
2014.03.12　　国立オリンピック記念青少年総合センター

第29回カイ日本語スクール

KAI　Japanese



テーマ　「カ イ」

出  場  者

１  「界」 〜私のせかい〜　トーマス・ドバル　［ イギリス ： 初級１ ］

２  「海」 〜海が生んだつなみの後で〜　アンドレア・バルデベニト　［ チリ ： 初級２ ］

３  「会」 〜一億分の一の出会い〜　翁　郁涵　［ 台湾 ： 準中級 ］

４  「開」 〜開示する時は気をつけよう〜　リー・ヘリックス　［ アメリカ ： 準上級 ］ ★第２位★

５  「介」 〜介けられる日本語を！〜　陳　品蓉　［ 台湾 ： 上級２ ］ ★優勝★

６  「櫂」〜ボートをこぐ物という意味だけ？〜　ソフィア・ラルソン　［ スウェーデン ： 初級２］

７  「会」 〜おぎた家族との出会いの機会〜　シーナ・マルティネズ・マカトール　［ フィリピン ： 中級１ ］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★審査員特別賞★

８  「階」 〜生活の階段〜　ディアナ・マルドナド　［ エクアドル ： 上級１ ］

９  「会」 〜日本人と会議をしたことがありますか？〜　マキシム・ボントロン　［ フランス ： 中級１ ］

10  「懐」 〜懐かしい「サウダジ」の気持ち〜　プリシラ・コシムラ　［ ブラジル ： 準中級 ］

11  「怪」 〜自分の心の怪物〜　エリック・プロヴォ　［ カナダ ： 準中級 ］ ★第３位 / 会場賞★

12  「会」 〜機会ゲットだぜー！〜　ニクラス・ウッテルベック　［ スウェーデン ： 中級２ ］

13  「怪」 〜私のうしろの怪しい人〜　ローレン・アクテム　［ カナダ ： 初級１ ］

14  「界」 〜小さくなる子どもの世界〜　アブドゥールカディル・ユマック　［ トルコ : 初級２ ］ ★審査員特別賞★

15  「邂」 〜邂逅という偶然の出会い〜　キャサリン・コウ　［ アメリカ : 準上級 ］ ★審査員特別賞★

16  「解」 〜解る〜　ヨナス・ラーフ　［ スウェーデン : 初級２ ］ ★初級賞★

司  会

　　シボン・ベル　［ アイルランド ： 準上級 ]

  　 荒井 実歌子　［ 講師 ]

審  査  員

　　株式会社オリジネーター　取締役専務執行役員　工藤 尚美  様

　　東京書籍株式会社　ICT事業部　事業開発部　開発チーム　小俣 岳  様

　　落語家　柳亭 左龍 師匠

　　カイ日本語スクール  代表　山本  弘子

　　カイ日本語スクール  教務主任　中村  和弘

写  真

  　アリアンナ・ジオンケッタ　［ イタリア ： 初級２ ]

  　ビヨン・マルティン・ヴァリンデル　［ スウェーデン ： 初級１ ]



「界」
～私のせかい～

初級１　トーマス・ドバル

　はじめまして。私はトムです。イギリス人です。２０１４年１月

１４日に日本のとうきょうへ来ました。私のきもちはとてもこわ

かったです。とうきょうは大きいまちです。私のくにのまちは、と

ても小さいまちです。人があまりいません。とてもしずかです。だ

から、とうきょうはすごいまちですね！

　私の日本のうちはゲストハウスです。ゲストハウスは、ちょっと

うるさいですが、たのしいです。私はイギリスのうちで、よくおん

がくをききました。シャワーで、うたをうたいました。でも、日本

のゲストハウスでは、まいにちシャワーで私のおんがくをききませ

ん。私のハウスメイトは、ねています。だから、私はうたえません

！ほんとうにわるいです。うたをうたいたいです！でも、とても下

手です。

　カイ日本ごスクールの１Ｍクラスが、とてもおもしろいです！私

のクラスに、スウェーデン人が４人います。私はスウェーデンごを

ならいます。でも、日本ごは、もっとたいせつです。日本ごはむず

かしいですから、もっとべんきょうしたいです。１Ｍの学生は、私

のともだちです！だから１Ｍのクラスがたのしいです！みなさん、

べんきょうしましょう！がんばりましょう！

　いま、私のせかいは、たのしくて、よくて、おもしろいです！

みなさんのせかいは、どうですか？

　私はじしんがちょっとこわいです。でも、じしんよりつなみのほ

うがとてもあぶないです。つなみはなみがつよいから、はやく町に

つきます。

　たてもののおおくがこわれました。そしてたくさんの人が、しご

とやかぞくをうしないました。とてもかなしいです。

　じしんとつなみの後で、いろいろな国で、人は何をしますか。

　いい人はほかの人をてつだいます。でも、どろぼうになる人もい

ます。料理やふくやテレビ、せんたくきなどをぬすむんです。食べ

物はたいせつですから、ぬすみます。それはわかります。でも、テ

レビとせんたくきは食べられないものです。

　日本ではつなみの後、ひさいちの人たちはみちをたくさんそうじ

しました。だから、町ははやくきれいになりました。また、みせは

たくさん料理をだしますが、だれもぬすみません。日本人はどろぼ

うにならなかったんです。どうしてですか?

　日本では、じぶんよりほかの人をたいせつにします。日本のしゅ

うかん に、「しゅうさんしゅぎ」があるとおもいます。えいごで

「しゅうさんしゅぎ」は‘Collectivism’のことです。

　私は日本のぶんかにきょうみがあります。日本に来た時からいろ

いろなところへ行って、日本の文化のことを読みました。たとえば、

やくざやいれずみや日本のきょういく、おんせんなどを読みました。

ぜんぶ楽しかったです。

　でも、日本のぶんかの中で「しゅうさんじゅぎ」がいちばんびっ

くりしました。日本人はがまん強い人たちです。とてもいい人たち

だと思います。

　じぶんの国チリやいろいろな国では、じぶんがいちばん大切です。

でも、たくさんの人がしゃかいをつくりますから、じぶんよりみん

なのほうをもっとたいせつにしなくてはいけません。つなみの後で、

日本人を見て、「ほか人のことをかんがえる」ことがたいせつだと

まなびました。

　だから、みなさん、たいへんな時も、みんなのことを考えましょ

う。
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「海」
～海が生んだつなみの後で～
初級２　アンドレア・バルデベニト

