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~岐車大学サマースクール開催~
「会回は中止|こなる可能性がある」との情報が

岐車大学から伝えられだ時、あちこちの国際交流

が中止|こ追い込まれてい左時期でもあり、ある程

度の予想はしていだとはいえ暗穆な気持ち!こなり

ましだ。理由は福島の原発事故と放射能汚染です。

当時国内では、「直ち!こ健康lこ影響が出るもので

はない」というコ メント に代表されるように放射

性物質の飛散と汚染状況及び影響!こついての情報

は国民に十分に知らされていませんでし左。一方

海外(特|こドイツなど)では福島第一原発からの

放射性物質の飛散状況のマップガ、日々予報され更

新公開されていましだ。従ってスウ工ーデンのル

ンド大学当局は中止の意向であつだようです。実

際|こ韓国のソウル料学技術大学(旧名ソウル産大)は本年度の参加が中止になりましだ。しかしルンドの学生は「ど

うしても日本|こ行き芝い」と強い意志を持ち大学|こ嘆願交渉し結果認められだのだそうです。

その結果、合年度ちルンドと韓国木浦大学の学生を郡上lこ迎え、ホームステイと日本文化体験講座など例年と変

わらない規模と内容で実施できました。 IJスクを承知で来てくれだことは本当にありがだくうれしいことです。こ

のことは日本と、岐阜大学サマースクールの魅力と評価が学生達|こ広<定着してきている証しであり、その中|こは

郡上でのホームステイと郡上の自然や景観、人情を始めとする郡上でのプログラム全体への評価も含まれているの

たさと感じていまず。サマースクールを実施して海外からの留学生を受け入れる大学は多いそうですが、郡上プログ

ラムのような地域の国際交流団体と提携してホームステイを伴う学外プログラムを実施するところは珍しく、注目

されているのだそうです。改めて責任を感じるととも|こホストフ 7ミIJーを始めご協力をいだだいている皆様|こ深

<感謝申し上げる次第です。
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岐阜大学サマースクール

rGIFAの3回目のホストファミリーをさせて頂いてJ (関市:Iく.K.さん)

合年は日本ではだくさんの尊い命を奪われ左東日本大震災という、とても心痛む出来事があつだばかりでなく、想像を

絶する量の放射線セシウム流出で、スウ工ーデン・韓国の大学ではプログラムを中止の判断をされ芝そうですが¥そんな
日本の状況の中でも「日本へ行きだい !Jと強い信念を持って、学生自らか、学校側lこ働きかけだという話をお聞きし、合

目の学生さん達は例年以上|こ「日本!こ来だい! ! Jという気持ちが強いという事を知り、とても感動しだと同時!こホーム ( 

ステイ側の私は正直言っていつもに無<緊張してしまいまし定。
会年は、クリストフ)7- (チィー君)・ 7ーサー (アサ殿)の 19歳の男子学生を我が、家へ迎えさぜてい芝たさきまし左。

ウ工ル力ムパーティーの時にクリストフアーは「チイ一君と呼んで下さい。」と、とても人懐こ<、寸ぐ|こ心の距離が、縮

まりまし定。アーサーは、「拙者は・・・。」とか「・・・ござる。」という言葉を日本語での会話の中で頻繁!こ使い、日本人

の私で、さえ馴染みが無く戸惑ってしまい、江戸時代|こタイムスリップしてしまうほどでし左(笑)。彼は日本語を学13i過程

で、時代劇|こ非常lこ興昧を持つだということです。関の伝承館では刀の展示|こ目が輝いてい芝のが印象深かつだです。

ゴルフの練習場へ行つ芝時は、 2人とも、休憩時間も殆ど入れず、あの暑い中シャフーを浴びだよう|こ発汗をしながらも

二時間も打っている姿を観て、勉強ちこんな風|こ頑張っているだなあ!と彼等の努力の姿勢が伝わってきましだし、私も

彼等に負けない様!こ頑張ろうと刺激をい左たさきまし定。

左まだまヤナセから招待状ガ、来ていだので彼等!こ尋ねるとチィ-君のお父さんもベンツ!こ乗っているらしく「行きだい !J

と即答。 7サ殿も賛成。とても鷺い芝事!こ、(スウェーデンでは)車を購入時|こは、税金か、86%1こなるという事を聞き、

つくづく日本人で良かつだと思いましだ。ヤナセの担当者の配慮でメルセデスの特注の扇予をいだ定き、彼等はとてもう

れしそうでしだ。

二人は、合までに無<日本語のレベルガ、とても高<、主人はコミュ二ケーシヨ ンがとても楽芝と、とても喜んでいましだ
が¥私は英会話を楽しませていだだ、きまし定。
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(高鷲町:T.G.さん)

