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横浜市国際学生会館ニュース

学生会館のマスコット
ラブアースベア

横浜市国際学生会館は、留学生等への宿泊施設の提供と市民の国際理解を目的として横浜市が開設し、
公益財団法人横浜市国際交流協会が指定管理者として管理・運営しています。
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　５月に開催したイランの留学生による文化講座で、「国
の形を動物に例えると何でしょう」との問いかけがあり
ました。フィンランドはウサギ、南アフリカはサイ、日
本はタツノオトシゴです。最後にイランは、座っている
ネコと紹介され、参加者一同が納得。講義は自然とペル
シャ猫の話に移りました。
　学生会館の近くにも動物に例えられた川があります。
東京都町田市を源流とする全長42.5kmの鶴見川です。
流域の形が、動物のバクに似ていることから、「バクの川」
として親しまれています。鶴見川は流域の市街化が進ん
でいて、水害が起こりやすい川です。緑地の保全や調整
池の設置など、雨を一気に川へ流さないための流域対策
や、ポンプ場の整備などの下水道対策が進められてきま
した。
　洪水対策の一つとして整備されたのが、鶴見川多目的
遊水地（横浜市港北区）です。周辺を堤防で囲み、その一
部を低くします。洪水時、水をここから遊水地内に流入

させて一時溜め、鶴見川があふれるのを防ぎます。そして、
洪水が去った後で排水門から鶴見川に水を戻すことで、
下流域への洪水被害を低減させる機能を持っています。
遊水地内には日産スタジアムを中心とした新横浜公園が
整備され、市民の皆さんの身近なスポーツレクリエーショ
ンの拠点として賑わっています。実は、新横浜公園の形
を基にキャラクターが誕生しています。公園の特徴であ
る芝生に体が覆
われた芝犬（し
ばいぬ）です。
　鶴見区のワッ
くんは、区の形
がワニの横顔に
似ているからだ
そうです。ご存
じでしたか？

　イランを訪れたことのある方はいらっしゃいますか？　

学生会館では、イラン文化講座を５月29日（土）に開催しま

した。日本と同じように四季折々の色とりどりの景色があ

ることや、とても長い歴史を持つ国だということなどを、イ

ラン出身の留学生タバシさん（来日1年半）が、日本語で私

たちに丁寧に分かりやすく説明してくれました。

　当日は、イラン文化センター イラン・イスラム共和国大使

館文化参事室よりお借りした装飾品や絵画の数々を会場に

展示し、イランの美しい文化の一端に触れることができま

した。

　コロナ前と比べて来場者数を半分以下に絞っての開催で

したが、今回初めて来館した方や、学生会館のオンライン会

話サロンの参加者、国際交流サークルを立ち上げたばかり

の大学生などが集まり、束の間の交流を楽しむことができ

ました。これも、皆さんの感染症対策へのご協力あってのこ

とです。また、この講座はオンライン会議システムを使って

配信しました。国際交流活動をしている高校生グループが

学校からリモートで参加し、会場参加者から「高校生の質問

がとてもよかった」という感想もいた

だきました。

　タバシさんは博士論文に取り組む傍

ら、講座の準備を進めてくれました。ご参加の皆さんにイラ

ンを少しでも身近に感じていただけたなら、嬉しく思いま

す。

　10月には文化講座「馬頭琴の演奏とモンゴルの生活」を

開講予定です。詳細は４面をご覧ください。
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知られざる秘境（エジプト）
　皆さんは、エジプトと聞いて何をイメー
ジしますか？ピラミッド、それとも砂漠と
ラクダの国でしょうか？エジプトには、ま
だまだ知られていない魅力的な観光地があ
ります。マルサ・アラム空港から車で約2
時間、ワディ・エル・ジェマル国立公園です。

東部の砂漠から紅海の沿岸までを含む広大なエリアは、砂漠
とビーチの両方を楽しめる奇跡的な場所です。公園内にはワ
ディアルジャマール、通称「ラクダの谷」と呼ばれる野生の
ラクダが群生している場所がありますが、ラクダが好んで食
べる植物が生えているからです。園内のワディ・エル・ジェ
マル指定保護地区は、生物多様性の島として知られています。
ここでは25種類の野生の爬虫類や、43種類に及ぶ野生動物、

ジンベイザメやイルカも
見ることができます。サ
ンゴ礁に囲まれた海岸は
水泳やダイビングに最適
で、周辺には化石化した
さまざまな色のサンゴ礁
や赤い花崗岩、ベージュ
色の石英もあり、エメラ
ルドや長石も発掘されています。花は咲き乱れ、野生動物や
渡り鳥を観察するにも適した春の時期、早朝５時もしくは夕
暮れ時のワディ・エル・ジェマル国立公園に是非一度、皆様
の知らないエジプトを発見しにいらしてください。

