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公益財団法人 八尾市国際交流センター　ボランティア活動情報誌

YAO  INTERNATIONAL  CENTER（Y IC） １

だより！

と　き ： ９月１０日（日曜日）　１６ : ００〜１９ : ００　　　集　合 ： 八尾市国際交流センター １６：００

ところ ： 久宝寺緑地 （陸上競技場）　　　　　　　　申込み ： 受付中！電話または来所にて。

スケジュール ： Ｙ Ｉ Ｃ出発 （徒歩）･･･近鉄八尾駅 （シャトルバス）･･･会場･･･現地解散１９：００

※直接会場に行く方は、ＹＩＣスタッフにお知らせください。

　　　　　　　　　　　　　　　  がつ　　　 とおか　　  にち　よう　  び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゅう　　　　 ごう　　  　　　 や　　　お　　　し　　こく　　  さい　 こう　　りゅう

　　　　　　　　　　　　　 きゅう　 ほう　　 じ　　  りょく　　 ち　　　　　　 りく　　じょう　 きょう　　ぎ　　 じょう　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　もうし　  こ　 　　　　　　　 うけ　 つけ　ちゅう  　　　 でん　 わ　　　　　　　　　 　らい　　しょ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅっ  ぱつ　　 　　　と　　　ほ　　 　　　　 　 きん  てつ　 や　　 お　　 えき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かい　じょう　 　　 　　げん　　ち　 かい　さん

　　　　　  ちょく　せつ　 かい　じょう　　　　 い　　　かた　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 し

盆踊りの季節がやってきました。第40回八尾河内音頭まつりは市内で

夏の風物詩 「河内音頭」を踊ったり、出店する屋台を一緒に楽しみませんか？

２日間開催されます！そこで 今年もみんなで “はっぴ” を着て、八尾を代表する

ぼん　　おど　　　　　　　　　  き　　　せつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  だい　　　　　　 　かい　　 や　　　 お　　　　　かわち　　　   おん　　  ど　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 し　　　  ない　

ふつか　　  かん　　かい　　　さい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　　　　　　　　　や　　　　お　　　　　　だい　　 ひょう

なつ　　　　　 　ふう　　　ぶつ　　 し　　　　　　　　　かわち　　　おん　　　ど　　　　　　　　　 おど　　　　　　　　　　　　　  　しゅっ　　 てん　　　　　　　　　　 や　　　たい　　　　　　いっ　　  しょ　　　　　　 たの

「第27 回八尾国際交流野遊祭」　  に昨年に引き続きＹ Ｉ Ｃ も出店します！

　　　　　　［と き ] 1０月２９日（日曜日）　　 ［ところ ] 南本町第一公園　

　　　　　　　［主催] 八尾国際交流野遊祭実行委員会

母国の料理を紹介したい人、出店の企画やお手伝いをしたい人、Ｙ ＩＣ広報に

協力できる人等を大募集！ボランティア･学習者の方、 みんなで出店を

盛り上げていきましょう♪ステージ出演者も募集しています！

　　　　だい　　　　　　　 かい　　  や　　　  お　　　こく　　　 さい　　 こう　　　りゅう　　　や　　　 ゆう　　　 さい　　　　　　　　　　　　 　 さく 　　 ねん　　　　　　　ひ　　　　　　つづ　　　　　　　　　　　　　　　　　  しゅっ　　てん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　　　　　 にち　　　   にち　 よう　  び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  みなみ  ほん　　まち　　だい　　いち　　 こう　　 えん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゅ　　　 さい　　　　　 や　　　  お　　　こく　　　さい　　 こう　　　りゅう　　や　　　  ゆう　　 さい　　 じっ　　 こう　　　 い　　  いん　　かい　　　　　　　　　　　　　

　　　ぼ　　　 こく　　　　　　　  りょう　　　　り　　　　　　 　しょう　　 かい　　　　　　　　　　　　　　　ひと　　　　　　　しゅっ　　 てん　　　　　　　　き　　　　かく　　　　　　　　　　　　　て　　　　つだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひと　　　　　　　　　　　　　　　 こう　　　ほう

 　きょう　　 りょく　　　　　　　　　　　　　 ひと　　など　　　　 　だい　　　ぼ　　　しゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がく　　　しゅう　　 しゃ　　　　　　  かた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   しゅっ　　 てん

 　 も　　　　　　 あ　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゅつ　　えん　　　しゃ　　　　　　ぼ　　　しゅう

野遊祭は 「共に生きる

まちづくり」 を市民レベ

ルで進めるため、料理

や歌、音楽、踊りなどを

通じて異文化交流する

取り組みです。

　 や　　　ゆう　　 さい　　　　　　　　　とも　　　　　　　 い　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 し　　  みん

