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３月発行
第72号　数年前から『類義語使い分け辞典』の増補改訂版の編纂

に取り組んでいて、ほぼ三分の二を終えました。この辞書
は、縁あって中国で日本語を教え始めた頃、中国の人たち
から日本語についての質問をたくさん受けた経験がもとに
なっています。そんな折々、類義関係にある２つの言葉を日
本語母語話者がどう使い分けているか、それを日本語学習
者が理解できるように、どう説明すればよいかを真剣に考え
てみました。結局、日本語母語話者というのは、ただ日本語
を正しく操るだけで、その違いが説明できない、言い換えれ
ばネイティブだからこそ母語が教えられないということが分
かりました。
　尼崎に戻ってから、辞書の編纂のほか、外国の人や日本
語の先生に日本語指導をしています。ベトナム人技術者の
人たちに日本語を教え始めて、今年でちょうど十年になりま
した。また、平成22年から3年間、旧労働福祉会館で日本語
ボランティア講師の養成講座を開講。その修了生の何人か
は、今も協会日本語講座の講師をしています。当時の受講
生とは、現在も小規模な勉強会を続けています。
　日本語ボランティア講師の一番陥りやすい間違いは、日
本語学習者と親しくなると、ついつい砕けた言葉づかいで
学習者と話してしまうことです。それを学習者が身につける
と、フォーマルな場面で馬鹿にされたり誤解を受けたりしま
す。民間の外交官として、大使館のパーティでも通じる言葉
づかいが最上です。

総　会　14:00～15:30　
　　　　7階 第3会議室

懇親会　15:30～17:00　
　　　　8階 橘の間

　2017年1月28日(土)の午後、総合文化センターでドイツクラブに
よるニューイヤーパーティを開催しました。市内介護施設勤務のドイ
ツ人のハンス・ラウパッハさんとルーカス・マイヤーさんの2人を含め
42人が参加。ビール、ワインを飲み、軽食を楽しみながらドイツ語を
交えてお互いに和やかに懇談。デュオ・グループ「トライアングル」の
熱演で大いに盛り上がった後、ビンゴゲームを行い全員が、ワインを
始め、景品をゲットして大喜びでした。
　最後に、もともとドイツの歌が元になったといわれる「ちょうちょう」
を全員で歌って楽しいかった集いを終えました。本当に、ドイツに思
いを寄せることができた１日でした。

泉原省二さん

大阪生まれ。京都大学教育学部社会
教育課程卒、大阪外国語大学中国語
科卒、関西大学大学院文学研究科修
士課程修了。中国と韓国の大学で日
本語講師を歴任。著書に『類義語使
い分け辞典』（研究社、共著）『日本語
類義表現使い分け辞典』（研究社）な
ど。
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2017年 ニューイヤー パーティ

ビールやワインで和やかに

　尼崎市国際交流協会のドイツ語講座は、平成28年度か
ら大阪樟蔭女子大学非常勤講師の中川玲子さんに講師を
お願いしています。対象は初級文法を習った人で、全10回
のクラスです。
　2017年２月４日土曜日午後３時。立花公民館2階の教
室にはドイツ語講座の受講者５人が集まっています。前回
講師から渡されたプリント教材にはそれぞれ、日本語訳や
下調べの書き込みがされています。みんなで机を並べ、早
速講座が始まります。ひとりづつ教材を読み上げ、自分なり
の翻訳を披露します。全員の発表後、講師の中川玲子さん

　尼崎市国際交流協会のドイツ
語講座が始まったのは、今から34
年前の昭和58年度(1983年度)。途
中何度かの中断があったものの
平成21年度(2009年度)から再開し
ています。広報委員が今年2月4日
土曜日の講座を訪問し、中川講師
にお話を伺いました。

