村岡 愛理 (日 本 )

イタリア語専攻 2年 岩 田 理穂 (日 本 )

一年に一度の行事、7月 7日 の七夕にちなんで、

毎年裏千家茶道倶楽部では留学生を対象にしたお

茶会「七夕茶会」を行っています。今年も 7月 3日

(火 )に行いました。

七夕茶会では通常の少し改まつた茶会と違い、

留学生の方たちを対象に気楽にお茶と日本文化を楽

しんでもらうことを目的としています。今年は 30名 の

お客様が来てくださいました。

和室には部員がとってきた笹を飾りました。お茶席

に入る前後の時間を利用して短冊に願い事を書いて

頂いたり、共に折り紙をしたりして留学生との交流を

深め、夏の 日本文化に触れられるよう工夫しました。

茶道体験も行い、留学生の方たちに茶道に興味を持

つて頂けるようにしています。また、七夕茶会でのお

点前は夏ならではの「立礼 (り ゅうれい)」 という形をとり

ました。立礼では、亭主、半東、お客様たち全員が椅

子に座ります。正座をしないということで正座に慣れて

いない留学生への心遣いのつもりもありましたが、留

学生の皆さまは茶道に関心のある方も多く、中には経

験者の方もいて、いつもの正座で行う茶道と違ってと

ても新鮮だったとのお声もいただきました。お菓子は

夏らしく水ようかんを用意しました。お茶席では茶会

ならではの緊張感のある雰囲気を残しつつも、お茶と

お菓子、部員とお客様との会話もあつて和やかな雰

囲気で楽しむことができたと思います。

そして七夕茶会のもう一つの名物は夏の風物詩、

浴衣です。多くの部員たちが浴衣を着て、留学生の

方たちにも浴衣体験をしていただきました。色とりどり

の浴衣を着た人たちが日本の伝統文化に興じる様子

は本当に華やかで、夏の風情を感じさせました。

七夕茶会後に留学生の皆さまに感想をいただいて

おります。浴衣や茶道の体験にとても喜んでくださり、

お茶とお菓子も美味しかったとのお声をいただきまし

た。やはりお茶会を初めて経験されるお客様が多く、

皆さま「良い思い出になった」と言つてくださり、おもて

なしする側としてこれほどの喜びはありません。

これを機に留学生が日本の伝統文化に興味を持

ち、茶道に興味を持っていただけましたのなら幸いで

す。また、最後になりましたが今回の七夕茶会に際し

ましてご協力くださった支援の会の皆さま、暑い中、

本当にありがとうございました。

3-4国 際理解教育

～留学生との交流授業～

川崎市立はるひ野中学校は、開校5年 目の新しい

学校です。

国際交流に力を入れておられ、年4回交流授業に

伺つています。

10月 25日 、ウズベキスタン、ネパール、中国の3名

の留学生が1年生の授業にお邪魔しました。

1名 ずつが、1クラス約30名 の生徒さんの前でパワ

ーポイントを使用し、自国の概要、歴史、産業、文化、

習慣などを中学生が興味を持ちそうな題材を取り入

れ、時折生徒さんを指すなど、さながら先生のように

授業を進めていきます。

最後は質問を受けて終了。日本に来て驚いたこと、

困つたこと、国の自慢は何ですか ?物価は ?などなど、

答えが時間内に収まらない様子も見られました。
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昨今、インターネットで大概の情報は入手できる時代

ですが、直接話を聞くことの大切さを伝えられているよ

うに感じました。

今後もこのような活動の裾野が広がっていけばいい

なと思います。

(幹事 禾J光記)

3-5府 中市紅葉丘「地域文化祭」

10月 21日 (日 )に紅葉丘文化センター主催「地域

文化祭」が開催されました。留学生 9人と日本人学生

2人が参加しました。以下、留学生の感想文です。

紅葉丘地域文化祭に参加して

日研生

グズメンコ・ボ リス (ロ シア )

紅葉丘文化祭は最高だった。参加した学生はみん

な私に同意すると思う。紅葉丘文化センターについた

とき、昼ごはんが待っていた。おいしい弁当を食べて

から、私は演奏する前にちょつと練習して、自分の演

奏についてセンターの人と具体的に相談して、協力し

ていただいた。

皆は弁当を食べてから、優しいおじいさんの指導に

従つて、風車を作った。自分が自分の手で作ったもの

は宝物のようだから、今もそのときに作った風車が部

屋に置いてある。風車作りの後は大イベント!とうとう

コンサートの時が来た !

子供と大人の琉球の太鼓、子供のジャズアンサン

ブル、ロックバンド!素敵なコンサートだつた。特に、

琉球の太鼓演奏は絶品だった !天気が良かったお

かげで演奏者の元気エネルギーがちゃんと聞き手の

人の心に伝わったに違いない !

その次は外大の代表者の番だ。「パソコンとスピー

カーのセット完了 !よし、ヴァイオリンの演奏が始まる

ぞ～ !みんなどう受け取るのかな?喜ぶでしょうか ?

一番 目の曲が終わつた、、、客の反応は ?喜びの拍

手 !やつたぁ!皆が気に入つた !」 という気持ちだっ

た !

コンサートは終わったが、プログラムがまだ終わつて

ない !楽しみはまだまだいっぱい待つているよ !文化

センターの三階でなんと、、、日本の浴衣を着てみる

三度と来ないかもしれないチャンスが来た !センター

の人が親切に浴衣を着るのに手伝ってくれた !浴衣

はとてもきれいで、意外と気持ちよかった !皆が着て

から、記念写真 |

それから、折り紙だ !センターに通っている子供が

作ったものは外見では簡単に見えるかもしれないが、

自分で作ってみれば、もつと難しい !でも、先生のお

かげで皆ができた !も う一つの宝物ができちゃつた !

折り紙の後は悲しい別れ。実はセンターから部屋に戻

りたくなかった。でも、また行くから、楽しくお別れの挨

拶をした。

今思い出すと、なんという輝かしい旅だった !みん

な、もし都合が良かったら、ぜひ行ってみて下さい !

絶対楽しいから !

(↑ ヴァイオリンを披露してくれたポリスさん)

留学生支援

会員の皆様ひとりひとりが

留学生の笑顔をつくります !
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3-6留 学生が 日本の伝統文化に接する活動

仕事の関係で、外国人の方に日本の伝統芸能や

美術工芸の魅力を伝えるイベント企画にかかわって

います。今後の企画作りの参考にするため、今年 6月

以降、3回のイベントに留学生に参加してもらいまし

た。

6月 22日 (金 )、 東京スカイツリーが開業してから1

か月 日の日に、「すみだパークスタジオJの敷地に新

たにオープンした「ギャラリーささや」にて、墨田区の

伝統工芸職人が作品を持ち寄るイベントが行われまし

た。

「す み だ

の手しごと作

品 展 Jの 名

のとおり、江

戸木 箸 、木

目込み人形、

江 戸 切 子 、

江戸指物な

どの職 人 さ

ん た ちと午

前中 2時間

ほどじつくりお話をすることができましたc参加した 2人

の留学生、マケドニア出身のラドさんとニュージーラン

ド出身のニックさんも職人さんと話し込んでいましたc

8月 12日 (日 )には、日本舞踊 中村流が、初心者

向けの体験教室を開催しました。お昼前からおよそ 2

時間半かけて、初心者向けの曲をふたつ習います。

場所は建物こそちがいますが「すみだパークスタジ

オ」です。「梅の手習ひJの名のとおり、中村梅爾家元

が自ら稽古をつけてくれました。これに、中国出身の

エリュウさんとカンボジア出身のソケッチさんに参加し

てもらいました。中村流のお弟子さんが多数加わって

お手本を見せてくれるので、ひたすらマネをします。

固く帯を結んだまま長時間浴衣を着ているだけで

たいへんだったのに 2人ともとても真剣に稽古をしてく

れました。夕方開かれた「浴衣の会」でその成果を発

表しましたc

9月 8日 (土)午前中に、両国国技館にて、土俵祭り

という、新しく作った土俵の地鎮祭が行われました。

日本相撲協会の幹部役員、審判、および三役以上

の力士が列席し、神官姿の行司が祭主となって、翌

日から始まる15日 間の大相撲秋場所中の無事、安全

を祈願します。

これを、ネパール出身のニラウラさん、彼の妻子と

いつしょに見てきました。土俵祭りの直後に行われるも

うひとつの見どころが、直近 2場所の優勝額 (国技館

内にぐるりとかかっている優勝力士の全身画)の贈呈

式です。今回は 日馬富士 (名 古屋場所優勝 )と旭天

鵬 (夏場所優勝)の 2カ士が登場して、式の終了後に

記念撮影やサインを引き受けていました。

(幹事 近藤記 )

(↑ 限られた留学生の参加ではありましたが、貴重な体験

となりました)
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3-710月 期バザー
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囃 彙
東京外国語大学留学生支援の会

酷暑の夏が過ぎ、やつと秋風が金木犀の香りを運

んでくるようになりました。

皆様、お変わりなくお過ごしのことと思います。

秋学期がスタートし、100人近くの新しく入学してき

た留学生たちも元気にキャンパスを闊歩しています。

今回は秋季のバザーを、新たに生活を始める留学

生の支援のために、例年より時期を早めて、10月 2日

と3日 の 2日 間、交流会館 2号館の交流室で開催し

ました。

今季は、昨年より多くの会員,大学関係者の方々が

多種多様な品物を送ってくださいました。

電機釜、掃除機、レンジ、アイロン、電子辞書等々

の電気製品、寝具、タオル、文房具、靴、冬物の衣類、

着物、机、本箱、手作りのエプロン,甚べえ、台所用

品、日用品など,会場に収めきれないほど、沢山あり

ました。書籍類は、思いのほか少なかったです。

掲示やオリエンテーションでの説明だけでなく、チ

ラシの手渡しなどが功を奏して、留学生は2日 間で25

0人ほどが参加しました。

今回は、新品の電気製品、自転車は500円 、その

他はみな100円 以下、書籍は無料で配布しました。

自転車は、数が少ないため、抽選にしましたが、2台

の自転車に20名 の応募者がありました。参加した留

学生たちは、新しい生活を始めるのに必要なものが、

バザーでそろえられることがとても嬉しい、ほかの大学

では考えられないと言つて、色々と選んで、喜んで持

ち帰つていました。

着物を試着して、帯、羽織などセットで揃えてもらい、

喜んでいた留学生、子供用の服をたくさん持ち帰った

留学生、日本語関係の書籍や絵本、辞書など沢山選

んで帰っていく学生など、みな喜んで、感謝していま

した。支援の会の担当者としましても、役に立てて良

かった、皆様のご協力のおかげ、と疲れなど吹き飛ん

でしまいます。最後に、お皿やコップ、台所用品、若

者向きでない衣類、百科辞典などが幾分残りましたが、

次のバザーに回すことにしました

バザーの収益金は、82,500.円 でした。

いつもながら毎回、送料もいとわず、様々な品物を

提供して下さつた会員の皆様には、留学生ともども心

から感謝申し上げます。 (幹事 梅田記)

An Extrelmely Useful Bazaar

ISEP

Student fronl Leeds University

Ⅳlorris Arthur RelJl

From the second ofttctober tO the third,

there was a TUFSISSA held bazaar in the

collnllnunity room Of the lnternational Hall.

