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「回」
励ましの回想

上級1　ミシャ　ソリテルマン

　皆さん、こんにちは。アメリカのミシャです。何とかカイの７

レベルまで来てしまいました。丁度今、就職活動も始めた

ばかりなので、結構忙しくなってきてしまって、様々なストレ

スを感じています。それで、今日はそのストレスについて話

したいと思います。どうぞ宜しくお願いします。

　皆さんも、留学生として、ストレスを抱えているかもしれ

ません。私は、このような時に、生活のスピードを落として

落ち着くことが大事だと考えています。具体的な方法の一

つは、昔持っていた夢を思い出して、その頃に立ち返って、

夢のために小さな一歩を踏み出すことです。

　先月、このスピーチにつ いて考えていた時、昔の夢 は、

何 だったのだろう、と思って、部屋を探し始めました。そし

て、クローゼットの裏に見つけたのは、私の初めての日本

語での作文でした。一年半前、2レベルを始めた時に書い

た「私の趣味」という作文です。今日は、その作文を持って

きました。お恥ずかしながら、読んでみたいと思います。で

は、作文に入りましょう。まず、このように始めました。

「私の趣 味 は音 楽です。時々、コンサートに聞きに行きま

す。」

　いいですね。日本語が上手ですね。

　確かに、文は簡単で、正しいですが、やはり内容には問

題 があります。コンサートに行くなら、音楽を聞くこと以外

の目的 はないでしょう。結構つまらないイントロを書 いて

しまいました。クラス全員 はこのようにつまらない内容 だ

ったら、そしてクラスには 約１０人 の 学 生 が いると考える

と… 初級レベルの先生の仕事はかなり恐ろしいですね。 

　次に、どうして音楽が私の趣味なのか、理由についてこ

のように書きました。

「新しい歌を探すことが好きです。毎朝、学校 に来る前 に

必ず、２時間面白くて新しい音楽を聞きます。」

　悪くないと思 いますが、これ は嘘です。しかも音楽のた

めに毎朝２時間も使うのは、ちょっと無駄遣いにもほどがあ

ると思います。まー、この頃の私は練習のために書いたの

で先生 が許してくれると思っていたかもしれません。ちな

みに、今回は先生からのコメントが書いてあります。超読み

にくいんですが…

　「なるほど。だからいつも授業に遅れていますね。」

　 いいえ。本当は違 います。それはただの寝坊でした。す

みませんでした。　最後に、作文のまとめの部分を読みま

す。

　「日本でコンサートに行きたいです。日本の音楽の文化

は深くて広いので、楽しみにしています。日本の楽器も習う

つもりですが、どちらをするか、まだ決めていません。」

　そっか。一年半前は、日本の伝統的な楽器を習うという

夢もありました。でも、日常生活に追われて、忙しくなって、

忘れてしまいました。宿題をしたり、ラーメンを食ったり、デ

ートに行ったりして、結局そのわくわくするような夢を忘れ

てしまいました。

　それで、今年この作文をもう一度読んだ時に、思い切っ

てやってみようと決めました。楽器は沖縄の三線というギタ
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「会」
本当の会話をしよう

