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July 2020

～定期総会は
書面決議にて開催～
5月30日（土）に開催を予定していた、令和2年度西市
国際交流協会の定期総会はコロナウィルス感染症の拡大
防止のため書面にて議決をいただきました。
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西条市国際交流協会では、コロナウィルス感染症の感染拡大防止に留意し少しずつ
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講座やイベントを再開させていく予定です。講座やイベントの開催が決まりました
ら、広報・ホームページ・メルマガ等でお知らせいたします。

国際交流ＩＮＦＯ
(市民語学講座の
おしらせ)

さいじょう国際交流NEWS
は西条市国際交流協会事務
局によって発行されていま
す。ご質問・ご感想、また
は掲載してほしい情報があ
りましたら下記までご連絡

みなさん国際交流への第1歩をふみだしませんか？
西条市国際交流協会のみなさまも、コロナウィルスの感染拡大防止のため
にStay Homeということで、今までと違った日々を過ごしていると思いま
す。
これまでに経験したことがない出来事と終息の見えないことへの不安を感じ
ている人も少なくないでしょう。
私たちと同じように外国人の方々も不安を感じながら生活をしています。
西条市でも1,600人余りの外国人の方が生活をしています。
私たちが、日頃の何気ない会話で気分が晴れたり笑顔になることがあるよう
に、身近にいる外国人の方々も何気ない会話やあいさつによって、元気が出
たり不安が解消されることがあります。
みなさん積極的に、身近にいらっしゃる外国人の方に
お声がけをしませんか？
これは、国際交流への第一歩です。

ください。
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☆小さなことでも、良い影響も与えられる☆
西条では、多くの親切な人に出会え、優しい友達ができましたが、違う環境で暮らしをしてきたし、経験してき
たことも日本人と違うので、普段は悩みについてなかなか日本人の友達と相談できませんが、4年前に出会った久
米千夏先生はいつも私を応援して、慰めてくださいました。
初めて西条に来たときに、日本語の勉強は６年ぶりだったので、日本語を復習したいと思っていました。お陰様
で、西条のいしづち日本語クラブに久米先生を紹介して頂きました。日本語能力試験のための勉強などはなかなか
進みませんでしたが、まだ日本語で伝えられないことや考えていることをきちんと文章に言葉で表したいと思って
いたので、久米先生と様々な話題について話しながら、文章の書き方を中心に勉強を進めました。
真剣な話にも接したりしましたが、久米先生が開放的に私の話を聞いてくださったので、不安なく話ができ、心
配が和らぎました。そとから見ると久米先生は小さなことをしただけかもしれませんが、私にとってとても大きな
ことでした。
相手の文化背景が違ったら、悩みや不安の全てを理解できないかもしれませんが、久米先生のように話を聞い
て、他人の立場に寄り添うだけで、力になれます。久米先生に励まされ、悩みを少しずつ乗り越えることができ、
久米先生のような友達に恵まれて、心から感謝しています。
そして、久米先生は他の在留外国人にも同じような思いやりを示しています。１年ぐらい前に久米先生に突然ベ
トナムへ日本語を教えに行くと言われました。寂しい気持ちもありましたが、それより感動に溢れています。やっ
ぱり、久米先生は国際的な考え方があると思いました。
最近、西条市では技能実習生の人数が増えてきました。その中では、ベトナム人も多いです。ベトナムの若者は
結構日本に興味を持っていて、日本で働いてみたい人も増えてきたので、久米先生は日本語の先生としてその新し
い世代の力になると信じています。私は久米先生の代わりに話ができないので、久米先生の話も直接聞いてみま
しょう！（ダ）

久米千夏先生の自己紹介
西条市で12年間ボランティア日本語教師をし
ま し た。2018 年 11 月 か ら ベ ト ナ ム へ 渡 り、
３ヶ月ハノイの技能実習生送り出し機関で勤め
た後、北部の港湾都市にあるハイフォン医薬大
学の看護科の学生に15ヶ月日本語を指導しまし
た。学生は今秋から日本の介護施設で勤務予定
です。2020年5月より、ハノイから60km程離
れた北部のタイグエン省の情報通信大学で、IT
での来日就職を希望する学生に日本語を教えて
います。

日本語の先生になったきっかけは。
日本語教師として20人以上のクラスを管理・運
営した事がありませんでした。ミッションに基づい
て、期間内に自分でコースデザインをし、シラバス
を立てて一定の成果を出し、フィードバックも受け
たいと考えていました。東南アジアでは、大学生に
日本語を教えるというプログラムが多く、情報収集
し数カ国に絞り、事前に旅行しました。その中で、
ベトナムでの日本語教師の需要の高さを感じまし
た。旅行してみて、安全で食べ物も美味しかったの
で決めました。

