
　フィリピン南部のミンダナオ島のダバオ市出身のジャ
ンさんは、来日して3年半、岸和田に暮らし始めたのが
2021年の8月からと、ま
だ岸和田人となって1年も
経っていません。
　フィリピンでは看護師
の資格を持っており、来日
当初は東京で介護の仕事
や、N大病院で内視鏡な
どを扱う看護助手をして
いたとのこと。
「岸和田ではどんな
　お仕事を？」
　ALT(Assistant Language Teacher）として、市内
の小学校4校と中学校1校で外国語指導助手をしていま
す。もともと子どもが好きだったこともあり、日本の子ど
もたちに英語を教える事ができ幸せです。
「日本の学校の印象は？」
国による援助がとても手厚いです。教科書が無料です
し、教室にあるモニターやWifiなどハイテク機器がそろ
っています。そして、給食が美味しく栄養バランスの良い
ことに感激しています。とさすが看護師さん。
「岸和田の印象は？」
岸和田に住み始めてすぐに「だんじり祭」がありました。

フィリピンのダバオ市にもカダヤワン祭りがありますがだ
んじりはとてもエキサイティングでした。桜が満開の岸和
田城や夕日が沈むカンカンベイサイドなどとても美しい所
がたくさんあります。
　普段は自転車で学校まで通っているジャンさんはとて
も行動派で新鮮な野菜を手に入れるため愛彩ランドまで
自転車で行くとのこと。
「これから岸和田でどんなことをしたい？」
　子どもたちが英語でコミュニケーションが取れるよう
に、ALTとして英語を教えてあげたいし、自分も漢字がも
っと読めるように日本語を勉強したいです。
　幼い頃、日本の小さなお土産をおばさんからもらったこ
とが日本への関心のきっかけとなり、ドラゴンボールなど
のアニメで育ったジャンさんのますますの岸和田での活躍
を期待します。　　　　　　　　　 （取材：内田滿弥）

カダヤワン祭り

ジャンさん撮影

岸和田に暮らして ...
　かつては外国の街、岸和田も、住めば都となり今は自分が暮らす我が街岸和田。
そんな国際色豊かな ifa-きしわだの心強いサポーターでもある皆さんに、自分史や
岸和田での暮らしについてお話いただいています。

Living in

KISHIWADA
第 34回

ジャン　マイケル　パーディリア 
Jan Michael Y. Pardillaさん（フィリピン）

の方や高齢の方などにも有効な会話や情報の手
段として、人に優しく（KIND）、易しい（EASY）日
本語のさらなる普及に務めたいと思います。早速
協会組織運営会などをメンバーに編集委員会を
立ち上げました。
　市制施行100周年記念協賛事業として、やさし
い日本語の冊子を編集作成発行し、市の行政窓口
等での活用、市民センター、公民館、小中学校等
での配布、一般市民や会員を対象の講座・交流会
でも活用していけたらと思います。

　３年ぶりに一同に会して、対面での開催となり
ました。新型コロナ感染発生から丸２年以上が経
過しました。やはり終息には最低３年、奈良時代
の天然痘のウイルス感染症では、政治の混乱と多
くの人の犠牲を伴いました。
　昨年度はコロナ感染の拡大・小休止、山あり谷
あり緊急事態宣言、蔓延防止措置の間をぬって、
予定された事業が幾分かは実施できました。機関
誌の定期発行、日本語サロンの開催をはじめ、新
しい試みとしてサロン生の外国の方も参加しての
岸和田再発見観光ツアーなども実現できました。
　岸和田市は今年11月に市制施行100周年を迎
えます。市の誕生の年度内に和泉葛城山のぶな林
が国の天然記念物の指定を受けました。
 ブナ林からのひとしずくは茅ぬの海から太平洋に
つながり岸和田市の海外の都市との友好交流は
広がってきました。中国・アメリカ・韓国そして今
年は？
　今年度は、昨年来取り組んできた『やさしい日
本語』のこと、日本語を理解しない、しにくい外国
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岸和田市国際親善協会

Since 1989

総会開催 ５月７日（土）
2 0 2 2年

ifa-kishiwada.rinku.org

無料配布中

虻江詩奈子・内田満弥・
塩屋 裕・西村紀子・
三森すみ代お問い合わせや感想などは事務局まで

TEL&FAX （072）457-9694
メール kokusai@sensyu.ne.jp

No.132

■２０２２年（令和４年）度年会費納入
今年度の事業推進に際し年会費を納入いただきます
よう、よろしくお願いいたします。
納入方法は下記のいずれかの方法にてお願いします。
    １． 直接、事務局
　　　（岸和田市立文化会館〔マドカホール〕内）で納入
    ２． 口座振込み

編集担当

総 会 総会・経過報告

　２０２２年度の事業指針を決定する総会
が、５月７日（土）南海浪切ホール４F交流
ホールで開催されました。２０２０，２０２１
年度は新型コロナウィルス感染症に伴う「緊急事態宣言」が発令され、感染拡大防止のため中止の止む
なきに至りました。これにより会則に従い総会を書面議決とさせていただきました。今回は感染防止規
制が若干緩和されたとはいえ、会場での換気、対人距離、マスク着用、消毒液配備等々、万全の感染防
止対策を期しての３年ぶりの対面開催となりました。
　総会は井上實会長挨拶及び永野耕平市長等ご来賓祝辞に引き続き、事務局、広報部会、事業部会、日
本語サロン部会より２０２１年度事業報告、並びに同年度決算・監査報告があり、原案通り承認されまし
た。引き続き２０２２年度の事業計画案・予算案についても満場一致で承認されました。
　また当協会が主催する外国人のための日本語サロンにおいて、１０年間に亘り、支援にあたられ、多大
の尽力をされた功績により、緒方理世、荻野昌美、小島祥子、松本光男、山本味香、吉田正博（敬称略）
の方々に感謝状と記念品が贈呈されました。（２面に関連記事を掲載）　　　　　　　　　　（広報部会）

ウクライナ難民義援金
3月24日～5月7日の間、理事会・総会・日本語サロン・クラブ・EOC等で募った義援金
４６，８００円を、岸和田市を通して日本赤十字社へ届けました。ご協力ありがとうございました。

ご 挨 拶 会長 井上 實

■English Open Café
　各国からのゲストをお招きし、英語でプレゼンテーションをして
いただき交流を図ります。
【と　き】９月以外の第３土曜日　１３：３０～１５：３０
【ところ】マドカホール　3F 視聴覚室　
【費　用】無料　＊事務局へお申込みください。
　　　　（先着20名まで受付）
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友好都市の紹介
中華人民共和国広東省汕頭市（1990 年 6 月 2 日友好都市締結）

友好都市の紹介
中華人民共和国上海市楊浦区（2002 年 10 月 31日友好交流関係締結）

　岸和田市が最初に海外の都市と友好都市締結したのが汕頭市です。
シャントウ市またはスワトウ市と呼ばれています。中国三大刺繍の一つ、汕頭（スワトウ）刺繍は有名です。
　汕頭市の皆さんとは主に、産業や文化、スポーツ、教育などの分野で交流が続いています。2018 年には、友
好代表団が汕頭市で開催される予定の国際マラソン大会の視察に岸和田市を訪問しました。また、同年に岸和田
市日本中国友好協会の働きかけで「日中小学生絵画交流展」が実現しました。昨年の第 4 回では、両市合わせて
170点の子どもたちの絵画が自泉会館で展示され、その後汕頭市でも同じ展覧会が催されました。
　スポーツ交流では、KIX 泉州国際マラソンに汕頭市のランナーを招待し、沿道応援や歓迎会で交流しています。

（広報部会）（情報提供：岸和田市日本中国友好協会）

汕頭市天壇花園 友好代表団来岸

日中小学生絵画交流展
（汕頭市）

　1990 年大阪府内で「国際少年少女合唱祭」が開催された時に、岸和田市と楊浦区の中学生が共演し、岸和田
市内で交流行事が行われたことがご縁となり、友好交流関係を締結しました。今年は締結 20周年となります。　
　スポーツ交流では、KIX 泉州国際マラソンに楊浦区のランナーを招待しています。これまで、2011 年の楊選手
は一般男子の部で優勝、2013 年の張選手は外国人ランナーとしてトップという好成績を残しています。当協会
会員とは、歓迎会やホームステイで交流しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（広報部会）

楊浦区副都心 人民政府代表団来岸 トップ集団にいる楊選手

　皆様、こんにちは。
岸和田市長の永野耕平でござ
います。
　皆様方には、平素より、本
市のまちづくりに多大なご理解
とご協力をいただき、心から厚
くお礼申し上げます。