中川玲子さん

大阪樟蔭女子大学非常勤講
師。同志社大学大学院文学研
究科で哲学及び倫理学を専
攻、「ヘーゲルにおける共同知
の生成」により哲学博士号を
取得。

　ドイツ哲学との出会いは、高校で学校の図書館からカントの『純粋理性批判』
を借りて読んだとき。難解だったけれど、考え方そのものを考察する内容に衝撃
を受けました。それがきっかけとなり、今もヘーゲル哲学の研究を続けています。
　協会のドイツ語講師を始めたのは、会員さんでドイツ語翻訳ボランティアをし
ている方の紹介です。大学でもドイツ語を教えたことがありますが、ここの受講者
さんはドイツ語に強い興味を持ち、好きで勉強していらっしゃるので、大変教え
甲斐があります。
　この1月から、18世紀末から19世紀初めにかけての、ドイツ初期ロマン派につ
いてのドイツ語で書かれた解説を読んでいます。全10回の講座を通して、皆さん
に当時のドイツの空気、高揚感を少しでも感じて頂きたいです。
　今日は、アウグスト=シュレーゲルに宛てたフリードリッヒ=シラーの手紙の一部
を読みました。ドイツ語の好きなところは、考えている内容を正確に表現できるこ
とです。今日の講義でも、文中の言葉の使われ方を精査して皆さんと話し合い、
なぜ筆者はこの単語をこの表記で使ったのかを詳しく推察することができまし
た。こういう経験が、私自身がドイツ語で文章を書く上でも役立つと思っていま
す。（談）

平成29年度
総会・懇親会

教材読み込み熱心な質疑を
が、講師自身の解釈や間違えやすいところ、原文が書かれ
た背景などを話します。さらに、教材の何個所かで、語句の
細部にわたる解釈について熱心な質疑が交わされました。
あっという間に予定の1時間半を超えて2時間が経過。受
講者は「予定では1時間半のカリキュラムでしたが、時間が
短かすぎ、2時間にしてもらってよかった」と満足げです。
　「尼崎市はドイツのアウクスブルク市と姉妹都市提携を
しています。そんなこともあって、このドイツ語講座は長く
続けていきたいと思っています」と交流部会長の吉竹○さ
ん。

ドイツ語講座

2018（平成29）年

5月30日(土)
　

尼崎市総合文化センター

ご参加ください
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　僕は時間があればいつも映画を見ようと思っています。中学校
の時に英語の勉強のため、アメリカとイギリスの映画を見ていま
した。学校から家に帰ってすぐテレビをつけて映画を見ていまし
た。毎日続けていると段々映画が趣味になり、外国語の勉強にも
なります。リスニングと発音の練習が出来ます。外国語の字幕で
見れば、新しい言葉を覚えることもできます。そんな時は趣味と
言うよりも、むしろ勉強だと思っています。
　日本語の勉強を始める時から、日本の映画を見たかったのに
あまり見られませんでした。ベトナムではアニメが人気があります
が、日本の映画は少ないです。漢字を読めなくて分からない言葉
が多いので、日本語の字幕で見てもまだよく分かりません。英語
ではアルファベットが読めると、意味が分からなくてもだいたい
言葉も読めます。日本語の勉強を映画でするのは英語より複雑
です。日本へ来てから新海誠さんの「君の名は。」を観ました。同
じ監督の「秒速5センチメートル」が僕の一番好きなアニメです。
［原文のまま］
※スピーチ原稿の全文は、尼崎市国際交流協会のホームページに掲載
しています。

　これまでのツアーは貸切バスを利用していまし
たが、今回は外国人にも日本の鉄道や路線バス
を体験していただく試みでした。
　2016年12月4日午前9時半、外国人39人、日本
人18人からなる57人の参加者がJR尼崎駅に集
合しました。京都までの切符を買い、快速電車に
乗り込みます。多くの参加者が初めて見る沿線の
景色に興味深々。京都駅に到着したのは午前10
時過ぎ、瞬く間でした。
　駅前から京都市バスに乗って10分ほど、梅小
路公園前で降りて京都鉄道博物館へ。2016年４
月に開館したばかりで真新しい博物館に入館しま
す。それぞれ自由行動で、展示されている実物の
機関車や客車、関連鉄道設備などを見学しまし
た。鉄道の歴史と変遷が、実物・映像・写真などで
分かりやすく紹介されています。特に人気があっ
たのが、国の重要文化財に指定されることになっ
た国産初の量産機関車でした。鉄道ファンには

ファム・ザー・フイさん

ベトナム、ハノイ、1992年
生まれ。2015年10月から
日本語を勉強中。2016年5
月来日。エンジニアとして
日本の会社に勤務（中島
工業株式会社）。

　尼崎市内や近隣市町に在住・在勤の外国人と尼崎市国際交流協会の会員が、共通の体験を通じて交流と相互
理解を深めることを目的とする「市内在住外国人との交流事業」。尼崎市内の会場で年に数回開く「国際交流サロ
ン」と、年1回の「日帰りツアー」を実施しています。平成27年度の「日帰りツアー」は12月４日、「鉄道のたび」と題
して公共交通機関を使った旅を体験していただきました。