久しぶり|こホストフ 7ミリーを引き受け私達家族も少しばかり緊張しましだ。でも、とても明るく優しい口ビッサさん :

に私達もホツとしてすぐ|こ打ち解け合えましだ。

自然豊かなスウ工ーデン|ことても関心を持っていましたので、いろんなお話を聞かせていだ芝きましだ。私どもの次女 ;

もいまニュージーランドの大学へ留学中、一時帰国しているので少しでも英語で話せるお友達が出来ればとも思っていま・

し定。ロピ、ツサさんが、来宅してくれて、我が家もいつも静かな時間を過ごしているのが、笑い戸が広が、り明るくなりまし芝。:

高山の街|こも出かけ、あまり近すぎて出かけることのなかっだ古い街並みの散策、ソフトクリームを食べだり、日本食:

のお居で、昼食を取っ芝り、楽しい時を過ごしましだ。ちょっぴり残念だつだのは、住んでいるひるがのの自然を見せてあ:

げられなかっだ事です。もう 日あれば、ゆっくりさぜてあげられ芝の|こと思っています。でも、八幡より遠い所芝とだ:

めらっていだ気持ちも口ビッサさんはあまり気|こならなかつだようでホツとしましだ。

日本語もとても上手、おはしも一生懸命|こ使って、おにぎりも初めて作り、どんな事|こち前向きな姿勢は私達も見習い :

だいと思います。ま芝、あこが、れのスウ工ーデンlこち機会があつだら行ってみだいと主人と話していましだ。

久しぶりの良い日 々が、過ごせだ事、まだこれからもいろんな万々と触れ合っていきだいと思います。まだ、口ビッサさ:

んも来ていだ芝けるといいなと思いつつ・・・本当にありがとうございましだ。

「蛍J (明宝:F.F.さん)

昔は蛍捕りが子どもだちの遊びの一つでしだ。舎のよう|こ街灯などが多くない時代でし定から、暗闇の中で無数の光が :

飛び交う様子は、それはそれはきれいでしだ。あれからもう半世紀も過ぎてしまつだ舎は、めっ芝lこ見ることが、できません。:

その蛍を一度、ぜひ見てみ左いと望ん芝のは、国際交流活動の一環としてわが家が迎えだ韓国の大学生。彼女|ことって、

蛍は幻のようです。わが家での四日間の滞在を終え、近<帰国する彼女!こ蛍を見せてあげるチャンスは今夜しかありません。:

小学6年生の孫、ガ、「最近、見定」という田んぼまで歩いて行き、孫が「あそこだっ芝よ」と言うと、みんなの自|こ力ガ、:

入りましだ。 私は《蛍よ、 出てきて! ~ と祈りまし左。

しばらくして孫が叫びまし定。「あっ、蛍や。あそこJo2匹です。みんなが、じっーとしていると、 1匹が私だちのそば:

3メ トルほどの所まで近づいてきましだ。

「とてもきれいな光ですね。」と彼女は大感激。本当|こきれいな金色の輝きでしだ。「日本の自然が大好きです」と言って )

いだ彼女|こ最高のプレゼントガ、でき芝のではないかと喜んでいます。
一中日新聞よ り抜粋一



ふれんどしつぶ

サマースクールで韓国からの留学生をお預かりしたことが¥ど
:れだけ私だち家族にとっていい経験となつだか、韓国|ごいる“お l 

l姉さん"Iこ向けて、娘か¥号、いを綴ってくれましだので紹介します。
:スヨンちゃん、本当|こありがとうね。(大和町:Iく.S.さん)

会ハマっていること・・・それは“韓国"です!私は韓国

か、大・大・大沼きです。韓国語も少しずつですが勉強して

います。韓国が招きな私|誌、母に「今年のサマースクール

lこ韓国の留学生が来るけど、どう ?Jと言われ¥喜んでホ

ストファミソーの申し込みをしましだ。

我が家にやってきだのは、チ工・スヨンちゃんです!初

めて会つだ時は「ちゃんと話せるかなあ」とか「どんなこ

とをしょうかな」と不安でいつはいでし定。でも、ウエル

力ムパーティーでいろんなことを話すうち!こ、お姉ちゃん

2011年(平成23年)10月1日 (4) 

