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学校法人 国際ことば学院 法人本部事務局
〒422-8076 静岡市駿河区八幡3-2-12
TEL:054-286-0788 FAX:054-260-7836
http://www.kotoba.ac.jp

国際ことば学院には、各校の話題をさらっていくユニークな学生が世界中からたくさん集まっていま
す。面白い趣味を持った学生、すごい特技を持った学生…今回は、そんな学生たちの中から数名の学生を
紹介したいと思います。（左上から時計回りに国際ことば学院外国語専門学校、国際ことば学院日本語学
校、大和まほろば日本語学校、富士山日本語学校）
専門学校からは、運動が趣味で、やりたい
ことがたくさんあると話す、浅井君をクロー
ズアップ‼します。
中国への留学経験はあるが、その時は同じ日
本人ばかりと接して留学生とほとんど関わら
なかった。友達から「日本人ばかりでかたまってるのはどう
かな」との問いかけがあったがその意味に当時は気づかな
かった。この経験こそが今に繋がっている。浅井君はこの失
敗から、留学生と共に学ぶには少しでも彼らの母国語で話す
ことができたらと考えた。今では「留学生は普通に友達。な
んの垣根も感じない。あの時分からなかった意味に気づい
た」と話す。現在は見事にHSK5級を取得。入学当初から飛
躍的に向上した。留学生にはベトナム人が多いと聞いてベト
ナム語検定にもチャレンジ‼6級を取得。
浅井君、今日もとなりにはいつものように留学生の姿がある。
山田

その他持っている資格：運転免許・ニュース時事能力検定・
ハングル能力検定5級・中国語検定5級

国際ことば学院日本語学校から
は、パキスタン出身のディラワル
シャファクさんをご紹介します。歌
うことが趣味で、即興で歌を作るこ
ともあるシャファクさんは、母国で
はシェフをしていました。ですから
料理が得意です。（写真はシャファ
クさん作の料理）フレンチとイタリ
アンが得意で、才能ゆえか２～３回作れば作り方
を覚えてしまいます。意外なことにパキスタン料
理はあまり作れないのだとか。シャファクさんは
日本人と話すことが好きで、日本のきれいな景観
も好きだと話していました。今後は日本食も作っ
てみたいそうな
の で、そ の 時 は
ぜひふるまって
ほしいですね。

言語を学ぶみなさんへの一言：「継続こそが力なり‼」
がくぎょう こうりゅう

だいかつやく

大和まほろば日本語学校

☆ 学 業 ・交 流 に大活躍☆

キエウ・ティ・フェンさん

ヌルヤディ（NURYADI）さん（インドネシア）

ベトナム
たよ

そんざい

す

「頼 りになる存在 」、フェン！！好
いし

うえ

き な こ と わ ざ は「 石 の 上 に も ３
ねん

年」。さすがですね！
とく ぎ

☆特技はメイク＆ヘアアレンジ☆

D.M ヴィハンギさん
スリランカ
ふだん

で

とき

普段は、出 かける時 におしゃ
たの

れをして楽しんでいるそうで
しゃしん

いしょう

す。写真 の衣装 もエキゾチッ
すてき

クで素敵ですね。

ヤディさんは今年1月に日本へ来た学生です。母
国の大学では日本文化を学び、大学院への進学を目
指して、日々勉強に取り組んでいます。
写真にもあるように、ふるさとの伝統舞踊を少し
でも多くの方に知ってもらうため、わざわざ衣装を
日本へ持ってくるなど、文化に対する意識が非常に
高く、先日行われたイベント（詳細はP3で）では日
本へ来て以来、初めてダンスを披露する機会を得る
ことができました。
多くの方々の前で生
き 生 き と 踊 る 姿 に は、
自国の文化に対する強
い誇りと郷土愛を感じ
ます。
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就職内定を見事にゲット‼しました

高校生との交流会♪

夏休みに、学生２名が群馬県のホテルへ職
場見学と面接に行ってきました。夜９時から
の面接でしたが、本当に頑張って見事今年初
の「内定」‼冬休みはインターンシップの予
定もあり、来春に向けて着々と準備が進んで
います。（山西）

10月18日、今年で４年目となる静岡東高校との交
流会にグローバルコミュニケーションコース１,２年
生14名が参加しました。交流会という学外活動に、
緊張するよりも心躍らせる学生が多く、貴重な機会
を楽しむことができました。高校生も積極的に質問
をしてくださり、生の日本語に触れるよい経験がで
きました。（青山）

空が青いなぁ～空気もすっきり心地よい♪

《防災訓練》

10月21日に防災訓練を行
いました。初めて消火器に
触る学生も多かったです
が、駿河消防署稲川消防隊
の隊員の方とコミュニケー
ションをとりながら、消火
練習に励みました。

《八幡3丁目町内会運動会》
11月3日に八幡３丁目町
内会運動会に参加しまし
た。初めての日本の運動会
競 技 や、地 域 の 方 々
との交流を通して、
学生たちの元
気な笑顔を見
ることができ
ました。

《民生委員研修会》
10月25日に、駿河区の民
生委員児童委員協議会に、
学生が講師として、参加し
ました。ステージの上で各
国 を 紹 介 し、そ の 後、地 域
の方と席を並べてグループワークをしました。留学
生と地域の方が、顔を見合
い交流し、お互いを理解し
あうことができる、貴重な
機会となりました。

《学校での様子》
地域の方から、採れたての空芯菜を
頂きました！それぞれの国でも人気の
空心菜、学
生たちもみ
んな嬉しそ
うに、家に
持ち帰りま
した。
ご寄付ありがとうございます。 堤様・島田様
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たいけんきょうしつ

