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春の語学講座
入門
イタリア語講座
受付開始

杉 浦 紀 子 先生

大阪外国語大学イタリア語学科卒、留学
イタリア語講師、通訳業務

3月29日（月）

午前9時～

入門・初級
英会話講座
受付開始

4月19日（月）

午前9時～

クリス・ウィークス 先生

イギリス出身
英会話教室クリスイングリッシュ主宰

期間：4月15日～5月20日（全5回）※4月29日を除く

期間：5月7日～6月4日（全5回）

日時：毎週木曜日（10:00～12:00）

日時：毎週金曜日（10:00～12:00）

場所：市民会館3階大会議室

場所：市民会館2階会議室

費用：一般 3,000円

費用：一般 3,000円

定員：12名（先着順）
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当協会初のオンラインイベント
2020 ダ
「英語落語」
を開催！

定員：12名（先着順）

お申込み
お待ちしています♪

面に
詳しくは中

パーテーション設
置やフェイスシー
ルド着用などの感
染症対策をし、人数も半数以下にして9月か
ら再開しました。
学習者と相談しながらできることを行って
います。

がいこくじんのみなさん、いっしょに
にほんごをべんきょうしましょう！
まずはおでんわください。

こんにちは～

NIA会員になって楽しく国際交流しませんか？
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。

杉

浦

蔦

枝

にほんご教室

にほんご教室

NIA会員募集中!!

日進市国際交流協会
事務局長

たくさんの
参加
ありがとう！
！

ナルデイ
インターナショ

NIA会員 2,000円

NIA会員 2,000円

新しい活動への取り組み
日頃はNIA活動に温かいご支援を頂き、ありがとうございます。
2020年は、世界的パンデミックにより活動方法が課題となりました。5月の総会は役員によ
る書面表決で行い、語学講座と日本語教室は安全に配慮しながら、9月から開講しました。事
業部会は名古屋外国語大学のRAさんをお招きして部内で行いました。多文化共生を目的とし
て行った11月のインターナショナルデイでは、NIA初めてのオンライン配信『RAKUGO
in
English 英語落語鑑賞会』を開催し、海外からのご参加や、見逃し配信による視聴なども好評
をいただきました。
現在広く活用されているオンライン会議を取り入れるなど、新しい動きにも目を向け、新年
度の事業を進めてまいります。今後共市民の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

●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

NIAホームページ

しました

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

延べ５00人参加

笑ったね

当日、市民会館での
オンライン配信スタッフ

の交流
市内大学と

語学講座

9月～開催

うどんの食べ方を視聴者と一緒に練習

趣味の
ウクレレを、
披露！

検索

愛知学院大学
オンライン参加
者も含むクリス
マスパーティに
協賛しました。

名古屋外国語大学
英会話講座 ダン先生

旅行に
行った
気分で！

中国語講座 櫛田先生

留学生をサポートする
日本人学生のお話を聞
きました（参加者のみ
なさんと）

2021年度 NIA会員募集＆春の講座の予定
詳しくは4面をみてね！
！
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RAKUGO in English
英語落語鑑賞会 NIA初のオンライン開催！
世界の人たちと笑いでつながった!!

2020 年 11 月 28 日（土）15:30～17:00

今年は多数の人が集まることが難しい状況のため、申込みをされた皆様に
はご家庭で参加して頂く方法を取りました。当協会では初めてのオンライン
での開催でしたが、国内外のたくさんの方々が英語を使った落語公演をリア
ルタイムで視聴して、熱の入った話芸に、大爆笑でした。
また 12 月 1 日から 5 日までの見逃しアーカイブ配信でも多くの方々が楽
しんで下さいました。

Zoomで、リアルタイム視聴の様子

カメラの前で一人座る落語家の「桂かい枝師匠」

英語の授業中にみんなでみました！
日進中学校２年生

事業部会

10月10日

〈桂かい枝Instagramより〉
大阪府のスタジオから配信を行いました。
★ 皆さんが笑顔で参加してくれてうれしかったです。み
んなで一緒にうどんを食べるまねをしたり、チャット機
能でメッセージをもらったり、コロナで家にいるけれど
つながることができました。ありがとう、Thank you
very much
★ I had a English Rakugo performance with no
audience,today!
Over 100 people joined through the screen!
Thanx for joining us!
Please come to a live performance next time
after the corona has converged！

市長として初めて参加しました。
参加者も若い方々が多く楽し

定でしたが、コロナ禍に入り、初期の段階からリモート配信を
考えました。「日進市初」ということで、開催のための課題も
多く、関係各所のご協力で当日をむかえることができました。
NIAスタッフもZoom初心者ばかりでしたが、練習会も何度も
行って、いまでは通常の会議もZoomで行えるようになりまし
た！かい枝師匠とは、細か
い質問もLINEや電話で何
度も打ち合わせて、お会い
することなく当日を迎えま
した。参加していただいた
方々には感謝の気持ちで
いっぱいです！ありがとう
ございました！

