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	 22001144 年の新年になりましたが、あと 22 週間ほどで秋学期が終わりになります。学期末は皆さ

んにとって一番忙しい時期ですね。日本語のクラスは、今週月曜日から木曜日まで期末試験が集

中しているので大変ですが、がんばっていると思います。  

  11 月のクラスが始まってから、とても寒くなり、冷たい空気の中をマスクをして急ぎ足でキャ

ンパスを歩いて行く人が多いです。この時期は毎年のことですが、インフルエンザが流行するの

で要注意です。それに、最近、ノロウィルスの感染
かんせん

のニュースも時々耳にします。体調管理をし

て期末試験を乗り切りましょう。  

  さて、クラス・ニュースレター第 22 号は、AABB クラスから「町の紹介」の作文をたくさん投稿

していただいています。その他に漢字のクラスで皆さんが考えたユニークな漢字の覚え方も載せ

ました。  

  そして、今学期、クラスを担当してくださった先生達から皆さんへメッセージがあります。  

是非、読んでみてください。              
先生方からのメッセージ  

      
      

  AA 先生  

「皆さんと会えるのは週に 22回でしたが、毎

週、少しずつ日本語で言えることが増え、書

きたいことが書けるようになってきて、とい

うプロセスが見られ、皆、よく頑張っている

なと思いました。日本語のクラスの外でも、

色々と貴重な経験ができたのではないでし

ょうか。どうぞこの一学期学んだこと、感じ

たことをこれからの生活に生かしていって

ください。日本語を通して、皆さんの世界が

より広がるよう応援しています!!」  
 

B先生 
  

    週に二回しか会えませんでしたが、会話ク

ラスの様々な活動を通して、皆さんの個性的

な価値観に触れられて楽しい時間でした。  

今後もさらに日本語や日本文化への理解を

深めてください。  
  

CC 先生  
  

  皆さん、11学期間お疲れ様でした。色々大

変なこともあったでしょうが、良く頑張りま

したね。この学期に学んだことを、これから

の勉強、仕事、生活などに生かしていってく

ださい。  
 

D先生  
    227700AA、227700BB のみなさん。一学期間本当

にお疲れ様でした。表現、語彙、作文、漢字

と勉強することがたくさんあって本当に大

変だったと思いますが、1100 月のときに比べ

てみなさんは本当に日本語が上手になった

と思います。これからも日本語の勉強を続け

て、是非、日本と世界の架け橋となってくだ

さい。    
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EE 先生  
  

  「 みんな、よく頑張った！」227700 を担当  
したのは初めてでしたが、本当にインテンシ

ブでしたね。３ヶ月でずいぶん上達したので  

はないかと思います。これからも日本語を活

かして、それぞれの国と日本との架け橋にな

って活躍してくれることを期待しています。    
 

F先生 
 

	 227700AAの文法・読解クラスを担当しました。

最初はおとなしい学生さんが多いのかなと  

思いましたが、しっかりした大人の考えを持

ったグループだとわかりました。文法の練習  

や読み物のディスカッションでは、自分の国

と日本の文化の違いなどに関する、面白い意

見を積極的に話してくれて、私もとても勉強

になり、楽しい学期となりました。ありがと

うございました！ 
       

GG 先生  
  

  今学期は、日本文化の話、小さい「つ」、

新聞記事、ドナルド・キーンの本など、いろ

いろな文章を読みましたね。どれに一番興味

を持ちましたか。もっと詳しく知りたいと思

ったトピックはありましたか。  

  このクラスで学んだことについて、まわり

の友達と話してみてください。そして、新し

く勉強した語彙や表現をどんどん使ってみ

てください。新たな発見をしたり、さらに知

識を深めたりすることができると思います。  

  私は授業中、記事に対するみなさんの意見

や国の様子を知ることができて、とても楽し

かったです。日本語の勉強を通してみなさん

の夢が実現できるように、これからも頑張っ

て行きましょう。  

              
                                                                
      

作文  

  
 

  

大学の町「ロレンス」  

  

  ロレンスは、アメリカ中西部のカンサス州の真ん中にある町である。カンサス大学やバスケッ

トで有名である。とてもカンサスらしい気候だと言える。冬はマイナス 55度から夏は 4400 度にま

でなる。実は、ロレンスは大きくない町で、99万人しか住んでいない。そのうちの 22万 88 千人は

カンサス大学の学生だ。  

  114477 年前にカンサス大学が創立され、その時から、ロレンスはカンサス大学に有名になった。

最近、カンサス大学の癌研究所はとても有名になった。88種類の癌の薬がカンサス大学の癌研究

所で作られた。しかし、カンサス大学の一番有名なことは、何と言ってもバスケットだ。米国内

で 55回優勝で、「BBiigg  1122」として 99回連覇している。  

  ロレンスの気候はとても不思議である。時々、１日の中で温度差が大きい。朝は雨が降り 1188

度、午後は晴れて 3300 度になる。そして夜は曇りで 1100 度になることがある。それが一般的なカ

ンサスの天気である。カンサス人がいつもそれは普通だと思うから、全然驚かない。  

  こんなに有名なのに、ロレンスは町としては大きくないのである。カンサス大学と町の他に、

公園が 5544 カ所もあり、9911 平方キロメートルの湖がある。ロレンスはとてもきれいな町である。  

  一度ロレンスに来ることをお勧めしたい。絶対、好きになると思う。（CCSS）  
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歴史の町「スライゴ」  