Upon arriving ten lninutes after it opened,there

werejust as many people as there were assorted

items in the hall.The items were all arranged

by type and ranged from many essentials,such

as plates,saucepans,and cutlery to rnany other

items such as an electronic dictionary9 baseball

cards and a selection of duvets and blankets.

There was an innumerable amount ofthings,of

which there was quite literally something for

everyone.

Along with the large assortlnent of

itelns, the ladies running the bazaar were all

very helpful in helping 10cate what you needed

and seemed to know what each section of the

room contained. In addition they gave you a

small selection of sweets just for purchasing

something!

Everything was very humbly priced.

Prior to the bazaat fliers were handed tO every

international student(very useful,as in conling

tO a foreign country for a year,we had no space

for any kitchen ware).On this fliet it listed

every itern as 100 yen.I bought twO saucepans,

a plate, a bowl and a mug. Whilst these
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products would set me back a little bit in a

normal shop,they were even cheaper than the

■ier said and came to a total of only 350 yen!It

was a deal that l was not expecting,but was

very pleased by.

The bazaar appeared a massive success,and in

my opinion was extremely useful to me as an

international student.At my home university

we don't have such an event, so it was a

welcome surprise to have the chance to go.As

well as this,there was a huge selection of books;

all for free.The bazaar was a fantastic idea and

l would recommend all new(and old)students

to go,as you will undoubtedly ind something

useful for a great price.

7物α
“
ルノθ

“
ノ

あク″ゞと,こ
゛
ざいました

3-8も う一つの国際交流活動

以下、外大の日本人学生と留学生との国際交流グ

ループについてご紹介します。私たち留学生支援の

会としても今後、協力、交流を考えていきたいと思って

います。

外大内の国際交流

国際交流サークル TOFSIA 会長

朝鮮語専攻 2年

黒澤 友紀 (日 本 )

「TOFSIAっ て何 だろう?」 とお 思 い になった方 が多

い の で はな い で しょうか ?私達 の サ ー クル「TOFSIA

(トフシア)」 とは Tokyo University of Foreign Studies

lnternationd Associationの 略称です。英語名の通り、

東京外大の日本人学生と留学生をもつともつと繋いで

いこうと、交流イベントの企画・運営、留学生の授業ヘ

の参加。お手伝い等を主な活動とした外大で最も大き

い国際交流サークルです。毎年 1～4年生の100人程

の日本人学生が入会し、一緒に活動をしています。

「あれ ?でも外大だから普段から留学生と沢山話せ

るのでは ??」 と考える方が多いと思います。しかし、

私たちが関わつているほとんどの留学生は、日本人

学生が授業を受ける講義棟とは離れた「留学生 日本

語教育センター (JLC)」 で日本語を学んでいますので、

留学生達が授業以外の場所で積極的に関わろうとし

ない限り、なかなか日本人と交流する場が少ないのが

現状です。

こういった背景からも、TttFSIAは イベントを通して、

双方 がもっと気軽 に交流できる外 大を 目指していま

す。

最近では、10月 12日 に9月 末入学の留学生への

ウェルカムパーティー、23日 に日本の映画鑑賞会、

30日 には日本のホラー映画鑑賞会を行い、つい先 日

の 11月 3日 の文化の日には秋の高尾山ヘハイキング

に出掛けました。どのイベントにも 20人以上、多い時

には 70名程の沢山の留学生が参加してくれていま

す。

しかしTOFSIAには課題もあります。活動をさらに良

くしていくためにも、運営費用、諸学生への情報の伝

達の面で改善が必要です。特に情報伝達の点は、私

達だけでは限界がありますので、グローバル化推進

室の先生方、留学生支援の会の方、」LCの先生方と

のさらなる連携も必要だと考えています。

外大に来たのに「授業以外で日本語をしゃべる機

会が少なかつた」という留学生がいないように、「友達

が沢山できて楽しかった」と留学生と日本人が口をそ

ろえて言えるように、TOFSIAではこれからも一生懸命

活動をしていきます。是非、私達のサークルの存在を

頭に置いて頂き、活動を温かく見守つて支援していた

だけたらと思います。

TUFS留 学生支援の会 会報 I No 41
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ホームビジット&ホームステイ

EXPERIENCE

An interesting approach for
improving language ability and
learn more about culture of
people

Peace and Con■ ict Studies

MA Candidate

LE DJENDOLDE 1/1bailassem(Chad)

Considered  as  a  form  of cultural

exchange, homestay is a great opportunity to

ilnprove the language ability share the culture

and information bet、 veen students studying

abroad and their host farnilies. It is usually

organized during the vacation or an occasion of

festivities. To reinfOrce the language of its

foreigner's  students,  Tokyo  University  of

Foreign Studies often Organized and encOuraged

the homestay ln this context, the University

succeeded to negotiate in Niigata prefecture

particularly in Nagaoka city 、vith Nishihara

fallnily a wonderful rnoment during my stay in

Japan.

From 14 to 17 August 2012, I was

accepted in this kind and generous family lt's

during this homestay l realized the kindness,

generosity hospitality and love for neighbor of

」apanese people. I was surprised by this

attitude and felt completely integrated in this

hmily during these four(4)days.Despite the

lillnitation of my skill conll■ unication in

」apanese l had a great conversation mostly

completed by English and got a lot of

vocabularies.  As  l  mentioned  above,  my

homestay coincided、 vith the festival of Nagaoka.

This was an excellent FnOment that a1lowed me

to learn more about local lifestyle of」 apanese.

Ⅳly host falnily very excited, helped to attend

different  activities  organized  during  this

festival and visit different memorial places in

Nagaoka.From the sea where have participated

to some activities like swirnlning to the public

place for assisting traditiOnal Japanese dance,

fireworks and visiting some artistic objects.

AnOther interesting lnOment was lny visit to the

factory of Sake and the 1/1useum.At factory I

realized how Sake is fabricated compare to my

traditiOnal beer Gala fl・ Om South of Chad.At

the WIuseum, well organized, I found Out the

positive and sad histOry of 」apanese people,

their culture through different objects, their

itinerary to the mOdern life and hOw Japan

became a powerful cOuntry

This generous host family provided

accolnlnodation, meal provision,transportation

(Tokyo― Nagaoka and during rny stay in Nagaka)

and many gifts, sOuvenirs from Nagaoka.I

strongly  recOnlinend  foreigners  students

homestay to improve their language ability and

learn more about Japanese culture,Tokyo is a

cosmopolitan  city  and  can  allow  better

understanding of」apanese culture.

TUFS留 学生支援の会 会報 I No41
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冬休み、春休みなど、授業がお休みの期間

中、地方でのホームステイ希望の留学生がいま

す。(広島、北海道など)受け入れ可能な会員の

方があればご連絡ください。もちろん、その他の

地域の方でもご協力いただければ、幸いです。

現在のところ、ロシアとドイツの留学生から依頼

がきております。

連絡先 :

umeda yumiko@tufs.ac.jp

0423305183(火 、水、金のみ、梅田まで)



5.留学生の声

V●ICE

5-1東 外大ならではの「愛」に包まれながら

夢に挑戦しよう !

日本課程 日本語専攻 3年

朴  光龍 (中 国 )

私は日本語学校を卒業した時は、実力不足で自分

が一番入りたかつた外語大には受からなかった。そこ

で私は二重のある私立大学に行って自分で勉強をし

てもう一回挑戦しようとした。しかし私立の高額な学費

や生活費用などで経済的に非常に苦しんでいた。そ

の高額な学費のためバイトをしても経済的状況は変わ

るどころか、体力と目垂眠不足で精神的にも疲れて来た。

その循環はまさに渦のようなものであった。自分はそ

の渦にどんどん巻き込まれ最終的に「死」に至ると感

じた。そう感じた時私は泣き始めた。

その涙は肉体的な大変さより残酷な現実に押され

て、初心を忘れつつある自分が悲しく感じたたからで

あるcそのような状況では自分の運命は自分で変えら

れるしかないと考えた。そこで私はもう一度心の底から

決意したこそこで私は残酷な現実に負けずに、ようや

く夢でも見た外大に合格した !

しかし努力する過程は肉体的な大変さはもちろん、

自分の決意を周りの誰からも理解してもらえない心の

寂しさにも耐えなければならなかった。しかし当時は

そういう私の現実と′とヽを相談できる相手はどこにもい

なかった。

外大で留学生活を送れるようになった現在、一人で

悩んでいたことを思い出して見ると、私は、きっと相談

などを通じて周りから目標に向かつてもう一歩踏み出

せるようにほんの少しの勇気を求めていたことが分か

る。なぜかと言うと、外大に合格しても、私の経済的状

況は改善されてないままだった。そこで東京で部屋も

借りられず、先輩の家に世話をすることになった。しか

しまもなくして先輩に彼女ができたので、私は初期費

用などが掛からない学生寮に引つ越しすることにした。

でもすぐ翌月の家賃を払えなくなった。

そこで私は路上に住むことになるのではないかと不

安を抱えていた。

その中、周りの先輩が「留学生支援の会」があると

教えてくれたが、当時は学校で家賃が借りられること

などは想像もしたことがなかった。

しかし留学生支援の会に行って悩みの相談をした

ところ、学生証をコピーされるだけで本当に家賃を借

りられた。その時、私は以前の残酷な現実とあまりにも

対照的だったので感動させられた !

