
 

                         

 

FAX

 

 

 

藤沢市生涯学習大学による

市役所本館８階で開催された。

生涯学習課が企画したもので、前半はやさしい日本語ツーリズム研究会の吉開章氏が「やさしい日本

語のおもてなしという題で講義、後半は参加者が６グループに分かれてワークショップを行った。参

加者は講義で学習したことを基に、「近くの行事に誘ってみましょう・日帰り旅行（ドライブ）に誘っ

てみましょう」等のテーマで、

のだった。参加者は最初の

も弾み

このワークショップには、日本語友の会から外国人を含む９人が協力者として参加した。（

参加者：

     

＜講座資料

１．２０２０年オリパラに向けた多言語対応の一つとしても「やさしい日本語」が注目されているという。東

京都ＨＰに参考資料として次のような文が載っている。

 「やさしい日本語」とは、普通の日本語よりも簡単で、外国人にもわかりやすい日本語のことです。１９９

５年１月の阪神・淡路大震災では、日本人だけでなく日本にいた多くの外国人も被害を受けました。その中

には、日本語も十分に理解できず必要な情報を受け取ることができない人もいました。そこで、そうした人

たちが災害発生時に適切な対応が

い日本語」は、災害時のみならず平時における外国人への情報提供手段としても研究され、行政情報や生活

情報のニュース発信など、全国的に様々な分野で取組が広がっています。

２．これから大事なのは、外国の人にわかりやすい「やさしい日本語」を話すことです。

  「やさしい日本語」を話すときは、
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１．２０２０年オリパラに向けた多言語対応の一つとしても「やさしい日本語」が注目されているという。東

「やさしい日本語」とは、普通の日本語よりも簡単で、外国人にもわかりやすい日本語のことです。１９９

５年１月の阪神・淡路大震災では、日本人だけでなく日本にいた多くの外国人も被害を受けました。その中

には、日本語も十分に理解できず必要な情報を受け取ることができない人もいました。そこで、そうした人

とれるように考え出されたのが「やさしい日本語」の始まりです。「やさし

い日本語」は、災害時のみならず平時における外国人への情報提供手段としても研究され、行政情報や生活

になります。  

２９２９２９２９    号号号号    
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しい日本語講座」が６月２０日（水）、

同講座は、オリンピック・パラリンピック応援コース第１弾として

生涯学習課が企画したもので、前半はやさしい日本語ツーリズム研究会の吉開章氏が「やさしい日本

語のおもてなしという題で講義、後半は参加者が６グループに分かれてワークショップを行った。参

加者は講義で学習したことを基に、「近くの行事に誘ってみましょう・日帰り旅行（ドライブ）に誘っ

回ってくる外国人とやさしい日本語で会話をするというも

緊張して与えられた５分が長く感じられたが、慣れるにつれて会話

ストップの合図があってもなかなか止まらなくなるほど外国人との会話を楽しんだようだ。  
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５年１月の阪神・淡路大震災では、日本人だけでなく日本にいた多くの外国人も被害を受けました。その中

には、日本語も十分に理解できず必要な情報を受け取ることができない人もいました。そこで、そうした人

とれるように考え出されたのが「やさしい日本語」の始まりです。「やさし

い日本語」は、災害時のみならず平時における外国人への情報提供手段としても研究され、行政情報や生活
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  ☆「やさしい日本語」の心がけ ～言葉選びのポイント～ 

    ○敬語は使わない。 「です・ます」を使う 

       どこに行かれますか？ → どこに行きますか？ 

    ○和語を使う。漢語とカタカナ英語はできるだけ避ける 

       開始します → 始めます 

       エレベータ、カーテンなど他に言い換えられないものは OK 

    ○擬音語・擬態語（オノマトペ）は避ける 

       がんがん、しとしと、どきどきなど 

    ○方言は避け、共通語で話す         自動翻訳も、共通語でないと使えない 

 

３．「やさしい日本語」には、ゆめがあります。と「やさしい日本語ツーリズム研究会」は言う。更に、  

  日本にいても外国の人に会うことが多くなりました。日本人は、「外国人は英語を話す」と思いま

すが、日本で外国の人と話すとき、いちばん伝わるのは、日本語です。英語でなくていいんです。  

日本のあちこちで、こどもからおとしよりまで、日本人と外国人が気持ちを通わせる。それが「や

さしい日本語」のゆめです。日本で外国の人と話すとき、いちばん伝わりやすいのは日本語です。  

  との提言もあった。  

 