上級1　マイケル　サンボル

ーのような物を選びました。そして先月から、新宿にある三

線スタジオで週に一回、もちろん日本語で、授業を受けるよ

うになりました。ストレス解消として最高です。

　先程述 べたように、私の初めての作文 は決して特別で

はありませんでした。清書を読みましたが、実際にはあち

こち間違 いだらけでした。事実 や本当の自分の考えを書

くの は 難しすぎた から、嘘とオーバ ーな内 容 になってし

まいました。正直、初めてこの作文の評価表を見た時、す

ごくがっかりしました。アメリカに帰るチケットの値段を調

べ始めましたが、８万円という金額を見たら、覚悟を決め

るしかな いと思って、もう少し頑 張ろうと決 めました。　 

　この作文は、その時の私の日本語の限界でした。

　今まで、色々勉強してきました。文法や言葉だけではな

くて、書き方も、話し方も。お かげで、最 近 日 本 語 での 自

分の声、自分らしさを見つけたと感じています。日本語の

力ではありません。それよりもっと深 い物です。このチャン

スに恵 められ たこと、何よりも日 本 に感 謝しています。　 

　でも途中で、一番単純で大切なことを忘れてしまいまし

た。「日本語は難しい」と思ってしまったから、勉強に集中

するあまり、夢 がみられ なくなってしまいました。しかし、

日本語より難しいことはたくさんあります。例えば、「日本

語」はなぜトランプさんがアメリカの大統領になってしまっ

たかを説明することより難しくはありませんよね。今まで、

これ 程「 難しさ」に拘ってきたことを後 悔しています。　 

　皆さんに後悔しないで欲しいです。皆さんも、忙しい生

活をしているのではないかと思います。様々な問題を抱え

て、ストレスも感じているかもしれません。そういう時こそ、

初心に帰って、大切な夢を忘れないようにしましょう。

　これでスピーチを終わります。ご静聴、ありがとうござい

ました。

　おはようございます、皆さん。私はマイクです。アメリカ人

です。

　毎学期、カイの学生は授業で発表をします。前学期の6レ

ベルの研究発表のために私は本当に一生懸命頑張って、

発表のテーマについて深く研究しました。そして、いい成績

をもらって鼻 が高かったと認めます。その発表のテーマは

健康や社会に対する大麻、マリファナの影響でした。

　外国人だったら、今から聞き耳を立てるでしょうね。一方

で日本人 だったら、もしかすると「えー彼 は本当に麻薬に

ついて話すつもりなの」と思ったかもしれませんね。もしそ

ういう反応をする人がいたら、その人は私の今日のテーマ

の証明になると思います。なぜなら殆どの日本人は、大麻

について正しい情報を知らないからです。殆どの研究によ

ると、大麻は中毒性や健康や犯罪の点で、タバコや酒より

全く安全なのです。しかし、日本では、大麻はまだ人生を壊

す酷 い麻薬 だと考えられています。毎回私 は日本人の友

達や居酒屋の常連と一緒に会話をして、私が大麻につい

て話すと、日本人は大麻の安全性にびっくりします。

　なぜ日本ではそんな誤解が残っているのでしょうか。日

本の社会では麻薬につ いて会話をすることがタブーだか

らです。確かに大麻の合法化に反対する意見があるのも当

然です。また、私が言いたいことも、「大麻賛成」ということ

ではありません。しかしどんなことについても、社会の進歩

や視野を広げるために、私たちはお互いに異なっている意

見に向き合うことが必要だと思います。

　去年のスピーチコンテストを聞 いても、ほとんどの学生

のスピーチは中心のメッセージが共通していると思います。

それは「お互 いに文化を理解するようになったら、世界の

問題を解決できる。」というメッセージです。私はそういうこ

とも信じています。しかし、まずどうやって私たちはお互 い

に他の文化につ いて知りますか。答えは会話です。しかし

世の中では、会話に対して制限や困難が存在しています。

自分の母国では、最近特定のテーマについて話すことが難

しくなってきています。しかし自分の日本生活の経験による

と、日本は会話に関してアメリカより特別に強 い制限があ

ると思います。日本では、まだたくさん会話のテーマがタブ

ーだと考えられています。タブーにした結果、社会的な懲

罰や思考の制限が起きます。

　そしてタブーだけではなく、様々な会話に対して心理的

第３位



6

「会」
私はファミチキに会いました

初級1　マイルズ　ティルマン

　こんにちは、みんなさん。私の名前はマイルズです。スイス

な制限もあります。多くの日本人は良く知られているように

シャイなので、本当の感情や意見を言うための勇気を持ち

ません。信じることを言うための勇気を持つだけではなく、

少数派の意見を言うことを叱ったりバカにしたりするのは

やめるべきだと思います。

　もう一つの制限の原因は丁寧さです。アメリカ人として、

私は日本らしい丁寧さが羨ましいです。しかし相手に丁寧

に接するために、人間はよく相手と反対の意見を伝えずに

嘘をつきます。この傾向は世界中に存在しています。例え

ば、居酒屋でも他の場所でも日本人と話している時、彼ら

はよく「うーんそうだね」とか、「なるほどね」、とか、「確か

に」と言 います。でも、本音を言っていないことを感じられ

ます。よく私は「本当の意見を言ってもいいよ、どうぞ」と言

います。自分は異なってる意見や日本人の立場を聞きたい

です。相手を怒らせないために意見を言わないのは優しさ

かもしれませんが、実は相手を尊重していないことだと思

います。相手を人間として尊重するためには、本当の信じ

ることを言 い合ってこそ、一人の人間として認め合える価

値のある存在になると思います。

　皆さん、お互 いに世界の文化的な問題を解決するため

に、私たちは会話をすることが必要です。その前に、どんな

ことについても自由に話せるようにならなければいけませ

ん。思考の自由は最も大切だと信じています。 

出身で、１レべルの学生です。親切な友達、ファンマさんに推

薦してもらい、スピーチにチャレンジしました。私はことばが

まだ少ないですが、精一杯頑張ります。今日は3分ぐらい、フ

ァミリーマートの一つ、フライドチキンのすてきなところにつ

いて話します。

　私は1月に日本にきたときにファミチキに出会 いました。

スイスにはコンビニがありません。すべてのお店は午後6時

にしまります。だから、24時間えいぎょうは初めての経験でし

た。日本のコンビニが特に魅力的なのは、フライドチキンや

焼き鳥、肉マンなどがあるとあることです。特にファミチキは

最高です。やすくておいしいフライドチキンです。こんなに美

味しい物があると知りませんでした。

　初めてファミチキを食べた時から、毎日ファミチキをかって

帰ります。フライドポテトとフライドチキンが毎日食べたいで

す。本当に大好きです。毎朝、ファミチキの夢を見て目が覚め

ます。それ は午前11時ごろのことです。早起きですね。そし

て、シャワーを浴びている間、歯を磨いている間、１日中、ファ

ミチキのことを考えています。私は家を急いで出て、ファミリ

マートまでダッシュで買いに行きます。

　私は、本当に毎日ファミチキを食べます。だから、この１ヶ

月で3０キロも太りました。冗談です。でも、ダイエットのため

に、新宿から原宿まで毎週末、歩ています。そして、ジムにも

行きます。ダイエットは大変ですね。それでも、私はファミチキ

を食べます。10人中10人におすすめします。ファミチキは世

界でゆうめいじゃありませんが、世界で一番美味しい食べ物

です。ファミチキは最高です。

　お時間をいただきありがとうございます。

会場賞
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「海」
海についての考え

初級2　アルビン　ゾンビン　チェン

　私の選んだ漢字は「海」です。私は子どもの頃から海が大

好きです。海にはとても良 い思 い出 があるものの、同時に、

それを悲しく感じることもあります。

　私 が幼 い頃、海にはたくさんのきれ いな色 があったと思

います。ですが、ここ数十年来の人間の活動により、海は汚

染されてしまい、過去に存在した、きれいな海はどこかに消

えてしまいました。これはとても悲しいことだと思います。ま

た、多くの現代人 が、その現場を気にかけていないことも、

悲しいことだと思 います。あらゆる生物は、海から来ている

ので、私たちはもっと海を大 事 にしたほうが いいと思 いま

す。海は人類の歴史に重要な意味があります。

　数年前、私は初めて絵を描きました。その絵には、私の願

う海の姿 が描かれています。その海は、健康そうで、様々な

美しい色を有するため、見ていても悲しく感じることはあり

ません。この絵にある海は、私の考える理想の海です。理想

「階」
私のカイへのステップ

初級1　ジェイソン　バミュダス

　私が７さいの時、はじめて日本語をききました。まいしゅう

まつに私のお母さんとえいがを見ました。いちばんすきなえ

いがはゴジラです。日本語を話したいとおもいました。私が

１０さいの時、ポケモンとスーパーファミコンがだいすきでし

た。ゲームとポケモンは日本からきました。日本をもっとしり

たいとおもいました。

こうこうせ いの時、たくさん日 本のうたを聞きました。そし

て、少し日本語をべんきょうしました。日本語はとてもたのし

くて、おもしろかったです。でも、USアーミーに行ったから、日

本語のべんきょうをやめました。

　2015年にかんこくにすんでいました。私のいちばんすき

な日本のバンド、ベビーメタルは、まくはりメッセでライブをし

ました。でも、チケットがありませんでした。きかいがあって、

日本人からチケットを買 いました。すぐにひこうきのチケット

の海は、生命や覇気に満ちています。絵を描くのが好きだか

ら、私は海を元気にしたいです。

　私は、昔の海を忘れることを危惧しています。同じように、

多くの人がそのように考え、海を大切にし続けることを願い

ます。

　みなさん、海を、自然を、地球をもっと大事にしませんか。

自然は限りのある尊 い資源です。私は、みなさんが、この海

という自然に感謝を示し、未来の世代にも残していけるよう

に努めることをお願いしたいと思います。
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「解」
学び方の一つです。

