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く に し ょ う か い

正式国名：ベトナム社会主義共和国
（Socialist Republic of Viet Nam）

首都：ハノイ （Ｈａｎｏｉ）

面積： ３３万１６９９ｋ㎡ （日本の約０．８８倍）

人口：約９.３４２万人

気候：北部…四季がある

南部…一年を通して暖かい

時差：日本から ―２時間

通貨： ドンＤｏｎｇ （100円＝2万ドン）

主な言語：ベトナム語

宗教：仏教８０％、キリスト教など
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ハノイ市から南に行ったと

ころにあるフォン寺(香寺)

はパフュームパゴダとも呼

ばれていて、１３のお寺が

あるベトナム仏教の聖地です。ここは船でしか行くこ

とができません。大きな洞窟の中に、観音菩薩が祀

られています。毎年旧暦の１月６日から３月３１日ま

での３か月間、お祭りがあります。ベトナムでいちば

ん長く、いちばん規模が大きい祭りです。この祭りの

期間中、たくさんの人が訪れ、果物や線香をお供え

して、神様にお祈りをします。

フォン寺祭り
し みなみ い

ハロン湾は大小２０００の奇岩からできていて、その景色

はとても神秘的です。１９９４年にユネスコの世界自然遺

産に登録されました。「ハロン」の意味は龍が降り立った

場所と言う意味です。龍の親子が現れ、口から吐き出し

た宝石が奇岩になったという伝説があります。太陽の位

置で輝きが変わり、雨や霧によ

って幻想的な雰囲気を楽しむこ

とができます。ベトナム国内だけ

ではなく、海外からも多くの観光

客が訪れます。
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まいとしきゅうれき がつむいか がつ にち

ベトナムの人はひとなつっこくて、

親切です。みなさん、チャンスがあったら、

ぜひベトナムに遊びに来てください。きっ

といい思い出ができますよ。
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２１日 合唱コンクール

１３日 初詣

１７、２４日 文化体験

２７日 ベトナム、韓国、台湾 新年

２日 旭小交流会（２回目）

６日 若基小交流会

２８日 プロジェクトワーク発表会

２、３日 社会見学旅行（長崎）

８日 卒業式

１４日 大掃除、終業式

春休み開始

クラスの団結力を高めるた

めに、毎年１２月に合唱コンクールが行われます。各クラ

スで歌を決めて、たくさん練習しました。午前は「ＲＰＧ」を

歌った星クラス、午後は「ＴＯＭＯＲＲＯＷ」を歌った月クラ

スが優勝しました。結果を聞いて、「悔しいな」と思ったク

ラスもあったはずですが、みんな全

力を出して歌ったので、楽しかった

し、クラスがもっと仲良くなりました。

そして歌を覚えることで、日本語の勉強にもなりました。

合唱コンクール

初詣

文化体験
ベトナム、韓国、台湾 新年

毎年１年生はもっと日本の文化につい

て分かるようになるために、日本舞踊、

書道、生け花、茶道のうちどれか一つ

を体験します。舞踊のクラスでは、着

物を着て実際に一曲覚えて踊りまし

た。書道では、漢字の意味や書き方を

教えてもらったあと、自分の好きな言

葉を選んで書きました。生け花では、

花の名前や生け方を教えてもらって、

自分で一つ作品を作りました。私は茶

道を体験しました。前にテレビで見た

ときは簡単だと思いましたが、実際に

お茶をたててみると、難しかったです。

みんなそれぞれ

いい体験がで

きました。

学校にはいろいろな国の学生がいます

から、それぞれの国のお正月の時、学

校でもパーティーを行います。ベトナム

のテトもその一つです。旧暦なので毎

年違う日で、今年は１月２７日でした。

韓国と台湾の旧正月も同じ日です。私はベトナムの代表と

して、テトについて紹介しました。そのあと、ベトナム人のみ

んなとテトの歌を歌いました。とても楽しくて、家族を思い出

してさびしくなる気持ちが一瞬消えました。韓国と台湾も、

それぞれ学生が紹介をして、みんなでお祝いしました。

私たちは、日本に来て初め

て初詣という文化を知りました。１年生

は学校の近くの八坂神社と外町天満

宮に参拝しました。先生たちにお参り

のルールを教えてもらって、自分のことや、国の家族の健

康を祈りました。
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鳥栖市社会福祉

協議会とユニセフ

に、弘堂祭の収益

金を寄付しました！

（１２月１６日）

バングラディシュのリクタ

さんが、横浜で行われた

日本語弁論大会に出場し

ました。 （１月３０日）
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２月２日に旭小学校、６日に若基小学校へ行きました。