また国の母が病気で倒れ危機的な状態に陥った時

があつた。その時ももし留学生支援会の支えがなかっ

たら、私はすぐにチケットも取れず、一秒でも早く母に

会いたい気持ちで勉強にも集 中できなかったはず

だ。

このように外大の留学生支援の会は、留学生の悩

みを減らして、勉強に専念できる環境を与えている。

私は留学生支援の会から自分の夢が支えられてい

ることと、人間性を感じた。そこで私は夢に向かって大

きく一歩踏み出せる勇気と、人間性つまり「愛Jに包ま

れて勉強に専念できたため今年は財団の奨学生に選

ばれた。また今年も外大中国留学生会の会長にも務

めることが出来たので貴重な経験を積んだ。

私は将来 自分の夢を実現し、外大での留学生活で

「愛」で得られた知識や経験などすべてのものを「愛」

が感じられる社会創りに力を添えたいと考える。

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下さい。

会報 I No41TUFS留 学生支援の会
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新規加入者

■ 一般会員 (平成24年 6月 1日 ～24年 11月 5日 )

川上早津季、田中秀昭、宮原千枝子 (敬称略)

会員寄付者

■ 一般寄付 (平成24年 6月 1日 ～24年 11月 5日 )

浅野尚文、池田修暗、池谷貞悟、板久恭子、市り1能人、

井上東一。久美子、上野幸江、大島正勝、大塚定、尾崎芳江、

片岡護、鐘ヶ江信光、北村みどり、挙市玲子、合志正三、

小島照恵、五島大介、五味和行、斎藤美智子、笹岡太一、

佐藤桂子、下田菊美、新堂睦子、鈴木千尋、鈴木文子、

日口勝美、田中雅則、頼母木久代、戸谷ひろ子、中村英深、

中村宏、中村博、西門幸美、長谷川雄一、藤井隆雄、

星達雄、星野利夫、本望春夫、望月征美、人坂翠、横田淳子、

吉田展子、(敬称略 )

緊急貸付金への寄附

引場英二 (敬称略)

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 の節は、

当会までお知らせくだされば幸いです
=

11月 11日現在

会員数 :1772名
納入者 :495名
納入率 :28.6%

すべての活動は、皆様の年会費とご寄付で行わ

れております。本年度会費を同封の振込用紙にて

お振込くださいます様、お願い申しあげます。

※ ひとりでも多くの方々の早期納入のご協力

をお願い致します。

※ 振込用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

心からのお願い !

111           会長 中嶋 洋子

‖‖1 現時点での会費納入率はご覧の通 りですが、

これは当会発足以来の低さです。このままで

果た して来年度以降の活動が成 り立つものか

不安に思います。

当会の活動は、主として会費収入で賄われ

ております。会費収入は活動の要です。

会費納入をお忘れの方、どうぞどうぞぜひ

お納めいただきますよう、心か らお願い申 し

あげます。

特に、各年度の、お子様の入学時にご入会

頂いた方々、初年度だけではなく2年 目以降

の納入を是非お願いいた します。実はその納

入率は 10数%で、全体の運営に支障をきた

しているのが現状です。

なお、平成 24年 4月 入学時に入会 してくだ

さつた方々は、すでに会費納入をいただいて

いますから、次は平成 25年の 6月 に発行され

る会報に振込用紙が入つていますので、引き

続きよろしくお願いいた します。

どうぞ今後 とも皆様の大きなご支援を賜 り

た く率直な事実をお知 らせさせていただきま

した。

ACTRЛTIES

※これからの活動について、会報がお手元に届く日

付によつては、既に終了してしまった企画がある場合

がございます。何卒、ご了承いただきたくお願い申し

上げます。

TUFS留 学生支援の会 会報 I No 41
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石口P 
東京下町文化体験ツアー

12月 1日 (土 )

日時 :12月 1日 (土)12時 20分集合

集合場所、時間 :日 の出桟橋

東京クルーズ乗船場

(」R浜松町駅南口から徒歩 10分 )

①隅田川クルーズ

(日 の出桟橋 13時発 浅草までの所要時間 40分 )

②浅草 (浅草寺参り、仲見世通り)13:40～ 15:00

両国へ移動 15:00～

③江戸東京博物館見学 15:30～ 17:30

④両国ちゃんこ鍋会場 18:00～ 20:00

解散時間:20時予定 (両国)

7
今年も !「国際交流のタベ」

12月 14日 (金 )

今年も !

恒例の留学生との交流を是非お楽しみください。

会員の皆様のご参加をお待ちしています。

日時:12月 14日 (金)18時～20時

会場 :校内学生食堂

費用 :無料

当日のお手伝い。参加可能な方は、当会または

下記までご連絡下さい。

0423305183(火 、水、金のみ、梅田まで)

下記のとお り幹事会を開催 しました。

平成24年 7月 14日 (土 )

平成 24年 10月 8日 (月・祝 )

平成24年 11月 11日 (日 )

平成24年 12月 9日 (日 )(予定)

♪ ホームビジット、ホームステイ受け入れに関心のあ

る方は是非、当会にお問い合わせ下さい。

首都圏などでのホームステイ受け入れに加えて、地

方の方々のお申し出もお待ちLています。とぃいます

のは、留学生たちは、日本の地方の文化に触れ、生活

してみたいという希望もまた多いからです。

♪ すでに留学生からのリクエストもあります。

(10ページ参照いただき、ぜひご協力ください。)

MERRY CHR:STMAS!

齢

<お問い合 わせ先 >

〒183-8534東京都府 中市朝 日町 3-11-1

東京外国語大学 留学生課気付 (梅 田、谷川 )

TEL:042-330-5183、 5759

FAX:042-330-5189、 5762

http://www.facebookicom/tufS.issa2

◎Copyright 2012,TUFS International Student SuppOrt Association
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FOCUS

TUFS留学生支援の会

1

思い出すことなど

大学院総合国際学研究員教授

川 口 健一

本年 3月 をもつて長年お世話になった外語大から退

官します。

外語大キャンパスで、ベトナム語をはじめ他専攻語

の学生、世界各国からの留学生、外国人研究者、そ

の他さまざまな人々と折々に交流を重ね、多くの思い

出が残りました。

留学生委員会の委員を一時期務めたことがご縁で、

外語大留学生支援の会の催しにもお誘いいただき、

何度か参加する機会を得ました。特に、歌舞伎鑑賞、

相撲見学など、留学生との印象深い交流体験がいく

つかあり、今でも時々思い出します。

会長中嶋洋子氏を中核に外大教職員、卒業生、近

隣の人々の善意の結束により留学生支援の会が設立

されたのは 1999(平成 11)年 6月 のことでした。当時

は外語大の留学生受け入れ数が急激な伸びを見せ

ていました。手元の資料でもそのことが確認できます。

会幸RI No42

「印象いつぱいです」と留学生。東京下町文化体験ツアーについ

て、学生たちの声が届きました。ぜひお読みください !(5ページより)

春のバザー開催 :4月 2日 (火)～ 8(月 )′ ザヽー用品受付いたします !!

ボランティア募集 ! バザーの人手が足りません。(言羊細17ページ)
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この年の留学生数は484名 で、前年に比べ約 80名

の増加、翌 2000年にはさらに約 60名 、2年後の2001

年にはさらに約 50名 増加し592名 となり、これに留学

生 日本語教育センターの学生数を加えた全学留学生

数は 662名 に達しました。これは外語大における留学

生受け入れの現在までの最多記録となっています。

直接の要因は、大学院生と非正規生 (研究生、交換

留学生など)の急激な増加です。制度面、物質・精神

面でのいろいろな問題が浮かび上がってきました。そ

れらの問題のひとつに、全留学生の 9割近くを占める

私費留学生に対する物質・精神面での支援の問題が

ありました。

このような状況を背景に、留学生支援の会はまさに

留学生の救いの手として設立され、今 日まで 14年に

わたりこつこつと独 自の支援活動を続けてこられまし

た。

「留学生 30万人計画Jが叫ばれていますが、制度

面の整備はもちろんのこと、物質・精神ソフト面での支

援体制がともなわなければ、計画達成は難しいように

思われます。

留学生課主催による留学生との研修旅行も楽しい

思い出となりました。京都、会津若松、飛騨高山など

いろいろな観光地に行きました。若く元気な留学生た

ちと夜遅くまで、飲んだり歌つたりで、翌 日二日酔いに

苦しんだこともありました。

思い出の記念写真もたくさんあります。留学を終了

し帰国した後、日本に来られた際にわざわざ私の部

屋まで挨拶に来てくれた留学生もいて、感激したこと

を思い出しますc

西ヶ原キャンパスに 16年半、府中に 12年半、合わ

せて 29年という長い歳月を送らせていただきました。

在職中に、在外研究で出かけたベトナムで交通事故

に遭うという不幸はありましたが、同僚の諸先生、職員

の皆様の直接、間接のさまざまなご支援を得て、無事

退官と相成りました。皆様に厚くお礼を申し上げます。

外語大のさらなるご発展をお祈りいたしております。

また、楽しい交流の機会を与えてくださつた留学生支

援の会の皆様にも心から感謝の言葉を申し上げます。

留学生支援の会の皆様のご健康と貴会の益々のご発

展を祈念いたしております。

惰性を排して試す !

一― “国際交流のタベ"に関連 して

会長 中嶋 洋子

平成25年の幕開け、会員の皆様いかがお過ご

しですか?