☆今回のおもてなしのための「やさしい日本語講座」は、日本語友の会の教室で生徒と向き合

っている日本語ボランティアの先生方にとっても、授業で使っている日本語が「外国人にとっ

て分かりやすい、  やさしい日本語」になっているか振り返る良い機会を与えてもらったよう

に感じた。  

 

 

２０１８（平成３０）年６月２日（土）１７時、東勝寺客殿において第８回通常総会が開催された。

今回は「定款の変更」や「役員の改選」、お泊り会の検討等があり活発な協議が行われた。  

審議事項と議決結果は以下の通り。①定款の変更：稲川理事より定款変更の内容と背景を説明した後

採決し、2018 年 10 月 1 日より貸借対照表を法人事務所に掲示する方法にて公告するように定款を変

更する事を全会一致で承認。②役員改選：黒澤理事より本年が理事改選時期となることを説明、その

上で、堀千鶴理事の退任と和田健理事並びに岩崎公監事の新任について採決が行われ、全会一致で承

認。引き続き、③2017 年度 事業報告、④2017 年度 収支報告、⑤2017 年度 監査報告、⑥2018

年度 事業報告、⑦2018 年度 収支計画が全会一致で承認された。  

最後に、⑧議事録署名人選任が審議され、本総会の議事録署名人として正会員の中から、神山史氏並

びに石渡裕司氏が選任された。総会閉会後、懇親会が開かれ様々な意見交換や情報交換が活発に行わ

れた。  

 

 

NPO 法人地球市民友の会には、東勝寺を会場として行っている日本語友の会、湘南台公民館を会場と

して行っている MINTOMO 日本語教室とスペイン語教室の３教室があり、日本語指導や学習支援の

活動を行っている。しかし、“TERRA とも”という同じ屋根の下で活動していながらも、関係者同士

お互いに顔を合わせる機会が少ない。それを補う目的で年に一度、“TERRA とも交流会”を開催して

きた。交流会では、それぞれの活動の成果や課題等について話し合い、情報交換ができる大変有意義

な懇親の場ともなっている。  

スペイン語教室との交流会は５月２６日（土）、ＭＩＮＴＯＭＯ教室との交流会は６月の１６日（土）

に、菊華大飯店飲茶館において開催された。  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月１

している

とにより相互理解を図る事業」として実施してきたものである。坐禅や清掃、

ーメン、花火等を楽しむことができる。「お寺で共に遊び、活動し、食事をし、泊まる」宿泊体験行事

は今の時代の子どもたちにとっては、なかなか貴重な体験ができる場ということで参加経験者から毎

年好評をいただいている。今年度

いの一つである「国際理解」の心を育む学びの時間として用意したものである（保護者も参加可）。ま

た、泊まらないが「

されている
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 ご挨拶と回想録ご挨拶と回想録ご挨拶と回想録ご挨拶と回想録

¡Hola!

いたのに、いつの間にか古株ボランティアになってしまいました。今となっては町での生活に慣れま

したが、始めは大変だったなぁと思い出します。

 ①健康に生活をすること健康に生活をすること健康に生活をすること健康に生活をすること

も眠れず、朝は汗びっしょりで息苦しく感じて起き、頭も汗疹だらけ。大雨の年にあたってしまった

ので、毎晩窓から入る雨で部屋には水たまり、壁や天井は一面カビ。窓を閉めても入ってくるコオロ

ギを毎晩

たら膀胱炎のようになる。キツイなと思った時もありましたが、町で良くしてくれる人々にとっては

この生活が普通で、それを大変だと思ったら失礼だなと思い直し、克服しました！

 ②②②②仕事をすること仕事をすること仕事をすること仕事をすること

りや食べてばかりでモチベーションが低い同僚。ボランティアはいらないのではないか、日本で仕事

をした方が社会の役に立つのではないかと思うことも何度もありました。しかし、予定通りに行かな

いのが当たり前、予定通りにいったら奇跡。自分にできることをやれば良い、と考えることにしまし

た。何でも考え方を変えれば前向きになれるものです！

 そして私は

する仲間、民族楽器のグループの仲間が私を必要と

してくれています。仕事後、

しく感じる時も、楽器の練習をしているとあっとい

う間に時間が過ぎてしまいます。音楽のおかげで今

までここで生活して来れた、町の人と交流すること

ができました。

辛い日々もありましたが、町の人から学んだこと、

そして育んだ友情がとても大きく、協力隊に参加し

て本当に良かったと思います
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¡Hola!こんにちは。任期も残り