本当に楽しかったです。私たちはお互いの国について紹介しました。また、学校の中を案

内してもらったり、日本の遊びを教えてもらったりもしました。剣玉、こま、缶蹴りなどをして

遊びました。それらの中でも特に面白かったゲームは「福笑い」です。みんなたくさん笑い

ました。帰るとき、とても寂しくなりました。チャンスがあったら、ぜひまた行きたいと

思います。お互いの国のことをよく知ることができたし、たくさん日本語で話すことも

できたので、とてもよかったです。

小学校 交流会

卒業式

しょうがっこう こうりゅうかい

プロジェクトワーク発表会

そつぎょうしき

３月８日、サンメッセ鳥栖において卒業式が行われました。卒業式では、学生達はスーツや各

国の民族衣装を着て出席したので、とても華やかでした。ですから私たちの気持ちも、なんだか嬉しくなりまし

た。しかし、先輩達と離れなければなりませんから、寂しくもなりました。先輩達は校長先生から卒業証書をもら

いました。そのとき、校長先生は一人一人に言葉をかけられました。校長先生は学生の気持ちがよくわかって

いるなあ、と私はとても感動しました。また、特に頑張った

学生達にはいくつかの賞があり、多くの先輩達がその賞を

もらいました。私ももっと頑張って、来年、賞をもらいたいと

思いました。これから、もう先輩達に会うことはできません

が、先輩達に「最後まで諦めないで頑張ってください」と

言われたので、私たちはもっと頑張ります。後輩たちの手本になるような２年生になりたいです。

長崎 社会見学旅行

この発表会では、２年生がいろいろなテーマについて

調べて発表します。これは、今までにどれくらい日本語

が上手になったかを見せるため、そして進学先でプレゼ

ンテーションなどが上手にできるように、その練習として

行われます。今年のテーマは「寿司」「沖縄」「日本人と

外国人が仲良くなるために」などでした。私たちにもよく

わかるように、先輩達は映像を見せたり、劇をしたりして

工夫していました。先輩達の日本語はとても上手で、み

んな自信を持って話しているようでした。この発表会で

は、日本の文化や習慣、そして私たちの国との違いなど

を知ることができました。午前は「化粧」午後は「名前」

チームが優勝しました。

来年は私たちの番です。

先輩達のように上手に

発表ができるように頑張

らなければならないと思

います。

３月に私たちは

長崎へ行きました。

グラバー園、原爆

資料館、平和祈念

公園へ行きました。

まずグラバー園へ行きました。とてもきれいな所で

した。ハートの石を見つけて触ると恋人ができるかも

しれないときいたので、みんなで探しました。面白

かったです。原爆資料館では、原子爆弾が投下され

たときのいろいろな物や写真などを見ました。亡く

なった人たちのことを想うと、とても悲しくなりました。

そして原爆や戦争について考えさせられました。そ

れから平和祈念公園へ行きました。私たちは原爆犠

牲者のために祈りました。

長崎ではいろいろなこ

とを学ぶことができました。

また機会があればもう一度行ってみたいです。

はっぴょうかい ねんせい

ながさき しゃかいけんがくりょこうはっぴょうかい
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は 2016年
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ぶ ん か

を習
なら

ったり、アルバイトをしたりして、あっという間
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に ほ ん

へ来た
 き

時
とき
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でした。したくてもできないことがいっぱいあ

りました。今
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はここの生活
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ひ と り

で行
い

くとかをやってみたいで

す。そして、日本語
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を上達
じょうたつ
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じぶん