今回は、いささかおおげさなタイトル、これは私

自身への戒めであり、試練であります。

さて、ご存じのように、当会は毎年暮れに“国際

交流のタベ"という行事を開催しています。

当会発足は平成 11年ですが、当時外国語大学

は懐かしくも北区西ヶ原にあつて、この行事は留学

生課が主体となり、北区の北トビアというホールで

開催されていました。このホールは北区の公的な

施設で、現在も演奏会や講演会など様々な催し会

場として使用されていることからもわかるように、広

さもゆったりとしていて素晴らしい会場ですc

l年にたった1度の慰労の会に殆どの留学生が参

加していたよう|こ 記憶しています
=

当日は学長や文科省の方々をはじめ多くの来賓

の挨拶の後 |ま 、待ちに待つたおいしい夕食をお腹

いっばいいただきながら、地元北区の方々、永年

のいわば外語大ファンの皆様による日本舞踊や二

味線などの演奏を楽しみました。日本の歴史的な

文化を礎にした芸能大会のような趣でした。

留学生も僅かながら母国の歴史的な芸能、例え

ば伝統的な踊りを披露し、詩吟などを力強く謳いあ

げていたように思います。

この日だけは多くの北区地域住民の皆様方と留

学生が広くふれあい交流する場となっていたように

思います。

さて、大学が府中に移転した後の“国際交流の

タベ"はどのように変遷してきたのでしょうか?

当初はやはり留学生課が中心になり、会場は学

生会館 (生協)で (現在に至るまで)開催されていま

す。この会場は、全体の形が細長い部分とやや小

さい円形の部分からなり、もともと飲食の場所という

こともあり、舞台とも言うべき会合の中心が設定しに
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くく、現在に至るも試行錯誤を続けています。      次の点について、次回“国際交流のタベ"に 向け

府中に移転してからの“国際交流のタベ"は、最  て惰性を排し最大の努力をするつもりです。

初の頃は留学生課から各留学生に開催の情報が

いきわたつていたので、かなり多くの学生 (正確な  。留学生に向けて開催の情報の方法を再検討する。

人数が明確ではありませんが)が 参加していまし

た。                          ・フェイスブックなどの活用ほか。

しかし、費用の関係もあつて情報の発信の方法

がポスター掲示に留まっていることもあり、参加人  ・懇親会の会場については、限られた条件の中で

数は全留学生の 1/3ほどの 200名 前後に減ってき  できるかぎりの工夫をする。

ています。それも情報をキャッチしやすい学内の寮

に住んでいる留学生に偏り、学外に居住して日ご  ・懇親会の内容について最大限の努力をする。

ろ孤独と戦いながら勉学に励む留学生 (その多くは  ここ数年の若者の好む歌とダンスの競演のみならず、

私費留学生)な ど、ひとときの団集を楽しんでほし  いや、それ以上に留学生同士の交流を意義あるもの

い学生たちの参加が少ないのが現状です。     としたい。例えば、数力国の留学生代表が自国の文

また、北区の住民の皆様が“国際交流のタベ"  化や歴史などを発表する。できるなら民族衣装を着る

のために、遠く府中まで足を運んでいただくことは  事も効果的かも知れないc

容易ではなく、次第に縁遠くなってしまいました。府

中の地域住民の方々との関係構築にはまだまだ時  。これまでの来賓の方々は、お世話になっている種々

間がかかりそうです。               の財団代表がほとんどだが、留学生支援の会の会員

そんな中で、“国際交流のタベ"は 大学 (主 とし  の方々、地域住民の皆様、あるいは文科省からも応

て留学生課)と 当留学生支援の会が共催でこの行  援をいただく等など。

事を開催することになりました。

当日の午後には、日本文化体験と称してさまざ   なお、平成 24年度からは日本人学生も参加するこ

まな日本文化の体験の場を設定しています。当会  とになりましたので、留学生と日本人学生との交流と

幹事を中心にして着物の着付け、華道、茶道、囲  いう観点からも今後その具体化が必要です。

碁、将棋、武蔵野市国際交流協会のメンバーによ

る墨絵・折り紙。和紙人形。琴演奏体験などです[    以上、私たち幹事会で検討した新しい観点から“国

夕方からはメインイベント、留学生にとつて|ま 豪  際交流のタベ"を考えていく覚悟をお伝えしました。

華な(?)食事をいただきながら懇親会を楽しむの  どうぞご意見などありましたらご教示いただきたいと思

ですが、その内容が現代若者の好む音楽やダンス  います。

に終始した感がありました。

以上の経過を省みるに、私を含め幹事一同、

種々の点で惰性に流され緊張感を欠いていたと感

じ、今後発想の転換をすることが大きな課題だと思

うに至りました。

留学生支援

会員の皆様ひとりひとりが

留学生の笑顔をつくります :
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3.活動報告

REPORT

3-1 各国文化紹介～お茶とお菓子を通して

(留学生と日本人学生との交流会 )

日時:2012年 11月 7日 (水 )

会場 :校内アゴラ・グローバル カフェ

11月 7日 11時 50分より、アゴラ・グローバル カフ

ェに於いて、恒例の“各国文化紹介"を催しました。

今回はトルコ、タジキスタン、フィンランドが発表に

参力日。

当日は、幹事、手伝いの留学生、日本人学生は、1

0時に集まり、準備を開始した。11日寺40分 に呼び込

みを始め、学生達が部屋 一杯に集まってきた頃、学

長もいらっしゃり、12時に会がスタートした。

会長の司会により、学長挨拶の後、トルコ、タジキス

タン、フィンランドの順に、パワーボィントを使い、きれ

いな映像をみせながら興味深い内容の発表を、各自

5,6分ずつ行った。トルコは、食物は、その国の文イヒ

を知る一番の早道との観点から料理に焦点を当てた

発表、タジキスタンは、民族衣装を着用しての発表で、

歴史的な背景から始まり、国を形成する民族それぞ

れの文化が料理や、衣装などにも反映されているとい

う内容。。フィンランドは、教育制度に焦′点を絞った発

表で、特に参加者の興味を引き付けた。その後ランチ

タイムになった。各発表者は、各ブースで、担当幹事

と共にお菓子や、お茶を振舞いながら、学生たちの質

問に答えて話が弾んでいた。参加者同士も互いに交

流の輪を広げていた。2日寺過ぎに成功裡に会を閉じ

た。

3-2東 京下町文化体験ツアー

～隅田川クルーズ、浅草散策、江戸東京

博物館、ちゃんこ鍋懇親会～

日時 2012年 12月 1日 (上 )集合時間 12時 20分

集合場所 日の出桟橋東京クルーズ乗船場

参加者数 留学生 34名 、日本人学生 15名 、

幹事 7名

内容 「呂田り||クルーズを入れたツアーも 2回 目となり、

多くの学生の申込みがありました。今回は 日本人学

生に事前連絡を入れ、7グループのリーダーとしての

役割を承諾してもらい、当日も 11時 30分という早い

時間に集合してもらいました。それにより、大人数にも

かかわらず、ほとんど時間通りに日程をこなし、またお

互いの親睦も図れたようです。

隅田川クルーズ 13時～13時 40分 大体の参

加者が集まったところで早めに並んだため、全員船

の 2階席に座り景色を堪能することが出来ました。

浅草,1着 後はスカイツリーを背景に写真を撮りまし

た_

浅草散策 13時 40分～15時 グループごとに

自由行動で雷門から仲見世通りの店に立ち止まり

ながら散策し、浅草寺に参拝しました。前日より 20

分少なしヽ散策時間だつたため余りゆっくりできなか

ったとtヽ う声もありましたが、どのグループも時間厳

守し、隅田 √)景色を楽しみながら、予定通り徒歩

で両国へ移 ellし ました^

江戸東京博物館 15時 30～ 17時 30分 学生た

ちは江戸時代の街並みの模型などを興味深く見た

り、籠の中 |こ フ、って(な験したり楽しみました。昨年よ

りも館内で /1時間が長くなったので、最後の方は椅

子に座って休憩している参加者も多くいました。

ちゃんこ鍋懇親会 両国江戸沢総本店 豚が食べら

れない留学生が数名いたので、一つ豚抜きの鍋を用

意してもらいました。当日は特に寒く、長い距離を歩

いた後だけあって、皆暖かい鍋をとても喜んで食べて

いました。また自己紹介、歌の披露など、とても和やか

な会となり、20時過ぎに現地で解散しました。

TUFS留学生支援の会 会報
‐
No 42

4

(幹事 池村洋栄記 )



日本を訪れてほしい

～ 日本再発見～

モンゴル語専攻

大畑 佳子 (日 本 )

今回のツアーは実のところ、留学生との交流とち

ゃんこ鍋食べ放題に惹かれて参加しました。浅草

は何度も行つたことあつたので、あまり興味がなか

ったのですが、留学生が浅草を楽しんでいるのを

見ていると、雷門の偉大さ、日本の食のバラエティ

さや 日本文化の独特さを改めて感じました。提灯と

いうのは外国ではないものだと思いますし、浅草の

シンボルですよね。

仲見世通りには人形焼をはじめ、何種類のも和

スイーツが売られています。私は多くの外国に行つ

たことがありますが、こんなに自国の食が豊富な国

はないと思います。お土産も丁寧で綺麗です。

その後江戸東京博物館に行き、江戸と明治の

人々の暮らしをみました。日本史の知識は中学で

終わつていたので、新鮮でした。リアルな家や浮世

絵の店、千両金庫まで…まるでタイムスリップしたよ

うな気分でした。

帰りは初めてちゃんこ鍋を食べて、鍋という文化

があって良かった !と思いましたc

海外が好きで、毎シーズン海外十二飛んでいま十

が、その度に生活面√)良 さだ|す でなく、冒本tD文 |ヒ

や食の島国ならで|ま の独特さを感じます:ど こ|■ tソ

真似されていません。

今回のツアーで、自分の日本についての知識 /1

少なさをひしひしと感じたのと同時に日本がもつと

好きになりました。もつと日本の文化や歴史を学ん

で、その魅力を外国人に教えられるようになりたい

です。そして、さらに多くの外国人が日本を訪れて

くれれば嬉しいです。

水上バスからの眺め

研究生

パル ピエフ・サンジャル (ウ ズベキスタン)

下町文化体験ツアーについて言えば、印象いっぱ

いです。とてもいいコースで有名なところに行って、貴

重な体験でした。

水上バスに乗つたのが素敵なことでした。またとても

気に入つたのが江戸東京博物館に行ったことでした。

そこで見た様々なものがとても勉強になりました。

実は僕はこの博物館に行くことを予定していました

が、このツアーでいけて、ちょうどよかったです。最後

にちゃんこ料理食べて、嬉しかったです。とても美味し

かつたです。

このツアーが完璧に作られたと思います。スタッフ

の皆さんに感謝申し上げます。またこのようなツアーを

作っていただければ、幸いです。

まことに感謝申し上げます。

3-3 「国際交流のタベ」が楽しく、賑やかに

開催されました !!