　みなさん、いままでにじぶんの国でじしんにあったことがありま

すか？４年前にチリでマグニチュード８.８のじしんがありました。

３年前に日本であったじしんが、マグニチュード９でした。二つの

じしんは大きかったです。



「会」
～一億分の一の出会い～
準中級　翁　郁涵　

「開」
～開示する時は気をつけよう～
準上級　リー・ヘリックス

★ 第２位 ★

　皆さん、こんにちは。今朝何時ごろ起きましたか？ 実は私は今

朝６時に起きるつもりだったんですが、昨日緊張のせいで遅くまで

起きていました。それでちょっと寝坊してしまいました。８時に起

きて、急いでクローゼットに手を入れて、これをとった。どう思い

ますか？「言いたくないけど、そのシャッツはダサいなあ。」と

思っている人は手を挙げてください。恥ずかしがらないでください

ね。

　ありがとうございます。もうちょっと挙げていてください。手を

挙げている人に、もう一つ質問があります。今みたいに他の人に対

してマイナスの評価をする場合、自分の思っている事をそのまま言

いますか？「んん、おそらく言う」と思っている人はそのままで

待っていて、「もちろん言わないよ」の人は手を下げてください。

　ありがとうございます。確かに私は普段こんなにダサいシャツは

着ませんが、大切なポイントは皆の意見は違って、行動することも

人によって違うということです。私はアメリカ人です。アメリカは

自由の国ですが、ちょっとオープンすぎると思います。どのぐらい

まで自分の意見や考えを出せばいいのでしょうか。一つの例ですが、

私はゲイです。アメリカで宗教等の理由で、同性愛に反対だと思っ

ている人は沢山います。私は子供の頃よく悪口を言われました。ア

メリカではゲイの人を狙った犯罪もありますよ。いったいなぜこの

ような言動ができるのでしょうか？なぜ相手の気持ちを考えられな

いのでしょうか？

　日本人の場合はどうでしょうか？「本音と建前」という言葉を聞

いた事がありますか？本音というのは本当の自分の意見で、建前は

公的な場合によく使われる本音ではない意見のことです。これは日

本の文化です。日本ではどんなに心の中で嫌だと思っていても、嫌

な顔はしません。代わりに丁寧な言葉を使う、あるいは、あまりそ

の人と話さない場合もあります。私はもう７年以上日本に住んでい

ますが、今まで「本音と建前という文化が素晴らしい」と思ってい

る外国人には会ったことがありません。外国人には一般的に本音と

　こんにちは。私は３Ｍ−１の翁郁涵と申します。台湾からまいり

ました。どうぞよろしくお願いいたします。

　私が決めた漢字は、人に会うの「会」です。

　あなたは学校へ行く途中で、何人ぐらいに会っていると思います

か。電車に乗っている時、次の駅に着いたら、隣の空いている席に

どんな人が座りますか。週末のパーティには、どんな人が来ますか。

　今、世界の人口は70億人以上です。毎日、世界中で約50億人がす

れ違っています。私は人に出会うことは運命だと思うので、人生に

おいて、全ての人を大切にしています。

　去年、私は台湾の大学で勉強していた時、中国語センターで中国

語を勉強している学生たちと同じ寮に住んでいたので、さまざまな

国の友達ができました。平日、一緒にロビーで宿題をしたり、屋上

で星を見ながらビールを飲んだりしました。休みの時は、映画に出

た風景を見るために、電車に乗って田舎まで行きました。時には、

一日中、川岸に沿って、自転車に乗りました。そして、みんなが帰

国する前に、南の海へ旅行に行きました。その友達の中には、高校

を卒業したばかりの韓国人とインドネシア人や、旅行と勉強の両方

をしているアメリカ人とフランス人もいました。そして、新しい人

生を始めるために来ていた、三十代の日本人もいました。若い人に

も、年上の人にも、私と違う考え方を教えてもらいました。時々、

どんな食事をとるか、難しいこともあるけど、そんな時、他の国の

文化や習慣を発見して、それを感じることがだんだん楽しくなって

きました。彼らと知り合ってから、自分の視野も広くなりました。

この世界をもっと感じたいから、大学を卒業して留学することを決

めました。だから、私は今ここにいます。

　私はいつも友達と別れる時、「またね。」と言います。でも、い

つかどこかで、また会えるかどうかわかりません。だからこそ、一

緒にいる時は一秒でも大切にしています。

　今、私はシェアハウスに住んでいて、学校でも家でも、いろいろ

な人に会うことができます。みんな各自の物語を連れて、日本に来

て、私と出会いました。それぞれの人たちに会って、私はいつも彼

らから新しいことを学ぶことができています。これからも、このよ

うにしていきたいです。他の人を見て、自分を再認識しています。

　中国語ではこんな言葉があります。「前の人生で、私とあなたは

何度も会って、強い関係があったから、今現在会うことができたの

です。」それは運命です。だから、私は一億分の一の出会いを大切

にしています。

　みなさん、人生は片道切符だから、学校でも国でも、先生や友達、

そしてもちろん、家族を一緒に大切にしましょう。
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　ご清聴、ありがとうございました。
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建前について否定的な考えを持っている人が多いと思います。「な