（横浜国立大学　モハメド マハムード）

モハメドさん

水辺でくつろぐラクダ

留学生たちが鶴見川沿いを走るマラソン大会
を企画しました。

留学生による文化講座留学生による文化講座

タバシさん

「もっと知りたい！　遠くて身近な国 イラン」「もっと知りたい！　遠くて身近な国 イラン」

火曜日～土曜日 9：00～21：00
日曜日、月曜日、祝日9：00～17：00
休館日 毎月第4月曜日、年末年始

横浜市国際学生会館

線JR京浜東北線・京浜急行 「鶴見駅」より徒歩１５分
JR鶴見駅東口より横浜市営バス１５系統（4番乗り
場）に乗車５分、本町通３丁目にて下車、徒歩1分

申込は＜045－507－0318＞まで
詳細は学生会館HP＜http://yoke.or.jp/yish/＞をご覧ください。

参 加 者 募 集 ！学生会館からのお知らせ

◆留学生による文化講座
　～馬頭琴の演奏とモンゴルの生活～ <10月>

◆オンライン プライベート会話サロン～留学生と楽しむ国際交流～
　アラビア語、インドネシア語、英語、韓国朝鮮語、シンハラ語、スペイン語、
中国語、ネパール語、ベトナム語を開講中です。

◆日本語チューター情報交換会 <11/12（金）・11/14（日）>
　※時間・内容等の詳細は、国際学生会館ホームページをご覧ください。

日時・会場●10/2（土）13：30～ 15：00　国際学生会館ホール
参加費●600円（中高生半額。モンゴルの茶菓つき）
申込み●9/13(月)午前9時から受付開始

◆オンライン グループ英会話 <10～12月、全5回>
　中級と上級を募集します。3-4人のグループに分かれ、留学生が1人つきます。

日　時●
金曜コース　10/8・22、11/5・19、12/3
　≪金曜午後クラス≫14：00-15：00  ≪金曜夜クラス≫19：00-20：00
土曜コース　10/9・23、11/6・20、12/4
　≪土曜午前クラス≫10：00-11：00  ≪土曜午後クラス≫14：00-15：00
参加費●3,200円（5回分）
申込み●9/11(土) ～ 9/21（火） ※Eメールのみ

対　象●16歳以上。Zoomアプリでmeetingに参加した経験のある方
受講料●1回（40分）2,000円（1対1です）
※開講日・申込み方法等は、国際学生会館ホームページをご覧ください。
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回答者：57人（2020年度は46人）

2021

※回答数の多いものから順に4番目まで。（　）内は昨年の
順位。
1 塾講師、オンライン語学教師（1）
2 コンビニ、スーパー（2）
3 飲食店（2020年度は回答なし）
4 2,3以外の店

2020

20212021

　モンゴルの遊牧民族にとって「馬」は欠くことの
できない家畜であり、身近な存在です。このことわ
ざは、「父親が健在のうちにたくさん友人をつく

り、自分の使える馬がいるうちに遠くへ出かけ多くの経験をしなさい」という意味です。遊牧民の
中には４～５歳になると、馬を自在に乗りこなせるよう自分の馬を与えられる子どももいます。と
ころが、ごく身近にいる親や馬はあたりまえすぎて、その価値に気付きません。好機をつかみ、多く
の友人をつくり、経験から得た知見を自分のために生かしなさいという教えです。
　私自身は、母が日本の大学で学位をとるため、幼少期の７年間を札幌で過ごせたこ と
は幸運でした。モンゴル帰国後、道路や交通状況の悪さに身の危険を何度も感じ、イ ン
フラ整備を良くしたい一心で、今は日本の大学で都市工学を専攻しています。今 後
は日本で学んだ技術で、アジアの国々の社会基盤を整える力になりたいと思っ て
います。将来、アジアの国々で得る知見をモンゴルでも生かせる日が来ることを
願っています。 （横浜国立大学　ビャムバドルジ ブヤントゴトホ）

～モンゴル～

世界のことわざ

「父いる時、人と知り合え！
　　馬いる時、多くの場所を知れ！」

　全国に第1回緊急事態宣言が発出されていた昨年5月末、学生会館では
部屋にこもりがちになっていた留学生たちの状況を把握するためにオンラ
インアンケートを実施しました。回答を受け付けた7日間に東京都が発表
した新型コロナウィルスの新規感染者数は、計60人ほどでした。
　1年後の今年5月、東京都は第3次緊急事態宣言下にありました。昨年と
同じ7日間を取り上げて比較すると、今年の新規感染者数は70倍以上に
増えていましたが、鶴見の街中では人の流れが極端に減ったという印象は
なく、入居する学生たちからも昨年のようなピリピリとした緊張感は伝わ
ってきませんでした。学生たちの状況は改善したのでしょうか。
　それを確かめるため、昨年と同時期に再びオンラインアンケートを実施し
ました。長引く自粛生活の影響からか、「気分が落ち込むことがある」と答えた
学生が昨年より増えているのが気になります。また、経済状態はある程度回復
したものの、依然として3割を超える学生たちが「苦しい」と回答しました。

