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川口中国語教室



耐えて持続を

川国市日本中国友好協会

理事長 栗原 喜一郎

「中国では、小学校で英語の学習をしていますか ?」 と質問しました。昨年、

川 口市小学生親子教室が中国大使館訪問したときのす小学生|の問いでした。
「はい、週 6時間学んでいます」と国際交流部の書記官が答えました。
バブル崩壊以来、各方面にわたつて改革が行われた日本では “改革に聖域なし"

として教育改革が行われようとしています。そのため、教育再生会議が発足し、

国会ともども議論されています。それを受けて、中央教育審議会で審議されてい

る改革の一つに小学校での英語教育導入があります。早期導入の是非についての

議論が進行 しています。

“人づくりなくして国づくりなし"と は、川国市日本中国友好協会会長・岡村

幸四郎市長のことばです。楽しく、住みよい国づくりは “人"に よつてつくられ

るのです:それゆえ、人づくりは重要であると説かれています。

人づくりには、学ぶ環境をつくることとしての「教育」と自らの学ぶ意欲と努

力の積み重ねである「学習」が大切であると考えます。 日中友好のための基礎 と

して、中国語を学ぶ環境づくりをしたことは、すばらしい着眼だつたと思います。

そして、中国語教室を 29年間継続 してきたことは、両国の友好交流のため、大き

く貢献 したと自負 してよいと思います。

“中学 3年生で、週 8時間の英語授業"があつたのは 1944(昭和 19)年でした。

社会では「敵国語 (英語)は学ぶな」と言われながらも、敗戦前年の私の体験で

した。英正 4、 英作文 2、 英文法 1、 英副 1で した。10教科、週 34時間授業の

なかでです。

これほどの時間をかけて学び、しかも、濃淡はあるにせよ、私の英語学習歴は

10年間に及びます。それなのに、片言の英語 しか話せません。

“耐えて持続"と は私のモットーです。すぐに嫌になり中途半端で放 り出して

しまう自分の性格を考え、自らに課 した座右の銘です。週 8時間英語を学び、尊

敬する担任が英語の先生であったにもかかわらず、私の最も不得意な教科が英語

だつたのです6

何事もそうですが、特に語学習得の秘訣は “続けること"の一語につきるもの

かなと、最近思います。履修の途中には幾多の障害があります。休んでも、その

後出席する意志・勇気が成否を左右するものと最近思つています。
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毎年 12月 23日 (祝)は、教室の最大イベン ト・忘年会です。講師 。受講

生全員が一堂に集ま り、クラスの交流はもとより、他のクラス受講生や、講

師 と交流する唯一の機会です6ク ラスごとの発表の機会 もあり、 日頃の学習

の成果をご披露お願いいたします。

川 国市 日中友好協会が誕生 してから 33年、諸先輩方々はご自身の貴重なる

体験から日本 と隣国中国は仲良く歩んでいかなければならない、それにはお

互い理解 しあい、尊敬 し、相手を知ることの大切 さを痛切に感 じ、一人ひ と

りの力は微力ではあるけれ ども、何か しなければとこの会を設立 しました。

多 くの人たちがその趣 旨に賛同じ、中国語教室を立ち上げ、その活動が今 日

まで引き継がれてお ります。いろいろな行事に参加 していただき、理解を深

め、 日本 と中国の友好の輪が一人でも多 くの方に引き継がれていくことを願

つてお ります。
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『にいはお』第29号発刊にあたって

川 国 市 日 本 中 国 友 好 協 会

川 口中国語教室代表 本多 路子

最近は月日の過ぎるのが本当に速く感 じられます。今年も4月 入門の開講

式を終えたと思つたらすでに6月 に入つて『 にいはお』発刊の時期になって

しまいました。第 29号となりますが、今回は財政難の折 り編集者の間でも

発刊か廃止かで意見が分かれました。 しかしながら、 29年間の実績から中

国語教室のみならずり|1口 市 日中友好協会にとつても受講生の記録として貴重

な冊子ということで発刊することになりました。各クラスの幹事ならびに受

講生の皆さんへの原稿募集のお知 らせが例年に比べ遅くなってしまいました

が、各クラスとも原稿をお寄せいただきありがとうございました。

冊子は例年、文集中心の本冊と中国語教室の運営等の説明と受講生名簿の

別冊の 2冊一組で発刊 していましたが、今年は受講生用には、文集部分と別

冊の教室の説明、受講生名簿を 1冊にまとめて編集することになりました。

広報部の市東さん田村さん事務局の前田さんが文集の編集 と表紙、本多が教

室運営の説明部分と受講生名簿を担当しました。皆、自分の仕事や家事の合

間を縫っての仕事なので、大変労力を使つてお ります。この冊子がお手元に

届いた時は、そのことも含めてご覧いただければ幸いでございます。

また、幹事以外の受講生の皆さんも「川口中国語教室について」のページ

以降をよくお読みになって、教室運営の約束事項をご理解 くださるようお願

いいたします。

これからも、川口中国語教室の維持発展のために、皆様のご協力を心より

お願い申し上げます。
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川口中国語教室について

教室運営の決まり

1.受講クラスは7名 以上在籍者 (特待生を除く)があれば、原則として継続される。

(川 口市 日中友好協会に入会していると特待生制度が受けられる。)

2.各クラスには入 F号 クラスを除きクラスで選出したクラス幹事を置く:

入門クラスの幹事は、中級クラス以上に在籍する者が担当する。

3.受講 日は原則として月4回とし協会教室、公民館教室共に年度内48回とする。

但し、受講 日が祝 日等で休みの場合は翌月以降に繰り延べすることができる。

公民館教室の場合、祭 日や年末年始、公民館が行事等で利用できない時は休

講となるg

4.上記以外の事柄についてはスタッフ会議、幹事会にて討議する。

5。 自己の都合で休学する場合、休学中は教室の籍がなくなります。届出が必要。

無届の場合は在籍中と判断して受講料を納入していただきます。

6.休学中でも在籍を希望する方は受講料を納入する義務があります。

7.退学・協会退会等についてはトラブル防止のため必ずご連絡ください。

※上記 特待生制度 と5.6.7.'に関して詳しくは「受講料について」以降を参

照。

教室の特色

1.「楽しい中国語教室」をモットーとしている。

2.講師は外国語大学系を主とした中国人の留学生や大学院研究生等である。

3.受講生。講師・主催者の三者による民主的運営に務めている。

4.在 日中国人留学生や研修生との友好交流、宿泊研修、その他各種交流により

国際感覚を養うと共に日本と中国の「友好の絆」作りを目指している。

5。 合宿研修・中国映画鑑賞。中国語弁論大会。日中友好懇親会。中国研修旅行・

忘年会・教室機関誌『 にいはお』の発行等多彩な行事を毎年実施している。

受講生の特典

1.中 国語関係の書籍や、日中友好協会推薦映画等の入場券割引、斡旋。

2.中国留学への推薦 (山西・河南・鄭州・遼寧師範・大連外国語の各大学)。

3.コンピュータークラブ「電脳塾」への格安参加。

4.中国旅行の斡旋、相談。

5.最新の中国情報を随時的確に紹介。

6。 日中友好協会主催の各種行事への参加、割引等。

※不明な点や希望等がありましたら各クラス幹事か教室代表へお問い合わせ下

さい。



中 国 語 教 室 ス タ ッ フ

クラス幹事及び幹事補佐の役割

1.クラス全体についての責任者。クラスごとに選出し、所属クラス全体についての

責任者としてクラスを管理し、幹事会やスタッフ会議に出席してクラスの状況を

報告し、協会・幹事会・スタッフ会議からの伝達事項を受講生に連絡する。

2.受講料の集金。協会口座への振込、その他クラスの出納事務、(含協会費の集

金)を行う。

3.毎月の講師出勤票・学習報告書をその月の授業終了後、早急に(その月の内

に)教室代表に提出する。

4.幹事補佐はクラス幹事を補佐して、幹事不在の時は幹事を代行する。各教室

関連会議には幹事が欠席のとき必ず代理出席をし、伝達事項等をクラスに伝

える。

教室代表 :教室関連業務の管理

受講料・協会費・協賛金の入金管理・講師出勤表・年間予定・行事等を管理。

講師・代行講師の依頼、派遣、講師への要望等も担当。

協会会計

1.協会及び教室関係全般の資金管理。

2.領収書の管理。領収書の取扱者は各クラス幹事。(領収書取扱者欄参照)

総務部

1.ス タッフ会議で行事を企画、決定し、担当総務 (運営、記録、進行の担当)を

選出して開催時細部にわたつて討議し行事部と運営する。

2.スタッフ会議は行事開催に当つて、必要に応じ随時開催するものとする。

3.担当者は当該行事の記録報告書を一週間以内に教室代表に提出する。

4.各教室関連会議には会議担当総務が出席し運営進行記録を担当する。

5。 年間定期会議の開催。

6.教室相互間の連絡。

7.行事の対外的折衝。

8.クラブ活動の管理。

広報部

1.協会 0教室の各行事の記録と伝達。『 にいはお』発行。

2.コンピュータークラブと連携し協会、教室のホームページのサイト管理。

3.教室主宰の各行事。活動の広報伝達・写真On撮 影 0機材の準備と配布。

行事部

各行事の運営 (総務と協力)、 行事会費等の集金他。
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各会議概要

幹事会  (教室代表が招集。事務局、部会責任者、クラス幹事会議 )

開 催 日 年間予定表参照

開催時間 13:30～ 15:30

出 席 者 クラス幹事 1名 、クラス幹事が出席できない時は、代理に幹事補佐

又は、クラス構成員が必ず出席すること。

議  題  教室の現在の在籍者を報生

学習状況の報告.クラスの行事報告。行事予定を担当幹事より報

告。

その他検討したい事項があれば事前に提案しておく。

運営スタッフ会議  (教室代表が招集 )

開 催 日 年間予定表参照 ・ 必要に応じて

出 席 者 各部会、部長、副部長 (代理を含む )

議  題 幹事会、全体会議の決定事項を基に、その都度経過を報告し、中

国語教室全体の運営に関する事項を討議の上決定する。

全体会議  (教室代表が招集。事務局、部会責任者、新 1日 クラス幹事会議 )

開 催 日 年間予定表参照

出 席 者 新旧クラス幹事、運営スタッフ全員 (各クラス 1名 は必ず出席するこ

と。)

議  題 各クラスの学習状況報告。

教室の現在の在籍者数を報告。今後の予定、教室に対する要望、

講師に対する要望等、各問題′気の検討・討議・決定。その他。

各 部 会  (部長が招集。所属部スタッフ)

開  催 随時

出 席 者 所属部スタッフ

議  題 部の活動方針を討議。各担当部員の報告を取りまとめ運営スタッフ

会議に報告する。

※ 各会議に出席する時は必ず最新の「にいはお」を持参すること。

※ 行事については必要に応じ小委員会を設け、その都度会議を行う。

※ 各部会は部長が招集し、部内問題を討議、スタッフ会議に報告し検討の

上決定する。(開催随時 )
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中国語教室年間会議予定及び担当

