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正式名：中華民国

中心都市：台北 （Taipeｉ）

面積： ３６万１９３ｋ㎡ （日本の九州ぐらい）

人口：約２．３５０万人

気候：1年を通して暖かい

平均気温２２度

時差：日本から ―１時間

通貨：台湾元 （1元＝3.52円）

主な言語：中国語 (繁体字)

宗教：道教、仏教、キリスト教など

ちゅうしん と し タイペイ

せいしきめい ちゅうかみんこく

めんせき まん にほん きゅうしゅう

じんこう やく まんにん

おも げんご ちゅうごくご はんたいじ

しゅうきょう どうきょう ぶっきょう きょう

きこう ねん とお あたた

へいきんきおん ど

じ さ にほん じかん

つうか タイワンゲン

台湾はランタン祭りが有名です。その中でも

平渓のランタンはとてもきれいです。人々はラン

タンに様々なお願いを書いて、空に飛ばします。

1200以上のランタンが一斉に放される景色は、

とてもきれいです。 2018年は2月11日にあります。

台湾にはたくさんの夜市があります。その中でも私のお

すすめは台中にある逢甲夜市です。ここは若者を中心に

人気があって、とても広く、店舗が多いです。そしてメニュ

ーの種類も台湾で一番の夜市です。おいしい料理がたく

さんありますが、私のおすすめは、、、

第１位 滷味 (台湾風おでん) ・・・ 一人前70元

第２位 鴨肉乾麺 ・・・ 65元

第３位 臭豆腐 ・・・ 50元

第４位 胡椒餅 ・・・ 50元

F e n g j i a         N i g h t     M a r k e t

陳愷の

だい い ルーウェイたいわんふう いちにんまえ ゲン

だい い ヤーロウガンミィエン ゲン

だい い チョウドウフ ゲン

だい い フージャオピン ゲン

青⇒自由 赤⇒愛 白⇒平等

白い太陽⇒十二刻(永遠の繁栄)