ぜ日本人は本当の意見を言わないの？」「日本人は裏表があるな」

等の文句をよく聞きます。しかし、私はアメリカで「ゲイキモイ」

「ダメな人だ」「地獄に行け」とよく言われました。確かに、自分

の考えは自分の自由です。権利です。しかし、日本人みたいに意見

が違う人とは話さないことの方がいいと思いませんか？もちろんそ

れも悲しいですが、わざと人を傷つけるような言動は許せないと思

います。皆さんもそう思うでしょう？

　このように考えると、本音と建前を使い分けることはいいことだ

と思います。７年以上日本に住んでいますが、今まで、言葉で傷つ

けられたり、だれかと対立したりということはありません。そのお

かげか、日本に来てから自信が持てるようになって、自己評価も上

がって来ました。ですから、言論の自由を讃えるだけでなく、心で

は思っていてもそれを開示する時には気をつけて、日本人のように

言わないほうがいいと思います。

　それで私は開けるの「カイ」という漢字を選んで、「開示する時

は気をつけよう」ということを皆さんにアドバイスしたいと思いま

す。世界中の皆さんもそうすると、もっと楽に暮らせると思いませ

んか。ありがとうございます。

　皆さんは、日本に来てもう何ヶ月ぐらいでしょうか？日本語で日

本人をたすけたことがありますか？難しいですよね。とっさにコ

ミュニケーションをとろうとしても、日本人の顔を見ると日本語が

出てこないことはたくさんあったと思います。でも、怖がらないで

ください。私たちは日本語で日本人をたすけることができるのです。

そして、同時に日本語も改善できるのです。

　ここで、私は皆さんに自分の経験を話したいと思います。実は、

私も日本語のやりとりでたくさん失敗したことがありました。日本

に来たばかりのある日、私はスーパーへ行きました。日本のスー

パーでは、野菜や果物の産地がはっきり書いてあります。「あー日

「介」
～介けられる日本語を！～
上級２　陳　品蓉
★ 優勝 ★

たす

本のスーパーは分かりやすくていいなーお母さんに教えなきゃ！」

とスマホで母にメッセージを書こうとした時、一人のおばあさんが

近づいてきて、私に声を掛けました。「すみません、私は目が悪く

て、よく見えないのですが、この人参の産地はどこですか？」その

時私は『よっしゃー！日本人と日本語を練習する機会が来たぞ！！

』と思いながら、産地が書いてあるカードを見ると、さっきの勢い

が一瞬でなくなりました。どうしよう！！！この漢字は読めません。

しかし、おばあさんは待っています。今ここで、おばあさんをたす

けてあげられる人は私しかいないので、頑張らなければなりません。

産地のカードを見た２秒後、私はおばあさんにこう言いました。

「すみません、私は日本人ではないので、この漢字が読めません・

・・しかし、最初の漢字は『長い』の“長”、後ろの漢字は『山崎

パン』の“崎”です。」おばあさんはすぐ「あ、ながさきですか、

分かりました、ありがとう。」と言いました。よかった、おばあさ

んをたすけることができました。とてもささやかなことでしたが、

自分でも思いがけなく、とても感動しました。さらにこの経験のお

かげで、この漢字の読み方はもう一生忘れません。皆さん、「なが

さき」と読むんですよ。

　今話したのは私が５レベルにいた時の出来事でした。今は？日本

に来てからもうすぐ一年間。日本語は絶対ぺらぺらになっていると

皆さんは思うでしょう？しかし、実際は「ノー！！」８レベルに

なった今でも、私はとっさのコミュニケーションにおいて情けない

ミスをよくします。

　日本で、電車に乗っている時、よく目にする光景は皆が下を向い

て、スマホを使ってる姿ですね。立っている人も、座っている人も。

残念ながら、私もその一人です。先月のある日、ふと顔を上げた時、

目の前に立っている人のお腹が大きいことに気づきました。それま

でスマホに夢中になっていた私は、目の前に妊娠してる人がいるこ

とに気づいていませんでした。申し訳ない気持ちで、早く席を譲ら

ないといけないと思いました。しかし、日本語で何と言えばいいの

かすぐに思いつかなかったのです。「おかけになりませんか？」い

や、違うな、これは年寄りに対する表現かな。「どうぞ、おかけく

ださい。」これはちょっとビジネスっぽいね・・・あ、もしかして、

「座ってください」？いやいやいや、なんか命令してる感じがする

し・・・一体、どれを使えば良いんだろう。分からない！！とりあ

えず、立ってから考えよう。

　しかし、思い切って立って、その女性の目を見て声を掛けようと

したら、「・・・あ・・・」しか言えませんでした。私の言動に困

惑した彼女は「・・・あ、ありがとうございます。」と言い、座り

ました。「あ」しか出てきませんでしたが、席を譲ることができま

した。よかったです。嬉しいと同時に不器用な自分にがっかりする

気持ちも心の底から湧いてきました。スマホを見るのはやめて、今

度からしっかりしよう！「どうぞ」だけでもいいから、こういうこ



「櫂」
～ボートをこぐ物という意味だけ？～
初級２　ソフィア・ラルソン　

　みなさん、こんにちは。私はソフィアです。私がえらんだ漢字は

「櫂」です。「櫂」のいみは、ボートをこぐ物ですが、じつは、ふ

かい意味もあると思います。

　スウェーデンの北に大きい森があって、森の中に私の家がありま

す。家の前に、みずうみがあります。とても大きい森ですから、私

の家にはあまり人が来ません。だから、私はじぶんの時間がたくさ

んあります。さびしい時、みずうみでボートをこぎます。その時に、

たくさんいろいろなことをかんがえます。ある日、ボートの櫂につ

いて、かんがえました。

　櫂はいつもさびしくありません。いつもいっしょです。いつも

カップルです。一つだけの櫂やカレーなしのご飯やもようなしのパ

ンダの意味はおなじです。それは、何もないのとおなじことです。

そして、櫂はいつもおたがいに合わせます。これはすすむことです。

ふたつの櫂が合わない時、前へすすむことはできません。それは、

私たち「人」もおなじです。あいてを手伝ったり、あいてに合わせ

たりしなくてはいけません。私たちは、櫂をみならわなくてはいけ

ません。

　また、私の家の近くのみずうみは、暗くて、みずうみの中は何も

見えませんでした。何があるか、何がいるか、だれか住んでいるか
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「会」
～おぎた家族との出会いの機会～

中級１　シーナ・マルティネズ・マカトール
★ 審査員特別賞 ★

　皆さんこんにちは、4M-1のシーナです。どうぞよろしくおねがい

します。

　私が選んだ漢字は出会いの「会」です。

　この漢字を選んだ理由は、秋田ホームステイの経験について話し

たいと思ったからです。私が話したいのは、この経験を私がどう感

じて、どのように感動したかということです。何がおきるか分から

ず、いろいろな事に注意しなければならない今の時代に、おぎた家

族はどのように家を開けて、他人に応対し家族の一員として人を迎

えいれているのでしょうか。

　フィリピンでホームステイの機会はなかなかありません。だから

学校でホームステイアクティビティのことを聞いた時、すぐ受付へ

申し込みました。これは私の初めてのほかの人の家でのホームステ

イでした。そのアクティビティはすっごく興味がありましたが、選

ばれるかどうか分からなかったので、がっかりしないようにあまり

その事を考えないようにしました。いつも「あまり考えない方がい

いよ」と自分で思いました。でも1月31日にあべさんからのメール

とがあったらすぐに言えるように、あらかじめ日本語を勉強してお

こうと決めました。

　皆さん、日本に住んでいる私たちにとって、他の人をたすける

チャンスはいたるところにあります。人間の目は前を見るためにあ

るのです。前を向いていたら、色々な機会にめぐり合えます。下を

向くのは止めましょう、下を向いていたら困っている人や学ぶ機会

を逃してしまうかもしれません。日本語がうまく話せなくても恐れ

ずにスマホを捨てて前向きになれば、困っている人をたすけること

ができ、そして日本語の改善にも役に立つでしょう。

　皆さんも、どうぞ、前を向いて、恐れずに日本の方との交流を楽

しんでください。たすけることやたすけられる生活を通して、自分

の日本語や人間性を成長させていきましょう。

・・・私はもういちど、櫂のことをかんがえました。

　櫂はみずうみや海に住んでいます。海はいちばんきれいなばしょ

だと思います。みなさん、そうぞうしてみてください。海は静かで、

きれいです。せんそうがないし、うるさいとなりの人もいないし、

終電もありません。そして、海によって、櫂のせいかつはちがいま

す。たとえば、イタリアの櫂はイルカとさんごを見ています。カリ

ブ海の櫂はにんぎょを見ています。スコットランドの櫂はロクネス

モンスター（ネッシー）を見ています。つまり、櫂はせかいを見て

います。

　このように、櫂のいみは、ボートをこぐ物だけではなく、ふかい

意味もあると思います。私も櫂になって、いろいろなせかいを見て

みたいと思っています。

　みなさんも櫂について、かんがえてみてください。みなさんに

とって、櫂はどんな意味がありますか。ありがとうございました。
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を受け取り、「スティーブンといっしょに秋田に行くことができる

