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首都：スリー・ジャヤワルダナプラコッテ

面積： ６万５６０７ｋ㎡ （北海道の約0.8倍）

人口：約２１３２万人

気候： １年中暖かい 平均気温２５度

時差：日本から ―３時間３０分

通貨：スリランカ・ルピー （１ルピー＝約１．３円）

主な言語：シンハラ語

宗教：仏教７０％ ヒンドゥー教１０％

イスラム教８．５％ キリスト教１１．３％

今から2500年前にスリランカで最も古い都があった場所がアヌラーダ

プラです。遺跡が多く、この場所にはいろいろなところにダーガバ（仏

塔）があります。仏教がこの場所からスリランカ全土に広がっていきま

した。「スリー・マハー菩提樹」はブッダ

が悟りを開いた菩提樹のわけ木といわ

れています。１９世紀に野生動物から守

るために石台や鉄柵が造られました。

樹齢２０００年を越えるこの菩提樹に毎

日多くの人がお祈りに行きます。ここから６００ｍほど行くと、ルワン

ウェリ・サーヤ大塔があります。紀元前２世紀に建

てられた高さが５０ｍを越えるダーガバです。いろ

いろな石造があり、歴史を感じることができます。
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スリランカでは満月の日を｢ポヤ・

デー｣といって、毎月、会社や学校

が休みになります。そして５月のポ

ヤ・デーをヴェサックと呼び、国中

で盛大なお祭りがあります。２５００

年以上前から続く仏教のお祭りで

す。ブッダの誕生日・悟りを開いた

日・入滅の日がすべて満月の日

だったということに由来します。家

や町にランタンが飾られ、人々は

お寺にお参りに行って心を清めま

す。この日はいろいろな

所で食べ物や飲み物が

ふるまわれます。

スリー・マハー菩提樹

ルワンウェリ・サーヤ大塔

2016年6月現在

スリランカは自然豊か

で世界遺産も多く、すば

らしい所がたくさんあり

ます。みなさん、ぜひ遊

びに来てください。
スリランカ代表
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１３日 新入生オリエンテーション