あお じゆう あか あい しろ びょうどう

しろ たいよう じゅうにこくえいえん はんえい

チェン カイ タ イ ワ ン し ょ う か い

★

◎★

○

台北

高雄

台中

平渓

フ ォ ン ジ ャ ー よ い ち

タイワン よいち なか わたし

タイチュウ フェンジャーよいち わかもの ちゅうしん

にんき ひろ てんぽ おお

しゅるい タイワン いちばん よいち りょう り

わたし

滷味

鴨肉乾麺 臭豆腐 胡椒餅

タイワン まつ ゆうめい なか

ピンシー ひとびと

さまざま ねが か そら と

いじょう いっせい はな けしき

ねん がつ にち

昔は交通が不便なため、通信手段としてランタ

ンが使用されていましたが、人々は願いを書い

て空に放つようになりました。

むかし こうつう ふべん つうしんしゅだん

しよう ひとびと ねが か

そら はな

台湾代表
タイワンだいひょう

平渓天燈節
ピン シー テ ィエン デ ィエン ジー

台湾はおいしい料理、

果物がたくさんあります。

物価も安いので住みやす

いし、いい所ですよ。

たいわん りょうり

くだもの

ぶっか やす す

ところ



６日 始業式

１４日 祝新年 タイ・スリランカ

バングラディシュ

１８日 交通・防犯教室（４月生）

１９日 市内めぐり（４月生）

２０日 入学式

８日 ２年生クラス交流会

１１日 いも苗植え

１７日 太宰府見学

２２日～ 家庭訪問

２０日 若葉小交流会（１回目）

５日 校内進学説明会

６日 日本留学フェア 参加

７日 七夕まつり

１１日 若葉小交流会（２回目）

１３日 校内統一試験

１４日 交通・防犯教室

市内めぐり（７月生）

２２、２３日 鳥栖山笠 参加

２５日 スピーチコンテスト

２６日 大掃除、終業式

３０日 まつり鳥栖 参加

入学式
にゅう がく しき

がっこう ぎょうじ

しぎょうしき

しゅくしんねん

こうつう ぼうはんきょうしつ がつせい

し ない がつせい

にゅうがくしき

なえ う

だ ざい ふけんがく

か ていほうもん

わかばしょうこうりゅうかい かいめ

わかばしょうこうりゅうかい かいめ

たなばた

こうないとう いつしけん

こうつう ぼうはんきょうしつ

と すやまかさ さん か

し ない がつせい

おおそうじ しゅうぎょうしき

と す さん か

こうないしんがくせつめいかい

日本語

学校第４０期生の入学式

が行われました。今年は

ネパール、ベトナム、スリランカ、バングラディシュ、タイ、

フィリピン、台湾から９１名の学生が入学しました。また７月

には２０名の７月生が来日しました。現在１、２年生合わせ

て２０３名の留学生がこの学校で日本語を勉強しています。

今年の入学式は、４月に開校した「CODO外語観光専門学

校」で初めて行われました。専門学校は、日本語学校の近

くにあります。専門学校のホールは、きれいだし、広いし、

それにいろいろな設備もあって便

利です。これからこのホールでも、

学校行事を行う予定です。

ねんせい こうりゅうかい

にほんりゅうがく さんか

家庭訪問
か てい ほう もん

先生たちが学生寮や

アパートを見に来ました。学生の生活は

どうか、ちゃんと勉強しているかどうか見

るために家庭訪問があります。先生方は、

部屋をきれいに掃除しているか、ごみの

分別をしているかなどもチェックしました。

きれいな部屋はほめてもらいました。学

生たちは誰でもほめられたいですから、

これから一生懸命掃除すると思います。

ロシア
短期コース

に ほんご

がっこうだい きせい にゅうがくしき

おこな こ とし

たいわん めい がくせい にゅうがく がつ

めい がつせい らいにち げんざい ねんせい あ

めい りゅうがくせい がっこう に ほんご べんきょう