上級2　ミハイロ　チェカルディン

　皆様、おはようございます。ちょうど1年前に、私はこのホ

ールの後ろでスピーチを聞きました。今年は皆様の前でス

ピーカーの立場になりました。そこから、ここまで歩いてき

たんですよ。すごい進歩でしょう。

　では、自己紹介させて頂きます。私は8Mのミーシャと申

します。2017年の4月に日本語を学ぶために、ウクライナと

いう東ヨーロッパの一番大きくて、自然豊かで綺麗な女性

が多い国から参りました。私が選んだ漢字と日本に来た理

由は、「理解」することです。学びに来る前に、日本に観光客

として来たことがありました。その時に、家族と一緒にご飯

に行きました。お店で驚いたのは、店員の態度だったんで

を買って、ついに日本へ行きました。日本のりょこうはゆめみ

たいでした。いちばんすきな日本のバンドを見て、やさしい

人に会って、たくさん日本のりょうりを食べました。そして日

本にすみたいとおもいました。

　USアーミーの後でロサンゼルスにすんでいました。でも日

本にすみたいとおもいました。きょねん、私 はしごとをやめ

ました。私のくるまをうりました。やっと、１月に東京へきまし

た。そして、今カイでべんきょうしています。カイの学校 や先

生、クラスメートはユニークでおもしろいです。

　このステップのおかげでカイにきました。つぎのステップで

は、日本でITのしごとがしたいです。ごせいちょう、ありがと

うございます。 

す。店員さんは、膝を床につけたままで注文を受けてくれま

した。あの時にすごく驚きました。「あれ？私は神様か？チッ

プがないのに、何でそこまでやってるの？」ということを全

くわかりませんでした。そこで、何でそうなったか、このよう

な文化や考え方を理解出来るようになるために、来日する

ことにしました。

　そして、日本語を勉強する間に、日本のサービスはいか

にすごいか、わかってきました。具体的に言えば、トイレの

掃除です。皆さんがトイレの掃除をする人だとして、掃除が

終わって、すぐにお客様が入ってトイレを使おうとしたら、ど

うしますか。私は実際に、このようなすごいサービスを味わ

ったことがあります。店員さんの掃除が終わって、すぐに私

は入りました。そして、店員さんに、「いらっしゃいませ」と言

って頂き、使用が終わったら、「本日は、使って頂き、ありが

とうございます」と言ってもらいました。マジですごいと思

いました。

　では、ウクライナと比較してみましょう。皆さんはどう思い

ますか？ウクライナに来る時に、掃除が終わったばかりのト

イレを使 いたかったら、注意してください。店員さんに「殺

してやるぜ」と言われる可能性があります。そして、このよう

な比較をすると、日本人の考え方をもっと、理解出来るよう

になりたくなりました。

　皆さん、日本人とかけて、割り箸とときます。その心は？た

くさんの「き」を使うことです。そして、このような「き」につ

いて、理解したことを申し上げたいと思います。

優勝



9

やはり、日本語には「気」を使った言葉が山ほどあります。

皆さんはご存知だと思いますが、元気、病気、気が利く、気

が重い、気軽、桜の木はちょっと違いますね。この「気」とい

う言葉は、日本人の思いやりとか、日本人の考え方だと思

いますので、大事な言葉でしか使っていないです。

　日本人にとっては、「気を配る」ということは、大切なこと

の一つです。私にとって、日本に初めて来た時に、「気を配

る」ということを理解するのは結構難しかったです。でも日

本語 が上達するに従って、だんだん「気を配る」の意味 が

分かってきました。しかし能力が足りなかったと言うか、ち

ゃんと理解しなかったと言うか、頑張りすぎて、失敗してし

まったことがあります。

　ある日、私 は、先 輩 や目 上 の 人 たちと焼 肉 に行きまし

た。自分は一番若くて、お金も払わないし、働かなきゃと思

って一生懸命に肉を焼きました。そして先輩に「うん、大丈

夫。俺 は自 分で焼くから、い いよ。と何 度も言われました

が、私 は正しいと思って、「僕 がやります。やらせてくださ

い。」と自分の行為や思 いを相手に押し付けました。次の

日に、「あれ はちょっとやり過ぎじゃないか？あまり良くな

いので、気をつけた方がいい」と他の先輩に注意されまし

た。あの時に、「穴があったら、入りたい」と思 いました。そ

れでも、時間が経ったら、落ち込まずに、自分のことを反省

してみました。自分の失敗で、自分のことだけではなく、相

手の気持ちとか、相手のこととか、相手 はどう考えている

か、を考えるのと理解するのはいかに大切か分かって来ま

した。

　 結 果として、この 失 敗 の お陰で二 つ のことを学びまし

た。一つ目は、先に言った通り、考えるのは大事ということ

です。いつでも、どこでも、こうしたほうがいいか、相手はど

う思っているか、考えるのとちゃんと理解するのは大事で

す。

　そして、二つ目は、失敗してもいいということもわかりま

した。馬鹿者…失礼しました、若者ですので、どんどん失敗

して、何が悪かったか、反省して、失敗の理由を理解して、

同じ失敗を二度としないようにしても全然構わないと思い

ます。そして、これから私もたくさん失敗したり、経験したり

して、頑張っていきたいと思います。

　では、これ だけではなく、皆様、少しお時間頂きたいで

す。

　27日に私はカイ日本語スクールを卒業します。残念なが

ら、これから私たちの道が別れます。卒業する前に、心を込

めて、カイ日本語スクールに感謝を申し上げたいです。この

2年間はお世話になり、様々な経験になり、カイ日本語スク

ールに感謝を申し上げます。

　先生方、我慢してくれたり、ミスを勘弁してくれたり、一

緒に成長してくれたり、誠にありがとうございました。これ

からも、いつまでも、このような貴重な思 い出を大事 にし

て、頑張っていきたいと思ってます。それから、先生のお陰

で、少し、日本人の考え方を理解できるようになりました。

お客様に気を遣うからです。究極のサービスを提供したい

と思っているからです。もう理解しましたよ。

　ご静聴、どうもありがとうございました。 

「開」
女性の未来

初級1　レジーナ　ホー

　みなさん、おはようございます。私は１A-２のホーレジー

ナです。インドネシアからきました。私はインドネシアの女性

の未来について話したいです。インドネシアの女性の心を

開きたいです。

　５年前、私は、アメリカの大学に入りました。アメリカへ行

く前、家族 は言 いました。女性 は結婚しますから、高 い教

育はいりません。でも、私は言いました。私はアメリカの大

学で勉強したいです。外の世界を勉強したかったからです。

そして、できました。とてもうれしかったです。

　去年、私は父に言いました。日本で勉強したいです。今、

私は２５歳です。でも、父は言いました。３０歳でシングルの

女性は良くありません。だから、今から結婚を考えてくださ

い。私は悲しかったです。父の考えは古いと思います。イン

ドネシアでは、女性 は早く結婚します。アメリカでは、外国

の女性をたくさん見ました。学生とキャリアウーマンが多か

ったです。私の友達は３１歳で結婚しました。彼女はキャリ

アを頑張りました。

初級賞
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「界」
言語界

準中級　フェリックス　ホーグルンド

　皆さんこんにちは。私はスウェーデンから来たフェリックス

です。私の選んだ漢字は世界の「界」です。今日、私はその「

界」の一番大切な使い方を話したいと思います。それは言

語界です。どうぞよろしくお願いいたします。

　今までに私は四つ言語を勉強しました。私の勉強した外

国語はフランス語、ドイツ語、英語と日本語です。だから、フ

ランスへ行った時にフランス人と話せました。ドイツへ行っ

た時にドイツ人と話せました。そして、日本へ来て日本語を

勉強して、日本人と話せるようになりました。

　じつは、私は子供の時言語の勉強があまり好きじゃなか

ったんです。でも、勉強すればするほど好きになって来まし

た。そして、今、私は言語 が大好きです。だから、私は他の

国の人と話せるようになりたいです。そのために言語を勉

強します。

　もう一つの私の言語界での大切な経験は、私がスウェー

デンに住んでいた時の仕事です。私はITショップで働いて