！」ということがわかりました。その時私は電車の中にいました。

一人だったけど、うれしくて電車の中で私のハッピーダンスをしま

した。

　もちろん、すこし悩みもありました。今まで旅行は友人や家族と

しかしたことがありませんでした。知らない人と知らない家族の家

に泊まるのは一度も考えたことがありませんでした。頭の中にはた

くさんしつもんがありました。年上の人に対する正しいあいさつは

どうやってするの、どんな敬語を使って話せばいいの。でも、心配

と同時に出発までとても楽しみにしていました。最後に雪であそん

だのは２０年前です。だから一番楽しみにしていたのはよこてのか

まくらまつりです。

　２月１３日にスティーブン、サブリナ、そしてサンディといっ

しょに、やっと角館に到着しました。駅におぎたふうふうとゆなと

いうまごが私たちを迎えに来てくれました。最初のあいさつは「こ

んにちは」ではなくて、「おかえり」でした。顔を見ると親切そう

に見えたのでその言葉におどろきませんでした。駅から家に帰って

美味しい昼ご飯を食べました。話している時はおぎたさんは自分で

「父さん、父さん」とよんで、私たちも独りでにおぎたさんを「父

さん」と呼びました。それは自然な感じでした。

　秋田でいろいろなところへ行きました。おぎたさんが、博物館や、

温泉や、城など、いろいろな場所へ連れていってくれました。

　おぎたお父さんは7月で76さいになりますが、まだ気がすごく長

いです。父さんとスティーブンは、私たち３人の女性より３泊４日

の中でたくさんいろいろなことを話しました。こんな長い間日本語

だけを使ったのは初めてです。彼の頭の中はごっちゃごっちゃにな

りました。私はそれを治すために時々彼の舌を引っ張ってあげた

かったです。どんなにいっしょけんめい説明しようとしても思いど

おりに説明できないのはとてもくるしい事です。でも、そんな時は

父さんが優しく説明してくれました。ほかの年配の人だったらきっ

と5分以内にイライラして放置します。

　父さんは、初日、一人でずっと長い時間運転しました。秋田の他

の良い所を見せたかったからです。なまはげ博物館に行く途中で道

に迷いました。あまり気にしなかった私たちはアドベンチャーの気

分になりました。でも父さんの事が気になりました。７５さいで朝

から晩まで運転するのは大変だと思います。途中、二回か三回止

まって、父さんは５分−１０分ぐらい車のなかで少し昼寝をしまし

た。フィリピンで私のおじいさんが同じことをするのは考えられま

せん。いつも運転手さんがいます。でもあの日父さんはよく頑張り

ました。

　母さんは優しくて、作ってくれた料理はとても美味しかったです。

今でも覚えている食べ物はまいたけの天ぷらです。きのこは苦手

（にがて）でしたが、母さんのおかげで好きになりました。毎日朝

ご飯と晩ご飯は母さんの手料理でした。どうしてか母さんの料理を

食べている時、私の心は暖かくなります。

　おぎた母さんと父さんは、素晴らしい人だと思います。家族がお

たがいをどうやって愛し、大切にしているのかを目の前で見ました。

どうして彼らは他人に対してあんなに心が広くて親しみ深いので

しょうか。それは、彼らが大きな愛を持っていて、それを他の人た

ちと共有しているからなのです。私はそのことに気づきました。

以前は「秋田美人」と聞くと、その意味は「美人の姿のこと」とだ

け思っていましたが、秋田へいってそれは大きく変わりました。秋

田美人の本当の意味が分かりました。秋田美人と言うのは、姿だけ

ではなくて、心もきれいだということだと思います。この私が出

会った家族のおかげで、日本の有名な「おもてなし」を経験しまし

た。

「階」
～生活の階段～

上級１　ディアナ・マルドナド　

　皆さんはこれまでに、様々な夢をお持ちだったと思います。もし

かしたら２、３個の夢がもう実現したかもしれません。けれどもそ

のような夢を叶えるためには、たくさんの階段を上らなくてはいけ

なかったでしょう。もちろん最初の階段にはやりにくい事や、した

くない事や、もうウンザリだ、と思ったことなどがあったと思いま

す。しかし一生懸命に、やりたい事を続ければ続けるほどコツをつ

かんでやりやすくなります。このように、私たちは人間としてやり

たいことがあったら満足するまで一生懸命に頑張ります。例えば私

は子供の頃に兄と一緒にゲームをしました。私は全然上手ではな

かったのですが、負けないように一人でゲームをし、ある日兄に勝

ちました。その日のことは今でもよく覚えています。最高な日でし

た。

　なぜこのような話をしているのでしょうか。実は私の言いたい事

は、子供にとっては、「困難を考えず、次の階段を上ることだけが

必要だ」ということです。子供は難しい、難くないを考えずに目の

前の階段を上ることだけを考えます。一方、大人になると本当に生

活の中で多くの障壁があるので怖い感じがします。私はまだ８才の

時、毎晩空を見上げることが大好きでした。星空と満月を見て、い



つかきっと宇宙飛行士になりたいと思っていました。大きくなるに

つれて、その夢がかわりました。日本語力を伸ばすことや、日本全

国を旅行することや、希望する専門学校へ行くことが夢になりまし

た。このような新しい夢を叶えるために、私は日本に来ました。 

　最初の階段はとても難しかったです。国で日本語を全く勉強しな

かったので、来日したばかりの頃は何も分からなくて大変でした。

その時は「どうしてここに来たのだろうか。今エクアドルにいたら

幸せなことばかりではないか。恵まれた生活ができるのに・・・」

と考えたことがありました。それから、私はいつも母のそばにいた

ので、大人の生活をまったく知りませんでした。高校生の時は本当

に幸せな生活でした。悩みや困ったことがなく、ただ2ドルあれば

嬉しい感じがしました。2ドルはだいたい200円くらいです。今コン

ビニへ行ったら、おにぎりが買えるぐらいのお金です。このような

私が、家族や親友や国と離れ、日本に来ました。私の大人の生活が

始まりました。その日から自分で自分の責任を取って来ましたが、

まだ家族のことを思うと恋しいです。家族への恋しさは、一番大変

な階段だと思います。エクアドルは遠い所なので、来日してから、

なかなか帰ることができません。我慢するしかないです。皆さんも

留学生ですので私の気持ちをわかっていただけるのではないでしょ

うか。他の国で暮らすのも、家族と離れるのも難しいです。

　このような大変な経験はありましたが、それでもやはり、最初の

階段を上って良かったです。もし始めの階段を上らなければ、皆さ

んと会うことや、日本語を話すことや、自分で責任をとることなど

ができなかったでしょう。1レベルの時、前に話した通り、何も分

からなくて、知っている言葉は「ありがとう」や「寿司」や「神様

」だけでした。２ヶ月後に、なんとなく分かるようになってきて、

道を歩いていた時に広告の簡単な漢字が読めたら、もっと頑張りた

い気持ちが起きました。だんだん日本語が上達してきましたが、ま

だ分かりにくいこともあります。日本にいる今こそやりたいことを

全部やり、様々な障壁があっても、成功するまで頑張りたいです。 

　皆さんいくつか障壁があっても、違和感があっても、やりたいこ

とや夢があったら最後の階段まで上ってください。もちろん、失敗

することや、複雑なこともあると思うのですが、再スタートは、い

つでも、誰でも、どこでもできます。時間がかかっても医者、アイ

ドル、会社の社長になるまではほど遠いかもしれませんが、幼かっ

た頃、恐れを知らず、目の前の階段をひたすら上がることだけを考

えていたように、目の前の階段を一つ一つ上がって行きましょう。

目の前の階段を一つ一つ上がって行けば、最後の階段には大賞が

待っているに違いありません。だから皆さん頑張りましょう。

　皆さん、ご清聴ありがとうございました。
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「会」
～日本人と会議をしたことがありますか？～

中級１　マキシム・ボントロン

　皆さん、今日は。マキシムです。フランス人です。今日のために、

選んだ漢字は会議の「会」です。

　エンジニアの大学を卒業してから、今年の１月まで、ずっとパリ

でソニーに勤めていました。つまり7年間、会社員の経験がありま

す。

　皆さん、ソニーという会社を知っていますよね？あの電気製品会

社は、世界中できっと日本の一番有名な会社だと思います。最近は

プレーステーションの新発売と、よくリストラすることで有名で

しょう？

　事務所はフランスに位置しましたけど、ヨーロッパ中いろいろな

国で会議に参加したことがあります。それで、会議での態度につい

て様々な国民性を見ることができました。日本人の同僚がヨーロッ

パへ来たり、ビデオ会議でも会ったので、7年間日本人の性格をよ

く見ました。

　ヨーロッパの中でも国によって文化が違うのに、それぞれの会社

員の態度は似ています。しかし、日本人はどうだと思いますか？実

は、会議では日本人の態度ほど興味深いものはありません。ちょっ

と面白い話をしましょう。

　まず、日本では上司の意見に不賛成を表す訳にはいかないでしょ

う？私の先の事業部では、部長がどんなにバカな営業の決定をして

も、本当に不賛成を言う人は全然いませんでした。それで、日本人

の同僚に、「なぜそんなにバカな判断を許せるんですか」と聞くと、

「事業部の2000人の社員は部長が怖いし、日本では首にされないよ

うに、上下関係を大切にしているんだよ」と言われました。

　次は、会議で女性に対する日本人の男性の態度についてお話しし

ます。ある日、大きいビジネスイベントで、大切な会議がありまし

た。その会議には、日本から来た肩書きが高い上司と日本人の女性

社員が参加しました。会議で、男性は皆テーブルの周りに座ってい

ました。皆さん、どんな状況があったか、想像してください。その

女の人だけは離れていて、会議室の奥で、隅で、とても小さい席で

寂しく座っていて、ひざの上でパソコンを使いながらメモをしてい
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ました。ヨーロッパ人は皆、お互いにとてもびっくりしました。

