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難 民 瞼 面 上 嬢 会 2021(国違UNHCR協会後援)

世界には自分の国にいることが危険だという理由で「難民」と
ならぎるを得なかつた人が大勢います。私たちと同じ「普通の
人々」が、どのように「難民」となり、どのような日々を送っている
のかをぜひ知つて下さい。

◇町田キャンパス
上映日時 :11月 1日 (月 )16:20～
場  所 :3301

申し込み :不要。直接会場にお越 し下さい。
上映作品 :「 アイ・アム ロロヒンギヤ」(90分 )

迫害か ら逃れカナダに渡つたミャンマーの少数民族 ロヒ

ンギャの若者 14名が、演劇を通 して自分達の壮絶な体験

と向き合い、世界に事実を発信 しようとしていく。

◇千代田三番町キヤンパス

上映日時 :11月 5日 (金 )16:20～
場  所 :1407

申 し込み :会場参加の場合は不要です。千 1コ
代田二番町キャンパスでは同時にオンラ

ン上映も予定 していますので、オンラ
での視聴を希望する方は ORコ ー ド

で
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饉釉饂攀腱診|‐鰺麒諸≫膵ぽ≫文化交朧な籍わ職春守 ∫

昨年は、残念ながら中止となった金山女子大学校との文化交流プ

ログラムですが、今年は、オンラインでの交流を企画中です。本学の

協定校である、金山女子大学校は韓国茶道に力を入れており、学内

には立派な茶室が設置されています。ここでは、毎年、韓国茶道のコ

ンテス トが行われています (写真)。

コロナ禍の中での交流は制限がありますが、今年は、オンライン

でつながり、日本語で交流しながら、金山の学生による韓国茶道の

デモンス トレーションをご覧いただきます。釜山女子大学校の多く

の学生は日本語の授業を履修しており、日本語が上手です。また、日

本語サークルの活動も盛んで、日本が好きで日本語を学びたいとい

う学生も多いです。日本語での交流が可能ですので、是非ご参加く

ださい。
日時 :2021年 11月 13日 (土 )<KVA祭実施期間中>

※時間及び実施場所・方法等の詳細は決定後ご案内します。

本学学生、教職員、地域サポーターの皆さんにご参加頂けます。

Four vears in the university seems like a long time,
but it actually goes by rather quickly. Wouldn' t it be
great to graduate from university not only with your
degree, but also the ability to speak English fluently?
When you speak English fluentl1,, you can travel the
world easily and encounter fewer mishaps. When you
have the ability to think in another language, you' 1I

gain insight into other cultures and lifestyles. Of
course, Iearning a second language is difficult. It takes
time and effort and perseverance. At times during the
process, you'lI make giant leaps in your ability to
speak English, and other times may seem like no prog-
ress is being made. But if you keep at it, little by little,
you can succeed. Tokyo Kasei Gakuin offers many En-
glish classes, and there also other ways to build on the
tons of English you already know from junior high
school and high school. Why not put that knowledge
and previous study time to good use by attending the
weekly English Salon?

The English Salon offers a casual way to practice
English Conversation without having to worry about
studying or about making mistakes. You can use the
English vocabulary and sentence patterns you already
know to chat with other students.

Since the Corona Virus Pandemic began, the En-
glish Salon has been held online on Zoom. Students in
the English Salon come to be friends, and some are
international students from Korea, China, Vietnam,
and other countries. It's very informal, and you can
talk a little or talk a lot, as much as you like. If you
have free time during lunch, why not stop by and prac-
tice using your English? The other students and I are
looking forward to meeting you.