いました。私の店は観光客が多かったので、よくスウェーデ

ン語 が話せない人も店に入って来ました。でも、95%ぐら

いのお客さんは英語が話せました。だから、私は説明して

あげることができました。ところがある時入って来たお客さ

んはスウェーデン語も英語も話せなかったんです。しかし、

お客さんはドイツ語とフランス語 が少し話 せました。だか

ら、私はお客さんがほしいものを見つけてあげることがで

きました。その人の役に立つことができて嬉しかったです。

　皆さん、このスピーチで私 が言 いたいのは言語を勉強

することはとても大切だと言うことです。言語は私たちの生

活の基本です。私たちはこの言語でつながっています。外

国人は外国語でつながることができ、もっと広い、そして大

きいネットワークを作ることができます。皆さんは日本語を

勉強していますが、他の国の人とも話せるともっと楽しいと

思いますから、他の言語も勉強した方がいいですよ。

　以上の理由で言語界はこの「界」の漢字の一番大切な

使 い方です。だから、もう一度言 います。皆さん、言語の勉

強を頑張りましょう！これで私のスピーチは終わりです。最

後まで聞いてくれて、ありがとうございました。 

　私も自分の欲しい未来を選びたいです。多くのスキルが

欲しいです。そして、いいキャリアを作りたいです。結婚して

も、私 は自分の価値 が知りたいです。遅く結婚しても大丈

夫です。

　私はインドネシアの女性に言いたいです。

　心を開いてください。そして、自分の未来を選んでくださ

い。

　あなたは　どんな未来がいいですか？

　ありがとうございました。 

審

査員
特別賞
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「偕」
一緒に思い出を作りましょう

初級2　ジミー　ズー

　皆さん、こんにちは。わたしは2A-2のジミーです。どうぞ

よろしくおねがいします。

　わたしは去年の10月、日本に来ました。日本に来たばか

りの時、何もしらなかったけど、とても嬉しかったです。それ

はわたしの彼女が日本にいたからです。私たちは一緒にた

くさんのことができました。

　彼女がいた時毎日はとても楽しかったですが、12月に私

たちはわかれました。それから、私は寂しくて悲しくなりま

した。ぜんぶかわりました。

　それから、私は何もしたくなくなりました。でも、学校へ行

かなくてはいけません。そして、きまつ試験があったから、

勉強しなくてはいけませんでした。期末試験の後で、帰国

をしました。イタリアにいた時、私は将来何をするかたくさ

ん考えました。家族と友達、みんなは私にアドバイスをくれ

ました。

　そして、2019年1月、また日本に来ました。またさびしく

なりました。でも時間を過ごして、私は一つのことがわかり

ました。

　「偕」、つまり「いっしょに」の意味はこいびとだけといるこ

とじゃないと思います。たとえば、友達といる時いつもうれ

しくなります。にほんでは、たくさん新しい友達をつくりまし

た。かれらの多くがいまこのステージにいます。彼らはカイ

日本語スクールで会った友達です。学校に入ったばかりの

時、私たちは違うクラスにいたけど、時間を過ごして友達に

なりました。いろいろな思い出を一緒に作ったけどよく酔っ

払いになったから、あまり覚えていません。でも、お酒を飲

まなかった時、ぜんぶおぼえています。それは嬉しくて大切

な思い出です。

　一人 ぼっちをかんじないことが大切です。もし一人でさ

びしいとき、友達に会ってください。それから、美しい思 い

出を作ってください。そして、皆さん、もし今まで友達 がい

ないなら、出かけて、探してください。かならずだれか見つ

けられます。

　世界の中でたくさん人がいるけど、同じ性格の人を見つ

けるのは不可能です。みんなは違いますが、それは素敵だ

と思います。もしみんなの性格が同じなら、世界はつまらな

くなっていくと思 います。そして、いつかひまな時、だれか

と経験をたくさんしてください。たとえば、旅行をする時、

新しい友達に会える可能性が高いです。だから、皆さんの

友達がふえていくと思います。

　「偕」の意味が大切です。だから、ずっとその漢字をわす

れません。最後に、もしだれかさびしくて、ひとりぼっちな

ら、私と友達になってください。きれ いな思 い出 が作 れま

すよ。 

「解」
私はニンジンです

中級2　メラニー　シャネル　モイスネスト

　日本語の勉強のためには日本人とよく話すといいと、私

は何度も言われました。しかし、実際には自分が伝えたいメ

ッセージを伝えられないことも多くあります。

　今日、私は、日本語を話したときに誤解されたり、話が通

じなくて失敗した話をしたいと思います。

　昔、ドイツで日本語を勉強し始めたとき、私は何度も「先

生は優しいです」ではなくて、「先生は野菜です」と言ってし

まうことがありました。逆に、先生に「どうしたの」と聞かれ

たときに、私は「頭がいたいです」の代わりに、間違えて「頭

が悪 いです」と答えました。すると、先生に「それを治す薬

はありません」と言われました。

　また、最近テレビで、小学生を宇宙に送ったというニュー
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スを耳にしました。しかし、実際のニュースの内容は小惑星

についてでした。加えて、今でも私はよく「私は人間です」の

代わりに、「私は人参です」と間違えて言ってしまいます。

　私 が日本に住み始めた頃、祖母 が魚カレーのレシピを

送ってくれましたが、レシピには「魚」としか書いてありませ

んでした。祖母も私も、海がない南ドイツ出身なので、その

ときはタコとイカの違 いもわかりませんでした。そこで、私

は「それほど難しいことではない」と思い、一人でスーパー

に行くと、店員に一生懸命、私がカレーで使える魚を買 い

たいことを説明してみました。店員はすぐわかってくれて、

ある魚をオススメしました。私はそれを買って、喜んで家へ

帰りました。すると、夜、夫が帰って来て「その冷蔵庫にある

魚は何？作り方も知ってるの？」と驚きました。結局、私は、

カレーで使える魚ではなくて、「カレイ」という魚を買ってし

まったようでした。その魚でカレーを作るのは大変でした。

　また、私は外国人であるからこそ、時々、正しく話しても、

日本人 は私 が誤解したと思ってしまいます。例えば、ある

日、私が店員に「袋はいりません。袋は結構です。」と何度

もはっきり言ったにもかかわらず、店員は外で待っていた夫

のところまで走って行って、本当に袋がいらないかと彼に

確認しました。

　以上のことから、私のようにまだ完璧に日本語が話せな

い外国人にとって、日常の会話は抜き打ちテストみたいだ

と思います。毎日、言葉を真面目に勉強しても、発音やイン

トネーションや文法を間違うと新しい誤解をしてしまいま

す。しかし、一回大きな間違いをしたら、それは絶対に印象

に残って、もう二度と間違わないのではないでしょうか。そ

して、将来、孫や人参、いや人間に対して、これらは面白い

ストーリーになると思います。

　以上です。最後まで聞いてくださってありがとうございま

した。 

「海」
いつもそばにいる

準上級　ジャレッド　ロビンソン

　皆さん、初めまして。私はKAI日本語スクールの6M－2

クラスのジャレッド・ポノ・プウ・ロビンソンです。ちなみに私

の弟の名前はハワイ語でカイです。ここの学校と同じ名前

です。運命を感じますね。今日は海の漢字のカイについて、

お話しします。色々な漢字の組み合わせや読み方がありま

すが、私にとって一番大事なのは「うみ」という読み方です。

　今日は、私のこれまでの人生において、私と海にどのよ

うな繋がりがあったのか、ということや、私にとって海がど

のくらい大切なものであるかを、２つの国と場所を通してお

話しします。そして、少しでも海の素晴らしさを共有できた

らいいなと思います。

　先 ほどお話した通り、私のこれまでは海で始まり、海で

終わります。初 めに、私 はハワイのマウイ島で生まれまし

た。ハワイは海に囲まれていて、例えば、同じ国内にあるカ
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リフォルニア州に行くためには、なんと約2500キロも離れ