こ とし にゅうがくしき がつ かいこう がいごかんこうせんもんがっ

こう はじ おこな せんもんがっこう にほんご がっこう ちか

せんもんがっこう ひろ

せつ び べん

り

がっこうぎょうじ おこな よ てい

せんせい がくせいりょう

み き がくせい せいかつ

べんきょう み

かていほうもん せんせいがた

へ や そう じ

ぶんべつ

へ や がく

せい だれ

いっしょうけんめいそうじ おも

ロシアから９名の学生たちが短期コースで来日しまし

た。約１か月の間、日本語の授業を受けたり、太宰府

や吉野ヶ里遺跡を見学したり、茶道や書道などの日

本文化を体験したりしました。

また、弘堂国際学園の学生と

一緒に学校や地域の行事にも参

加し、日本人や他の国の学生とも交流しま

した。みんな「とても楽しかった」と言ってくれ

ました。ぜひまた日本に来てくださいね！

たん き

めい がくせい たんき らいにち

やく げつ あいだ にほんご じゅぎょう う だ ざいふ

よし のが り いせき けんがく さ どう しょどう に

ほんぶんか たいけん

こう どうこく さいがくえん がくせい

いっしょ がっこう ちいき ぎょうじ さん

か に ほんじん ほか くに がくせい こうりゅう

たの い

にほん き

修了式（しゅうりょうしき）



若葉小学校交流会

弘堂祭のお知らせ

わか ば しょう がっ こう こう りゅう かい

進学説明会

校内スピーチコンテスト

海クラス（１年

生）の学生２１名が、若葉小学校へ交流会に行

きました。１回目は私たちが、自分の国をパワ

ーポイントを使って紹介しました。小学生は一生

懸命聞いてくれました。それからゲームをしたり、

学校の中を案内してもらったりしました。２回目は、

小学生が書道や茶道、剣道などの日本文化を教

えてくれました。この交流会を通じて小学生と仲

良くなれたし、お互いの国

や学校のことがよく分かっ

てとても嬉しかったです。

うみ ねん

せい がくせい めい わかばしょうがっこう こうりゅうかい い

つか しょうかい しょうがくせい いっしょう

がっこう なか あんない かいめ

こうりゅうかい つう しょうがくせい なか

私たちは卒業したら大

学や専門学校へ進みます。そのため学校では、

毎年７月になると進学説明会が行われます。受

験のためにどんな準備をしなければならないの

か、先生方に教えてもらいます。また、今年は７

月６日に久留米であった進学フェアに参加しま

した。たくさんの大学や専門学校の先生から直

接話を聞くことができました。私はＩＴに興味が

あるので、ＩＴの勉強ができる専門学校の先生

に話を聞きました。将来のために、もっと頑張ら

なければならないと思いました。

私たちの学校では、年に一回、夏休

みの前にスピーチコンテストが行われます。今年は７月２５日にCODO外語観光専門

学校のホールで行われました。７月の中頃にまずクラス内で選考会が行われ、代表

者２名を選びます。選ばれた学生は、スピーチコンテストまでに一生懸命練習します。

今年は午前１１名、午後１２名の学生が発表しました。短期コースで来ていたロシアの

学生も発表しました。日本と自分の国との違いや、友達、将来の夢などについて話しまし

た。表彰は次の日の全体集会で行われました。午前部では、「私が勝つまで」諦めない

で頑張る気持ちについて発表したランガジーバさん（２年生・スリランカ）、午後部では

「自分の国の発展のために日本から学ぶこと」について発表したティリニさん（２年生・

スリランカ）がそれぞれ最優秀賞をもらいました。代表の学生たちの素晴らしいスピー

チを聞いて、他の学生も「もっと日本語の勉強を頑張ろう」という気持ちになりました。

弘堂祭は弘堂国際学園の学園祭です。年に一回、行われています。