　貴協会は 1989 年に設立されてからこれまで、30
余年の長きにわたり国際交流の発展にご尽力賜ってい
ます。歴代役員の方々をはじめ会員各位のご努力に深
く敬意と感謝の意を表する次第です。
　日本語サロンの開催、祭礼時の外国人インフォメー
ションセンターの開設をはじめ、岸和田市の友好都市
との交流事業の際にも積極的に活動いただいています。
また、異文化に触れる市民へのサポート等、岸和田市
の国際化にもご協力いただいています。
　今年、岸和田市は市制施行 100 周年を迎え、市民
の皆さまとお祝いできる事業を進めているところです。
貴協会には、市制施行 100 周年カウントダウンの
286 ～ 288 日に参加いただきました。「English 
Open Café」「KIMONO クラブ」「日本語サロン」の
皆さまには、華やかに盛り上げていただき、ありがとう
ございました。また、100 周年の協賛事業に ‘「やさし
い日本語」を使いましょう’ を企画いただいています。

よろしくお願いします。
　貴協会のホームペー
ジに、「ZOOM 講習会
を開催しました」や「多
文化共生講座開催 岸和
田（きしわだ）を歩（あ
る）きましょう！」の記
事を見かけました。コ
ロナ禍により、思うよう
に国際交流ができない
かとは思いますが、留
まるのではなく、前進
しようとする力強さに感
心しました。事態が収
束する時には、以前の賑わいを期待していますので、
その時に力を発揮していただけるように、これまでと同
様に国際交流のノウハウの蓄積と継承もよろしくお願い
します。
　結びに、今後とも国際交流を通じた地域社会の形成
にご協力いただきますようお願い申し上げますととも
に、岸和田市国際親善協会の益々の発展と、皆さま方
のご健勝、ご活躍を祈念申し上げ、私のあいさつとし
ます。

岸和田市長

　 永 野  耕 平

Since 1989

　日本語サロンの開設、運営をお手伝
い下さった皆様へ、感謝の意を表し表
彰状が贈られました。
　以下、ボランティア支援者として１０
年間に亘り関わってこられた方々のコ
メントです。

Q. 日本語ボランティアを始めたきっかけは
・海外で生活していた時にたくさんの現地の方々にお
世話になったので今度は自分がお返ししようと思っ
たからです。

・日本語を外国人へ教えるという事は自分の英語の勉
強に役に立つと思い始めました。

Q.10 年間で印象に残って
いる生徒や出来事は

・結婚式に招待してもらっ
たこととか、私の誕生日
を祝ってくれたこと。

・７０人ほどのインドネシ
ア人たちと浜寺公園に
花見に行ったことです。

・久米田池のひな祭りにみ

新型　コロナウィルス（COVID-19）のために、仕事が　

なくなった　人(ひと)、生(せい)活(かつ)に　困(こま)っている　人(ひと)は　電話(でんわ)で　相談(そうだん)　できます。電話代(でんわだい)は　いりません。　　　

　月曜日から　金曜日(きんようび)の　午前(ごぜん)９時(じ)から　午後(ごご)５時(じ)まで　0120-76-2029　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「出(しゅつ)入国(にゅうこく)在留(ざいりゅう)管理庁(かんりちょう)　コールセンター」

　特定(とくてい)技能(ぎのう)の　在留(ざいりゅう)資格(しかく)で　働(はたら)きたい人(ひと)は、電話(でんわ)で　相談(そうだん)　できます。電話代(でんわだい)が　いります。　火曜日(かようび)から　土曜日(どようび)までの　午前(ごぜん)11時(じ)から　午(ご)後(ご)７時(じ)まで　03-6633-2539

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事業部会）

しんがた

表彰式の様子

日本語サロンボランティア支援者 表彰
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束する時には、以前の賑わいを期待していますので、
その時に力を発揮していただけるように、これまでと同
様に国際交流のノウハウの蓄積と継承もよろしくお願い
します。
　結びに、今後とも国際交流を通じた地域社会の形成
にご協力いただきますようお願い申し上げますととも
に、岸和田市国際親善協会の益々の発展と、皆さま方
のご健勝、ご活躍を祈念申し上げ、私のあいさつとし
ます。

岸和田市長

　 永 野  耕 平

Since 1989

　日本語サロンの開設、運営をお手伝
い下さった皆様へ、感謝の意を表し表
彰状が贈られました。
　以下、ボランティア支援者として１０
年間に亘り関わってこられた方々のコ
メントです。

Q. 日本語ボランティアを始めたきっかけは
・海外で生活していた時にたくさんの現地の方々にお
世話になったので今度は自分がお返ししようと思っ
たからです。

・日本語を外国人へ教えるという事は自分の英語の勉
強に役に立つと思い始めました。

Q.10 年間で印象に残って
いる生徒や出来事は

・結婚式に招待してもらっ
たこととか、私の誕生日
を祝ってくれたこと。

・７０人ほどのインドネシ
ア人たちと浜寺公園に
花見に行ったことです。

・久米田池のひな祭りにみ

新型　コロナウィルス（COVID-19）のために、仕事が　

なくなった　人(ひと)、生(せい)活(かつ)に　困(こま)っている　人(ひと)は　電話(でんわ)で　相談(そうだん)　できます。電話代(でんわだい)は　いりません。　　　

　月曜日から　金曜日(きんようび)の　午前(ごぜん)９時(じ)から　午後(ごご)５時(じ)まで　0120-76-2029　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「出(しゅつ)入国(にゅうこく)在留(ざいりゅう)管理庁(かんりちょう)　コールセンター」

　特定(とくてい)技能(ぎのう)の　在留(ざいりゅう)資格(しかく)で　働(はたら)きたい人(ひと)は、電話(でんわ)で　相談(そうだん)　できます。電話代(でんわだい)が　いります。　火曜日(かようび)から　土曜日(どようび)までの　午前(ごぜん)11時(じ)から　午(ご)後(ご)７時(じ)まで　03-6633-2539

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事業部会）

しんがた

表彰式の様子

日本語サロンボランティア支援者 表彰
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　１９９２年に移住者としてオーストラリアへ渡った時、日本の教員免
許が有効か NSW（ニューサウスウェールズ）州教育省へ申請した。
国際大学名鑑で、教職課程を履修した出身校が３５,０００以上の蔵書
を保有していると、正式に大学として認められるそうで有効だった。
ところが、英語を公用語としない国で教員免許を取得した者は、実際
に教壇に立つには最終ハードルとして NSW 州政府が実施する英語の
試験を受けなければならなかった。その試験は、English Language 
Skills Assessment Test といい、日本語では英語能力評価試験と
でも訳されよう。これまで受験した英語の試験の中で一番難しかった。
　リスニング、スピーキング、リーディング、ライティングの４スキル
すべてでレベルＡを取らなければ合格をもらえず、レベルＢ以下だっ
たスキルは再受験することになる。例えば、リスニングは、担任と母
親の会話を聞いて、その母親が夫（子どもの父親）に担任との話の内
容を伝える文章を完成させるものだった。要約のスキルも必要となり
頭が混乱した。スピーキングは面接方式で、担任役の私は、学校で
問題のある子どもについての話しの中で、家ではとても良い子だと主
張する母親に理解を求める話をしなければならなかった。図書館に行
けば過去の問題集があり、ある程度準備はできるが、すべてが実践
的な試験で、オーストラリアらしいと思った。　　　　  （三森すみ代）

《多文化社会の学校教育》

Symbol Photo in CJSCN Monthly Newsletter

　私の外国語との関わりは極々普通で、もう 50 年以上昔中学で習い
始めた英語でした。教育に熱心であった母は、YMCA の会話教室に行
かせましたが、教育熱心ではなかった私は２か月でやめて野球に熱中し
て、以来高校 3 年生まで続けました。従って中高生の時に英語にそれ
程興味も抱かず、定期テストでよい点数を取れれば満足でした。テスト
のための勉強は専ら暗記で、定期テストの範囲をともかく丸暗記する為
にノートに書いてそらんじるというやり方で暗記力はあったし単語力もつ
きました。丸暗記も捨てたものではなく、書いて声に出してそらんじる
とゆうことは野球の毎日のバットの素振りのようなものだった様にも思
えます。大学の一般教養の英語の授業の記憶は殆どなく、第 2 言語の
ドイツ語も男性・女性・中性によって動詞も冠詞も変化する面倒くさい
言語だと思っていましたが、後々ラテン語由来の言語は英語以外それが
当たり前だと知りました。
　外国語にはあまり興味なかったのですが中学生の時に海外で働きたい
と漠然と思っていた時期があり就職活動は商社一本で何とか就職出来
ました。希望していた輸出営業部に配属されたのはいいのですが、実際
に読み書きは勿論会話ができるまでには後から自分でも笑ってしまうよ
うな失敗を繰り返し何とか切り抜けました。ON THE JOB TRAINING
で揉まれて仕事をこなし資格試験に合格してヨーロッパの片田舎の駐在
員になりました。中学生の時の思いが叶ったわけです。       （山本周二）

