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尼崎市国際交流協会の日本語講座が開設１０周年を迎えられ
ますことを心からお慶び申し上げます。
同講座は、ボランティア講師が集まり、日本で生活する外国人の
日本語学習支援を目的に平成１６年に開設され、今や、アジア
を中心に北米、欧州、オセアニアなど様々な国から来日された
方々が受講される人気の講座となり、本市の文化交流に大きく
貢献いただいております。高田代表をはじめ、関係者の皆様方
に心より御礼申し上げます。
さて、尼崎市では、今後十年間を展望した「未来を見据え、未来
へつなぐ」まちづくりを進めていくための基本的な方針を示し
た総合計画がスタートしました。総合計画では、まちの活力の維
持・向上を図っていくために、尼崎が好きで、尼崎に愛着と誇り
を感じる人を増やすこと、そして、その人たちの活動とあいまっ
て、地域の歴史や文化、街のみどころなど、わがまちの持つ魅力
を高めるとともに、それらを戦略的・効果的に情報発信すること
に取り組む尼崎版シティプロモーションを推進しているところで
ございます。
このような中、貴協会の日本語講座は、日本語学習のみならず、
料理教室の開催や恒例行事の七夕祭りなど日本文化の紹介に
も取り組まれており、多国籍交流の拠点として、今後ますます必
要性が増すものと考えております。また、ボランティア講師の人
材育成にも力を注いでおられますことは、大変喜ばしく、意義深
いことと存じます。このように、日本語講座の果たす役割は、国際
交流を促進し、本市の目指す魅力あるまちづくりの原動力として
大きな期待を寄せているところでございます。
貴協会の皆様方には、どうか今後とも、本市のまちづくりへのよ
り一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
尼崎市国際交流協会の今後ますますのご発展と関係各位のご
健勝、ご活躍を祈念いたしまして、ごあいさつといたします。

祝 辞

尼崎市長　稲村　和美
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尼崎市国際交流協会が日本語講座を開講し10周年を迎え
ましたことは誠に感慨深いものを感じ、心からお祝い申し
上げます。本協会は尼崎市の請託を受けて1979年に設立
され、姉妹都市交流をはじめ、市民レベルの国際交流と国
際理解を深める事業を継続してまいりました。日本語講座
はその中核的な事業として取り組まれ、10年という大きな
節目を迎えたことは、本協会として、一市民として大変誇り
に感じます。
世界は国際化が進み、どこにいても世界のど真ん中にいる
ような、現実を感じます。尼崎市内にも多くの外国人が生活
し、多くの尼崎市民が世界で活躍しています。日本の文化、
尼崎の歴史や良さを外国からの新市民や来訪者に理解し
ていただき、我々も地球人として、他国の文化や習慣を理解
したいと思います。
日本語講座はドイツ語講座や中国語講座と並んで、多文化
交流と国際理解の最も手短な国際交流事業だと思います。
本協会は協会員の奉仕と尼崎市の支援があって、市民レベ
ルの国際交流の中心的役割を果たしています。
我々の活動は来日外国人に喜ばれ、市が行うべき重要な事
業を担っている奉仕活動であると自負しています。日本語講
座の継続にこれまでご奉仕頂いた会員、現在ご奉仕頂いて
いる会員の方々に心からお礼申し上げます。
世界の人々が地球人として、お互いの理解を深める活動が
市民レベルの国際理解を深め、親善と平和に資するものと
思います。日本語講座に関わってくださった全ての人々に
心からの謝意を申し上げ、この記念誌が本協会の活動の一
里塚の役割を果たし、新たな10年への出発点になることを
祈念いたします。
合掌

日本語講座開講10周年をお祝いして

尼崎市国際交流協会会長　　河原　俊亨
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日本語ボランテイア講師
養成講座修了証書

2 開講２年目の教室風景

初代指導者杉本先生と二代目指導者（現在）近藤
先生を囲んで2005.3.3杉本先生送別

故郷に帰る学習者の送別会 

日本語ボランティア講師養成講座
日本人だから外国人に日本語を教えること
ができると思われがちですが実際はそうで
はありません。この養成講座では、外国人に
とって未知の日本語をわかりやすく効率的
に教えるための理論と教え方の基礎を学び
ました