～ドローン体験教室 by DRONE ★ VILLAGE FUJI～
がつ

か

にん

がくせい

はつちょうせん

10月 4日 、４人 の学生 がドローンに 初 挑 戦 。ドローンに
でんち

い

ちい

あくせんくとう

わらい

電池を入れるところから、ネジの小ささに悪戦苦闘（ 笑 ）。
しどう

もちづきさま

ご指導くださいました望月様、ありがとうございました。
ドローンについて新しいことを知ることができて、多くのけいけんをしました。自分で
コントロールできることが楽しかったです。高いドローンがたくさんあるのにびっくりし
ました。お金があったら絶対に買いたいと思いました。
た

ズイ タイン （ベトナム）

うらかいがんせいそう

ご

～田子の浦海岸清掃 2021 by SASAERU～
がつ

か

ぜんじつ

こえ

がくせい

めい

さんか

かいがん ぞ

10月9日、前日に声をかけたにもかかわらず、学生５名が参加。海岸沿いにペッ
など

あつ

やま

りゅうぼく

おも

ちからも

トボトル等のごみを集めたら、山のようになってびっくり！ 流 木 は重く、力持ち
がくせい

だいかつやく

がくせい

かんそう

はこ

す

わらい

の学生が大活躍。学生の感想は「ごみはごみ箱に捨てましょう（ 笑 ）」！！ゴミ
もんだい

みじか

かん

にち

問題を身近に感じた１日でした。

はな

う

ゆう

～花を植えよう！ by シニア＆子どもカフェ“遊”～
がつ

にち

か

しえん

ほうせんじ

おんがえ

はる

む

はな

10月30日、コロナ禍、ご支援くださった法仙寺さんに恩返し。春に向けて花
う

つち

なか

で

いわ

はこ

とき

がくせい

だいかつやく

を植えました。土の中から出てきた岩を運ぶ時など、学生が大活躍だったとの
ちゅうしょく

ゆう

わかつき

つく

ちそう

こと。 昼 食 は“遊”の若月さんたちがオムライスを作ってご馳走してくださ
はじ

た

がくせい

おおよろこ

いました。初めて食べた学生も「とってもおいしい」と 大 喜 びでした。
＜寄付のお願い＞ 丼ぶり、グラスが不足しています（平皿はあります）。ご不要のものがあれば、ぜひご協力お願いします。

11月15日、「SIFA（桜井市国際交流協会）サロン」という国際交流の
イベントを本校のインドネシア人学生5名が担当させていただきました。
今回は「HALO！インドネシア」と題して、スライドによる国の紹介やイ
ンドネシア語ミニ講座、インドネシア舞踊「トペンダンス」、インドネ
シア風じゃんけんキング、スピーチと、一人一つの出し物を担当し、参
加してくださった多くの桜井市民の方にインドネシア文化を知っていた
だきました。
今回のイベントのように、学生たちにとって大きな学びがあるだけで
なく、地域に貢献できるような活動を今後も少しでも多く続けていきた
いと思います。
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学校法人 国際ことば学院 お知らせ
日本語教師養成講座

無料セミナー開催！

2022年4月開講に向けて、日本語教師のことがよくわかるセミナーを開催します。どなたでも参加できます
ので、ぜひお申込みください♪（要予約）詳しい内容はHPをご覧ください。（http://cl.kotoba.ac.jp/tjlc/）
◆場所
①オンライン（Zoom）
②～④国際ことば学院外国語専門学校（対面 ※変更になる場合もございます。）
静岡市駿河区稲川3-9-4
◆お申込方法
お電話、メール、HPのお問い合わせフォーム等よりお申込みいただき、
下記①～⑥をお伝えください。
①ご希望のお日にち②お名前③お電話番号④メールアドレス⑤ご住所
⑥セミナーを知ったきっかけ
電話：054-270-7091 メール：gaikokugo@kotoba.ac.jp

◆日にち
①2021年12月18日（土）
②2022年1月22日（土）
③2022年2月19日（土）
④2022年3月12日（土）
◆時間
各日とも13：00～15：00

国際ことば学院外国語専門学校
◆試験日
◆出願締め切り日

入学試験のご案内

2022年1月15日（土）
2022年1月7日（金）

学校説明会のご案内
◆日時 2022年1月15日（土）
13：00～14：00
※ご希望の方は事前にご予約ください。（054-270-7091）

学生の出身国の料理紹介

ミャンマー編

国際ことば学院日本語学校のイさんに、母国ミャンマーのおすすめ料理のレシピを紹介してもらいまし
た。皆さんもぜひお試し
◆材料
ください！
海老、にんにく、玉ねぎ、しょうが、油、塩、トマト、唐辛子、ターメリッ

バズンヒン

ク、スープパウダー
◆作り方
①まず海老を洗って、塩、ターメリック、スープパウダーと海老をまぜてか
ら5分くらいそのままにします。
②玉ねぎ、にんにく、しょうがを押しつぶします。トマトは小さく切りま
す。鍋を熱します。
③鍋が熱くなったら油を入れて、油が熱くなったらターメリックを入れ、2
～3回まぜ、押しつぶした玉ねぎ、にんにく、しょうがを入れ炒めます。
④良い匂いが出てきたら鍋の中にトマトを入れて押しつぶし、ふたを閉めて
少し待ちます。それから準備した海老を入れてまぜ、水を少し入れ、香りづ
けに唐辛子を加え、ふたを閉めて5分くらいおきます。5分たったら出来上が
りです。（原文一部修正）

＜編集後記＞11月ごろ、ついに日本の新規入国制限が緩和されたかと思いきや、再び制限がかかりまし
た。なかなか母国での待機学生の来日の目処が立たない状況ですが、状況が好転し、学校がさらににぎやか
になる日を楽しみに待ちたいと思います。
編集長：甲斐 / 編集：山田、高松、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

