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TEL:054-286-0788 FAX:054-260-7836
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7月19日（月）、静岡市の田辺信宏市長が国際ことば学院
日本語学校にいらっしゃいました。静岡市内の企業、教育機
関、市民団体等を市長が訪問し、住民や働く人の声を市長が
直接聞く「市長ミーティング室」の訪問先に本学が選ばれ、
本学の留学生と、「多文化共生」をテーマに意見交換をして
いただきました。
まず最初に、市長に本校のAク
左：市長 、右：Aクラスの学生たち
ラスの授業にご参加いただきま
した。この日は「擬音」の授業をしており、
市長にも、ジェスチャーを交え、擬音を表現
していただきました。市長から、学生たちに
日本留学について質問していただくなど、
学生との交流の場面もありました。
その後、意見交換会にうつり、本学から
は国際ことば学院外国語専門学校の留学生
5名、国際ことば学院日本語学校の留学生
2名、国際ことば学院日本語学校校長、教
務主任が参加しました。
市長より、学生一人一人に「静岡での生活はどうですか」、「苦労し
ていることはありますか」等、質問をしていただきました。専門学校学生のイさん（韓国）は、以前東
京に暮らしており、「静岡は東京より静かで住みやすい」と答えてくれました。専門学校学生のビジャ
ヤさん（ネパール）は、「来日時に、役所等で難しい漢字を書かないといけないときに、大きく紙に書
いてくれたりして、日本人は優しいと思った。しかし、災害が起きた時の同報無線について、来たばか
りの外国人にはわからないので、外国語でもわかるようにしてほしい」と意見を話してくれました。専
門学校学生のインケさん（インドネシア）は、「ヒジャブ（ムスリムの
女性が頭や身体を覆う布）をかぶっていることによって、偏見を持たれ
ることがある」と、戸惑いの声を聞かせてくれました。日本語学校学生
のエラさん、シンタさん（共にインドネシア）は、「料理するときに、
食材が手に入りにくい。豚肉が入っているもの（エキス等も含む）は買
えない」と、来日後に困った体験について話してくれました。
これらを踏まえ、市長より、「小学校から多文化共生の授業をしよう
と考えています。留学生の皆さんにぜひ文化を紹介してほしいです。学
校給食も食材を選ばないといけませ
ん。」と、今後の静岡の多文化共生の
ための展望をお話ししていただきまし
た。
このような貴重な機会を設けていた
だき、市長を始め、静岡市観光交流文
化局国際交流課の皆様、静岡市市長公
室広報課の皆様、静岡市多文化共生協
議会会長髙畑様に厚くお礼申し上げま
す。
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学生ボランティア大活躍！
留学生＆日本人学生一緒におもてなし！KKGオープンキャンパス開催！
7月31日(土)にオープンキャンパスを行いました。例年WorldFestivalを開催していますが(昨年度は
中止)、コロナ禍での密を避けるために今年は新しい形を模索し、入学希望者のみを対象としたオープ
ンキャンパスを行うことになりました。前日の準備と当日は約50人の学生ボランティアが参加。アテン
ド担当がお揃いのオレンジ色のTシャツを着てお客様を案内し、「ことばと文化」担当が自分の国のこ
とばや文化を準備したポスターを見せながら説明したり、自分の国のことばで来校者の質問に答えたり
しました。また模擬授業では、実際に行われている英・中・韓の授業を見学、体験してもらいました。
何よりも、オンライン授業が続き直接の交流が限られる中、ここぞとばかりに無償で学校活動に協力し
てくれた学生の生き生きとした姿が印象的でした。きっと、入学希望者の方々も学校の雰囲気の良さを
感じ取ってくれたはずです。(岩本）

ドローン
打 ち 上 げ た よ！！
ここにいるよ～

学校紹介用の撮影をしました
※撮影の許可は取ってあります

就職への道のり…目指せ内定！
6月25日(金)と7月2日(金)に学校で企業説明会が行われまし
た。当日は仕事内容や労働条件の説明、筆記試験や面接も実施
され緊張感のある一日となりました。2学期からは、さまざま
な業種の社長様や人事担当者様から、就職へ向けて大切なお話
しを聞くビジネス実務授業が始まります。学生たちが今まで以
上に就職内定に前向きになることを願います。（山西）