いたのに、いつの間にか古株ボランティアになってしまいました。今となっては町での生活に慣れま

したが、始めは大変だったなぁと思い出します。

健康に生活をすること健康に生活をすること健康に生活をすること健康に生活をすること

も眠れず、朝は汗びっしょりで息苦しく感じて起き、頭も汗疹だらけ。大雨の年にあたってしまった

ので、毎晩窓から入る雨で部屋には水たまり、壁や天井は一面カビ。窓を閉めても入ってくるコオロ

ギを毎晩 60 匹退治する日々。水不足で役場のトイレの水もなく、トイレに行

たら膀胱炎のようになる。キツイなと思った時もありましたが、町で良くしてくれる人々にとっては

この生活が普通で、それを大変だと思ったら失礼だなと思い直し、克服しました！

仕事をすること仕事をすること仕事をすること仕事をすること

りや食べてばかりでモチベーションが低い同僚。ボランティアはいらないのではないか、日本で仕事

をした方が社会の役に立つのではないかと思うことも何度もありました。しかし、予定通りに行かな

いのが当たり前、予定通りにいったら奇跡。自分にできることをやれば良い、と考えることにしまし

た。何でも考え方を変えれば前向きになれるものです！

そして私は音楽音楽音楽音楽

する仲間、民族楽器のグループの仲間が私を必要と
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しく感じる時も、楽器の練習をしているとあっとい

う間に時間が過ぎてしまいます。音楽のおかげで今

までここで生活して来れた、町の人と交流すること

ができました。

辛い日々もありましたが、町の人から学んだこと、

そして育んだ友情がとても大きく、協力隊に参加し

て本当に良かったと思います
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たら膀胱炎のようになる。キツイなと思った時もありましたが、町で良くしてくれる人々にとっては
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をした方が社会の役に立つのではないかと思うことも何度もありました。しかし、予定通りに行かな

いのが当たり前、予定通りにいったら奇跡。自分にできることをやれば良い、と考えることにしまし

た。何でも考え方を変えれば前向きになれるものです！

音楽音楽音楽音楽に救われています。聖歌隊で演奏

する仲間、民族楽器のグループの仲間が私を必要と

してくれています。仕事後、

しく感じる時も、楽器の練習をしているとあっとい

う間に時間が過ぎてしまいます。音楽のおかげで今

までここで生活して来れた、町の人と交流すること

ができました。  

辛い日々もありましたが、町の人から学んだこと、

そして育んだ友情がとても大きく、協力隊に参加し

て本当に良かったと思います
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◎８月の日本語教室は、
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から 2 年間、ペルー

こんにちは。任期も残り 3 か月！ペルーに着いた当初

いたのに、いつの間にか古株ボランティアになってしまいました。今となっては町での生活に慣れま

したが、始めは大変だったなぁと思い出します。

健康に生活をすること健康に生活をすること健康に生活をすること健康に生活をすること     当初は衛生面が原因か、食べ物にあたって毎月熱で寝込む。夏は暑くて夜

も眠れず、朝は汗びっしょりで息苦しく感じて起き、頭も汗疹だらけ。大雨の年にあたってしまった

ので、毎晩窓から入る雨で部屋には水たまり、壁や天井は一面カビ。窓を閉めても入ってくるコオロ

匹退治する日々。水不足で役場のトイレの水もなく、トイレに行

たら膀胱炎のようになる。キツイなと思った時もありましたが、町で良くしてくれる人々にとっては

この生活が普通で、それを大変だと思ったら失礼だなと思い直し、克服しました！

同僚と予定を立てても約束は守られず、仕事が全く進まない。仕事中もおしゃべ

りや食べてばかりでモチベーションが低い同僚。ボランティアはいらないのではないか、日本で仕事

をした方が社会の役に立つのではないかと思うことも何度もありました。しかし、予定通りに行かな

いのが当たり前、予定通りにいったら奇跡。自分にできることをやれば良い、と考えることにしまし

た。何でも考え方を変えれば前向きになれるものです！

に救われています。聖歌隊で演奏

する仲間、民族楽器のグループの仲間が私を必要と

してくれています。仕事後、部屋に帰って１人で寂

しく感じる時も、楽器の練習をしているとあっとい

う間に時間が過ぎてしまいます。音楽のおかげで今

までここで生活して来れた、町の人と交流すること

辛い日々もありましたが、町の人から学んだこと、

そして育んだ友情がとても大きく、協力隊に参加し

て本当に良かったと思います♫ 
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いたのに、いつの間にか古株ボランティアになってしまいました。今となっては町での生活に慣れま

