
みなさん、こんにちは。ホストを務めますソーニャ・ポールです。Shizuoka Speaksの
第９回目のエピソードへようこそ。私たちは、文化、日本で言語、英語、日本語を学ぶ
こと、さらに文化について可能な限りお伝えしていきます。

先週は日本人と日本文化というテーマについての個人的意見をとりあげ、二人の日本人 

琴美さんとスーザンから意見を聞きました。今週は、静岡で日本語を勉強しているベト
ナム出身のファン、インド出身のマンシー、インドネシア出身のリアの話を聞きます。

----

ソーニャ:静岡は日本に来て初めての場所でしたか？

リア: まず、名古屋に着きました。一人できて、２時間も迷ってしまいまいたが...なん
とか静岡までたどりつきました。

ソーニャ: 日本語はインドネシアで少し勉強したと言ってましたね？基礎的なことと
か？

リア: はい、基礎程度ですね...

ソーニャ: 初めてここに来た時の印象は？ 

リア: そうですね、本当に、夢がかなったんだ。さて、これからどうしようかなという
思いもありました...

----

今週の話題？  リアの言葉にあったように「さて、これからどうしようか？」日本の生
活にとけ込んで...静岡を学習するのはどんな感じでしょう?

今週のエピソードは３部に分かれています。第一部が勉強。第二部が仕事。第三部は...

日本での生活においてその他のことです。

第一部: 勉強
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----

マンシー: 私が通っている大学は、建物が小さくて...このために日本までわざわざ来た
のかと思いました。もっと大学らしい建物を期待していました。大学というのは、大き
なものです。学生は大勢います、でも...

----

初めてこのポッドキャストを聞く方や声の主わららない方のために付け加えます。彼女
はインドから来たマンシーです。彼女が言っている「大学」というのは、実は国際こと
ば学院という 日本語学校のことで、実際の大学ではありません。

----

ソーニャ: 日本で日本を勉強するのとインドで日本語を勉強するのはどう違いますか?

マンシー:大きな違いがあります... 日本人は英語を使いませんから日本で勉強すると自
然な日本語が学べます。日本人は他の言語は使わず 日本語だけを使うので、日本語を
話さなくてはなりません。 

----

 マンシー、リア、ファンが学ぶ国際ことば学院では、教師たちは次のようにします。生
徒をクラス分けして...同じクラスに同じ国出身の学生が入らないようにし、日本語を共
通語にするのです。リアの言葉です。

----

リア:私の学校の生徒は大部分がアジア人です。ヨーロッパ人やアメリカ人もいます
が、ほとんどがアジア人。良い点は同じ国の学生同士が集まらないことです。そうすれ
ば、母国語が通じないわけですよね？それで、どうしても日本語を使わなければなりま
せん...私のクラスでは...インドネシア人は私一人でした。それで私は日本語を使わねば
なりません..だから少し上達しました。

----
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留学...その国にとけ込む...その時こそ 日本語が—単に関心の対象ではなく、必要なもの
になるのです...

----

マンシー:いったん話し始めたら、スーパーでの買い物など基本的な場面でも、日本人
が日本語をどう使っているかを理解できるようになります。そんな風に使うのか？ほん
とに？これのニュアンスはこうだ、この発音はこうだ、こう言えばこういう意味になる
んだ、などと理解が深まってきます。でも、インドで勉強しても、人工的な勉強しかで
きません。不自然な 日本語です... だから、違いは大きいと思います。 日本語はとても
難しいので、毎日話さなければ習得できないと思います...

ソーニャ: 毎日のように日本人と交流しているのですね。では、教室の中ではどうです
か...教え方は違いますか？教授法は...

マンシー: 教授法は大きく異なります。インドで私が通っていたクラスや、私が話で聞
いたことがあるクラスでは、JLPT受験対策が中心の授業をしています。 

----

JLPTは日本語能力試験のことです。

----

マンシー: ...ということは、学生は日本語能力試験を受験するための勉強を行ないたい
わけです。それで、テストは自分の達成したレベルを証明できるので、良い職を得られ
るということです。教師は、そのために教えるだけで、他のことはしません。だから、
暗記中心、テストのために漢字を覚えることが中心です。

----

ちょっと待って—これは日本で英語を勉強することに関して琴美が話したことに似てま
せんか?

----
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琴美: 教育に問題があるのだと思います。中学や高校で 英語を勉強しても、高校入試や
大学入試にその知識を使うだけです。それだけです。

----

でも、 琴美は日本で英語を勉強することについて語ったのであり、マンシーはインド
で日本語を勉強することについて語ったのです。日本で日本語を勉強する場合は、イ
マージョン方式が使われており、話は全く別です...