新型コロナウィルスの影響でストレスを
感じたり、落ち込んだりしていますか？

5/21
5/31入居者

オンライン
アンケート

質問1

落ち込まない
46.5%

いつも
落ち込んでいる

4.7%

時々落ち込む
ことがある
48.8%

落ち込まない
36.8%

時々落ち込む
ことがある
63.2%

いつも
落ち込んでいる

0%

　皆さんこんにちは。ベ

トナム人留学生のレ ダ

ン コアと申します。私

がYISHで生活をしてい

て何を身につけたのか

といえば、よりグローバ

ル化された考え方です。

この場をお借りして、

YISHでの二つの体験を

皆さんと共有したいと思います。

　一つ目は、一年目の終わりのある日の出来事です。一緒にエ

レベーターに乗ったガボンの留学生が「なぜコアさんは留学

生の自主企画イベントにあまり参加しなかったの？」と、私に

聞きました。私は、「日本語を勉強しているので、自分の英語に

自信が持てない。」と正直に答えました。それに対する彼の次

の言葉は、「英語が上手か下手かではなくて、必要なのはみん

なの間のコミュニケーションだよ。英語能力を気にしない

で。」というもので、私の考え方を見直すきっかけになりまし

た。確かに大学では学んでいる日本語を使い、寮にはベトナム

人の友人がいることで、私は精神的には楽に生活できますが、

YISHに住むことの意義はそれだけではないでしょう。YISH

は世界中の人々が集まり、一緒に生活するところです。また、

居住者はほとんど留学生なので、文化交流もできるし、一緒に

過ごす時間もあると思います。この視点で考えれば、YISHで

の生活は貴重なチャンスと言えるでしょう。

　二つ目は最近の出来事です。ある日、エジプト人の友達が

「鶴見川はどこから流れ始めているかな？携帯で探してみた

が、この場所で姿を消した

ぞ。」とスクリーンを指し

ながら私に聞いたので、

「鶴見川は地下水から合流

したものかもしれないな」

と、私は答えました。する

と彼は、「私の国ではナイ

ル川が一番大きな川で、小

さな河川はあまりないよ。

見てみて、地図で見ればナ

イル川の支流や水源がこ

こにあることが分かる。」

と教えてくれました。その瞬間、私は文化の多様性を肌で感

じ、驚いたのです。河川が多くあるベトナムの人々にとって

は、それは意識することのない当たり前のものとみなされま

す。しかし、国の大部分が砂漠であるエジプトの人々にとって

は、ナイル川は貴重な生命の源であるため、彼らはナイル川の

水源や支流をもよく把握しています。「河川」という一つのも

のをとっても、文化によって見方が全然違います。これが文化

の多様性というものではないでしょうか。

　YISHは留学生に安心安全で、かつ低価格の住居を提供して

います。しかしそれ以上に、新しい友達をつくり、外国語を練

習し、多文化に触れられるところでもあります。コロナ禍での

不安や言葉の壁、学校やアルバイトによる多忙、シャイな性格

など、他の留学生との交流を妨げる原因は少なくないですが、

それらを乗り越えれば、日本で共にする時間は有意義で、人生

において貴重な時間になるだろうと信じています。

レ ダン コア（ベトナム）

「国際学生会館（YISH）
での二つの体験」

け は しし
留学生によるコラム

か け は しか け は し

関東学院大学

潮田神社祭礼で神輿を担ぐコアさん

モンゴル語はキリル文字で表記します

新型コロナウィルスの影響で、
アルバイト収入に変化がありましたか？

質問4

少し減った
16%

変わらない
12%

増えた
8%

増えた
0%

変わらない
42.1%

なくなった
28%

少し減った
31.6%

なくなった
5.2%

とても減った
36%

とても減った
21.1%

2020

※複数回答可。回答数の多いものから順に5番目まで。（　）内
は昨年の順位。
1 友だちや家族と電話/オンラインで会話する（2）
2 オンラインで音楽を聴いたり、ドラマや映画を観る（1）
3 買い物に行く（4）
3 自然の中へ出かける（同数3位。昨年は回答なし）
5 読書（3）

気分転換をするために、
どんなことをしていますか？

質問2

今、どんなアルバイトをしていますか？
（最近までどんなアルバイトをしていましたか？）

質問3

あなたの経済状態を教えてください。質問5

困っていない
41.3%

困っていない
66.7%

新型コロナ
ウイルスの
影響で苦しくなった
41.3%

新型コロナ
ウイルスの影響で

とても苦しい
8.7%

新型コロナ
ウイルスの影響で

とても苦しい
0%

新型コロナ
ウイルスとは

関係なく苦しい
8.7%

新型コロナ
ウイルスとは

関係なく苦しい
15.8%

2020

新型コロナ
ウイルスの
影響で苦しくなった
17.5%


