2010 年 11 月発行

第８号定住外国人子ども奨学金ニュースレター

※子ども奨学金ニュースレターWeb 版は個人情報などの都合上、内容を一部変更して
います。

奨学生交流会を開催しました！
2010 年 8 月 28 日奨学生交流会を開催しました。５名の奨学生から一学期の様子を聞きまし
た。日常生活や学校での楽しかったこと。そして日ごろの悩みについてみんなで話しあいまし
た。交流会後はポートアイランドにある神戸学院大学のオープンキャンパスに参加しました。

交流会では、奨学生それぞれの成績や出席状況の確認だけでなく、奨学生同士が意見
交流できる時間をつくりました。進路の悩み、クラスメートとの関係、高校の勉強の難
しさ、日本語の上達方法など、普段は話す機会がないということもあり、時間いっぱい
まで話し合いました。交流会を重ねるごとに、奨学生同士のつながりも深くなっている
ように思います。
その後、神戸学院大学でのオープンキャンパスへ。大学生の案内で大学内を散歩しま
した。はじめて大学を訪れた奨学生も多く、校舎の大きさや充実した設備にとても驚い
た様子でした。
今回のニュースレターでは、１期生のみなさんには３年生になったいま高校卒業に向けて、２期生の
みなさんには高校１年間を振り返ってもらいました。３期生のみなさんには自己紹介や高校生活に対
する抱負等を、作文に書いてもらいました。

Ｋさん（1 期生）
１．進路について今自分が考えていることを教えてください。

第一志望は関東にある大学の社会国際学部の国際総合分類です。お金のことで、心配し
てたけど両親と話し合った結果、行かせてくれるそうです。
２．三回生になって受験勉強などで忙しいと思いますが、ストレス解消法を教えてください。

音楽を聴いたり、最近は友だちに会うことで、すごく癒されていることにも気付きまし
た。
３．勉強も大変だと思いますが、勉強以外の夏の思い出を教えてください。

毎日午前は学校の補習で、その後は自習室で９時まで勉強。８月中旬にマーク模試があ
った。
４．今自分が積極的に取り組んでいることについて教えてください。

勉強しか思い浮かばないです。
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Ｖさん（1 期生）
勉強も大変だと思いますが、勉強以外の夏の思い出を聞かせてください。

夏の暑さはきついけど、夏が大好きです。
今年は久しぶりに家族と一緒に海に行きました。1 日ずっと暑い中で海に入っていまし
た。肌がすごく焼けました。でも楽しかったです。

Ｙさん（1 期生）
１．進路について今自分が考えていることを教えてください。

夏休みにオープンキャンパスに行き、そこに行きたいという思いは強くなったのですが、
周りからの助言もあり、本当にこの学科に入っていいのか、もう一度考え直さないといけ
ないかなぁと思っています。
２．三年生になって受験勉強などで忙しいと思いますが、ストレス解消法を教えてください。

ひたすら音楽を聴くこと。
３．勉強も大変だと思いますが、勉強以外の夏休みの思い出を教えてください。

６年ぶりに海に行きました。すごく焼けました。日本海はきれいでした。
４．コーラス部に所属していますが、最近はどういった活動をしていますか。

私自身は参加できませんでしたが、部員はコンクールに初めて参加し、みんなの意識も
良くなってきている今は、３年生最後の舞台の文化祭に向けて練習中です。

Ｏさん（2 期生）
１．高校生活も、もう少しで折り返し地点となりますが、この一年半を振り返って特に印象に残っていることは何
ですか。

クラス替えです。高一に出会った友達と分かれることが一番辛かったです。２年生に入
って、勉強も難しくなりました。
２．夏休みの印象深い思い出を教えてください。

中国に帰ることです。昔の友達と会っていっぱいしゃべりました。すごく楽しかった。
３．あなたのオススメのもの（映画、本、マンガなど）を教えてください。

映画：＜暮光之城＞、吸血鬼についての話です。
４．もう少しで二学期が始まりますが、二学期の目標を教えてください。

成績が上がることです。硬筆ももっとうまくなりたいと思います。

Ｍさん（2 期生）
１．高校生活も、もう少しで折り返し地点となりますが、この一年半を振り返って特に印象に残っていることは何
ですか。

文化祭でした。私の学年はゲイバーとお化け屋敷をやりました。優勝はできなくて残念
だったですけど、みんなが一つになってうれしかったです。
２．夏休みの印象深い思い出を教えてください。

三重県で行われた全国在日外国人交流会に参加しました。友達ができて楽しかったです。
ペルー、ブラジル、中国、韓国などの国の人がいました。ルーツ別で話をしたり、他の
2