2004年
平成16年

2005年
平成17年

尼崎市国際交流協会主催の「多文化
ふれあいデー」で野点を楽しむ

日本語教室  10年のアルバム
2003年（平成15年）に開かれた「日本語ボランティア講師養成講座」を修了した26人が集ま
り、2004年平成16年に、外国人が日常生活で使用する基本的な日本語を学習する日本語講
座を開設しました。以来、これまでに様々な国から来日した多くの受講生とマンツーマンで
学習してきました。月に２回はプロの講師から日本語教授法の指導を受け、日々レベルアッ
プを図っています。マンツーマン方式の授業に加え、毎月第２週目には学習者が自由に発表
できるスピーチの時間、第４週目には折り紙や習字など、日本文化を体験できる時間を設け
ています。また、年間行事として、４月には料理教室を開催。７月の七夕まつりでは、短冊に
願い事を書いて飾り付けたり、楽器演奏・歌やゲームなどをしたりして親睦を深めています  

養成講座を修了したボランテイ
ア講師たちは、開設以来プロの
日本語講師である杉本先生、そし
て現在は近藤先生の指導を受け
ています。また、始まったころは
学習者が少なかったのでメン
バー間のコミュニケーションも取
りやすく、学習者が辞めて故郷に
帰る時にはみんなで送別の会を
行ったこともたびたびでした
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受講生が少なく教室では閑古鳥が鳴いて
いた時もありました

 講師勉強会

日本語講座開設に尽力された当時の事務
局武市さんを送る

スピーチコンテ
ストで「尼崎市長
特別賞」のテッテ
カインさん

第２回日本語スピーチコンテス
トに出場し、準優勝した中谷リハ
ニさん（フィリピン） 

2006年
平成18年

2007年
平成19年

2008年
平成20年

日本語クイズと韓国の屋台
の味

大賑わいの日本語クイズ
コーナー

日本語教室のブースの皆さん、
お疲れさま

「多文化ふれあいデー」で白
井市長の似顔絵を描くミャン
マーの学習者ウインボさん

第１回七夕まつり

日本の伝統文化を知っても
らうため、2006年から毎年た
なばたまつりを開催してい
ます。全員が短冊に願い事を
書いて発表した後、たなばた
の由来を学んだりゲームや
おしゃべりなどで楽しい時間
を過ごしています
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2009年
平成21年

尼崎市国際交流協会の主催で2005年～2008年に「つかしん」で開催された多文化
ふれあいデーでは日本語教室のブースを出し、外国料理の調理や販売、日本語ク
イズなどで地域住民との交流や教室のＰＲに力を入れました

七夕まつりで腹話術を披露
する講師の山下さん

尼崎市国際交流協会主催「第
１回日本語スピーチコンテス
ト」に受講生が出場しました

第４回たなばたまつり
受講生も増え、集合写真も３グ
ループに分けて撮影しました
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第５回たなばたまつりのワ
ンシーン。短冊に書いた願
い事を発表しました

2011年からはたなばた祭りにオカ
リナ演奏も加わりました

サンシビック祭りに参加した民族衣
装の皆さん

35　サンシビック祭り2011

2010年
平成22年

2011年
平成23年

2012年
平成24年

ボランテイア講師自身もスキルアップ
しなくては。近藤先生による定例の講師
勉強会です

講師の指導で初めて筆を手
にする受講生

初めてのたこ焼き。焼きそばも
作りました

本格的な茶室でお茶
を体験。正座は困りま
した。お茶も体験

6

この年、教室が中小
企業センターからサ
ンシビックに移り、11
月のサンシビック祭
りに参加。民族衣装
を着て、日本の歌を
各国語で歌いました

2011たなばた

毎年春には学習室を出て、日本や各国の
料理を体験しています。学習者がお国自
慢の料理を教えることもあります。これま
で、たこ焼、タイ風焼きそば、巻きずしな
どを体験しました。

日本の伝統文化に触れる一環として、習字、や折り紙、お
茶も体験しています。また、日本語学習の成果を披露す
る場として、スピーチの時間も設けていて、自分の国の
ことや日本の印象などを写真も交えて話します

スピーチの様子

カンボジア出身の藤岡アリアさんが「タイ風焼きそば」の
作り方を披露してくれました。
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第8回七夕まつり。罰ゲームで踊る皆さん。
全員お腹を抱えて大笑い

たなばた参加者全員で。「はい、チーズ」

2013年
平成25年

2013年7月の今教室風景ーこんなににぎやかになりました

折り紙。四季折々の花や動物などを作
って季節感を味わいます

19 巻きずし作り。形はいろいろでした
が、おいしかったです。2013.3.
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東南アジア
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南アジア

