
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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～カナダ～

世界のことわざ

Everyone is Welcomed!
すべての人を歓迎します！ ◆地域で国際交流　3年ぶりに秋まつりが開催！◆地域で国際交流　3年ぶりに秋まつりが開催！

　潮田交流プラザの秋まつりは、毎年9月に開催される地域の一大
イベントです。新型コロナ感染症の影響で、この２年間開催できま
せんでしたが、ようやく今年、開催（9月25日）にこぎつけまし
た。主催の秋まつり実行委員会は、５つの連合会（潮田中央、潮田
東部、潮見橋、潮田西部、小野町の各地区連合）と３つの施設（潮
田地域ケアプラザ、潮田地区センター、国際学生会館）で構成して
います。前日まで台風の影響が心配でしたが、当日は見事に晴れわ
たり、例年より規模を縮小した秋まつりでしたが、多くの来場者で
大変にぎわいました。学生会館は、屋外のインターナショナルカ
フェの出店と地区センター内の体育館でのプログラムに参加しまし
た。

　潮田交流プラザ前のインターナショナルカフェのテントでは、
10か国のお菓子と飲み物を提供しました。ガーナ、オーストリ
ア、ネパールなど普段めったに手にすることのない国々のお菓子に
来場者も関心を寄せてくださり、テント内で販売をしていた留学生
たちに質問し、にぎやかに交流していました。また以前に学生会館
に住んでいたOBOGや、コロナ以前の講座によく参加された市民
の方も会場を訪問され、久しぶりの再会に話が進み、皆、楽しいひ
とときを過ごすことができました。
　ステージイベントでは、「民族歌唱」「民族衣装によるファッ
ションショー」「民族舞踊」の３演目に９か国(16人)の学生が出
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詳細は学生会館HP＜https://yish-yoke.com＞

参 加 者 募 集 ！学生会館からのお知らせ

◆冬期オンライングループ英会話サロン
　　　～留学生と楽しむ国際交流～
　英語を使って世界中から来た留学生と話をしませんか？

●日　時 12月24日、1月14日、1月28日、2月11日、2月25日＜全5回＞
 ①土曜日（午前）グループ：10時～11時
 ②土曜日（午後）グループ：14時～15時
●対象者 16歳以上
●定　員 各グループ４人　　
●費　用 3,200円（全５回）
●申込期間 12月12日9時から21日17時まで
●申込方法 メールで先着受付
●Email yish@yoke.or.jp

2022年　冬号
2022年12月1日発行 第114号

1.留学先に日本を選んだ理由
　小学１年から高校３年まで仏教系の一貫校の寄宿舎生活でしたので、女性が一人暮らしをし
ても安全だと思える日本にしました。
2.学校生活とアルバイト
　１年目は服作りの基礎を学びます。２年目は、自分の考えたデザインで自由に服作り
ができます。デザインはリラックスしている時に自然に浮かんできます。私は机に向か
ってガリガリとデザイン画を描くというタイプではありません。実際に布に触れたり、
あれやこれや手や体を動かしていくうちにデザインや形が出来上がっていく感じです。
でも服作りは頭もフル回転。立ち作業なので、くたくたになります。それでも嫌になら
ないのは、本当に好きだからだと思います。
　アルバイトは運送会社で立ちっぱなしの作業なので、大変疲れます。８時間の仕事を
週３回やっていますが、ネパールと日本の物価が約１０倍ぐらい違うので、お金を稼ぐこ
とは必要です。辛くても続けられているのは、周囲がネパール人ばかりで、思いっきりネ
パール語で話ができるからです。毎日のように仲間と顔を合わせることは楽しみです。
３．普段の生活
　朝、自分の部屋から昇る太陽を見るのも好きだし、夕暮れを鶴見川の川辺で見るの
も大好きです。鶴見はとても静かで気に入っています。そして日曜日は必ず教会に行き
ます。私は１８歳の時、クリスチャンになりました。聖書の言葉を読み、神様と対話する
ことで自分を見つめ直し、心の平安を得るためにどうしてもこの時間は必要です。他人
と比較せず、自分の良いところは何だろう、自分にできることは何だろうといつも考え
ています。神様にとても愛されていると感じます。それで、周囲にもこの愛を分けたい
と思うのです。
4.今後の進路
　デザイナーとしてオートクチュールを作れるようになりたいと思います。また、将来、
自分でビジネスを立ち上げることができたらと願っています。私はブランドにはこだわ
っていません。日々の生活の中で、ちょっと楽しくなるような、自分らしさを表現でき
るファッションを提案できたらと思っています。将来も日本で暮らしたいと思います。