　　　　　　　　  すす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りょう　　　り　　　　

　　　　　うた　　　　 おん　　がく　　　　　おど　

　つう　　　　　　　　　い　　ぶん　　 か　　　 こう　　りゅう　　　　　　　　　

　 と　　　　　　く

　　　　 ★第1回 Ｙ Ｉ Ｃ実行委員会★
と　き ： 9月10 日（日曜日）13:00 ～
ところ ：八尾市生涯学習センター （かがやき）
　　　　 小研修室（3）　
申込み：電話または来所。
　　　　 ※出店内容を出し合って決めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だい　　　　 かい　　　　　　　　　　じっ　　 こう　　 い　　 いん　 かい

　　　　　　　　　　　　　　　　  がつ　  とおか　　　　 　　  にち　よう　　び

　　　　　　　　　　　　　　や　　　お　　　し　　  しょう  がい  がく　 しゅう

　　　　　　　　　　　　　　しょう　　けん　　しゅう　　しつ

　　　　　　　　　　　　　 でん　　  わ　　　　　　　　　　　　　らい　  しょ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しゅっ　　　てん　　　　ない　　　  よう　　　　　　　　　だ　　　　　　　　 あ　　　　　　　　　　　　　　　き

　　　　 　★ステージ出演者募集★

当日、野遊祭のステージで音楽・ダンス・歌、

特技などを披露したいという方は、Ｙ Ｉ Ｃ 事務所

までご連絡ください。申込み締切8月31日まで。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅつ　 えん　　  しゃ　　ぼ　　 しゅう

　とう　　　じつ　　　　　や　　　ゆう　　 さい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  おん　　がく　　　　　　　　　　　　　　　　　　うた

　とく　　　 ぎ　　　　　　　　　　　　　　ひ　　　ろう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かた　　 　　　　　　　　　　　　　　 じ　　　 む　　　しょ

　　　　　　　　　　　　れん　　らく　　　　　　　　　　　　　　　　 　もうし　　 こ　　　　　　　しめ　　きり　　　　　 がつ  　　　　　 にち　

募集
ぼ　　しゅう

案内
あん　　 ない

“はっぴ” を着て八尾河内音頭まつりに参加しよう！
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　き　　　　　　　 や　　　　 お　　 　　　かわち　 　　　おん 　　　ど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さん　　　　か

“野遊祭”　ＹＩ Ｃ実行委員＆ステージ出演者
　　　　 や　　　　ゆう　　　さい　　　　　　　　　　　　　　　　 じっ　　　 こう　　 　い　　　 いん　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　 しゅつ　　えん　　  しゃ

昨年は民族料理やゲーム、小物販売など計25 団体の出店があり、

Ｙ Ｉ Ｃで は４種類のサンドイッチを企画･調理して完売しました！

  さく　  ねん　　　　　　 みん　 ぞく　  りょう　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こ　　 もの　 はん　ばい　　　　　　　　けい　　　　　　 だん　たい　　　　　しゅっ  てん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅ　　るい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  き　　 かく　　　　ちょう　　り　　　　　　　　 かん　ばい



多文化共生社会や異文化理解

に関する図書を新しくいくつ

か購入しました。そこで、古く

なったものなど 処分する予定

の 図 書 を 整 理 し 、８ 月 ２０日

（日曜日）よ り 、希 望 さ れ る 方

に お 譲 り し 　ま す 。 ※ 先 着 順 。

　　　　　　興 味 のある方は

　　　　　　お早目にお越し

　　　　　　ください。
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にじいろほっとステーション

他団体イベント案内
　 た　   だん　  たい　　　　　　　　　　　　　　　 あん　 ない

と　き：９月６日、２０日、10月4 日、18 日、11月1日、15日（水曜日）16:00～19:30 

ところ：八尾市生涯学習センター（かがやき）・料理室他

対　象：市内の小中学生、外国にルーツのある小中学生とその保護者　

　　　　　※登録（保護者の同意）が必要です。外国にルーツのある保護者は、このイベントに参加できます。（参加費 : 300円）

申込み：不要。当日、直接来てください。　

と　き：８月21日～10月2日   10：00～12:00  /12:30　 ※9月18 日（月曜日･祝日）を除く毎週月曜日

ところ：大阪府教育センター（住之江区）　第６研修室（4 階）　

参加費：無料　　定員：40 人　※原則 6 回連続で参加できる方

申込み：8 月18日（金曜日）まで。ＹＩＣ事務所に置いてある申込書を以下へＦＡＸ、またはメールで送付。

問合せ先･申込み先：大阪府教育庁 市町村教育室地域教育振興課  

　　　　TEL：06-6944-9372　FAX：06-6944-6902　shichosonkyoiku-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp

　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　　  にち　　　　　　　 がつ　 ふつか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　　 にち　　 げつ　よう　び　  しゅく じつ　　　 　  のぞ　  　　まいしゅう げつ  よう　び　

　　　　　　　　　　　  おお  さか　ふ　きょういく　　　　　　　　　　　　　　 すみ　 の　　え　 く　　　　　  だい　　　 けん しゅうしつ　　　　　　 かい

 さん　 か　  ひ　　　  　む  りょう　　　　　  てい  いん　　　　　　　　 にん　　　　　　げん  そく　　　　 かい　れん  ぞく　　　 さん　か　　　　　　　　  　かた