----

マンシー: さらに言えば、ここでは日本語を日常レベルで学習しています。そして、日
本語に関係あることはすべて覚えています。そして、学校には文化行事があって、茶道
を体験したり、さまざまな場所やイベントに連れて行ってくれます。楽しいですよ。イ
ンドよりもずっと楽しいです。他の国の人々を含め、さまざまな多くの人々と交流でき
ます。これは、実際の体験を増やす機会になっていると思います。それに、いったん友
だちになったら、その人達とは必ず日本語で話すことになります。これは、日本語の勉
強に役立っています。そして、自然な話し方ができるようになるのです。 

----

第二部: 仕事

静岡市で日本語を学習する外国人留学生の多くは、生活を支えるためにアルバイトをし
なければなりません。例えば リアは、ラーメン屋、食料品店、パン屋などで働いてき
ました。また、 マンシーは、 英語の家庭教師をしたことがあります。彼女はレストラ
ンでも働いたことがあります...

----

マンシー: ...バングラデシュ料理のレストランでしたが、少し変な感じでした。バング
ラデシュ人も来ることがあるのですが、私に自分の国の言葉で話しかけるのです。まる
で、私が同国人であるかのように。そこで働いているからといって私がバングラデシュ
人とは限らないのに!  でもまあ、そこで働くのは楽しかったです。また、家庭教師の生
徒がいるときは、家庭教師をしました。
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----

ファンも最初に日本に来た時から数件の仕事をしました。日本に来て最初の一ヶ月はコ
ンビニで働きましたが、その仕事は辞めてしまいました...

----

ファン: 給料があまり高くなかったので----

....次の仕事は?...

----

ファン: ...その後、工場の従業員になりました。

----

 日本の有数の工業地帯である静岡には多くの製造会社があり、工場の仕事は珍しくは
ありません。

----

ソーニャ:その仕事はどうでしたか?

ファン: 今でも、その仕事のことを思い出すと最悪の気分になります。

ソーニャ: 最悪の気分?

ファン: はい。とても、とてもきつい仕事です。日本に来たばかりのときは、体重が80
キロありましたが、その時は60か65キロほどになってしましました。とても痩せまし
た。
ソーニャ: 工場で働くだけでですか?

ファン: そうです、ストレスが多かったんです。社長が日本の昔気質の人なので、とて
も、とても厳しいのです。人柄はいいのですが、仕事になると、とても、とても厳しく
て、ミスをすると必ず叱られます。それに社長の奥さんが酷くて、機械の騒音よりも大
きな声で話します。  
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ソーニャ: 本当ですか?

ファン: 本当です。社長が誰かを叱れば、全員が縮みあがります。でも、社長も奥さん
も人柄はとてもいいのです。

----

留学生ビザで日本に滞在するファンのような学生は、法律によって働ける時間数に制限
があります。それでも、昼の間に学校で学んだ後、夜勤や残業をすることが多くありま
す。そのため、彼らの日課や睡眠が不規則になることが多くなります。

----

ファン: ナッツ類の工場で働いていたときは、一日の睡眠時間は４時間でした。日本語
の勉強も頑張らなければなりませんから。

----

ファンは、ナッツ類の工場の仕事は辞めました。おそらく、その工場の仕事は彼がつい
た仕事で最悪のものだったでしょう。 

日本には非常に多くの種類の仕事があり—人柄もさまざまですから--静岡で仕事をした
留学生の経験を一般化するのは難しいことです。しかし、確かなことは、留学生たちが
勤勉だということです。

----

第三部：日本で生活するその他のこと

「その他のこと」には何が含まれますか？　まず、ホームシックがあげられるでしょ
う。

----

ファン: もちろん、ホームシックになることはありますけど、大きな声ではいえませ
ん。それを言うと、挫けそうな気がするのです。
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ソーニャ: 挫ける?

ファン: はい、完全に疲れてしまうでしょう。

ソーニャ: 母国の家族とは連絡をとりあっていますか?