したが、始めは大変だったなぁと思い出します。
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ので、毎晩窓から入る雨で部屋には水たまり、壁や天井は一面カビ。窓を閉めても入ってくるコオロ

匹退治する日々。水不足で役場のトイレの水もなく、トイレに行

たら膀胱炎のようになる。キツイなと思った時もありましたが、町で良くしてくれる人々にとっては

この生活が普通で、それを大変だと思ったら失礼だなと思い直し、克服しました！

同僚と予定を立てても約束は守られず、仕事が全く進まない。仕事中もおしゃべ

りや食べてばかりでモチベーションが低い同僚。ボランティアはいらないのではないか、日本で仕事

をした方が社会の役に立つのではないかと思うことも何度もありました。しかし、予定通りに行かな

いのが当たり前、予定通りにいったら奇跡。自分にできることをやれば良い、と考えることにしまし

た。何でも考え方を変えれば前向きになれるものです！

に救われています。聖歌隊で演奏

する仲間、民族楽器のグループの仲間が私を必要と

部屋に帰って１人で寂

しく感じる時も、楽器の練習をしているとあっとい

う間に時間が過ぎてしまいます。音楽のおかげで今

までここで生活して来れた、町の人と交流すること

辛い日々もありましたが、町の人から学んだこと、

そして育んだ友情がとても大きく、協力隊に参加し
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いたのに、いつの間にか古株ボランティアになってしまいました。今となっては町での生活に慣れま

したが、始めは大変だったなぁと思い出します。  

当初は衛生面が原因か、食べ物にあたって毎月熱で寝込む。夏は暑くて夜

も眠れず、朝は汗びっしょりで息苦しく感じて起き、頭も汗疹だらけ。大雨の年にあたってしまった

ので、毎晩窓から入る雨で部屋には水たまり、壁や天井は一面カビ。窓を閉めても入ってくるコオロ

匹退治する日々。水不足で役場のトイレの水もなく、トイレに行

たら膀胱炎のようになる。キツイなと思った時もありましたが、町で良くしてくれる人々にとっては

この生活が普通で、それを大変だと思ったら失礼だなと思い直し、克服しました！

同僚と予定を立てても約束は守られず、仕事が全く進まない。仕事中もおしゃべ

りや食べてばかりでモチベーションが低い同僚。ボランティアはいらないのではないか、日本で仕事

をした方が社会の役に立つのではないかと思うことも何度もありました。しかし、予定通りに行かな

いのが当たり前、予定通りにいったら奇跡。自分にできることをやれば良い、と考えることにしまし

た。何でも考え方を変えれば前向きになれるものです！

に救われています。聖歌隊で演奏

する仲間、民族楽器のグループの仲間が私を必要と

部屋に帰って１人で寂

しく感じる時も、楽器の練習をしているとあっとい

う間に時間が過ぎてしまいます。音楽のおかげで今
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か月！ペルーに着いた当初、私たちは新米ボランティアだと思って

いたのに、いつの間にか古株ボランティアになってしまいました。今となっては町での生活に慣れま

当初は衛生面が原因か、食べ物にあたって毎月熱で寝込む。夏は暑くて夜

も眠れず、朝は汗びっしょりで息苦しく感じて起き、頭も汗疹だらけ。大雨の年にあたってしまった

ので、毎晩窓から入る雨で部屋には水たまり、壁や天井は一面カビ。窓を閉めても入ってくるコオロ

匹退治する日々。水不足で役場のトイレの水もなく、トイレに行

たら膀胱炎のようになる。キツイなと思った時もありましたが、町で良くしてくれる人々にとっては

この生活が普通で、それを大変だと思ったら失礼だなと思い直し、克服しました！

同僚と予定を立てても約束は守られず、仕事が全く進まない。仕事中もおしゃべ

りや食べてばかりでモチベーションが低い同僚。ボランティアはいらないのではないか、日本で仕事

をした方が社会の役に立つのではないかと思うことも何度もありました。しかし、予定通りに行かな

いのが当たり前、予定通りにいったら奇跡。自分にできることをやれば良い、と考えることにしまし

た。何でも考え方を変えれば前向きになれるものです！  
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１８日（土）
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日、２５日