もうし  こ　　　　　　　　　がつ　　　　　にち　　  きん よう  び　　　　　　　　　  　　　　   　　　じ　　む　しょ　　　  お　　  　　　　　　　　　 もうしこみ  しょ　　　  い　　か  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  そう　ふ

 とい  あわ　　 　さき　  もうし  こ　　　   さき　　　 おお  さか　 ふ　きょう いくちょう　 し　ちょう そん きょういく  しつ　 ち   いき きょう いく しん　こう　 か

　　　

　　　　　　　　　　　　　　がつ　 むいか　　　　   はつか　　　 　　 　  がつ　  よっか　　　　    　にち　　　　 　 がつ　ついたち　 　　　 　にち　    すい  よう　び　　　　

　　　　　　　　　　　　や　  お　  し　しょう がい がく しゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 りょう　り　しつ   ほか

 たい　　　しょう　　　 し　  ない　　  しょうちゅうがく せい　　　　がい  こく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょうちゅうがく  せい　　　　　　　　　　ほ　 ご　しゃ

　　　　　　　　　　　　   とうろく　　 ほ　ご  しゃ　　どう  い　　　　　ひつよう　　　　　　がいこく　　　　　　　　　　　　　　　  ほ　ご  しゃ　　　　　　  　　　　　　　　　　　　  さん か　　　　　　　　　　　　 さん  か　ひ　　　　　　　えん

もうし  こ　　　　　　 　ふ　よう 　　　 とう  じつ　　ちょくせつ　 き　　　　　　　　　　　　　　　　　  　

食事の提供や学習支援、文化交流等を行い、ほっとな心温まる居場所づくりを目的

として開催しています。ぜひお越しください。 ボランティアも随時募集中！

YICが参画している OSAKA IN THE WORLD 実行委員会では今年の秋、コロンビア UPB 大学の民族音楽

舞踊団を招聘し交流を図るプログラムの実施に向けて準備を進めてきました。しかし調整がうまくい

かず、OSAKA IN THE WORLD 実行委員会ではコロンビア編のプログラムをやむなく中止することに

決定いたしました。ホストファミリーボランティアとして申し込んでいただいた皆さま、文化交流プロ

グラムを楽しみにしてくださっていた皆さまには大変申し訳なく思っており、お詫び申し上げます。

　　　　　　　　 さん かく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じっ　こう　 い　いん  かい　　　　　　　 ことし　　　  あき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  だい　がく　　　みん  ぞく おん  がく  

　ぶ  よう  だん　　　しょうへい　　　  こうりゅう　　　はか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　じっ　し　　　 　む　　　　　　じゅん  び　　　　すす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　ちょうせい 

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じっ こう　 い　 いん かい　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 へん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ちゅう  し　　　　　　　　　　　　　　　 　   

 けっ  てい　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 もう　　　 こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  みな　　　　　　　  ぶん　か　 こうりゅう

　　　　　　　　　　　 たの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みな　　　　　　　　　　　　たい へん  もう　　　 わけ　　　　　　おも　　　　　　　　　　　　　　　　　  わ　　　  もう　　　　あ

コロンビア民族音楽舞踊団来市について
 みん　  ぞく　　おん　　 がく　　 ぶ　　 よう　　だん　　らい　　  し

OSAKA IN THE WORLD  2017

今年は、「私の一番の楽しみ」をテーマに中学生がそれぞれ

の思いをスピーチで発表します。当日は、誰でもご来場いただ

けますので、ぜひ聴きにお越しください！

　こ　 とし　　　　　　　わたし　　　いち  ばん　　　 たの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちゅう がく  せい　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　おも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はっぴょう　　　  　　　　  　  とう じつ　  　　　  だれ　　　　　　　　  らい じょう　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  き　　　 　　　　　    こ

　た　 ぶん　 か  きょう せい　しゃ  かい　　　    い　 ぶん　 か　　り　 かい

　　　 かん　　　　　　   と　 しょ　　　  あたら　　　　　　　　　  　　　　

　       こう にゅう　　　　 　　　    　　　　　　　　　　　　　　　ふる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 しょ  ぶん　　　　　　  よ　 てい　

　　      と　 しょ　  　　 せい　 り　  　　　　　　　  がつ　　　 はつか　　　  

　　 にち  よう  び　　　 　 　　　　　 　き　  ぼう　    　　　　　　　  かた　

　　　　　　  ゆず　　　　　　 　 　　　　    　  　　　   せん ちゃくじゅん

　　　　　　　　　　　　　　　　　  きょう み　　      　　 　　　  かた　  　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はや　 め　　　　　　　 こ　

しょく   じ　　 　　 てい きょう　　　   がく  しゅう   し　  えん　　　  ぶん　 か　  こう  りゅう   など　　　  おこな　　　　　　　　　　　　　　　　　   こころ あたた　　 　　　　   い　   ば　 しょ　　　　　　　　　　　 　　もく　てき　