ています。そのような場所にあるので、昔はハワイの人は「

神様が海に島を置いた」と信じていました。そのため、ハワ

イの人はずっと海と親密な関係 がありました。簡単に言う

と、海があってのハワイ人だと言えます。

　この深くたえず動き続ける海と、私は育ちました。私は子

供の頃から今でも大切な思い出があります。まず、小学生か

ら高校生まで毎朝起きると、海面に日の出が映り、キラキラ

と光る光景を眺めたこと。次に、私の父はいつも仕事で忙

しい人ですが、毎週日曜日に家族をビーチに連れて行って

くれたこと。そして、2011年に起きた東日本大震災の津波

の思い出。日本の東北で起きた、あのとても大きな津波は、

遠く離れたハワイまで海を渡って来ました。あまり知られて

いないのかも知れませんが、その津波の被害は大きく、私

がよく遊んだ近所の公園や道も流されてしまいました。この

ように、海の綺麗さも恐ろしさも、ハワイから教えてもらいま

した。

　私は現在カイで勉強していますが、サン・ディエゴ大学の

学生でもあります。ハワイの高校を卒業した私は、サン・ディ

エゴ大学からフットボールの奨学金をもらいながら、大学生

活を始めました。しかし、どんなに頑張っても頑張っても成

果が出ず、嫌いになってしまいました。そしてついに、今ま

で生活の大半を費やしたフットボールを、二年生の時にや

める大きな決断をしました。自分でした決断なのに、友達

を含めた多くのものを失い、とても落ち込みました。まるで

人生が終わったような気分でした。私の大学は丘の上にあ

ります。寮の後ろのベンチから、サン・ディエゴの都会も海も

はっきり見えます。深く落ち込んだ私は、クラスのあといつ

もその場所に行き、誰もいないその場所から綺麗な海を静

かに見つめました。遠い海を超えた故郷のハワイを思い、

懐かしみました。そして、明日への活力を海からもらいまし

た。

　今日は色々お話しましたが、私のこれまでの物語は海と

切り離すことができません。これまでを振り返ると、「海」と

いうのは私の過去といつも繋がっています。安心できるとこ

ろだしインスピレーションの源の場所です。いい時も悪い時

も心を寄せています。そして、私は今日、みなさんにこれを

伝えたいです。

　人はいつも色々な決断をし、色々な経験をし、先の見え

ない知らない道を歩いています。もしみなさんが私と同じよ

うに心を寄せて安心できる、それぞれの海のような場所を

見つけることができたら、自分の原点や過去を忘れないと

思います。そうすれば、これからの未来に不安を抱かずに、

自信を持って明日へ歩けると思います。私はそう信じてい

ます。ですから、みなさん、自分のいつでも頼りにできるも

の、自分の「海」を見つけてください。

　ご静聴、どうもありがとうございました。 

「回」
鮭の精神

中級1  林　晏竹

　こんにちは、私は４Aのリンと申します。私が選んだ漢字は

「回」という漢字です。この漢字の音読みは「カイ」です。こ

れから回～鮭の精神について話したいと思います。どうぞ

よろしくお願いします。

　皆さん、鮭に対して、どんなイメージを持っていますか？

美味しくて、健康的で、DHAも豊富に含まれている魚です

よね？でも、私にとって鮭 は美味しい刺身というだけでな

く、粘り強 い生き物です。鮭の多くが、生まれた川に、卵を

産むために戻ってくることを、皆さんは知っていますか。

　鮭の産卵の時期は、九月から一月です。稚魚は２カ月ほ

ど川の中でユスリカ等を食べます。４月になると川を下って

海に出て、その後大西洋へ移動します。夏になるとベーリン

グ海に行きます。冬になるとアラスカ湾へ行きます。こんな

生活を2、3年ぐらい過ごします。そして4年後、鮭はそれぞ

れ生まれた川へと帰るのです。

　生まれた川に帰ってくる過程は非常に危険で大変です。
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最初は浅い川を通りますが、そのとき二つの困難を乗り越

えなくてはいけません。一つは熊に捕らえられることです。

もう一つは高 い滝を登ることです。冬眠が終わったばかり

で、お腹がペコペコの熊から、鮭が逃げられるわけがあり

ません。鮭はさまざまな苦難を乗り越えて、ようやく生まれ

た川に到着して、卵を産んだ後、死んでしまいます。鮭がど

のように生まれた川を覚えて戻ってくるかは，世界の大き

な謎の一つです。

　資料によると、無事に帰って来られる鮭は千分の四匹だ

けです。そして産卵 が終わると死んでしまうにもかかわら

ず、毎年またたくさんの鮭は生まれた川に帰って来ます。ど

んなにしんどくても、絶対に自分の目標を諦めません。鮭

のその姿から、私たちが学べることがあると思います。

　困っている人の力になることがしたかったので、大学の

時、私はボランティアとしてフィリピンへ行ったことがありま

す。私たちはその村で家を建てました。フィリピンの田舎の

生活は私たちの生活に比べて環境 が悪かったので、家を

建てる材料もないし、電気もないし、インターネットもない

し、熱いシャワーの水もありませんでした。家は竹で作った

ので、多くの竹を切りました。でもノコギリがないので、全

部の竹は包丁で切らなくてはいけませんでした。最初は本

当に諦めたかったです。でも、その村の人たちの一生懸命

な姿を見たら、自分たちは弱すぎると思うようになりまし

た。住む所 がない人や学校へ行けない子供 がたくさんい

ても、どんな悪 い環境でも自分の運命を変えようと努力し

ます。節約のために、毎日一人一つのバケツの水で自分の

体を洗うし、男の人 は朝から都市に行って働 いているし、

女の子は海で貝を集めてネックレスを作って、1点二十円や

三十円で売って、毎日それを繰り返しています。そして、子

供や大人が学校や道を掃除したり、政府のボランティアに

参加すると子供は無料で学校に行けます。だから、学校に

行くために、子供とか大人がよくボランティアをしていまし

た。人々は自分の生活をよくするためになんでもして、一生

懸命に生きていました。その後、私たちは最後まで毎日朝

から晩まで一生懸命に家を建てました。家は７日後にとう

とう完成しました。帰国する前、その村の皆さんは笑顔で、

私たちに手作りのネックレスをくれました。小さくても、たっ

ぷり感謝の気持ちがこもったプレゼントだと思います。最後

まで諦めなくて、本当に良かったと、心から思いました。

　夢を追 いかける時、いろいろな困難があって、私たちは

いつも逃げてしまいがちです。逃げて何も状況が変わらな

いより、自信と勇気を持って、向き合ったほうがいいと思い

ます。多くのいばらの道を歩まなくてはならなくても、 鮭の

精神を持って、勇敢に夢を追いかけましょう！

　これでスピーチを終わります。ご静聴ありがとうございま

した。 

「回」
幸せの追求

中級2　エレナ　ラギ

　皆さん、こんにちは。5M-2のエレナです。でも、学校で「エ

リー」と呼ばれています。去年は、私のクラスメートと、皆さん

の席に座りました。2レベルの学生でした。

　一年間でたくさん変わりました。1レベルと２レベルの学

生、頑張ってね！来年のスピーチコンテストをやってみてくだ

さい。ぜひ！

　今日は人々の自分の力について話したいと思います。

　まず、私の決めた漢字は「回」です。どうしてその漢字を決

めましたか？「回」というのは「回生」つまり、死んでしまって

から、もう一度生まれるということです。いいですね。でも、私

審
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たちは回生ができますか？できませんか？まだよくわかりま

