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やさしい英会話（昼の部）
平成29年 11 月 18 日～平成 30 年 3月 17 日の年末年
始を除く土曜日 午前 10 時～ 11 時 30 分（全 15 回）
立花公民館
ニールジェームズ･ミッチェル氏（英会話講師）
6人
協会会員 14,000 円、一般 16,000 円　
　※別途教材費が必要

話せる楽しみ英会話（夜の部）
平成29年 11 月 10 日～平成 30 年 3月 9日の年末年始
を除く金曜日 午後７時～８時 30 分（全 15 回）
塚口南地域学習館
マイケル・マッカーシン氏（市立学校外国語指導助手）
7人
協会会員 17,000 円、一般 19,000 円

第 11 回日本語スピーチコンテスト出場者募集
　平成 30 年 2 月 17 日午後 1 時から園田学園女子大学で開催する「日本語スピーチコンテスト」の出場者を募集して
います。「コンテストの部」（最優秀賞、優秀賞、特別賞、尼崎商工会議所会頭賞）と「自由発表の部」があります。

日時

会場

講師

受講料

■コンテストの部　在住外国人に、日本での体験や将来の目標
などを、日本語で発表して頂きます。対象は、日本語が母国語

ではなく、日本に在住して５年以内の人。文字数に制限はあり

ませんが、発表時間は 5 分以内で、内容に①「日本に来て気づ

いたこと、感じたことを自国と比較する」②「日本での体験や日

本語を生かして、将来どのように活躍したいか」のいずれかを

含めてください。

■自由発表の部　日本語を勉強している外国人に、学習の成果
を気軽に発表して頂きます。対象は、日本語が母国語ではない

人。スピーチは 3分以内で、テーマは自由です。

　コンテストの部、自由発表の部ともに、政治・宗教などの個

人の思想信条を発表することはできません。

楽しく英語を学びませんか

募集数

申し込みは、平成 29

年 12 月 12 日 ( 火 ) 

午後３時までに、「出

場申込書」と「原稿」

を郵便か e-mail で尼

崎市国際交流協会事

務局にお送りくださ

い。申込者多数の場

合、事前選考させて

いただくことがあり

ます。

平成 29 年度後期英会話講座の受講者を募集してい

ます。テキストを使って初歩の日常会話を学ぶ「や

さしい英会話」と、テキストを使わない会話中心の

「話せる英会話」。申し込みは、10 月 27 日 ( 金 ) ま

でに、メール、または電話で、協会事務局へ。English Conversation Course
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平成 29 年度後期英会話講座の受講者募集

市民がつくって市民が運営する協会
　事務所を整理していたら、 「（仮称） 尼崎市国際交流協会

の設立について （案）」 という書類が出てきました。 そこには設

立趣旨として 「市民の発案により…国際交流の促進を目的と

する協会を設立…市民が中心となって推進する交流に発展さ

せる。 …会費によって事業の運営に当る…」 との記述がありま

す。 現在、 会費年 2,000 円の一般会員 212 人、 年 20,000
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事務局から
円の法人会員 19 社。 これらの皆さんによって協会は支えられ

ています。 会員特典はといえば、 協会事業に関する情報提

供と一部有料イベントの割引。 いずれにせよ事業の充実がな

ければ意味をなしません。 そして、 その事業も会員で構成する

各事業部会が企画、 実施しています。 設立の趣旨は今もしっ

かりと受け継がれているのですね。



One-day bus tour

尼崎市立尼崎双星高等学校　甲木千絵

　研修前は英語の力をつけ、様々な国の文化を学ぶという目

標がありました。実際に体験すると、英語でのコミュニケー

ションはただ言葉を話せばいいというわけではなく、表情や

身振り手振りなど相手に伝えようとする、そして、相手が何

を伝えたいのかわかろうとする姿勢が大切という事も学びま

した。また、様々な文化や宗教の生徒たちと触れ合う中で、

自分が当たり前と思っていることが違ったりすることに驚き

ました。例えば、食事や服装などはもちろんですが、写真撮

影をしてはいけない生徒がいたり、多様な習慣や考え方があ

ることに触れることができ貴重な体験となりました。

　「国際交流イベント」として、園田学園女子大学の学園祭に「甘党の店 AIA」を出店
します。ソフトドリンクと会員手作りの白玉入りぜんざいを各 100 円で販売し、国際
交流協会のPRにつとめます。出店は22日のみですが、「けやき祭」は10月 21日 (土 )・
10 月 22 日 ( 日 ) 午前 10 時～午後 5時です。

　尼崎市教委との共催で、市内の高校生をマレーシアのＥＬＣ

(English Language Company) 語学学校に短期留学させる「海外語学

研修派遣事業」。今回は、市立尼崎高校生７人と市立尼崎双星高校生

1 人の計 8 人を派遣。研修生は英語研修のほか寮での生活を通して

外国からの留学生と交歓をするなど、充実した4週間を過ごしました。

　　　　　　尼崎市立尼崎双星高等学校教諭　児泉 顕

　研修生たちは、初めての海外渡航、寮生活、英語だ

けでの学習とめまぐるしく変わる環境の中で、最初は

体調を崩したりホームシックになったりしました。し

かし、高校生ならではの適応力で現地での生活をたく

ましく切り開いていきました。様々な国の生徒たちと

積極的にコミュニケーションをとり、英語だけではな

く、文化の違いなども学び体験し、グローバルシティ

ズンとしての一歩を踏み出しました。今回のプログラ

ムを機に、グローバルに活躍する人材へと成長してい

くことを期待します。

7 月 22 日～ 8月 19 日海外語学研修派遣

日帰りツアー 
　　 神戸スカイバスで大迫力体験と異人館めぐり

9月 10 日

国際交流イベント　
　　　　　　　　　園田学園女子大学「けやき祭」に模擬店

10月 22 日 ( 日 ) 午前 10 時～午後 5時

　9 月 10 日午前 10 時半、日本人 33 人、外国人 19 人（中国、台湾、アメリカ）

が JR三宮東改札口に集合しました。

　まず、JR 三宮駅から徒歩で異人館へ。風見鶏の館、萌黄の館をじっくり時間をか

けて参観。昼食後、のんびり JR 三宮駅まで徒歩でスカイバス乗り場に。屋根がなく

文字通り青空が見える２階建てのバスで、ポートアイランド、フラワーロード、元

町の中華街、メリケンパーク、ポートタワー、神戸居留地を巡りました。現地解散後、

参加者は思い思いに三宮界隈を散策。快晴に恵まれ、神戸を満喫した一日でした。

ＥＬＣ語学学校ロビーで、修了証書を胸に

高校生 8人がマレーシアへ

Dispatch overseas language training

研修生 引率者


