戸 田を世 界に

ALTによる小学校英語の模擬授業体験
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世 界を戸 田に
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日本語教室開講予定
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1月11日(木)～3月17日(土)
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【日 時】 1月14日
（日）
午後２時～４時
【場所】 さくらパル ２階会議室
【講師】 レイア サンチアゴさん
（フィリピン）
【対象】 小学校英語授業に興味のある人、
小学校までの親子
【定員】 30人 ※費用無料
【申込】 平成30年1月7日
（日）
まで

会報 TiFA

＜木 曜 日＞ 午 後 7:00 ～ 8:30
＜土 曜 日＞ 午 前 10:00 ～ 11:30
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※1月20日
（土）
は休みです。
もうしこ

※いつでも申込みできます。
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:
（戸田市新 曽 南 庁 舎２階）
場所 「さくらパル」
と だ し にいぞ みなみ

国際交流如月茶会 ～本格的な茶室でお茶が体験できます～
【日 時】２月３日
（土）
午前１１時～午後２時
【場所】 文化会館2階 展示室 不言亭
【対象・定員】 市内在住・在勤者50人
【費用】 500円
（お茶一席と点心）
【申込】 平成３０年１月２７日
（土）
までに費用を添えて協会へ

戸田市新曽南 3-1-5

ひ よう

む りょう

費用 : 無料

に ほん ご きょうしつ

TIFA日本語教室

TEL.048-434-5690

お 問 い 合 わ せ
こうざい

と だ し こくさいこうりゅうきょうかい

（公財）
戸田市国際交流協会
（TIFA）

外国人による日本語スピーチコンテスト

「日本語ボランティア養成講座」9月9日（土）さくらパル
～ 外国人に日本語を教えるとは…日本語教育をはじめよう！～

火～日曜 8：45～17：30
TEL 048-434-5690
FAX 048-441-0170

【日 時】２月２５日
（日）
午後１時３０分～３時３０分
【場所】 さくらパル ２階会議室
【内容】 日本で暮らして感じたことなどをテーマに話す
【対象】 市内及び近隣市に在住・在勤・在学し、
日本語を母語としない中学生以上の人
【定員】 10人
【申込】 平成３０年1月13日(土)までに申込書を協会へ

▼メール

tifa@msc.biglobe.ne.jp

▼ホームページ

http://www1a.biglobe.ne.jp/tifa

▼フェイスブック
https://www.facebook.com/toda.tifa

TiFAボランティア募集

☆広報ボランティア☆

会報紙TiFA：年４回発行
TIFAイベント取材・企画・編集

私達と一緒に
「ＴiＦＡ」
を作ってみませんか？外国人の方も歓迎です。申込みは協会までご連絡ください。

Join us for publishing the
information magazine "TiFA"
as a volunteer?
Everybody is welcome.
Please call TIFA if you are
interested in our activities.

欢迎外国朋友与我们一起
编辑会报「TiFA」。
招募志愿者。
恭候您的光临！
请致电交流协会。

ブルーライオン イングリッシュ
English for all children

・未就園児～中学生まで外国人講師と楽しくレッスン♪英検・Jr.英検も当校で受験可能
・2歳児からの「プリスクールクラス（母子分離）
」1ヵ月間お試しコース受付中
・新規開講『大人の英会話入門』火曜日13:00～13:50、
ダリア先生が担当します！

☆ 無料体験のお申込、お問合わせは ☆
戸田市上戸田3-26-21

TIFAとさくらパル

0120-025-815

常葉ビル1F
（上戸田郵便局並び）

休館日のお知らせ

4

우리와 함께 「ＴiＦＡ」를
만들어 보지 않겠습니까?
외국분도 환영합니다.
신청은 협회에서 받겠습니다.
관심이 있으신 분은
협회로 연락을 주십시오.
◇◆編集後記◆◇
2020年のオリンピック開催に向け
て、日本はますます国際化がすすむとさ
れています。それは戸田市も同じこと。
いまや戸田市在住外国人は、市内人口
の約5％、ご近所の20人に1人が外国
人という現状。そして近隣の市では、全
国的にも在住外国人の割合が高い川
口市だったり、国内2000人在住とされ
るクルド人の内1300人のクルド人がコ
ミュニティを作る蕨市は“ワラビスタン"
との愛称で呼ばれたりもしています。今
後数年で更に身近で顕著になってくる
この国際化に対してイタズラに怖がら
ず、お互いの文化を尊重し合える多文
化共生社会の実現が必要不可欠では
ないでしょうか。
（CIMA）