オセアニア

北米

中南米

欧州

出身国別受講生　　　　　　　　　は、姉妹都市との交流に重点がお
かれていました。イベントの企画のボランティアをし
ていた私は、他の市に比べて在住外国人の多い尼崎に
おいて、もっと在住外国人と市民が交流出来る事業は
ないものかと模索していました。同時に、市民が参加
できる身近な国際交流協会にしようという協会の方向
性の転換期とも重なり、日本語講座はそんな中で企画
した事業の一つでした。
当時は国際交流協会とは無関係の日本語講座のみで、
公民館を中心に夜の教室しかなく、その時、子どもが
小さく夜に外出する事が出来ない私のような在住外国
人のお母さんのニーズがあるのではないかと考えたの
が、昼間の日本語講座を立ち上げるきっかけでした。
　日本語講座開講にあたり一番こだわったのは、まず
日本語ボランティア養成講座を開いてから、養成講座
修了者の方と作りたいということでした。ほかの日本
語講座では特にボランティアの養成講座を設けてない
所も多々あります。しかし、私自身が別の機関で日本
語教師養成講座を受けて、日本語の難しさを身にしみ
て感じていたので、ボランティアとは言えきちんとし
た日本語教授法の基礎を学んだ方々に教えて頂きたい
と考えました。
　いざ日本語講座を開講してみると、私の思惑とは反
し、子どもの小さなお母さんは少なく、代わりに英会
話スクールの欧米の先生が多かったのを思い出しま
す。ニーズはどこにあるのか分からないものです。
今はどのような方々が学ばれているのでしょうか。
　このような経緯で開講した日本語講座ですが、さす
がに 10 年も続くものになるとは考えておりませんで
した。この 10 年いろいろな事があったのではないか
とお察しいたします。しかも、当初のメンバーの方々
が何人も残っておられるのには驚きました。何もかも
井上さんを筆頭にボランティアの方々のご努力の賜物
と存じます。　
これからも尼崎の在住外国人の方々の支えになる日本
語講座であり続けていただけること確信いたしており
ます。そしてこの講座が、ボランティアの皆さんの生
きがいのひとつになっていただければ幸いです。

小野　里香　2004 年～ 2,005 年講師

当時の協会

講師経験者のお便り

9 人

1 1 人 1 2 人

1 2 人 1 0 人

1 5 人 1 9 人

2 5 人 2 5 人
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受講生・講師数の推移

2012 年2011 年2010 年2009 年2007 年 2008 年2006 年2005 年2004 年

左：受講生　男　　女

右：講    師　男　　女

　　　　　　　　　日本語を教えるボランティアを体
験したのは、アフリカのウガンダという国でだった。「日
本語を勉強したい子がいるのだけれど、誰かいないか
しら？」と問われ気楽に引き受けてしまった。今思えば、
何と怖いもの知らずだったことかと恥じ入りたくなる。
教科書ひとつ手に入らない場所で、あまりにも無謀だっ
た。
　しかし、そこで日本語を外国語として見つめる快感
を覚えた私は、日本に帰国後、日本語教室のボランティ
アに再びチャレンジした。
　指導書や解説書にいつでもアクセスできる環境に勇
気づけられての参加だったが、今度は違った壁にぶつ
かることになる。ここで出会ったのは、日々、家事や
育児や仕事をこなしながら、週に一時間半を日本語の
勉強に使う、「生活者」だった。海外で日本語を趣味と
して学ぶ人達とは、動機や目的が全く違っていた。
　忙しい毎日。その中からひねり出した一時間半。短
時間で、効率よく、彼らの一時間半に見合うものを提

供するにはどうしたらよいか？さらに、彼らが必要と
している日本語は、生活を円滑にするために文化の違
いを乗り越えて人間関係を作り、情報へアクセスする
ための「生活技術」でもあった。試行錯誤の連続だった。
　私は今、再び日本を離れ、今度は南太平洋に浮かぶ
バヌアツという国に住んでいる。人々はビスラマ語と
いう言葉を話している。言葉がわからない私に入って
くる情報は限られ、制度や生活、習慣などわからない
ことが多い。トラブルが起こった時、身を守れるだろ
うかという不安が付きまとう。
地域のボランティアによって支えられている草の根の
日本語教室は、生活者へのサポートなのだと、今、改
めて強く感じている。このような視点を私に提供して
くれた尼崎国際交流協会の日本語教室、ボランティア
講師の皆さん、生徒の皆さんに感謝するとともに、一
人でも多くの外国人の方が安心して日本で暮らしてい
けるよう、日本語教室がますます活発に活動を続けて
いってほしいと思っている。