のためだけではなく、友達
ともだち
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ら来る
 く

後輩
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たちのためにも時間
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と思って
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わたし
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前
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、先輩
せんぱい

たちに助
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けても

らいました。そのことをとても感謝
かんしゃ

しています。ですから、鳥栖
と す

のことを何
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 し

後輩
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たち

に自分
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が手伝って
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もらったように、手
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  ２年生
にねんせい

になるにあたって、楽しみ
たの

にしていることはたくさんありますが、先輩
せんぱい

たちの送別会
そうべつかい

を思い出す
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と泣
な

きたくなるほど悲
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しいです。しかし同時
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ごしています。 



＜ソース＞

ナンプラー、さとう

レモン汁、にんにく、

唐辛子（生のもの）

＜作り方＞

１、ソースの作り方

ニンニクと生の唐辛子を一緒につぶして、さとう、レモン汁を加え、

そこにナンプラーを加え、好みの辛さにする

２、野菜はかざる分を残して、細切りにし、固い野菜はゆでておく

３、１と２を合わせて、よく混ぜる。

４、お皿に盛り付けたら、トマト、果物をかざり、上に干し桜えびや

炒ったピーナッツをのせればできあがり

＜作り方＞

１、そうめんはゆでておく

２、フライパンにサラダ油を入れ、ペーストの香りが出る

まで炒める。

３、ココナッツミルクを入れ、肉、野菜を加えて煮る

４、肉と野菜に火が通ったら、塩、唐辛子で味を整える

５、器にそうめんとゆで卵を入れ、カレーをかけてできあがり

ナンプラーは

ワンポイントアドバイス

＜材料＞

グリーンカレーペースト

ココナッツミルクまたは牛乳

そうめん

肉（好きな肉、えびでもよい）

もやし いんげん なす

空芯菜（小松菜でもよい）

ゆで卵 サラダ油

ピチャヤーさんが

教えてくれました！

せ かい りょう り

つく かた

第４回目は タイ料理を紹介します！

つく かた

だい かいめ りょう り しょうかい

甘いのが苦手な方は

ココナッツミルクの

代わりに牛乳で

作るといいですよ

ざいりょう

ざいりょう

なま とうがらし いっしょ じる くわ

や さい ぶん のこ ほそ ぎ かた や さい

い

青パパイヤのサラダですが
パパイヤなしでも おいしく
できます

＜ 材料 ＞

青パパイヤ（なくてもよい）

きゅうり にんじん いんげん

トマト かぶまたはだいこん

コーン りんご パイナップル

など

干し桜えび ピーナッツ

くわ この から

ほ さくら

あお

ナンプラーは入れすぎる

と、塩辛くなるので、

味をみながら、少し

ずつ加えてね。

あ ま

さら も つ くだもの うえ ほ さくら

つく かた

最近スーパーでもグリーンカレーの

ペーストが売られていますね。

タイではご飯とではなく、こうして麺

と一緒に食べることも多いそうです。

ご家庭のそうめんを大変身させ