せん。人によって、信念が違うようです。でも、私にとって、私

たちの生活の中でそのようなことができると思います。

　じゃ、どうやって回生をしますか？これから、話をしたいと

思います。

　ある女の子 がいました。夢 がたくさんありました。読書と

絵を書くのが好きだったので、ファンタジーの世界に入って、

面白いキャラクターと冒険を想像しました。

　それで、女の子はどんどん女の人に成長するうちに、夢が

変わりました。キャラクターは「友達」と「彼氏」になって、冒険

は「旅行」や「仕事」になりました。だから、いい仕事と家族

ができるように、毎日勉強して、頑張っていました。大学を卒

業して、仕事を始めて、彼氏と小さいアパートに引っ越しまし

た。そして、彼らは一緒にたくさん旅行して、新しい経験をし

ました。その経験の中で、日本を見つけ出しました。人生は

最高潮に達したそうです。

　ところが、時間の経過とともに、悩みが始まりました。仕事

を辞めて、彼氏との関係が悪くなりました。彼女はいくら探

しても、新しい仕事 が見つかりませんでした。いくら一緒に

話しても、恋人と関係がよくなりませんでした。悲しくてたま

らなかったです。

　いつの間にか、彼女は自分を失くしてしまいました。体が

ありましたが、頭と心はもうありませんでした。何もできませ

ん、何も考えられませんでした。彼女 は、死んでしまいまし

た。

　どうやって自分の力をもう一度見つけますか？

　彼女は日本に来ることにしました。最後の力をふりしぼっ

て、新しい生活を作ることを決めました。ビザを作る途中に、

不安がたくさんあって、心配しました。日本語の勉強の途中

にも悪い考えが出てきました。「日本語が上手になるのは無

理でしょう？」やら「日本の生活に慣れるのは無理じゃない？

」やら、大変でした。でも、一年後、たくさん変わりました。日

本語が話せるようになって、友達を作りました。回生を始め

ました。もう一度生まれました。

　これで、話は終わりです。この話は、多分、皆さんの経験と

似ているところがあるでしょう。確かに、一人一人の経験は

違いますが、実は、人生の中で、皆は大変な時期があるので

はないでしょうか。もう終わった、もう無理だと思っても、あき

らめないでもう一度幸せの追求のために、私たちはどこか

で始めなけれ ばなりません。今、プロセス中なので、学校の

後、日本で就職できるかどうかわかりません。でも、最初のス

テップは一番大切なことだと思います。

　皆さんの回生はいつでしたか？ 

「改」
間違いを恐れないで

準中級　ミカエル　ストックマン

　この会合に来た人の中の大部分は学生なので、私のよう

によく間違いをする人も多いと思います。カイ日本語スクー

ルに入学して、日本語の勉強を始めて、先生に「間違いを恐

れないでください」と言われました。そう言われて、私にとて

も大切なことになりました。私 が選んだ漢字 は改善の改で

す。

　ある夏の暑 い日、頑張ってバックパックやテントを持って、

日本の山を歩いていました。そのとき、二日間歩いていて、い

くつか山を越えていたので、とても疲れていました。夕方キャ

ンピングへ着いて、急いでテントの準備を始めました。キャン

ピングは人があまりいませんでしたが、空が暗くなった後で、
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「懐」
良い思い出を懐かしむ

中級　 呉　依靜

知らないお父さんと息子が来ました。しばらくして、その男の

子が来て、一緒に食事するように私を誘ってくれました。そし

て、どうして雨なのに、私が外で歩いていたのかを聞きなが

ら、お父さんはすごく美味しい料理を作ってくれました。肉や

野菜や海老などを食べて、お腹がいっぱいになって、ほんと

にうれしかった。そのとき、お父さんに私のお礼を必ずわかっ

てほしかったので、大きい声で言いました。

「ああっ！お腹が空いた！」

　その少し後でお父さんが急に寝る時間になったことを決

めて、私はちょっとびっくりして、テントに戻りました。不思議

な気持ちがしたので、その晩のことをたくさん考えていて、

次の日私の間違いに気づきました。とても恥ずかしくなりま

した。すると、先生の話を思 い出して、「間違えることはとて

もいい学びになる」とわかりました。そして、その日から「お

腹が空いた」と「お腹がいっぱい」を間違えたことがありませ

ん。

　これは詰まらない話かもしれませんが、メッセージは重要

なことです。

間違えたとき、後悔しないで、改善の機会を理解すれば、皆

で世界をもっといいところにできると思います。

　聞いてくださって、ありがとうございます。 

　皆さん、こんにちは。4Mのイジンです。今日は私の経験に

ついて話したいです。よろしくお願いします。

　あなたが今気になっていることは何ですか？今その思 い

出はどんな思いですか？いいですか？悪いですか？「懐」、こ

の漢字のパーツは心と服です。もともとの意味は物や気持ち

を服に入れて抱きしめると言うことです。今ほとんどの意味

は心にいつもある昔の人や思い出のことです。懐かしいなぁ

と言ったら、心は温かくなってきます。だから、私はこの漢字

を選びました

　私は姉が一人 います。私達は動物が大好きです。子供の

時ある日、父は家に帰って来た時黒くて、とても可愛い子犬

を持ってきました。私達はその子犬にベビーと言う名前をつ

けてあげました。ベビーは可愛いだけでなくて、おとなしかっ

たです。人間の話が分かるようで話しかけるとよく目がキラキ

ラしました。それに、私が親に叱られて、泣いていた時、ベビ

ーはいつもとなりにいてくれました。ベビーは私達と一緒に

育ちました。

　でも、姉と私が成長していくにつれて、ベビーは老いてい

きました。ベビーが病気になった時、少しでも長い時間生き

られるように、たくさんお金をかけて、神さまにも祈りました。

それなのに、ベビーは天国に行ってしまったんです。

　皆は悲しみました。しかし、一番悲しんだ人は母でした。姉

と私は大学に入学して家を離れましたが、ベビーは私達に

代わって、母の相手をしてくれました。私達は母の寂しい後

ろ姿と顔を見ると、ますます悲しくなりました。また母に新し

い子犬を飼おうかと聞いたけど、断られました。私は母がも

う一度失うのを恐れていると思いました。ベビーがなくなっ

た後、皆ベビーのことをいうにつけ、母の笑顔がだんだん消

えていってしまいました。母は心の扉を閉じてしまったんで

す。

　しかし、一年前くらいに、私は家の路地で捨てられた犬を

発見しました。そのかわいそうな犬は今はもう幸せになって、

ボボという可愛 い名前を付けてもらいました。ボボ が来た

後、ベビーのことを言っても、母はもう悲しい顔をしないで、

笑顔を見せるようになりました。私はボボはベビーから母へ

のプレゼントだと思っています。

　皆さんも、このような経験 がありますか？何か過ぎたこと

や別れた人などに対してどんな気持ちや思い出があります

か？母はボボと出会う前、心の扉を閉じてしまったんですが、

ボボに出会った後、心をもう一度開きました。母が笑顔にな

ってよかったと思いました。

　私は懐かしさというのは過ぎた事が、いい思 い出になる

事だと思います。そして、思い出を力にして、前向きに考える

ことが大切だと思います。過ぎた恋も同じです。別れは悲し

くて辛いことですが、今は一緒に過ごした時間を懐かしく思

います。一緒に笑っていた時間を懐かしく思 い出します。相

手がくれた経験のおかげで、自分が成長できたことを心か

審
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ら感謝しています。人は出会いによって 育てられ、別れによ