ヨーロッパ人は肩書きが低くても、会議では皆、同じテーブルにい

ます。会議の後、日本人の同僚に「日本のトップマネジメントは保

守的な人だから、しょうがないよ」と言われました。

　最後はパリで行った日本人の同僚との会議についてお話しします。

つまり普通の会議についての話です。信じられないですが、日本人

は会議でよく寝ます。日本人の同僚に「日本人の目は小さいでしょ

う？日本人はよく働くからよく疲れている。それで目が閉じていて

も見つけられにくいでしょう？」と聞いたことがあります。

　でも皆さん、私にとってヨーロッパと日本の会議の仕方の違いは、

一番深刻な問題じゃないと思います。日本の会社では会議ばかり

行っています。社員の参加は必要じゃなくても、皆は参加します。

たぶん寝られるように参加するかもしれません。・・・もちろん冗

談です。日本人は本当に勤勉です。けれどもそんなに多く会議をす

るのは日本の習慣です。その習慣を変えるために日本の保守性は問

題になるのではないでしょうか。たぶん経済の不景気についても悪

い影響があると思います。日本人の会議の態度はちょっと珍しいけ

れども、日本の営業はいろいろないい所があります。でも時間がな

いので、また今度、話しましょう。

　皆さん、私の話を聞いてくださってありがとうございました。

　前は、母の考え方がよく分からなかったから、母と時々けんかを

してしまいました。母はブラジル人なのに、やっぱり日本人の考え

方を持っています。たとえば、他の人が私たちに悪いことをした時、

いつも母は「気にしないで。しょうがないよ」と言いました。私は

母にその人に対してはんろんしたり、何か言ったりしてほしかった

んです。日本語の勉強をはじめた時、もっと父と母の考え方が分か

るようになりました。これから、けんかが少なくなっていくと思い

ます。　

　今、日本にいて、家族と離れて、懐かしいです。父と母は年寄り

なのに、連絡のために自分でアイフォンのフェイスタイムの使い方

を習うようになりました。よかったです！

　父と母とフェイスタイムで初めて話したら、母は兄に「これは便

利でしょう！これを使うと『サウダジ』はもっと少なくなるよ」と

言いました。兄からそれを聞いて、私はびっくりしました。

　ボルトガル語で、そのなつかしい気持ちは「サウダジ」と言いま

す。でも「サウダジ」は意味が「なつかしい」だけじゃなくて、

いっぱい気持ちがあって、他の外国語ではちょうどいい翻訳ができ

ません。ブラジル人はこの言葉をよく使います。

　でも日本人は自分の気持ちの話をあまりしません。母がその言葉

を使うのをその時、初めて聞いたんです。それを聞いて、私はすご

くうれしかったです。やっぱり、母も何かブラジル人の部分がある

かもしれません。

　みなさんの国の言葉に「サウダジ」とにている言葉があるかどう

か分かりません。でも、みなさんはもちろん日本人にも、その気持

ちはあるのではないでしょうか。

　みなさん、聞いてくださって、ありがとうございました。

「懐」
～懐かしい「サウダジ」の気持ち～
準中級　プリシラ・コシムラ

　みなさん、こんにちは。はじめまして。３M−２のプリシラと申し

ます。どうぞよろしくお願いします。

　私が選んだ漢字は懐かしいです。

　去年、日本に来てから、いろいろな人と会いました。その時、

「へ〜、日本人じゃないの？」とよく聞かれます。でももう少し話

すと「ああ、やっぱり日本人とにていないね」と言われます。

　実は、私の祖父母が日本で生まれて、ブラジルに移住しました。

私はブラジル人で日系人の三世です。

　だから、子供の頃、いろいろな日本の習慣を身につけました。で

も、だんだんブラジル人の考え方を持つようになりました。国の文

化がぜんぜん違いますから、心は２つに別れているかもしれません。

「怪」
～自分の心の怪物～

準中級　エリック・プロヴォ
★ 第３位 / 会場賞 ★

　初めまして。エリックと申します。カナダから来ました。私の

「かい」は怪物の「怪」です。

　カナダ人は、世界中でいつも親切で楽な人だと思われています。

そして、私の体は細くて小さいし、私は鳥のようだし、若くて顔が

かわいいし、などなどから、私は皆にやさしくて気弱だと思われて
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いますけど、皆間違っています。私は純なようですけど、実は心で