　横浜ファッションデザイン専門学校（鶴見区）
に通っているライ アリサさん（ネパール）に、学校や
普段の生活、今後の進路について話を聞きました。

留学生インタビュー

　これは、学校やクラブなど人が複数集まる
場所で使われる慣用句（言い回し）です。
　当たり前のようなフレーズに聞こえます
が、カナダは人口の22%が移民で、年間20～
30万人を受け入れる移民国家です。「移民が
国を豊かにする」という考えから、今後も積極
的な受入姿勢を示しています。これに伴いカ
ナダの学校では、多言語教育・多文化教育が定
着しています。国の制度も、文化も、人々の態
度も多文化の共生を志向しています。「すべて
の人を歓迎します！」には、カナダ人の覚悟と
基本姿勢が体現されています。

ストーン イライジャ　　横浜市立大学

開会式　中村実行委員長（右）と民族衣装姿の留学生たち

民族衣装によるファッションショー

カラフルな各国の
お菓子が並ぶカフェ

カフェを運営する
学生たち

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

JR京浜東北線・京浜急行線「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

横浜市国際学生会館

9/25（日）
実施

演しました。「民族歌唱」では、マレーシア、バングラデシュ、イン
ドネシア出身の学生たちが日本語や母語で思いっきり自慢の歌を披露
しました。「民族衣装によるファッションショー」では、インドネシ
ア、ガーナ、カナダ、韓国、中国、ベトナム、バングラデシュ、ネ
パールの８か国(11人)の学生たちが華やかな衣装に身を包み、民族衣
装を紹介しました。日本で暮らす印象や将来の夢を語るなど、観客と
の質疑応答を通じた交流も進み、和やかな時間が流れました。また
「民族舞踊」では、ネパールの民族舞踊とインドネシアのバリダンス
が会場を沸かせませした。秋まつりを訪れた渋谷鶴見区長は、ステー
ジプログラムに参加した学生一人ひとりに出身地や学校等を質問され
るなど声をかけ、励まされていました。
　３年ぶりの秋まつり、多くの皆さんにお越しいただき、さまざまな
交流も生まれました。また、来年お会いしましょう! 

ネパールの民族舞踊 インドネシアの歌唱 バリ・ダンス

とにかく楽しかった！
勉強とアルバイトに明け暮れる毎日。

思いっきり歌を歌い、
ファッションショーにも出演し、

心底楽しかったです！

　　

講師はさまざまな国の
留学生が担当します。

日本は
大好き！！

ホサイン ジハッド
岩谷学園テクノビジネス
横浜保育専門学校
（バングラデシュ）
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夏期オンラインマンツーマン会話サロン
～留学生と楽しむ国際交流～ ８/20（土）～9/11（日）実施

「もっと知りたいネパール・ポカラの今」
    　　　　首都カトマンズから西２００

km。人口約４５万人の都市ポカ
ラはアンナプルナ ヒマラヤトレ
ッキングの拠点でもあります。
私の自宅からヒマラヤ（写真１）
の雄大な景観をみることができ
ます。ネパールで２番目に大き
くポカラ観光の中心であるフェ
ワ湖では、ボート遊びを楽しむ
ことができます。フェワ湖を望
む山腹には２０２１年に建てら
れた巨大なシバ神像（写真２）が
鎮座し、ヒンズー教徒以外も多