2007年 3月 ～2008年 3月                   教室代表 木多路子

行 事 名 。会 議 名 開 催  日 場 所 担 当・適 用

1 新スタッフ・幹事合同会議 3月 日 (日 ) 青少年会館 総務

2 第 29期生修了式 3月 22日 (ノ )ヽ 協会教室 栗原 本多 幹事

3 第 29期生修了式 3月 23日 (ると) 栄町公民館 栗原 本多 幹事

4 第 30期生開講式 入門A 4月 3日 (火 ) 協会教室 栗原 。本多・幹事

5 第 30期生開講式 入門 B 4月 6日 (金 ) メディアセブン 栗原 。本多・幹事

6 にいはお 29号編集会議 4月 8日 (日 ) 協会教室 広報 。市東

7 にいはお 29号原稿募集開始 4月 9日 (月 ) 原稿はメールで担当ヘ 広報

8 にいはお 29号原稿締め切 り 5月 15 日 (火) 広 報

9 スタッフ会議  (必要に応じ) 5月 10日 (木 ) 協会教室 総務

10 クラス幹事会議 5月 13 日 (日 ) 協会教室 総務

中国語研修 。青蔵鉄道でラサヘ 6月 14日 ～21日 り|1口 日中

12 川 口日中主催中国映画会 6月 10日 (日 ) スキップシティ 川 口日中

13 にいはお 29号発行 6月 17 日 (日 ) 協会教室 広 報

14 スタッフ会議 (たたら祭 り) 7月 7日 (土) 協会教室 総務

15 クラス幹事会 7月 8日 (日 ) 協会教室 総務

16 たたら祭 り 8月 4日 5日 (上 日) オー トレース場 川 口日中

17 スタッフ会議 (必要に応じ) 9月 6日 (本 ) 協会教室 総務

18 中国語発表のつ どい練習会 未定 9月  日 () 協会教室 総務

19 クラス幹事会 (忘年会含む) 10月 14日 (日 ) 協会教室 総務

20 中国語発表のつ どい (県 日中) 9月 30日  (日 )PM 埼玉会館 県 日中

21 第 23回 中国語スピーチコンテス ト 未定 月 日 (日 ) 日中友好会館 総務

22 スタッフ会議 (忘年会対応 ) 11月 22日 (木 ) 協会教室 日中友好協会

23 クラス幹事会 11月 25日 (日 ) 協会教室 総務

24 合同忘年会 12月 23日 (祝土) 太晃飯店 総務

25 スタッフ会議 (必要に応じ) 1月 10日 (ノ )ヽ 協会教室 総務

26 クラス幹事会 (ク ラス確認 ) 2月 17 日 (日 ) 協会教室 総務

27 新旧スタッフ幹事全体会議 3月 9日 (日 ) 青少年会館 総務

28 第 30期入門A修了式 3月 25日 (りて) 協会教室 栗原 。本多 。幹事

29 第 30期入門 B修了式 3月 28日 (金 ) 栄町公民館 栗原 。本多・幹事

30 講師歓送会 3月 随時 クラス単位
０
０ 第 31期開講式 入門A 4月  日 () 協会教室 栗原 。本多・幹事

32 第 31期開講式 入門 B 4月 4日 (金 ) 栄町公民館 栗原 。本多・幹事

10



教室代表  1   本多路子   1教 室代表補佐 1増 田依子

各  部 部  長 副部長 スタッフ

教室出納 永丼輝彦

総議熱 共 上不
=

竜鴬翌晩

広報部 市東文子 田村由美

行事部 鈴木英子 安保美智子

2007角
「 凡反

2007年版

クラス別領収書取扱者一覧

運営スタッフー覧表

任期 2007年 2月 1日 ～2008年 3月 31日

教室スタッフー覧表

2007年 4月 1日 ～2008年 3月 31日

総括 :教室出納 白井充雄

クラス 曜 日 場所 講 師 幹事 幹事補佐 教科書
上級A 木夜 協会 魯 瑛 篠山泰一 前田稔夫 中致波悟口悟上冊

上級B 水朝 協会 呉英偉 宮田良子 榎本ときえ 浜活口活速成基礎
上級C 火夜 西 王 頴 木村真弓 早川守男 標準中国語応用会話

中級A 水朝

青少年会館
干建明 高塚俊代 芝田ふみ子 実用漢語課本 1・ 2

中級B 水夜 本 町 高麗貞 大場 純 小林正幸 二年生のコミュニケーション

中級C 金 朝 協会 金明華 宮崎芳子 斉藤秋代 実用漢語課本 2

初級A 木朝 協会 小原春輝 土屋孝一 長島悦子 中国語さらなる一歩

初級B 水夜 栄町 李金波 橋本耐子 森 基悦 中国語さらなる一歩

入門A 火朝 協会 唐光蓮 上 田文子 今井由利子 中国語はじめの一歩

入門B 金夜 栄町 王 梅 山村栄子 加藤美智子 中国語はじめの一歩

上級A 篠山泰一 中級B 大場 純 入門A 上 田文子
上級B 宮田良子 中級C 宮崎芳子 入門B 山村栄子
上級C 木村真弓 初級A 土屋孝一

中級A 高塚俊代 初級B 橋本耐子 教室代表 本多路子

川国市 日中友好協会所属クラブ

クラブ名 曜 日 場 所 責任者
日本語教室 土・日曜朝 協会 平山安次
電脳塾 第 1・ 3日 曜 協会 前田稔夫



コピー機の使用について

私用のコピーは、サイズを問わず 1枚 10円。

教室での教材用・協会文書コピーは無料。

※使用者はコピー使用報告ノートに使用者名と私用・教室・協会と枚数を記入の

上、私用分は 1枚に付き10円を備え付けの料金箱に入れて下さい。

連絡ボックス

ボックスには各種連絡事項等が入つています。クラス幹事および各部長等のボ

ックスに赤いマグネットがついていた場合は伝達事項がありますので、ボックス内を

確認してください。確認後は赤マグネットははずしてください。

他クラスヘの連絡・届け物 (貴重品は除く)がある場合も連絡したいクラスのボシクス
ヘ入れて赤マグネットを付けてください。

連絡ボックス使用のときは、連絡ノートに日付、自分の名前、相手の名前、連絡内

容を記入し、受け取つた者も受け取つた日付と自分の名前を記入してください。

ロッカこの使用について

連絡用ボックスと収納用ボックスは区別して使ってください。連絡用ボックスの内

容物は、確認したらボシクスより取り出して、ボックス内は空にしておいてください。

また、クラスの私有物は収納ロッカーに収め、コピー機周辺に置かないこと。

私有物を教室内に放置した状態にしないように注意してください。

郵便物

一階入 口郵便ボックスに協会・教室・個人宛ての郵便物が来ますので、教室スタ

ッフの方は教室を使用する前に確認してください。郵便物がありましたら教室のボ

ックスに入れ連絡ノートに記入し、連絡ボックスに赤いマークを付けてください。

尚、協会宛は前田事務局長ボックス、教室宛ては教室代表本多ボックスに入れて

ください。

電話

事務所の電話 (253-2177)を受けた時や留守番電話の内容を記録したメモは宛

名の人のボックスに入れ、赤マグネットを付け連絡ノートに記入してください。

または、事務机の上などわかりやすいところにメモを置いてください。

協会事務所を使つているクラスは、授業終了後はホワイトボードを清掃し、ゴミは

それぞれ持ち帰つてください。
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中国語教室受講料につい

1.受講料は 3ヵ 月分 12,000円 の前納とします。

3月 末 (4～ 6月 分)6月 末 (7～ 9月 分)9月 末 (10～ 12月 分)12月

末 (翌年の 1月 ～3月 分)の集金 となります。受講料の返金はありません。

未納の場合は退学※1と なります。

※ 3ヵ 月分前納の内、私事都合による欠席月がわかつていてもその前後の月

が出席の場合 3ヵ 月分を納入 してください6

2.途中入学者は、各月第一週日からとして 3カ 月前納とし次の集金時での

調 整 と します 。 (ク ラス集 金 時 に合 わせ るた め )下記途中入学者の受講糠 金参照

3.

※ 1退学者は川国市日本中国友好協会員を次年度以降も継続するかどうかを書

類でお知らせください。 (用紙有 り)

※ 2協会費は 2月 中旬頃までに年会費 6000円 (1月 ～ 12月 分)を各ク

ラス幹事に納入 してください。但 し、入門から初級になる方に関してはク

ラスの存続・受講継続の関係で 4月 に集金 します。 (期間は 1月 ～12月 分

6000円 )

◎家族会員の場合 :協会員の家族 1人につき 3000円

○新規に協会に入会される方は入会申込書に記入 してください。

※3各種事情により協会に入会できない人は協賛会員 として協賛会費を納入

する。 協賛会費は 1月 から 12月 までの 1年分 6000円。集金時期は協会費

に準ずる。 (日 中友好協会の新間の郵送・特待生制度は受けられない。)

上記 3の協会会員の再入学時の納入金額につきましては受講料詳細を参照

の上不明な点は教室代表までお問い合わせ ください。

途中入学者の受講料集金について

受講料集金は 4・ 5・ 6月 7・ 8。 9月 10・ 11。 12月 1・ 2・ 3月 の3ヵ 月単位

例)5月 に途中入学した場合入学時に入学金+受講料3ヵ 月分 (5.6.7月 分)を納入

6月 末の受講料集金時に8.9月 の 2ヵ 月分納入、 9月 末より3ヵ 月分ずつの納入
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講料詳

新入学時

入学金 (7000円 )+ 受講料 3ヵ 月分 (12,000円 ) 前納

再入学時

協会会員         受講料 3ヵ 月分 (12,000円 ) 前納

協賛会員 (年度内に限り)  受講料 3ヵ 月分 (12,000円 ) 前納

尚、協会を退会 している方は再入学の時、新入学と同じ扱いになります。

※ 途中入学者は各月一週目からとし必ず 3カ 月前納、次月以降で調節。

途中入学の希望があった時、各クラス幹事は必ず学習報告書に記載 し連

絡 してください。受講申込書も記入提出のこと。

※ 休学・退学中の人が途中から出席 した時でもその月から3ヵ 月分納入。

(休学退学中の人はむやみに教室に出入 りしなで用事は休憩時間に済ませ

るようにしましょう。)

新入学 と同時に 日中友好協会 に入会す る場合

入学金 (7000円 )+受講料 3ヵ 月分 (12,000円 )前納+協会費 (6000円 )

但 し、入学した年には特待生制度は適用されません。

※ 協会費・ 協賛金は年会費 として一括払いです。

>協会費の領収書は受講料とは別にする6

>使用済み領収書は教室出納に返却する。

○受講料集金 と重なうたときは領収書は 2枚になります。

待生制度について

日中友好協会に正規の会員 として登録され受講料を前納 し学習意欲のあるも

のは、協会会員の特典として第 2年度より在籍クラス以外に、 1ク ラスに限

り追加受講ができます。 (追加受講料 1,000円 )

尚、事前に在籍クラス及び受講 したいクラス幹事の了解がなければ受講でき

ません。承認の場合、クラス幹事は学習報告書に記載 し教室代表に報告 してく

ださい。
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各幹事は特待生希望者が協会会員であるかどうかを必ず確認 してくださ

い。新入学の年は特待受講できません。協会会員が教室を一度やめて 1

年以上たって再入学したときも特待受講はできません。

※ 各クラスの幹事さんはクラスの受講生の人数、特待生、受講生のクラス

間の移動等を必ず把握 しておいてください。特にクラス間の移動に関し

ては幹事さん同士でも確認 してください。

講前の見学につい

入学考慮時 (特待クラスを決める時の見学も含む)の見学は 1回のみ無料 (見

学 したいクラスの幹事に連絡をして日時を決めてください)。 二回目以降の見

学は受護益 1回 1,000円 を購入していただきます。また、二回日以降の見学

については一回目見学したクラスの幹事に申し出、その幹事は次回見学希望

のクラス幹事に連絡すること。見学者があった場合は必ず学習報告書に記入

して教室代表にも連絡すること。

出勤票の提出について

講師の出勤票は翌月の 1週までに講師のサインをもらつて教室代表までファ

ックスまたは協会事務所の所定の引き出しに入れてください。

注)講師料の振込みは毎月 15日 とならていますので講師出勤票の提出が遅

れます と講師料の支払が遅れてしまいますのでご注意ください。

講講師について

※クラスで代講の講師が必要な時はクラス幹事が教室代表までご連絡くださ

い:代講の講師の手配をします。

講師から代講講師の紹介があった場合は直接代講を依頼せずに必ず履歴書を

受け取 り、教室代表まで送ってください。中国語教室の講師として登録 しま

す。代講講師は教室の講師として登録 されてからとなります。

連絡先 教室代表 本多路子 04針 266-5288
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中国語教室受講料他振込方

1.受講料 。入学金・協賛金

中国語教室 受講料・入学金・協賛金納入一覧表 。振込票に領収書番号を

記入 して合計金額を銀行日風へ振込む。

埼玉 りそな銀行  西川 口支店  普通 0842975
日座名 川 国市 日本中国友好協会

の時会計に請求のこと。

O

らの振込みは しないこと。

※                                  。

2.協会費

協会費納付者名簿に領収書番号を記入 し「郵便振替」 口座に所定の用紙

で振込む。

郵 便 口座 番 号  00190-3-762637
日座名 川 回市日本中国友好協会

東票覆β坂治属饗曇霧黒紫」ζ食tこ雇ξ「
込み手数料は無料です。

       |
振込用紙の依頼人欄にはクラス名 と幹事氏名を、通信欄余白に振込み該

当者氏名を列記のこと。

例)上級Aク ラスの場合   上A 幹事氏名 ・ 該当者氏名

※ 1.2と もクラス全員分一括で振込んでください。

※協会会計は振込み以外現金では受領 しないのでご注意ください。

※納入票 。名簿は教室代表本多 (266-5288)ヘ ファシクスしてください。

受講料の場合集金期間も忘れずに記入 してください。

3.教室関係の消耗品その他の購入について

事務消耗品は一括購入

4.公民館使用料について

公民館を使用 しているクラスの予約は担当者と連絡をとりあつて対処す

ること。

使用料は幹事立替払いとし、幹事会の時領収書と引き換えに会計に請求

する。

5。 講師料について

各クラスの講師料の支払いは、講師出勤票に記入された授業時間で計算

するので、講師出勤票は月初めに教室代表本多 (266-5288)ま でファ

ックスまたは教室の各種用紙入れの引き出しに入れておくこと。
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教室及び協会関係連絡先

川 国市 日本申国友好協会

副会長       坂本隆太郎            25卜 2434

〒332-0034  り||口 市並木 4-8-18

理事長       栗原喜―郎            26併 8813

〒333=0862 川国市北園町 43-16

事務局長      内野繁子             261-0952
〒333-0842  り|1国 市前り|12-18-10

副事務局長      前田稔夫             264-3314
〒33}0845  川 国市上青木西 35-12

中国語教室代表     本多路子             266-5288
〒333-0852  川 口市芝樋ノ爪 2-7-21

川国市 日本中国友好協会事務所

〒333-0845  川 口市上青木西 1-20-3       253-2177
川 国市産業文化会館 308号室

中国語教室

協会教室

〒333-0845  り||口 市■青木西 1-20-3

川 国市産業文化会館 308号室

253-2177

栄町教室  (栄町公民館)

〒332-0017  川 口市栄町 3-11-24         251-7242
本町教室  (本町青少年センター)

〒332-0012  り||口 市本町 4-13-11             224-9850

西公民館

〒332-0023  川 国市飯塚 2-}3          251-3600
青少年会館

〒332-0845  川 口市上青木西 1-2-28       25針 6433
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講師連絡先

上級A 魯 瑛                    o80-5689-5188
〒114-0016  東京都北区上中里 2-21-9-202

上級B 呉 英偉                   o4針 225-6357

〒332^0012  川 国市本町 2-12-20～ 1009

上級C 王 穎                    o80-3011-9645
〒135-0053 東京都江東区辰巳 1-8-33-402       03-3521-3687

中級A 子 建明                  o80-6550-0902
〒173-0022 東京都板橋区仲町 2-1  お茶の水女子大学国際学生宿舎

D 224

中級B 高 麗貞                   o3-5976-8596
〒170-0005  東京都豊島区南大塚 2-26-2 三尾様方

中級C 金 明華                   080-6557-3618       )
〒272-0138  千葉県市川市南行徳 1-5-16-102

初級A 小原春輝                   o48-298-0924
〒333-0801  りII口 言F東り|1口 4-29-25

初級B 李 金波                   o48-254-6809
〒332-0033 川 国市並木元町 8-8-804

入門A 唐 光蓮

〒333-0853 川国市芝園町 3-15-818

048-267-9911

入門B 王 梅 (中條望美)             090-2417‐ 1668

〒38-0832 さいたま市桜区西堀 5-2-10ん204      048-839-9333
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入門A

《クラス紹介》
今井由利子

上田 文子

日中友好協会中国語教室へようこそ。
30期生入門Aク ラスは男性 4名 、女性 2名 のクラスです。それ

ぞれの思いを抱いて中国語の学習を始められたことと思います。学

習のは力ヽ ここれからいろいろな行事もあります。ぜひ、他のクラス

の受講生との交流も楽しんでください。

唐光蓮先/Lは毎回二
生懸命、大きく目を開いて発音の授業を行つ

てくださいます。

大家一起加油IE!

∝ 師■ロフィーrL》

唐 光蓮

― ―

出身地

誕生日

来 日日時

中国出身校

日本での職業

家族

趣味

来日理由

血液型

中国山東省

7月 29日

1998年 7月 18日

山東省煙台師範学院

中国人民大学

非常勤講師

夫 と子供二人、四人家族

登山、読書、旅行

夫の夢のために

O型

― ―
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入門A

《老師的一句》

我与公民傭的日活教室

唐 光蓮

八年前的一今盛夏,我辞去了国内喜茨的公努員的工作,来至1日本与丈夫囲衆。

由子初来乍到,活吉不通,周曰不境不熟悉,Wll来到日本的一介星期,几乎毎天閉

日不出。

后来,因 J図1決沢的中国朋友帯着我去各処的公民館学コ日悟。南浦和的中央公

民億,川 国市的茉町公民館都留下了我イ|]的足述,去的次数最多,持紋吋同最長的

要数蕨市的南公民館,西公民館和旭町公民館。我イI]三;四今主娼イ|]一起騎着自行

奪来往千各処的公民館,相互之同交得愈来愈来近,径常在一起交流来日生活感受 ,

和如何要到倫廉物美的末西。逮‖卜遣了我通高故多和来朋好友的寂莫之感。

我員然住在川口,但高蕨市只隔一条弓路,所以経常去蕨市的日活教室学コ日

活。那ノL的 日活老りT都参加道市里挙亦的日活教学培り1班,而且都是不汁扱酬的志

尽者。老師把炊各国来的学生按各自的需求和水平分姐,汰真地教我イl]。 我イ|]以学

コ日活力主,当然会活中也渉及到日本的社会文化,凩俗コ慣, 欽食,以及泣坂的

分美方法,生活中的小智慧等各令方面。大家有悦有笑,在軽松快示的気気中, 日

活水平漸有長逃。

不管在杯早期同,述是該子出生五、六今月后,我例然堅持去附近的公民館学

コ日悟。由千核子在身辺,径常元法寺心学コ,但毎当瞬到曽径学道的末西,想起

己径久達的単洞吋,偶然感到彼高共。育九中遇到 li・l題吋,可以向各位老師或其他

娼娼イ|]清教,牧益匪浅。

周六是我―星期中最大的期粉。晩上把該子推給丈夫照看,一今人騎着卒,一
辺尽情地欣賞着滑途的凩景,一辺自由自在地胡思乱想,任思堵自由■翔。逮吋的

我己径忘悼了人妻人母的身分,交成了一今自由人。更加珍惜逮荘得的吋光。

我深深有感干日悟教室的志尽者イl]的元私奉献精神,在我看来如果不充分利用

公民館逮如此便利的没施是一神損失和浪費,所以在力所能及的条件下,先后堅持

了五年。二〇〇三年我参加井通道了日本悟能カー致考拭。借此之隊,再次向各位

教述我的老姉↑]表示深深的ill意 !