ファン: はい、常にヤフーメッセンジャーで家族と連絡しあっています...それから...家
族の金銭的に援助できるのを誇りに思っています。

ソーニャ: エッ、家族に金銭的援助ができるですか？

ファン: はい。

ソーニャ: 母国の家族は大家族ですか？

ファン: いいえ、弟が一人いるだけです。それから、両親と。

----

ホームシックや家族への義務も問題ですが、言葉の問題もあります...それは自分の母語
を話す機会がないというだけではありません。例えば ファンにとって嘆かわしいこと
の一つが、静岡にいると英語を使う機会が滅多になく、忘れそうになることです。

----

ファン: 日本に来てからは、英語に触れる機会が全くありません...  日本語で嫌なことの
ひとつがカタカナです......

----

カタカナは日本語の表記法で外来語を表すのに使います。しかし、日本の言葉を基本的
に表す「ひらがな」とカタカナ違いは、文字が違うだけです。発音は同じなのです。

----

ファン: ...カタカナのせいで私の英語の発音は台無しになりました。たとえば、朝起き
てカレンダーを見るとしましょう。あ、今日は「Valentineʼs Day」だと分かっても、口
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に出して言う時には「バレンタイン・デー」と言うことになります。こうしたゴタ混ぜ
のせいで頭が混乱します。日本人と英語で話す時は、その人が理解しやすいように英語
の言葉をカタカナに直さなければなりません。これはとても煩雑です。  

----

留学生が対処すべきことは、他にあるでしょうか？社会関係。友だちづくりを考えてみ
ましょう。

----

リア: 日本に来た時は友だちを作るのは難しかったですか？

リア: 友だち作りですか...はい。いまでも難しいです。たぶん、私に時間がないからで
しょう...とくに日本人に関しては、友だちになるのが難しいです。日本人は大勢知って
いますが、好きな時に電話したり、問題を打ち明けたりする友だち的存在ではありませ
ん。たぶん、まだ見つかっていないだけなのでしょう。私は忙しすぎますから。本当の
ところは、わかりませんが。 

----

マンシー: お話したように、日本人は私とは全く違います。私は、それほど大勢の友だ
ちがいません。友だちはいますが、私が心を開いてつきあえる人ではありません。日本
では、すべての人々が忙しく生活しています。ある人はお金を貯めるために、ある人は
大学に進学するために。日本人には大きなプレッシャーがあります。私は、プレッ
シャーは実際にそんなに感じていません。私は日本語を勉強しているだけです。楽しい
時間を過ごし、帰国するだけです。でも、他の人々は友だちづくりをする時間がないよ
うです。

----

マンシーは自分の日本滞在が一時的なものだと考えています。しかし、これは、長期的
に滞在しようと日本に来たクラスメートの大部分の考えとは異なっています。それらの
留学生は大学入試に合格したり、企業に就職したり、母国の家族に仕送りするお金を稼
ぐために日本に来ています。彼らは忙しいのです。

----
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マンシー: そういうわけで、自分の同類を見つけるのは難しかったのです。でもなんと
か見つかりました...それで、英語について分かったことが一つあります。相手が英語で
話す時...私は、心をより大きく開けるようです。私が、自分の思ったことを本当に表現
できる言語ですから。いくら頑張っても、 日本語では英語ほど自分をうまく表現でき
るレベルに達していませんから。私は日本人ではないので、英語を話す人と友だち関係
を結べました。英語だと私はとても早口です。そして、なぜか、ずっとしゃべり続けて
しまいます..

----

マンシーと同様、リアの日本での友だちづくりに苦労しています....

----

ソーニャ: コミュニケーションの頻度の問題でしょうか、それとも、性格の一致の問題
でしょうか？あなたは、自分の性格が周囲の人々と違うと思いますか？あるいは、他の
人の性格を理解するだけのコミュニケーションがとれないのでしょうか？

リア: どれでもないでしょう。人はそれぞれ異なります。それだけのことです...

リア: ...私に分かることは...人は他人をたやすく判断できないということ...だから...必要
なのは...違いを理解することです。それに尽きます。わたしは、そう思います。どこへ
行っても...このことは正しいでしょう。

----

過去のエピソードでは、日本の英語および英語を話す人に対する日本人の態度を考えま
した。そして、今回のエピソードでは、静岡で日本語を学んでいる留学生の生活につい
ての理解を深めました。次は、問題を別の角度から見てみましょう。

英語は、日本では外国から来たものです。では、他の外国から来たものや人については
どうでしょう？他の言語、他の外国人..今回インタビューに応じてくれたこれらの留学
生たちなどに対して、日本人はどう反応するでしょう？
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その話題は、次週にとりあげます。インタビューに応じてくれたマンシー、リア、ファ
ンに感謝します。Shizuoka speaksのソーニャ・ポールでした。聞いて頂き、ありがと
うございました。
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