第12回シリーズシリーズ

私と外国語私と外国語

《片田舎にたどり着くまで》

　国際交流の中で不可欠なのは外国語です。しかし、
日本語は他の外国語と比べて、文字も文法も全く違う
言語です。これが私たち日本人にとって外国語を学ぶ
上で大きなハンディキャップとなっています。また古来
から海に囲まれ外国文化に接する機会が少なかったこ
とから、無意識のうちに外国語にコンプレックスを持つ
ようになり、苦手意識を持つのは当然です。

　このような背景のなかで、皆さんはどのようにして外国語に接し学習してい
るのか、苦労話や感じていることを自由に投稿していただきましょう。

Let’ s learn foreign language.
　かつて商用で初めての国や顧客を訪問する
際には、先ずは各所の公衆トイレ事情や企業内
のトイレを観察するのが常であった。それによっ
て公衆道徳の認識度や企業の指針を推し量る
ことができる、つまりトイレにその国の文化、国
民性が集約されているからである。今や世界有
数の経済大国となったＡ国で山水画を彷彿さ
せる有名な景勝地での公衆トイレ…といっても
屋根なし、隣との仕切りだけで、扉もなし、囲い
をしているだけである。排出物は数人分同じ位
置に積み重ねられている。（時折バケツで流され
る由）。用を足している時は丸見え状態である。
ペーパーは新聞紙。排水路を辿れば何と川に垂
れ流しではないか。遠隔地の企業内トイレも一
般的に建物外にあり、
同じような仕組みであ
る。同国ではとにかく人
口が多いため、使用回
転率を高めるため、か
ような簡素な造りにな
っているらしい。
　めざましい経済発展
を遂げているＢ国の某
国際空港では一応西
洋式便座付きトイレで
あるが、便座の脇にホースや水桶があり、用を足
した後、その水と左手を使用しお尻を洗うとい
うスタイルである。これがイスラム教やヒンズー
教では左手は不浄とされ、食事や挨拶には絶対
に使われない所以である。
　世界のトイレにはその国の文化や宗教などの
理由から、独自のルールが存在しているので、先
ずはその国のトイレ事情を知っておく必要があ
る。治安や衛生面を考えると、場所によってはチ
ップも必要となるが、ホテルや高級レストランな
どで、用を足すことが鉄則である。海外では盗難
予防の観点からペーパーが常備されていないこ
とは不思議ではない。日本のトイレはきれいで
衛生的であるだけでなく、ウォシュレットなどの
充実した設備、トイレットペーパーの紙質、プラ
イベート空間の確保、非常ベルの設置、こんな
快適なトイレを無料で使用できる国は、世界の
どこを探しても日本以外にはありえない。排泄
行為は人類の重要なポイントで、この行為をど
のように行うかによってその国の文化水準を図
ることができる。　　　　　　　　（塩屋 裕）

公衆トイレ事情と文化水準
～外国人が驚く日本のトイレ～

　エル ムンド とはスペイン語で「世界」を意味し
ます。国際化の時代にあわせ世界のカルチャー、
ファッション、旅行、ライフスタイル等々がどんどん
変わりつつあります。その中で皆さんが日常生活で
感じたことを題材にとらわれず、自由に投稿してい
ただくという趣旨のコラムです。

　桜の開花が勢いづいてきた 3月
13 日。岸和田城からスタートしてだんじり
会館・城下町の紀州街道を体感するツアー
「岸和田再発見」。参加者は日本人はじめ、
ベトナム・フィリピン・中国出身の日本語

サロン生徒さん、総勢20名。ガイドとして参加した当協会・
F さんの案内のもと、初めて観光スポットに来る人も既に
来た人も一緒に参加のスポット観光ツアーです。
　岸和田育ちの地元愛が伝わる軽快なFさんガイドの饒舌
トークをはさみながらのこのツアーは、岸和田城に数回は

来たことがある筆者の、
まったく知らない岸和田
の面々を見せてくれたの
です。
　「岸和田城は岸和田市
民の寄付によって再建さ
れたので、岸和田市章が
外壁に付いている」「謀
反人・明智光秀の肖像画
は、岸和田の本徳寺にだ
け現存」、「神於山は、

岸和田の小学低学年
の遠足、その後ろに
見える葛城山は、小
学高学年の遠足での
行先」「だんじりはパ
ズルみたいに彫り物
が組み合わさったも
の」。トーンの高い元気なガイドの声に導かれ、ツアーは
岸和田城からだんじり会館、そして紀州街道の練り歩き、
へとどんどん進んでいきます。
　こうした日本語を、サロン生徒の参加者にその都度訳し
て説明をする当協会参加者の K さん。普段は日本語サロ
ンで日本語を教えていますが、岸和田を体で楽しんでもら
えるようにと、だんじり会館で低いだんじり屋根の上の乗
れる体験スペースでは積極的に生徒さんたちと一緒に体
験。家族で参加したフィリピンの女性がツアーの解散前、
早速スマホにプレゼントされただんじりストラップを付けて
くれていたのが印象的でした。
　解散後、それまでずっと気になっていた城下町の和菓子屋
さんに寄ってお土産を買えた、岸和田在住11年目の筆者。
　見事、岸和田再発見、と相成りました。　（虻江詩奈子）

岸和田 再 発見

3 /13
（日）

2022

だんじり会館

お城
集合

　あすなろは英会話中級クラスのクラ
ブ名です。 井上靖の「あすなろ物語」
から命名されたのだろうと、私は推測
しています。明日は檜 (ヒノキ )になろ
うと一生懸命背伸びしている翌檜 ( ア

スナロ)の木。 中級英会話クラスにピッタリの名前です。
　クラブ員は先生に、
「中級の力です」と言
われて入ったのでな
く、自分で中級クラ
スを希望した人の集
まりです。何を持って
中級なのか曖昧なあ
すなろクラブでは、

流暢に話せる人や、なんと
なく理解できると思ってい
る人など幅の広いレベルの
人々が集まっています。 し
かし雰囲気は和気あいあい
です。目標が上級に近づき
たいという向上心が同じだからだと思います。宿題の文面
を渡され、家で単語を調べておけば、何とかついていける
と私は頑張っています。あすなろ物語には、「いくら頑張っ
ても翌檜は翌檜、檜にはなれない。でも何もしなければ、
翌檜にもなれない。」　と書かれています。そうです。所属
することは、すでに翌檜の木。自ずと前向きになってきます。
　皆さんもいらっしゃいませんか。　　　　　　　　（KT）

クラブ紹介

　日本・カリフォルニア姉妹都市ネットワーク（CJSCN）は、
姉妹都市と日本・友好都市関係を支援し、長期的な国際
関係を育み、育成するものです。そして CJSCN は、これ
らの関係を強化する活動を通じて、平和と繁栄を促進する
ことを使命としています。2022 年 5 月現在、日本の都市
とカリフォルニア州の姉妹都市または友好関係にある都市
が109市町村あります。
　岸和田市は 1992 年市制 70 周年を機に地勢や国際空
港 に隣 接する立 地 条 件 が 似ている South San 
Francisco(SSF)と81番目の姉妹都市協定が締結されま

した。そして CJSCN では春季と秋季にオンライン形式の
ワークショップが開催されてきましたが、2022 年度の春
季ワークショップの日程は未定となっています。現状は全て
の姉妹都市組織がパンデミックな COVID-19 の影響を受
け、近い将来に開催されるイベントは殆んどないのが現状
です。岸和田市も本来なら SSF と姉妹都市締結 30 周年
イベントを企画する年度ですが、残念ながらまだ具体化さ
れていません。１日も早く事態が収束され、活発な姉妹都
市交流が出来るよう願っています。　　　　　（広報部会）
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　１９９２年に移住者としてオーストラリアへ渡った時、日本の教員免
許が有効か NSW（ニューサウスウェールズ）州教育省へ申請した。
国際大学名鑑で、教職課程を履修した出身校が３５,０００以上の蔵書
を保有していると、正式に大学として認められるそうで有効だった。
ところが、英語を公用語としない国で教員免許を取得した者は、実際
に教壇に立つには最終ハードルとして NSW 州政府が実施する英語の
試験を受けなければならなかった。その試験は、English Language 
Skills Assessment Test といい、日本語では英語能力評価試験と
でも訳されよう。これまで受験した英語の試験の中で一番難しかった。
　リスニング、スピーキング、リーディング、ライティングの４スキル
すべてでレベルＡを取らなければ合格をもらえず、レベルＢ以下だっ
たスキルは再受験することになる。例えば、リスニングは、担任と母
親の会話を聞いて、その母親が夫（子どもの父親）に担任との話の内
容を伝える文章を完成させるものだった。要約のスキルも必要となり
頭が混乱した。スピーキングは面接方式で、担任役の私は、学校で
問題のある子どもについての話しの中で、家ではとても良い子だと主
張する母親に理解を求める話をしなければならなかった。図書館に行
けば過去の問題集があり、ある程度準備はできるが、すべてが実践
的な試験で、オーストラリアらしいと思った。　　　　  （三森すみ代）