 　　　　　　　　　かい   さい　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ずい　 じ　　 ぼ　しゅうちゅう

募集
ぼ　　しゅう

平成29年度  日本語初心学習者支援講習会（全6回）
    へい　  せい　　　　　　    　  ねん　  　ど　　　　に　　   ほん　　 ご　　   しょ　　しん　    がく　 しゅう　  しゃ　　 し　　   えん  　  こう      しゅう　  かい　　　　　   ぜん　 　　　　 かい

◇はじめての日本語  不安を安心に◇
　　　　　　　　　　　　　　　　  に　  ほん　  ご　　　　  ふ　　あん　　　　 あん　しん

平成29年度 文化庁「生活者としての外国人」のための日本語教育事業
へい せい　　　　ねん  ど　  ぶん  か ちょう　 せい かつ しゃ　　　　　　　　　がい こく じん　　　　　　　　　　　 に  ほん　ご きょういく じ ぎょう

案内
あん　　 ない

古本譲ります。
ふる　　 ほん　　 ゆ ず

案内
あん　　 ない

お詫び
わ

と　き  : ８月２7 日（日曜日） １３：３０～１６：３０

ところ  :  八尾市生涯学習センター（かがやき）･大会議室

内　容 ：［第１部 ] 英語部門　

　　　　 ［第２部 ] 多言語部門　※発表予定言語　

　　　　　　  　 （アラビア語、インドネシア語、

　　　　 　　　　韓国･朝鮮語、中国語、日本語）

　　　　　　　　　　　　　　　　がつ　　　　　　にち　 　 にち　よう　 び

　　　　　　　　　　　　　  や　  お　  し　 しょう がい がく  しゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   だい   かい　ぎ   しつ　

　　ない　　　 よう　　　　　  だい　　　  ぶ　　 　 えい　 ご　  ぶ　 もん　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　   だい　  　　 ぶ　　　   た　 げん    ご 　 ぶ　 もん　　　 　　  はっ ぴょう   よ　てい   げん　 ご　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かん  こく　　ちょうせん　ご　　　  ちゅう ごく　ご　　　  　に　 ほん　ご

　　　　　　　　　　　　　

中学生多言語スピーチコンテスト第8回

ち ゅ う   が く   せ い     た 　  げ ん 　  ご
だい　　　かい

こども食堂・月2 回定期開催
　　　　　　　　　　しょく  どう　　　　 つき　　　　 かい　 てい　　き　   かい　さい

毎月

第１･３

水曜日

　　まい つき

 だい

　すい よう   び
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ほう　  こく

報告

≪６月４日～７月２３日（日曜日）204人参加（延べ）≫
　　　がつ　  よっか　　　　　　　がつ　　　　　　にち　　   にち   よう 　 び　　　　　　　　　　   にん　さ ん　 か　 　　の

毎年開催しているボランティア研修会。今年は趣向を少し変え、初回は日本語交流に参加していた学習者 4 人を

ゲストスピーカーに迎え、座談会形式でお話を聴きました。参加当時の気持ちや日本語の勉強方法、これからボラ

ンティアを始める方へのメッセージなど学習者の思いを知ることができました。2 回目以降は語彙や文法、テキス

トの使い方、漢字学習の方法等について学びました。 終回では 現在日本語交流に参加している学習者 11 人と、

日本語交流を少し体験する時間を設けました。どのグループも楽しそうに会話が続き、会場には賑やかな声が響い

ていました。終了後は、「早く日本語交流の活動を始めたい！」という声も多く聞き、たくさんの方がボランティア

登録をして活動に参加してくださることになり、関心の高さを感じました。日本語交流の活動を通してお互いを

知り、外国人住民の方々とのつながりの輪がこれからももっともっと増えていけばと願っています。

 まい　とし   かい  さい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けん  しゅう かい　　 　ことし　　 　　しゅ   こう　　　 すこ　　　　か　　　　　　しょ  かい　　　　 に　ほん　 ご　 こう りゅう　　　さん　 か　　　　　　　　　　　　 がくしゅう しゃ　　　　にん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むか　　　 　　　 ざ　 だん    かい  けい しき　　　　　　 はなし　　　 き　　　　　　　　　　　　　　　さん　 か　 とう　じ　　　　  き　  も　　　　　　　  に　 ほん　 ご　　　   べんきょう  ほう   ほう　

　　　　　　　　　　　　　　はじ　　　　　　 かた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  がくしゅうしゃ　　　   おも　　　　　  　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい　 め　　い　こう　　　　 ご　　 い　　　   ぶん ぽう　　　　　　　　　

　　　　　　つか　　　かた　　　 かん　 じ　 がく しゅう　　　ほう　ほう  など　　　　　　　　　　　  まな　　　　　　　　　　　　　　  さい しゅう かい　　　　　　　げん  ざい　 に　ほん　 ご　  こう りゅう　　　さん　 か　　　　　　　　　　　　がく しゅう しゃ　　　　　　 にん　　　  