■■■■■日帰りツアー■■■■■
鉄道のたび～京都鉄道博物館と京都水族館～

市内在住外国人との交流事業

第10回日本語スピーチコンテスト

平成23（2011）年度　宝塚市、「インスタントラーメン発明記念館＆手塚ワールド」

平成24（2012）年度　尼崎市内、「寺町散策」

平成25（2013）年度　丹波市と神戸市、「日本伝統の和紙創りとビール工場見学」

平成26（2014）年度　姫路市、「姫路城から太陽公園へ」

これまでの日帰りツアー

「日帰りツアー」は、平成12年に淡路花博(ジャパンフローラ2000)に出掛け
たのを皮切りに、翌平成13年には立杭焼きの窯元を訪問、「国際交流の集
い」や「ワンデーツアー」など、名称を変えながら続けてきました。ツアーの対
象は、主に市内大学の短期留学生が多く、若い人たちが興味を持ちそうな
訪問先を選んでいます。

　第10回を迎えた日本語スピーチコンテストは
2017年２月25日（土）、関西国際大学大講義室で
開催しました。出場したのは、日本に在住して５年
以内で日本語が母国ではない外国人が対象の「コ
ンテストの部」９人と、日本在住年数の制限なし
で、日本語を勉強している多くの外国人が日頃の
学習成果を披露できるよう設けた「自由発表の部」
２人。日本での体験や故郷のことなどを、学習して
きた日本語で、表情豊かに、時折ユーモアを交えて
熱く語りました。
　優勝は、五輪真弓の「恋人よ」という歌を聞いて
日本語に興味を持ったというインドネシア出身で
園田学園女子大学留学生のズライダー・スリ・ハン

（京都鉄度博物館HPから）

きっとたまらない時間だったのではないでしょう
か。昼食は各自が思い思いの場所でとり、再び展
示を楽しんだり写真を取り合う姿も見られまし
た。
　午後1時からは歩いて鉄道博物館にほど近い
京都水族館へ。照明を落とした館内の水槽で珍
しい魚類が泳ぐ姿に、「とても幻想的」と目を輝
かせる参加者。屋外ステージではイルカのショー
があり、皆さん童心に帰って見事なイルカの演技
に拍手を送りました。ツアーはこの水族館で解
散。それぞれ京都の町を散策するなどして帰路
につきました。
　ツアーを引率したスタッフの一人、杉谷俊一さ
んは、「今回のツアーは、参加者にも好評でした。
貸切バスを使わず公共交通機関利用の現地解
散だったので、道中心配しましたが、全員無事で
安心しました」と、無事に過ごせた一日を振り
返って胸をなでおろしていました。

Railway  tour             日本語講座
でスピーチ
　尼崎市国際交流協会協会日
本語講座は、毎週水曜日午前に
開講。20人の外国人学習者が
日本人のボランティア講師から
マンツーマンで日本語を学んで
います。隔月一回は、学習者に
一人づつ日本語でスピーチをし
てもらっています。2016年12月
14日の講座でのスピーチはベト
ナム出身のファム・ザー・フイさ
ん。日本のアニメ映画について
熱く語りました。

Speech  
in 
Japanese

日
本
の
公
共
交
通
を
体
験 

ダヤニ・グルトムさん。スピーチのタイトルは「どう
して日本語を勉強したいの？」。夢だった日本留学
が、「将来は幼稚園の先生になりたい」という次の
夢を見つけるきっかけになったと話しました。
　優勝者には今回から「尼崎商工会議所会頭賞」
も授与されることになりました。
　準優勝は韓国出身で園田学園女子大学留学生
の朴ミナさん。第３位は台湾出身で園田学園女子
大学留学生の黄湘語さんでした。
　また、特別賞はコンテストの部に出場した韓国
出身で産業技術短期大学留学生の車東昶さんと、
自由発表の部に出場したフィリピン出身の清水エ
ストレリアさんが受賞しました。