《多文化社会の学校教育》

Symbol Photo in CJSCN Monthly Newsletter

　私の外国語との関わりは極々普通で、もう 50 年以上昔中学で習い
始めた英語でした。教育に熱心であった母は、YMCA の会話教室に行
かせましたが、教育熱心ではなかった私は２か月でやめて野球に熱中し
て、以来高校 3 年生まで続けました。従って中高生の時に英語にそれ
程興味も抱かず、定期テストでよい点数を取れれば満足でした。テスト
のための勉強は専ら暗記で、定期テストの範囲をともかく丸暗記する為
にノートに書いてそらんじるというやり方で暗記力はあったし単語力もつ
きました。丸暗記も捨てたものではなく、書いて声に出してそらんじる
とゆうことは野球の毎日のバットの素振りのようなものだった様にも思
えます。大学の一般教養の英語の授業の記憶は殆どなく、第 2 言語の
ドイツ語も男性・女性・中性によって動詞も冠詞も変化する面倒くさい
言語だと思っていましたが、後々ラテン語由来の言語は英語以外それが
当たり前だと知りました。
　外国語にはあまり興味なかったのですが中学生の時に海外で働きたい
と漠然と思っていた時期があり就職活動は商社一本で何とか就職出来
ました。希望していた輸出営業部に配属されたのはいいのですが、実際
に読み書きは勿論会話ができるまでには後から自分でも笑ってしまうよ
うな失敗を繰り返し何とか切り抜けました。ON THE JOB TRAINING
で揉まれて仕事をこなし資格試験に合格してヨーロッパの片田舎の駐在
員になりました。中学生の時の思いが叶ったわけです。       （山本周二）

第12回シリーズシリーズ

私と外国語私と外国語

《片田舎にたどり着くまで》

　国際交流の中で不可欠なのは外国語です。しかし、
日本語は他の外国語と比べて、文字も文法も全く違う
言語です。これが私たち日本人にとって外国語を学ぶ
上で大きなハンディキャップとなっています。また古来
から海に囲まれ外国文化に接する機会が少なかったこ
とから、無意識のうちに外国語にコンプレックスを持つ
ようになり、苦手意識を持つのは当然です。

　このような背景のなかで、皆さんはどのようにして外国語に接し学習してい
るのか、苦労話や感じていることを自由に投稿していただきましょう。

Let’ s learn foreign language.
　かつて商用で初めての国や顧客を訪問する
際には、先ずは各所の公衆トイレ事情や企業内
のトイレを観察するのが常であった。それによっ
て公衆道徳の認識度や企業の指針を推し量る
ことができる、つまりトイレにその国の文化、国
民性が集約されているからである。今や世界有
数の経済大国となったＡ国で山水画を彷彿さ
せる有名な景勝地での公衆トイレ…といっても
屋根なし、隣との仕切りだけで、扉もなし、囲い
をしているだけである。排出物は数人分同じ位
置に積み重ねられている。（時折バケツで流され
る由）。用を足している時は丸見え状態である。
ペーパーは新聞紙。排水路を辿れば何と川に垂
れ流しではないか。遠隔地の企業内トイレも一
般的に建物外にあり、
同じような仕組みであ
る。同国ではとにかく人
口が多いため、使用回
転率を高めるため、か
ような簡素な造りにな
っているらしい。
　めざましい経済発展
を遂げているＢ国の某
国際空港では一応西
洋式便座付きトイレで
あるが、便座の脇にホースや水桶があり、用を足
した後、その水と左手を使用しお尻を洗うとい
うスタイルである。これがイスラム教やヒンズー
教では左手は不浄とされ、食事や挨拶には絶対
に使われない所以である。
　世界のトイレにはその国の文化や宗教などの
理由から、独自のルールが存在しているので、先
ずはその国のトイレ事情を知っておく必要があ
る。治安や衛生面を考えると、場所によってはチ
ップも必要となるが、ホテルや高級レストランな
どで、用を足すことが鉄則である。海外では盗難
予防の観点からペーパーが常備されていないこ
とは不思議ではない。日本のトイレはきれいで
衛生的であるだけでなく、ウォシュレットなどの
充実した設備、トイレットペーパーの紙質、プラ
イベート空間の確保、非常ベルの設置、こんな
快適なトイレを無料で使用できる国は、世界の
どこを探しても日本以外にはありえない。排泄
行為は人類の重要なポイントで、この行為をど
のように行うかによってその国の文化水準を図
ることができる。　　　　　　　　（塩屋 裕）

公衆トイレ事情と文化水準
～外国人が驚く日本のトイレ～

　エル ムンド とはスペイン語で「世界」を意味し
ます。国際化の時代にあわせ世界のカルチャー、
ファッション、旅行、ライフスタイル等々がどんどん
変わりつつあります。その中で皆さんが日常生活で
感じたことを題材にとらわれず、自由に投稿してい
ただくという趣旨のコラムです。

　桜の開花が勢いづいてきた 3月
13 日。岸和田城からスタートしてだんじり
会館・城下町の紀州街道を体感するツアー
「岸和田再発見」。参加者は日本人はじめ、
ベトナム・フィリピン・中国出身の日本語

サロン生徒さん、総勢20名。ガイドとして参加した当協会・
F さんの案内のもと、初めて観光スポットに来る人も既に
来た人も一緒に参加のスポット観光ツアーです。
　岸和田育ちの地元愛が伝わる軽快なFさんガイドの饒舌
トークをはさみながらのこのツアーは、岸和田城に数回は

来たことがある筆者の、
まったく知らない岸和田
の面々を見せてくれたの
です。
　「岸和田城は岸和田市
民の寄付によって再建さ
れたので、岸和田市章が
外壁に付いている」「謀
反人・明智光秀の肖像画
は、岸和田の本徳寺にだ
け現存」、「神於山は、

岸和田の小学低学年
の遠足、その後ろに
見える葛城山は、小
学高学年の遠足での
行先」「だんじりはパ
ズルみたいに彫り物
が組み合わさったも
の」。トーンの高い元気なガイドの声に導かれ、ツアーは
岸和田城からだんじり会館、そして紀州街道の練り歩き、
へとどんどん進んでいきます。
　こうした日本語を、サロン生徒の参加者にその都度訳し
て説明をする当協会参加者の K さん。普段は日本語サロ
ンで日本語を教えていますが、岸和田を体で楽しんでもら
えるようにと、だんじり会館で低いだんじり屋根の上の乗
れる体験スペースでは積極的に生徒さんたちと一緒に体
験。家族で参加したフィリピンの女性がツアーの解散前、
早速スマホにプレゼントされただんじりストラップを付けて
くれていたのが印象的でした。
　解散後、それまでずっと気になっていた城下町の和菓子屋
さんに寄ってお土産を買えた、岸和田在住11年目の筆者。
　見事、岸和田再発見、と相成りました。　（虻江詩奈子）

岸和田 再 発見

3 /13
（日）

2022

だんじり会館

お城
集合

　あすなろは英会話中級クラスのクラ
ブ名です。 井上靖の「あすなろ物語」
から命名されたのだろうと、私は推測
しています。明日は檜 (ヒノキ )になろ
うと一生懸命背伸びしている翌檜 ( ア

スナロ)の木。 中級英会話クラスにピッタリの名前です。
　クラブ員は先生に、
「中級の力です」と言
われて入ったのでな
く、自分で中級クラ
スを希望した人の集
まりです。何を持って
中級なのか曖昧なあ
すなろクラブでは、

流暢に話せる人や、なんと
なく理解できると思ってい
る人など幅の広いレベルの
人々が集まっています。 し
かし雰囲気は和気あいあい
です。目標が上級に近づき
たいという向上心が同じだからだと思います。宿題の文面
を渡され、家で単語を調べておけば、何とかついていける
と私は頑張っています。あすなろ物語には、「いくら頑張っ
ても翌檜は翌檜、檜にはなれない。でも何もしなければ、
翌檜にもなれない。」　と書かれています。そうです。所属
することは、すでに翌檜の木。自ずと前向きになってきます。
　皆さんもいらっしゃいませんか。　　　　　　　　（KT）

クラブ紹介

　日本・カリフォルニア姉妹都市ネットワーク（CJSCN）は、
姉妹都市と日本・友好都市関係を支援し、長期的な国際
関係を育み、育成するものです。そして CJSCN は、これ
らの関係を強化する活動を通じて、平和と繁栄を促進する
ことを使命としています。2022 年 5 月現在、日本の都市
とカリフォルニア州の姉妹都市または友好関係にある都市
が109市町村あります。
　岸和田市は 1992 年市制 70 周年を機に地勢や国際空
港 に隣 接する立 地 条 件 が 似ている South San 
Francisco(SSF)と81番目の姉妹都市協定が締結されま