岐阜大学サマークール

斎藤さんとスヨンちゃん

みだい!こ何でも話せて(私!こはお姉ちゃんがいないのですが)すぐに仲良くなることができましだ。早速その

晩から私は、スヨンちゃんの部屋で一緒lこ寝ることにしましだ。疲れていると思うの|こ、夜遅くまでおしゃべ

り|こ付き合ってくれ左り、韓国のことやK-P 0 Pについて教えてくれだりしましだ。ま芝、勉強中の韓国語

も気長|こ教えてもらえ、本当!こ、本当|こ楽しかつだです。スヨンちゃんと過ごした時間はとても短くあっとい

う聞でしだ。でも、合でId:スヨンちゃんは私の本当のお姉ちゃんみたいな存在です!別れるのはとても悲し<

「このままずっと一緒|こいられだらなあ」と思いまし芝。でち、ホームステイが終わつだ舎でも韓国と日本で

毎日のよう!こメールのやりとりをしだり、時々電話をかけてもらつだりと、いつも身近|こいるような感じが、し

て嬉しいです!ホストファミリーをさせてもらえて本当によかっだです。さらに韓国が大沼き|こなりましだ。

*スヨンちゃんへ

私のお姉ちゃん|こなってくれてありがとう 11

会年は受験生なので辛いことも多いけど、スヨンちゃんを思い出すと頑張れます。合度は私が韓国|こ行ける

よう、必死になって勉強します。スヨンちゃんも日本|こ来だら、是非郡上!こ来てね!そしてまだ一緒lこ寝ょう

ね。力ゼをひかないよう|こ気を付けてね。

スヨンお姉ちゃん、本当|こありがとう 1 ~力ンナより~
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やさしい英会話教室 「ずす"ず、"ずV向、
LQ...ム.)LQ...ムJえよ)u

郡上八幡国際友好協会・八幡英会話サ クル共催、郡上市教育委員会後援!こよる「やさしい

英会話教室」が郡上市総合文化センターで、市内 ALTの先生達(キンバリ ・グリシヤム、

ルイーズ・ヴイツ力ース¥ビクトリア・モハイド、ジ、ヨン・ 7ドマコ)を講師|こ迎え、

6月24目、 7月 1目、 7目、 15目、(全 4回)開催されましだ。

今年も市内各地の社会人及び学生、約 30名の参加者があり、ゲームやスキット、それに英語

の歌(ビートルズ)を合唱等して教室は大変ぢ評でし芝。
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いも出ていましだが、最後には輪|こなり全員で

楽しく踊れるよう|こなりましだ。ま芝、市街地

散策では会員宅で茶道を体験。日本独特のもの

|こ触れ、参加者も多<の質問をされていました。

その他、ゃなかの小路や吉田川沿いを散策し

だ参加者は、ポイン卜の説明を受けるだび!こ写

真を撮りなが、ら熱心に聞き入っていました。

見送り時の参加者の笑顔が満足がい<プログラ

ムを提供できだのではと感じましだ。

メコシ5ヶ国訪問団
5月 26日から 5月 28日の日程でメコン 5

ヶ国(力ンボジ、7・ラオス・ミヤンマ-・タイ・

ベトナム)の政府や地万自治体関係者、民間

事業者が観光振興と文化財保護の研修のだめ

郡上市|こ訪れまし定。この郡上市でのプログ

ラムでは、郡上八幡城や古会伝授の里フィー

ルドミユージ、アムを視察しながら、市の観光

施策や文化財保護!こ対する考え方などを学び

ました。 28日!こは当協会の案内で郡上おど

り体験や八幡市街地を散策しました。踊り体

験で|呂、最初は手と足が上手<動かせず苦笑

1¥lLT紹介

会年も海外から ALTの方が郡上!こ

来てくれましだ。

まだ、あまり日本語Id:得意ではあり

ませんが、街で見かけだら気軽に声

をかけて下さいネ。

法人会員一麓 (敏称略 i悶

紛大原林産

勝木 越 組

⑨キング(相生モータース)

悌奥濃飛白山観光・ホテル
積 翠 園

郡上合板紛

郡上板金企業組合

紛古池タクシー

国際ソ口プチミスト岐阜ー郡上

さっきの会古池孝文

事時三栄コンサルタン卜

十六銀行紛八幡支居

庄村学習塾

大巳造園土木⑮

締高垣組

東海精機惨め

八幡信用金庫

八幡病院

松田土木

紛丸芳組

紛ミノグループ

斎藤印刷

杉下医院

ペイホックトラベル紛

紛水のまち郡上八幡
流響の里

事事トップス

ケビン・ブラウン
ケビンと呼んで下さい。

出身国…力ナダ・マ二卜/\~IIII 

ウィ二ペグ市

担当校・・・郡上高校

大学の専攻…アジア学

趣昧…音楽、ハイキング

戸 百

2員募集中

郡上八幡国際友好協会では会員を

募集しています。

個人会員/ 3，000円
年会費は

法人会員/10，000円

年会費は、留学生の受入や学習会、

料理を楽しむ会などの事業や広報活

動の費用として大切lこ使われます。

お問い合せ:郡上八幡国際友信協会事務局
TEL 67-1811 

ホーじみペー三:モ~~ifiφ! むうさ3~く芭さい.

hュ
www.gifa.jp 
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