って深められます。過ぎた時間は戻すことができません。だ

から、いつまでも悲しみに浸っていたら、懐かしさの価値を失

ってしまうのではないでしょうか。

　皆さん、私達人間は心があるから、楽しみと悲しみを感じ

ることができます。でも、明日を走り続けるために、悲しみを

忘れましょう。明るい未来はずっと先にあります。

　これで私のスピーチを終わります。ご清聴ありがとうござ

いました。

「会」
出会い

準中級　ウィルヘルム　エフィテダル

　こんにちは。私はウィルヘルムと申します。今日は出会いの

会をお話しします。

　私の日本へ来て一番大切な出会いは、去年の9月に近所

のバーで初めて会った友達です。私はそのバーで日本語を

勉強していて、少し問題が分からなかったので彼女に声をか

けました。その人はなんと、日本語の教師 だったのです。本

当に助かりました。

その後で、よくそのバーでたまたま会って、いつも長い時間、

話すことができました。

英語が話せない人だったので、日本語だけで会話をしまし

た。それは私にとっていい練習になりました。

　バーで会った時は、色々な話をしました。お互いの好きな

映画 や本の話もしましたし、日本とノルウェーの話もたくさ

んしました。彼女は昔の日本語に興味があったので文楽が

好きでした。文楽というのは人形を使っている歌舞伎みた

いなものです。英語で説明すると「Traditional Japanese 

Puppet Theatre」です。彼女から文楽の説明を聞いて、私

も行ってみたいと言いました。そうしたら文楽にさそってくれ

たので、2月に一緒に見に行きました。その時、私は初めて日

本の演劇の文化を経験して、とても面白いと思いました。

　でもそんなに昔の日本語はもちろん分からないので英語

のイアフォンガイドを使いました。今の日本語は、聞けば理解

できますが、昔の日本語 は今の言葉と全然違うので、聞 い

ているだけだと、何を言っているのかわからなくて、驚きまし

た。

　これからも、彼女とその友達ともっと色々なところへ遊び

に行って日本のいい所を見せてもらうつもりです。

　このスピーチのメッセージは、ぜひ外へ行って日本語を練

習してください、ということです。その時皆さんもいい友達が

できるかもしれません。 

「界」
世界のコンビニマスター

初級2　マック　ネポムセノ

　みなさん、こんにちは。私は２A-1のマック・ネポムセノです。

どうぞよろしくお願いします。

　みなさんは日本のコンビニが好きですか。わたしは日本の

コンビニは世界の中で一番 いいコンビニだと思 います。家

族や友だちや恋人でも失敗しますが、日本のコンビニは、ど

のコンビニを選んでも全然失敗しません。年中無休で、いつ

も必要なときに開いています。うれしいときでも、悲しいとき

でも、酔っ払ったときでも、酔っ払っていないときでも、お金持

審
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ちのときでも、お金がないときでも、コンビニはそばにありま

す。 

　私がコンビニを好きな理由は三つあります。まず、品物は

安くて、みんなが買えます。お金が少ないときでも、おにぎり

やアメリカンドッグが買えます。お金があるとき、牛丼やオムラ

イスやカツ丼、おいしくてちょっと高い物も買って食べられま

す。コンビニは差別をしません。

　そしてコンビニは本当に便利です。夜遅くまで開いている

から、お酒を買って飲めるだけじゃなくて、飲んだあとの食べ

ものも買って食べられます。もし、お金がない時でも、ATMか

らお金が引き出せます。

　私 がコンビニを好きな二つ目の理由は、たくさんの食べ

物があるからです。私はフィリピン人ですが、アメリカやフラン

スにも住んでいました。だから、色々なコンビニに行ったこと

があります。それに、私はシェフでした。たくさんのミシュラン

のレストランで働 いていました。だから、私は味に厳しいで

す。でも、私は日本のコンビニの食べ物は本当においしいと

思 います。私はアメリカのセブンイレブンの食べ物をぜんぜ

ん食べません。でも、日本のコンビニの食べ物はよく食べま

す。他の国に比べて、日本のコンビニのクオリティが一番いい

です。 

　私がコンビニを好きな理由は食べ物だけじゃありません。

日本の文化がコンビニで見られるからです。いつも、コンビニ

のスタッフは笑顔で「いらしゃいませ」と言ってくれます。日本

はみんなを歓迎しています。日本人は働きすぎているから、

日本の生活と文化にコンビニはとても大切です。サラリーマ

ンはよく、昼ご飯と晩ごはんのときにコンビニに行って買って

食べます。もし、全v部のコンビニが閉まってしまうと、サラリ

ーマンはどうなりますか。学生はどうなりますか。日本はどう

なりますか。

　みなさんは、どのコンビニが一番好きですか。主なコンビ

ニはローソンとセブンイレブンとファミリーマートです。セブン

イレブンは一番いいお弁当があります。ちなみに私はセブン

イレブンの、特にカツサンドが一番好きです。そして、ローソン

は一番おいしいカレーパンとスイーツがあります。ファミマは

ファミチキがあります。みんなはファミチキが大好きですよね？

　みなさんは、どのコンビニが一番好きですか。どの食べ物

がおいしいと思いますか。早くコンビニに行って、大好きなも

のを食べてください！ 

「灰」
フェニックスのように

初級2　イラン　ゴンザレス　カリジ

　灰、それはもうない物ともういない人と苦しい経験です。

でも、灰からはフェニックスが蘇るように、もう忘れた思 い出

が思い起こされます。従兄弟の灰を見ながら、私は思い出し

ました。

　 彼 は面 白 い人 だったけど、時々じっとしていませんでし

た。それなのに、皆は彼が好きでした。彼は死ぬ一週間前に

映画館に他の従兄弟たちを集めました。私は子供だったの

で、どうして皆が誘われたか分かりませんでした。年上の従

兄弟の周辺に悲しい空気がありました。あの日が最後に彼

に会った日でした。一週間後に彼にもう会えなくなりました。

　葬式の日は違和感ばかりでした。叔父たちは１８歳以下の

従兄弟たちに彼は車の事故で死んだと言いました。でも、そ

の前に私は母に全部本当のことを聞いていたから、叔父た

ちに怒っていました。だから、葬式の場所を早く出ました。　

　彼 が旅立った日に私の命も煙になりました。でも、３ヶ月

ぐらい泣けませんでした。理由 がわかりませんでしたが、も

う大丈夫 だと思 いました。ある日学校で急に私は泣き始め

ました。初めの私の泣き声であの悲しい日の灰からフェニッ

クスが蘇りました。新しくて、前よりましな私が生まれました

が、叔父たちは変わりませんでした。その代わりに、起こった

ことを忘れようとしました。何も反省していませんでした。

　年毎に私の人相は彼のようになったので、叔父たちには

私 が私じゃなくなってきました。叔父たちには私 が彼です。

いつでも叔父たちは私に「あ！やっぱり君は彼のようですね」
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と言 いました。そのことが嫌 いでした。私 は私ですよ。だか