  に　  ほん　ご　 こうりゅう　　　すこ　　　   たい  けん　　　　　　　じ　かん　　　 もう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たの　　　　　　　　　　　　かい　 わ　　　　つづ　　　　　かい じょう　　　　　  にぎ　　　　　　　　　こえ　　　  ひび

　　　　　　　　　　　　　　　　  しゅうりょう  ご　　　　　　　 はや　　　　に　ほん　  ご　こう りゅう　　　かつ  どう　　　  はじ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こえ　　　  おお　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   かた　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 とう  ろく　　　　　　　　　かつ　どう　　　 さん　 か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かん しん　　　　たか　　　　　　 かん　　　　　　　　　　　　　　　に　 ほん　ご　 こう りゅう　　　かつ  どう　　　  とお　　　　　　　　　たが　　　　　　　

　し　　　　　　  がい   こく  じん じゅう みん　　　 かた   がた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねが

日本語交流ボランティアは

随時募集しています！

ご興味のある方は、

ぜひYI Cまでご連絡ください！

　に　ほん　 ご　 こうりゅう

　　   ずい　 じ　　ぼ  しゅう

　　　　　　　 きょう  み　　　　　　　　　  かた

　　　　　　　　　　　　　　　　　 れん らく

紹介
しょう　かい

新しい図書が入りました。
あたら　　　　　　　　　　　と　　  しょ　　　　　　はい

ボランティア研修会 ～日本語ボランティア･入門編～（全7回）
けん　しゅう かい　　　　　   に　 　ほん　  ご　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　にゅう  もん   へん

◇難民鎖国ニッポンのゆくえ
　日本で生きる難民と支える
　人々の姿を追って

◇根本 かおる　◇ポプラ社

◇ふくれあがる難民申請者と難

民としての受入れが難しい日本

の片隅でたくましく生きる人々。

そして難民を支えよう

とする日本の企業や草

の根の活動から、難民

問題について多角的に

考える。

　　　 なん　みん　   さ　  こく

　　　　  に　 ほん　　　　　い　　　　　　　　なん　 みん　　　　 ささ

　　　  ひと　 びと　　　　すがた　　　　 お

　　　　ね　もと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しゃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 なん　みん　しん　せい　しゃ　　　　なん

 みん　　　　　　　　　　　　　うけ　 い　　　　　　　むずか　　　　　　　に　 ほん　

　　　かた　すみ　　　　　　　　　　　　　　　　　  い　　　　　　  ひと　びと

　　　　　　　　  なん   みん　　　 ささ

　　　　　　　　　に　  ほん　　　  き　ぎょう　　　くさ

　　　　ね　　　   かつ  どう　　　　　　　　　なん  みん　 

 もん  だい　　　　　　　　　　　  た　かく  てき

かんが

◇ぼくたちのリアル

◇戸森しるこ

◇株式会社 講談社

◇バックグランドが

違う３人がそれぞれ

助けあいながら、次第

に友情を深めていく物語。

（小学校高学年の部 課題図書）

　　　  と　もり

　　　かぶ  しき   がい  しゃ　  こう  だん  しゃ

 ちが　　　  　　  にん

 たす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 し　 だい

　　　 ゆう じょう　　　ふか　　　　　　　　　　　 もの がたり

　 しょう がっ  こう  こう   がく  ねん　　　　ぶ　　  か    だい　と　 しょ

◇親子で学ぶ
　国際教養が身につく本
　－グローバル対応力－

◇山崎 紅　◇日経ＢＰ社

◇将来、活躍の場を世界に広げ

て、多様な人々のなかでも気後

れせず活動できる

人になるための意

識を高めるための

手法を紹介。小学校

学習指導要領外国

語活動準拠。

　　　 おや　　こ　　　　　  まな　　　　　

　　　   こく　  さい　きょう　よう　　　　　 み　　　　　　　　　　　　  ほん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  たい　 おう　りょく

　　　 やま  ざき　あかし　　　　　　にっ  けい　　　　　　しゃ

　　　しょうらい　　　 かつ  やく　　　　ば　　　　  せ　かい　　　  ひろ　

　　　　　　  た　よう　　　  ひと  びと　　　　　　　　　　　　　　　き　 おく

　　　　　　　　  かつ  どう　 

 ひと　　　　　　　　　　　　　　　　　　い

 しき　　  　たか

  しゅ ほう　　　 しょうかい  しょう がっ  こう

 がく しゅう  し　 どう  よう りょう がい こく　

　ご　 かつ  どう じゅんきょ

◇やさしい日本語のしくみ

◇庵 功雄　他 4 人

◇くろしお出版　◇言語学・日本語

学の 勉強を始める人や、日本語教師

　　　　　  をめざす人のための日

　　　　　  本語入門の 新の教科

　　　　　　書。 新の研究成果も

　　　　　  踏まえ、日本語のしくみ

　　　　　  を丁寧に解説。

　　　　　　　　　　　　　　　　  に　   ほん　　ご

　　  いおり　いさ　 お　　　　 ほか　　　   にん

　　　　　　　　　　　　　　しゅっぱん　　　　　　げん　ご　がく　　　  に　ほん　ご

  がく　　　 べん きょう　　　はじ　　　　　　 ひと　　　　 　に　ほん　 ご　きょう し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひと　　　　　　　　　　　　に