く訪れる観光スポットになると期待されています。
　ネパールは多民族国家で、私は名前にある通りグルン族です。ネパールでは
お祭りなど大事な行事で伝統的な衣装を着てお祝いします（写真３）。グルン
族の他にもネワリー族など多様な民族が共存しています。
　今日特に紹介したいのが食文化です。餃子に似たモモ（写真４）の他、バッ
ファローの肉料理スクティ（写真５）、米粉を原料としたドーナッツのような
セルロッティ、キビを原料としたキビ酒などネパールには独特の食文化があ
ります。
　今日の話を聞いて、皆さんがネパールの文化にさらに興味を持ってくれた
らうれしいです。

　
ノア ルサンディ

　横浜国立大学大学院
（インドネシア）

１．「会話サロン」でどのような印象を持ちましたか。講座の前後
で事業に対するイメ―ジが変わりましたか？

 とにかく、楽しかった！僕の知らない中国につ
いてたくさん教わりました。読んだこともない
「三国志」とか、行ったこのとのない地名をバン
バン言われ圧倒されました。日本人でこんなに
も深く中国を知ってくれている人がいるんだ、
こんなに中国のことを好きでいてくれる人が
いるんだと、とてもうれしく、安心しました。

　
 当初、中国語を日本人に教える講座だと思って

いました。ところが、会話パートナーの中国語
のレベルが非常に高く、自分が勘違いしていた
ことに気付きました。仕事で中国を数多く訪問
し、台湾・米国にも長年住んだ経験のある方
だったので、むしろ私の方が多くを教えていた
だきました。なかなか日常生活で出会えない方
との貴重な体験でした。

 私の会話パートナーは大学時代、第２言語で韓
国語を学んだ若い世代の人でした。私も、普段
は日本語で会話をしているので、韓国語で話を
することはありません。私が日本人のように見
えるせいか、誰も韓国語で話しかけてきてくれ
ません。ですから、日本の若い人と韓国語で話
ができたこと自体がとても嬉しい体験でした。

２．この講座を通じて得た収穫は何だと思いますか？
 日本人のステレオタイプなイメージが覆され

ました。私の会話パートナーは全然シャイじゃ
ない。質問もどんどんするし、積極的で英語も
上手だし、日本人は多様なのだということが分
かりました。そのことが、一番の収穫だったと
思います。

 「ガーナはチョコレートだけの国ではない！」
ということを伝えたくて、講座の前に自分の国
について改めて調べました。金や銅といった鉱
物資源に加え、野生動物のサファリ、美しい
ビーチも魅力だと気づきました。今回、自分が
ガーナの広報大使になった気分です。

3.  語学を通じた「交流」というこの事業の意味や意義について
どう思われますか？

  相互に学び合うということでしょうか。私がザ
ンビアの主要産業である鉱山からの廃水で、環
境汚染がひどいという話をしたところ、会話
パートナーから問題解決に一役買いたいとい
う申し出がありました。雨水や下水を工業用水
にする仕事をされておられ、この会話サロンを
通じて知り合い、とても感慨深かったです。

  故郷はガーナの商業都市で、首都に次ぐ第二の
都市です。まさか、ここに来たことがある日本
人にこの会話サロンで出会えるとは思っても
いませんでした。とにかく驚き、同時にとても
うれしかったです。アフリカ大陸といっても
50以上の国があり、気候も文化もまるで異な
ることを知ってもらうとともに、アフリカにも
ぜひ遊びに来てほしいです。

4.  今後、 「会話サロン」に参加されようとしている方々に何か
　  アドバイスがありますか？
  イランの言葉を知ろう、覚えようとする日本

人にこのサロンで出会えたことは大きな励み
であり、喜びです。メディアで伝えることはほ
んの一部のことでしかなく、知られていない
ことが多くあります。近視眼的にならず、相手
の文化や歴史に興味を持ち、自分で確認し、良
好な関係を築いてもらえればうれしいです。

  発音やイントネーション等の細かい間違えを
あまり考えすぎずに、どんどん話しかけてほ
しいです。私たち留学生は日本人の英語に慣
れてますから、だいたいのことは理解できま
す。