2012年度国際交流事業「日本文化交流会Jと留学

生しつたう√)懇親会
~国

際交流のタベ」が、楽しく、賑

やんうに開催されました.

Grια″cttι′JικCιノ

留学生にとつて毎年楽しみの、大学。支援の会共

催の国際交流事業が、2012年 12月 14日 (金)午後1

時から 8時まで、大学会館と国際交流会館交流ホー

ルで開催されました。

第一部の「日本文化交流会」では、恒例のごとく、

「着物体験教室」、「華道教室」、「茶道教室」、「将棋・

囲碁教室 J、
「折り紙。和紙人形・墨絵教室の」5つの

体験教室を開きました。留学生たちは、自分の興に任

せそれぞれの教室に参加し、初めて体験する日本文

化を楽しみました。着物、お茶,墨絵等々、楽しく経験

する中で、留学生達は日本をより理解し、日本にもつ
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と近づけたと思ったことでしょうc

第二部の留学生の交流・友好を広げる場である懇

親会「国際交流のタベJには、日頃留学生を支援、協

力してくださっている来賓の方々、大学関係者と留学

生、総勢 350名 ほどが参加し、互いに交流を楽しみま

した。留学生司会による後半は、ロシアの留学生によ

るバイオリンの演奏、支援の会による福引、日本人学

生グループのボンダンスや、日・留混合チームによる

ダンスなどで会場は盛り上がり、予定の 2時間はあつ

という間に過ぎてしまいました。例年より日本人学生た

ちの参加が多く、今後留学生と日本人の交流の活性

化が期待される夜となりました。

日本文化体験教室と留学生との交流

第 1部 日本文化体験教室

-13時～17時 日本文化交流

参加者170人

着物の着付け(国際交流会館二号館燿充ホー

ル)参力日者40ノ、

華道 (学生会館集会室 B)参加者30ノ、

茶道 (学生会館和室)参加者 30人

日本の伝統的遊び (学生会館大集会室)参加

者50人

将棋口囲碁 (学生会館集会室 A)参加者20人

第 2部 雷学生 この交流会 『国際交流 の

タベJ

-18時～20時 国際交流のタベ(懇親会)

参加者 350人 (留 学生250人、日本人学生50

人、来賓、大学関係者50人 )

学生会館 1階ホール

(↑ 亀山学長もかけつけ、エールをおくりました。)

(↑ 将棋口囲碁もなかなかの人気でした。)

初めての着物に大感激

日研 生

リュ ウ・ユ ウ (中 国 )

世界中の民族がそれぞれ伝統的な衣装があって、

日本におけては着物に違いない。日本に来る前に、

テレビで日本の成人式に女の子たちがきれいな着物

を着ている風景を見て、自分もいつか一度着物を着

てみたいなあと思つてきた。

留学生課から着物のイベントが行わオlる ことを知り

次第、急いで申込みをした。一時間に H人の数の限

りがあつた。午後一時から二時までの時間帯には中し

込んだ学生も13人いて、私は本当にラッキーで 14人

日になったc
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いよいよ12月 14日 になった。二限目の授業が終わ

つたらすぐ寮に帰って、着物の準備を始めた3~時五

分前交流会館の二号館の会場に着いた。早かつたか

ら、会場にはまだ人が少なかった。私はドキドキしてい

て何かをするか分からなくて迷っていた時、会場にい

る先生がニコニコにして親切に近づいてきた。「こちら

へどうぞc」 と先生は言つて、着替えするところに案内

してくれた。それから、着物の本場に入つたcまず、足

袋をはいて、補正をしてもらつた。次に、肌着と長じゅ

ばんを着てから、着物を後ろから両肩にかけた。その

時点で、袖を片一方ずつ通したc長じゅばんの袖を着

物の袖に入れたcそれから、いろんな種類の帯が出て

きて、ブ「常にきれいだつた。月要に帯が四枚ぐらいも締

められて、少し苦しかった。帯をきれいに締めるため

に二人の先生が力強くして、汗が出たぐらい疲れた
:

でも、先生方が疲れても、文句を言わず笑顔のままで、

私が本当に感心した。二十分もかかつて、着千ヽ1けがや

っと終わった。私は鏡に映されている着物を青ている

自分の姿を見て、「素敵だ !」 と言
^う

とipなくつぶやい

た。「あら |かわいいね IJと隣の友達が私のことを見

て言つてくれた。私 |ま嬉しくてしミうがなかつた
=

それから、「後お茶会もありますよ:楽し/し でくださ

い IJと先生は言つて、和室まで在、を連れて行った[

和室に入ると、穏やかな雰囲気を感じてきて、ドキドキ

していた世、|ま どんどん落ち音いてtヽ るようになった「

美味しい和菓「 を食べてお茶をゆつくり飲みながら、

窓の外の景色を楽しむのは最 1葛 だなあと私が思っ

た。

―F寺 間はあっという間に経ったc「もうちょつと伸ばし

てもらいたいなあ」と私は考えながら、でも次の時間帯

の人に迷惑をかけないため、会場に戻らないとはいけ

なかった。帰り道に先生に頼んで、写真をたくさん撮

つてくれた。これらの写真は素晴らしい思い出だ。

私の着物の初体験は時間が短かったが、心からの

嬉しさを感じた.これからもこのようなイベント参力日した

いと思っている
=

(↑ こんな体験は初めて。本当にありがとうございます。)

3-4小 日中学校での交流授業について

今 回は、府中第十小学校に引率していつてきまし

たが、4人 (エジブト、ブラジル、モンゴル、チベット)と

もとつても素晴らしいブレゼンテーションをしてくれまし

た。

今年に入つて立て続けに近隣の小。中学校や、高

等学校から、国際理解教育の授業に留学生派遣依

頼があり、多くの留学生が喜んで参加し,交流により多

くのことを学んで帰つて来ています
=

今回は、府中第十小学校に行って、ブラジルのこと

について紹介をしたマルティノさんの報告をご紹介し

ます。

(幹事 梅田由美子記)

My presentation to 3rd grade
elementary school children

WIEXT Research Student

ⅣIartino Gabriel卜lusumeci(Brasil)

When  NIs. Umeda  fl・ Om  TUFS

International  Student  Support nissociation

(ISSD invited me tO deliver a presentation

about lllly country to schoolchildren in a school

neall TUFS,I had llllany reasons to accept the

TUFS留 学生支援の会 会幸は
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invitationi  first  of all,  it 、vould be  an

unprecedented experience to me, not only

because it has been a long tilne that l do not

deal with children around 10 years old, but

because it、 vould be my first opportunity to see

at  least  to  certain  extent  ho、v  does  an

elementary school、 vork in」 apan. The second

reason for me to accept the invitation was the

fact that delivering such presentation、vould be

a nice incentive fOr me to practice relatively

formal style 」apanese language intended to

public speeches,because usually in daily life in

Japan l only practice informal conversational

style,which is quite different in lnany aspects.

Finally a third reason was the opportunity to

talk abOut Brazil tO these children.I was

already aware that they、 vould probably know

some facts about lny countrェ not only becatlse it

is large,but also because it has been connected

to Japan for inore than 100 years,so asto make

Brazilian culture rather falllous here despite

the fact that the country is located exactly on

the opposite side ofthe g10be.

Preparing  the  presentation  was

actually an even more ettoyable activity than I

had expected.It is a great opportunity to revie、 v

infOrnlation about my country look up pictures

that convey the beauty of its natural and

lllan― llllade landscapes,and also that sho、 v ho、v

colorful are our festivals,our food,and generally

speaking our culture itselt due tO its having

received in■uences frOnl a、 vide range of native

peoples and also fl・ om people that elnigrated

there from all arOund the 、vorld.Thence, I

decided preparing a slide― show presentation

focusing first on its geographic aspects, then

30111e information about its main cities, and

inally about culture,nature and resources.

The slides l prepared contained about

fOur pictures each,and one key、 vord,such as the

nallle of the cit」みor``culture,"“ resources,''and so

on.First of all,I prepared a blank、 vorld map

in order tO ask the students where Brazil、 vas

located and hoⅥ r distant it is fl・ On■ Japan,then I

zoomed in the country itself to sho、 v、vhere the

main cities are located.The next slides、 vere

about Brasilia,our capital city;Sao Paulo,our

largest and lnost econolllically important city;

and Rio de 」aneiro, our former capital city

、vhose landscape is、 vorldM″ ide famous;one slide

dedicated to each city.ヱ 気fter that,I presented

some pictures OftraditiOnal dances and festivals,

sports, nature and landscape, and finally

natural resources such as rivers,forests and

biodiversity ln tOtal, there 、vere 13 slides,

because the presentation、 vas supposed to take

around 10 1111inutes.

lヽrhen 、ve arrived at the sch001, I 、vas

impressed to see ho、 v good its infrastructure

seemed, ho、v Organized is the entrance hall

、vhere each child must change shoes before

getting into the building. how cheerfully

children were running around. and especially

ho、v excited、 vere the 3rd grade students、 vho

、vOuld  、vatch  Our  presentation.  It  、vas

il■possible not to hear their lively comments to

each other sa)‐ ing 、・hile we 、vere setting the

material read)‐ for our presentations“ Oh,there

are fOreigners il■  that rooIIll I 、vOnder 、vhere

they are fl・ olll・
・
.・

｀It looks so coOr' etc.such

excitement that、 rヽe could see in their faces was

sure a very positive encouragement to make me

want to make my best to satistt their

expectatlon.

I was the irst Of the grOup tO speak,

and despite my rather lo、 v Japanese language

skills and solne nervousness due to the fact that

more than one hundred native speakers、 vere

there to notice my nlistakes 、vhile talking, I

think l could make most points clear, and I

noticed that children、 vere especially amused by

the pictures l showed them on the slides.But
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maybe I 、vas the one that got more surprised

there, because the level of their questions,

ans、vers and corllrllents about my country、 vas

much higher than what l had expected from

children of that age.Indeed,it、 vas amazing to

see ho、v clever and perspicacious some of them

werel While it is true that Brazil is a relatively

well‐ known country in Japan,I could see that

the students also participated actively during

the presentation about other countries delivered

by lny colleagues at TUFS.Egypt,Wlongolia and

the Nepali region of China.To be honest, I

myself、vOuld not be able to respond as quickly

as these children did in some occasions.