てはいかが？つけ麺もいいかも！

ゆ い かお で

い にく や さい くわ に

いた

にく やさい ひ とお しお とう がら し あじ ととの

うつわ たまご い

あじ すこ

しおから

くわ

い

あま にがて かた

か ぎゅうにゅう

かてい だいへんしん

いっしょ た おお

はん めん

う

さいきん

たまご ゆ

くうしんさい こまつな

にく す にく

ぎゅうにゅう

おし

とうがらし なま

じる

あお

（そうめんのグリーンカレーがけ）

めん

つく



日本語学校弘堂国際学園から徒歩３分のところに新しくできた専門学校を紹介します！

がい ご かん こう せん もん がっ こう

８：００ 起床

８：３０ 登校 徒歩１分♪

８：４０

授業

１２：４０

１３：００ 昼食 昼寝

１５：００ 宿題 家事

♪歌を聞いたりドラマを見たり♪

１８：００

アルバイト（週５日）

２２：００

２２：３０ 帰宅

２３：３０ 勉強

０：３０ 就寝

私の１日♪ 来日理由：私は将来のために日本へ来ました。バングラデシュに住んでいる

とき、日本では女性も勉強しながら自分で生活できると聞いて、

自分の目標を達成するために日本へ留学することにしました。

好きな所：私の好きな所は学校です。どうしてかと言うと、色々な国の友達と

楽しく勉強したり、遊んだりできるからです。そして、私の学校の

先生たちはとても優しくて、親みたいだからです。私は学校が休

みのときはぜんぜん好きじゃありません。

私は１月３０日に横浜で行われた日本語弁論大会に出場しました。

そこには色々な国から来た留学生がいて、専門学校の学生もいました。

私がスピーチをする順番は最後だったので、とても

緊張しました。でも、先生たちが「大丈夫、頑張って」

と言ってくれました。そして、法務大臣賞をいただく

ことができました。今、私は信じています。人はでき

ないと思うことも、頑張ったらできるようになります。

にほんご がっこう こうどう こくさい がくえん と ほ ふん あたら せんもんがっこう しょうかい

こうどう

こんげつ き しょうかい

わたし にち

きしょう

とうこう

じゅぎょう

ちゅうしょく ひるね

しゅくだい かじ

うた き み

しゅういつか

きたく

しゅうしん

らいにち りゆう わたし しょうらい にほん き す

わたし がつ にち よこはま おこな にほんご べんろんたいかい しゅつじょう

日本人学生と留学生がいっしょに勉強することで、新しい

コミュニティをつくりだし、「グローバル

人材」の育成を目指しています。専門

的な知識・技術を学ぶことはもちろん、

マナーを備えたコミュニケーション力

などビジネスに必要なスキルも身につ

けて、日本ですぐ仕事ができる人材

を育てたいと考えています。

がっか しょう かい
きょうせい はぐ にん げん りょく こく さい りょく

学校法人 弘堂国際学園

今月はバングラデシュから来た リクタさん を紹介します！

べんきょう

にほん じょせい べんきょう じぶん せいかつ き

じぶん もくひょう たっせい にほん りゅうがく

す ところ わたし す ところ がっこう い いろいろ くに ともだち

たの べんきょう あそ わたし がっこう

せんせい やさ おや わたし がっこう やす

す

いろいろ くに き りゅうがくせい せんもんがっこう がくせい

わたし じゅんばん さいご

きんちょう せんせい だいじょうぶ がんば

い ほうむ だいじんしょう

いま わたし しん ひと

おも がんば

◇観光コース → 旅のエキスパートになる

◇観光ウェルフェアビジネスコース

→ バリアフリーな旅行をエスコート

→ 職場で求められる即戦力になる

→ ワールドワイドなスピーカーに

かんこう がっか

じょうほう がっか

しょくば そくせんりょく

りょこう

かんこう

かんこう たび

えいご つうやく ほんやく がっか

にほんじん がくせい りゅうがくせい べんきょう あたら

じんざい いくせい め ざ せんもん

てき ちしき ぎじゅつ まな

そな りょく

ひつよう み

にほん しごと じんざい

そだ かんが



私のクラスは、緑クラスです。担任は藤先生です。

ベトナム15人、ネパール2人、バングラデシュ1人の

18名クラスです。文化も違うし、宗教も違う私たちです

が、違いをみんな気にすることなく、弘堂国際学園の

学生だという気持ちで、仲良く楽しく勉強しています。

緑クラスは、去年日本に来た学生が集まったクラスで