いろいろな怪物を育てています。

　たとえば、平日通学のために自転車に乗ります。その時、運転す

る人や通行人はすごくじゃまだと思いますから、私は怒ってばかり

います。「どうして人が多いんだ。」と思って、英語かフランス語

か日本語でよく毒づきますけど、とても静かなひとり言ですから、

だれにも聞こえません。でも、私はばかな人を本当に押したり、な

ぐったり、殺したいです。それはひどいしょう動だと思います。そ

れに、もしだれか私に悪いことをしたら、私はうらみます。

　小学生の時ですけど、同級生は私に「君は変だから、死ねば世界

はもっとよくなる。」と言いました。その人はその時は子供でした

し、両親が離婚したばかりでしたから苦しいときだったでしょうが、

私は今もその人が大きらいです。もし思い出したら、いつでも腹が

立ちます。いろいろな憎しみを捨てきれません。ティーンエイ

ジャーの時、私はもっと悪かったです。私の空想はとてもぼう力的

でした。でも、一方で、自分の心の怪物はすごくこわいと思いまし

た。私は頭に病気があるんじゃないかと、よく思いました。

　さて、皆さんの心にも怪物がいるんじゃないでしょうか。人はだ

れでも怒ったり、やきもちをやいたり、いやしくなったりすると思

います。どうして、自分の心の中にそんな怪物がいるのでしょうか。

悪い自尊心やストレスかもしれません。テレビや雑誌でスターやモ

デルはとてもきれいだし、かっこいいし、皆は自分とほかの人をよ

く比べますから、自尊心がきずつくと思います。それに、生活は忙

しいし、仕事はたいへんだし、学校は難しいからストレスが増えて

いきます。

　みなさん、怪物が出ないようにするにはどうしたらいいでしょう

か。私はカナダでは毎週２回空手をしました。運動すれば脳でエン

ドルフィンが分ぴつされて楽しくなります。それから、怒っている

とき、深い呼吸をしたら、楽になります。そうすれば、自分の心の

怪物は育たないでしょう。私は毎日日本でも頑張ります。皆さんも

一緒にがんばりましょう。そうすると、世界はきっとよくなると思

います。

「会」
～機会ゲットだぜー！～

中級２　ニクラス・ウッテルベック　

　皆さん、こんにちは。私はスウェーデンから来たニクラスと申し

ます。

　私が「会」と言う漢字をどうして選んだのかと言うと、実は自分

でもよくわからないんですが、この字を見ると、色々な懐かしい思

い出が浮かぶからなのだと思います。例えば、小学校のクラスメー

トが私に初めてアニメをみせてくれました。その時、私は日本につ

いて全然興味がありませんでしたが、アニメを見た後で日本語に目

覚めました。これが私にとって最初の大きな「機会」でした。もし、

見ない事を選んだら、私は今日このスピーチの場に立っていないか

もしれません。

　私は、今まで運がいい人にしか「機会」は来ないと思っていまし

た。だから、日本語を勉強し始める前は、「私は絶対運がよくない

から、“機会”もなくて人生もよくならない」と思っていました。

でもある日、家から出ると外の世界には「機会」がたくさんある事

に気がつきました。例えば、スウェーデンで初めての日本語の会話

クラスの時、私は何も理解ができませんでした。でも、友達の通訳

を通して、留学している日本人と仲良くなりました。その「機会」

を得た事で、私は日本語を理解する最初の階段を上がる事ができま

した。私にとって、スウェーデン語に全然似てない言語を勉強する

のは非常に怖かったですが、日本人の知り合いができた事は、とて

もよかったです。

　それから、スウェーデンの友人に「日本語はとても難しいし、何

年勉強してもはっきり理解ができないから、プログラミングとか経

済とか他の専門を選んだほうがいいんじゃない？」とよく言われま

した。でも、私は子供の頃から日本語に興味を持っていて、絶対に

日本語を勉強したいと思っていたので、日本語を勉強すると言う、

難しいけどいい「機会」にチャレンジしないと、後できっと後悔す

るだろうと思いました。そして、私は日本語の勉強を続ける事を決

めました。

　しかし、私は天才ではないので、やっぱり不安に思う事もありま

した。日本へ留学する事は、私には無理な事ではないかと思いまし

たが、自分の限界を超えたかったので、日本へ留学する「機会」を

つかむ事にしました。それから、毎晩クラスメートの皆とよく勉強

したので、日本語の力がだんだんとついて来ました。初めのころは

自己紹介しか話せませんでしたが、その後複雑な事を話せるように

なりました。また、毎日新しい漢字や文法を見ると、どんな意味な

のか自分で考えて「機会」があれば、使ってみようと思うようにな

りました。実際、正しく使えた事は五分五分でしたが、「継続は力

なり」ですよね。私はこの事を今でも続けています。
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　もちろん、今まで日本語を勉強する事以外の機会もありました。

私はアイルランドや台湾にも住んだ事があります。その時、ス

ウェーデン以外での日常生活を経験して、視野を広げる事ができま

した。そこで、怪しい食事を食べたり、面白い人に会ったり、美し

い場所に行ったり、珍しそうなアクティビティーをやってみました。

例えば、台湾では臭い豆腐を食べて、その後トイレで一週間過ごさ

なくてはいけませんでした。一方、アイルランドで働く「機会」が

あったのですが、働いて帰国した後は、スウェーデンで行く前より

も仕事を探しやすくなりました。また、何週間か前の事ですが、私

は始めてスノーボードする「機会」があったのでやってみましたが、

膝を捻ってしまったにもかかわらず、後悔していません。このよう

に、今までの「機会」にはいい事も悪い事もありましたが、私に

とってその全てがいい経験になっています。

  さて、私たちは目の前に機会が表れた時、その事をするべきかし

ないべきかと考えますが、その間に時間はどんどん流れていってし

まいます。大切な人生の時間です。それに、もし悩んでいる間に、

二度と訪れないような大きな「機会」でも、日常によくある小さな

「機会」でも通り過ぎていったとしたら、どうしますか。後悔しな

いでしょうか。一度逃してしまった「機会」は二度と戻らないし、

それよりももっといい「機会」に恵まれるかどうかわかりません。

もちろん、絶対に嫌な事ならする必要は無いと思います。それから、

もし皆さんが望んでいる機会が来ないなら、時々自分でそれを作り

出す必要があるかもしれません。

  皆さん、私は日本に来たおかげで様々な人生を変える「機会」が

もらえました。果たして私はそんなに運が悪い人でしょうか。家に

こもっていると、「機会」はなかなかおとずれないかもしれません

が、もし皆さんが勇気を出して、自分の安全な場所から出られたら

きっと何かが得られるはずです。人生はその一歩で始まります。だ

から皆さん、その「機会」を大事にしてください。

「怪」
～私のうしろの怪しい人～
初級１　ローレン・アクテム

　みなさん、こんにちは。私はローレン・アクテムです。カナダ人

です。私の漢字は「怪しい」の「怪」です。「怪しい人」は「ミス

テリアスな人」です。

　日本にくることはこわかったです。新しいたべもの、新しいぶん

か、新しい人にあいます。でも、私のうしろには、ちょっと怪しい

人がいます。だから、私は日本でまいにちたのしいです。

　まいにち、あの人をみます。私のうしろにいつもあの人がいます。

あの人は、私といっしょにカイ日本ごスクールへきます。私とおな

じでんしゃできます。あの人は、私といっしょに日本ごのべんきょ

うをします。あの人は、私とおなじクラスです。怪しいですね。あ

の人は、私をフォローしていますか？こわいとおもいますか？それ

とも、ロマンチックだとおもいますか？

　でも、私はなれています。なぜなら、まいにち私のそばにあの人

がいますから。私は日本でたくさんチャレンジがあります。ひとり

でとてもこわいです。でも、あの人がいつもうしろにいますから、

こわくありません。いつもあの人はてつだってくれます。だから私

はラッキーです。あの人は、とてもめんどうみのいい人です。

　じゃあ、あの人はだれですか？？どうきゅうせいですか？ともだ

ちですか？ストーカーですか？いいえ、それはちがいます。私はあ

の人をしっています。あの人はわるい人じゃありません。あの人は、

やさしくてたのしい人です。あの人によって、私のじんせいはもっ

とかんたんです。あの人にあえてよかったです。いまは、まいにち

あの人をみます。だからいつもうれしいです！

　ひとりでひっこしするのはたいへんですね。新しいうちをさがし

ます。新しいしごとをさがします。新しい銀行こうざをかいせつし

ます。それはとてもむずかしいです。レベル１の日本ごしかわかり

ません。だれがあの人をサポートしますか？それはたいせつなこと

です。だから私もいつもいっしょにいきます。ずっとあの人をみた

いです。あの人は私のたいせつな人です。私もいつもあの人のうし

ろにいます。私もあの人の怪しい人です。

　さいごに、あの人はほんとうにだれですか?!この人は私のしゅじ

んです。

　しゅじんのなまえはブライアンです。ブライアンはマレーシアで

うまれました。私はバンクーバでうまれました。バンクーバーフィ

ルムスクールにいっていました。私たちはそこであいました。ス

クールをそつぎょうご、私たちはホンコンにうつりました。ホンコ

ンのせいかつはとてもしあわせでした。私は、私のたいせつな人を

みつけました。だから、マレーシアのクアラルンプールでけっこん

しました！その日は、さいこうにしあわせでした！

　ブライアンと私はりょこうが大好きです。だから、いっしょにた

くさんりょこうをしました。私たちはタイやちゅうごくやシンガ

ポールやマレーシアやメキシコやアメリカへいきました。もちろん、

日本へもいっしょにきました。日本は、私たちのいちばん好きな

りょこうのばしょです。

　私：ねー、ブライアンちゃん、どうして日本にきたんですか？

　ブライアン：ファミリーマートのチキンをたべたかったので！
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　私：そうですか。どうしてブライアンは私とけっこんしたんです

