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我が家に留学生がやってきた！ 
～「中野・ウェリントン友好子ども交流2017」より～
外国人モニターツアー・山梨の旅
イベントレポート	 ケニアティーサロン
	 	 書道展～日本語講座～
	 	 さぎのみや国際カフェ、なべよこ国際カフェ
	 	 ホームビジットで素敵なひととき
お知らせ	 	 なかの国際交流フェスタ
	 	 お力添えありがとうございました

Welcome
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anic.jp新しいはじまりをつくる場所 「あにっく」［あにっくいんふぉ］volume-008 anic.jp



　昨年9月30日から10月14日までの15日間、ニュージーランドの中学生18人が中野区内の第二・第
三・南中野・中野中学校に体験入学をしながら、その中学校のご家庭にご協力いただいてホームステイ
をしました。ホストファミリーって、楽しそう！？それとも大変！？みなさんの感想をまとめてみました。

同室だと…
・	子どもどうしてゆっくり話ができて、さらに仲
良くなった。

・	声をかけやすく（部屋に入りやすく）てよかった。
・	一緒に宿題をしたり、布団の上げ下ろしをして
もらい、普段通りの生活を経験してもらうこと
ができた。

・	アレルギー、ベジタリアンに対応した食事を提供した。
・	「残していい」と伝えても、頑張って食べていて、気の
毒だった。

・	少食であまり食べてくれなかった。
・	好き嫌いがなく、日本食が好きだと言っていて、我が
家のメニューを楽しんで食べてくれた。

・	何でも食べられそうで、和食もなんでも挑戦していた。
・	見慣れない食事には手をつけないので、確実に食べら
れそうなものだけを食卓に出した。

・	我が家の英語能力が低く…	
「ぼくも日本語ヘタ。大丈夫！」となぐさめてもらった。
・	翻訳アプリを使った。
・	ほとんど日本語を話さなかった。
・	大人しい性格で、	
気を遣った。

別室だと…
・	1人でゆっくりする時間も
出来てよかったと思う。

・		プライバシーが保ててよ
かったと思う。

・		自室で過ごす時間が長く
なってしまったように思う。

ほとんどみなさんが初めてホストファミリーを体験！

半分以上が、同室。我が家は狭いから受入れは難しい…ということもなさそうです。

食事は？ 意思疎通は、どうだった？

我が家に留学生がやってきた！
～「中野・ウェリントン友好子ども交流2017」より～

ウェルカムボードを作成して大歓迎

ホームステイの受け入れを
するのは初めてですか。① ホストファミリーを引き受けた

動機はなんですか。（複数回答可）

期間中は、いかがでしたか。

②

④

お子様とは同室でしたか。別室でしたか。③

初めて
89％

2回目以上
6％

同室
61％

別室
39％

国際的な教育交流に
興味があったから

英会話学習の良い機会
になると思ったから

来年ニュージーランドに行って
みたい（行かせたい）と思ったから

自分や家族が、外国でホームステイ
の経験があり、よかったので

その他
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みなさん慣れないことに疲れもあったようですが、言葉や文化の違いを知り、お互いを尊重
しながら、楽しんでいただけたようです。ホストファミリーにご協力いただいた皆様、本当にありがとう
ございました。次の受入れは2019年秋、ラグビーワールドカップの大会が日本で開催されるころの予
定です。家族ぐるみの国際交流をぜひ体験してみませんか。

・	家族でゲームなどをした。人生
ゲーム、ウノ、かるた、折り紙など

・	英語と日本語をお互いに教え合っ
た。

・	一緒に部活や習い事に参加した。
・	友達も一緒に遊んだ。
・	ホームパーティーをした。

・	今までの人生で一番楽しい2週間だったと言ってくれ
たこと。

・	仕事から帰ってくると「おかえりなさい」と言って、玄
関の電気をつけてくれた。自分の子たちにはない優し
さを感じた。

・	お別れ会のとき家族あてに日本語でメッセージをくれ
たこと。苦手ながらも一生懸命日本語を読み上げる姿
を見た時は、我が子の成長を見るかのように感動した。

・	同じ学校のホストファミリーどうしで悩みを相談し共
有しあえて心強かった。

ふだんの日は、どのようにすごしましたか。

お別れ会では迫力満点の「ハカ」を披露

自宅のテラスでホームパーティー 平日の夜は、一緒にゲーム

うれしかったことは？⑤

・	傘の使い方を知らなかった。
・	好きな食べ物に「寿司」とあったので、どんなネタ
が一番好きか聞くと「てりやきチキン」という答えが
返ってきた。生の魚はほとんど食べないらしい。