公民徳的日悟教室是各位外国人,尤其是外国的家庭主娼省]了解 日本社会文

化,生活コ慣的一今宙口,也是交換殉物,住房,育ノL等各方面信息,結交朋友的

一今場所。逮五年来往干公民徳的吋同力我在日本的生活打下了一介較好的基砧 ,

是我終生荘忘的一段美好的回′
lZ!
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入門A

私と公民館の日本語ボランティア教室

唐 光蓮

八年前の真夏、気に入つた公務員の仕事をやめ、主人の日本での家にやつて来

た。来たばかりの一週間、言葉や周 りの環境などが何にもわからなかつたので、

ほとんど、毎 日家に閉じこもつていた。

その後、新 しく知 り合つた友達に連れてもらって、あちこちの公民館の日本語

ボランティア教室に走り回つた。南浦和の中央公民館、川口市の栄町公民館、特

に蕨市の南公民館、旭町公民館 と西公民館には長期間通い続けた。自転車に乗っ

て三、四人と一緒に、各地の公民館に通 ううちに、もつと親しくなり、日本での

生活体験を耳にし、買い物などの情報も手に入れた。おかげさまで、故郷や友達

を離れた寂しさもすこしずつ薄くなっていった。

私は川口市に住んでいても、最寄駅は蕨で、蕨市の公民館によく通つていた。

教室の日本語の先生方はみんな市主催の日本語講師養成講座を修了したボランテ

ィアである。いろんな国から来た生徒達のニーズやレベルに合わせ、グループに

分けて、先生方が丁寧に教えて下さつた。日本語を中心にし、日本の文化、習慣、

料理及びごみの分け方、生活の知恵など幅広く話題にとりあげ、みんな話したり、

笑ったり、リラックスした雰囲気の中で、自分達の日本語が徐々に上手になって

いった。

妊娠中でもまた、出産してしばらくしてからも赤ちゃんを連れて、公民館に足

を運んだ。赤ちゃんがそばにいるから、あまり落ち着かなかつたけれど、勉強し

た内容を耳にしたり、単語をすこし思い出して嬉しかつた。育児に困つたことが

あれば、先生方や先輩のママ達にア ドバイスをしてもらつて、大変助かつた。

楽しみに待ちていた土曜日がやつて来て、夜、主人に二人の子供の面倒を見て

もらい、一人で自転車に乗 り、周 りの景色を見ながら、公民館に向かつた。体も

頭も自由自在で、いろんな思いが,いに浮かんだ。その時、人妻でもない、母でも

ない、やつと自分自身になり、肩に力を抜いたような感 じがした。

日本のボランティア精神に強く感心し (国ではまだまだ少ないと思 う)、 公民館

に通わないと損だと、その思いで五年間にわたつて公民館に通い続けた。2003

年やつと日本語能力試験一級の合格証明書を手に入れた。この際、改めて日本語の

先生方に心から感謝の意を表します。

日本語ボランティア教室は私から見れば、日本語を勉強する場所だけではなく、

外国からの人々、特に主婦達が日本の社会、文化、習慣、生活を理解する窓口で

あり、買い物、住まい、仕事、育児、学校や保育所、幼稚園の扱い方などいろん

な情報を交換するところ、それに友達作 りの場所である。私にとつては、日本で

の生活の土台であり、生涯忘れることができない思い出である。
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入門A

《受講生随筆》

中国旅行の夢を抱いて

戸石 豊彦

私が「中国語講座に入門したいな―」という思いになつたのは、市内の図書館

で借 りて読むいくつかの本が動機になつているようです。

日本と比較 して、人口が約 10倍、面積で 26倍とい う中国、その中国の日常生

活 といくつかの言葉が理解できたらいいなということです。機会があったら中国

も旅行してみたいと思つています。

今後もよろしくご指導下さい。

白酒 は も うい らな い

斉田 祐嗣

天津の仲間たちヘ

早いもので天津市農村工作委員会の招待で、初めて訪中してから3年、農業科

学院との合弁会社設立に参加 して 2年経ちました。言葉によるコミュニケーショ

ンの大切さを痛感 しながらも、いまだに通訳を使 うか、ジェスチャーまじりの拙

い英語か、片言にもならない中国語でしかコミュニケーションの取れない私を、

温かく見守りながら話を聞いてくれるみんなにほんとに感謝しています。

今、私は川国市日本中国友好協会の中国語教室入門クラスで勉強を始めました。

まだまだ最初の声調で苦労していますが、近い将来必ずみんなが驚くくらい流暢

な中国語を話せるようになりますので、それまではもう少 しだけ甘えさせてくだ

さい。そして、その時は胸を張つて大きな声で話 します。
「白酒はもういらない」と……。

友情に感謝 して

中国語を通じて日中両国の歴史・文化を理解

稲生 実千子

私が中国語を学ぼうと思つたのは妹が台湾に嫁ぎ、嫁ぎ先の方々ともつと沢山
コミュ■ケーションを取りたいという一念からです。

幸い漢字の国なので、文字を書けばある程度の事は解 りますし、妹が通訳もし

てくれるのですが、細かな事や自分の想いなどは、やはり自分の口で伝えたいと

思いました。
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入門A

また中国語を勉強することによつて、書籍ではなく会話を通 じてお互いの国の

歴史や文化を理解 し、交流を深められたらと思います。

母 (稲生松枝)と 一緒に学習 します。 どうぞよろしくお願い致 します。

『三国志』『西遊記』に魅せられて

木下 靖夫

子どもの頃 “中国"から連想するものは……ラーメン、ギョウザに肉鰻頭、そ

れから『三国志』や『西遊記』の物語でしょうか。月刊の少年雑誌に連載されて

いた孫悟空の活躍に胸を躍らせ、“効斗雲"や “如意棒"にあこがれました。

そして、いつからか中国の文化に興味を持ちました。それは全くばんやりとし

たもので、日本文化の極めて多くが 1000年以上の昔から、中国文明の影響を強

く受けて作り上げられていることを知ったあたりからかもしれません。

日本の言語と中国の漢字文化が源流にあることは判りますが、日本の昔話『桃

太郎』や『竹取物語』などまで中国から来たのではないか……には驚きました。

最近東アジア地域の著しい経済発展と近代化、そして、中国は一体どうなつて

いくのだろう……などと漠然と思います。

そんなことから中国語を学んでみたいと思うようになりました。新しく記憶し

ていく事に自信を失くしていく年代ですが川白中国語教室に入会させていただき、

優しい (そ して美しい)唐先生、幹事さん達にもお世話になるかと思いますが、

まずこの一年頑張つて、出来れば、順々に上のクラスに進め'る ことを願つていま

す。

暑業救浩翌

今泉 弘幸

悟音活法雅

皓艦発土芦

業業業主芦

善善業豊芦

土土発山芦

価凋輛士口″
詢本，基が今四ゞ両上，悟晰浜ｏ来価春

ｍ哭

　

ｍ■
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鳴̈
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輌像
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入門B

《クラス紹介》

山村 栄子

今年の入門 Bの入学式は、 4月 8日 キュポラ 7Fメ ディアセブンにて

行われました。受講生は、男性 7名 、女性 8名計 15名 です。授業は栄

町公民館で行つています。夜のコースの人は、昼間の仕事を終えてから

の学習ですから、お疲れのことと思いますが、授業によく集中できてい

て、上達も早いと感心 しています。生徒の皆さんは、仕事で中国と関係

のある人、旅行で現地の人 と触れ合いたい人、自分の趣味を広げたい人

など、理由は様々ですが、皆 さんはっきりした目的を持っています。今

年は、いつもの年より人数が少ないことと、経験豊富で教え方の上手な

王梅老師に担当していただいていることで、毎回の授業はほど良い緊張

感 と活気があります。また、回を重ねるごとに和やかな雰囲気も加わつ

てきて、とても、楽 しみなクラスです。年齢や経験など、置かれている

立場の違 う人が、同じ目的に向かつて学ぶ機会は、新鮮です。私も皆さ

んのお世話をさせていただく機会を得たことを嬉 しく思つています。副

幹事の加藤 さんと共に、みなさんの目的が達成 されますように一生懸命

応援 していきたいと思います。

《壱師■ロフィーrL》

王   梅 中国武漢

1994年 10月

上海外国語大学

中国語教師

主人、娘一人

日本語朗読、漢詩鑑賞

留学

穏やかな人生を送 ること

B型

― ―
出身地

来 日日時

中国出身学校

今の職業

家族

趣味

来 日理由

夢

血液型
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入門B

《老師的一句》

致入「]班的同学イ|]