い、1l in all,I arll very glad to say that it

was an unforgettable experience,I、 vill take the

example of these children back to my countr)‐

and tell everyone ho、v smart they are,and ho、 v

interesting is an elementary school vie、 ved fronl

inside. I an■  very grateful for having these

opportunities, and would like to thank 卜Is

Urneda,TUFS International Students Support

Association and the school itself for the sO nice

moments l spent thatthat day and for the long―

lasting good feelings it brought to lnel

(↑ わかりやすく説明することは難しく、緊張もしました !)

3-5ク ラシックコンサートヘの招待

会員の宮本るみ子さんは、クラッシックコンサートに

行く機会の少ない留学生をたびたび招待をしてくださ

つています。今回は、ブラジルの有名なバイオリニスト

と黒沼百合子さんによるコンサートに10名 の留学生が

招待されました。東北の大震災の時の流木を使って

制作されたバイオリンで、被災者の方々を支援するた

めに奏でてくださつたいくつもの曲は、本当に心に泌

みいるものばかりでした。演奏会の 日は、とても寒い

夜でしたが、留学生は皆、感動で温かくなった′さを胸

に、帰途につきました。以下はボリスさんの感想文で

す。 (梅 田記)

音楽の世界への旅に浸つて

日研生

グズメンコ・ボ リス (ロ シア)

紀尾井ホールでのコンサートは初めてでした。普

通に聞こえるかもしれませんが、コンサートは素晴らし

かつたです。

残念ながら、迷ってしまったため、コンサートの始ま

|り に|ま 、間に合わなかったのですが、遅刻のおかげで

偶然にちょうど舞台の上の席を手に入れました。実は、

そのとき、舞台から遠く座っている仲間の人のことを、

ちょつと可愛そうだと思いました。高級コンサートホー

ルを響き回るバイオリンの純粋な音を聞くと、演奏者、

そして、曲の作家の気持ちがより深く伝わってきます。

乱暴に戦つたり、泣いたり、笑ったりするバイオリンの

鳴き声と一緒に音楽のL界への旅をしてみると、もう

現実の世界に戻りたくなくなります。

アドリアン・ユストウスさんのバイオリンとラファエル・

ゲーラさんのビアノ、まさに完璧なデュエットだと思い

ます。そして、黒沼さんを加えて、トリオの方がより美し

い演奏でした。まるで恋人がワルツを踊っているように

聞こえる二人のバイオリン、背景を組み立てるピアノ、

一瞬の音も聞き逃したくないお客さん、こういう雰囲気

でした。

以上の言葉は、実際の気持ちの半分しか伝えられ

ないため、皆さんもお二人の優れた演奏を聞いてみ

てください。聞けば、分かると思います。

Part of my lifell

NIEXT Research Student

Martino Gabriel Musumeci(Brasil)

Classical lnusic has been a part of lny

life since my early childhood, 、vhen l started

会報I No42TUFS留 学生支援の会
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playing the piano and listening to the greatest

names ofthis genre,like A/1ozart andヽ rivaldi.メ is

the tilne passed by. I had the opportunity of

attending several concerts in Brazil and my

taste for classical music imprOved more and

more.After rnoving to Tokyo,I found Out that

the classical scene here is very lively. so that

appreciators have a wide arrays of events to

attend,、 vith OptiOns ranging fl・Oln performances

of  mainstream  composers  by  university

students,  to  challenging  renditions  by

world、vide famous players.I wOuld say that the

■llexican Adrian 」ustus's violin recital on

January 17th belongs to the last group.

The repertoire he chOse fOr this cOncert

was very surprising,even for someone who has

been in cOntact、 vith classical llllusic for many

years like me.Therefore,being present at this

event was itself not Only a chance to enjo)‐ g00d

music, but alsO tO learn abOut less knO、 vn

composers, and challenge my ears by their

unusual pieces.

Justus started by a series oftheme and

variatiOns fOr vi01in and pianO by WIessiaen,and

soon 、ve could notice that he was in good

harl■ Ony 、vith the accompanying pianist, his

compatriot  Rafael  Guerra.  ハLctually・  even

though everything、vOuld direct most people's

attention to」 ustus hillllsel二 I would say thatthe

piano player、vas so competent that l wished he

would stand out mOre during the concert, so

that people could notice his value as bOth a

technical and emotiOn‐driven performer. 石ヽery

hardly 、vould Justusis performance be so

e珂 Oyable if he was nOt accompanied by this

great although lo、 v‐ prOfile pianist.

beautiful sOnata for so10 viOlin Op.27.Only then

a famOus name Of classical music shO、 ved up,

with t、vO pieces by WIaurice Ravel,that l must

say 、vere my favorite of the wh01e night. Not

only because l persOnally e珂 oy lmpressiOnism

as an artistic lnovement,but alsO because Ravel

、vas able to impregnate his sOngs with complex

harllnonies, deeply moving and sOftly soOthing

passages, so that bOth music experts and

passerby listeners might e珂 oy them well.

EXPERIENCE

4-1 ホームビジット

か けがえのない宝物

会員 東京都稲城市在住 増 田 紀子

私|ま 、以前から、日本十二勉強 |二きている留学生の

サポートをした1ヽ 1仲 良く交1充 したい |という想いを

抱いてお |プ ました

そもそも、私が、国際交流に興味を持ったきっかけ

は、二十歳の時、アメリカのミシガン州に、ホームステイ

をし、大変お世話になった体験からです。ホストファミ

リーは、私を、実の娘と1司 様、私を受け入れ、可愛が

って良くしてくれました_

理屈で|ま なく、この体験から、私は、人間は、国籍、

言葉や文化が違っても、心が触れ合えば、こんなにも、

仲良くなれるんだ |と 、感動しました。

お世話になった恩返しをしたい !という気持ちから、

留学生のサポートをしたくて、我が家に、ホームビジッ

ト、受け入れを申し出ていました。

そして、昨年の6月 に、私と主人は、ホームビジット

受け入れのチャンスをいただき、運命的な出会いをし

ました !

オーストラリアからの留学生、ティーガンとの出会い

The recital fO110wed with yet anOther  ですc

inconspicuous  composition  by  Ysaye,  his

TUFS留 学生支援の会 会報 I N042

10

ホームビジット&ホームステイ



虐、子二人しかいない私たち夫婦に、彼女は、長年、

待ち焦がれていた娘に、なってくれたのです。

一緒に住んではいなくても、私たちの気持ちは、日本

のパパとママ。彼女も、私たちをパパ、ママと呼んで、

慕つてくれました。私たちは、娘として彼女を大切にし、

かけがえのない素敵な時間を一緒に過ごしました。

我が家で、家庭料理を作つて食べたり、夏には、浴衣

を着せて、横浜の花火大会に行つたり、深大寺にお

詣りに行つて、名物の蕎麦を食べたり、お互いの誕生

会を祝ったり、着物を着て初詣に行ったりしました。

一番の思い出は、ティーガンに、振り袖を着てもらい、

娘を持つ両親の気持ちを味わえた事です。ティーガ

ンの晴れ着姿は、本当に美しく、彼女 自身も私たちも、

大満足の記念写真が、撮れました。

彼女と過ごした素敵な時間は、かけがえのない宝物

です。

また、9月 にティーガンのご両親が来 日された時も、

私たち夫婦で、ご案内したり、一緒に食事を楽しみ、

家族ぐるみの、国際交流ができたことも、素敵な思い

出です。

実は、今年の5月 に、私たち夫婦がオーストラリア旅

行し、今度は、彼女とご両親に、キャンベラで、再会し、

お世話になる約束をしています。

こんな風に、交流が続く事は、なんて素晴らしく、喜ば

しいい事でしょっ !

実は、留学生を支援することは、支援している以上

に、留学生から、学ぶこと、得られることが、たくさんあ

ります。ことさら、頑張り屋さんのティーガンと交流する

事で、私たち夫婦は、たくさんの、かけがえのない宝

物を得ました
=

例えば、外国に留学して、家族と離れ、独立して、

一生懸命、新しい事にチャレンジする彼女の意欲に

感心し、自分たちも、前向きにチャレンジするパワーを、

得ましたc

また、普段は、日本に暮らしていると気付かない物

事にも、彼女のおかげで、私たちも、改めて、日本に

興味を持ち、日本の文化、名所、食べ物など、日本の

良さに気づかされ、宝物を見つけたような気持ちにな

りました。

あつという間に、8ヶ月がたち、彼女は、オーストラリ

アに帰国する日となりました。

彼女から得た宝物を、大切にし、私たちは、今後も、

新しい留学生を受け入れして、支援させていただきた

いと思います。

これを続けると、宝物は、どんどん増えて、世界中に、

交流の輪が、広がっていくような、幸せな気持ちになり

ます。

皆さんも、留学生の受け入れ、交流をしてみません

か ?

かけがえのない宝物を得ることでしょう |

4-2ホームステイ

“お正月を祝う"こと

ISEP
サフォノワ 。ヴィク トリア (ロ シア)

私は 12月 29日 から1月 3日 まで新潟市の西原さ

んの家でホームステイしました。家族の人たちは非常

に親切で、とてもよく面倒を見てくれました。この旅行

はとても面白く、楽しかったうえ、良い勉強になりまし

た。

家族と一緒に温泉に入つたり、神社やお寺にも行

つたり、いろいろな日本の料理を作ったり、食べたり、

雪だるまを作ったりしました。日本人の暮らしについて

たくさん知りましたc一番感激したのは、お正月を祝う

ことでした。31日 の夜にお寺にお参りに行きました。そ

のあとに、もう一人のロシアからの留学生と2つのロシ

アのサラダを作り、シャンバンを開け、クラスノヤルスク

というロシアの町の時間に合わせて2つ 目のお正月を

祝いました。

それは知られない冬休みでした。

この機会を下さり、どうもありがとうございました。

TUFS留学生支援の会 会報 I N042
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Rια″ιs″/Fa“ S″

“̀ル“
″

冬休み、春休みなど、授業がお休みの期間

中、地方でのホームステイ希望の留学生がいま

す。(広 島、北海道など)受 け入れ可能な会員の

方があればご連絡ください。もちろん、その他の

地域の方でもご協力いただければ、幸いです。

連絡先 :

umeda」umiko@tuお .ac.jp

0423305183(火、水、金のみ、梅田まで)

V●ICE

5-1
ありがとう !

