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英語初心者、外国の方、落語が初めての方、
どなたでも楽しめます！
英語落語の国内公演で使われる英語は、やさしい日常会話
が中心（ほとんどが中学1、2年生で習うレベルの英語）です。ま
た、落語は言葉以外の身振り手振りでも、様々な動きや心情を
表現する芸能です。たとえわからない単語が出てきても、前後
の流れや落語家の動き・表情から無理なく理解できます。
「緊
張感漂うリスニング」
と違い、
「リラックスして笑える英語落語」
は、
間違いなく心躍る体験となると思います。

桂かい枝の英語落語は中学校と高校の
英語教科書に取り上げられています！

世界が一変したかのような社会情勢の今、多くの物事が、従来通りの仕組みでは行えなくなりました。
新たな発想・新たな様式が、世界中で求められています。
【中学英語教科書】
【高校英語教科書】
ONE WORLD②（教育出版） ELEMENT①（啓林館）
NEW HORIZON②（東京書籍） POLESTAR②（教研出版）

本年度のNIAインターナショナルデイ2020は、新しい企画にチャレンジし、オンライン配信にて英語
落語会『RAKUGO in English』を開催いたします。
世界がこのような困難な状況だからこそ、新しい形の国際交流イベントを一緒に楽しみませんか！！皆
様のご参加を心からお待ちしております。

詳しいオンライン参加方法について

英語落語
鑑賞会

日進市国際交流協会
ホームページ

nia.kokusai@gmail.com

お名前、
お電話番号をご記載の上、ご質問内容をご連絡ください。後日、内容に応じてメールかお電話で返事します。

Tel×Fax.0561（73）1131

日進市 流協会
国際交
初の
開催！
ン
イ
オンラ

後援：日進市｜日進市教育委員会

お知らせ
・にほんご教室は、9月から再開されました。皆さん一緒に日本語を勉強しましょう！
・毎年行われていた「日本語ボランティア養成講座」は、今年度の開催はありません。

NIA会員募集中!!
市民の皆さんの国際交流活動をアシストし、交流の
輪を広げるために、協会ではただ今、会員を募集し
ています。当協会の活動趣旨にご賛同いただける高
校生以上の方ならどなたでも入会できます。

●正会員/会費（年額）
個人
2,000円
団体
5,000円
法人 10,000円
●学生会員/会費（年額）
個人 1,000円

http://www.me.ccnw.ne.jp/nia-nisshin/
日進市国際交流協会

申し込み・お問い合わせ
日進市国際交流協会 日進市蟹甲町中島277-1 にぎわい交流館2階
受付時間／月曜～金曜 9：00～16：00
TEL／FAX 0561-73-1131
申し込み専用メール：nia.kokusai@gmail.com

●参加費無料

ご自身のパソコン・スマホ・タブレット

《出演》

検索

事前申込みをして、当日オンライン
（Zoom）
で参加する方法

11月28日〈土〉15：30より

定員200名（17：00終了予定）

●当協会ホームページから申し込む

日進市
国際交流協会

視聴 http://www.me.ccnw.ne.jp/nia-nisshin
方法 ●Peatix
「おんらく」から申し込む
《申込み期間》本日～開始1時間前まで
詳しくはうら面をご覧ください

オンライン配信の落語会です。
参加方法は、
二通り!

② リラックスタイムに自由視聴

見逃しアーカイブ配信でもお楽しみいただけます

視聴期間：12 月1 日〈火〉～12 月5 日〈土〉
期間中に当協会ホームページに公開する
YouTubeアドレスをクリックしてください

（登録不要）※配信内容のコピーや転載はできません

桂 かい枝 Kaishi Katsura

（桂かい枝のオンライン落語）

▶▶▶

などで鑑賞していただく、

桂 かい枝

① LIVEで見よう！

NIAホームページ

鈴木正子

RAKUGO in English

《当日までの流れ》
①参加申し込み後・
・
・参加確認メールと、当日の参加方法の説明メールが届きます。
②当日は、30分前にパスワードが届きます。
③開演15分前から接続できますので、
接続してお待ちください。

お問い合わせ専用メール

会長

インターナショナルデイ 2020

日進市国際交流協会のホームページを検索、またはQRコードからホームページへ。 事前のお申込みが
【参加申込みする】から参加登録してください。
オススメです！
※当日までに、
ご覧になられるスマートホンやタブレット、パソコンにZoomを
インストールしてください。
無料プランで大丈夫です。http://zoom.us

万一、
用事ができてライブを見逃してしまっても大丈夫！参加申込みをされた方全員に、
後日メールにて見逃し配信の案内が届きます。そこからワンクリックで見ることができます。

日進市国際交流協会

おんらく
オンライン落語

日進市
国際交流協会

落語家・文化庁文化交流使
大学客員教授

世界中の人たちに、
日本独自の笑芸「RAKUGO」
の魅力を伝えたい
と、1997年より古典落語を翻訳し英語で演じる英語落語の活動を
開始。
アメリカツアーを皮切りに、世界25か国107都市で300回を
超える海外公演を成功させる。国内では、北海道から沖縄まで500
校以上の学校で
「英語の楽しさ」
「国際的視野を持つ大切さ」
を伝え
る英語落語公演活動を行っている。

後援：日進市｜日進市教育委員会
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今年はやりたかったことができなかったり、計画していたこ
とが中止になったりと、暗いニュースをよく耳にします。でも、
こんな今だから、新しいことへの挑戦や今までにない気づきも
あるのではないでしょうか。
今回はNIAに関わる海外や日進市在住の皆さんからのお便
りを紹介します。生活様式が変わってしまった今、できること
を前向きに取り組んでみてはどうでしょうか？