　　　　　　　　　　　　　　　 ほん　ご　 にゅうもん　　　さい しん　　　きょう　か

　　　　　　　　　　　　　　　  しょ　　　さい  しん　　　 けん きゅう せい　か

　　　　　　　　　　　　　　　　ふ　　　　　　　  に　ほん　 ご

　　　　　　　　　　　　　　　　　  てい   ねい　　　  かい せつ　

◇日本語が話せないお友

だちを迎えて～国際化する

教育現場からのＱ＆Ａ～

◇編著：河原 俊昭  他2人

◇くろしお出版　◇学校の教員を

はじめ、子どもを

もつ保護者、自治体

の関係者などに向

けて、先進的な取

組の事例や行政の

新動向を含めて

丁寧に解説する。

　　　　に　　 ほん　　 ご　　　　　   はな　　　　　　　　　　　　　　　　  とも

　　　　　　　　　　　  むか　　　　　　　　　　　 こく　 さい　  か

 きょう  いく　 げん　   ば

　　　へん   ちょ　　　 かわ  はら　　とし あき　　  ほか　 ふたり

　　　　　　　　　　　　　　しゅっぱん　　　　　　がっ   こう　　  きょういん　　

　　　　　　　　　　　こ　

　　　　　　 ほ　 ご　しゃ　　 じ　　ち　たい

　　　 かん  けい　しゃ　　　　　　　　　　む

　　　　　　　  せん　 しん   てき　　　　とり

  くみ　　　　じ　  れい　　　 ぎょうせい　

 さい   しん  どう　こう　　　   ふく

 てい  ねい　　　　かい  せつ

※順番に ◇書名 ◇著者 ◇出版社 ◇紹介 
じゅんばん　　　　　　　 しょ  めい　　　　  ちょ  しゃ　　　　しゅっぱん  しゃ　　　　 しょうかい

◇外国人の子ども白書
　権利･貧困･教育･文化･　
　国籍と共生の視点から

◇編著：荒牧 重人 他７人

◇株式会社明石書店

◇現代日本における「外国につな

がる子ども」の現状と支援の課題

　　　　　　が一冊でわかる画

　　　　　　期的な白書。デー

　　　　　　タおよび支援現場

　　　　　  の報告からその

　　　　　　  リアルな姿が見え

　　　　　　  てくる。

　　　 がい 　 こく　 じん　　　　　  こ　　　　　　　　 はく　  しょ

　　　　けん　　 り　　　  ひん　  こん　　  きょう   いく　　　ぶん　　か

　　　　こく　  せき　　　  　きょう   せい　　　　　し　　 てん

　　　へん　 ちょ　　　あら  まき　　しげ　と　　 ほか　　　 にん

　　　 かぶ  しき  がい  しゃ    あかし　  しょ  てん

　　　げん  だい　 に　ほん　　　　　　　　　　　　　  がい  こく

　　　　　　こ　　　　　　　　　　　げんじょう　　　 し　えん　　　か　  だい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  いっ さつ　　　　　　　　　　　　かっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　 き　てき　　　  はく  しょ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　えん げん　ば

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほう  こく

　　　　　  の報告からその　　　　　　　　　　　　　　  すがた　　　 み

　　　　　　  リアルな姿が見え

図書は、自由に事務所内にてご覧いただけます。また、ＹＩＣメンバーは

1回3冊まで２週間の貸出しができます。（日本語教材は貸出しできません）

 と　しょ　　　　　　  じ　 ゆう　　　  じ　　む　しょ　ない　　　　　　　　　らん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　   かい　 　    さつ　  　　　　　　　   しゅうかん　　  　かし　だ　　　     　　　　　　　　　  　　　　　　　 に　ほん　 ご　 きょうざい　 　　  かし　だ

ぜん　　　 かい



４

※ＳＡＬＡは外国にルーツをもつ子どもたちのサポートとして、 

　  宿題などの勉強をしたり、自由に集まれる場所を提供しています。

　　　　　　サーラ　　 　 　 がいこく　　　　　　　 　   　　　　　 こ　　　　　　　　　　　　　  　  　　　　　　　　　　　 

　  　しゅくだい　  　　　  べんきょう　　　　　　　　　    じ   ゆう　    あつ　 　　　　　　 ば  しょ 　   ていきょう　　　　　　　　　　　　

夏休み期間はいつでも来て宿題をすることができます。

参加する前に必ず電話してください。

 なつ   やす　　　　 き　 かん　　　　　　　　　　　　　 　き　　  　しゅくだい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