▲釜山女子大学校の韓国茶道コンテス トの様子

英語サロンは、「勉強」という堅苦 しさを感じずに間違い

を心配することなく、英会話が練習できる場です。自分が

使える語や文法で、他の参加者とコミュニケーションすれ

ば良いのです。新型コロナウイルス感染が拡大 してから

は、Z00Mで の開催です。

英語サロンに参加する学生には、韓国、中国、ベ トナムの

学生もいて、英語サロンを通 してみな友達になります。と

てもリラックスしたサロンなので、話すのは少 しでもたく

さんでも、自分のペースで全 く構いません。

もし、昼休みに時間があったら、英語サロンに参加 して、

英語を使つてみませんか。他の参加者も私もあなたに会え

ることを楽 しみにしています。

※英語サロンの開催日時等は 4面 にてご確認下さい。

「纂鶉鰈鰺≫へ令絣骰吻腋%か』 畢―ク・∫慇イス筵饉ね裏場のメΨ無―ジ

【日本語の意味】

の
東京家政学院大学 国際交流センター

大学 4年間は長いようで短いものです。卒業証書だけで

なく、英語の力も身につけて卒業しませんか。英語が話せ

ると、トラブル少なく世界中を旅することができるし、他

の文化やライフスタイルヘの洞察力を深めることもでき

ます。
もちろん外国語を身につけることは簡単なことではあ

りません。時間と努力と忍耐が必要です。学びの途中では、
上達が感じられる時と、全く前に進んでいないと感 じる時

があるでしょう。でも、少 しずつ続けることが成功につな

がつていくのです。

東京家政学院大学では、たくさんの英語の授業がありま

すが、授業以外でも、皆さんが中学校や高校で学んだ英語

を使って英語力を積み上げていく方法があります。国際交

流センターが提供する週 1回 の英語サロンで、今持ってい

る英語の力を磨いていきませんか。
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籍爾炒籟泰展を開催じ審鐵∬
昨年度は開催を見送 りましたが、今年は、感染予防を十

分に行った上での実施を計画 しております。東京都板橋区
にある、いたばしボローニヤ絵本館のご協力のもと、約
100か国、70の 言語の海外の絵本から、学生たちが選んだ

絵本を展示 します。絵本で描かれた世界から、外国の生活
文化を感 じ取ることができることでしょう。また、簡単に

渡航することのできない遠い国の世界を絵本か ら感 じ

取つてください。

【日時】2021年 11月 下旬～ 12月 の約 1ケ 月間
展示期間の詳細は決定後ご案内します。

【展示場所】
町田キャンパス、千代田二番
町キャンパスの東京家政学

院大学附属図書館

2019年 6月 に展示された絵本(一部)左上からヨルダン、イギリス、
イタリア、フランス (下 )、 ドイツ(右下)の絵本▲

※本学「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京家政
学院大学 活動制限指針」の「附属図書館・生活文化博物
館」がレベル3以下であることが開催の条件となります。

蝙15回 タト回議甦ぽ蝉吻蛛讚攣凸絆

参議醸摯鯵飩蝙螂莉
12月 4日 (土 )に第 15回外国語スピーチコンテス トがオ

ンラインで開催されます(1面、4面参照)。 スピーカーとし

て参加を希望する方は以下の要領で申し込んで下さい。希
望者には母語話者が指導しますので、外国語力&ス ピーチ

カをアップさせるチャンスです !

【内容】
(1)外 国語暗唱部門

英語もしくは中国語の定められたテキス トを感情を込
めてスピーチします。自分の母語によるテキス トは選ベ

ません。
(2)日 本語弁論部門 (日 本語が母語以外の学生)

次の 5つのテーマの中から自分が伝えたいことを日本

語でスピーチします(5分 )。

「日本で暮らして考えたこと」「私の夢」
「日本で出会つた大切な人」「日本語を学び始めた理由」
「日本に紹介 したい私の国の文化」

(3)海外体験弁論部門
次の 3つのテーマから自分が伝えたいことを日本語、
もしくは英語でスピーチします(5分 )。

「海外体験から得たもの/こ と」「海外に滞在 して考え

たこと」「海外で出会つた大切な人」

【申し込み】
以下の要領で iec@kasei‐ gakuin.ac.jp宛 に 11月 20日

(金 )ま でに申し込んで下さい。
・件名を「スピーチコンテス ト」にする。
・メール本文に①氏名 (読み方も)、②学籍番号、③出場する
部門の名称、④指導を希望するか/希望しないかを書く。