した。そして CJSCN では春季と秋季にオンライン形式の
ワークショップが開催されてきましたが、2022 年度の春
季ワークショップの日程は未定となっています。現状は全て
の姉妹都市組織がパンデミックな COVID-19 の影響を受
け、近い将来に開催されるイベントは殆んどないのが現状
です。岸和田市も本来なら SSF と姉妹都市締結 30 周年
イベントを企画する年度ですが、残念ながらまだ具体化さ
れていません。１日も早く事態が収束され、活発な姉妹都
市交流が出来るよう願っています。　　　　　（広報部会）
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　１９９２年に移住者としてオーストラリアへ渡った時、日本の教員免
許が有効か NSW（ニューサウスウェールズ）州教育省へ申請した。
国際大学名鑑で、教職課程を履修した出身校が３５,０００以上の蔵書
を保有していると、正式に大学として認められるそうで有効だった。
ところが、英語を公用語としない国で教員免許を取得した者は、実際
に教壇に立つには最終ハードルとして NSW 州政府が実施する英語の
試験を受けなければならなかった。その試験は、English Language 
Skills Assessment Test といい、日本語では英語能力評価試験と
でも訳されよう。これまで受験した英語の試験の中で一番難しかった。
　リスニング、スピーキング、リーディング、ライティングの４スキル
すべてでレベルＡを取らなければ合格をもらえず、レベルＢ以下だっ
たスキルは再受験することになる。例えば、リスニングは、担任と母
親の会話を聞いて、その母親が夫（子どもの父親）に担任との話の内
容を伝える文章を完成させるものだった。要約のスキルも必要となり
頭が混乱した。スピーキングは面接方式で、担任役の私は、学校で
問題のある子どもについての話しの中で、家ではとても良い子だと主
張する母親に理解を求める話をしなければならなかった。図書館に行
けば過去の問題集があり、ある程度準備はできるが、すべてが実践
的な試験で、オーストラリアらしいと思った。　　　　  （三森すみ代）

《多文化社会の学校教育》

Symbol Photo in CJSCN Monthly Newsletter
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洋式便座付きトイレで
あるが、便座の脇にホースや水桶があり、用を足
した後、その水と左手を使用しお尻を洗うとい
うスタイルである。これがイスラム教やヒンズー
教では左手は不浄とされ、食事や挨拶には絶対
に使われない所以である。
　世界のトイレにはその国の文化や宗教などの
理由から、独自のルールが存在しているので、先
ずはその国のトイレ事情を知っておく必要があ
る。治安や衛生面を考えると、場所によってはチ
ップも必要となるが、ホテルや高級レストランな
どで、用を足すことが鉄則である。海外では盗難
予防の観点からペーパーが常備されていないこ
とは不思議ではない。日本のトイレはきれいで
衛生的であるだけでなく、ウォシュレットなどの
充実した設備、トイレットペーパーの紙質、プラ
イベート空間の確保、非常ベルの設置、こんな
快適なトイレを無料で使用できる国は、世界の
どこを探しても日本以外にはありえない。排泄
行為は人類の重要なポイントで、この行為をど
のように行うかによってその国の文化水準を図
ることができる。　　　　　　　　（塩屋 裕）

公衆トイレ事情と文化水準
～外国人が驚く日本のトイレ～

　エル ムンド とはスペイン語で「世界」を意味し
ます。国際化の時代にあわせ世界のカルチャー、
ファッション、旅行、ライフスタイル等々がどんどん
変わりつつあります。その中で皆さんが日常生活で
感じたことを題材にとらわれず、自由に投稿してい
ただくという趣旨のコラムです。

　桜の開花が勢いづいてきた 3月
13 日。岸和田城からスタートしてだんじり
会館・城下町の紀州街道を体感するツアー
「岸和田再発見」。参加者は日本人はじめ、
ベトナム・フィリピン・中国出身の日本語

サロン生徒さん、総勢20名。ガイドとして参加した当協会・
F さんの案内のもと、初めて観光スポットに来る人も既に
来た人も一緒に参加のスポット観光ツアーです。
　岸和田育ちの地元愛が伝わる軽快なFさんガイドの饒舌
トークをはさみながらのこのツアーは、岸和田城に数回は

来たことがある筆者の、
まったく知らない岸和田
の面々を見せてくれたの
です。
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民の寄付によって再建さ
れたので、岸和田市章が
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の遠足、その後ろに
見える葛城山は、小
学高学年の遠足での
行先」「だんじりはパ
ズルみたいに彫り物
が組み合わさったも
の」。トーンの高い元気なガイドの声に導かれ、ツアーは
岸和田城からだんじり会館、そして紀州街道の練り歩き、
へとどんどん進んでいきます。
　こうした日本語を、サロン生徒の参加者にその都度訳し
て説明をする当協会参加者の K さん。普段は日本語サロ
ンで日本語を教えていますが、岸和田を体で楽しんでもら
えるようにと、だんじり会館で低いだんじり屋根の上の乗
れる体験スペースでは積極的に生徒さんたちと一緒に体
験。家族で参加したフィリピンの女性がツアーの解散前、
早速スマホにプレゼントされただんじりストラップを付けて
くれていたのが印象的でした。
　解散後、それまでずっと気になっていた城下町の和菓子屋
さんに寄ってお土産を買えた、岸和田在住11年目の筆者。
　見事、岸和田再発見、と相成りました。　（虻江詩奈子）
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　あすなろは英会話中級クラスのクラ
ブ名です。 井上靖の「あすなろ物語」
から命名されたのだろうと、私は推測
しています。明日は檜 (ヒノキ )になろ
うと一生懸命背伸びしている翌檜 ( ア

スナロ)の木。 中級英会話クラスにピッタリの名前です。
　クラブ員は先生に、
「中級の力です」と言
われて入ったのでな
く、自分で中級クラ
スを希望した人の集
まりです。何を持って
中級なのか曖昧なあ
すなろクラブでは、

流暢に話せる人や、なんと
なく理解できると思ってい
る人など幅の広いレベルの
人々が集まっています。 し
かし雰囲気は和気あいあい
です。目標が上級に近づき
たいという向上心が同じだからだと思います。宿題の文面
を渡され、家で単語を調べておけば、何とかついていける
と私は頑張っています。あすなろ物語には、「いくら頑張っ
ても翌檜は翌檜、檜にはなれない。でも何もしなければ、
翌檜にもなれない。」　と書かれています。そうです。所属
することは、すでに翌檜の木。自ずと前向きになってきます。
　皆さんもいらっしゃいませんか。　　　　　　　　（KT）

クラブ紹介

　日本・カリフォルニア姉妹都市ネットワーク（CJSCN）は、
姉妹都市と日本・友好都市関係を支援し、長期的な国際
関係を育み、育成するものです。そして CJSCN は、これ
らの関係を強化する活動を通じて、平和と繁栄を促進する
ことを使命としています。2022 年 5 月現在、日本の都市
とカリフォルニア州の姉妹都市または友好関係にある都市
が109市町村あります。
　岸和田市は 1992 年市制 70 周年を機に地勢や国際空
港 に隣 接する立 地 条 件 が 似ている South San 
Francisco(SSF)と81番目の姉妹都市協定が締結されま

した。そして CJSCN では春季と秋季にオンライン形式の
ワークショップが開催されてきましたが、2022 年度の春
季ワークショップの日程は未定となっています。現状は全て
の姉妹都市組織がパンデミックな COVID-19 の影響を受
け、近い将来に開催されるイベントは殆んどないのが現状
です。岸和田市も本来なら SSF と姉妹都市締結 30 周年
イベントを企画する年度ですが、残念ながらまだ具体化さ
れていません。１日も早く事態が収束され、活発な姉妹都
市交流が出来るよう願っています。　　　　　（広報部会）
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　１９９２年に移住者としてオーストラリアへ渡った時、日本の教員免
許が有効か NSW（ニューサウスウェールズ）州教育省へ申請した。
国際大学名鑑で、教職課程を履修した出身校が３５,０００以上の蔵書
を保有していると、正式に大学として認められるそうで有効だった。
ところが、英語を公用語としない国で教員免許を取得した者は、実際
に教壇に立つには最終ハードルとして NSW 州政府が実施する英語の
試験を受けなければならなかった。その試験は、English Language 
Skills Assessment Test といい、日本語では英語能力評価試験と
でも訳されよう。これまで受験した英語の試験の中で一番難しかった。
　リスニング、スピーキング、リーディング、ライティングの４スキル
すべてでレベルＡを取らなければ合格をもらえず、レベルＢ以下だっ
たスキルは再受験することになる。例えば、リスニングは、担任と母
親の会話を聞いて、その母親が夫（子どもの父親）に担任との話の内
容を伝える文章を完成させるものだった。要約のスキルも必要となり
頭が混乱した。スピーキングは面接方式で、担任役の私は、学校で
問題のある子どもについての話しの中で、家ではとても良い子だと主
張する母親に理解を求める話をしなければならなかった。図書館に行
けば過去の問題集があり、ある程度準備はできるが、すべてが実践
的な試験で、オーストラリアらしいと思った。　　　　  （三森すみ代）