我今年担任入 i可 班的深,有率限大家汰沢,非常高来。

大釣 30年前,我曽在中国的大学学コ日悟。除了日活 ,述学コ日本的文化、

所史等。在学コ中,我対日本逮全国家和 日本人民友生了米趣,井声生了好感。

那吋我就想,一定要去日本留学。宣到 40夢 以后,我オ作力 自費留学生来到了

日本。来日本十三年了,現在,我通述教浜活逮今工作来楳求中日両国人民的

相互理解 ,同許多人一起力両国友好在尽 自己的努力。

炊我 自身的径唸可以悦明:学コー全国家的活言,可 以接触遼今国家的文

化;通辻理解逮今国家的文化,会対逮全国家声生好感、以及同地的人民友好

相処的應望。而逮今懸望就是友好事立的基硼。

所以悦,学コ浜活,正是逮祥成力中日両国友好事立的一不。我♯常侃服

大家学コ浜活的欲望和行劫 ,同吋也寄予 4艮大的期待。

今后清多多美照。

入門クラスの皆様ヘ

王  梅

今年の入門教室の講師を担当させていただいたことで、皆様 とお知 り合い

になれて、とてもうれ しく思つてお ります。

わたしは、およそ 30年前に、中国の大学で 日本語の勉強をしました。 日本

語を始め、 日本の文化や歴史を勉強 しているうちに、 日本 とい う国や、 日本

人に関心を持ち、そ して好感を抱き、ぜひ、その国に行つて勉強 したいとい

う思いで、40歳過ぎたときに、自費留学生として 日本にやつてきました。 日

本に来て 13年過ぎた今は、中国語を教えることを通 して、日中両国民の相互

理解を求め、両国の友好のために、たくさんの方々と一緒に頑張つてお りま

す。

自分の経験から言えることは、一国の語学を学ぶことで、その国の文化に

触れ、そして、その国の文化を理解することによつて、その国に好感を抱き、

その国の人々と仲良くしたい気持ちになれます。その気持ちこそ、友好事業

の基礎なのです。

ですから、中国語勉強 とい うことは、このように、 日中両国の友好事業の

梅



入門B

一環 となつていると考えてお りますので、皆様の中国語を勉強する意欲 と行

動に、非常に感心 し、期待をしてお ります。

これから、どうぞよろしくお願いいたします。

《受講生随筆》

中国語が話せずに悔 しい思い

根木 徹

6年前、初めて仕事で中国へ行つた時は、 1人で外出することもなく、ホ

テル内の売店か空港の免税店で買い物をするだけでした。外出す る時は通訳

の方 と一緒で したが、いやあ、中国の人同士が話をしているのを聞くと、喧

嘩をしているように聞こえて怖 く、顔 も厳つい !と 感 じたものです。

その後も中国語が解 らなくても、困る事もなく数回渡航 しました。今年の

初め、プライベー トで北京に行つた時のことです。 レス トランで火鍋の薄い

肉す ら注文できずに、お腹がいっぱいになりかけた頃、やつと注文できるあ

りさまで した。次の 日、毛沢東記念館で入場する列に並んでいたところ、所

持品を預けなければ入場できないことを知 らずに、入 日の間際で公安に注意

され、それを見ていたオジサンが 「こつち、こつち」 と預ける場所に案内し

てくれたのはよいのですが、その後 100元 を要求 され、渋々払わされて、記

念館に無事入場できました。

これ ら、悔 しい思いをしたことが、中国語を勉強する動機 とな りました。

中国各地をブラブラと周遊する夢を持って、教室に通わせていただいていま

す。

同僚を見ならつて

井本 かお り

中国語を習いはじめたのは、同じ会社の、10年以上中国語を勉強 している

方に誘われたのがきっかけです。上手な中国語が話せ るのを見て感動 して、

自分もやつてみようと思いました。 しかしなかなか難 しくて……まだまだ 目

標は遠いようですが頑張 ります。

我好好学コ浜活,想更悦得流利。

清多美照 !
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入門 B

母の影響で中国語を始める

藤川 心

中国語は元々、母が習っていました。 もう何年になるで しょうか。私が小

学生の頃に、同じように公民館で教えていただいていたようです。

その後、仕事で中断 した り、引越で止めて しまった りとい うことはあ りま

したが、最近までたまに有線で聞いていたようです。

その影響で、小学生の頃に 2度、中国に連れて行つてもらったことがあり

ます。その頃は中国語が出来たら……と考えるには幼すぎて意識 したことは

あ りませんで したが、大人になるに従い、英語、仏語より中国語の方が落ち

着 くなぁとい う単純な動機で、いつか始めようと思つていて、今回の募集で

現実 とな りました。

幸いアジアヘの旅行が好きで、中でもあの広大な中国は何度行つても毎回

知 らない風景に遭遇することが出来、飽きなく楽 しめます。今後も何度 も旅

行すると思います。その際、やは り中国語が出来ると、楽 しみ方も大分違つ

てくると思います。

昔、レス トランで注文する際、「猪」 と書いてあるのを見て、「牛か豚がい

いなぁ」 と言つた記憶があります。すかさず、母から「豚よ !」 との声が。

中国ではレス トランのメニュ∵は漢字ですので、多少予測は出来ます。そ

れが今までは楽 しかったのですが、反面、前述のようなことも。

次の中国旅行までに困らない程度の中国語を習得できるよう、頑張 りたい

です。マーケットなどで、気軽に値段交渉できるぐらいには……。

中国語に興味をもつて

杉本 悠美

私が中国語を学ぼ うと思つた動機は、中国語に興味をもつたからです。

春から短大生にな り、中国語を学ぶのに、発音が難 しいと聞き、ゆっくり

教えてもらお うと思い、応募 しました。

挨拶や 自己紹介が出来るようにな りたい と思つています。 1年間よろしく

お願いします。
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入門 B

中国語を学ぶ動機 と抱負

動 機

香港、シンガポール と中国語圏に住んでいたが、

かわらず、ついぞ勉強する機会がなかった。

抱 負

上海に知 り合いがいるので遊びに行 くまでに、メニュー くらいは読める

ようにな りたい。

その他

過去暮 らしていた香港、シンガポールの CHINESEは本当に情に厚 く、

どれほどお世話になつたことか。 日本で暮 らしている CHINESEの方 と

も交流をもちたい。よろしくお願いいたします。

中 国 語 を 始 め て

カロ藤 恵一

初めて中国語を聞いたのは、昭和 47年、日中友好条約締結前に一度だけ中

国に行つたことがあったときです。勿論、その時は何の準備 もなく行つたた

め、言葉の意味はわかりませんでしたが、音 (発音)の美 しさに魅せ られま

した。

長い年月が流れた今、56歳になりましたが、時間的に余裕が出来たのでゆ

つくり学習 していきたいと思つています。

漢詩も中国語で読んでみたいです。

にいはお

小山 実子

中国語を学びたいと思いつつ、テ レビやラジオのテキス トを買 うのですが、

持続できず……川 国の広報で教室を知 り、申し込みました。開講式に出席 し

たとき、中国語で歌を唄つた方がいらして感激 しました。私も中国語が話せ

て歌も唄えたら楽 しいだろうなと思いました。そんな日を目指 してまず、「四

声」から頑張 りたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

石関 はるみ

中国語が 日常あるにもか
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入門 B

中国語教室で学んで

矢澤 昭人

日本人の私にとつて、中国とい う国は興味はありながらも、なぜか近 くて

遠い存在でした。わが国は、古 くから中国の文化や影響を強 く受け、普段の

生活の中にも非常に多 くのものが自然 と存在 しています。ただ、学校の授業

や社会では、米国や西洋に多くの目が向けられていたように思われます。ま

た、最近の報道では日中の二国の関係がよく取 り上げられますが、決 してよ

いものばか りでないのも事実です。

私は、もつと中国について見間を広げて中国が好きになれたらと思います。

そのためには、実際に中国語を学び、いろいろなものを見聞きして、じかに

中国の皆 さんと触れるのが~番 と思い、中国語教室に申し込みました。中国

語が自然に話せた り、書けたら……。や りたいことは沢山あつて困つて しま

いますが、今は少 し自分の世界が広がったような気がして、ウキウキしてお

ります。

忘れ られない漢詩の リズム

相内 澄江

私が初めて中国語に出会つたのは、漢文の授業で した。教師が漢詩を読ん

でくれました。その リズムが音楽のようで、いつかは私も習いたいと思いま

した。実際にはそんな機会 もなく、過ぎて しまいま した。 4年ほど前に広報

で講座があることを知 りました。でも仕事の時間の関係で諦めました。仕事

を変わ り、職場にも慣れて、今年は思い切つて申し込みました。まだ、戸惑

い と不安でいつぱいですが、金曜 日が待ち遠 しくなれるように、頑張つてい

こうと思います。
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初級A

《クラス紹介》

土屋 孝一

長島 悦子

私達初級 Aク ラスは、元入門 Aク ラスの級友 9名 全員でスター トしまし

た。私達のクラスは、本当に明るく楽 しい仲間達です。

小原先生が入門クラスに引き続き、丁寧にかつ根気よくご指導をして下

さり、今年も私達は毎週楽 しく勉強しています。

私達は一年間学んできたことを、更にレベルアップするため、教材は自水

社『 中国語さらなる一歩』に挑戦しています。

私達の日標は、今秋皆で中国に行き、自分達が学習した中国語で楽しい買

い物や美味しい食事などをすることです。その日を夢見て頑張っています。

小原 春輝 険西省西安市

1月 28日

1995有■1月

西安外国語大学

中国語教師

主人 と子供 2人

卓球、読書、旅行

日本が好きだか ら

月遊世界

B型

出身地

誕生 日

来 日日時

中国出身校

日本職業

家族

趣味

来 日理由

夢

血液型

―
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初級A

《老師的一句》

登上末京塔

小原 春輝

ノL子放春似的吋候,一亘許諾帯他出去玩。但是一宣想不出合通的済玩地

点。正在友愁,偶然看屯祝,正巧看到介編末京塔的市 目。回想起 自己在国内

上学吋,曽径学コ道美子末京塔的文章。

悦t高 333米 ,是末京的象征之一等等。 当吋就想着有朝一日,要去兄沢

t一下。但是没有想到来日十余年了,一宣元嫁井坊。“就是t了 "我在心中対

自己悦。

“逮今星期天,一起去末京塔,急久祥 ?"我 li・l几子 ,“太好職"ノ L子悦。

星期天,天気晴朗,我↑]一家四国人乗屯革来到了末京塔。

木京塔位子末京港区,升立千昭和 33年 ,高 333米 ,是世界最高的自立 97t

塔。

因力先生有恐高症 ,只好由我陪ノL子登塔,而先生与女ノL留在塔下的休息

赴等候。几子一宣共脊不己。要好了,1票 ,正要登塔 ,没想至1在逮几与几子友

生了争執。因力有屯梯,我建洪乗屯梯登塔 ,而丸子却堅持爬楼梯,結果当然

不用悦了。

当我汗流夫背,気喘呼呼的到迷大展望台吋几乎要癖疾。 一眼望去,不通

処林立的高楼,塔底穿流不息的,如火柴金般的汽牟 ,小如豆粒似的行人感慨

万分。我対 自己悦 我終千登上了末京塔。

一辺小憩,一辺品芸着休糠。 我想感謝ノL子 ,

得不到逮久充実的牧荻感。

没有乗屯梯登塔,不然我就

《受講生随筆》

我己径学沢活学了丁年了

我己径学双活学了一年了。

我去道中国二次。 去道的地方是 上海 ,北京,杭州,黄山 等

我喜茨看中国房史的名腔 ,也喜欧看宏怖的凩景。我更喜欧看中国的屯影 ,

瞬中国音示。 最喜欧学コ浜活。所以,我想把浜活悦得更好 6

毎星期 我粉望在川口渓悟教室 学コ洪悟。

掟島 悦子



初級A

好好学コ,好好玩几

小林 直美

我是炊去年四月起升始学コ浜悟,己径学了一年。 我升始学コ的吋候 ,

i4_排音,有気音 ,元気音和中国大概的地理位置也分不清楚。 但是,小原老りT

教得好。 同

学イl]都彼熱情,所以我学コ沢活彼升心。

遠一年我去了 上海,杭州,香港和桂林。 杭州1凩景彼美,我和女ノL一起

在西

湖岸辺騎了自行牟,微凩排面,彼舒服。 我述第一次騎了略駐。

欣党了『宋代千古情』表演。我ヨト常升心 ! 上海和香港真是充満了活力的

城市。 我和母来一起去了桂林,我イi]坐船滸覧了桂林,桂林的凩景彼漂亮 ,

我ヨト常感功 !

在旅途中,我用学道的只言片選有中国人交淡 他イl]都 能折憧。我非常高米 !

我IFA在 的心情是想要更努力的学コ浜活,希望将来能悦的更好。

対中国的感情与日倶増

土屋 孝一

十多年前,我第一次去了中国,炊那吋起,我一宣希望学コ浜活。去年四

月逮今應望実現了。 在逮今教室。我彼高米。

炊去年四月起,到現在我己径学コ了一年浜悟了。 員然浜選彼荘,可是我

彼喜欧浜活。

回願逮下年 我度辻了彼快示而且充実的一年。如果没有来到逮今教室,我

想我不能度述逮祥美好的一年。 逮是小原老師和同学イl]的 希助。斑昴 !

前几天,我看了初次去中国吋的照相朋,千是那吋候的情景房房在 日今人

杯念。現在我対中国的感情均日倶増。

今年的目林是眼同学イl]一起去中国旅行,到吋候我想用学通的只吉片選与中

国人交淡,品 芸中国菜等等。 所以,力 了実現逮今 日林 我想更加努力学コ浜

悟。

量然上了夢数,但是,我想,在人的一生中任何吋候升始学コ都不晩。

老師,今年也述望多多指教。 同学イ|],清多美照 !

‐
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《クラス紹介》

森  基悦

橋本 耐子

私たち初級クラスは、受講 2年 目、3年日、合わせて男女半々の 10

名でスター トいたしました。

李金波老師にご指導を仰ぎ、教科書の表題 とお り『 中国語 さらなる一

歩』を進めています。

「続けることが何より大事」 と話された先輩のお言葉 どお り、この一

年を明るく、楽 しく、生きた中国語をマスターするため、わからないこ

と、疑間に思 うこと、等々、質問しあい、励ましあって、続けていきた

いと思つています。

我fl一定要学好漢語。

李 金波 出身地

誕生 日

来 日同時

中国出身校

日本職業

山東省

11月 1日

1998年 7月

山東廣播電視大学

漢語教師

―

‐

初級 B

ク殷 gク ラス
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初級 B

《老師的一句》

学コ沢悟新洞活

李 金波

中国改革升放以来,社会友生了彼大的変化,活言全J新的頻率越来越快 ,

大量新月活JXt起云涌,板大地羊富了浜悟同庫,同箸活盲更是多姿多彩今人眼

花象乱……

如果悠有共趣,清眼我一起電住逮六今新同選。其中有的是老河又派生出

新意。

粉笙―― ① 用録豆等淀粉制成的銭状食品。

② fans 乏指名人名駄的熱心支持者或愛好者。

波波族一― 指校高学房、牧入事厚、追求享受、崇尚自由解放、釈扱避取又特
立独行的一癸人。bobo源千 bourgeois(中声隣級 )和 bohemia(波

希米亜 )的縮写。

IF族――  (International Freeman)即 国隊自由人。

培根―一 ① Francis Bacon弗三西斯・培根 (1561～ 1626)英 国哲学家。

② (Bacon)料 理用的 薫肉、謄肉或咸肉等。

玉子豆腐 一一 鳩蛋豆腐。(CCTV天天欽食,来 自日活 )

派対―一 (party)宴 会、酒会、社交集会。(吸 ll■港台悟 )

《受講生随筆》

休まず通 う

星 清美

リタイヤせず 1年間通うことができました。

入門コースを再度と思いましたが思い切つて進級しました。モットーとし

て “休まず通 う"をかかげ、更に 1年頑張つてみようと決心しました。

先生からは物足りない感 じかもしれませんが、ぜひ広い心でかかわってく

ださることを願っています。

仲間を大切に頑張ります !
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初級B

人生自分流

橋本 耐子

入門クラス受講前、マシンクラフ トを六年間勉強 してきましたが、マスタ

ー出来たものは何もあ りません。その間選択科 目の時間割で、中国語が受け

られなかったこともあり、卒業を機に中国語を初歩から受講 し、一年を振 り

返つてみます と、上達 しているのかと、疑間に思 うことが度々です。覚える

より、覚えられない、このイライラ感は、何時解消出来るので しょうか。

クラスの平均年齢を大幅に引き上げ、多いに年齢を感 じる空自の時間です。

でも仲間に迷惑をかけながら、楽 しく “想学好 "。

知人は 「その歳になつて」 と笑いますが、挑戦すること。 これが私の人生

自分流。

今が一番若い私の青春の記録です。今迄も、これからも !

我想眼中国人交朋友

後藤 和可子

我己径学了両年浜活。

今年参加了初象班。図J升始的吋候,我 itt一句中国活也折不憧,IEx在会悦

一点ブL了 。

我出生在中国,曽餐在吟ぷ演市生活述。

我努力学コ汲悟,想銀中国人交朋友。今后,逐清多多美照。

清多美照

声辺 恵三郎

我是芦辺恵三郎,48夢 ,在美仕唐幼滋公司 (ミ スター ドーナツ)工作。

妻子是中国人。

我出生在末京,妻子出生在吟示演。我イ|]結婚三年了,両今人生活。因力

妻子学会了日活,我也想学会中文。在教室学了両年中文却悦不好。但是,今
年我述要努力学コ,清多美照 !
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初級B

二
年 を省 み て

森 基悦

希望 と一抹の不安を持って始まつた中国語教室も、アッと言 う間に一年が

過ぎてしまいました。記憶力の減退など支障もあ りましたが、同学の方々の

情熱に励まされ、心を若返 らせて随いて来られたと思つています。

中国大使館訪間、宿泊セ ミナー、映画鑑賞会、忘年会等々、楽 しい行事も

沢山ありました。そして最高は、「中国語発表の集い」の団体部門に皆で参加

して、埼玉県知事賞を受賞 したことです。 これも李老師の懇切なご指導、綿

引・佐藤両先輩幹事のお力添えによるものと感謝 しています。

この一年間に広州―桂林・上海 と二度旅 しましたが、以前より数倍楽 しく

過 ごす ことが出来ました。中国語で尋ねて、 日本語で答えられて、ガッカ リ

したこともありましたが、度胸が付いた事は間違いありません。

今年も、“活到老、学到老"を 旨として精進 して行きます。

請多多講助 !
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中級A

《クラス紹介》

高塚 俊代

私達の クラスは 4月 か ら男性 2名 が加わ り、老老 (若 ではあ りませ

ん)男 女合 わせて 9名 とな りま した。千建明老師は私達の子 どもと同

年齢 の若 々 しい先生です。中国の文化生活 な ども話 して くだ さり、中

国 とは ?中 国人 とは ?と い う謎 が少 しずつ解 明 されてい くよ うです。

現在 “悩 める中級 "の 課題 は ど うした ら会話力が上が るか ?と い う

事です。それがわかれ ば苦労はないのですが……cと にか く “のんび

りゆつた り学ぼ う !"が 私たち (私 ?)の モ ッ トーです。

千老師 !3月 まで ご指導宜 しくお願 い します。

《壱師7ロフィーfL》

千  建 明

― ―

― ―
出身地

出身大学

誕生 日

現在

家族

趣味

血液型

山東省

山東師範大学 (学部 )

北京外 国語大学

日本学研究セ ンター (修 士 )