河内　貢子　2010 年～ 2012 年講師

5人

10人

15人

20人

25人

私が初めて

（人数は年平均です）
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国本　ダイアンさん（カナダ）
娘が小学校に入るので、字を読めるよ
うになりたかった。インターネットで早
速申し込み、来てみてとっても良かっ
た。安心した。

スワンソ　ヘルダさん（インドネシア）
来日した時は全く日本語ができず、以前
に習っていた神戸の国際会館で紹介さ
れました。いい先生に出会えて、とても
よかったです。おかげで、県内の学校訪
問もうまくいっています。今後は２時間
ぐらい勉強したいです。

イメルダ　デラクルスさん（フィリピン）
日本に来た時は、宅急便の便利さと確
かさに驚きました。日本人は優しいけ
ど、厳しいです。スポーツクラブにいた
友人に教えられて来ました。日本語は
難しいですけど、楽しく続けながら読み
書きが上手になりたい。

呉　京淑さん（韓国）
日本の印象は、町がとてもきれいで、人
は親切です。友人に教えてもらって、市
役所で申し込みました。会話ができな
いので心配しましたが、たくさん教えて
もらって、今はとても喜んでいます。

由　芳芳さん（中国）
来日したときは、物価が高く、日本語も
話せず、とても困りました。友人の紹介
でこの教室に来ましたが、レベルが分
からないので不安でした。でも、自分よ
り高いレベルで学習ができるので、今
は楽しいです。

張　恒怡さん（中国）
日本の文化理解と友人を作りたくて、こ
こに来た。そのために日本語を上手に
話したい。日本語以外のこともいろいろ
勉強できるので、来てよかった。

加島　ウイモンさん（タイ）
困ったのは食事の時と言葉が分からな
かったことです。電車やバスがすぐ来
るので、便利だと思いました。文字の読
みと語彙が少ないので心配しました
が、今は、いろいろな国の人の話も聞
けて楽しいです。

塚崎　リラさん（中国）
日本は町がきれいで、日本人はとても
優しいです。だから、友人から聞いてこ
こに来ましたが、何も心配しなかった
です。今ではこの教室が大好き。

ドリス　ガーツさん（カナダ）
乗り物は便利ですが、人が多く、夏が暑
いので驚きました。市役所に問い合わ
せて、この教室に来ました。今はとても
満足していますので、このまま続けて
いってほしいです。

川村　チョーナさん（フィリピン）
公民館で日本語を勉強していた時に、
先生に紹介されました。ここは、勉強が
分かりやすいし、学習者同士のコミュ
ニケーションもいいので、仕事が忙しく
ても続けたいです。

趙　萍さん（中国）
日本人はとても優しく、親切だと思いま
した。中央公民館のボランティアの方
に紹介されて来ました。先生方は、豊
かな知識を持っているので、入って良
かったです。これからも、いろいろな知
識を得たいです。

梁　京花さん（韓国）
協会のホームページを見て来ました。
グループ学習を想像していたが、実際
は違いました。外国人学習者が大勢い
るので驚きました。人とのつながりを
深めて、日本語を上達させたいです。

学習者の思い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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トハル　フェ　アロスさん（フィリピン）
フィリピンと違って物価が高くて驚き
ました。日本語ができず、どこまでうま
くなるか心配でしたが、漢字が沢山読
めるようになってうれしいです。見学
ツアーや料理教室、折り紙・習字体験
などをもっと増やしてほしいです。

虞　行花さん（中国）
道に迷った時、笑顔でとても優しく道
順を教えてくれて、日本人は優しいな
と思った。そのときから、日本語をもっ
と上手になりたいと強く思った。学習
は、いい先生に出会えてとても楽し
い。料理が大好きなので、行事にも参
加したい。

陳　賽英さん（中国）
中国のオフィスで仕事をしている時、
今の主人とお客さんから日本語を少
し習いました。来日３ヶ月ですが、母
がここを見つけて予約してくれまし
た。日本語能力試験の２級を目指して
頑張ります。今、日本語の学習がとて
も楽しみです。

ブレイデン　ウインガムさん
　　　　　　　（ニュージーランド）
私が日本に来た時、電車の便数が多
いのでびっくりしました。友人から教
室の話を聞いていたので、心配はあり
ませんが、初めは緊張しました。先生
方はもう少しゆっくり話していただき
たいです。