ら、だんだん家族に会わなくなりました。でも、私だけじゃあ

りませんでした。従 兄 弟 たちも叔 父 たちにあまり会 いませ

ん。私たちは２０人の従兄弟ですが、彼の死の後、今は４人し

かメキシコに住んでいません。

　フェニックスは死んでも蘇る鳥です。フェニックスの命は難

しいですが、その命の方がいいと思います。苦しいことがわ

かります。だから、経験の灰を捨てないでください。苦しくて

もずっと持っていて、その灰で見事なフェニックスになってく

ださい。燃える時にもっと大きく、もっと明るく、もっと強くなっ

ていって、フェニックスのように生きてください。 

「改」
人生の大切な改変
中級2　シーナ　サイアル

　こんにちは皆さん！

   今日は私の今までの人生の中で重要な改変について話し

たいと思います。

　子供の時からずっと、私の人生は電車のレールのようにま

っすぐでたいらでした。誰と、何を、いつ、どこで、そしてどう

やっては両親に決定されてきました。二十歳ごろまでそれは

あまり好きじゃありませんでしたが、それ ほど嫌 いでもあり

ませんでした。なぜかと言うと、将来に悪影響がなかったら、

好きな趣味や仕事などを選べるし、それに絵に描 いたよう

な出世する道を選んだら、私の人生も成功するかもしれませ

ん。両親にとって、成功はお金持ち、お金持ちは幸せと経済

的な安全、経済的な安全は良 い人生という意味でした。私

は他のこと、両親にとっては「価値がないこと」をしたかった

ですが、両親と同じ考えを持っていたので、その「価値がな

いこと」をしたい気持ちを心の中に隠して鍵をかけて、その

心の鍵を捨てました。

　母は自分でゼロから作り上げた会社の社長なので、母と

同じように自分の力で成功したかったです。だから、私は科

学と音楽が好きだったのに、「私の道はビジネスだ」、そう考

えて、ビジネススクールに入りました。それと、同じ時に二つ

の大学のダンスサークルに入りました。そのうち一つはプロ

のダンスビデオを作る活動をしました。

　しばらくして一つ目の改変 がありました。ビジネススクー

ルの二年生の時、学校 が嫌 いになりました。私の性格に合

わないばかりか、全然成長できませんでした。だからこそ、母

の意志に逆らって将来のために大切な専攻を変えて、生物

学になりました。人生のレールを外れて、初めて自分の道を

探したかったのです。母はそのことを受け入れましたが、そ

の理由は生物学を勉強して医者になったら、成功する可能

性があるからです。私も自分にうそをついて、やりたいことは

「医者になることだ」と自分を説得して、勉強を始めました。

将来、アジアに住みたかったので、医者になったら海外に行

くのも難しくないと考えて、生物学を始めたのです。

　生物学を勉強しながら、プロのダンストレーニングも受け

始めました。すると二つ目の改変がありました。先に言った

ダンスビデオのサークルで何年間かほとんどの毎週末撮影

をしているうちに、撮影がすごく好きで、ダンスだったら、一

生懸命にできる、そのことがわかったのです。その後大学を

卒業してからロサンゼルスに引っ越して、初めてプロの歌手

のミュージックビデオに出ました。そして将来このような「ダ

第２位
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ンスに関する仕事がしたい、これは私の人生の道だ」とその

時に気 がつきました。それをやっと母に告白したら、もうお

金の援助をもらえなくなったので、実家に戻りました。自立

はまだできませんでした。母は私のことを絶対に受け入 れ

ませんでした。だから、私は自分を隠して、母の会社で働く、

憂鬱な日々が続きました。一年前のことでしたが、このせい

で、死にたかったです。「次の誕生日は迎えない」と思いまし

た。

　しかし親友のおかげで、その憂鬱な状態を乗り越えて、お

金を貯金して、日本に行く決心をしました。子供の頃から日

本語が好きだったこととダンス業界では日本は有力な場所

だからです。母の会社で働 いていたのでお金は少なくなか

ったですが、私にとってそれは幸せじゃありませんでした。お

金 があることが幸せなわけではありません。母は自由な私

をまだ受け入れられないようですが、私は自分を受け入れ

られます。そして自分を受け入れて、幸せになって成功した

ら、ある日母も私を認めてくれるかもしれません。そういう希

望を持って、日本に来ました。日本は私の人生の中で今まで

で一番大切な大きい改変の舞台です。プロのダンサーにな

れるかどうかまだ分かりませんが、これからその目的のため

に一生懸命に頑張れることが分かっています。

　だから皆さんに伝えたいことは、改変は確かに良くするこ

とです。でも良くするというのは簡単なことじゃありません。 

改変は困難を伴います。時々自分は世界と戦っているような

気がしますが、自分を信じて、また自分を隠さなかったら、幸

せになれると思います。それは最大の改変で、今まで私が生

きている理由です。これからどれぐらい改変するかまだ分か

りませんが、自分自身のために改変すれ ば、この道は絶対

に幸せで成功の道にできます。

　私のスピーチを聞いてくれてありがとうございます。 
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パフォーマンス

講師　諸岡正治
トランペット演奏

レイチェル・アリス・ジョーンズ
アントン・ニルス・スカルプ
ギター演奏と歌

22

シーナ・サイアル
友人
ダンス
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表彰式と懇親会
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今年は、１９人の出場者。１１の国。１１のカイ。

回・会・海・階・解・開・界・偕・改・懐・灰

３４回目となった２０１９年のカイのスピーチコンテスト大会は、３月11日、いつも通りオリンピ

ックセンターで開催しました。

スピーチの課題はもちろん「カイ」。例年通り、各クラスから選抜された１９名（11カ国）が出場

しました。今年の学生たちが選んだカイは、＜回・会・海・階・解・開・界・偕・改・懐・灰＞の11

文字。3月11日という、東日本大震災のあった日に、11カ国、11種類のカイ、という、不思議と

11づくしの大会となりました。

今回、一位に輝いたのは、ウクライナのミハイロ・チェカルディンさん（上級２レベル）の「解〜

学び方の一つです」。来日して、日本を理解する上で、特に気になった日本のサービスについ

て、店の注文の受け方やトイレ掃除の態度に驚いたこと。気を使いすぎて失敗した自分自身の

エピソードなどユーモアを交えながら、上級らしい流暢な日本語で語り、同時に司会もこなし

た力量が高く評価されました。

２位は、シーナ・サイアルさん（米）の「改〜人生の大切な改変」。人生の成功について、両親と

の価値観の違いに苦しんだ末、ダンスという自分の進むべき道を見つけたこと。その結果、日

本留学を決心し、医者からダンサーへの大転身に向かって人生の改変に立ち向かっている姿

を力強く語り、感動を呼びました。当日は、ダンスパフォーマンスも披露してくれて、大喝采を浴

びました！

３位は、「会〜本当の会話をしよう」を話したマイケル・サンボルさんは、お互いを理解するに

は＜本当の＞会話が必要なはずなのに、日本は話題にタブーが多く、少数派の意見を主張し

にくい社会的風土があるせいで本当の対話がしにくいと鋭く分析し、審査員を唸らせました。

また、エレナさん（イタリア）の、自身のこれまでの人生を物語風に仕立てた「回〜幸せの追

求」、呉さん（台湾）の思い出を力にする大切さを伝えた「懐〜良い思い出を懐かしむ」、マック

さん（フィリピン）の日本のコンビニのサービスや食べ物のクオリティについて話した「界〜世

界のコンビニマスター」、言語を勉強する大切さを具体的なエピソードとともに話してくれたフ

ェリックスさん（スウェーデン）の「界〜言語界」にも各審査員の高い評価が集まり、それぞれ

特別審査員賞が贈られました。また、今回は、スイスのマイルズさんが、「会〜私はファミチキ

に会いました」で、ファミチキ愛を存分に語ってくれて、会場の共感（？）を呼び、見事会場賞を

獲得。さらに、インドネシアのレジーナさんは「開〜女性の未来」というテーマで母国の女性の

キャリアについて落ち着いて堂々と話し、初級賞が贈られました。

平成最後のスピーチコンテストとなった今年、年度末のお忙しい中、審査に駆けつけ、温かい

コメントを下さった川村千鶴子様（大東文化大学名誉教授・多文化社会研究会理事長）、鳥居

健介様（公文教育研究会社長室渉外担当リーダー）、鈴木陽平様（株式会社Doorkel代表取

締役）に、心より感謝申し上げます。

２０１９年５月２８日　　　

カイ日本語スクール

代表　山本弘子

あとがき
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