さん　 か　　　　　　まえ　　　かなら　　でん　わ　　

と     き  ：  ８月２０日、9月３日、１７日   各日曜日 

　　　　　１２：１５～１３：４５

ところ：八尾市生涯学習センター（かがやき）・小研修室（3）

参加費：無料　　申込み：不要

 　 　　　　　　　　　　        　 　　    がつ　　        はつか　　　　　　　　　     がつ　  みっか　　　　　　　　　　 　 にち　　　   かく     に  ち      よう　   び　     

　　　　　　　　　　   　 

　　　　　　　　　　　　  や　  お　  し    しょう   がい   がく しゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょう けん しゅう しつ

さん　 か　  ひ　　　　　む     りょう　　　　　    もうし  こ　　　  　　    　 ふ　 よう

YAO  INTERNATIONAL  CENTER（Y IC）

 「ヌ」という愛称で小さい頃から親しまれているウェートピシットさん。その愛称は、母親の会社で働く真面

目で仕事ができるヌさんという男の子の名前から取って付けられたそう。日本ではなかなかない愛称の付け

方ですが、希望が詰まっていますね ^ ^ パイプの溶接と聞いていた仕事が、実は大好きな“バイク”のマフラー

やアクセサリーを作ることだと知って喜んだヌさん。会社で作ったブレーキのレバーを母国のタイに輸出

したことがあるそうで、そのことを話すヌさんはとても誇らしげ (#^.^#) 仕事は寸法や図面等が細かく難し

く、間違えないようにと、会社はとても厳しいそう。仕事の時間以外でも練習しているが、それでも失敗する

ことは多いと隠すことなく言う。「でも僕は負けない」「毎日勉強」と力強く話すヌさんは、仕事で学ぶ多く

のことを活かして、母国で会社を作るのが夢なんだそう。ＹＩＣのサークル活動で指揮者として活躍したり、

また歌とギターを多くの人の前で披露したり、趣味の川釣りでは京都の八幡市まで一人でよく行ったりと、

なかなか積極的！「今までにない大きな魚をいつか釣りたい」「将来母国で一旗揚げたい」など、淡々とした

口調で話すも、内に秘めた思いはたくさん！話せば話すほど熱い ヌさんなのでした☆

※一旗揚げる：成功をめざして、新しく大きい仕事を始めること。

 　　　　　　　　　　　　　　　あい しょう　　　ちい　　　　　　 ころ　　　　　　 した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あい しょう　　　　　 はは  おや　　 　かい  しゃ　　　はたら　　  　ま　　じ

　め　　　　 し　 ごと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   おとこ　　　 こ　　　　 な　 まえ　　　　　　  と　　　　　　 　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　ほん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  あい しょう　　　  つ

 かた　　　　　　　　　　　き　 ぼう　　   　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よう  せつ　　　　 き　　　　　　　　　　　　 し　 ごと　　　　　じつ　　　  だい　す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つく　　　　　　　　　　　　　   　し　　　　　　  よろこ　　　　　　　　　　　　　　　　　 かい  しゃ　　　  つく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼ　 こく　　　　　　　　　　　　 ゆ  しゅつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  はな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ほこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   し　 ごと　　　 すん  ぽう　  　　ず　  めん  など　　 　こま　　　　　　むずか

　　　　　　ま　 ちが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かい  しゃ　　　　　　　　　　　　きび　　　　　　　　　　　　　　 し　 ごと　　　　じ　かん　 い　 がい　　　　　　れん しゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しっ  ぱい

　　　　　　　　  おお　　　　　　 かく　　　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　  ぼく　　　　ま　　　　　　　　　　　　　　まい にち  べん きょう　　　　　ちから づよ　　　  はな　　　　　　　　　　　　　　　　　し　  ごと　　　 まな　　　 おお

　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　ぼ　こく　　　 かいしゃ　　　　 つく　　　　　　　　　ゆめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   かつ どう　　　　 し　　き　しゃ　　　　　　　　　かつ  やく

　　　　　　うた　　　　　　　　　　　　　　 おお　　　　　　 ひと　　　  まえ　　　　ひ　ろう　　　　　　　　　　　　しゅ　み　　　　かわ　づ　　　　　　　　　 きょう  と　　　　  や　 わた　し　　　　　　　　ひとり　　　　　　　　　　い

　　　　　　　　　　　  せっ きょくてき　　　　　　いま　　　　　　　　　　　　　　おお　　　　　　さかな　　　　　　　　　　　  つ　　　　　　　　　　　　  しょうらい　 ぼ　 こく　　　 ひと　はた　あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たん  たん

　く  ちょう　　　はな　　　　　　　　 うち　　　　ひ　　　　　　   おも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はな　　　　　 　はな　　　　　　　　 　あつ　　　