・	日本のゲームやアニメが世界で知られていることを実
感した。ホストステューデントが「ポケモン」が大好
きで「マリオ」「スプラトゥーン」も知っていた。

・	最終日に帰り支度をしていたら、日本のホストファミ
リーに見せるように用意したと思われるアルバムが出
てきた。聞いていたより大家族でびっくりした。

びっくりしたことは？⑥

・	英語の勉強にとても興味
をもった。

・	日本とは異なる文化を知
ることができた。

・	ルールやマナーについ
て家族で話すきっかけに
なった。

・	日常どうやって楽しく過
ごせるか、誰かのために
何かしてあげようとか、家族みんなで考えるようにな
り毎日が充実していた。

ホストファミリーをしたことによ
り、ご家族に変化はありましたか。⑦

あった
83％

いいえ
17％

・	最初は躊躇していた息子
が「だって外国に友達がい
るなんてすごくない！？」
と言っています。本当に参
加して良かった。

・	家族が一人増えたようで、
にぎやかになり楽しかっ
た。

・	英語や異文化について学
ぶだけでなく、お互いを気遣って、受入れて、楽しむ
というのは、言葉だけでは学べないこと。そういう体
験を親子でできる素晴らしい企画だと思う。

・	コミュニケーションを取りたい相手がいる、そこから英
語に対する興味が生まれる、そのきっかけづくりとして
絶好のプログラムだと思う。

⑧ このプログラムを、知り合いにす
すめたいとおもいますか。

はい
94％

いいえ
6％

ま めと
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ニュージーランド出身・ブライヨニーさん
　バスで昇仙峡まで行きました。その峡谷でハイキングを
しました。とても美しい自然がいっぱいありました。綺麗な
川と、すばらしい滝と、たくさん素敵な岩を見て、超嬉しかっ
たです。緑の中に所々紅葉が始まっていました。本当に美し
かったです。
　山梨県の人たちはとても優しかったです。景色と食べ物
とワインは最高でした。すごく素敵な体験をしました。また
近いうちに山梨県に行きたいです。

中国出身・陳さん
　今回の旅は、貴重な体験をさせていただき、とても勉強に
なりました。旅館の美味しい食事、石和温泉でのんびりすご
す時間、水晶ストラップ体験、宮光園のワイン歴史見学、ぶ
どう狩り、日本古来の建築、日本庭園など、どれも素晴らしい
と思いました。そして、山梨でであった人々の温かい人柄、人
情味溢れるおもてなしに心から感謝したいと思います。

　「山梨」と聞いて、思い浮かべるものは何でしょう?やっぱり富士山?それだけではありません!!!今回、
ANIC関係者12か国総勢26人のメンバーで、中野区と里・まち連携をしている甲州市、その近隣の笛
吹市、甲府市に行ってきました。あいにくの天気でしたが、今まで知らなかった山梨の魅力に気づき、「ま
た行きたい!」という声もあがりました。

中野駅北口【集合】

甲府駅着

昇仙峡【渓谷ガイドツアー】

ほうとう会館【昼食】

甲州夢小路【ショッピング】

水晶ストラップ作り

旅館　喜仙【夕食・宿泊】

2班～塩山ルート～

【ワイナリー見学】

【ぶどう狩り】

旅館　喜仙　発

勝沼ぶどう郷駅着

大善寺【見学】

宮光園【ワイン歴史見学】

丸藤葡萄酒工業

つぐら舎【昼食】

阪本ぶどう狩り園

勝沼ぶどう郷駅着・発

新宿駅着

旅館　喜仙　発

塩山駅着

恵林寺

おさかな屋きたいさん

ハーブ庭園【花観賞】

あすなろ園【ぶどう狩り】

勝沼ぶどう郷駅着・発

新宿駅

スケジュール

1日目 2日目
1班～勝沼ルート～

【昼食】

外国人モニターツアー・山梨の旅

参 加 者 の 感 想 感想をマン
ガで

表現してく
れた人も

!!

韓国出身・
羅さん

（一部抜粋）

4



　2月4日（日）、留
学生ホームビジッ
トを実施しました。
ホームビジットと
は、外国の方が日
本人のお宅を訪問
して、お茶や軽食
を楽しみながら
楽しい時間を過
ごすイベントで、宿泊はありません。
　今回のホストファミリーは、区報やホームページで
のお知らせに応募した15のご家庭。区内で日本語を
学んでいる留学生29人が、1人〜3人に分かれて、そ
れぞれのご家庭を訪問しました。
　参加した皆さんからは、ちょっと気を使ったけれど、
いろいろな国の生活の話が聞けてとても楽しかったと
いう声をいただきました。

　2月5日（月）なかのZERO
西館にて、ケニアティーサ
ロンを行いました。参加者
は総勢35人、中にはドイツ
の方もいらっしゃいました。
ケニアで食べられているお
やつサモサとケニアミルク
ティーを飲みながら、ケニ
アのお話を聞かせて頂きま
した。
スカーフの色々な使い方や
民族衣装の紹介もしてくだ
さり、スカーフは水着にも