《多文化社会の学校教育》

Symbol Photo in CJSCN Monthly Newsletter

　私の外国語との関わりは極々普通で、もう 50 年以上昔中学で習い
始めた英語でした。教育に熱心であった母は、YMCA の会話教室に行
かせましたが、教育熱心ではなかった私は２か月でやめて野球に熱中し
て、以来高校 3 年生まで続けました。従って中高生の時に英語にそれ
程興味も抱かず、定期テストでよい点数を取れれば満足でした。テスト
のための勉強は専ら暗記で、定期テストの範囲をともかく丸暗記する為
にノートに書いてそらんじるというやり方で暗記力はあったし単語力もつ
きました。丸暗記も捨てたものではなく、書いて声に出してそらんじる
とゆうことは野球の毎日のバットの素振りのようなものだった様にも思
えます。大学の一般教養の英語の授業の記憶は殆どなく、第 2 言語の
ドイツ語も男性・女性・中性によって動詞も冠詞も変化する面倒くさい
言語だと思っていましたが、後々ラテン語由来の言語は英語以外それが
当たり前だと知りました。
　外国語にはあまり興味なかったのですが中学生の時に海外で働きたい
と漠然と思っていた時期があり就職活動は商社一本で何とか就職出来
ました。希望していた輸出営業部に配属されたのはいいのですが、実際
に読み書きは勿論会話ができるまでには後から自分でも笑ってしまうよ
うな失敗を繰り返し何とか切り抜けました。ON THE JOB TRAINING
で揉まれて仕事をこなし資格試験に合格してヨーロッパの片田舎の駐在
員になりました。中学生の時の思いが叶ったわけです。       （山本周二）

第12回シリーズシリーズ

私と外国語私と外国語

《片田舎にたどり着くまで》

　国際交流の中で不可欠なのは外国語です。しかし、
日本語は他の外国語と比べて、文字も文法も全く違う
言語です。これが私たち日本人にとって外国語を学ぶ
上で大きなハンディキャップとなっています。また古来
から海に囲まれ外国文化に接する機会が少なかったこ
とから、無意識のうちに外国語にコンプレックスを持つ
ようになり、苦手意識を持つのは当然です。

　このような背景のなかで、皆さんはどのようにして外国語に接し学習してい
るのか、苦労話や感じていることを自由に投稿していただきましょう。

Let’ s learn foreign language.
　かつて商用で初めての国や顧客を訪問する
際には、先ずは各所の公衆トイレ事情や企業内
のトイレを観察するのが常であった。それによっ
て公衆道徳の認識度や企業の指針を推し量る
ことができる、つまりトイレにその国の文化、国
民性が集約されているからである。今や世界有
数の経済大国となったＡ国で山水画を彷彿さ
せる有名な景勝地での公衆トイレ…といっても
屋根なし、隣との仕切りだけで、扉もなし、囲い
をしているだけである。排出物は数人分同じ位
置に積み重ねられている。（時折バケツで流され
る由）。用を足している時は丸見え状態である。
ペーパーは新聞紙。排水路を辿れば何と川に垂
れ流しではないか。遠隔地の企業内トイレも一
般的に建物外にあり、
同じような仕組みであ
る。同国ではとにかく人
口が多いため、使用回
転率を高めるため、か
ような簡素な造りにな
っているらしい。
　めざましい経済発展
を遂げているＢ国の某
国際空港では一応西
洋式便座付きトイレで
あるが、便座の脇にホースや水桶があり、用を足
した後、その水と左手を使用しお尻を洗うとい
うスタイルである。これがイスラム教やヒンズー
教では左手は不浄とされ、食事や挨拶には絶対
に使われない所以である。
　世界のトイレにはその国の文化や宗教などの
理由から、独自のルールが存在しているので、先
ずはその国のトイレ事情を知っておく必要があ
る。治安や衛生面を考えると、場所によってはチ
ップも必要となるが、ホテルや高級レストランな
どで、用を足すことが鉄則である。海外では盗難
予防の観点からペーパーが常備されていないこ
とは不思議ではない。日本のトイレはきれいで
衛生的であるだけでなく、ウォシュレットなどの
充実した設備、トイレットペーパーの紙質、プラ
イベート空間の確保、非常ベルの設置、こんな
快適なトイレを無料で使用できる国は、世界の
どこを探しても日本以外にはありえない。排泄
行為は人類の重要なポイントで、この行為をど
のように行うかによってその国の文化水準を図
ることができる。　　　　　　　　（塩屋 裕）

公衆トイレ事情と文化水準
～外国人が驚く日本のトイレ～

　エル ムンド とはスペイン語で「世界」を意味し
ます。国際化の時代にあわせ世界のカルチャー、
ファッション、旅行、ライフスタイル等々がどんどん
変わりつつあります。その中で皆さんが日常生活で
感じたことを題材にとらわれず、自由に投稿してい
ただくという趣旨のコラムです。

　桜の開花が勢いづいてきた 3月
13 日。岸和田城からスタートしてだんじり
会館・城下町の紀州街道を体感するツアー
「岸和田再発見」。参加者は日本人はじめ、
ベトナム・フィリピン・中国出身の日本語

サロン生徒さん、総勢20名。ガイドとして参加した当協会・
F さんの案内のもと、初めて観光スポットに来る人も既に
来た人も一緒に参加のスポット観光ツアーです。
　岸和田育ちの地元愛が伝わる軽快なFさんガイドの饒舌
トークをはさみながらのこのツアーは、岸和田城に数回は

来たことがある筆者の、
まったく知らない岸和田
の面々を見せてくれたの
です。
　「岸和田城は岸和田市
民の寄付によって再建さ
れたので、岸和田市章が
外壁に付いている」「謀
反人・明智光秀の肖像画
は、岸和田の本徳寺にだ
け現存」、「神於山は、

岸和田の小学低学年
の遠足、その後ろに
見える葛城山は、小
学高学年の遠足での
行先」「だんじりはパ
ズルみたいに彫り物
が組み合わさったも
の」。トーンの高い元気なガイドの声に導かれ、ツアーは
岸和田城からだんじり会館、そして紀州街道の練り歩き、
へとどんどん進んでいきます。
　こうした日本語を、サロン生徒の参加者にその都度訳し
て説明をする当協会参加者の K さん。普段は日本語サロ
ンで日本語を教えていますが、岸和田を体で楽しんでもら
えるようにと、だんじり会館で低いだんじり屋根の上の乗
れる体験スペースでは積極的に生徒さんたちと一緒に体
験。家族で参加したフィリピンの女性がツアーの解散前、
早速スマホにプレゼントされただんじりストラップを付けて
くれていたのが印象的でした。
　解散後、それまでずっと気になっていた城下町の和菓子屋
さんに寄ってお土産を買えた、岸和田在住11年目の筆者。
　見事、岸和田再発見、と相成りました。　（虻江詩奈子）

岸和田 再 発見

3 /13
（日）

2022

だんじり会館

お城
集合

　あすなろは英会話中級クラスのクラ
ブ名です。 井上靖の「あすなろ物語」
から命名されたのだろうと、私は推測
しています。明日は檜 (ヒノキ )になろ
うと一生懸命背伸びしている翌檜 ( ア

スナロ)の木。 中級英会話クラスにピッタリの名前です。
　クラブ員は先生に、
「中級の力です」と言
われて入ったのでな
く、自分で中級クラ
スを希望した人の集
まりです。何を持って
中級なのか曖昧なあ
すなろクラブでは、

流暢に話せる人や、なんと
なく理解できると思ってい
る人など幅の広いレベルの
人々が集まっています。 し
かし雰囲気は和気あいあい
です。目標が上級に近づき
たいという向上心が同じだからだと思います。宿題の文面
を渡され、家で単語を調べておけば、何とかついていける
と私は頑張っています。あすなろ物語には、「いくら頑張っ
ても翌檜は翌檜、檜にはなれない。でも何もしなければ、
翌檜にもなれない。」　と書かれています。そうです。所属
することは、すでに翌檜の木。自ずと前向きになってきます。
　皆さんもいらっしゃいませんか。　　　　　　　　（KT）

クラブ紹介

　日本・カリフォルニア姉妹都市ネットワーク（CJSCN）は、
姉妹都市と日本・友好都市関係を支援し、長期的な国際
関係を育み、育成するものです。そして CJSCN は、これ
らの関係を強化する活動を通じて、平和と繁栄を促進する
ことを使命としています。2022 年 5 月現在、日本の都市
とカリフォルニア州の姉妹都市または友好関係にある都市
が109市町村あります。
　岸和田市は 1992 年市制 70 周年を機に地勢や国際空
港 に隣 接する立 地 条 件 が 似ている South San 
Francisco(SSF)と81番目の姉妹都市協定が締結されま