1月 1日

御茶 の水女子大学

人間文化研究科博± 2年生

夫 と娘

卓球 読書 音楽
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中級A

《老師的一句》

道凩景

千 建明

炊家到学校的途中,有一道風景一直彼il我感功,借比机会究念一下。

出了著荷谷専靖,去往御茶水女子大学的必径之路上,有一今公交率的

始友靖 ,毎 天那里都有几今看起来六、七十歩的年K者在鍵持秩序,其中有
一今K者恵是面帯微笑,眼睛里透着和善,在指拝大家或停或走的同吋不停

地悦着 “こんにちは",我毎次也都会彼決真地回一句 “こんにちは",然后

如果是炊卒靖去学校的方向,K者 会接着悦 ,“ い らつしゃい",炊学校去牟

靖的方向長者会悦 “お疲れ様 ",毎 次瞬到遠筒単的両句活都■我党得温暖 ,

好象有了千効 ,一天的疲芳也会因一句 “お疲れ様"而姻消云散。所以毎天

出了卒靖都会想到K者的微笑,偶示不是那今K者在,会有一点遺憾,好像

少了点什久。要是有几天没兄到会在心里因述不会病了EE,逐 是有什久llJ的

事情,以后不会兄不到了EE等等念共,然后会安慰 自己悦,不会的,我也几

天没来学校了,磁巧男J人値班哩。就遠祥那位長者成了我生活中的一道凩景。
一直有今想法,在我高升 日本的吋候要去和他悦声 “謝謝 ",謝 謝他帯給我

的温馨的感党。

道すが ら

干 建明

家か ら学校への道すが ら、私を非常に感動させて くれたことがあ り、こ

の機会 を借 りて記 してみます。

著荷谷駅 を出て御茶の水女子大学へ行 く通 り道に、路線バスの始発停留

所があ り、そ こでは毎 日、60～ 70歳 くらいの老人が交通整理をしています。

その中のひとりの老人はいつも笑顔 を絶やさず、また人の良さそ うな綺麗

な 目で、みんなを止めた り、歩かせた り、交通整理 をしなが ら、ずっと、

「こんにちは」 と言い続けています。私 も毎回とて も真面 目に一言 「こん

にちは」と返 します。もし駅か ら学校のほうへ向かっているときは、年輩

の人には 「いらっしゃい」 といい、学校か ら駅のほうへ向かっているとき

は 「お疲れ様」 と言います。毎回聞くこの簡単なふたつの言葉は、どち ら

も私 にあたたかみを感 じさせます。やる気 を出してがんばった一 日の疲れ

も、「お疲れ様」の一言で、綺麗 に消えて しまいます。だか ら、毎 日駅 を
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中級A

出ると、いつも老人の笑顔を思い浮かべます。たまにあの老人ではない人

がいた ら、ちょっとがっか りします。 もしも何 日か会 えなかった ら、「病

気になったのか しら、それ とも何かほかの用事があって、これか らもう会

えな くなって しまうのか しら」な どという不安が頭の中をよぎ ります。そ

れか ら自分を慰めて 「そんな ことはない、私だって何 日も学校へ来ない時

もある。たまたま、ほかの人が当番に当たったのだ」 と言いきかせ ます。

このようにあの老人は私の生活のうえで、通学路での一風景になって しま

いました。私が 日本 を離れるときは彼の所へ行って 「ありが とう」 と言お

うと思っています。私を包んで くれた彼のあたたかな気持ちに感謝 してい

ます。

《受講生随筆》

我的失敗淡

城夕 保男

三十五年前我炊木京的患公司轄任到合北支店。彼高共的是在有名的尻

餐庁我牧到熱烈 (?)欧 迎。而且 ,偶然銀 比較年軽的女士坐在一起 。我イ|]

当然用 日活交淡 ,弄始吋淡笑凩生。

可是 ,道了一会ノL,我↑]活不投机 。最初我不知道原因。我用 日活対地

元意中悦述 ,“ 祢真是 karen的人。"他瞬了我的活 ,弓上彼生気 。地同我 ,

“力什久我是可恰的?"
我イ|],日 本人理解可恰的意思是可愛的 (天真可恰等干純情可憐),比

如悦 ,“ 可怜的女核子 "等干 “可愛的女核子。"

不通労辺坐的公司駅員来切地告訴我 ,可恰的意思是恰憫和同情的。逮

件事情IEx在 有吋想起来。一知半解吃大言,逮今教り1我決不忘氾。多洲 !

中国人の友達

中国語 を始めてか ら、中国人のお友達が何人か出来ま

む とい うより私の身振 り、手振 り、最後は紙に字を書 く

会話です。やは り発音、四声が大切 とい う事がわか りま

我希望今年也堅持下去 !

上 田 文子

した。会話 ははず

とい う半ば強引な

した。
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中級 B

《介編我的同学》

大場 究

大家今后清把我イ|]的教室叫作学コ院初等班 IIEl。 因力在我↑]的 同学里有

美智子妃殿下(安保)、 究子妃殿下勧口藤)、 令子妃殿下 (佐藤 )、 述有由貴子

妃殿下 (石析)。

大家都知道,炊天智天皇的吋候升始在 日本的皇室的女性都用 “子"字
,

而男性涎生的吋候都用 “仁"字。明年我個都期待愛子殿下来我イ:]班。那

久換今活題。

今后我↑]班的同学也想跡助 日中友好協会,因力我イl]知道維持逮今教室

非常困荘。我イl]非常感謝力我↑]的教室而 努力的代表↑]。

KGfraA-?< -ll,>) @
高  麗貞 出身地

誕生 日

家族

趣味

目標

… …《老師的一句》

大家一起経松愉快地学コ

高 雨貞

大家好 !

大家一起学コ沢選己有一介多月了。同学イl]不稔舌J凩下雨毎周

都来教室,看到大家速針決真学コ的精神 ,i■我深愛感劫。在逮一年

里我要同大家一起軽松愉快地学コ。最后祝大家健康長寿 !万事如意 !

山西省太原市

10月 17日 ・天秤座

3ノ、

遊び

健康、快楽
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中級 B

《受講生随筆》

私の中国語

安保 美智子

体好 !にお付き合いをして早 4年 目に入つた ところです。

しか し初めの意気込み とは程遠いものです。学習 日のある日だけの勉強で

なん とな く過 ごして来た感 じです。 日々話す こともなく週一回だけの中国語

との対面です。幾度 とな く「どうしよ うかなぁ」 とい う迷いの月 日で した。

でもこの頃は 「継続は力な り」 とい う言葉 に慰 め られ、また脳 のための トレ

ーニングと考え、自分な りの形で頑張 ります。 クラスの皆 さんに支えられ、

迷惑を掛 けなが ら続けますのでよろしく |

学コ浜悟♯常幸福

石析 由貴子

我在川 口日中友好跡会学コ渓活快要両年了。能在如此良好的不境里学コ

浜悟我感到非常幸福。遠是因力我↑]的前輩不断努力的第果。因此我イ|]也 要努

力学コ浜活。力 日中友好,力川 口日中友好協会尽点微力.

我要墾箋努力 !

加藤 妃子

我已姪学了渓悟両年了。逮次我的班又慶止了。没方法,我遊中須班了。有

人滉中象的水平高,所 以我根不安。可是升始上深的吋候,老帰和同学イ|]彼好,我

彼安心,以后我想和大家一起学洪悟。我要墾銭努力 ! 清多美照。

我継銭努力学コ !

加藤 展桁

力了 日中友好、我升始学中文了。現在已餐有両年了。我学了浜悟以后想

力 日中友好倣更多的事情。現在我在中象班学コ,一辺工作一辺照販家,空 閑的

吋候学中文,因 力注意力和tきZ力 衰退,不能込到 自我的満意,尽管如此我和老

llT、 同学↑]一起快地学コ。力了 日中友好 ,我継紋努力学コ。
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中級 B

我

小林 正幸

我的愛好是看足球比賽,我是浦和臥的球迷。浦和駄自J朕賽升始以来述没

有在 日本得道第一。現在浦和臥員然暫吋第一,可是最后和 G大阪的比賽哀了,

因力浦和険是冠軍浦和駄 」咲奏弄始以后苦守市操込十四年之久,浦和臥給我↑]

帯来了率福。我毎次主場都和我的残疾人朋友一起去看,我和那今残疾人是好朋

友,我和我的朋友的共同的な望是浦和駄得冠軍。

我想去看 2008年北京奥林匹克国隊送劫会。力了那今吋候我能流利地悦浜

活,我排命学コ浜活 。

我現在大概毎天都去送劫倶示部。我最愛好的込劫是柱衿和滋泳、我檀長

柾鈴,可是滋泳ヨト常不檀長。但是平常的鍛煉結果使得我能済得越来越還了。我

大概毎天都去送劫倶示部的結果…・我掘有非常健康的身体。

我現在学コ渓活的吋候非常快示,因 力去年和今年的老

帰真好,我毎次去浜活教室都非常愉快。今后清継数多多美

照。

一年里我イ|]継銭努力EE!

佐藤 令子

炊 4月 起中象 B班又来了 4今同学↑]。 老用是高今子漂亮的高老師。

逮一年我想眼 8令同学イ|]一宣在一起学コ浜活。力了保持健康的身体我イl]

倣太扱拳,力 了努力学コ浜選,一年里我イI]継銭努力rE!

我家的小院子

我家南辺有今小院子。今年気温高,所以植物長得彼好。

現在 (4月 下旬)院子里的杜謁一斉升了。復漂亮。山苺也長

得彼快,山苺是 6月 和 9月 両次結果実,那是我掛女最愛吃的

果実,我老伴摘果微果者。彼快示。

永 忠叉
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《クラス紹介》

宮崎 芳子

私達中級 Cク ラスは入門から考えますと、五年1目 に入 り途中、クラス

分解などの危機も皆の力で乗 り越え、4月 からは、昨年同様、とても明

るく若くて素敵な、金明華先生をお迎えし女性 8名 、男性 1名 、計 9名

でスター ト致しました。

年齢も年々増してきますと、文法、声調、単語、などなど、中国語が

頭の中で、整理が出来にくく、バニック状態もしばしばですが授業はい

たつて「真面目」 ?で、先生をはじめ皆で助け合いながら、少しずつ上

を目指 し頑張つています。クラスの中はいつも笑い声の絶えないとても

明るく、楽しいです。 (内 緒 |)ですが、お茶 (休憩)の時間もまた格別

です ョ。

この一年クラスー丸となつて「明るく、楽しく、助け合い」をモット

ーに頑張 りましょう!ど うぞよろしくお願いします。

《壱師7ロフィー′ι》

金 明華 吉林省

4月 3日

2004年 4月

北京外国語大学

学生

留学

考える。楽 しむ。

A

―
輌

出身地

誕生日

来 日同時

中国出身大学

日本での職業

来 日理由

趣味

血液型

… …

中級 C

ψtt σクラス
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中級 C

《老師的一句》

皆さんとの出会い

金 ,明華

川口中国語教室で中国語を教えることは私にとつてとてもいい体験です。皆さ

んはそれぞれ異なるきつかけで中国に関心を持つようになり、中国語の勉強を始

めたようですが、皆楽しく、そしてまじめに努力しています。

自分の日本語勉強の道を振 り返つてみると、そのきつかけは ドラマでした。子

どもの時、中国で放送された『赤い疑惑』など「赤いシリーズ」を見て、山口百

恵さんのファンになつた私は、日本語に興味を持つようになり、将来日本語を勉

強すると決心しました。そんな単純な「好き」から出発 しましたが、外国語を把

握することによつてもう一つの窓が開かれ、外の世界をたくさん知るようになり、

海外に行く意欲 と勇気がわいてきましたも

うちのクラスの皆さんも中国に行って、ローカルの中国人ともつともつと会話

したいという気持ちで勉強に励んでいます。それは単なる会話の意欲だけでなく、

異文化の人々とコミュニケーションする意欲であり、それが相互理解を深める大

切なきつかけになるのではないかと思います。私自身も受講生の皆さんとのコミ

ュニケーションを通じて、普通の日本人の生活と人生物語が少しずつ分かるよう

になり、日本人への理解を深めております。このような草の根の交流が真の中日

友好の基礎を固めるのではないかと思います。これからも皆さんと中国語/日 本語

で楽しくコミュニケーションしていきたいと思います。

‐
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中級 C

《受講生随筆》

狗燈豪隼「横演娼祖届」

永井 輝彦

2006年 3月 ,横浜中学街出現新的名腔,即供奉在中国被称力海神娼祖的「横

浜娼祖盾」。中学街旧有的「横演美帝店」員然也光輝畑燈,但娼祖店更加豹燈豪隼。

建筑整体板富色彩,若給絶雨在中学街鹿是第一。今年参規了新名腔。

在入自処有牌楼,在正面的石粉上建有八角形的神殿。不便彩色鮮明,柱子和

房梁、回廊等建筑物的劉微姓都有精妙離刻:今人感収如今的吋代意有逮祥的佳作。

首先要賄妥香,因力逃入神殿必須賄采香或者金額 (妖銭)。 香長且粗象花胞与

日本的香不同。由千参井的方法也不同迷惑之隊阿嫉弓上辻来熟情地悦明。“在三姓

香炉里供奉三根香,然后逃入神殿。"

逃入正殿正面是身力女性的娼祖像,両側立着随炊千里眼和順凩耳。参奔者在

放置的小合上脆井。

当天我也参井井許了尽,而内容興J是秘密 !

絢爛豪華 「横浜娼祖廟」

2006年 3月 、横浜中華街に新 しい名所が誕生した。中国で海の神様とされるl―
EJ

祖を祭る「横浜娼祖廟」だ。古くから中華街にある「横浜関帝廟」もきらびやか

だがt娼祖廟はそれ以上に豪華絢爛。なんたつて建物全体が極色彩なのだ。派手

さを争ったら多分中華街で一番だと思 う。

入 り口に牌楼があり、くぐると正面石段の上に人角形のお堂が建つ:鮮やかな

色彩もそ うだけれど、柱や梁、回廊など建物の細部まで施された彫刻も見事だ:

今の時代に良くここまで造うたと思 う。

まず線香を購入、というのもお堂に入るには線香か金紙 (紙のお金)を購入 し

なければならない。線香は花火みたいに長くて太く、日本のものとは違 う。参拝

の方法も異なるので迷つていると、係 りのおばさんが跳んで来て親切に教えてく

れた。「3箇所ある香炉に線香を 3本ずつお供えして、それから神殿に入つて下さ

いね」

本堂に入ると正面に女性である娼祖の像があり、両脇に隋神の千里眼と順風耳

の像が立っている。参拝者は置かれた小さな台にひざまずき神様にお願いする。

当日私も参拝し、お願いした、願い事は秘密 !
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中級 C

我愛中象 C班

カロ藤 美智子

宮騎同学:今年地当我 11班的千事,有吋候不能来教室,但地平吋学コ浜悟努力。

永井同学:員然年夢最長,但他看起来霊得彼年軽,他作文作得彼好。

山村同学:地性格彼況着,常常鼓励我イ|]好好学コ。

増田同学:地身材苗条滞洒,地対我イ|]IF―常美心,地具有彼張的浜活実力。

需藤同学:地性格温和待人来切,地喜欧唱中文歌而且唱得非常好。

鈴木同学:地性格升朗,地一来班里就彼活妖,対鈴木来悦玩第一,学コ第二?