看板を作っているNIAスタッフ

浅田真由さん（４年）

井平涼さん（３年）

語教科書に載っている『桂かい
枝師匠の英語落語、最高でし

（コロナ禍の為、密を避け、マスク着用、消毒など万全の対策を実施）

た！』
PCの前であいさつする近藤市長

参加者からのコメント
・迫力があって面白かった。ズームも初めての経験だっ
た。良かったよ。（一宮市在住）
・桂氏の英語を交えたパフォーマンス落語、本当に楽し
かったです。300年の歴史をもつ落語を世界へと広げ
ていく活動は凄いなと思いました。「笑」はやはり人
生でいちばん大切ですね。（タイ在住）
・かい枝さんの「うどんの食べ方」のレクチャーは、オ
ンラインでみんなとつながっていることを実感できて
楽しかったです。（日進市在住）
・落語の解説は外国人だけでなく日本人にも役立つ内容
でした。NIAの今回のプログラムは中学や高校で行事
として広がるかもしれません。いろいろな可能性を秘
めたプログラムだったと思います。
（高崎市在住の英語教師）

9～12月 市民会館
定員を減らして感染症対策を実施した上で、秋に2講座を開
講しました。
櫛田裕華先生の「初級中国語講座」では、会話や文法に加
え中国の観光名所や流行も紹介されました。プロジェクター
に映し出された画像を見た受講生から「早く訪れたい」とい
う声があがっていました。ダン・ルイス先生の「初級・中級
英会話講座」では、先生が受講生の一人とウクレレを弾き、
それに合わせて他の受講生が英語の歌をうたうという一幕も
ありました。海外旅行に気軽に行けない状況でも異国情緒を
味わってもらいたいとする講師とそれを心から楽しんでいる
受講生の様子が見受けられました。
（語学部会長 乗松美和）

初級中国語講座

寮の様子や仕事を通じて感じたことを映像で紹介

ホストファミリー経験者も多く、NIA会員ホームステイ実施
者の体験談や質疑応答など、有意義な交流となり、学び合う
ことができました（事業部会長 内田由美）

んでいたみたいですね！中学英

でした！

市民のための語学講座

初級・中級英会話講座

日進市のオンラインイベント、

様子を本人から聞くことができ、貴重な体験

８か月前から交渉を始め、最初は市民会館に来ていただく予

に住み、留学生をサポートする日本人学生

「 RAKUGO」最高！

実際に落語の表現のコツや、海外での公演の

にぎわい交流館

今年はコロナ禍で留学生が来日していないため、例年実施
していたホームステイ、ホームビジットの開催を見送りまし
た。その代わりに、名古屋外国語大学のお二人のＲＡさんを
お招きし、外国人留学生との共同生活の中での文化の違いに
よるトラブルや楽しい思い出をお話していただく会を開きま
した。
※RA（Residence Assistant）：名古屋外国語大学の各寮

Thank you very much

ちょうど英語の授業で学んでるところでした！

スタッフのつぶやき

名古屋外国語大学
RAさんのお話を聞く会

語学部会

たくさん！
海外・国内からコメント
みなさんありがとう！
・英語だけで落語されるかと思ったけど、合間に
日本語を話されたのは英語がわからない日本人
のためでもあるのかな、と考えてみたり（笑）
いろいろ勉強になって楽しかったよ。（オース
トラリア在住）
・日本文化の紹介といって中学校の英語の時間に
よくスピーチをさせられていたので、孫たちが
いればこれを見せてあげたかったです。（東京
在住）

みなさん
ありがとう♪

学生部会

愛知学院大学
クリスマスパーティー協賛
12月21日

日進市内の高校・大学の国際交流活動への支援として、今
年度は当協会から愛知学院大学日進キャンパスで行われたク
リスマスパーティーに協賛しました。
対面とオンラインにより、多くの参
加者が集いました。自宅から視聴した
会員もいました。新型コロナウイルス
感染症対策を行いながら学生さんによ
る各国のクリスマス文化の紹介やクリ
スマスに関するクロスワードゲームを
楽しみました。学生さんご自身の留学
体験をもとに流暢な英語でプレゼンさ
れる様子は実に活気があり、希望に溢
れ、将来が楽しみと感じました。グ
ローバル時代を担うために今後も様々
な取り組みを期待しています。
（事業部会 副部長 篠崎伊都子）