2010 年 11 月発行

第８号定住外国人子ども奨学金ニュースレター
国の人と友だちを作ったりしました。
３．あなたのオススメのもの（映画、本、マンガ）を教えてください。

映画：フォレスト・ガンプ，ブレイブハート
４．もう少しで二学期が始まりますが、二学期の目標を教えてください。

国語の成績を上げること。

Ｒさん（2 期生）
１．高校生活も、もう少しで折り返し地点となりますが、この一年半を振り返って特に印象に残っていることは何
ですか。

やっぱり勉強が難しいっていうことです。小学校、中学校と違って、もっと難しいって
ことです。
２．夏休みの印象深い思い出を教えてください。

夏休みはイタリアに行き、イタリア語、イタリア文化などなどを学んできたことが印象
深いです。
３．あなたのオススメのもの（映画、本、マンガなど）を教えてください。

最近のオススメはイタリア料理ですね。少し太って帰ってきたって言われたぐらいでし
たから。
４．もう少しで二学期が始まりますが、二学期の目標を教えてください。

二学期の目標は来年大学に進むにはどんな道があるのか資料集めをすることです。

Ｎさん（3 期生）
１．高校生になって三ヶ月経ちましたが、中学生の時と異なる点はどういったところですか。

ほぼ自分でやることが多いです。中学校より忙しい気がします。科目も増えたので、勉
強することも多くなりました。それでテスト前は非常に忙しいです。
先生は同じことを何回も言わないので、先生の話をしっかり聞かなければならないので
す。
２．今一番何を頑張ってやっていますか。

英語が好きで、今英語を一番頑張っています。英語部に入っていますので、部活動も頑
張っています。
３．夏休みはどのように過ごしましたか。

宿題を少しずつやりながら、体も動かして、ランニングしたり、プールで水泳したりし
ています。時には友達と遊びに行きました。
４．もう少しで二学期が始まりますが、二学期の目標を教えてください。

もっと国語を頑張りたいと思います。古文を克服したいです。

Ｓさん（3 期生）
１．高校生になって三ヶ月経ちましたが、中学生の時と異なる点はどういったところですか。
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服装はとても厳しくて、授業態度も見られています。
やっぱり、学校のルールを守らなければなりません。
２．今一番何を頑張ってやっていますか。

日本語の一級と英語の勉強はしたいです。２年生を無事にあがりたいです。
部活は入りたいですけど、今はジムでのトレーニングをしていますから。
３．夏休みはどのように過ごしましたか。

特別にないです。いつも通り学校の宿題をやりました。中国に戻っていろいろあるから、
おばあさんとおじいさんを見ました。うれしかったです。
４．もう少しで二学期が始まりますが、二学期の目標を教えてください。

目の前に、体育祭を頑張りたいです。そして、学年の成績をもうちょっとＵＰしたいで
す。

Ｌさん（3 期生）
１．高校生になって三ヶ月経ちましたが、中学生の時と異なる点はどういったところですか。

高校でも中学校と同じように実力テストや期末テストがあります。でも一つ違うのは、
欠点があることです。高校では、テストの点が悪かったら欠点になって進級にひびきます。
遅刻や欠席や授業態度もひびきます。ですから、一生懸命先生の話を聞いて、自分で勉強
しないと大変なことになります。
２．今一番何を頑張ってやっていますか。

今私が一番がんばっていることは、日本語能力検定に合格できるように勉強に取り組ん
でいます。目標は二級をとることです。
３．夏休みはどのように過ごしましたか。

夏休みの宿題をきちっと提出できるように取り組みました。そして、学校のボランティ
アにも参加したりして夏休みを過ごしました。
４．もう少しで二学期が始まりますが、二学期の目標を教えてください。

１学期の成績は自分の目指していた成績に達していなかったので２学期は自分が納得
できるように計画を立てて過ごしたいです。

定住外国人子ども奨学金 イベント報告
定住外国人子ども奨学金では、収益を奨学金に充てることや PR を目的として、奨学生ととも
に様々なイベントに参加しています。ここではその活動についてご報告します。