す。勉強のペースが一番速いクラスですから、大変で

すが、先生たちといっしょに頑張っています。

担任の藤先生について紹介します！

藤先生はとてもいい先生です。

学生のことをよく心配してくれます。

でも、宿題を出さなかったり、再テスト

をしないと帰らせてくれませんから、と

きどき、面倒くさいなあ・・と思ってしま

います。でも、自分たちのためを思って

やってくれていると私たちもよくわかっ

ています。今だけのことではなく、

私たちの将来の

ことも考えて指導

してくれていると

思います。

←

漢
字
が
大
好
き
ナ
ン
さ
ん
！

ベ
ト
ナ
ム

・何を考えている？無表情なサミルさん

・失敗してもいつも明るいチャンタンさん

・細いけど、いつもお腹をすかせているナンさん

・怒りっぽいトゥさん。時々怖い・・！

・ファッショナブルなアイントゥさん

・頭の中はバスケットと彼女のことだけテフンさん

・静かで小さい姉妹のようなフエさんとズンさん。

・どんな人とも仲良くできるゴッアインさん。

・親切でいつも笑っているフォンチャンさん。

・たばこはほどほどにしましょう。キムゴッさん。

・クラスのムードメーカーのサンさん。楽しい人

・ボランティアグループのリーダー。フッさん

・うるさい、うるさい、うるさいブンフゥンさん

・どうして？どうして？が口癖のリクタさん。

・大人しくてまじめなスアンさん。

・進んで手伝いをしてくれる親切なソンさん。

こんにちは。私は緑クラスの

お調子者（いい意味で）、ビラズです。

私がクラスの友だちを紹介します。

ネパール
ビラズさん

わたし みどり たんにん とうせんせい

めい ぶんか ちが しゅうきょう ちが わたし

ちが き こうどうこくさいがくえん

がくせい き も なかよ たの べんきょう

みどり きょねんにほん き がくせい あつ

べんきょう いちばんはや たいへん

せんせい がんば

たんにん とうせんせい しょうかい

とうせんせい せんせい

がくせい しんぱい

しゅくだい だ さい

かえ

めんどう おも

じぶん おも

わたし

いま

わたし しょうらい

かんが しどう

おも

みどり

ちょうしもの いみ

わたし とも しょうかい

なに かんが むひょうじょう

しっぱい あか

ほそ なか

おこ ときどき こわ

あたま なか かのじょ

しず ちい しまい

ひと なかよ

しんせつ わら

たの

くちぐせ

おとな

すす てつだ しんせつ

し
ょ
う
か
い

み
ど
り

か
ん
じ

だ
い
す



今月のごめんなさい

モリオム

私の名前の意味は母です。

好きな食べ物

⇒「ビリヤニ」

（ご飯と肉の料理です）

☆バングラデシュの

「シュンドルボン」はとても

きれいな所です。ぜひ遊び

に来てください。

モリオムのベンガル語（バングラデシュ語）講座

こん げつ

からて なら い とちゅう あめ ふ はじ とき ともだち あ かさ

空手を習いに行く途中、雨が降り始めました。ちょうどその時、友達に会って傘を

借りました。傘をさしならが自転車に乗っていると注意をされました。

傘をさして自転車に乗ると両手で運転できません。前がよく見えないので事故に

も遭いやすいです。事故に遭うと自分も相手も困ります。それを私は知りませんで

した。

これからは雨が降っても傘をさしならが運転はしません。みなさんも私と同じよう

に傘をさして自転車に乗らないで下さい。事故に遭ってからでは遅いです。

あなたの なまえは なんですか。

トマル＝あなたの ナム＝名前は キ＝何ですか

げんき ですか。

答える時は「バロアシ」（元気です）と答えてください。

わたしの なまえは ・・・・ です。

アミ＝わたし アマル＝わたしの ナム＝名前

かさ じてんしゃ の りょうて うんてん まえ み じこ

かさ じてんしゃ の じこ あ おそ

あめ ふ かさ うんてん わたし おな

あ じこ あ じぶん あいて こま わたし し

か かさ じてんしゃ の ちゅうい

日本よりちょっと短いですが、「ありがとうございます」の意味です。

バングラデシュ人は「ありがとう」をよく使います。

☆どうでしたか、日本の文法とベンガル語は少し似ていると思いませんか。

バングラデシュ人に会ったら話してみてください。

わたし なまえ いみ はは

ご ご こうざ

なまえ

はん にく りょうり

ところ あそ

き

す た ものこた とき げんき こた

にほん みじか いみ

じん つか

にほん ぶんぽう ご すこ に おも

じん あ はな

なまえ なん