12月16日（土）
・17日（日）は電気設備点検により、全館休館になります。

講演後の質疑応答も、
とても活発でした

荒川洋平先生
（東京外国語大学教授）

戸田市の日本語教室では、年に数回、
ボランティアの勉
強とスキルアップのため、
「日本語ボランティア養成講座」
を
開催しています。
テーマは、
その時々によって違い、講演
（講義）
形式や、講
演とグループに分かれてのディスカッションを組み合わせた形
式などいろいろあり、今回は講演形式で行いました。
『日本語
ボランティア養成のための講演・講義を机に座って2時間も
受ける』
ことになると、堅苦しいものと思われるかも知れません
が、決してそんなことはありませんでした。
講師の荒川洋平先生（東京外国語大学 大学院国際日
本学研究院/教授）
の問い掛けを交えてのお話しは、楽しく、
説得力があり、
とても有意義な内容でした。
「外国人に日本
語を教えるとは－日本語教育をはじめよう
！」
をテーマに、世界
と日本の日本語教育の現状から、外国人にとっての日本語
の難しさ・簡単さ、
そして、学習者にとって意味のある学習の
作り方など、多岐にわたったお話をしていただきました。
ボランティアをされていない一般の方には分かりやすく興
味深いものに、
また既にボランティアをしている人にとっては、
自分たちの目の前の活動を思い起こすことができて、
すぐに
応用できる内容がたくさんありました。

少しだけ、
その一端をご紹介すると、
・シラバスとカリキュラムの違い
・外国人の学習者にとって難しいのは、
「 漢字」、
「 敬語」、
「動詞
（の後ろが長くなること）」
・逆にやさしいのは、動詞の変化
（の一部）
・会話が6ターン
（会話のキャッチボールが6回）続く機会
が、一回の学習の中で7、8回あると学習者の満足度が
高くなる
・ゼロベース
（まったく日本語ができない）
の学習者に講義
形式で教える際のテクニック、考え方
・日本語教育と国語教育の違い
などがありました。
参加したボランティアの皆さんは、今回の講座で気付かさ
れたことやノウハウを、
これからの活動に生かしていくことにな
るでしょう。
また、参加された一般の方々は、
日本語教育、
日本
語ボランティアへの理解が深まったと思います。
ご講演いた
だいた荒川洋平先生には、改めて感謝いたします。
※「日本語ボランティア養成講座」は、
ボランティア以外に、
日本語ボランティアに興味のある方も参加できます。
ご興味のある方は、今後ぜひご参加ください。

協会賛助会員随時募集中
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あなたもはじめませんか？笑顔のコミュニケーション

秋の活動報告
「ニュージーランド（ＮＺ）を見てみれば」

地域との連帯事業

【10月１日 ～国際理解講座～】

市民大学認定講座

戸田市の友好都市・姉妹都市について学ぶ

【10月7日 教育センター】

歴史・食べ物・文化やスポーツまで、
クイズを交え英語で説明しました。
受講者からの感想
・ニュージーランドのことを全然知らなかったので、
ピーターさんのお話を
聞けて、大変良かったです。

★

・NZについて、大変参考になりました。目的の英語の勉強にもなりました。
・ビデオ、
クイズなど、
あきない内容で楽しかったです。英語を聞くチャンス
が少ないので、興味を持って参加しました。全部は理解できませんが、

聞き入った参加者の皆さん

勉強になりました。
・知らなかったNZの基本的なことを学べたのが良かったです。NZの英
語の違いも勉強になりました。
・NZのことがすごく分かりました。歴史もより理解できたし、私自身子育
て中なので、
日本の教育との違いなどもとても興味深かったです。
・語学をもっと理解すればより楽しめる講習だったと感じました。最後の
ムービー、
とてもよかったです。ニュージーランドに行ってみたくなりました。

中央の男性は講師のピーター・カラムさん

おもてなしの英語

韓国語講座（全5回）

【10月15日】

地域の取組から、東京2020大会を盛
り上げていきましょう！
東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会が世界中から注目が集まり、
こ
の絶好の機会を生かして、
日本の文化・芸
術の魅力を世界に発信していくことが求
められます。訪日外国人の対応などの観
点から、多言語による対応が更に必要と
なるため、国際ボランテイア委員会の主
催で講座「おもてなしの英語」
を開催しま
した。

中国語講座（全8回）

【10月20日～11月24日】

【10月25日～12月13日】

５回にわたって、
「 韓国語講座」
が開催
されました。学習者の多くは韓国が大好
きで、年に数回、韓国を旅行している方、
これから行こうとする方など様々。あいさ
つ、自己紹介、買い物、
レストランなどの
シーンでの会話を中心として、学習したほ
か、韓国ドラマ、
アーティスト、民謡などの
話題にも広がり、楽しく勉強ができました。
覚えたフレーズを今度、本場韓国で実践
してみよう！