深澤同学批 浜悟悦得彼好,地是我↑]学コ的榜祥。

安川同学:最年軽的同学,地不但会悦浜悟,而且会悦英悟。

我彼喜欧中象 C班 ,在我イl]班一起学浜活的吋候我彼升心。

5年 目を迎 え ま した

山村 栄子

中国語を学んで、 5年目に突入しました。授業を受けている古い建物の協会事

務所も、今や、心落ち着く我が家のような存在になりました。今年は、新任の若

い金老師に受け持つていただいていますが、早くも、中高年のクラスメー トー丸

となって、先生を囲んでリラックスして、楽しく授業をすすめています。今年は、

9人でスター トしていますが、半数が入門当時のメンバーです。そこに、経験豊

富 (学習や生活等)で頼もしいメンバーが入つてくださり、当初から、笑いの絶

えない学習意欲の高いクラスだと言い続けていますが、今も同じことをお互いに

言い合っています。

5年もたてば、流暢に中国語を話 している自分をイメージしていましたが、長

く続かない意欲のせいで、ゴールはまだ先ですが、気にせず、無理せず、比較せ

ず、止まらず続けようと思つています。クラスの人と中国旅行に行くのも楽しみ

です。少 しずつ会話がわかるようになったのを、実感できるからです。
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《クラス紹介》

前田 稔夫

我等がクラスは最上位に位置するような、クラスのネー ミングです

が年功序列型の名称ですので、名前から来る先入観は捨ててください。

このクラスの特徴は、中国語教室 と川 口日中の事務局の様なクラスで

す。教室代表、事務局長、副事務局長、広報副部長、理事などなど、

ですので 10ク ラスある教室の中で一番、勉強をしないクラスではな

いで しょうか ?授業時間中にも行事運営の議論が始まった りして、中

国語の勉強に来ている方には気の毒だと思 う事もあります。

今年の老師は始めて教壇に立つ 日本語のほとんど出来ない魯先生で

す。中国語の勉強 と日本語の勉強互いに競争にな りそ うです。楽しい

授業にしましょう。

他クラスの皆様 も楽 しい中国語教室の発展のためにご協力お願い し

ます。

《壱師■ロフ ィー″L》

魯  瑛 藩陽

4月 8日

2005年 5月

北京広播電視大学

夫

旅行・運動

B型

… …出身地

誕生 日

来 日日時

中国出身学校

家族

趣味

血液型

…
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《老師的一句》

更上一層楼

魯  瑛

随着中日両国笙済友展,有越来越多的中国人学コ日悟,越来越多的日本人

学コ浜活,炊而両国人民能更多的交流、了解、汰沢,促逃両国之同人民的友

好情疸通通流長。

任何
二

神選吉的学コ井 1卜容易,特男J是対千年齢梢微大一点的人来悦更有

雄度,活吉学コ需要持之以恒的頑張毅力,不憧就同,不会就学,不 llB不 会 ,

就lln差不学。

来到日本后看到彼多入学コ浜活,而且学的彼不錯,能用浜悟交流、写文章、

上国,真今人掠収敬侃,逮科学コ精神感功鼓励了我。

来到中国悟教室,逮里不便是学コ活吉的良好不境。同吋也感到在逮几像

在家一祥,大家在一起来切、互助、互愛、学コ逃取其示元究。我一定把祢イl]那

神刻苦汰真学コ的精神当成一面鏡子,像祢イ|]那祥努力学コ日悟 ,教好浜活 ,

大家更上一屠楼。

レベ ル ア ップ

ロ中両国の経済が発展するにしたがつて、中国人の 日本語学習者も、また、

日本人の中国語学習者もだんだん増えてきています。そ して両国の人たちは

さらに多くの交流、理解、認識することによつて、民間の友好交流意識をさ

らに深めていくでしょう。

どのような言葉でも学ぶことは容易ではなく、特に少 し年を取 られた方は

さらに難 しくな ります。語学の学習は学習を継続するとい う意志を貫 く力が

必要です。判 らなければ聞きなさい。出来なければ学びなさい。出来ないこ

とを恐れてはいけません。いけないのは勉強から逃げることです。

日本へ来てみると、中国語を勉強 している沢山の人を見かけま した。 しか

も良く出来る、中国語を使つて交流 し、文章を書き、ネ ットサーフィンまで

している。感嘆 させ られました。 このような学習意欲は、私の励み とな りま

した。

中国語教室へ来ました。ここは言葉を勉強する環境が良いだけではなく、家庭

的で、みなが親切に、互いに助け合い、相手を見守り、勉強を無限に発展させら

れる楽しみがあります。私は必ず皆さんのまじめな勉強態度を鏡 として、皆様の

ように、日本語を勉強し、中国語をうまく教え、皆さんと一緒にレベルアップし

ましょう。
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《受講生随筆》

2006北京の旅

田村 由美

2005年は上海周辺をリュック担いでふ らふ らした。やす くとったホテルは

交通の便もちょつと悪 く、 日本人などひ とりもいなかつた。

で、2006年は、北京へでかけた。格安航空券を少 し前にとり、王梅老師に

教えてもらったネ ット上の予約で、北京宣武門地下鉄駅前の「越秀飯店」を、

行きと帰 りの 2泊ずつだけ予約。あとは野となれ山となれ～ と飛び立った。

1 はじめの北京

以前教えてもらつた騰述 と約束 して、 2日 目は王府井へ。国際旅行社へ連

れて行つてもらい、承徳へのツアーを申し込む。 3日 目は 2人で苑和宮へ。

チベ ット仏教の寺院。

そのあと円明園へ。ここは、はまったDVDの 舞台だもの、感激。でも、

破壊 されていなければ当時の西洋 と東洋の文化の合わさったすばらしい歴史

の遺産なのに。残念 !

2 承徳～避暑山荘

4日 日早起きして、北京駅で決められた汽車に乗る。なんだか、待合室に

も慣れた。上海の時から夜行で行 く時は顔洗つた リトイ レもOKだ。 4時間

は長かつたが、駅について出ると「明珠暇 日」 とい う旗をもつたお姉 さんの

ところへ集合。祖父母 と男の子、母娘、福建省の男の人がツア‐のメンバ‐。

まず、避暑山荘へ。

ここはやは りはまつたDVDの 舞台 「熱河」なのだ。 もう感動。オ リンピ

ックが近いからか、公園の トイ レが綺麗だか らガイ ドもすすめる。宮殿区の

あと、山は電気 自動車に乗って、「二馬道」とい うところから向こうをみると、

外八廟 とよばれるチベ ット寺院群がみえる。圧巻。そのあと船にもの り、「熱

河」のみずで手をぬらす。宿は見たことも体験 したこともない程汚 く、お風

呂場がすごかつた。中国人でさえ「ひ どい」 と文句を言つていた。

5日 目は、「外人廟」へ。やすいツアーなので入場料は自腹。でも、すばら

しい。

この 2日 のツアーで、北京大学の女の子 としやべつた り、福建省の人が親

切にしてくれた り、お じいさんとおばあさんが一緒に回つてくれた り、本格

的な庶民の朝ご飯をみんなとかつ込んだ り、ガイ ドとおばあさんが雑談 して

49



上級A

いるのが全部聞き取れたり、楽 しいことがたくさんあった。

3 大同～雲闇石窟と九龍壁

承徳か らもどってす ぐに、旅行社へ切符をとりに行き、そのまま夜行で大
同へ。3段の寝台にはいったら、向かいのお兄さんが「荷物をみて」といい、
じつと見ていた。昼間 4時間でいくより、 7時間以上かかっても寝台は楽で
ある。これに限る。

6日 日、早朝についたので、顔洗つて朝ご飯に うりを食べた。 9:ooか ら
一 日のツアーに参加。懸空寺へ。遠かった。岸壁に張 り付いているお寺。参
加者はほぼ西洋人。

バスとバン 2台で行つたが、「車の中に荷物を置いていってもいいか」と聞
くにはどうい うか考えて運転手に聞いた らす ぐにいいと。「あんた英語でき
る ?だったら (ガイ ドの乗つたバスがくるまで)こ こで待てってみんなに言
つて」 といわれ、そこで英語がつまったが 「ゥエイ ト !」 みんな うなず く。
中に 1人東洋人の男の人がいるなあ、と思つていたら、わけわか らん言葉で
話 しかけられ、「ワタシャ日本人だよ」と中国語でかえしたら、日本語がかえ
つてきた。韓国からの留学生で、仲間に日本人の留学生が多かったのでおぼ
えちやつたらしい。その後、雲同石窟へ。

来たかったのだ、ここ。見所は敦連にくらべたら比ではないが、一番有名
な仏像のところにいたら、ガイ ドさんが来てくれて 「何か質問はないか ?」

と問いてくれたので、「なぜ、小 さな穴がいくつもあいてるのか」と問いたら、
せつせ と説明 してくれてよくわかつたので大満足。 このガイ ドはもちろん英
語のガイ ドだ。

ホテルは駅前の飛天賓館、シャワーが水だったけど、次の 日も荷物を預か
つてくれて助かつた。

7日 目は夜行でかえるから、「自由安‖卜」自由計画の 日だ。腕時計がとまっ
ちやつた。市内を行 くことにした。バスに乗つて、まず華厳寺。下寺 と上寺
がある。有名な菩薩をみる。いたるところで韓国人かといわれる。そ して、
今回の旅のもう一つの目的 「九龍壁」を見に行 く。お屋敷跡に壁だけが立っ
ている。時間があったので、バスをせっせ と乗 り継いで、観音堂まで。 ここ
は雲同石窟へ行 く途中。「三龍壁」がある。和尚さんがお堂を開けてくれて、
お線香も持たせてくれる。 しか し、だれも人がいない道路の脇でバスを待つ
のが怖かった。お じさんがひ とり行きも帰 りも一緒だ。おそわれたらどうす
るか ?道路を走って観音堂に向かつて叫ぶ !な どはらはらしながらバスを待
つた。人気のないところに 1人でいっては行けません。
無事バスに乗 り、明時代の城壁を見に行き、善化寺で「五龍壁」をみる。「龍
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壁三味」楽 しいな。そ して 2回 目の駅前の刀削面をたべて、夜行で北京へも

どる。

4 おわ りの北京

8日 日、ついたのが北京西駅。まようけどなんとかバスに乗る。駅の写真

を撮るのが趣味だけど、ここはでかすぎて入 らない。 うれ しかつたのは、ホ

テルベもどつたら朝だつたのにチェックインさせてくれたこと。シャワーが

ありがたい。

少 し休んで、流高

「

へ。胡同をみせ るとい うお じさんの リンタクに乗つた

けど値段交渉が大変。そこから王府井へ。買い物 して、もどる。

9日 日、最終 日。帰 りの飛行機が早いので。朝か ら故宮へ。工事中で草だ

らけ、久 しぶ りなので西 6宮などの後宮をめぐり、「九龍壁」をみる。その後、

北海公園へ。 ここでも「九龍壁」をみる。 これで中国の 「九龍壁」は制覇 し

た !そ の うえに 「三龍壁」と「五龍壁」も見た。あわせて、「三十五龍壁」で

ある。 (自 己満足)

その後、恭王府、ここもDVDの 舞台。宋慶齢の故居、とまわって地下鉄

に乗つて、騰述のお宅へ。

5 まとめ

中国に入つて、 1日 半くらいは言葉が通 じない。音の環境に慣れてくると

自然 と発音も良くなるようで通 じるし、相手が言つていることもわかる。国

内を旅 している中国人も多いので旅は道連れだ。夏の寝台列車は汗をかくの

にお風呂に入れないのが難点だ。

はじめ 2泊 しかと、つてなかつたホテルを 1泊延ばそ うとフロン トで掛け合

ったら、お姉 さんが最後に「(中 国語で)よ く言えました !」 とはめてくれた。

中国は広い、DVDで も映画でも小説でも、見たい物や行きたい場所があ

っての旅はとても楽 しい。次はどこへ行 こうかな。
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《者師7ロフィー″L》
― ―

呉 英偉 出身地

誕生 日

来 日日時

中国出身学校

日本職業

家族

趣味

来 日理 由

夢

血液型

ハル ピン市

12月 17日

1994年 5月

山東大学

中国語研修学校講師

夫 と二人

旅行、音楽、読書

本 当の 日本 を見たいか

ら

世界周遊

0型

《クラス紹介》

私たちのクラスは去年 9年 目だそ うで、

るらしい。

有 る人たちは仕事を抱 えなが ら、有 る人たちは一生懸命体調を整 え

なが ら、今 日まで頑張つて(?)続 けてきま した。この 1年 も呉先生の

ご指導の下、「楽 しく」をモ ッ トーに続 けていきま しょう。 4月 か ら

滝川 さん とい う若い方が加わ り、少 しだけ平均年齢が下が りま した。

きつとお教室の雰囲気 も活気が出て くることで しょう。楽 しみです。

そ して、ここまで勉強 してきたのですか ら、クラスの皆 さん、「中国

人が話す中国語」を目指 していきま しょう。

皆 さん宜 しくお願い します。

宮 田 良子

今年は どうも 10年 目にな
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《老師的一句》

一今中国家庭的十載瑳陀夢月

――妃最片 《含溜活着》

異  英怖 翻澤

対一介中国家庭的十裁嵯陀夢月逆行服踪拍撮而制作成的妃景片 《含渭

活着》,将 +3日 晩上 9点 在富士屯祝台播出。核片通達被分高在中国上海、

末京、美国盤豹三地的一家三 国人的情感及対人生的恣度 ,i■ 規余重新思考

一今同題 :来 情是什久?