　　   ひと はた　 あ　　　　　　　　  せい こう　　　　　　　　　　　　　　あたら　　　　 　おお　　　　　　し　ごと　　　はじ　

毎号、ＹＩＣメンバーを数珠つなぎ形式でインタビュー。

先月号の清水春奈さんより紹介していただきました！

まい ごう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゅ  ず　　　　　　　　  けい  しき

せん  げつ ごう　　　  し　 みず   はる　 な　　　　　　　　　　　  しょう かい

カムマニーシャン  ウェートピシットさん

タイ王国・コーンケーン出身

ＹＩＣメンバー歴　2年１ヵ月

　　　　　 おう  こく　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゅっしん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　れき　　　　 　ねん　　　　　  げつ

※

公益財団法人  八尾市国際交流センター
こう　   えき　    ざい　     だん　    ほう　     じん　　　 　 　 や　　    お　　   し　　   こく　    さい　     こう　  りゅう

〒581-0833 八尾市旭ヶ丘5-85-16 八尾市生涯学習センター内 

ＹＩＣボランティアメンバー随時募集中 !!　
 ずい　 じ　  ぼ  しゅう ちゅう　　　　

　や　      お　     し     あさひ      が　  おか　　　　　　　　　　　　　  　　　　　    　  や　　        お　　        し　           しょう                がい             がく             しゅう　　　　　　　　　　   　　　　　　 ない 

 かい      しょ　 じ　   かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    きゅう       しょ 　       び　　　       げつ             よう　       び　　　　   ど　         よう　　 び　　 　      しゅく        じつ　 　   　 ねん         まつ　    ねん　     し 

開所時間  8：45～17：15　休所日[ 月曜日・土曜日・祝日・年末年始］

ＴＥＬ：072-924-3331 ＦＡＸ：072 -92 4 -3332

http://www.helloyic// .or.jp  helloyic@helenrr .ocn.ne.jp　Facebook［YAO International Center]

★八尾市外国人住民数 4９ヵ国他 6,9７０人 ／ 2017年 ７月1日現在
や　    　お  　       し　       がい        こく 　   じん　 じゅん　みん　   すう　　　 　　　　　　  　　          こく　  ほか　　　　　　　     　　　　　　　　     にん　　　　　　   　　　　　   　　　　　  ねん　      　    　    がつ        ついたち        げん      ざい

毎朝水やりに使っている“じょうろ”を、漢字では

如雨露（雨露の如し）と書くとこの前初めて知った。

調べてみたら、実際はポルトガル語 jorro の発音が

なまり、如雨露は当て字なんだそう。そして、外来語と

の認識の薄い語はひらがなで表記

されることもあるらしい。 身近には

隠れた外来語がまだまだいっぱい

ありそう！とりあえずこれからは

雨露をイメージして水やりしよっと♪

まいあさ みず　　　　　　　つか　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かん  じ

じょ  う　 ろ　　 あめ つゆ　　  ごと　　　　　　　か　　　　　　　　　　まえ  はじ　　　　　 し

しら　　　　　　　　　　　　　  じっ さい　　　　　　　　　　　　　　ご　　　　　　　　　　はつ おん　

　　　　　　　　 じょ う　 ろ　　　  あ　　　  じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 がい らい  ご

　　 にん しき　　  うす　　　 ご　　　　　　　　　　　　　　 ひょう き

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 み  ぢか

かく　　　　　がい らい ご

あめつゆ　　　　　　　　　　　　　　　　みず

案内
あん　　 ない

ＹＩＣサークル活動
かつ　　どう

8 月11日（金曜日）  ※祝日（山の日）

9 月19日（火曜日） ※18日（月曜日･祝日）の振替日

　　   がつ　　　　 にち　  きん　よう   び　　  　　  しゅくじつ　　   やま　　　  ひ

　　　がつ　　　　にち　 　か　 よう　び　　　　　　　　  にち　   げつ よう　 び     しゅくじつ　　　   ふり  かえ   び

8 月11日（金曜日）※祝日（山の日）

8 月13 日（日曜日）、１５日（火曜日） ※お盆休み

9 月19 日（火曜日）※18日（月曜日･祝日）の振替日

　　　がつ　　　　　 にち　　 きん  よう  び　　　　 　しゅくじつ　　やま　　　 ひ

　　　がつ　　　　　 にち　　にち  よう　び　　　　　　　　にち　　　か　よう　 び 　　　　　　　　  ぼん　やす

　　　がつ　　　　　 にち　　　か　 よう　び　　　　　　　　　にち　   げつ よう　 び     しゅくじつ　　　   ふり  かえ   び

日本語交流

のお休み

　に　  ほん   ご    こう りゅう

　　　　  　　　やす

ＹＩＣの

お休み
やす

次回のＹＩＣだよりは、  

 9 月８日 （金曜日）発行予定です。

　　 じ     かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

 　　　　   がつ　  ようか　　　きん  よう   び 　　  　はっ  こう　よ   てい

ＳＡＬＡ
サーラ

日本語
歌おう♪

サークル

  うた

  に　   ほん  　ご