NIA会員の友人でウィーン在住の音楽家より

私は、ウィーンの音楽大学留学後、音楽指導者として仕事に就き、その後結婚して、現在ウィーンに住んで
います。
新型コロナの影響で、ウィーンはロックダウン。音楽家としては、演奏活動ができなくなりました。
また、指導者としても、直接コミュニケーションが取れなくなったことでビデオ通話を活用しましたが、ビ
デオ通話では、音の伝達の時差や生の音との違いがあり、練習・指導に
限界が生じました。指導する子供達に、音楽理論を教えることは出来て
も、一緒に歌い音を共に奏でる喜びを体験させることは出来ませんでし
た。
そして、ヨーロッパと日本の移動制限があるため今夏の帰国はかなわ
ず、母に会うことはできませんでした。
世界中が早くウィルス感染から解放されて思いっきり音楽を楽しみ演

NIA会員の孫でロンドン在住の中学3年生より

ロックダウン中のロンドンの学校における私の体験談
My Experience of School in Lockdown、London, UK (report)
All of my school work was set on Google Classroom, connects all of the students’ and
teacher’s email addresses. The teachers can see when a student uploads work and if
the assignment is not handed in on time, the parent or guardian of the student
receives an automatic email to notify them of the late work. The teachers are then
able to mark the work by leaving comments, a score or directly writing on the document.
I am quite musical and before lockdown was participating in a music club every day. I
am currently having cello and French horn music lessons via Skype and my orchestras have tried to create an online orchestra. This is done by the conductor sending
the sheet music to us and each of us then recorded the part while listening the beat
of metronome. IT Class members combined all of
演奏会はYouTubeで配信しています。
the recordings to produce a ﬁnished piece.
【ELEVATE FESTIVAL EPISPDE1】
https://www.youtube.com/watch?v=5XaIy14kqVs
In my opinion staying in touch with friends and
spending more time with family was really great.
学校では教員全員と生徒がグーグルでリンクしていて、各教科の先生
から配信された課題を生徒が自宅でレポートにまとめアップロードし、そ
れを先生が点検しコメントや点数を書くといった形式で授業が行われて

奏したいです。
音楽は、観客との一体感で生まれる芸術です。音楽家は、観客によって

います。

演奏の様子

ロックダウン前、毎日音楽クラブに参加していたくらい音楽好きな私

育ててもらい、観客を前にして生まれる瞬間の音の緊張感や共感は演奏
会場でしか味わえません。
人々が精神的不安を感じている今、心を癒す助けになる演奏会が、世
界中で再開されることを心より願っています。

From
イギリス

は、今、スカイプを通してチェロとホルンのレッスンを受けています。ま
た、私の所属するオーケストラでは、オンラインオーケストラに挑戦して

マスクをしたヨハンシュトラウス像

います。楽団員一人一人がメトロノームに合わせて自分のパートを録音し、
ITクラスのメンバーがそれらを編集して一つの楽曲に仕上げていくという
ものです。
ロックダウンでできなくなったこともありますが、友達と連絡を取り合

日進市から

ネパール・ベトナム出身

にほんご教室学習者にインタビュー

ネパール出身 ラウルさん

ベトナム出身 フォンさん

ネパールで結婚してすぐ来日したのが16歳の時。日進に住

日進市に来て4年です。パパの兄弟やベトナムの友人が
近くに住んでいて、家の中やお友達とはベトナム語で話し
ています。出産前は、にほんご教室に通ってじょうずに話
せるように頑張って勉強していました。
3月に男の子を出産しました。7か月になる息子は、とて
もかわいいです！ベトナム語で「心」という意味の名前を
つけました。とっても元気が良くて、たくさん動いてよく寝
ます。今はベトナムに行って両親
や家族に赤ちゃんを見せてあげ
ることはできないけれど、たくさ
ん写真をとって送っています。コ
ロナが心配なので、お買い物に
行くくらいしか外に出ませんが、
家族3人で楽しんでいます。

み、2018年からNIAにほんご教室で学んでいます。妊娠がわ
かり、今年6月の出産の時にはネパールから母が手伝いに来て
くれるのをとても楽しみにしていましたが、ネパールはロック
ダウンとなり、母に会うことはできませんでした。そんな中、親
切な日本の人たちが病院や出産準備のことをサポートしてくれ
て、無事に女の子を出産しました。
出産後は、家の中で赤ちゃんと2人
ですごしていました。最 近になり、
地域の支援センターで同じくらいの
子どもがいるママたちと知り合うこ
とができました。今はにほんご語で
のおしゃべりがとても楽しみです。

えたり、家族とより長い時間を過ごせたりすることはとても素晴らしいこ
とだと実感しています。

！
開講中！

秋の語学講座

Dame Alice Owen’
s School Senior Strings
22:40～私たちが演奏しています

初級・中級英会話講座のダン先生です

Hi, I'm Dan! Originally from the great state of Alaska, USA, I have
lived in Nagoya Japan for about 25 years and I love it!
I grew up enjoying the outdoors and did a lot of camping as a Boy
Scout, so I enjoy going out to the country all over the Tokai area. I
enjoy water sports, hiking, driving and I love hot springs!
Some of my hobbies include ﬂying drones, playing the ukulele and
playing billiards. I'm not super good at any of them, but I enjoy
them all. I love to listen to, and share stories. I'm looking forward
to meeting you and hearing about you too!