映画でリスニングと発音の練習

優勝はインドネシアのグルトムさん
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日本語に興味を持ったというインドネシア出身で
園田学園女子大学留学生のズライダー・スリ・ハン

（京都鉄度博物館HPから）

きっとたまらない時間だったのではないでしょう
か。昼食は各自が思い思いの場所でとり、再び展
示を楽しんだり写真を取り合う姿も見られまし
た。
　午後1時からは歩いて鉄道博物館にほど近い
京都水族館へ。照明を落とした館内の水槽で珍
しい魚類が泳ぐ姿に、「とても幻想的」と目を輝
かせる参加者。屋外ステージではイルカのショー
があり、皆さん童心に帰って見事なイルカの演技
に拍手を送りました。ツアーはこの水族館で解
散。それぞれ京都の町を散策するなどして帰路
につきました。
　ツアーを引率したスタッフの一人、杉谷俊一さ
んは、「今回のツアーは、参加者にも好評でした。
貸切バスを使わず公共交通機関利用の現地解
散だったので、道中心配しましたが、全員無事で
安心しました」と、無事に過ごせた一日を振り
返って胸をなでおろしていました。

Railway  tour             日本語講座
でスピーチ
　尼崎市国際交流協会協会日
本語講座は、毎週水曜日午前に
開講。20人の外国人学習者が
日本人のボランティア講師から
マンツーマンで日本語を学んで
います。隔月一回は、学習者に
一人づつ日本語でスピーチをし
てもらっています。2016年12月
14日の講座でのスピーチはベト
ナム出身のファム・ザー・フイさ
ん。日本のアニメ映画について
熱く語りました。

Speech  
in 
Japanese

日
本
の
公
共
交
通
を
体
験 

ダヤニ・グルトムさん。スピーチのタイトルは「どう
して日本語を勉強したいの？」。夢だった日本留学
が、「将来は幼稚園の先生になりたい」という次の
夢を見つけるきっかけになったと話しました。
　優勝者には今回から「尼崎商工会議所会頭賞」
も授与されることになりました。
　準優勝は韓国出身で園田学園女子大学留学生
の朴ミナさん。第３位は台湾出身で園田学園女子
大学留学生の黄湘語さんでした。
　また、特別賞はコンテストの部に出場した韓国
出身で産業技術短期大学留学生の車東昶さんと、
自由発表の部に出場したフィリピン出身の清水エ
ストレリアさんが受賞しました。

映画でリスニングと発音の練習

優勝はインドネシアのグルトムさん
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2017年（平成29年）
３月発行
第72号　数年前から『類義語使い分け辞典』の増補改訂版の編纂

に取り組んでいて、ほぼ三分の二を終えました。この辞書
は、縁あって中国で日本語を教え始めた頃、中国の人たち
から日本語についての質問をたくさん受けた経験がもとに
なっています。そんな折々、類義関係にある２つの言葉を日
本語母語話者がどう使い分けているか、それを日本語学習
者が理解できるように、どう説明すればよいかを真剣に考え
てみました。結局、日本語母語話者というのは、ただ日本語
を正しく操るだけで、その違いが説明できない、言い換えれ
ばネイティブだからこそ母語が教えられないということが分
かりました。
　尼崎に戻ってから、辞書の編纂のほか、外国の人や日本
語の先生に日本語指導をしています。ベトナム人技術者の
人たちに日本語を教え始めて、今年でちょうど十年になりま
した。また、平成22年から3年間、旧労働福祉会館で日本語
ボランティア講師の養成講座を開講。その修了生の何人か
は、今も協会日本語講座の講師をしています。当時の受講
生とは、現在も小規模な勉強会を続けています。
　日本語ボランティア講師の一番陥りやすい間違いは、日
本語学習者と親しくなると、ついつい砕けた言葉づかいで
学習者と話してしまうことです。それを学習者が身につける
と、フォーマルな場面で馬鹿にされたり誤解を受けたりしま
す。民間の外交官として、大使館のパーティでも通じる言葉
づかいが最上です。