  

  私はアイルランド出身である。アイルランドはヨーロッパ大陸の北西にある島で、周�りを海に

囲まれている。  

  私の町はスライゴという名前の町である。アイルランドの北西にあり、大西洋に面しているか

ら、よく潮風が吹く。スライゴの冬は寒くて、たくさん雨が降る。夏は暑くないが、たくさん雨

が降るのが大変である。時々、冬に雪も降るが、いつもではない。  

    スライゴには山があるし、それに湖があるし、景色はとてもきれいである。毎年、観光でスラ

イゴに来る人が多く、山に登ったり散歩をしたり景色を楽しんだりしている。  

  また、スライゴは歴史的な町である。スライゴを題材にしたアイルランドの伝統的な物語が多

い。特にメーヴ女王の物語はとても面白い。他に、有名なのは、詩人のイェーツである。イェー

ツの詩には、スライゴの景色について書かれたものが多い。  

  スライゴの人口は約 22万人である。あまり大きい町ではないが、名所旧跡が多い。例えば、ア

イルランドで最も古くてきれいな教会があって有名である。  

  私はスライゴが大好きだ。（SSCC）  

  
    

	 	 ハンザの町「ブレーメン」  

    私の町はドイツの北にあるブレーメンである。ブレーメン市はウェーザ川沿いにあるブレーメ

ンとそこから六十キロで、海の近くにあるブレーマーハーフェンから成り立っている。  

  人口は五十万人なので、ドイツ十番目に大きい町だが、日本の町と比べたら、とても小さい。

例えば、東京都の広さはブレーメンの二倍で、人口は十六倍多い。  

  そして、気候は全然違う。ブレーメンは、夏は晴れた日が少なく東京より寒いし、雨がいつも

降っている。しかし、蒸し暑くない。冬によく雪が降る。つまり、天気は 11年中ほとんど悪いわ

けである。  

  ブレーメンはずいぶん古い町で、長い歴史がある。特に“ハンザ”という貿易の同盟は大事な

勢力を持っていたから、今日でも、まだ皆は、“ハンザの町ブレーメン”と言う。  

  現在、町の外観は昔とほとんど変わってしまった。第二次世界大戦で古い建物が大体こわれて

しまったが、歴史的な建物はまだ残っているものもある。しかし、他のドイツの町より少ない。

私の町はブレーメン音楽隊で有名なので、市役所の近くにある記念碑はドイツを旅行している人

に人気がある。  

  そしてウェーザ川の海岸にベックスというビールを作っている所がある。ビールを作るのに町

の中心にある川の水を使っているから、醸造時期になると、どこでもビールのにおいがただよっ

ている。  

  私の好きな場所は川の横にある“シュラフテ”という所である。そこで色々なレストランと居

酒屋があって、夏に外で川を見ながらビールを飲める。十二月のクリスマスの前になると、そこ

にクリスマスマーケットができて、昔のヨーロッパの服を着ている人が食べ物や、飲み物や、お

もちゃなどを売っている。  

  ブレーメンは小さな町だが、ドイツを旅行するなら、是非訪ねてみてほしい。（JJHH）  
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オーストラリア最大の観光保養地「ゴールドコースト」  

  

    私はゴールドコーストから来た。ゴールドコーストは、オーストラリアのクイーンズランド州

南東部にある都市である。ゴールドコースト市の人口は 559900,,889999 人で、クイーンズランドの中

で 22番目に大きな都市で、オーストラリア最大の観光保養地として世界的に有名である。私は小

さい時に、家族と一緒にゴールドコーストに引っ越してきた。  

  ゴールドコーストのビーチは有名だ。北から南にかけてビーチが続いている。ビーチの砂はき

れいな白い色なので、ビーチの砂の上を歩くと、本当に気持ちがいい。  

  そして、内陸には世界遺産に登録されているスプリングブルック国立公園がある。スプリング

ブルックはナチュラル・ブリッジで有名である。ナチュラル・ブリッジは観光客に人気が高いの

で、ゴールドコーストからツアーが実施されている。  

  それから、とても楽しいのは 44つの遊園地である。ムービーワールド、シーワールド、ドリー

ムワールド、そしてウエットアンドワイルドがある。楽しい所が好きな人は、ぜひ行ってみると

よい。  

  観光が好きな人は是非ゴールドコーストに行くことを勧めたい。どんな人でも色々な体験がで

きるところだ。（BBII）  

  