今年は９月１０日（日）で、テーマは「アジアのまつり GO!GO!GO!」

です。アジアの６か国１地域から来た学生たちが、母国の祭りを中

心に紹介します。アジアの祭りに行きたくなるような、また実際に行

ったような気持ちになる弘堂祭にしたいです。アジアの国のおいしい

料理やお茶もあります。いろいろな国の文化を知ることができます！

私は今年、ネパールのリーダーになりました。去年の弘堂祭よりも、

もっといいものにしたいと思っています。夏休みが終わったら、準備

が始まります。みんなと協力して頑張れば、きっといい弘堂祭ができ

ると思います。みなさん、ぜひお越しください！！ リーダー：センブワン

けんめいき

かい め わたし じ ぶん くに

よ たが くに

しん がく せつ めい かい

こう ない

わたし がっこう ねん いっかい なつやす

まえ おこな こ とし がつ にち がいごかんこうせんもん

がっこう おこな がつ なかごろ ない せんこうかい おこな だいひょう

しゃ めい えら えら がくせい いっしょうけんめいれんしゅう

こ とし ご せん めい ご ご めい がくせい はっぴょう たん き き

がくせい はっぴょう に ほん じ ぶん くに ちが ともだち しょうらい ゆめ はな

ひょうしょう つぎ ひ ぜんたいしゅうかい おこな ご ぜんぶ わたし か あきら

がんば き も はっぴょう ねんせい ご ご ぶ

じ ぶん くに はってん に ほん まな はっぴょう ねんせい

さいゆうしゅうしょう だいひょう がくせい す ば

き ほか がくせい に ほんご べんきょう がんば き も

こう どう さい し

こう どう さい こう どう こく さいがくえん がくえんさい ねん いっかい おこな

こ とし がつ とおか にち ゴー ゴー ゴー

こく ち いき き がくせい ぼこく まつ ちゅう

しん しょうかい まつ い じっ さい い

き も こう どう さい くに

りょう り ちゃ くに ぶんか し

わたし こ とし きょねん こう どう さい

おも なつやす お じゅんび

はじ きょうりょく がんば こう どう さい

おも こ

わたし そつぎょう だい

がく せんもんがっこう すす がっこう

まいとし がつ しんがくせつめいかい おこな じゅ

けん じゅんび

せんせいがた おし こ とし

がつむいか く る め しんがく さんか

だいがく せんもんがっこう せんせい ちょく

せつはなし き わたし きょうみ

べんきょう せんもんがっこう せんせい

はなし き しょうらい がんば

おも

しょうがくせい しょどう さ どう けんどう にほんぶんか おし

がっこう わ

うれ



今月の
作文

「気
き

になる日本語
に ほ ん ご

」 
 

               緑
みどり

クラス  ブン ティ フゥン 

私
わたし

は去年
きょねん

の 7月
がつ

に日本
に ほ ん

へ来
き

ました。来
き

たばかりのころ、アルバイトでいっしょに働
はたら

く

日本人
にほん じん

の話
はな

す日本語
に ほ ん ご

が、ぜんぜんわかりませんでした。学校
がっこう

で勉強
べんきょう

して少
すこ

しずつ日本語
に ほ ん ご

が

わかるようになると、気
き

になる日本語
に ほ ん ご

がいろいろ出
で

てきました。 

アルバイトを始
はじ

めて間
ま

もないころ、職場
し ょ くば

の店長
てんちょう

に「荷物
に も つ

をどこに置
お

きますか」と聞
き

きまし

た。すると「そこに置
お

いといて」と言
い

われました。けれども、店長
てんちょう

のことばが速
はや

くて私
わたし

は聞
き

き

取
と

ることができませんでした。何
なん

て言
い

ったの？ あとでベトナム人
じん

の先輩