灘チャレンジ 2010
6 月 6 日(日)、神戸の都賀川にて、「灘チャレンジ」開催されました。「灘チャレンジ」
というのは、神戸大学の学生が中心となって企画しているもので、たくさんの模擬店や
ステージ、生徒による演劇もあり盛りだくさんで大賑わいのお祭りです！1995 年に起こ
った阪神・淡路大震災の復興祭がこの始まりです。行ったことがない方は、来年もこの
時期にあると思うので是非行ってみてください☆行ったことがある方も是非来年も来て
下さいね!
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さて奨学金事務局でも奨学生と一緒に模擬店を出店し、フランクフルトやチヂミ、から
揚げ、タピオカミルクティーなど様々なメニューを販売いたしました。どれもおいしいと、
お客様に好評でしたが、なかでも、チヂミはお客様に待っていただかねばならないほどの
人気でした。今回は野崎志帆奨学金実行委員長や甲南女子大学の学生の方にも手伝ってい
ただき、大人数で楽しみながら模擬店をさせていただくことが出来ました。そして!!なん
と今年は模擬店だけでなく「フリーマーケット」も出店しました。こちらも大盛況で、特
に午前中は戦場のようであったとフリーマーケットの店長が語っていました。その言葉通
り、片付けの時にはほとんどの品物が売り切れていました。フリーマーケットのためにい
ろいろな物をご提供していただいた皆々様には本当に感謝しています。
このように、晴れで半袖でもちょうどよいような天気にも恵まれ、模擬店・フリーマー
ケットが盛況に終わり、充実感にひたりながらも、無事に終わったことに対して「ほっ」
といたしました。これもひとえに、模擬店・フリーマー
ケットを手伝ってくださった甲南女子大学の学生さんや
奨学生、フリマのために様々な物を持ってきて下さった
皆様、そして「灘チャレンジ」を企画・運営をされた実
行委員会の方々のおかげです。本当にありがとうござい
ました。また、来年もよろしくお願いいたします。
（定住外国人子ども奨学金事務局ボランティア

青戸

彩）

「先輩たちから話を聞こう」の開催
7 月 15 日に、多文化子ども共育センターにて、
「先輩から話を聞こう」が開催されまし
た。奨学生や神戸定住外国人支援センターを卒業した高校生たちが、中学生・保護者・支
援者へむけて高校受験や高校生活などに関するお話をしてくれました。さらに、長田中学
校の校長先生や生徒指導担当の先生方も参加していただき、高校受験の仕組みなどを教え
ていただきました。
「定住外国人子ども奨学金」の奨学生であるＮ君も参加し、「高校生活は楽しい」、「大
学に行きたいので勉強している」、
「やりたいことをみつけて高校に入ってほしい」、
「もっ
と早くに勉強を始めていればよかったと思うので、準備は早くしたほうがいい」、
「言葉の
違いや情報が入らないなどいろいろ大変だが、みんながんばってほしい」など、当事者な
らではの具体的なアドバイスや自身の思いを話してくれました。
Ｎ君を含め、イキイキと「自分」を語る先輩たちの姿を見て、私もふと自分の高校時代を
思い返しました。恥ずかしながら、私には語れるような高校時代の「自分」がすぐには見
つかりませんでした。言語・文化・情報などに関する様々な困難を乗り越え、高校生活を
実現している卒業生たちだからこそ、今「自分」を、自信を持って語ることができるのだ
と感じました。私自身、「自分」の生き方を見詰め直す良い機会になったような気がしま
す。
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2010 児童労働撲滅キャンペーン

ＩＮ

兵庫

5 月 15 日（土）、NTT 労働組合が主催しハーバーランドでおこなわれた「2010 児童労
働撲滅キャンペーン IN 兵庫」に参加しました。このイベントは児童労働の問題を「知り」
「伝え」、そして具体的に「行動する」ことが重要であるとの認識にたち、さまざまな
NGO/NPO 団体がそれぞれの活動をアピールしました。
当日は休日ということもあり、ハーバ
ーランドを訪れた多くの方々に足を運
んでいただきました。国際的課題として
児童労働というテーマだけでなく、国内
の子どもたちの問題について知ること
ができたという声が聞かれました。
NTT 労 働 組 合 さ ん は 、 昨年 度 お こ な っ た 「KOBE カ ン タ ー
ビ レ コ ン サ ー ト 」 を支 援 し て い た だ き ま し た 。 こう し た 関
係 作 り か ら 今 回 の イ ベ ン ト 参 加 と な り ま し た 。 NTT 労 組 さ
んありがとうございました。
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神戸まつり
5 月 16 日快晴。定住外国人子ども奨学金では毎年恒例となっています神戸まつりに参
加しました！当日は事務局に加え、奨学生 5 名、そして神戸大学震災救援隊の皆さまに
協力いただきました。快晴ということで多くのお客さんで奨学金ブースも盛り上がりま
した。今年度は例年と違った場所での出店となりましたが、出店通りの端に位置し二方
向を販売に使用できたので、商品販売や奨学金 PR を広く行うことができました。
奨学金実行委員会では、年に数回こうしたお祭りイベントに参加しています。イベン
店舗内配置
ゴミ

トの参加にあたっては事務局総出
で準備をしますが、このように大き

コンロ１
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予備のフネ、チヂミの材 料、
キッチン ペーパーなど
椅子