      か？

　ブライアン：ローレンとファミリーになりたかったので！

　私：そうですか！私もです！

　　　私たちの５しゅう年は３月１７日です。

　　　いろいろありがとう。私のたいせつなしゅじん。

みなさんのうしろにはだれがいますか？たいせつな人がいますか？

　ありがとうございました。

「界」
～小さくなる子どもの世界～

初級２　アブドゥールカディル・ユマック
★ 審査員特別賞 ★

　みなさん、こんにちは。私は２Ｍ—２のカディルです。どうぞよ

ろしくお願いします。私のえらんだ漢字は世界の「界」です。げん

ざい、世界はぎじゅつのおかげで、とても小さくなりました。今、

インターネットは私たちのけいたい電話の中にまで入っています。

　私たちの世界で、テクノロジーやインターネット、テレビなどは

とても大切です。私も毎週かぞくとスカイプで話していますし、友

だちといろいろなアプリケーションでチャットしています。これも

インターネットがあるからできることです。

　みなさんは速いのが好きですか。もちろん、私は大好きです。速

いことは大切でべんりです。Ｅメールは手がみより安全で早く送れ

ますし、わからないことがあったら、インターネットですぐにしら

べられます。映画が見たかったら、ダウンロードしてうちで見られ

ます。

　でも、これは子どもたちのためにはあぶないです。このぎじゅつ

は子どもたちの世界をなくしています。

　むかし、子どもたちは夜、母がよびにくるまで、外で木にのぼっ

たり、サッカーをしたりして、あそんでいました。その時、子ども

たちは自分たちでルールを作ったり、やり方を決めたりして、あそ

びを作ることができました。これは人のせいちょうのために大切な

ことですよね。

　私は子どもの時、弟と小さい車を作りました。そして、たくさん

の友だちとレースをしました。だれが一番速いかきょうそうしまし

た。転んで、止まっている車にぶつかったこともあります。

　それから、一番大変だったのは、たこをあげていた時です。高く

  皆さん、私は６Ａのキャサリン・コウです。私が選んだ漢字は邂

逅の邂です。邂逅というのは、先に計画するのではなくて、偶然の

出会いです。例えば、様々な外国語の中で、日本語を選んで、勉強

している皆さん。日本には400以上の日本語学校があり、東京の200

以上の日本語学校の中で、カイを選んで、同じクラスに入ることは

邂逅ということではないでしょうか。カイで勉強している学生の国

籍は約40ヶ国です。ヨーロッパやアメリカ、そしてアジアなど世界

中の国々から学生が来ているので、カイは東と西の出会いの場所で

す。ここで、同じ目標を目指し、日本語を学ぶために、地球の半分

を飛んで来た人々が集まっています。言語を学ぶ時、同じ問題を通

して、そして同じテクニックを使って、会話の中で一瞬で言語を変

えることができる。カイは創造的な勉強環境で、本当の異文化コ

ミュニケーションができる場所です。

　この邂逅で、世界中の色々な国の友達を作って、経験を広げて、

私たちは充実した生活を送っています。しかし、偶然と言っても、

たぶん全てが偶然ではないと思います。私たちはカイにくる前に、

「邂」
～邂逅という偶然の出会い～
準上級　キャサリン・コウ
★ 審査員特別賞 ★

あげたいから、どんどん後ろにさがりました。でも、後ろを見てい

なかったから、３メートルぐらいのところから下におちました。血

がたくさん出ましたが、今、考えるといい勉強になりました。

　いつも友だちやかぞくとあそんで、たくさん笑うことができまし

た。気持ちがよくて、うれしかったです。いいかんけいだったので、

ぜんぜんさびしくなかったと思います。その時、プレイステーショ

ンやニンテンドーが今のようにたくさんありましたか。

　外に出ない子どもの友だちはテクノロジーしかありません。子ど

もたちは外に出たほうが、外であそんだほうが、走って転んだほう

が、きずついたほうがいいと思います。きずついて、自分で自分の

きずと向き合ったほうがいいと思います。どうしてきずついたのか、

どうしてよくなかったのか。子どものときのそんな小さいきずを自

分でなおせなかったら、しょうらい、もっと大きなもんだいや苦し

みにまけてしまうでしょう。子どもたちの世界は外にあるよ。

　ありがとうございました。
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自分の目標を決めて日本へきました。そして、学校もきちんと調べ