静岡駅地下で

KKGをさがせ！

見つけた方には拍手をお送りします
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7月上旬、七夕願い事コン
テストを開催しました。コロ
ナ禍でイベントが少ない中、学生たちに少しでも日本らしさを味わってほしい、という思い
で実施しました。学生たちは短冊に願い事を書き、一人ひとり笹の葉につるしまし
た。このコンテストは、印象的な願い事を書いた人に賞が贈られるというもので、1
年生、2年生の中からそれぞれ1名ずつ、「願い事大賞」、「平和賞」、「ユニーク
賞」が贈られました。見事受賞した学生も、受賞できなかった学生も、皆素敵な願
い事であった
ように思いま
す。皆 さ ん の
願い事が叶い
ますように。

5月24日（月）及び26日（水）、1年生を対象に交通安全教室を実施しました。静岡県交通
安全協会の方と、静岡南警察署警備課の方にお越しいただきました。警備課の方からは、災
害時の対応について教えていただきました。交通安全指導員の方からは、日本の交通ルールを教えてい
ただきました。お話を聞いた後、実際に学校周辺の道路で自転車に乗りながら「一時停止」等のルール
を確認しました。自転車に乗るときは、安全を確保し、事故が起きないように気を付けましょう。
だいひょうてき

じてんしゃ

さいかくにん

⚠代表的
な自転車
のルール
再確認
⚠
じてんしゃ
しゃどう
げんそく
ほ ど う
れいがい
◆自転車
は、車道つが原則
、歩道は例外
しゃどう
ひだりがわ
うこう
◆車道は左 側 を通行
ほ ど う

ほこうしゃゆうせん

しゃどうよ

じょこう

◆歩道
は歩行者優先
で、車道寄りを徐行
あんぜん
まも
◆安全
ルールを守る
いんしゅうんてん ふ た り の

へいしん

き ん し

・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止

やかん

てんとう

・夜間
はライトを点灯
こうさてん
しんごうじゅんしゅ

い ち じ て い し

あんぜんかくにん

・交差点
での信号遵守
と一時停止・安全確認
うんてんちゅう
けいたいでんわ

し よ う

◆運転中
は、携帯電話、イヤホン、ヘッドホンの使用はしない
かさ
うんてん
◆傘
さし運転
はしない
ろじょう
たにん
し き ち

じてんしゃ

ちゅうりん

◆路上や、他人の敷地に自転車を駐輪しない

6月25日（金）、LクラスとMクラスで、書道教
室を行いました。皆、思い思いの字を半紙いっぱ
いに書きました。完成した後は、皆満足そうに半
紙を掲
げてい
まし
た。

6月1日（火）、学生の胸部レントゲン
検診を行いました。公益財団法人静岡県
結核予防会の検診車が本校の玄関口に到着する
と、学生たちはクラスごと
に 整列 し検 診を 受け まし
た。本校では毎年学生のレ
ントゲン検診を実施してい
ます。学生の健康を守る一
助となれば幸いです。

8月2日（月）より、学生たちは夏休みに入りましたが、学校は自習
室を開放しました。自主勉強や補講などで、毎日数名の学生が勉強し
に 来 て い ま し た。8月6日（金）に
は、希望者を対象に校内漢字検定を実施しました。その場で教師が採点
し、学生たちに解答用紙を返却しました。学生たちはその結果に一喜一
憂していました。学生の皆さん、授業以外の時間も有意義に使い、コツ
コツ勉強しましょう。
ご寄付ありがとうございます。