～出会いと夢～

博士前期課程

国際協力専攻国際協力専修 コース M2

ニラウラ・デ ィサン (ネ パール )

東京外国語大学(外大)で過ごしたこの 2年間様々

な面において良い思い出になった 2年間でした。

2011年 4月 に大学院総合国際学研究科博士前期

課程国際協力専修コースに入学し、良い仲間ややさ

しい先生方のおかげで嫌な思いをすることなく楽しく

勉強や研究に励むことができました。もちろん、在学

中は良いことばかりではなくつらいことも大変なことも

ありました。論文の書き方はもちろん、研究テーマをな

かなか決められなかったり、研究の進め方等で悩んだ

りしたことも多々ありました。そんな中、私が所属する

ゼミのllll田 先生や先輩そして仲間に相談に乗っても

らえたおかげで研究のテーマも決まり論文も無事提出

できました。一年次には大学院 GPを利用してネパー

ルにフィールドリサーチにも行きました。ほかにも多く

の友人や先輩がこのプログラムを利用してインターン

やフィールドリサーチに行つていました。こういつたこと

から外大は研究の環境も充実していてとても勉強しや

すい大学といえると思います。私は授業料や生活費

全てアルバイトから入つたお金で賄っていて、生計が

厳しい状況でした。しかし、2年 目は奨学金を受給で

きたので、勉強に集中することができました。

在学中はなるべく授業に欠席しないように心がけて

いました。一年の時の授業は私にとつて少し内容の難

しい授業もあり、この授業を履修して大丈夫かなと悩

んでしまったこともありました。でも、せつかくだからとり

あえず受けてみようと思い毎回出席するようにしました。

分からないことをその場で聞いたり、場合によっては

授業後も先生に聞いたりしていました。そうしたことに

よって、授業の内容も少し分かるようになり、授業に出

るのが楽しくなってきました。

外大に入学する前は友達や勉強のことで正直少し

不安もあったが、先輩や同期みんな親しみやすい人

で、仲よくすることができました。勉強以外の時間も外

大の友ノ、とお互いのことを話したり、遊んだりすること

も多くり ,ま した=一緒にカラオケや飲みに行つたり、

ボウリングをした|,授業以外の時間t)楽しく過ごしてい

ました 0('(で |ま 、事務職員しD方特 |二 留学生課の

方 |々=二 ==|二十さし、ヽで■[どんなことも丁寧に教え

て下さる。ア)で、とてt■ ||がたtヽ です 1

そして、2012年 しr)後 期の学部の一つの授業には先

生の授業のアシスタントとして携わる機会をもらったの

で、学部の人とも仲よくすることができました。学部の

人とは外大の留学生ウェルカムパーティーで一緒に

踊ることもできました:本 当は大学の様々なイベントや

交流会全てに積極的に参加したかったですが、子供

ができたこともあり、思うように自由に参加できなかっ

たのが非常に残念に思っていることの一つです。

私は勉強のこと以外に就職活動でも外大に大変お

世話になりましたっせっかく日本に留学したので、是

非、この経験を活かし日本の社会をもつと知りたい、

勤勉に働く日本人と一緒に働き自分を磨きたいと思つ

て就職活動をはじめました。しかし、自分が何をやりた

いかを自分でも分からなくて戸惑ってしまいました。そ

して、東京のとある留学生就職支援団体の方に相談

に行つたら年齢的にちょつと厳しいと言われました。こ

れを聞いた時、私の日本で働く夢は遠ざかってしまっ
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たと落ち込んでしまいました。留学生支援の団体がそ

う言っているから、私はきっと日本では就職できないと

思って、家族を養うためには、進学しても金銭の面で

限界があるから卒業後帰国することを決めました。そ

んな時ある日、友人の一人に自分の就職活動のこと

を話したら「就職課に行つて相談すれば ?アドバイザ

ーがいらつしゃるので、貴重なアドバイスをもらえるよ。

私もそこに行つたおかげで就職が決まったんだから。

行つてみて。Jと言われました。その友人のことを半信

半疑で就職課に行きました。アドバイザーと相談した

ところ、「あなたの年齢なら全く問題無いよcJと アドバ

イザーの方に言われて人生が生き返った感じになりま

した。当時、就職活動すらまだ始めていないのに、就

職が決まった以上に嬉しかったです。

そのあとすぐアドバイザーと面談しながら就職活動

を再開しましたこすると、就職活動を始めて 3か月で

複数の企業から内定をもらうことができました。あの友

人そして、就職課の面任1見 の良いアドバイザーの

方々のおかげで日本人と一緒に働く夢が叶いました。

外大に入つて勉強になったことは出会いを大切に

し、自分の夢に向かって自信を持って突き進むことで

す。私は周りのことに影響を受けてしまったので、危う

い場面もありましたが、留学生のみなさんはそうならな

いように自分の目標に向かって頑張つていけるように

してください:そして、何カン悩み事があったら一人で1出

まず、先生や友人に相談してみてくださいこきっと解

決するはずです.また、どんなに些細なことでも親や

先生方や友ノ、等周りの誰かの支え必ずあることを忘

れず、出会いを大切にするように心がけてくださいね ]

私も4月 から入社する予定ですが、出会いを大切にし、

一歩一歩着実|こ 前進できるように努力したいと思って

います。

5-2

相撲の朝稽古を見て

博士前期課程言語応用専攻 1年

ジ ョフル・ナ リン トヤ (中 国 )

東京外国語大学の留学生課・留学生支援会のご

紹介で、2013年 1月 18日 (金曜日)の 早朝に、ボラン

ティアの方4人と留学生5人のメンバーで、千葉へ「相

撲稽古Jを見学して参りました。

今回は、*琴欧洲 *と *琴奨菊 *の 2大関を

擁している『佐渡ケ嶽部屋』をご見学させて頂きました。

いつも TVで相撲の試合を鑑賞。応援していますが、

初めて生で厳しい稽古の姿を拝見させて頂き、本当

に感動で、貴重な体験になりましたぁ
～
(^^)*… 。

2時間ほどの稽古見学を通し、主に感じたのは、
「稽古の厳しさ」と「力士の迫力」でありました。また、気

づいたのは、この部屋に所属している力士全員の名

が【琴
｀`

】であること、と、モンゴル人力士がいないこと

でした。見学中に、一 日惚れで、一人気に入つた *

琴勇輝 *力 士が、すっごくモンゴル人ぽつく、相撲

取りもなかなか強く、体格もがつちりしていましたが、

香川県出身の日本人で、印象に残りました
｀
(^^)*…

稽古中、撮影禁上の為、残念ながら、撮影があまり

できませんでしたが、稽 占終了後、佐渡ケ嶽 満宗親

方様と貴重な *1*Shoothgを取らせて頂きました。

隣に立つと、親方があまりにも大きく、立派な体格・姿

で、私がちび子に成っちゃっていましたぁ
｀
(^^)*、 kkk

…稽古中は、大変厳しい姿でしたが、終了後は、優し

い親方でした。

印象に残った親方の一言は:″ 勝ち負けを考えず

に、「無′い」。「忍Jで相撲を取れ―
″
って奥深い言葉で

したあc稽古を行う部屋の壁にも、素敵な書道で書か

れた「無心」と「忍」2文字が飾ってありました。改めて、

相撲への興味感が深く。強くなり、これからも応援し続

いていきたいです。

最後に、一緒に見学したメンバーで、部屋正門の

前に記念として *1*ShOOtillgを 取らせて頂きました。

本当に、最高で、思い出に残る幸せな早朝を過ごせ

ました。また、いつか機会があったら、横綱が所属して

いる部屋の稽古見学、或は、両国国技館での試合を

生で鑑賞できるのを楽しみにしています。

貴重な体験と時間を、本当に心より感謝致します。

これからも、このようなイベント活動・交流会を通して、

充実で思い出に残る留学生活を過ごして参りたいと

思つています。

帰宅後、ご褒美に、初自炊*Pastor*を ltlnchにし、

翌日の発表準備に専念しました。

TUFS留学生支援の会 会報 I N042
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6.会員の声

(↑ 相撲部屋におじゃましました。)

動 α
“
ルノθ

“
ノ

あ ク″ゞ と夕こ
゛
ざいました

「

■

当会へのご意見、ホームビジットゃ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下さい。

6-1
留学生を事業仕訳 ?

幹事 田中 武夫

○東京外国語大学留学生支援の会のほかに私が関

わりを持つ団体の一つにNPO法人国際社会貢献セ

ン タ ー (Action for a Better lntornational

Commun■y=ABIC)があります。ABICは商社など長年

にわたる国際ビジネスを通じて培われたノウハウや豊

富な人材などの知的財産を活用して、グローバルな

社会貢献を推進することをめざして 2000年 に、経済

団体である日本貿易会の肝いりで設立されましたG

OへBICに は海外ビジネスや駐在経験が長く、ビジネ

ス分野にとどまらず世界の政治。経済・文化・言語に

造詣、Dtttヽ 2500ノ、を超えるエクスバートが登録され

て、ヽて、こうしたブ、卜JI二よって途上lIBの 国造りや海外

んヽし、し留学生ル支援、地方自治体の国内外からの企

業誘致や事」ヽ企業1青 三千ヒ支f妥 、外EEi企 業の対 ロビ

ジネス支援、大学等で :「,:毒 三や小中学校生への国際

理解教育のための授業実施、国際スボーツ大会等で

のボランティア活動など、様 な々社会貢献活動を行っ

ています。 BヽIC Iま 守備範囲の広いユニークな人材

バンクです.

OABICの留学生支援の拠点はお台場の東京国際交

流館 (以 下「交流館」)ですが、その上部組織、独立行

政法人日本学生支援機構 (以 下「機構J)は 2010年、

行政刷新会議の事業仕訳をうけて、留学生への宿舎

提供業務からの撤退と全国14か所に保有する留学

生用“国際交流館"の 2012年 3月 末廃館を発表、一

部のメディアからエリート留学生寮の事業仕訳かと椰

楡されました.