 

	 	 	 	 私の国「ロシア」  

    もし、自分の国の紹介を作るタスクをもらったら、大半の人はその紹介を自分の国のいいこと

の説明から始める。私はそのパターンを使わず、ロシアの悪い点から始め、ロシア人としてロシ

アの外から見えない問題を紹介したいと思う。  

  確かに、ロシアには美�しい豊かな自然があったり、息を呑むほど素晴らしい建造物がある町が

あったり、歴史的に重要な所もある。  

それに対し、町から遠い田舎には廃村あり、公害が多くて、工場しかない町もある。実はロシア

には、そのような住みにくい町や村が多いにもかかわらず、観光したい人には首都のモスクワと

隣のサンクトペテルブルクしか勧められていない。  

  ロシアの一番重要な問題といえば、環境問題である。首都のモスクワと東京を比べると、モス

クワのほうが環境が汚染されている。そのため、ロシアを観光すると、観光客の健康を害するこ

とになる。  

  観光客にとって、ロシアの第二番目の問題といえば、犯罪率が最も高いことである。夕方から

夜にかけて散歩するのは危険である。それに、大半のロシア人が英語ができないから、外国人が

事件があっても誰も手伝ってくれない可能性が高い。そのため、ロシアの犯罪者はロシア人より

外国人を標的とするのが普通である。  

  もう一つの危険というのは動物遺棄�の問題である。大都市には政府が設立した動物保護施設が

多いのに、最近、保護施設に入�れないほど動物の数が増加して来た。その遺棄�された動物の中で

犬が一番危ない。ロシアの激しい冬では、空腹の捨犬が人を襲うこともある。  

  このロシアの社会問題が多い作文を読むと、ロシアなんて訪ねたくなくなるだろう。確かにロ

シアはあんまり安全な国ではない。しかし、きれいな所や歴史的な所だけでなくロシアの現実知

ってから、ロシアを訪ねてほしいと思う。((SSTT))  
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木造の家のある町「ヴォルフェンヴュッテル」  

  

    私の町はドイツのヴォルフェンヴュッテルである。ヴォルフェンヴュッテルはニーダーサクセ

ン州にあり、ハノーバーから一時間ぐらいの小さな町である。人口は５万２千人である。  

    ヴォルフェンヴュッテルの天気はたいてい寒くて雨が多い。町中には木造の家ときれいなお城

がある。  

    小さい町であるにもかかわらずおもしろいことがある。例えば、世界一番高い本。この本の名

前は「Evangeliar Heinrich des Loewen」という。Herzog August図書館にあり、11118888 年ごろに書か
れたものだ。Heinrich der Loewe公爵が書かせたものだ。とても古い本なので 22年に１回だけ公
開される。  

  それから、イエーガーマイスターというハーブリキュールがヴォルフェンヴュッテルで作られ

たことも面白い。  

  実は、ヴォルフェンヴュッテルはつまらない町だと思う。何もないからだ。ショッピングした

い時、隣の町に行かなければならない。でも、私はここで生まれ、育ったので、家族と友達がい

て、たくさんのいい思い出があるからこの町が大好きである。((IIRR))  

  
    

  

すばらしい町「ダブリン」  

      

  私の町はアイルランドのダブリンである。ゲール語で「Baile Átha Cliath」と言う。アイルラン
ドは欧州の西にある島国で、ダブリンは島の東部にある町である。  

  アイルランドは大きい島である。ダブリンの人口は約百五十万人である。東京と比べると、東

京のほうがダブリンより大きい。  

  アイルランドはほとんどが平野である。農業が経済として最重要なものだ。アイルランドは温

帯にあり、夏と冬は暖かい。雨季はないが、雨が一年中降る。  

  毎年たくさん観光客はアイルランドを訪ねている。ダブリンで観光する所が多い、例えばトリ

ニティ大学や国立博物館やギネス製造所がある。テンプルバーは有名なパブが多く、アイルラン

ドの伝統的な音楽が聞ける。  

  また、ダブリンは文学で有名である。たくさん有名な作家が住んでいた。例えば、ジャムス・

ジョイスとかオスカー・ワイルドとかブラムストーカーである。  

  ダブリンは本当にすばらしい町である！((GGJJ))  

  
    
  

******  漢字の覚え方  ******  
      

共  いつも一緒に歩く友達、絆が強い。  CC  ＆  ZZ              

縮      Many trains connect at Shinjuku Station.    CC  

反  「友」の一部がなくなり、友を失い、反対になってしまった。  JJ  ＆  SS 

較    交差点で色々な車を比較できます。  JJ  

減  「感」から心がなくなり気持ちが減った、涙。  NN 