なるそうで、参加者の皆さん
は感心して聞いていました。
ケニアの事が身近に感じら
れたひと時でした。

ホームビジットで素敵な
ひととき

ケニアティーサロン

　2月3日（土）か
ら2月18日（日）ま
で、中野ブロード
ウェイで日本語講
座の学習者による
新年の書き初め約
100点が展示され
ました。初めての
筆に苦戦する人、
一字一字丁寧に思いを込めて書く人
…それぞれの気持ちのこもった
作品ができました。ブロード
ウェイを歩く人も思わず足
を止めて見ていました。

書道展～日本語講座～
　1月27日（土）に「さぎ
のみや国際カフェ」、2月
10日（土）に「なべよこ国
際カフェ」が開催されまし
た。外国の方と日本の方合
計約50人がおしゃべりに
花を咲かせました。さぎの
みや国際カフェでは、慣
れない茶道体験にドキド
キしました！なべよこ国
際カフェでは、台湾の方
から旧正月の過ごし方を

聞き、書道のデモンストレーションをしていただきま
した。台湾のお正月の雰囲気を皆で楽しみました。

さぎのみや国際カフェ、
なべよこ国際カフェ
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レポートイベント

ミルクティーの作り方を真剣に
見つめる参加者の皆さん

力作ぞろいで見応えあり

ベトナム人留学生（左）と初めてのご対面

旧正月の風習、書道を説明する



中野区国際交流協会（ANIC）
TEL：03-5342-9169　E-mail：anic@nifty.com 

■ HP URL：http：//www.anic.jp　■ facebook URL：https：//www.facebook.com/nakanoanic

外国の方とお話しすると、今まで知らなかった日本の魅力に気づきます。
ANICには今まで知らなかった新しい世界が広がる場がいっぱいあります。（M）

▼HP ▼ facebook
編 集 後 記

お し ら せ 問合せ

3月25日●日 10時〜16時
なかのZERO西館1階〜3階・本館地下2階

昨年に続き、なかの国際交流フェスタを開催いたします。大勢の皆様のご来場、お待ちしています。

第2回

なかの国際交流フェスタなかの国際交流フェスタなかの国際交流フェスタ 開催！！開催！！

●アフリカの民族楽器
●日本の子どもによる歌
●日本語学習者による母国語の歌
●二人羽織  他

表彰式

なかのZERO西館 1〜3F

本館 地下2F

パフォーマンスブース

●着物・茶道・華道・書道・折り紙・日本の遊び体験
日本文化を体験しよう

●台湾・ミャンマー・スリランカ他文化紹介
●友好都市の紹介
●スリランカのミルクティー
●民族衣装体験

●イギリス出身の先生と楽しく
　英語で遊べます。
　 ①正午から  ②午後２時半から
　　 いずれも同内容で30分（抽選各10人）
申込み ▼住所、保護者氏名、ふりがな、電話番号、参加するお子さんの年齢、参加希望時間を
　　　　3月6日～13日までに電話（5342-9169）かメール(anic@nifty.com)にて。

外国文化を楽しむ

英語で遊ぼう

●中野区の里まち山梨県甲州市から山梨県のPR＆ほうとう販売
●アメリカンホームメイドケーキ販売
●バザー他

たべもの販売とバザー

●防災（起震車体験）、ごみゼロ推進、相談
●東京オリンピック・パラリンピック紹介など

行政の情報も

●お茶を飲みながら、色々な国の方と
　交流してください。

ソジョンミンさんの
おもてなし外国語講座
～韓国語編～
13：30～15：00（開場13：15）

国際理解講座
 モンゴル
～馬頭琴の

しらべにのせて～
13：30～15：00
（開場13：00）

おしゃべり交流スペース

ANICとの共催事業

韓国出身の留学生が、韓国のこと、外国人が感じる
日本人の嬉しい「おもてなし」、簡単な韓国語につい
てお話しします。（先着35人）
申込み ▼3/11（日）から受付開始。中野区立中央図
　　　　書館（5340-5070）へお電話、またはカウ
　　　　ンターで直接お申込みください。

中野区弥生町「金吾堂製菓」さんの
せんべいの試食があります。☆

対象：小学生
英語デ一緒ニ遊ビ

マショウ！

Jo
in

 u
s!

お力添えありがとうございました
この一年に、ご寄付・ご協力いただいた方々です。（敬称略）

近松　嶺子、鳥羽　節子、内藤　ちひろ、矢島　みどり、小林　淑子、赤羽　憲子、公益財団法人梅若会、
和田　秀人、大森　苗木、大森　勝美、宇田川　とも子、吉澤　裕子、野村　景子、山本　千代子、
塩野谷　泰子、和田　裕子、坂本　純子
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