各種用具
（かご）

（東）
１
置場
売上
椅子

各種用具
（黒引出）

用意してイベントに参加していま

チヂミ

ｹﾁ ｬｯﾌﾟ
マスタード

机（KFC)

飲物在庫
机（KFC)

下部フランクフルト在庫
プラコップ

募金箱

コーヒー
はす茶
Tシャツ Tシャツ

ホットプレート

物販

フランクフルト

ゴミ

ゴミ

水ぎょうざ

椅子

飲物
冷却バケツ

さんの協力により、詳細な配置図も
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えびせん
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椅子
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なイベントになると入念な準備が
必要です。そこでボランティアの皆

机
（主催者準備物）

手荷物置場

下部ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ
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飲物サンプ ルのビン、缶など
飲物
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す。
奨学金ブースではチヂミや唐揚げ水ギョウザなどを販売しました。奨学生らも「普段
やっているからまかせて！」と率先して手伝ってくれました。奨学生のなかには休憩時
間を忘れるほど、集中して料理や販売をしてくれました。
大きな募金箱やパネルが目立ったのか、募金箱にお金を入れてくださる方もおられま
したし、例年に比べると、活動内容についての質問や、ボランティアについての質問が
多くありました。全ての商品が良く売れ、過去最高の売上となりました。今後もこうし
たイベント活動への参加を通じて、奨学金の募金活動と共に PR を行っていきます。

丸五アジア横町ナイト屋台
もうすぐ梅雨明けといった 7 月 16 日に、丸五アジア横町ナイト屋台に模擬店を出店し
ました。当日、天気予報では夕方から雨の予報でしたが、なんとかもってくれました。
今回の丸五ナイトでは、チャプチェやチヂミ、フランクフルトなどを販売し、賑やか
な雰囲気のなかでたくさんの方が食べていってくださいました。特にチャプチェとチヂ
ミは好評で、販売開始から早い段階で完売となりました。その他フランクフルトなども
予想以上の売れ行きで、無事完売させることができました。
本格的な夏が到来したと感じさせるような暑さのなかでしたが、子どもから大人まで
多くの方に楽しんで食事をしていただけたのではないかと思います。屋台の横ではギタ
ー伴奏でカラオケ大会なども行われ、活気あふれる熱い夜となりました。
（定住外国人子ども奨学金事務局ボランティア
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ご協力・ご寄付ありがとうございます！（順不同、2010 年５月 19 日～2010 年 10 月３０現在）
加藤眞澄、和田幹司、竹島啄夫、原千恵子、柳川修、芦田俊、児玉知子、神先かつき、VO
STAN

Kirk、Shoko

Thang、

Otani、武田雄三、山本容子、乾美紀、本田智子、志岐文崇、志岐千津子、

加藤昌彦、湯口恵、自治労兵庫県本部、有吉智香、チャオサイゴン、インドダイニング チャルテ
チャルテ、南インドカフェダイニング

チャルテチャルテ、タン カフェ、神戸 YWCA、ティフィン、

関西ブラジル人コミュニティ、ベトナム料理メコン、志岐良子

今年度も引き続き、募金箱設置にご協力いただきありがとうございます！
（順不同、2010 年１0 月 30 日現在）
ＦＭわぃわぃ、（財）神戸国際協力交流センター、神戸映画資料館、ほっとすてーしょん、神戸合同法律事務所、
神戸市教職員組合、神戸市教育会館、兵庫県学校厚生会神戸支部、広東料理悠苑、甲南女子大学多文化コ
ミュニケーション学科、(株)浜屋、尼崎市国際交流協会、南あわじ市国際交流協会、高砂市国際交流協会、タン
カフェ、ひめじ発世界、神戸 YWCA、ベトナム料理メコン、インド料理チャルテ・チャルテ、南インドカフェダイニン
グ チャルテチャルテ、マルヨネ 4 番館、チャオサイゴン、龍谷大学ボランティアセンター、ブラジリアーノ、民団西
宮支部、焼き肉みなみ、韓国商工会議所、サンサイゴン、TIFFIN、NPO 法人フォロ、佐用町商工会議所青年部

今後も引き続き、募金箱設置をお願いいただける団体・店舗を募集しております！
皆様のご協力を宜しくお願いいたします。

インド料理 TIFFIN のご紹介！
JR・地下鉄新長田駅から徒歩 4 分ぐらいのところのビルの２F にあるインド料理店。
ナンは、インドから運んだ窯で作る本場の味です。ランチがリーズナブルでおすすめ。
住所：神戸市長田区大橋町 4-4-17
新長田駅前ビル２F
TEL：078-642-5711
営業時間：11:00～21:30
姉妹店：
インド料理チャルテ・チャルテ（三宮）
南インドカフェダイニング
チャルテチャルテ(三宮)

募金箱も置いて頂いています！
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