実家が神戸で、20歳の時、向かいの家に引越し
てきたアメリカ人の家族の子どもたちと友だちにな
り、ご両親から正式にベビーシッターのアルバイト
を依頼されました。最初は一緒に遊んだり、宿題を
見てあげたりしていました。その時の縁がきっかけ
で、日本語を教えるということに興味を持ちまし
た。

ベトナムで日本語の先生になったきっかけ
と、なぜベトナムを選んだのか。
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☆ベトナムでは．．．
ベトナムの好きなとこは。
日本就職を目指す大学生に日本語運用力だけでな
く、文化や礼儀作法、マナーも教えています。文化
の違いを認めつつ、日本社会で働くために必要なこ
とは、本人のためにも日本語教師として厳しく教え
ています。が、勉強が終了してからも生徒から質問
があれば、必ずSNSでサポートしています。

今までプライベートで、もっとも思い出に
残っている出来事は。
学生が料理を作ってくれたり、観光地に連れて
行ってくれたり、企画には、いつもサプライズと
感動が詰まっています。

外国人と関わって、考え方など自分自身
が変化した部分はありますか。
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挨拶代わりに「ご飯食べた？」と、よく聞かれます。相
手を気遣う気持ちからだと思います。良い文化ですね。
果物や野菜の種類が多くて、安い！
記念日だけでなく、花をプレゼントする習慣がある。特に
「教師の日」「世界女性デー」「ベトナム女性デー」は花
をいただきます。これは嬉しいです。

ベトナム人に関して、特に力を入れて取り
組んでいる活動は。
人気の観光地、中国との国境近くにあるSAPAに２回
行きました。3000m級の山脈、棚田が青々と広がり、本
当に美しいです。少数民族が暮らしていますが、5歳に
も満たない幼児が数人赤ちゃんをおんぶして、手作りの
お土産を買ってほしい、と観光客に群がってきます。本
当に胸が痛みました。言葉を失いました。衝撃的で考え
させられる出来事でした。

ベトナム人との交流で嬉しかったエピ
ソードは。
いろんな意味で、当たり前なことなんて無い！と
日々思っています。
幸せのハードルが低くなりました。感謝の気持ち
は必ず伝えるようにしています。

『ベトナムのフエ市に行きませんか。。。』☆ 歴史の紹介 ☆
西条市と友好都市になっているフエ市は、ベトナム最後の王朝であるグエン王朝の
京城が1802年から1945年までおかれた土地です。ベトナムの人々には「古都フエ」と
親しみをこめて呼ばれます。グエン朝はベトナムの全土を最初に統一した王朝であ
り、同時にベトナム最後の王朝でもあったのです。
グエン王朝は前の王朝と同様に中国の孔子の教えを受け入れて、教育と試験などの
制度を取り入れて人材育成に力を注ぎました。軍備にも関心を持ち、欧州各国から造
船方法も学んでいました。国の法律が発行され、さまざまな重要な政策を行いまし
た。同時に、王宮の建築に財力を注ぎました。
しかし、１９世紀半ばになると、フランスをはじめとする西洋国は植民地と市場を
開拓するために、ベトナムを侵略しようとしました。このような状況の中で、当時の知識人が、王様に政治・軍事・外交・経
済・文化・教育・技術などの改革を提案しましたが、朝廷は承認しませんでした。グエン王朝はキリスト教の普及を禁止し鎖
国政策をとりました。
一方、1858年にフランスの軍艦はベトナムのダナン港を攻撃してベトナム侵略を始めました。その後、南と北を占領して、
1884年にベトナム全土はフランスの植民地となり、フランスの支配下に置かれました。1945年まで王朝が存在していますが、
王様はフランスの操り人形のような存在でした。ベトナムのラストエンペラーとして知られているバオ・ダイ帝は、小さい時
から、フランスで育てられ、フランスの教育を受けました。彼は帰国後、皇帝でありながら、フランス政権の指示どおりに従
うしかなかったのです。豪華な暮らしと好きな遊びに夢中でした。
1945年第二次世界大戦終了後、ベトナムはフランスから独立する動きが強まり、ホーチミン氏はベトナムの独立を宣言し
て、ハノイを首都にしてベトナム民主共和国が誕生しました。ラストエンペラーのバオ・ダイはフエ市で退位を宣伝しまし
た。この時の彼の言葉は「奴隷国の王となるより、独立国の一市民である方がよい」と述べました。ホーチミン氏はバオ・ダ
イを顧問として新しい政権に招聘しました。しかし、バオ・ダイ帝は外国へ逃走し、一生帰国せず、フランスでその生涯を終
えたのです。
ベトナム封建国家約1000年の中で、フエ市を舞台にグエン王朝の１５０年は繁栄と滅亡の歴史となりました。優雅な自然の
中で、深い歴史的意味を 持っている建築物が多くあるフエ街全体は、ベトナム人に とって誇るべき貴重な宝物です。西条の
みなさん、ぜひフエ市に行ってみませんか。
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市とみのりちゃん市場へのお出かけをいつも楽しみにし