何　静さん（中国）
日本はいろんな場所で日本語が勉強
できるので便利です。ほかの所でも経
験していたので、初めから、何も心配
しませんでした。自分で話したいこと
を作文に書き、正しい日本語に直せる
のがいいですね。

奥村　クラウディアさん（ボリビア）
日本に来た時、ちょんまげの侍がいな
いし、着物も着ていなくてびっくりしま
した。日本語教室の友達に教えられて
来ましたが、長く待たされるのではと
思っていたら、すぐに勉強が始められ
て良●●

山岡　アイリーンさん（フィリピン）
主人の仕事の手伝いが忙しくて休ん
でいましたが、続けて勉強したくなっ
て、また来ました。何といっても、ここ
の先生は優しいので、勉強がもっと
もっとできると思います。頑張ります。
かったです。
　
アーサー　ジェームスさん（ＵＳＡ）
幼稚園に通う子供の送迎で、日本語
が分からず困っていた時に、ここを見
つけた。でも、案内が全部日本語でま
た困った。雨天時に武庫之郷から自転
車で通うのは大変だが、１対１の勉
強と９０分の学習時間がとてもいい。

ウェンディ　ジェームズさん（ＵSA）
日本の町はきれいで、安全です。主人
がインターネットで調べてくれて、来
ました。ビギナーですから、すべて心
配でしたが、１対１の指導で安心しま
した。でも、発音がやはり難しいです
ね。

江崎　孝杰さん（中国）
子供が小学校に入り、いろんな便りを
きちんと読んで対応したくて、来まし
た。幸い、日本語能力試験２級にも合
格できて、喜んでいます。習字や折り
紙、スピーチや料理、七夕祭りやサン
シビック祭りも体験でき、本当に満足
です。

思い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2013年3月～10月の在籍者）
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司会：まず、10年前の講座開設以来、中心となって教室

運営に関わって来られた井上さんに、立ち上げの経緯な

どについてお話しいただきます。

井上：平成15年に尼崎市国際交流協会講座部会の新規

事業として実現したのがこの日本語講座です。当時、各

公民館で開いていた「よみかき学級」はすべて夜間でし

た。計５回の速成の日本語講師養成講座を受講し、平成

16年1月14日、第1回目の日本語講座が26人のボラン

ティア講師と9人の学習者でスタートしました。当初、一

人の学習者を三人の素人講師が囲んで教えるものです

から、学習者も大変だったと思います。今も続けている

講師は6人です。

近年は、学習者の数も安定していますが、一時期、学習

者が少なくて火が消えかかった時には、スーパーや、公

民館などでチラシを配ったこともあります。

田谷：活動のベースがしっかりできるまでには、相当の

忍耐と努力が必要だったのですね。

司会：ボランティアによる日本語講座と日本語学校の違

いについてはどうですか。

近藤：クラス授業で学習時間数の多い日本語学校と違っ

て、殆どの日本語教室は週一回です。ここは１対１の個

人授業なので、学習者のことがよくわかり、個々に柔軟に

対応できるところがいいですよね。

谷河：個人的な悩みや苦労話などを聞いて欲しい学習

者もいます。これも、マンツーマンだからできることです

よね。

田谷:教科書を使ってするだけが勉強ではないというこ

とで、学習者に合わせて臨機応変な対応が必要ですね。

司会：難しいと思った事、嬉しかった事は？ 

井上：普段なにげなく使っている言葉の理解が難しいと

思いましたね。

関：問題はスラスラ解けても、作文は難しいようです。短

い文章でも書けるようになると、かなり習得してきたな

と思います。

また、休みがちな人は困りますね。授業に備えて、予習

し、問題も作ってきているのに、学習者が来なかったら

がっかりしますよ。

高田：代表として方針を決めるのが難しいです。学習者

の国もレベルも様々なので、自分が先走ったりしていな

いか、いつも反省しています。

田谷：私達は絶えず学習者の方を見て、理解してくれて

いるかどうかを確認しながら進めることが大切だと思い

ます。

井上：学習者が楽しそうな顔をして教室に入ってくるの

を見ると嬉しいです。定着する人が増え、教室の雰囲気

もいい。これは伝統として残していきたいですね。

出席者
写真左から谷河万里子・近藤和子先生・田谷暁子・高田晴夫・
井上隆司・吉田紀子・荻野直美・関清人

座　談　会

講師26人と学習者９人でスタート

10年を振り返って
2013年８月、日本語教室の講師8人がサンシビック尼崎の教室で、スタ
ート当時の思い出や数々のエピソード、そしてこれからの講座のことに
ついて語り合いました。