求制逮部片 子的援制笙 以前拍援的犯景片 《小留学生》,描 写了日中普

通百姓之目的友好交流,曽 荻得声播文化基金業究景片市 目奨 (2000年 5月 播

出)。 之后又連銭拍 出了 《年経人》、《我的太田》等 以中国人力題材的妃景

片。逮次是封山之作。

核片眼踪拍撮的是蒋妻子和女ノL留 在上海 ,只 身一人来 日打工的丁尚彪

先生及英一家人。1996年振制姐遇到了丁先生,逮 吋他来 日本 7年 ,年齢 42

夢,住在末京都内的一同破 1目 的木屋中,是没有合法釜江的 “黒声 口 "。

在文化大革命 中長大的丁先生,把 目林定在避入 日本的大学上,来 日本

逃入 日活学校学コ。但是 由十他上的 日悟学校位干北海道阿寒町的郊外,因

此没有打工的地方。力了来 日本借 了一大箸債,急久込?丁先生絶望了,最后

他高升了阿寒丁,来到末京。

丁先生成了 “黒片 国",他力了述清債勢,従象打工 ,給家里人江款 。把

自己没有実現的理想寄托在女ノL身 上。女プL没有阜負他的期望,終 千被俎豹

的大学求取了。在得知女ノL即 格成カー名医生吋,丁 先生決定回上海。

与丁先生相遇,跨越 10年対他逃行追踪拍撮的咳片制作人張雨蛉女士悦 :

“拍援本来是力了保存,即 使不能播出也想作力資料保存下来。"逮部片子把

骨 肉分高、天各一方的妻子、女几的真文表情及地イ|]去美国吋利用在 日本斡

机的短哲吋同与来人再会等場面如実地拍振下来 ,表現了家人之目的摯愛来

情。

援制須述把他イ|]拍 撮 的丁先生在末京打工生活的景像帯交給 了丁先生

在上海的妻子。起到了雛系来人俎帯的作用 。男外,考慮到丁先生是 1卜 法居

留者,援制須決定在他回国后再播放核片。

張女十悦 :“ 拍援 IINl同 彼 K,用 60分勢的景像帯拍了 500多 盈,圧縮 rl1 2

小珂多一点的吋同来播放,実 在是不得 己面忍痛割愛。"
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核片男一制片人横山隆晴先生逮祥悦 :“ 逮一家人 13年来一直互相信頼 ,

終干久男J重逢,現在述着彼華福的生活。我想通通逮部片子,辻人イl]憧 得,不

管 自己的命送被吋代或国家想祥捉弄,只要永不放奔,堅持下去,就一定会哉

腔 困難。"

中国人家族の壮絶な 10年
ドキ ュメ ンタ リー 「泣 きなが ら生 きて」

読売新聞 2006年 11月 2日

中国人家族の壮絶な 10年間を追つた ドキュメンタ リー 「泣きなが ら生

きて」が、 3日 午後 9時か らフジテ レビ系で放送 される。中国・上海、東

京。米・ニュー ヨークと、離れ離れになつて しまった親子 3人の姿を通 し

てく家族のきずなを問いかける作品だ。

日申の草の根交流 を描いて放送文化基金賞 ドキュメンタ リー番組賞 を

受賞 した 「小 さな留学生」(2000年 5月 放送)を始め、「若者たち」、「私の

太陽」 と中国を題材に した ドキュメンタ リーを描いてきたスタッフによる、

シ リーズ最終章だ。

今回は、上海 に妻 と娘を残 して来 日した丁尚彪 さん とその家族 を追 う。

取材班が丁 さん と出会つたのは 1996年。来 日 7年 目、42歳で、東京都内

の古い木造アパー トで暮 らしていた。実は不法滞在だつた。

文化大革命の中で育った丁 さんは、 日本の大学への進学を目指 し、 日本

語学校で学ぶため来 日した。 しか し、入学 した 日本語学校は北海道・阿寒

町のはずれにあ り、働 く場所がなかつた。来 日に際 して大きな借金を背負

つた丁 さんは絶望 し、町を飛び出 して東京にやつて来たのだ。

不法滞在者になった丁 さんは、借金を返すために働 き続 け、上海に残つ

た家族に仕送 りをしてきた。 自分が果たせなかつた夢を娘に託 し、娘 も期

待にこたえニュー ヨ‐クの大学に入学。そ して、娘が医者 になることが決

まった とき、上海に帰ることを決断 した。

丁 さんと出会うてか ら 10年間取材 を続 けた張麗玲ディレクターは 「そ

もそも撮影は、記録 を残すため。放送できなくても資料 として残 しておき

たかつた」 と語 る。離れて暮 らす妻や娘の表情 もとらえ、妻子の渡米時の

乗 り継 ぎ時間を利用 したつかの間の再会な ど、家族のきずなの深 さを記録

してきた。

東京で働 く丁 さんの様子を撮影 したテープを、上海の妻子に届けるな ど、
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家族 のつなぎ役 も果 た した。 また、丁 さんが不法滞在者 であったため、中

国に帰国 した後で番組 を放送す るとい う点で も配慮 した。

張ディレクターは「撮影時間は、60分テープで 500本以上。2時間強に

まとめるのが惜 しくて仕方がなかつた。」 と語 る。

横山隆晴プロデューサーは「この家族は、13年間互いに信 じ続 けて再会

し、現在すてきな生活を送つている6どんなに時代や国家にほんろ うされ

ても、あきらめずに頑張れば苦難を乗 り越 えられ ることを感 じて欲 しい」

と話 している。

《受講生随筆》

川 国市 日中友好親善訪問団

貴州省松桃決基・川 口友好小学五周年記念式典 と

雲南省の旅に参加 して

本多 路子

昨年 (2006年 )9月 15日 か ら 23日 までの 8日 間、貴州省 と雲南省の旅に

参加 しま した。川 国市 日中が募金で建てた貴州省銅仁市松桃決基・川 口友

好小学開校 5周年記念式典では、学校へ続 く沿道か ら子供達の歓迎が始ま

り、校庭では民族衣装の子供達が太鼓を叩いた り、踊つた り、花のアーチ

をもつて訪問団を迎 えて くれま した。校長先生、市政府の担当者、栗原理

事長の挨拶に続き、在校生か ら感謝の言葉があ りま した。川 口日中か らは

480数名の在校生全員にノー ト・鉛筆 。消 しゴムをプ レゼン トしま したも
しか し、生徒は皆ボールペ ンを使っていま した !そ の後、学校内の展示室

では優秀教師の表彰状、生徒の作品その他を拝見。また、土曜 日の午後に

もかかわ らず、登校 して待つていて くれた生徒たちのいる各 クラスを訪問
して、子供達 と交流 しま した。子供達は普段は苗族の言葉で話 していて、

標準語の北京語を習 うのは小学校に入 つてか らだそ うです。そのため、低

学年の子供達は先生が通訳を しない と私達が習つている中国語は、まだよ

くわか らないよ うで した。夜は市政府主催の夕食会の接待 を受 けま した。

翌 日 (16日 )は 、銅仁市郊外にある新案苗族部落を訪間、午後は貴陽市

に戻 り対外友好協会の晩餐会の接待 を受け、会長 さんに川 口市 日中友好協

会会長 (岡 村川 口市長)か らのお土産 を手渡 しま した。 3日 間の公式行事

を終え、18日 か らの残 りの 5日 間は雲南省の旅が始ま ります。

令欠
勇貧
/か

オ紙
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17日 の夜、貴陽発昆明行 きの夜行列車に乗 り、昆明へ。明けて 18日 朝

8時 50分 に雨のば らつ く昆明駅に到着 しま した。ホテルで朝食 を済ませ、
バスで石林観光に出発。バスの中ではガイ ドさんか ら雲南省の黒族、白族、

な どの少数民族の風習の説明や、漢族 とチベ ッ ト族が交流 した古道でもう

一つのシルクロー ド「茶馬古道」についての話を聞きま した。石林の入 り

口に着 くと、雨も小止みになつていて、大勢の観光客に混 じつて石林の中

央にある展望台へ登ると、見渡す限 り奇岩怪石が連な り、すば らしい景観

を見ることができま した。夕方には昆明の空港か ら、麗江へ向かいま した。

夜の空港か らバスで向か う金泉大酒店ホテルは標高 2000メ ー トルの麗

江の町にあ りま した。麗江の第一 日目 (19日 )は市内にある玉泉公園、黒

龍諄の散策か ら始ま りま した。遥かに玉龍雪山を望む この公園には、玉龍

雪山か らの伏流水が泉 となって湧き出る珍珠泉があ ります。現代に残 る象

形文字の東巴 (ト ンパ)文字 と東 巴 (ト ンパ)文化を展示する博物館 を見

学 して、午後にはいよいよ聖なる山、玉龍雪山を間近に望む標高 3400メ

ー トルの雲杉坪まで リフ トで登 りま した。雪を頂 く玉龍雪山は本当に美 し

かったです。

翌 20日 は 「単騎千里を走る」の舞台にもなった麗江古城の散策、もつ

と、時間がほ しかつたです。昼食後バスで大理に向かいま した。大理では

三塔寺、藍染民家訪間、自 (ペ ー)族舞踊観賞、大理古城の散策を しま し

た。大理古城は麗江古城 より規模が小 さく保存状態 も悪かつたよ うに思え

ます。銀製品を売る店が多かったのが印象的で した。 ここも雲が低 く見え

ると思つていた ら、やは り、標高 2000メ ー トルで した。

21日 の午後は昆明経由で広州へ向かいま した。広州では有名なホテル 白

天鶴賓館に宿泊。

最終 日の 22日 は広州の陳氏書院を見学 して 8日 間の旅 を終えま した。

今回は国内での移動が長距離にわたつたため、夜行寝台一回 と飛行機 は国

際線往復 を含 め 8回乗 りま した。 とても有意義な旅行で した。今後の参考

としては少 し忙 しかったので、もう少 しゆつた りした 日程が望ま しいかも

知れません。

最後にな りま したが、旅行の手配を一手に引き受けていた前 田さんは体

調の都合でお留守番になって しまいま したが、前 田さんの代わ りに張 さん

と菅原 さんががんばって くだ さり、理事長以下皆そろつて本 当に楽 しい旅

行 をす ることができま した。皆 さんあ りが とうございま した。

平成 18年 10月 21日
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《クラス紹介》

平 FX3 光栄

斉藤 淳子

工末 正夫

市奈 文子

有賀 利男

井上不二子

岩田 芳村

早川 守男

木村 真弓

木村 真弓

這寛裕的生活:精神上的,吋 向上的和姪済上的。

提高浜活水平。

減肥。不通我最喜次吃末西,越吃越鮮,所以可能減不了。

我想提高打国球的水平。我述想再去中国旅行,和 中国人

馴天几。        `
力了和中国人交流,我想把双濡悦得更流利。

我想背下根多生月,提高会活能力。

毎天都晰浜活景音。

防止大脳老化和消磨吋同。

毎次都来上深,提高瞬力水平和窄持身体健康。

最后我佃的新老りT,王穎老りT的 目林是……

1争取毎堂深都辻大家有友表(中 文)的机会。

2深堂上多安‖F瞬演内容 ,強化中文瞬力。

3身心健康愉快地這好毎一天。

1年間目標達成を目指 して頑張 りま～す。

倍 師7ロフィー′L》

王  穎 上海市

5月 30日

1995年 11月

南京大学

中国語教師

夫 と息子の二人家族

読書

0型

―
出身地

誕生 日

来 日日時

中国出身校

日本での職業

家族

趣味

血液型

― ―
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《老師的一句》

田中老ノ市

有幸決沢田中老りT述是十年前的事情。

那吋我因J来 日本,折朋友悦品川区有今志尽者坊会亦日文班,便杯着志悪

不安的心情去報名了。就是在那里,我初兄田中老師。痩痩弱弱,温文示雅 ,

面帯微笑。遠是我対地的第一印象。回想老師当吋的沸深内容就是iL我反隻滅

深文,不仄其煩地多‖正我的日悟友音。述有沸深吋那一胎静静的微笑 ,シさ人心

牌,■人感到十分安心。印象最深的述是老りT常鼓励我堅持学コ日悟,不要半

途而疲的那些活悟。正是因力牢氾着老用的活,我后来下決心逃入 日本的一所

大学学日悟。

遺憾的是,眼着田中老師只上了短短三今月的深,我就搬家 ,高升了老姉

的班。那吋正好幅近元旦,有一天党意外地牧到了老姉寄来的」R木 日本的桂

所。面逮一寄就是十年。逮次多年来 ,那一張張今人賞心悦 目的日本凩景照就

一宣陪伴着我イ|]全家人 ,成力我イ|]家 客庁里不可鉄少的一景。

其実,悦起来,我現在毎年眼 田中老帰只兄両次面,量然次数少,但却是

我一年中最粉望的市 目。一次呪是元F_前后,和老りT一起去助口呵F店喝茶りI天 。

不知炊什次吋候升始,我イ|]的 淡活内容己炊卿生同的対活交成了朋友式的感情

交流,最今我感劫的是老卿毎次炊不忘帯一篇 《朝 日新同》的剪扱文章来,教
我練コ日悟友音和減解。再就是毎年一次我去看老りT的 民歌演唱友表会。通得

第一次看到靖在舞台上的老りT吋 ,我真不敢相信 自己的眼晴 ,和平 日相しヒ,老
りT筒宣≠1若両人,神采ヽ物,拝洒 自如地尽展歌喉,今人堆以畳信速久痩小的

身体能友出如此仇美的女高音。

老帰炊前是早稲田大学半 b12的 ,結婚后就辞取411了 寺取主娼,等核子大了以

后,便又走上了社会,釈板参加各神社会叉努活劫。述重新栓起了唱民歌的愛

好,井尽情享受着遠分全心投入的快示。両年前,老姉述在銀座的一家倶示部

里技了伶唱民歌的工作。田中老りT真 了不起 !

我党得自己来日本以后,遇兄了田中老師 ,

感受到了斉多美好的京西。一顆善良真城的心 ,

永返錠放着的柔和而温馨的微笑。

穎

真是太率込了。我炊老卿身上

諮込示規的性格 ,込有就是那
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田中先生

私にとって幸運なことに田中先生と出会つたのは十年前のことです。

そのときの私は 日本に来たばか りで、品川区にはボランティアによる日本

語教室があるとい うことを友人が教えてくれました。そ して、私は不安な気

持ちを抱えてびくびくしなが ら申し込みに行ったことを覚えています。そこ

で、初めて田中先生 と出会つたのです。先生は弱々しい程の痩身であ りなが

ら、穏やかで上品な微笑みを浮かべてお られた方で した。 これが私の先生に

対する第一印象だったのです。思い出してみると、当時の先生の授業は私に

教科書の本文を繰 り返 し読ませて、変な発音を直 して下さるような内容でし

た。また、授業中の先生の穏やかな微笑を見ていると、気持ちが自然に安 ら
いでいくことを覚えています。もつとも深 く印象に残っているのが、「日本語
の勉強を中途半端にしておいて、あきらめてはいけません」 とい う先生の言

葉で した。私はその言葉のおかげで、あとになってからですが、やっと日本
の大学に入つて 日本語を勉強する決意が出来たと思 うのです。

残念なことですが、先生の授業を受けられたのはわずか三ヶ月で した。お
正月に近い年の暮れに、私は引越 したために、先生と別れてしまったのです。
と、ある日、意外にも先生から」R東 日本のカレンダーが送 られてきたのです。
しかも、今までずっと送つていただいています。その一枚、一枚の 日本の美
しい風景写真は、いつも私たち家族のそばに有 り、私たちの客間に欠かせな
いひとつの風景 となっています。

実は私は田中先生 と年二回お会い しています。回数が少ないのですが、私
にとっては、待ち遠 しく楽 しい一時なのです。一回日はお正月頃で、いつも

先生 と一緒に喫茶店でお茶を飲みなが ら談笑 しています。いつの間にか、私
たちの会話は友達同士のような会話になってきていました。一番感激 したの

は先生が毎回、必ず朝 日新聞の切 り抜きを持ってきてくださり、 日本語の発

音 と解読方法を教えてくださることです。そ して、もう一回は年に一回の先
生のシャンソン発表会を見に行 くことです。初めて舞台に立つ先生の姿を見
た時に、私は自分の目を疑って しまいました。いつもの先生に比べるとまる
で別人のようで、顔を輝かせた先生の美 しい歌声が私を優 しく包みこみ、今
でも心の中で響いています。