                                                                         

～   

タンボグランデ町役場経済開発課

私たちは新米ボランティアだと思って

いたのに、いつの間にか古株ボランティアになってしまいました。今となっては町での生活に慣れま

当初は衛生面が原因か、食べ物にあたって毎月熱で寝込む。夏は暑くて夜

も眠れず、朝は汗びっしょりで息苦しく感じて起き、頭も汗疹だらけ。大雨の年にあたってしまった

ので、毎晩窓から入る雨で部屋には水たまり、壁や天井は一面カビ。窓を閉めても入ってくるコオロ

匹退治する日々。水不足で役場のトイレの水もなく、トイレに行

たら膀胱炎のようになる。キツイなと思った時もありましたが、町で良くしてくれる人々にとっては

この生活が普通で、それを大変だと思ったら失礼だなと思い直し、克服しました！

同僚と予定を立てても約束は守られず、仕事が全く進まない。仕事中もおしゃべ

りや食べてばかりでモチベーションが低い同僚。ボランティアはいらないのではないか、日本で仕事

をした方が社会の役に立つのではないかと思うことも何度もありました。しかし、予定通りに行かな

いのが当たり前、予定通りにいったら奇跡。自分にできることをやれば良い、と考えることにしまし
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日（土） 場所：湘南台公民館

）6 時半開会

日の３日間です！
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場所：湘南台公民館

時半開会 場所：東勝寺

の３日間です！

                                                                          

田崎丸美  

で活動中） 

私たちは新米ボランティアだと思って

いたのに、いつの間にか古株ボランティアになってしまいました。今となっては町での生活に慣れま

当初は衛生面が原因か、食べ物にあたって毎月熱で寝込む。夏は暑くて夜

も眠れず、朝は汗びっしょりで息苦しく感じて起き、頭も汗疹だらけ。大雨の年にあたってしまった

ので、毎晩窓から入る雨で部屋には水たまり、壁や天井は一面カビ。窓を閉めても入ってくるコオロ

きたくなくて我慢して

たら膀胱炎のようになる。キツイなと思った時もありましたが、町で良くしてくれる人々にとっては

同僚と予定を立てても約束は守られず、仕事が全く進まない。仕事中もおしゃべ

りや食べてばかりでモチベーションが低い同僚。ボランティアはいらないのではないか、日本で仕事

をした方が社会の役に立つのではないかと思うことも何度もありました。しかし、予定通りに行かな

いのが当たり前、予定通りにいったら奇跡。自分にできることをやれば良い、と考えることにしまし

日（日）場所：東勝寺    

１９日１２：００～

（地球市民友の会は今年度参加せず） 

藤沢駅北口 

日（土）６時半：菊華大飯店

場所：湘南台公民館 

場所：東勝寺

の３日間です！ 

 

 

私たちは新米ボランティアだと思って

いたのに、いつの間にか古株ボランティアになってしまいました。今となっては町での生活に慣れま

当初は衛生面が原因か、食べ物にあたって毎月熱で寝込む。夏は暑くて夜

も眠れず、朝は汗びっしょりで息苦しく感じて起き、頭も汗疹だらけ。大雨の年にあたってしまった

ので、毎晩窓から入る雨で部屋には水たまり、壁や天井は一面カビ。窓を閉めても入ってくるコオロ

きたくなくて我慢して

たら膀胱炎のようになる。キツイなと思った時もありましたが、町で良くしてくれる人々にとっては

同僚と予定を立てても約束は守られず、仕事が全く進まない。仕事中もおしゃべ

りや食べてばかりでモチベーションが低い同僚。ボランティアはいらないのではないか、日本で仕事

をした方が社会の役に立つのではないかと思うことも何度もありました。しかし、予定通りに行かな

いのが当たり前、予定通りにいったら奇跡。自分にできることをやれば良い、と考えることにしまし

    

１９日１２：００～        

日（土）６時半：菊華大飯店 

場所：東勝寺 

    