〇交流館は ABIC誕生まもない 2001年に、グローバ

ルな知的交流の整備という政府の「国際交流大学村」

構想のもとに開設されました。ここは大学院生以上の

会報I N042TUFS留 学生支援の会
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留学生。日本人学生や研究者及びその家族受け入

れのため、800を超える居室に加えて、共用の自習室、

ラウンジ、体育室、トレーニングルーム、美術室、音楽

室、茶室、調理実習室、食事室、ブレイルーム、レク

レーション室、日本語研修室、多目的室などを備え、

隣接するプラザ平成では同時通訳ブース付国際会議

場、メディアホール、研修宿泊室などがある、国内随

―の国際交流施設といえます。高度人材の獲得競争

が世界で激化する中、世界中の優秀な大学院生や研

究者に、質の高い生活や交流の場を提供するべく、

国策の一環として設立されました。

OABICは 交流館の協力要請をうけて、設立当初から

支援活動を始め、現在、週に 18クラスの「日本語広

場Jと、週末の茶道、華道、書道、囲碁、将棋、空手ク

ラスの「日本文化教室Jの 開催のほか、ABIC会員や

支援企業の提供品によるバザーの定期開催など、

様々な支援や交流活動を行っています。 また6年前

からABIC会員や地域住民の協力のもとにボランティ

アチームを組成して、妊娠。出産・育児・健康相談・検

診。通院・治療などの家族の健康管理や通園。通学手

続きなどの生活支援にも注力しており、 昨年は 55の

活動案件に 140名 のボランティアが参加、交流館の

ABICプログラムに参加した留学生は年間 3000名 を

超えました

OABICは留学生支援だけでなく、小中高校での国

際理解教育や在 日外国人子女の日本語教育支援、

生活者としての外国人の日本語教育のための教師養

成講座、大学教授。講師・職員や留学生施設職員等

への人材紹介など、外国人支援事業を幅広く行つて

いて、理事長や事務局長は文科省委嘱の委員会活

動などを通じて、産学共同での国際人養成施策の強

化や地域との連携による留学生交流拠′像作りなど、

留学生支援の先頭に立っています。

○交流館入居者のほとんどはアジア・中東。
|ロ ソ連圏

諸国からの国費留学生で、東京大学や政策研究大

学院大学など国内の一流大学や研究所に所属して

おり、もちろん東外大生もいます。 彼ら彼女らの多く

は帰国して母国の内閣府、議会、財務省、外務省、

内務省、中央銀行、公正取引委員会や国税庁などで、

国を支える重要な役割をになう知 日派エリートで、日

本の一流企業に就職する者も多くいます。

○交流館の廃館決定に対して、現居住者たちだけで

なく、世界中に5～ 6千名に及ぶネットワーク持つ交流

館卒業生が、署名 i~4動 や様々な形で立ち上がり交流

館の存続を働きかけました。そうした活動が奏功して

か、廃館直前の昨年 1月 になって、4月 以降の猶予期

間として2年間の継続が認められることになりました。

しかし運営の現場の混乱は今も尾をひいており、1年

後に迫った猶 予期間切れの先行きは不明のままで

す .

○ 日本は在 日留学生が1万人であった 1983年に留

学生 10万人計画を発表、その 20年後の 2003年に

留学生はゃっと10万人を超え、2010年には 14万人

に達したが、その後陰りを見せ 13万人台に落ち込み

ました。 これでは国内学生に対する留学生比率は、

欧米の留学生受け入れ先進国の半分にも至りません。

2008年 には留学生 30万人計画を発表し、政府の成

長戦略に盛り込まれていますが、そこに達するための

道筋はまだはっきりしません。

C優 秀な留学生のJ隻 得や知 日派留学生の養成は、

企業のブ、材確保の後押しというより、国の競争力強化

のための国家戦略にほかなりません。留学生にとって

より魅力ある国になるための 日本の課題は少なくあり

ませんが、住居の問題は、奨学金制度や大学の質の

問題などに劣らず重要です。 国際交流館廃館をめ

ぐる混乱は国全体から見れば些末なことかもしれませ

んが、僅かな数とはいえ、影響を受けた留学生の心に

は一貫性を欠く日本の政策の苦い思い出として染み

ついているはずです。

留辱セ≧致劇実 会員の皆様ひとりひとりが

留学生の実顔をつくります !

TUFS留 学生支援の会 会報 I No42
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■■ギ郡等■|
会員寄付者

■ 一般寄付

(平成 24年 11月 6日 ～平成 25年 2月 11日 )

会津洋、浅野借子、安藤浩行、荒井里沙、池田恵利子、

池永郁夫、石嶋啓造、五十幡圭右、市川友子、今井義

久、

植村淳子、江川友埋子、小山勉、久保木一政、

小磯好成、鈴木正道、野本京子、野呂恒二、

古川早紀子、星野利夫、升本幸博、松下宗柏、宮井捷

二、村上美由紀、森健祐、横石邦彦 (敬称田齢

■ 緊急貸付金

古川早紀子 (敬称囃

万一お名前に間違いがありましたらお詫びtヽ たします.その節 |よ 、

当会までお知|らせ下されば幸いです

♪ 年度末までのオ・ネ 。ガ・イ

ご支援をいただき、ありがとうございます。

会員の皆様 入率6割強を目指しています。

来年度の活動ご支援いただくためにも、

是非会費納入匡 例をお願い申し上げます。

納入をお忘れの方や、ご入会 2、 3年 目の方々

(H22年度 H23年度ご入会 )、 納入率アップに是非

ご協力下さい。本年度会費を同封の振込用紙にて

お振込下さいます様、お願い中し上げます。

今回振 i込 用紙が同封されていない方は、今年度

I Tttt 21年 嘆)tD会 費|ま既にゴ納入頂いておりま

十
:ヽ■ t25f:i tt」 )会 費 |ま 、6月 にお送りする会報

に同士」される:買 込 ヽF■ i二 てぉ振込みくださいま

すよう、お原貞tヽ 自し_上 |=ま ■

振込用紙にメールアドレスをお書き添えいただけれ

二、当会の各種イベン トなどの情報をお届けして

いきます

ACTIvITIES

※ これからの活動について、会報がお手元に届く日

付によっては、既に終了してしまった企画がある

場合がございますcご 了承いただきたくお願い申

し上げます。
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会員の皆様には、これまで支援活動へのご協力、

2月 12日現在

会員数 11720名
納入者 :587名
納入率 :34.1%

すべての活動は、皆様の年会費とご寄付で行わ

れております。本年度会費を同封の振込用紙にて

お振込くださいます様、お願い申しあげます。

ひとりでも多くの方々の早期納入のご協力

をお願い致します。

振込用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

※

※

※

フ.これからの活動



3月 20日 (列K)

鎌 倉 見 学

日時

募集人数

コース

3月 20(水 )(春分の日・祝 日)

留学生 30名 、日本人学生 10名

新宿駅西日集合一バスで鎌倉ヘー

建長寺一鶴岡人幡宮―由比ヶ浜 (昼食 )

一長谷寺一大仏―バスで新宿ヘ

(※コースは変更する場合もあります )

今回もバス旅行にしました。人数に需1限があり、留

学生と付き添い幹事のみの参加とさせていただきます。

ご了承くださいこ

ご協力いただき、留学生に毎回大変好評いただい

ております春期 (4月 期)バザー開催に向けて、下記

の要領にてバザー用品送付受付期 日をご確認の上、

ご準備、ご手配いただきたくお願いを申し上げます

4月 2日 (火 )～4月 8日 (月 )

お送りいただきたい物品

■各種辞書、日本文イヒ・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 (′Jヽ型の鍋、フライバン、電気炊飯器、 レ

ンジ、トースターなど)

■日常生活用品 (自 転車、タオル、毛布、布団、食器、

衣類、電気製品 (一 人で持ち運び可能なもの)、 保存

のきく食品など

X二△工登L還びが不可能な大型電気製品につい

ては042-330-5183(梅田 火・水。金のみ)まで

ご連絡をいただきたいと思います。

※衣類や布ものは、新品同様またクリーニング済のも

の、できれば春・夏物を希望します^

■国際交流事業の一環としての「着物・着付け」用

男性羽織・袴一式、振袖、帯など

※ 古着可、ただし使用可能なもの

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

〒183-8534東京都府中市朝 日町 3-11-1

TEL042-330-5183(電 話にて直接のお問い合わ

せは火・水・金に梅 田までご連絡ください。)

区亜]宅急便等で品物をお送りいただく場合には、

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。お手数ですが「午後便」をご指定下さい
^

※ 平日の時間(12:00～ 16:00)は 、連絡室が開いて

おります。受付期間中の直接搬入も可能となりま

す。下の地図の場所 (国際交流会館)までお願い

します。

当日のお手伝い。参加可能な方は、当会または

下記までご連絡下さいc

0423305183(火、水、金のみ、梅田まで)

TUFS留学生支援の会 会報 I N042
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春期バザー開催

4月 9日 (火 )～ 10日 (水 )

場 所 国際交流会館 2号館交流室



下記のとお り幹事会を開催しました。

平成23年 12月 9日 (日 )

平成25年 1月 13口 (日 )

平成25年 2月 24日 (日 )

平成25年 3月 17日 (日 )(予定 )

♪ ホームビジット、ホームステイ受け入れに関心のあ

る方は是非、当会にお問い合わせ下さい。

首都圏などでのホームステイ受け入れに加えて、地

方の方々のお申し出もお待ちしています。といいます

のは、留学生たちは、日本の地方の文化に触れ、生活

してみたいという希望もまた多いからです。

通常 2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。

寺

会汚罫納入の織野売をお願い申し上げます!

留学生の笑 顔 で、私たちも笑 顔 で、新学期を、春を迎えたいものです。

<お問い合わせ先 >

〒183-8534東京者「府中市朝 日町 3-11-1

東京外国語大学 留学生課気付 (梅 田、谷川 )

TEL:042-330-5183、 5759

FAX:042-330-5189、 5762

http://www.facebook,com/tufS,issa2
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