Dates with Donkey

ています！僕の大好きな人参とキャベツは新鮮だし、
様々な種類もあるので、毎日わくわくしています。

初めまして。シッダールタ・リントンと申します。イ

西条市は自然豊かで、ロバである僕にとって住みやす

ンドとドイツのハーフです。父はドイツのブレーメン市

いです。僕は賑やかな都会にも住んだことがあります

のロックスターなので、母は一匹で僕を育てました。し

が、やっぱり穏やかな西条市の方は僕に合うと思います

かし、小さいときから母から離れて、アマゾンで仕事す

よ。僕も西条には居場所があると感じました。

ることになりました。仕事がとても大変でしたが、平成

8月から僕も西条から離れるので、寂しいですよ。で

22年にアマゾンの仕事を退職しました。なぜかという

も、西条は退職するのに最高なので、またいつか西条に

と、その年、現在西条市の国際交流員であるダイアナ・

帰ると思います。今まで、お世話になりました。

マリー・リントンの養子になったからです。ですから、
僕の名字もリントンとなりました。
平成28年から、国際交流員のダイアナと一緒に来日し
ました。日本は初めてではありませんでしたが、日本で
暮らしをするのは初めてでした。愛媛県西条市はのんび
りしているし、名物の「うちぬき」のお蔭で美味しい果

ありがとう
ごドンキー

物と野菜に恵まれているので、僕は幸せです！西条で
育った果物と野菜の美味しさに感動したので、僕は水都

国際交流 INFO
『ボルネオの森から地球の環境を考える』講座についておしらせ
〇日時：2020年8月8日13：30～16：30
〇場所:総合福祉センター 研修室2

〇入場：無料（要申込）
〇申込み方法：QRコード又はメール（slous.2030@gmail.com)

◆韓国語（土曜日 各15回）
初級 13：00～14：30 / 中級 15：00～16：30
○受講期間 2020年9月～2021年3月
○申込期間：8月3日（月）～8月13日（木）
○定員 初級15名・中級20名（先着順）

○対象：7割以上の受講が可能で次のいずれかに該当する方
①西条市内在住・西条市に通勤している方
②西条市国際交流協会会員
○場所 ：総合福祉センター
○受講料 ：7,000円 （国際交流協会会員は5,000円）

◆中国語（初級 月曜日・中級 水曜日 各20回）
初級・中級 19：00～20：30
〇受講期間 2020年9月～2021年4月
〇申込期間：8月3日（月）～8月13日（水）
〇定員 各級20名（先着順）

※専門的な語学講座ではありません。
※両講座とも曜日・時間が変更になっています。
※途中からWEBでの講座に切り替わる可能性があります。
※途中で受講をやめた場合受講料の返金は致しません。
申込先 西条市国際交流協会 ℡ 089756－5151内線 2292

国際教養講座「ワールドスタディ」のおしらせ

〇定員：各10名
〇受講期間：令和2年9月10日～令和3年3月11日（全10回） 〇対象：市内幼稚園～中学生
〇申込期間：8月4日（火）～22日（土）
〇場所：西条市中央公民館
〇申込方法：申込用紙を各公民館又は国際交流協会事務局へ提出〇受講料：5,000円

編 集 みなさんいかがお過ごしですか。コロナ禍の影響で、外出もまま
後 記 ならず・・・初めは少し戸惑いましたが、家の中を片づけたりのん

びり映画を観たりと今までとは少し違った生活をしてみると、これ
はこれでいいものですね。（小）

国際交流ＮＥWＳスタッフ：
徳増 実 （徳）
小杉 麻衣子（小）
ダイアナ・マリー・リントン（ダ）
グエン・ブイ・アン・ティー（ア）

世界各国を訪問した
講師の、楽しいお話
を聞いてみませんか

フルカラーで

F

読める！
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