した。そして CJSCN では春季と秋季にオンライン形式の
ワークショップが開催されてきましたが、2022 年度の春
季ワークショップの日程は未定となっています。現状は全て
の姉妹都市組織がパンデミックな COVID-19 の影響を受
け、近い将来に開催されるイベントは殆んどないのが現状
です。岸和田市も本来なら SSF と姉妹都市締結 30 周年
イベントを企画する年度ですが、残念ながらまだ具体化さ
れていません。１日も早く事態が収束され、活発な姉妹都
市交流が出来るよう願っています。　　　　　（広報部会）
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　フィリピン南部のミンダナオ島のダバオ市出身のジャ
ンさんは、来日して3年半、岸和田に暮らし始めたのが
2021年の8月からと、ま
だ岸和田人となって1年も
経っていません。
　フィリピンでは看護師
の資格を持っており、来日
当初は東京で介護の仕事
や、N大病院で内視鏡な
どを扱う看護助手をして
いたとのこと。
「岸和田ではどんな
　お仕事を？」
　ALT(Assistant Language Teacher）として、市内
の小学校4校と中学校1校で外国語指導助手をしていま
す。もともと子どもが好きだったこともあり、日本の子ど
もたちに英語を教える事ができ幸せです。
「日本の学校の印象は？」
国による援助がとても手厚いです。教科書が無料です
し、教室にあるモニターやWifiなどハイテク機器がそろ
っています。そして、給食が美味しく栄養バランスの良い
ことに感激しています。とさすが看護師さん。
「岸和田の印象は？」
岸和田に住み始めてすぐに「だんじり祭」がありました。

フィリピンのダバオ市にもカダヤワン祭りがありますがだ
んじりはとてもエキサイティングでした。桜が満開の岸和
田城や夕日が沈むカンカンベイサイドなどとても美しい所
がたくさんあります。
　普段は自転車で学校まで通っているジャンさんはとて
も行動派で新鮮な野菜を手に入れるため愛彩ランドまで
自転車で行くとのこと。
「これから岸和田でどんなことをしたい？」
　子どもたちが英語でコミュニケーションが取れるよう
に、ALTとして英語を教えてあげたいし、自分も漢字がも
っと読めるように日本語を勉強したいです。
　幼い頃、日本の小さなお土産をおばさんからもらったこ
とが日本への関心のきっかけとなり、ドラゴンボールなど
のアニメで育ったジャンさんのますますの岸和田での活躍
を期待します。　　　　　　　　　 （取材：内田滿弥）

カダヤワン祭り

ジャンさん撮影

岸和田に暮らして ...
　かつては外国の街、岸和田も、住めば都となり今は自分が暮らす我が街岸和田。
そんな国際色豊かな ifa-きしわだの心強いサポーターでもある皆さんに、自分史や
岸和田での暮らしについてお話いただいています。

Living in

KISHIWADA
第 34回

ジャン　マイケル　パーディリア 
Jan Michael Y. Pardillaさん（フィリピン）

の方や高齢の方などにも有効な会話や情報の手
段として、人に優しく（KIND）、易しい（EASY）日
本語のさらなる普及に務めたいと思います。早速
協会組織運営会などをメンバーに編集委員会を
立ち上げました。
　市制施行100周年記念協賛事業として、やさし
い日本語の冊子を編集作成発行し、市の行政窓口
等での活用、市民センター、公民館、小中学校等
での配布、一般市民や会員を対象の講座・交流会
でも活用していけたらと思います。

　３年ぶりに一同に会して、対面での開催となり
ました。新型コロナ感染発生から丸２年以上が経
過しました。やはり終息には最低３年、奈良時代
の天然痘のウイルス感染症では、政治の混乱と多
くの人の犠牲を伴いました。
　昨年度はコロナ感染の拡大・小休止、山あり谷
あり緊急事態宣言、蔓延防止措置の間をぬって、
予定された事業が幾分かは実施できました。機関
誌の定期発行、日本語サロンの開催をはじめ、新
しい試みとしてサロン生の外国の方も参加しての
岸和田再発見観光ツアーなども実現できました。
　岸和田市は今年11月に市制施行100周年を迎
えます。市の誕生の年度内に和泉葛城山のぶな林
が国の天然記念物の指定を受けました。
 ブナ林からのひとしずくは茅ぬの海から太平洋に
つながり岸和田市の海外の都市との友好交流は
広がってきました。中国・アメリカ・韓国そして今
年は？
　今年度は、昨年来取り組んできた『やさしい日
本語』のこと、日本語を理解しない、しにくい外国
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岸和田市国際親善協会

Since 1989

総会開催 ５月７日（土）
2 0 2 2年

ifa-kishiwada.rinku.org

無料配布中

虻江詩奈子・内田満弥・
塩屋 裕・西村紀子・
三森すみ代お問い合わせや感想などは事務局まで

TEL&FAX （072）457-9694
メール kokusai@sensyu.ne.jp
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■２０２２年（令和４年）度年会費納入
今年度の事業推進に際し年会費を納入いただきます
よう、よろしくお願いいたします。
納入方法は下記のいずれかの方法にてお願いします。
    １． 直接、事務局
　　　（岸和田市立文化会館〔マドカホール〕内）で納入
    ２． 口座振込み

編集担当

総 会 総会・経過報告

　２０２２年度の事業指針を決定する総会
が、５月７日（土）南海浪切ホール４F交流
ホールで開催されました。２０２０，２０２１
年度は新型コロナウィルス感染症に伴う「緊急事態宣言」が発令され、感染拡大防止のため中止の止む
なきに至りました。これにより会則に従い総会を書面議決とさせていただきました。今回は感染防止規
制が若干緩和されたとはいえ、会場での換気、対人距離、マスク着用、消毒液配備等々、万全の感染防
止対策を期しての３年ぶりの対面開催となりました。
　総会は井上實会長挨拶及び永野耕平市長等ご来賓祝辞に引き続き、事務局、広報部会、事業部会、日
本語サロン部会より２０２１年度事業報告、並びに同年度決算・監査報告があり、原案通り承認されまし
た。引き続き２０２２年度の事業計画案・予算案についても満場一致で承認されました。
　また当協会が主催する外国人のための日本語サロンにおいて、１０年間に亘り、支援にあたられ、多大
の尽力をされた功績により、緒方理世、荻野昌美、小島祥子、松本光男、山本味香、吉田正博（敬称略）
の方々に感謝状と記念品が贈呈されました。（２面に関連記事を掲載）　　　　　　　　　　（広報部会）

ウクライナ難民義援金
3月24日～5月7日の間、理事会・総会・日本語サロン・クラブ・EOC等で募った義援金
４６，８００円を、岸和田市を通して日本赤十字社へ届けました。ご協力ありがとうございました。

ご 挨 拶 会長 井上 實

■English Open Café
　各国からのゲストをお招きし、英語でプレゼンテーションをして
いただき交流を図ります。
【と　き】９月以外の第３土曜日　１３：３０～１５：３０
【ところ】マドカホール　3F 視聴覚室　
【費　用】無料　＊事務局へお申込みください。
　　　　（先着20名まで受付）
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　１９９２年に移住者としてオーストラリアへ渡った時、日本の教員免
許が有効か NSW（ニューサウスウェールズ）州教育省へ申請した。
国際大学名鑑で、教職課程を履修した出身校が３５,０００以上の蔵書
を保有していると、正式に大学として認められるそうで有効だった。
ところが、英語を公用語としない国で教員免許を取得した者は、実際
に教壇に立つには最終ハードルとして NSW 州政府が実施する英語の
試験を受けなければならなかった。その試験は、English Language 
Skills Assessment Test といい、日本語では英語能力評価試験と
でも訳されよう。これまで受験した英語の試験の中で一番難しかった。
　リスニング、スピーキング、リーディング、ライティングの４スキル
すべてでレベルＡを取らなければ合格をもらえず、レベルＢ以下だっ
たスキルは再受験することになる。例えば、リスニングは、担任と母
親の会話を聞いて、その母親が夫（子どもの父親）に担任との話の内
容を伝える文章を完成させるものだった。要約のスキルも必要となり
頭が混乱した。スピーキングは面接方式で、担任役の私は、学校で
問題のある子どもについての話しの中で、家ではとても良い子だと主
張する母親に理解を求める話をしなければならなかった。図書館に行
けば過去の問題集があり、ある程度準備はできるが、すべてが実践
的な試験で、オーストラリアらしいと思った。　　　　  （三森すみ代）