  どうか安心して会話サロンに参加してくださ
い。

　８月～９月の週末、夏休み期間を利用し、1対1で市民が会話を楽しむオンライン会話サロン（英語、中国語、韓国語、ペルシャ語）を
11回開講しました。サロンの目的は留学生と会話を楽しみながら参加者の皆さんに国際交流・国際理解を深めていただくことです。
今回講師をした9人の学生に「会話サロン」の感想を聞いてみました。

★冬期オンライングループ英会話サロン
　～留学生と楽しむ国際交流～のご案内について
　12月下旬～２月中旬の間の土曜日、全５回で１講師
　対グループ（最大４名）で英会話サロンを実施します。
　詳しくは、４面をご覧ください。

グ ミンソン
横浜国立大学（韓国）

ベコ アコシア
横浜国立大学大学院

（ガーナ）

フセイニ アブドゥル
  横浜国立大学大学院

（ガーナ）

チサンガ ブライアン
　横浜国立大学大学院

（ザンビア）

ヌクルマ リチャード
　横浜国立大学大学院

（ガーナ）

（写真１）自宅から見えるアンナプルナ ヒマラヤ

（写真３）グルン族の女性たち （写真４）モモ

（写真５）スクティ

（写真２）ヒンズー教のシバ神像

タバシ ムハマド
　横浜国立大学大学院

（イラン）

李 東官
神奈川大学（中国）

リ トングアン

徐 聞天
横浜国立大学大学院

（中国）

ジョ ブンテン

講師のジバンさん

グルン ジバン　グレッグ外語専門学校

留学生による
文化講座

誤解が生まれやすいことです。確かにマハティール元首相が唱え
たマレー人優遇政策、ブミプトラ政策の影響が残っていることは
事実です。しかし生活面ではマレー系、中華系、インド系等料理の
幅が広く、各民族のお祭りや休日が年間を通じて多く、変化に富
み、楽しいです。
　卒業後の就職は地元のジョホール州にある日系企業に決めまし
た。理由は、私が得意とする日本語で仕事ができるからです。また、
マレーシアに進出している日本企業にマレーシアをもっと知って
ほしいことと、日本で５年間暮らした経験が橋渡し役として活用
できたらうれしいと考えているからです。つまるところ、やはり私
はマレーシアの社会を良くしたいのです。公立学校に通学こそし
ませんでしたが、今からでもマレー系やイ
ンド系の友人を作ることは可能です。多民
族・多文化社会をポジテイブにとらえ、そ
の可能性を信じつつ今後の活動に励みたい
と思います。

　マレーシアは総面積約３３万 km2。日本の０．９倍で、一回り小
さい国土です。私はマレー半島最南端のジョホール州の出身です。
シンガポールとは、コーズウェイ橋で陸路で１時間の場所です。
　マレーシアは交通・貿易の要所であるマラッカ海峡があった
ことから１６世紀にポルトガル、１７世紀にオランダ、１８世紀に
英国の統治下にあり、１９６３年に独立した国です。１９６５年に
は、シンガポールがマレーシアから独立し、現在のマレーシアとな
りました。西洋と東洋がまじりあった不思議な魅力を持つ国です。
　マレーシアはブミプトラと呼ばれるマレー人と土着の部族が約
７０％、中華系が約２２％、インド系が約７％の多民族で構成され
ており、イスラム教、仏教、キリスト教、ヒンズー教の多宗教が共存
している国です。公用語はマレー語で、コミュニケーションをはか
る共通語は英語です。義務教育１１年間の公立学校での中学・高
校での使用言語はマレー語ですが、私はマレーシア国籍の中国人
で、自分のアイデンティティーや言語、文化を失わないよう中華系
の私立校に通学しました。マレーシアは多民族国家で、このような
国の難しい点は、それぞれの民族が異なる言語を使っているので、 講師のジャーリンさん

タイ ジャーリン
横浜市立大学

潮田地区センターでのセミナー風景

8/6（土）実施

ポカラ

共催講座
 7/30(土

)実施

＠潮田地区
センター「留学生に学ぶマレーシアの多文化社会

　　　　　　　　　　  ～言語・教育・食文化」
「留学生に学ぶマレーシアの多文化社会

　　　　　　　　　　  ～言語・教育・食文化」