せんぱい

に聞
き

くと、「置
お

いと

いて」は「置
お

いておいて」を短
みじか

くした言
い

い方
かた

だとわかりました。それからも店長
てんちょう

が何回
なんかい

もその

ことばを使
つか

うので、耳
みみ

も慣
な

れてきて、私
わたし

もそのことばを使
つか

ってみたいと思
おも

いました。   

しかし、意味
い み

がわかっても発音
はつおん

が難
むずか

しいのです。「おいといて、おいといて、おいといて」 

何回
なんかい

もくり返
   かえ

し言
い

ってみますが、なかなか上手
じょうず

に発音
はつおん

できなくて頭
あたま

が痛
いた

くなりました。それで

も日本人
にほん じん

の同僚
どうりょう

に発音
はつおん

してもらって練習
れんしゅう

しました。そして、会話
か い わ

で使
つか

っていくうちにだんだん

言
い

えるようになりました。 

私
わたし

は日本語
に ほ ん ご

の聞
き

き取
と

りが苦手
に が て

です。しかし、「置
お

いといて」のときと同
おな

じように、あきらめ

ずにチャレンジする気持
き も

ちをいつも持
も

っていたいです。 



＜材料＞

野菜

にんじん、たまねぎ、

ねぎ、ピーマン、

キャベツなど

鶏肉（細切れでOK）

ロティ

たまご

オリーブオイル

スパイス

クミン、カレーパウダー、

こしょうなど

塩

＜ロティの作り方 ＞

材料

小麦粉、塩、水

オリーブオイル

小麦粉、塩、水を混ぜて捏ね、

30分くらい休ませてから、薄く

のばします。オリーブオイルを

塗ってフライパンで焼きます

ラクシャーンさん、ランガ
ジーバさん、ドゥシュマンタ
さん、アンゼリさんが
おしえてくれました！

スリランカはカレーが有名ですが、今回は、鉄板の

上で、鶏肉、いろいろな野菜、ロティ（薄いナンのよう

なもの）を混ぜて作る『チキンコットゥ』を紹介します。

＜作り方＞

１、フライパンにオイル、にんにく、しょうがを入れてから、

野菜を炒め、鶏肉も入れて、さらに炒めます

２、１に火が通ったら、塩、お好みのスパイスで味をつけ、

ロティをちぎって入れ、フライ返しで細かく刻みながら、

（写真参照⇒）混ぜます

３、たまごも割り入れ、いっしょに

まぜましょう

４、味をみて、スパイスや塩を

加えて、できあがりです

スリランカでは、カレーのスープを

加えるようです。さらにチーズを

いれたらマイルドに！

せ かい りょう り

や さい いた とりにく い いた

ひ とお しお この あじ

い がえ こま きざ

い

とりにく こま ぎ

ざいりょう

これがロティ↑

こ むぎ こ しお みず

ざいりょう

つく かた

こ むぎ こ しお みず ま こ

ゆうめい こんかい てっぱん

ぬ や

ぷん やす うす

つく かた

うえ とりにく や さい うす

ま つく しょうかい

くわ

しゃしんさんしょう ま

わ い

あじ しお

くわ

しお

や さい

鉄板の上で、刻むので、

カンカンカン！と

小気味よい音がします！

てっぱん うえ きざ

こ ぎ み おと

※今回、ご紹介した 『チキンコットゥ』は

9月10日（日）の 弘堂祭で、食べられます！
ぜひぜひ、ご賞味あれ！！

こんかい しょうかい

くがつ とおか にち こう どう さい た

しょうみ

チキンコットゥ



今月はスリランカから来た マヒーシャさん を紹介します！

私の１日♪

こんげつ き しょうかい

わたし にち

のうぎょう

きしょう

8：30 起床
かじ しゅくだい

家事・宿題
くに かぞく でんわ

国の家族に電話する
とうこう

13：10 登校
じゅぎょう

授業
げこう

17：10 下校

ちょっと のんびり (^o^)