堤様
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にゅうがくしき

<< ４月２４日 入学式 >>
さくねん

らいにち

しんにゅうせい

おそ

おこな

昨年11月、12月に来日した新 入 生 の入学式を、遅くなりましたが 行 いました。ベトナム・スリランカ・
けい

こく

あら

めい

むか

こんかい

かんせんしょうたいさく

ミャンマー・ネパール・インドネシア、計５ヵ国から新たに２５名を迎えました。今回もコロナ感 染 症 対策
しゅっせき

りゅうがくせい

かぞく

かたがた

げんてい

のため、ZOOMでのご 出 席 は留 学 生 の家族とフレンドシップの方々に限定させていただきました。ご出席く
みなさま

かんしゃ

がくせいたち

ひさ

ぎょうじ

えがお

ださいました皆様には感謝を申し上げます。学生達も久しぶりの行事に笑顔があふれていました。

めいしょ

おおぶち ささば

ちゃばたけ

<<５月30日・６月６日 名所「大渕笹場」で茶畑 を見よう！ >>
ちゃつ

てん

ことし

ちゅうし

か

み

い

茶摘み＆天ぷらツアーは今年も中止。その代わり、茶畑を見に行ってきました。
ざんねん

ふ じ さ ん

み

◆5/30：残念ながら富士山を見ることはできま
あおぞら

もと

ちゃばたけ

みどりいろ

せんでしたが、青空の下、 茶 畑 の 緑 色 はとて
うつく

あさ

も 美 しく見えました。◆6/6：この日は朝から
あめ

ささば

とうちゃく

や

雨…。ところが、笹場に 到 着 すると、雨が止
くも

なか

ふ じ さ ん

かお

ひ

おこな

み、雲の中から富士山も顔を見せてくれました。みんなの日ごろの 行 い
よ

が良かったのかな。
たなばた

まいとしこうれい

かざ

<< 7月7日 七夕 >> 毎年恒例の七夕飾りをしました。
にほんごのうりょくしけんご

がくせい

ごうかくきがん

日本語能力試験後ということもあってか、学生のほとんどが合格祈願です。
しょうらい

かぞく

ねが

かざ

おこな

さい

うえ

もちろん、 将 来 や家族への願いもありました。飾りつけを 行 う際は、上へ
こ

ささ

とうじつ

てんき

わる

ほしぞら

上へと願いを込め、笹につけていました。当日は、天気が悪く、星空は見ら
くも

とど

れませんでしたが、みんなの願いは雲の上に届いたことと思います。
じんどうしえん

<< ミャンマー人道支援 >>
き

こくぐん

ご

ひとびと

ふあん

かか

2月1日に起きたミャンマー国軍によるクーデター後、ミャンマーの人々は不安を抱えな
がんば

とうこう

りゅうがくせい

どうよう

あたた

め

がら頑張っております。当校の留 学 生 も同様です。どうぞミャンマーの人々を 温 かい目
みまも

ねが

しゃしん

ふ

じ

し めいさん

かみ

で見守 ってくださいますようお願 いいたします。（写真 ：富士市 名産 「紙 バンド」で作った「ミャンマー
ぼし

ゆうし

かたがた

む り ょ う は い ふ ちゅう

星」を有志の方々が無料配布 中 ）
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今年の3月に卒業し、駿台外語ビジネス専門学校に入
学したネパール人のビベクさんとラオス人のポンサワ
ンさんから暑中見舞いと残暑見舞いが届きました。本
校を巣立った後でも、このように便りをくれるのは、
非常にうれしいものです。
22名の20年度卒業生ですが、勉強も生活も非常に制
限の多い中で、時々いらっしゃる大学や専門学校の先
生方からはこのような苦しい状況の中でも、勉学に取
り組み、活躍しているという話をお聞きしています。

ビベクさん

ポンサワンさん

授業の一環として、クラスでホームページ作りに挑戦し
ました。最近は誰でも簡単に見栄えのいいホームページが
作れ、学生たち自身のITリテラシーの高さも相まって、こ
のような活動も手軽にできるようになりました。
左のQRコードは、インドネシア人のイルファンさんが
作った自国の食べ物の紹介のページです。情報の伝達手段
が多様化する中、その使い方のルールやマナーとともに、
言葉やコミュニケーションの本質を見失わないように指導
していきたいものです。

8月23日から2週間、奈良県内の大学から教育実習生を受
け入れることになりました。初日は交流活動として、インタ
ビュー活動などを行い、まずはお互いのことを知り合う時間
としました。教育実習生の皆さんには、日本語の教え方はも
ちろん、留学生たちがどんなことを考え、どのように日本で
がんばっているのかを知ってもらう良い機会となってくれ
ればと思います。