・(2)(3)の参加者は 1200～ 1500文字の原稿を添付する。

私の異文化・海外体験 篤11回

異文化実体験のすすめ

田中 千晶 (人間栄養学科 )

私は、学生の皆さんと同年代の頃、シンクロナイズ ドス

イミング (現 :アーティスティックスイミング)の選手と

して、いつくかの国を訪れる機会を得ました。特に印象に

残っている体験をご紹介 したいと思います。

先ず、コロンビアでは、宿舎からプールまで、毎日、大型
バスでの移動でした。バスの中は、日本選手団と 1名 の女

性警官のみです。更に、バスの前後はパ トカーによる護衛

がなされました。ある朝、女性警官が常に持つているハン

ドバッグを見ると、その中身は拳銃のみでした。小さな鞄

は、ボタンもチャックも無く、直 ぐに拳銃を取り出せる状

態です。治安が不安定な国であることを、身をもって感 じ

ました。

メキシコでは、平日の日中であるにも関わらず、街で伝

統的な編み込み リボンの人形を観光客へ売る少女に出会

いました。メキシコシティは、標高 2000mを超え吉代アス

テカ文明を誇る都市で、観光客で,`谷 れています。児童労働

の問題は、学校でも習つてはいましたが、日の前で、少女が

学校にも行けずに働いている姿には衝撃を受けました。

オース トラリアでは、練習中に屋外の照明が落ちてしま

いました。他国は練習を切 り上げましたが、日本チームだ

けは真っ暗な中で練習を続けました。国内外において初め

ての経験でしたが、星空の下、なんだか水族館の魚になっ

たような気分でした。 同調性を要する採点競技で陸上と

は関節位置覚が異なるため、コーチの目が重要にな りま

す。そのため、ロシアや日本チームは、指導の際の言葉が常

に厳 しく、緊張感で張りつめています。一方で、練習中に笑

顔が見える国もあり、スポーツ指導にも国民性が感 じられ

ます。

世界には多様な暮らしや国民性があることを、皆さんも

学んでこられたことと思います。実体験は、その学びを更

にご自身の心の中に深 く根付かせるものだと思います。少

し怖いですが、是非、一歩踏み出してみて下さい。私の体験

も、自身の中に留めるだけでなく、担当科目の公衆衛生分

野における社会的公正や高地順化などについて実体験を

交えた授業を展開することで、少 しでも皆さんの学びに貢

献できればと思います。
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日

日

日

第 15回 外国語ス ピーチコンテス ト言語チューター

【開催日時】12月 4日 (土 )

*時間・URLは後日HP・ 電光掲示板にて。

【内容】
◇外国語スピーチコンテス ト

(1)外 国言吾日音口昌音『Fヨ

(2)日 本語弁論部門

(3)海外体験弁論部門
※スピーチコンテス トの出場申し込みについては
3面 をご覧下さい。

◇クリスマスパーテイ
スピーチの感想、ゲームなど。

日本語
として、ま

ラインで

見 られ

ます。 鶯「■
良い機会で

の参加をお

中国語、日本語を学びたい学生と、教えたい学生が
1対 1で学び合う制度です。オンラインでの実施です。

応募資格              ‐
■11

◇中国語               
‐・

<習 う 人>本学学生であればどなたでも
<教える人>中国語母語話者の本学学生

◇日本語
<習 う 人>本学学部 1～ 4年生の留学生
<教える人>日 本語母語話者の本学学生

【申し込み先】iec@kasei‐ gakuin.ac.jp
・件名を「言語チューター」にする。
日本文に①氏名 (読み方も)、②学籍番号、③習う
人か教える人か、④時間割の空き時間をできる
だけ多く書く。

【申し込み期限】10月 8日 (金 )
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