《多文化社会の学校教育》

Symbol Photo in CJSCN Monthly Newsletter

　私の外国語との関わりは極々普通で、もう 50 年以上昔中学で習い
始めた英語でした。教育に熱心であった母は、YMCA の会話教室に行
かせましたが、教育熱心ではなかった私は２か月でやめて野球に熱中し
て、以来高校 3 年生まで続けました。従って中高生の時に英語にそれ
程興味も抱かず、定期テストでよい点数を取れれば満足でした。テスト
のための勉強は専ら暗記で、定期テストの範囲をともかく丸暗記する為
にノートに書いてそらんじるというやり方で暗記力はあったし単語力もつ
きました。丸暗記も捨てたものではなく、書いて声に出してそらんじる
とゆうことは野球の毎日のバットの素振りのようなものだった様にも思
えます。大学の一般教養の英語の授業の記憶は殆どなく、第 2 言語の
ドイツ語も男性・女性・中性によって動詞も冠詞も変化する面倒くさい
言語だと思っていましたが、後々ラテン語由来の言語は英語以外それが
当たり前だと知りました。
　外国語にはあまり興味なかったのですが中学生の時に海外で働きたい
と漠然と思っていた時期があり就職活動は商社一本で何とか就職出来
ました。希望していた輸出営業部に配属されたのはいいのですが、実際
に読み書きは勿論会話ができるまでには後から自分でも笑ってしまうよ
うな失敗を繰り返し何とか切り抜けました。ON THE JOB TRAINING
で揉まれて仕事をこなし資格試験に合格してヨーロッパの片田舎の駐在
員になりました。中学生の時の思いが叶ったわけです。       （山本周二）

第12回シリーズシリーズ

私と外国語私と外国語

《片田舎にたどり着くまで》

　国際交流の中で不可欠なのは外国語です。しかし、
日本語は他の外国語と比べて、文字も文法も全く違う
言語です。これが私たち日本人にとって外国語を学ぶ
上で大きなハンディキャップとなっています。また古来
から海に囲まれ外国文化に接する機会が少なかったこ
とから、無意識のうちに外国語にコンプレックスを持つ
ようになり、苦手意識を持つのは当然です。

　このような背景のなかで、皆さんはどのようにして外国語に接し学習してい
るのか、苦労話や感じていることを自由に投稿していただきましょう。

Let’ s learn foreign language.
　かつて商用で初めての国や顧客を訪問する
際には、先ずは各所の公衆トイレ事情や企業内
のトイレを観察するのが常であった。それによっ
て公衆道徳の認識度や企業の指針を推し量る
ことができる、つまりトイレにその国の文化、国
民性が集約されているからである。今や世界有
数の経済大国となったＡ国で山水画を彷彿さ
せる有名な景勝地での公衆トイレ…といっても
屋根なし、隣との仕切りだけで、扉もなし、囲い
をしているだけである。排出物は数人分同じ位
置に積み重ねられている。（時折バケツで流され
る由）。用を足している時は丸見え状態である。
ペーパーは新聞紙。排水路を辿れば何と川に垂
れ流しではないか。遠隔地の企業内トイレも一
般的に建物外にあり、
同じような仕組みであ
る。同国ではとにかく人
口が多いため、使用回
転率を高めるため、か
ような簡素な造りにな
っているらしい。
　めざましい経済発展
を遂げているＢ国の某
国際空港では一応西
洋式便座付きトイレで
あるが、便座の脇にホースや水桶があり、用を足
した後、その水と左手を使用しお尻を洗うとい
うスタイルである。これがイスラム教やヒンズー
教では左手は不浄とされ、食事や挨拶には絶対
に使われない所以である。
　世界のトイレにはその国の文化や宗教などの
理由から、独自のルールが存在しているので、先
ずはその国のトイレ事情を知っておく必要があ
る。治安や衛生面を考えると、場所によってはチ
ップも必要となるが、ホテルや高級レストランな
どで、用を足すことが鉄則である。海外では盗難
予防の観点からペーパーが常備されていないこ
とは不思議ではない。日本のトイレはきれいで
衛生的であるだけでなく、ウォシュレットなどの
充実した設備、トイレットペーパーの紙質、プラ
イベート空間の確保、非常ベルの設置、こんな
快適なトイレを無料で使用できる国は、世界の
どこを探しても日本以外にはありえない。排泄
行為は人類の重要なポイントで、この行為をど
のように行うかによってその国の文化水準を図
ることができる。　　　　　　　　（塩屋 裕）

公衆トイレ事情と文化水準
～外国人が驚く日本のトイレ～

　エル ムンド とはスペイン語で「世界」を意味し
ます。国際化の時代にあわせ世界のカルチャー、
ファッション、旅行、ライフスタイル等々がどんどん
変わりつつあります。その中で皆さんが日常生活で
感じたことを題材にとらわれず、自由に投稿してい
ただくという趣旨のコラムです。

　桜の開花が勢いづいてきた 3月
13 日。岸和田城からスタートしてだんじり
会館・城下町の紀州街道を体感するツアー
「岸和田再発見」。参加者は日本人はじめ、
ベトナム・フィリピン・中国出身の日本語

サロン生徒さん、総勢20名。ガイドとして参加した当協会・
F さんの案内のもと、初めて観光スポットに来る人も既に
来た人も一緒に参加のスポット観光ツアーです。
　岸和田育ちの地元愛が伝わる軽快なFさんガイドの饒舌
トークをはさみながらのこのツアーは、岸和田城に数回は

来たことがある筆者の、
まったく知らない岸和田
の面々を見せてくれたの
です。
　「岸和田城は岸和田市
民の寄付によって再建さ
れたので、岸和田市章が
外壁に付いている」「謀
反人・明智光秀の肖像画
は、岸和田の本徳寺にだ
け現存」、「神於山は、

岸和田の小学低学年
の遠足、その後ろに
見える葛城山は、小
学高学年の遠足での
行先」「だんじりはパ
ズルみたいに彫り物
が組み合わさったも
の」。トーンの高い元気なガイドの声に導かれ、ツアーは
岸和田城からだんじり会館、そして紀州街道の練り歩き、
へとどんどん進んでいきます。
　こうした日本語を、サロン生徒の参加者にその都度訳し
て説明をする当協会参加者の K さん。普段は日本語サロ
ンで日本語を教えていますが、岸和田を体で楽しんでもら
えるようにと、だんじり会館で低いだんじり屋根の上の乗
れる体験スペースでは積極的に生徒さんたちと一緒に体
験。家族で参加したフィリピンの女性がツアーの解散前、
早速スマホにプレゼントされただんじりストラップを付けて
くれていたのが印象的でした。
　解散後、それまでずっと気になっていた城下町の和菓子屋
さんに寄ってお土産を買えた、岸和田在住11年目の筆者。
　見事、岸和田再発見、と相成りました。　（虻江詩奈子）

岸和田 再 発見

3 /13
（日）

2022

だんじり会館

お城
集合

　あすなろは英会話中級クラスのクラ
ブ名です。 井上靖の「あすなろ物語」
から命名されたのだろうと、私は推測
しています。明日は檜 (ヒノキ )になろ
うと一生懸命背伸びしている翌檜 ( ア

スナロ)の木。 中級英会話クラスにピッタリの名前です。
　クラブ員は先生に、
「中級の力です」と言
われて入ったのでな
く、自分で中級クラ
スを希望した人の集
まりです。何を持って
中級なのか曖昧なあ
すなろクラブでは、

流暢に話せる人や、なんと
なく理解できると思ってい
る人など幅の広いレベルの
人々が集まっています。 し
かし雰囲気は和気あいあい
です。目標が上級に近づき
たいという向上心が同じだからだと思います。宿題の文面
を渡され、家で単語を調べておけば、何とかついていける
と私は頑張っています。あすなろ物語には、「いくら頑張っ
ても翌檜は翌檜、檜にはなれない。でも何もしなければ、
翌檜にもなれない。」　と書かれています。そうです。所属
することは、すでに翌檜の木。自ずと前向きになってきます。
　皆さんもいらっしゃいませんか。　　　　　　　　（KT）

クラブ紹介

　日本・カリフォルニア姉妹都市ネットワーク（CJSCN）は、
姉妹都市と日本・友好都市関係を支援し、長期的な国際
関係を育み、育成するものです。そして CJSCN は、これ
らの関係を強化する活動を通じて、平和と繁栄を促進する
ことを使命としています。2022 年 5 月現在、日本の都市
とカリフォルニア州の姉妹都市または友好関係にある都市
が109市町村あります。
　岸和田市は 1992 年市制 70 周年を機に地勢や国際空
港 に隣 接する立 地 条 件 が 似ている South San 
Francisco(SSF)と81番目の姉妹都市協定が締結されま

した。そして CJSCN では春季と秋季にオンライン形式の
ワークショップが開催されてきましたが、2022 年度の春
季ワークショップの日程は未定となっています。現状は全て
の姉妹都市組織がパンデミックな COVID-19 の影響を受
け、近い将来に開催されるイベントは殆んどないのが現状
です。岸和田市も本来なら SSF と姉妹都市締結 30 周年
イベントを企画する年度ですが、残念ながらまだ具体化さ
れていません。１日も早く事態が収束され、活発な姉妹都
市交流が出来るよう願っています。　　　　　（広報部会）
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