19：00

アルバイト

24：00
きたく

25：00 帰宅
かじ しゅくだい

家事・宿題
しゅうしん

27：30 就寝

らいにち りゆう わたし こども にほん きょうみ とく にほん

来日理由： 私は子供のときから、日本に興味がありました。特に、日本の
せいかつ ぶんか

生活や文化についてです。
わたし だいす にほん し にほんご じょうず

私は大好きな日本をもっと知って、日本語ももっと上手になって、
にほん す にほん りゅうがく

日本に住むために、日本へ留学することにしました。

す ところ にほんじん せいかつ いそが いそが なか

好きな所： 日本人の生活は忙しいです。でも、その忙しい中でも、みんなで
あつ た うた じかん じょうず

集まって、イベントをしたり、食べたり、歌ったりして、時間を上手に
つか す

使うところが好きです。

わたし ねん がつ がいご かんこう せんもんがっこう

私は、2017年５月９日に、CODO外語観光専門学校の
しゅくがかい くに おど がいこく がいこくじん

祝賀会で国のダンスを踊りました。外国で、外国人の
きゃくさま まえ はじ

お客様の前で、ダンスをするのは初めてだったので
きんちょう じかん なか れんしゅう

とても緊張しました。時間のない中で、練習したり
じゅんび たいへん きちょう

準備したりするのは大変でしたが、とても貴重な
けいけん せんせいがた

経験となりました。チャンスをくださった先生方に
かんしゃ

とても感謝しています。

しょうかい

こうどう

ことし のうぎょう

今年も農業クラブがスタートしました。
ことし はたけ ひとくかく か じぶん

今年からは畑の一区画を借り、自分たちの
す やさい つく かた へんこう

好きな野菜を作る、というやり方に変更しました。
なに つく

さて、何をどうやって作ろうか？
ぜんぶ じぶん

全部、自分たちでしなければなりませんから、

わからないことだらけです。
きょうりょく きんじょ わき しどう

でも、みんなで協力しあい近所の脇さんのご指導を
まいにち

いただきながら、毎日がんばっています。
やさい しゅうかく たの

おいしい野菜の収穫が楽しみです！



光クラスは、ネパール人３人、ベトナム人１１人、スリランカ

人４人、タイ人１人、フィリピン人１人のクラスです。

いつも明るくて元気なのが自慢のクラスです。元気がよすぎ

て、うるさくなってしまうこともありますが、日本語で冗談を言

い合ったりして、勉強をしています。団結力もあって、勉強だ

けじゃなく、行事などでも、先生やクラスの仲間といっしょに

力を合わせて頑張ります。

・「何か・・」「えっー」が口癖のナッさん。

・やさしいお姉さん ミラソルさん

・子どもみたいにかわいいズンさん

・あかるくていいけど・時々・うるさいよルエンさん

・見た目はかわいいけど、実は怖いフエさん

・お国ではプロのダンサー、マヒーシャさん。

・かっこいい女！ ティリニさん。

毎週、1回は日本の昔話を教えて

もらっています。日本の文化や教

訓を知れて、おもしろいです。

7月に日本語能力試験N3にチャレンジし

ました。きっと合格していますから（笑）、

次はクラスでN2を目指します。

これは最近やった

漢字テストです。

あか げんき じまん げんき

ひかり じん にん じん にん

じん にん じんひとり じんひと り

にほんご じょうだん い

あ べんきょう だんけつりょく べんきょう

ぎょうじ せんせい なかま

ちから あ がんば

さいきん

かんじ

がつ にほんごのうりょく しけん

ごうかく

つぎ め ざ

まいしゅう かい にほん むかしばなし おし

にほん ぶんか きょう

くん し

くちぐせ

ねえ

こ

ときどき

み め じつ こわ

くに

おんな

にほんご べんきょう

いちばん おとこ

み め

ほんとう しず

じ きたな かんじ よ し

ちょうし もの

あたま こころ

かお きんにく

た ふと

どうぶつ せ わ ず

じょうず

りょうり じょうず

に あ

やさい た

とも だち しょう かい

・アニメで日本語を勉強しているチャンタンさん。

・クラスで一番やさしい男、カスンさん。

・見た目はこわいけど、

本当は静かでやさしいラクシャーンさん

・字は汚いけど・・漢字を良く知っているテフンさん

・お調子者の サンさん

・頭もいいし、心もすばらしい アカスさん。

・やさしい顔で筋肉たくさん チャムさん。

・たくさん食べるのに太らないナイクオンさん

・動物の世話好きなティエンさん

・スピーチが上手なロサンさん

・料理が上手なチンタカさん

・メガネがよく似合っているドゥックさん

・野菜しか食べないスオルニムさん



今月のごめんなさい

メリン

メリンのタイ語講座

こん げつ

こんにちは （男の人の挨拶です）

こんにちは （女の人の挨拶です）

かさ じてんしゃ の じこ あ おそ

ご こう ざ

おんな ひと あいさつ

「どこに行くの？もうご飯たべた？」という意味ですが、

近所の人でもあまり知らない人でも挨拶としてよく使う言葉です。

外国人が使ったら絶対に仲良くなります！

おとこ ひと あいさつ

ひと かさ

すこ か おも

せんせい かさ たいせつ かさ

ひと かさ つか

き

1994/3/26

ニックネーム⇒ 「 マーイ 」

ＳＭＩＬＥのマーイです。

好きなタイ料理

「ギーンキレック」

ココナッツミルクにキーレック

の葉と豚肉が入っています。

苦くて辛くておいしいです！

おいしい

がんばってね

い はん い み

きんじょ ひと し ひと あいさつ つか ことば

す りょう り

は ぶたにく はい

にが から

がいこくじん つか ぜったい なかよ

ひと かさ も い

せんせい い ひ
あめ ふ

わる おも