て、どんな国籍の人がいるのか、周りの環境はいいかどうか、など

いろいろなことを考えて、カイを選びました。なぜカイを選んだの

か、そして、どんなチャンスをつかむのか、それも大切な問題です。

人生での偶然の出会いは自分で決められることではありませんが、

その出会いを最大限に活かすためにできることがあります。それは、

前もって準備をすることです。そうすれば、たくさんの良いことが

あなたの周りに起こるでしょう。もっともっと早く準備しておけば、

チャンスが来た時に、さらに、それをうまく活かすことができます。

それについて、三つの例を紹介します。まず一つ目は、時間を使っ

て、新しいものを学ぶことです。何かに興味があるなら、まだ使わ

ないことでも、学び始めてみてください。例えば、もしファッショ

ンの会社に入りたいなら、今から日本のファッション雑誌を見てお

くと、いろいろなファッションに関する専門用語を覚えられます。

そうすれば、将来会社に入る時役に立つでしょう。二つ目は、好奇

心を持って、世界に自分自身を開くことです。そうすれば、異なる

文化や言語に触れて新しい経験ができるようになります。好奇心が

あれば、知っていることだけでは満足できなくて、外の世界をもっ

と知りたくなります。カイの学生の中にはアニメやドラマに興味を

持って、日本語の勉強を決めた人もいると思います。アニメやドラ

マの中で、いろいろな言葉や表現の意味が分かるようになるために

は、勉強し続けなくてはいけません。この強い好奇心を持っていれ

ば、どんなに辛くでも、全ての問題を越えることができるでしょう。

最後の一つは、いつも輝く笑顔を忘れないことです。私の友達の一

人は、いつもひまわりのような笑顔をしています。彼女の笑顔が周

りの人に伝わると、周りにいる私たちも不愉快なことを忘れて一緒

に笑えます。心配なことを気にしないで笑顔でいるともっとポジ

ティブな考え方になれます。新しいことを学ぶこと、好奇心を持つ

こと、そして笑顔でいること、この３つを準備しておけば、人生は

大きく変わります。例えば、カイの皆さんは、最初は誰もが自分の

文化のままに振舞っています。初めのうちは、分かりにくくて可笑

しく見えることがたくさんあります。同じ文化の友達と付き合った

ら分かりにくいことが多分あまりありません。でも、私はこの３ヶ

月間、違う文化のクラスメイトと一緒に勉強したり、外で遊んだり

して、ユニークな経験をすることができました。だから、将来旅行

をする時、気軽にその友達に電話をかければ、いろいろな旅行に関

する情報も教えてもらうことができるでしょう。また、楽しいこと

だけではなくて、ビジネスチャンスに繋げることができるかもしれ

ません。友達の中には、マーケティング、ファッション、エンジニ

アリングなど色々な分野に詳しい人がいます。世界中の友達と付き

合って、たくさんの繋がりができたら、それは自分の将来に助けに

なるでしょう。友人が多いことはチャンスも多くなることで、チャ

ンスが来たら、それは本当にうれしい贈り物です。

　誰とどこで邂逅するのかは、たぶん自分の決められることではあ

りません。しかし、予め努力して、いろいろな準備をしておけば、

チャンスが来た時に、それを最大限に活かすことができます。だか

ら、輝く未来のために一緒に準備をしましょう！

　私のスピーチは以上です。皆さん、最後まで聞いてくださってあ

りがとうございました。

「解」
～解る～

初級２　ヨナス・ラーフ
★ 初級賞 ★

　皆さん、こんにちは。私はヨナスです。どうぞよろしくお願いし

ます。

　私は二年前に日本へ初めて来ました。その時、双子の弟が日本で

日本語を勉強していたから、日本へ旅行をしに来ました。弟は色々

なところをみせてくれました。秋葉原とか、浅草とか、代々木とか、

日光へも行きました。日本はスウェーデンとは全然ちがいました。

最初はちょっと変だと思ったけど、どんどん好きになりました。私

は、その旅行の前に漢字やひらがなを読んだことも書いたこともな

かったし、日本語を話したこともありませんでした。でも、東京の

人はとても親切でした。帰国する時、帰りたくありませんでした。

そして、日本語を勉強したいと思いました。だから、スウェーデン

へ帰って、自分でひらがなとカタカナを勉強して、日本語の学校へ

も行きました。でも、もっともっと日本語が勉強したくなりました。

　そして、ついに、私は去年の１０月に日本へ来て、カイ日本語ス

クールに入りました。初めは、とても心配でした。私は本当に緊張

していました。「日本語が難しすぎたら、どうしますか？私にでき

るかな？できなかったら、スウェーデンへ帰りますか？」って考え

ました。でも、今は大丈夫です。

　カイ日本語スクールではいろいろな国の人と会う機会があります。

私はそのカイで会った友だちと一緒に勉強したり、お酒をたくさん

飲んだりします。そして、カイの先生の教え方はとても分かりやす

いと思います。私は先生に質問して、先生は説明してくれます。そ

して、私は理解できます。

　でも、今、私は思います。大切なことは、自分で勉強をすること

だと思います。自分でいろいろな日本を見たり、聞いたり、触った
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りすることが大切だと思います。じゃあ、どうやって自分で勉強し

ますか？私はよく日本で小さいバーへ行きます。そして、そのバー

でいろいろな日本人に会って話します。たとえば、私はバーで会っ

た日本人に、日本の歴史について聞くのが好きです。日本の歴史を

知ると、日本人が昔から日本の文化を大切にしてきたことがよくわ

かります。たとえば、日本人のマナーは今も昔も、あまり変わりま

せん。日本人は毎日「すみません、すみません」と言いますが、こ

れはむかしの日本人も同じでした。「すみません」は日本人の大切

なマナーです。そして、マナーは日本人の大切な文化です。日本の

歴史を知ると、日本は、日本語だけじゃなく、文化を勉強すること

も大切だということが、本当によくわかります。私は日本で、日本

語だけじゃなく、日本の文化や、日本人の考え方や、日本人の生活

など、いろいろな日本が解りたいです。だから、「解りますの解」

この漢字を選びました。

　いろいろな日本を解るために、私はこれからも都会の小さいバー

で、出会う日本人の話しを聞こうと思います。

　ありがとうございました。

審査員の皆様

株式会社オリジネーター
取締役専務執行役員
工藤 尚美 様

東京書籍株式会社
ICT事業部 事業開発部 開発チーム

小俣 岳 様

落語家
柳亭 左龍 師匠
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パフォーマンス

＊ギター演奏＊
ヨナス・ラーフさん

初級２

＊歌＊
キャサリン・コウさん
準上級

＊歌とギター演奏＊
マルクス・オスリングさん

準上級

＊トランペット演奏＊
諸岡正治さん  講師

＊沖縄Gambalog!報告＊
ヤコポさん（中級２）、サラさん（準上級）、エマニュエラさん（準上級）
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表彰式

優勝　上級２ 陳 品蓉さん

第３位/会場賞　準中級 エリック・プロヴォさん

第２位　準上級 リー・ヘリックスさん
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初級賞
初級２ ヨナス・ラーフさん

審査員特別賞
初級２ アブドゥールカディル・ユマックさん

審査員特別賞
準上級 キャサリン・コウさん

審査員特別賞
中級１ シーナ・マルティネズ・マカトールさん

2014年第29回スピーチコンテスト
出場者



懇親会 @カフェ フレンズ
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　2014年のカイのスピーチコンテストは、昨年同様、暖かくいい天気に恵まれた去る3月12日、代々木のオリ

ンピック記念青少年総合センターで開催致しました。今回は、審査員として、落語家の柳亭左龍師匠、株式

会社オリジネーターの工藤尚�氏、東京書籍株式会社の小俣岳氏をお迎えし、16名の出場者のスピーチをお

聞きいただきました。

　16名11カ国という、カイならではの多彩な顔ぶれが選んだ今年の＜カイ＞は、＜界、海、会、開、介、櫂、

懐、怪、邂、解＞の10種類。いろいろな＜カイ＞が集まりました。

　さて、今年1位となったのは、上級2レベルの「介」〜介けられる日本語を！」を話してくれた陳品蓉さん

台湾 上級２）でした。介助の介を選んだ彼女は、「学生」である自分たちも、積極的に関わりを作って行く

ことで、役に立てる存在になり得る、と主張。日本に来たばかりの頃、目の悪い老婦人にスーパーで尋ねら

れた人参の産地「長崎」を機転を利かせて説明したらわかってもらえたこと。逆に、妊婦に席を譲ろうとし

て「あ！」しか言えなかった自分を通して勉強不足を痛感した事など、どれも日本人との関わりの中でしか

得られない「実践」こそ、留学の本当の価値なのだ、と気づかせてくれたスピーチです。落ち着いて堂々と

した語り口、全てにおいて大変優れていて、高い評価が集まりました。

　２位のリー・ヘリックスさん（アメリカ 準上級）は、「開」〜開示するときは気をつけよう〜」で、いつ

でも本音をぶつける自国の本音礼賛的風潮にNO！を突きつけました。そして、日本人にも外国人にも評判の

悪い「タテマエ」を、彼自身のアメリカと日本での経験から、「いいこと」だと評価し、私たち日本人も

「目から鱗」の思いでした。

　３位に�ったエリックさん（カナダ 準中級）の選んだカイは「怪」。「細くて小さい」「鳥のよう」で

「若くて顔が可愛い」自分自身の心にも怪物が宿っていて、ときには持て余す様子を日本語の拙さをうまく

利用して話す語り口は、憎らしいほど巧いと感じさせてくれました。

　以上、上位３位の他、審査員特別賞にシーナさん（フィリピン）、キャサリンさん（アメリカ）、アブ

ドウールカディルさん（トルコ）。その他、初級賞にはヨナスさん（スウェーデン）が授賞しました。その

他、授賞には至らなかったものの、どれも大変面白く、レベルの高い出来でした。いずれも、審査の観点は

「書いた文以上に伝わる音声、表情、態度」の力ですが、日本語力以外の部分は、すべて日本人よりずっと

うまいと感じさせてくれた出場者たち全てに�めて拍手を送ります。

　当日、講師の荒井さんとともに司会を立派に務めたアイルランドのシボンさん、スピーチの出場者を撮っ

てくれたアリアンナさん（イタリア）、ビヨンさん（スウェーデン）、本当にお疲れさまでした！

　最後に、お忙しい中、快く審査をお引き受けくださった審査員の皆様にも心より感謝の意を表します。

２０１4年３月

カイ日本語スクール

代表　　山本弘子