ワールドクッキング（ブラジル）

国際交流サロン ～秋の料理～

【10月29日 福祉保健センター 調理実習室】

【10月14日 障害者福祉会館】

「ワールドクッキング～ブラジル料理教室～」
が開催されました。
ムケッカ
（海鮮シチュー）
、
パルミット
（ヤシの新芽）
のサラダ、
ブリガデイロ
（チョコ風味のデザート）
の３品を作りました。

ワンナイトステイ受入家庭募集中

今年も、
「中国語講座」
を開催しています。
日本語と中国語の違い、発音からじっく
り勉強しています。言葉の学習だけでな
く、講義の合間に紹介される歴史や中国
の日常生活・食べ物の話は興味深いもの
ばかりです。参加した理由は、皆さん様々
ですが、仕事で使うため覚えたいという方
も多く、発音練習にも熱が入ります。講座
終了後の12月16日
（土）
に予定している
交流会では、早速、学習した中国語で会
話を楽しみましょう。
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秋の味覚サツマイモの天ぷらや、鶏のから揚げ、野菜の
煮物などを作りました。仕上げは、
お弁当風に盛り付けて
完成です。みんなで美味しくいただきました。

協会事務局

TEL 048-434-5690

中国 開封市

戸田市と○○市の特別な関係

オーストラリア リバプール市

10月7日、教育委員会事務局生涯学
習課
（戸田市民大学事務局）
主催の
【市
民大学認定講座】市民企画講座「戸田
市と〇〇市との特別な関係」に、戸田市
国際交流協会から職員２名が講師として
参加し、友好都市である中国・開封市と
姉妹都市であるオーストラリア・リバプール
市について紹介しました。
戸田市は、開封市とは1984年8月21
日に友好都市関係を締結し、
リバプール
市とは1992年10月1日に姉妹都市関係
を提携しました。その後、
それぞれ33年、
25年を経過し、両市とも幅広い分野で交
流をしており、大きな成果を収めています。

講座では、
それぞれの都市に関する説
明から、締結・提携に至る経緯、交流の歴
史、都市交流のメリット、今後の展望と
いった内容で行われ、受講された皆さん
は、
スクリーンに映し出された写真等を見
ながら興味深く、聞き入っていました。

これからも、戸田市国際交流協会は、地
域の活動に参加し、海外の諸都市及び市
内在住外国人との積極的な市民交流など
を行うことにより、市民の国際意識の高
揚、
自主的な文化活動の促進及び文化
的な地域交流活動に寄与していきます。

戸田市の中学生とリバプール市長

開封市 有名な菊祭り

戸田市教育の日「地域ふれあい体験学習講座」

【10月28日 戸田中学校】

中学校学校公開日に、戸田第一小学校と戸田南小学校の生
徒も参加し、800人以上が28の講座をそれぞれ体験しました。協
会職員は中国語講座を担当し、以下に紹介しているのは、
その
「中国語講座」
に参加した生徒からの感想文です。
（原文）
春
処
夜
花

まず発音から身につけよう
2年2組 古川 奈都実
今回、私が中国語を選んだ理由は、戸田市国際交流協会の「戸
田市青少年代表団海外交流派遣事業」に参加したことがきっかけ
で、
この事業で知り合ったホストファミリーと会話したり、中国の文化
や民族の数などをもっと知りたかったからです。青少年海外派遣事
業の事前研修で何回か習いましたが、今回の講座で発音の仕方や
中国の文化について詳しく知ることができ、
とても楽しかったです。特
に良かったと感じることは中国語の発音、
自己紹介、
そして何より講
師の楊さんとの再会です。
これからも積極的に中国語を勉強したい
と思います。
より詳しく教えていただきありがとうございました。
広報ボランテイア募集
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春暁
眠
処
来
落

不
聞
風
知

孟 浩然

覚
啼
雨
多

暁
鳥
声
少

春眠 暁を覚えず、
処処啼鳥を聞く、
夜来風雨の声、
花落つること知る多少。

1年6組 熊木 七実
今回のふれあい体験講座で私は中国語を第一希望に
しました。理由は私はもともと中国語に興味があったからで
す。講座では、最初に中国の一般的な知識を教えてもらい
ました。
その次に、中国語のあいさつや、簡単な日常会話な
どを教えてもらいました。自分の名前を中国語で言った時、
呼び方がまったく違ったので、
びっくりしました。最後に「春
眠暁を覚えず」
という詩をみんなで中国語で読みました。中
国語は発音が難しく、話しにくいけど、
これからこの経験を活
かし、中国語を学んでみたいです。
日本語教室ボランテイア募集