14
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高田：スピーチコンテストなどで学習者が堂々と発表す

るのを見るのは嬉しいですね。

田谷：それまで普通形で話していた学習者が、丁寧形で

話す練習をしたら、お店等での相手の応対が良くなった

と聞いて嬉しかったです。

井上：今まで関わってきた人たちの日本語の力が上がっ

ていくのは勿論ですが、その人たちが正しく日本を理解

し、日本のファンになって、国に帰っても日本のいいとこ

ろを伝えてくれているのは、嬉しいですね。

司会：他にボランティアとして気を付けなければならな

いことは、どんなことでしょう。

近藤：皆さんも初めは日本人なら誰でも日本語を教えら

れると思っていたでしょう。この仕事は授業の準備が大

変です。次回は、どん、な単語や文法項目が出てくるか確

認しなければなりません。学習項目を把握していない

と、間違った例文を作ったりしてしまいます。また、日頃

から語感を磨くことも大切です。それと、学習者に話して

もらうことが大切です。学習者が疲れるくらい、発話させ

てください。

司会：多文化共生社会については？

井上：この言葉が強く意識され始めたのは阪神淡路大

震災の時でした。国や、文化の違いを乗り越え、日本に住

んでいる外国人と如何に共生し、お互い安心して住むこ

とができるかを考えたのがきっかけです。

田谷：外国の人が日本になじむには、日本語のコミュニ

ケーション能力が必要です。

関：コミュニケーション支援には、外国人に対する情報

の多言語化と、日本語や日本社会に関する学習支援が

必要です。今のところ、外国人が日本人と同じような状態

で暮らせるようにはなっていません。後者の部分を日本

語講座が担っていかなければなりませんね。

田谷：外国人が、気軽に声をかけることができるように

なれば、住みやすくなるのではないでしょうか。

司会：最後に今後の活動の展望についてお聞かせ下さ

い。

井上：貸し教室ではなく自前の教室がほしいですね。そ

うすると、もっと色々なニーズに応えられると思います。

近藤：今後も勉強を続けて、学習者からの信頼度の高い

「日本語の先生」がそろった尼崎の日本語教室・・・いい

響きですね。

司会：近藤先生、皆さん、ありがとうございました。外国

人にはこんな方法で日本語を教えるのか」と初めて知っ

てから10年、閑古鳥が鳴く教室の存続を心配した時期も

ありましたが、今振り変えればそれも懐かしい思い出で

す。また気持ちを新たにして次の10年を迎えたいもので

す。

信頼される先生がそろった教室に
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いことは、どんなことでしょう。

近藤：皆さんも初めは日本人なら誰でも日本語を教えら

れると思っていたでしょう。この仕事は授業の準備が大

変です。次回は、どん、な単語や文法項目が出てくるか確

認しなければなりません。学習項目を把握していない

と、間違った例文を作ったりしてしまいます。また、日頃

から語感を磨くことも大切です。それと、学習者に話して

もらうことが大切です。学習者が疲れるくらい、発話させ

てください。

司会：多文化共生社会については？

井上：この言葉が強く意識され始めたのは阪神淡路大

震災の時でした。国や、文化の違いを乗り越え、日本に住

んでいる外国人と如何に共生し、お互い安心して住むこ

とができるかを考えたのがきっかけです。

田谷：外国の人が日本になじむには、日本語のコミュニ

ケーション能力が必要です。

関：コミュニケーション支援には、外国人に対する情報

の多言語化と、日本語や日本社会に関する学習支援が

必要です。今のところ、外国人が日本人と同じような状態

で暮らせるようにはなっていません。後者の部分を日本

語講座が担っていかなければなりませんね。

田谷：外国人が、気軽に声をかけることができるように

なれば、住みやすくなるのではないでしょうか。

司会：最後に今後の活動の展望についてお聞かせ下さ

い。

井上：貸し教室ではなく自前の教室がほしいですね。そ

うすると、もっと色々なニーズに応えられると思います。

近藤：今後も勉強を続けて、学習者からの信頼度の高い

「日本語の先生」がそろった尼崎の日本語教室・・・いい

響きですね。

司会：近藤先生、皆さん、ありがとうございました。外国

人にはこんな方法で日本語を教えるのか」と初めて知っ

てから10年、閑古鳥が鳴く教室の存続を心配した時期も

ありましたが、今振り変えればそれも懐かしい思い出で

す。また気持ちを新たにして次の10年を迎えたいもので

す。

信頼される先生がそろった教室に

15

日頃から語感を磨いて