先生は早稲田大学を卒業され、結婚されたときはすぐに退職 して専業主婦
になられました。子供さんが大きくなられた後、再び社会活動に戻られ、色々

なボランティア活動に参加されておりました。また、若いころからの趣味で
ありましたシャンソンにも再び取り組まれ、熱心に続けておられます。今か

頴王
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ら二年 ほ ど前 、先生は銀座 で シャン ソンを歌 う仕事 を始 め られ ま した。

私 は 日本 に来て、 田中先 生 に巡 り会 った こ とを とて も、 とて も幸運 に思 っ

ています。 先 生 を通 してた くさんの美 しい もの を教 えていただいたのです。

優 しい心や諮達 で前 向きな性格、そ して、いつ も柔 らかであたたかな微笑 も。

《受講生随筆》

中国映画祭の苦い思い出

早川 守男

中国広州市に赴任 して約半月後に、中国製 を購入予定 している測定装置の

デモ機見学 と、技術打合せのために吉林省長春市に出張 した ときの出来事。

日本か らの技術担当出張者・高橋 と北京で合流 し、翌 日、彼 と私は別々の

飛行機 で長春に向かつたが、後で思えば、同 じ便が取れなかったことが トラ

ブルの前兆であつた。彼 は若 く、初めての中国出張であ り、私 も赴任 して間

がなく、中国に不慣れで会話 もほとん ど出来ない状況下の出張だった。 (今 も

満足に会話はできませんが……
)

長春空港で待 ち合わせて、まずホテルヘ行 き、チェックインしたが、驚い

た ことに服務 員か らは予約 されていない と言われた。公衆電話 は使 ったこと

がなかったので、使用方法を教わ り、テ レホンカー ドを購入 して、広州の会

社に確認 した (今 でもそのカー ドは持っている)。 会社の担当者は、ホテルは

いつでも空いていると思つて、予約 を しなかった との返事であつた。

服務員に部屋 を頼んだが、長春で何年かぶ りの映画祭が開催 されているの

で、空き部屋 はない との返事。別のホテルを探 してもらつたが、やは り映画

祭のためにどこも満室であった。

困つてたたずんでいると、服務員か ら一部屋な ら今 日空いてお り、明 日に

はも う一室空 くと言われたので、二人で一室に泊まることに した。取 り敢 え

ず寝 る場所が確保できたので安堵 した。

帰 りの便はオープンに していたので心配にな り、ホテル ロビーに旅行会社

を呼んでもらい予約 したが、長春発 は満席で吉林発は空いていた。仕方な く

吉林発を購入 した。高橋は仕事が終わつてか ら、北京観光をす る予定で 日本

に帰 る便 もオープンに していた。 しか し北京観光をす る場合、私 も付 き合 う

ことになるので、総経理に反対 されて直 ぐに帰国す ることにな り、同時に北

京→成 田も予約 した。予約はできたが、このチケ ッ トは北京の旅行会社事務

所で受 け取 ることになった。夕食は相手方にご馳走にな り、一 日日は何 とか

乗 り切つた。
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翌 日の見学・商談は、我々の技術的要求が満足できなかつたので中国製購

入を断念 し、 日本製を購入することにした。昼食は長春物理研究所の寮でご

馳走になつたが、料理の様子がおかしかつたので、私はあま り食べなかつた。

しかし高橋は普通に食べていた。そ して夜、映画祭の関係でホテルに近い公

園がライ トアップしていたので、見物に行つたが、彼の腹痛のために直 ぐに

ホテルに戻るはめになつた。真夜中に彼か らの電話で起こされ (2日 目なの

で別々の部屋 )、 下痢のために トイ レッ トペーパーを全て使い切 り私の部屋の

トイレットペーパーを要求するものであつた。

翌 日は約 100k m離 れた吉林まで汽車で行き (社外の田園風景はのどかであ

つたが、景色を満喫する余裕はなかつた)、 吉林駅から飛行場に行 く途中で昼

食を取つた。 しか し彼の腹痛は治まらず、ほとんど食べ られず、元気 もなか

つた。飛行場は見渡す限 り荒野の中にあつたが、飛行機は一機 も停留 してい

なかつたので、少 し不安であった。暫 く待つ と上空から飛行機が降 りてきて、

だいぶ遅れたが何 とか北京に戻ることができた。

北京空港からタクシー運転手に旅行会社の住所 とビル名を書いたメモを見

せて、旅行会社に向かつたが、ここでも事件が起 こつた。飛行機の遅れで、

旅行会社に着いた時には陽が沈み、真つ暗にもかかわらず ビル入 り口には照

明が点いてお らず、老人がひ とり、暗闇の中で椅子に座つてお り、気持ち悪

かった。メモを見せて事務所を教えてもらい、エ レベーターに乗つたが、高

橋が突然鼻血を出した。緊張の連続で、心身 ともに異常をきた したのであろ

う。事務所には誰もいなかつたが、しばらく待つていると係員が来て、メモ

を見せてチケットを受け取つた。

タクシーでホテルに向かつたが、事務所 とホテルはとても近かつたので、

北京空港→事務所間のタクシー代をばられたことが分かつた。出張中の出来

事に比べたら大 した事ではない。

翌 日、北京空港から彼は 日本へ、私は広州へ と別れた。無事に帰ることが

出来たが、総経理から大 目玉を食 らった。教訓一事前確認 を怠るな、中国で

は自分の日、耳で確認のこと。

その後も私は出張が多かったので、携帯電話を合弁会社で最初に購入 し、

ホテル予約確認の FAXを必ず事前に受け取つて出張 した。

日本に帰任後、毎 日のように高橋 と顔を合わせたが、彼は長春のことを話

題にしたがらなかつた。
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モ ンゴルの旅― 白馬 に乗 った王子様

市東 文子
成田を発つて 6時間後、現地夜 7時半ウランバー トルに到着。市東様のボー ドを持

つた男女 2人が突然、「さあ出かけましょう」と。5月 26日 出発の便はキャンセル待

ちでやっと取れたと喜んでいたのに……。結局、旅人は夫と私。ガイ ドはロシア系美

人で 25歳のバットチメグ・通称メグ。「花のように美しいね」と言つたら、モンゴル

では 「雌鹿のように美しい」 と言い直された。運転手は放牧民の息子で 24歳のスー

ホ(の 白い馬)。 中古の トヨタに乗って、4人だけの 5日 間魅惑の旅の始まりです !

27～ 29日 はテレルジ滞在。ウランバー トルか ら信号もない道をノンス トップで走

ること小一時間。見渡す限 りなだらかな山々と清流に囲まれ、草原には羊牛馬の群れ

が、雲ひとつない青空の下で芽吹いてきた草を食み、長閑で平和な光景だ。途中 67

両の見たこともない長い貨物列車が、ウランバー トルの火力発電所に石炭を運んでい

た。客車も優に 30両 を超す。モスクワ～ウランバー トル 5日 間、ウランバー トル～

北京 2日 間は人気の長旅だ。小高い山の南側には木が生えず、北側にだけ生えていた。

南側の斜面は雨が降っても、乾燥するので木が育たないからだという。

観光客用のゲル(パ オ)で は管理人が 「鍵は閉めても開めなくてもいいよ。夜中に 2

度薪をくべに来るね」と妙なことを言った。翌 日その謎が解けた。どのゲルも一つの

鍵で開くのだ !泥棒はいないらしい。 2日 後に帰る時、鍵が見当たらず探 したら、な

んと鍵穴に差 し込んだままだった。トイレは夜中も、満天の星の下、歩いて loom先 。

放牧民は肉類中心で野菜を嫌う。草しか食べない牛羊馬の肉を食べるのだか ら野菜

は不要だという。スーホも羊・ハム・ソーセージをよく食べ、馬鈴薯 。人参・玉葱な

どの野菜は箸でよけていた。彼は幼い頃から誰の手にも負えない暴れ馬に乗るのが日

常だった。「戦争が起きたら刀を腰に下げ、馬に跨 り、先頭を行 くよ」と堂々とお茶

目に言っていたスーホ、大好き |モ ンゴルでは 18～ 35歳 までに 1年間徴兵につくこ

と。相撲のことを熟知していて、横綱大関関脇小スムビ1前 ガラシ|と 言ったね。

夫、メグと私は乗馬に挑戦することにな り、遊牧民の主人が荒馬に乗つて、 2頭の

馬を引き連れ、もう一人白馬に乗った王子様が私達を迎えに来た。私は自馬に乗 り、

王子様が 10分 ほど手綱を引いてくれ、その後私の後ろに鞍なしで跨 り、腋の下や横

腹をくす ぐったり、後ろから抱きついたり、私の肩に手をかけて馬の背に立ち上がっ

た りしていた。遊牧民のゲルにたどり着き、手作 りのヨーグル トやバターを混ぜて焼

いたバンをご馳走になった。家の中には粗末なベッドが 2つ、電気も水道もトイレも

なし。夜はローソクを灯 し、水は遠 くか ら運んでくるのだという。ス トーブには牛糞

をくべ、羊の乾燥 した肉が隅に転がっていた。子供達は草原に遊び、とても幸せそう

だった。大歓迎を受けたゲル訪問も乗馬の 3時間も、楽しい夢のような時間は瞬く間

に過ぎていった。再訪を約束 したね。 9歳のテムーレ王子、死んでも忘れないよ l
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中国人の姓、日本人の姓

平山 安次

古代、中国には『 百章姓』 と称する本があり、その中に約 500種類の姓が

収められている。単姓が約 450種類・複姓が約 60種入つてお り、『 趙銭孫李、

周呉鄭王、……』 とい う姓の羅列で始まつているとい う。それでは現在はど

のくらいの姓の種類があるのだろうと中国の人に聞くと、誰も知‐らない と答

える。中日辞典によると、中国人の姓の種類は、 日本人のそれに比べて少な

く、歴史の変遷はあるが、多 くても全部で 6,000弱 と見られていたようだ。

そして、一番多い姓が「李」で約 9千万人 と推定され、二番 目が 「王」、二番

目が「張」であり、「張三李四王五」とい う言葉がどこにでもいる人 とい う意

味で使われていたようだ。

2年程前、新聞に「中国人の名字」 とい う小 さな記事が載っていたのを見

つけた。新華社電の記事で、中国科学院遺伝・発育生物学研究所の哀義達副

研究員の調査結果で、それによると、中国人の姓の種類は 2万 2千を超える

とい う。その うち、李 さんが全人 口の 7.9%、 王さんが 7.4%、 張さんが 7.1%

と続き、この三種の姓を名乗る人だけで、全人口の 22.4%。 全人 口を 13億 と

すると約 3億人 とな り、 日本の総人 口をはるかに超える。又、人 口の 87%は

良く知 られた百種類の姓を名乗 り、人 口の約半分は李。王。張のほか劉・陳・

楊 。趙・黄・周 C呉・徐などの 19種類に収まるとい う。

日本では、西暦 815年に嵯峨天皇の勅を報 じて、万多親王らが編 した 「新

撰姓氏録」が出版 されてお り、古代氏族の系譜集成や、京、畿内に本籍を持

つ 1,182氏 を、その出自や家系等によつて書かれていて、孔王部 0刑部等の

姓がある。

平安時代の後期に、四大姓氏 として源平藤橘の姓が残 されているが、これ

は中国の張王李趙にならって作 られたもののようで、実際は安部・清原 。菅

原 。紀 0在原等の姓が多 く、この源平藤橘の四氏は実力 と人気があつただけ

のようだ。

江戸時代には 「苗字帯刀御免」のきま りがあ り、平民は苗字を名乗る事が

許 されなかった。苗字が名乗れる階級は、公家・武家・神主 。医者 。庄屋 。学

者等である。江戸中期の人 口を三千万人 とみても、苗字公称者は約 4%内外、

およそ 120万人。 しかし同姓の者が多かったから、苗字は推定で一万種 とい

われている。

明治の御代になって、新政府は西欧流の新 しい近代国家を造るために、明

″木″ 教
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治 4年に 「戸籍法」を発布 した。 この 目的は戸籍か ら

① 国民から一様に収税する。

② 国民皆兵の基礎を立てる。

③ 士農工商等の階級制度を打破する。

等を行 うためであった。

そ して明治 8年 「平民苗字必称義務令」が布告された。徴兵制度を施行 し

ても、兵隊に苗字が無 く、熊 さん虎 さんばか りでは、点呼も出来ないからだ。

明治政府 としては、戸籍をはっき りさせ、徴税 と徴兵の二大 目的を達すれば

良いので、苗字の内容など気にせずに受け付けた。 しか し、困つたのは平民

である。急に苗字を付けろと言われても、 どんな苗字を付けたらいいのかわ

からない。そこで庄屋や物知 りの人達 と相談 して苗字を考えた。その結果、

住んでいる場所の地形や地名から考えた苗字が 80%を超えた。川上。大野・北

り||・ 田中・山本。中村等である。職業型では服部・鍛冶・綿屋など、屋号型では

升屋・角谷・万などである。

日本では一番多い姓は佐藤で、これは地名姓または地名 と職名の合成姓、

二番 目は鈴木で物象姓・信仰姓、二番 目は高橋で地名姓、四番 目は伊藤でや

は り地名姓である。

さて、日本人の苗字はどのくらいあるかとい うと、1984年に斉藤清氏が約

15万 と発表、1994年に丹羽基二氏が発行 した本によると約 27万だとい う。

苗字の数え方は、斉藤氏のは漢字が同じなら読み方に関係なく一種 とし、丹

羽氏のは、漢字が同じでも小山 (コ ヤマ 。オヤマ)と 読み方が二つあれば二

種 と数える方法である。私は丹羽氏の 27万種をとりたい。

韓国人の姓は約二百五十種で、金・李・朴・在の順である。 ヨーロッパで

は、フィンラン ドが多いほうで約 3万種、フランス・ ドイツ・イギリスなど

は同系の姓が多 く、ヨーロッパ全部を合わせても 5万に満たないとい う。

最後に珍姓、奇姓を紹介 しよう。

「一」 とい う苗字がある。イチ 0カ ズ・ハジメ 。イチモンジ 0ヒ トモンジ・

ニノマエ と読むそ うだ。一番長い苗字は「左衛門二郎」で、昔、私が会社に

入つたとき、隣の職場にこの苗字の女の人がいて名前が澄子、即ち左衛門三

郎澄子 となり、珍 しい名前だつたので今でも覚えている。
「寸」エダナシ、「月出」 ヒグレ、「樹神」コダマ、「月見里」ヤマナシ、「小鳥

遊」タカナシ等の珍姓もあり、山がないか ら月見の出来る里、鷹がいないか

ら小鳥が遊んでいる、まるでクイズのような姓 もあ り、苗字を調べるととて

も楽 しいですよ。

(丹羽基二著  『 日本の苗字事典』より)
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