インタビューの様子

進路指導もいよいよ本格的に動き始める時期と
なってきました。学生たちは今年の始めから面談
を重ね、分野、教育内容、所在地、学費などから
徐々に絞り込み、校内やオンライン説明会、オー
プンキャンパスの参加などしています。9月から
は受験シーズンとなりますので、早めに志望校を
決定し、願書作成や面接指導などを行っていきた
いと思います。
校内説明会の様子

6

地球通信

令和3年（2021年）夏

第268号

学校法人 国際ことば学院 お知らせ
国際ことば学院外国語専門学校

学校説明会

日時：

入学試験
日時：

・2021年9月4日（土）①10:30～11:30

②13:00～14:00

①2021年10月16日（土）

・2021年9月18日（土）①10:30～11:30 ②13:00～14:00

（出願締切：2021年10月7日（木））

・2021年10月9日（土）10:30～11:30

②2021年11月6日（土）

・2021年11月6日（土）13:00～14:00

（出願締切：2021年10月26日（火））

・2021年11月27日（土）13:00～14:00

③2021年11月27日（土）

・2021年12月11日（土）13:00～14:00

（出願締切：2021年11月16日（火））

・2022年1月15日（土）10:30～11:30

④2021年12月11日（土）

・2022年2月19日（土）10:30～11:30

（出願締切：2021年11月30日（火））
⑤2022年1月15日（土）

～ZOOMによるオンライン説明会も開催します～

（出願締切：2022年1月7日（金））

ご希望の方は一度、電話(054-270-7091)にてご連絡ください。

富士山日本語学校

第7回

感謝祭

延期のお知らせ

10月に予定していた感謝祭は、延期とさせていただきます。

留学生の出身国をご紹介

ペルー編

私のふるさとはトルヒヨーの町です。海の
近くとペルーの北部にあります。色々な料
国際ことば学院日本語学校の、ダチェリさん（ペルー）が紹 理があるので説明したい。料理の「セシ
介してくれました。ありがとうございます！
ナ」の町としてよく知られています。（セ
シナは、）乾燥された肉です。野菜と一緒
に食べられます。トルヒヨーの町といえば
スペインの伝統的な家が有名です。
昔、スペイン人はペルーヘ来ました。その
時代、スペインの伝統的な家が建てられま
した。現在、その家が建てられた道いっぱ
写真： い観光客は遊びに行きます。あえてペルー
セシナ
写真：インターネットより
の国を知ってね。（原文そのまま）
＜編集後記＞東京オリンピックが終わり、東京パラリンピックが始まろうとしています。歴史的な瞬間
の数々をテレビ等で目にすることができ嬉しく思う一方で、コロナの感染者数が増加していることによ
り、不安な気持ちもあります。本学ではお世話になっている企業様や学校様のご協力により、予防接種
が進んでいる状況ではありますが、より一層気を付けて感染症対策をしていきたいと思います。
編集長：甲斐 / 編集：山田、水藤、佐藤

〒422-8062 静岡県静岡市駿河区稲川3-9-4
WEBSITE:http://sp.kotoba.ac.jp

E-MAIL:ask@kotoba.ac.jp

〒422-8076 静岡県静岡市駿河区八幡3-2-28
WEBSITE:http://jp.kotoba.ac.jp

TEL:054-284-8383 / FAX:054-284-8338

E-MAIL:info@kotoba.ac.jp

〒416-0944 静岡県富士市横割1-6-16
WEBSITE:http://fujisan.kotoba.ac.jp
〒633-0053 奈良県桜井市谷10-1

TEL:054-270-7091 / FAX:054-286-7091

TEL:0545-30-8680 / FAX:0545-30-9558
E-MAIL:fujisan@kotoba.ac.jp

TEL:0744-44-2424 / FAX:0744-47-2430

WEBSITE:http://yamato.kotoba.ac.jp

E-MAIL:yamato@kotoba.ac.jp