総　会　14:00～15:30　
　　　　7階 第3会議室

懇親会　15:30～17:00　
　　　　8階 橘の間

　2017年1月28日(土)の午後、総合文化センターでドイツクラブに
よるニューイヤーパーティを開催しました。市内介護施設勤務のドイ
ツ人のハンス・ラウパッハさんとルーカス・マイヤーさんの2人を含め
42人が参加。ビール、ワインを飲み、軽食を楽しみながらドイツ語を
交えてお互いに和やかに懇談。デュオ・グループ「トライアングル」の
熱演で大いに盛り上がった後、ビンゴゲームを行い全員が、ワインを
始め、景品をゲットして大喜びでした。
　最後に、もともとドイツの歌が元になったといわれる「ちょうちょう」
を全員で歌って楽しいかった集いを終えました。本当に、ドイツに思
いを寄せることができた１日でした。

泉原省二さん

大阪生まれ。京都大学教育学部社会
教育課程卒、大阪外国語大学中国語
科卒、関西大学大学院文学研究科修
士課程修了。中国と韓国の大学で日
本語講師を歴任。著書に『類義語使
い分け辞典』（研究社、共著）『日本語
類義表現使い分け辞典』（研究社）な
ど。

辞
書
の
編
纂
や
日
本
語
指
導

2017年 ニューイヤー パーティ

ビールやワインで和やかに

　尼崎市国際交流協会のドイツ語講座は、平成28年度か
ら大阪樟蔭女子大学非常勤講師の中川玲子さんに講師を
お願いしています。対象は初級文法を習った人で、全10回
のクラスです。
　2017年２月４日土曜日午後３時。立花公民館2階の教
室にはドイツ語講座の受講者５人が集まっています。前回
講師から渡されたプリント教材にはそれぞれ、日本語訳や
下調べの書き込みがされています。みんなで机を並べ、早
速講座が始まります。ひとりづつ教材を読み上げ、自分なり
の翻訳を披露します。全員の発表後、講師の中川玲子さん

　尼崎市国際交流協会のドイツ
語講座が始まったのは、今から34
年前の昭和58年度(1983年度)。途
中何度かの中断があったものの
平成21年度(2009年度)から再開し
ています。広報委員が今年2月4日
土曜日の講座を訪問し、中川講師
にお話を伺いました。

中川玲子さん

大阪樟蔭女子大学非常勤講
師。同志社大学大学院文学研
究科で哲学及び倫理学を専
攻、「ヘーゲルにおける共同知
の生成」により哲学博士号を
取得。

　ドイツ哲学との出会いは、高校で学校の図書館からカントの『純粋理性批判』
を借りて読んだとき。難解だったけれど、考え方そのものを考察する内容に衝撃
を受けました。それがきっかけとなり、今もヘーゲル哲学の研究を続けています。
　協会のドイツ語講師を始めたのは、会員さんでドイツ語翻訳ボランティアをし
ている方の紹介です。大学でもドイツ語を教えたことがありますが、ここの受講者
さんはドイツ語に強い興味を持ち、好きで勉強していらっしゃるので、大変教え
甲斐があります。
　この1月から、18世紀末から19世紀初めにかけての、ドイツ初期ロマン派につ
いてのドイツ語で書かれた解説を読んでいます。全10回の講座を通して、皆さん
に当時のドイツの空気、高揚感を少しでも感じて頂きたいです。
　今日は、アウグスト=シュレーゲルに宛てたフリードリッヒ=シラーの手紙の一部
を読みました。ドイツ語の好きなところは、考えている内容を正確に表現できるこ
とです。今日の講義でも、文中の言葉の使われ方を精査して皆さんと話し合い、
なぜ筆者はこの単語をこの表記で使ったのかを詳しく推察することができまし
た。こういう経験が、私自身がドイツ語で文章を書く上でも役立つと思っていま
す。（談）

平成29年度
総会・懇親会

教材読み込み熱心な質疑を
が、講師自身の解釈や間違えやすいところ、原文が書かれ
た背景などを話します。さらに、教材の何個所かで、語句の
細部にわたる解釈について熱心な質疑が交わされました。
あっという間に予定の1時間半を超えて2時間が経過。受
講者は「予定では1時間半のカリキュラムでしたが、時間が
短かすぎ、2時間にしてもらってよかった」と満足げです。
　「尼崎市はドイツのアウクスブルク市と姉妹都市提携を
しています。そんなこともあって、このドイツ語講座は長く
続けていきたいと思っています」と交流部会長の吉竹○さ
ん。

ドイツ語講座

2018（平成29）年

5月30日(土)
　

尼崎市総合文化センター

ご参加ください