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

１９日 市内めぐり

２１日 入学式

６日 全体集会

１１日 いも苗植え

１９日 太宰府見学

弘堂国際学園

では、４月と１０

月にサンメッセ鳥栖で入学式があります。入学式では、

日本の国歌と学校の校歌を歌います。ステージには、

私たちの国の国旗を並べます。今年はベトナム、ネ

パール、スリランカ、バン

グラディシュ、フィリピン、

タイから５８人が入学

しました。国の代表の

新入生が誓いの言葉を言いました。

入学式

新入生オリエンテーション

交通・防犯教室

市内めぐり

いも苗植え

太宰府見学

駅や病院や警察署など、鳥栖市内

のいろいろなところへ自転車に乗っ

て行きます。その場所で何ができる

か先生たちが説明し

てくれます。交通教

室で勉強した交通

ルールを守って行き

ます。

鳥栖駅から電車に乗って、太宰

府天満宮と九州国立博物館へ見

学に行きました。駅で切符の買い方

や時刻表の見方、電車の乗り方やマナーを教えてもら

います。電車がない国もあるので、初めて電車に乗る

学生もいます。天満宮では

お参りの仕方を教えても

らってお参りをしました。

みんなで写真を撮ったり、

日本人と話したりしてとても楽しいです。

新入生は、日本へ来てすぐ日本の習慣や学校のルー

ルついてオリエンテーションをしてもらいます。

また、学生たちは移動に自

転車を使っているので、

安全に乗れるように警察

の方に交通ルールを教え

てもらいました。

田代外町地区の老人会（万年青会）

の方々に手伝ってもらって、いもの

苗を４００本植えました。これから

４か月ぐらい、草を

とってみんなで世

話をします。９月に

できたいもをとる予定です。
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募金活動を行いました

ご協力、ありがとうございました！

４月１４日、１６日に大きい地震がありました。テレビで見たり、

日本人の話を聞いたりして、熊本は大変だということを知りました。

昨年４月には、ネパールで大きい地震がありました。そのとき、ネパールのために、日本人がたくさん寄付して

くださいました。そのときのことを思い出し、「今度は私たちが力になりたい」と思いました。

私たちは卒業後、大学や専門学校に進学する学生です。そこで、東海大学の学生が困っているという話を聞

き、東海大学の学生のために募金活動をすることにしました。５月９日、１０日、１２日の３日間、フレスポで募金

活動をしました。街頭募金、学校内募金、合わせて252,415円集まりました。ご協力ありがとうございました。

集まったお金は、５月２３日、東海大学に送りました。

全体集会
弘堂国際学園では、弘堂祭、スピーチコンテストなど色々な行事があります。

その中で毎月行われるのが全体集会です。

全体集会では、２年生が司会をし、先生方から話をしていただきます。生活に関する話や、その月に関する

日本の文化の話などです。そして、学生は、毎月行うボランティア活動のお知らせをしたり、担当のグループ

が色々なテーマについて発表したりします。今月は、２年生、海クラスの学生６人が地震について発表しました。

地震が起きる原因、 これまでに起きた地震、今回の熊本地震、そして地震が起きた場合どうすればいいの

かについて発表しました。私たちは地震のことをたくさん学びました。

全体集会では、先生方から大切なことを教えてもらえるし、

私たちも、みんなの前で発表するいい機会だと思います。

この経験は、大学に入ってからや、社会に出てからも役に

立つと思います。

タイ・スリランカ・バングラディシュ
新年 わたしたちの学校では、それぞれの国のお正月のときみんな

でお祝いしています。タイとスリランカとバングラディシュのお正月は４月に

あります。最初、学生たちが自分の国のお正月にすることや食べ物について発表します。それから乾杯をして、

それぞれの国の言葉で新年のあいさつをします。下の写真はスリランカの風船ゲームをしているところです。風

船をふくらませて、最初にわった人が勝ちます。いろい

ろな国の学

生が参加し

て盛り上が

りました。

国の言葉で 「新年明けましておめでとうございます」

スリランカ スバアルットアウルダック ウェーワー
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タイ サワッディー ピーマイ
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「熊本地震」
くまもと じしん今月の作文



材料

牛肉（薄切り）

にんにく、しょうが、

塩、こしょう

ライスヌードル（米の麺）

もやし

パクチー

スープ

レモン、こしょう

作り方

スープはブタの骨を2～3時間煮て作りますが、市販のチキンスープでも

ＯＫ

牛肉は食べやすい大きさに切り、にんにく、しょうが、塩、こしょうで下味

をつけておく

スープが煮立ったら、めんを入れ、ほぐれたら牛肉を入れ、肉に火が

通ったら、もやし、パクチーなどを入れる

食べるときにお好みでレモンをしぼったり、とうがらしを

加えたりして、お召し上がりください。

作り方

はるさめは、固めにゆで、短く２～３ミリに切っておく ①

きくらげは水でもどして、みじん切り ②

もやし、たまねぎ、にんじんもみじん切り ③

豚ひき肉と①②③と卵、塩、こしょうを入れ、よく混ぜる

混ぜた具を春巻きの皮で包んで、油で揚げる

きつね色になったら、できあがり

ヌクチャム（つけだれ）の作り方

ニョクマム（魚醤）に刻んだにんにく、とうがらしを入れ、砂糖、

レモン汁を加える

ワンポイントアドバイス

麺はすぐに火が通るので、

煮すぎないように

しましょう。

ワンポイントアドバイス

揚げたて、あつあつが

おいしいです。

ヌクチャムはスィートチリ

ソースでもＯＫ！
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名前：ワリニョ ミラソル 国籍：フィリピン

コース期間：３か月（２０１６年４月～６月）

来日理由：国でガイド・通訳の仕事をしていて、もっと日本語が上手に

なりたいと思って日本へ来ました。

好きな日本語： 「すばらしい」 ・・・日本は何でもすばらしいから。

一番の思い出：寮に入って他の国の学生と一緒に生活したこと。

一緒に話をする時間が楽しかったです。

弘堂国際学園の留学生は、１年間から２年間ここで日本語を勉強しますが、その他に、１か月～３か月、半年

など短期コースの学生も受け入れています。みなさん短い時間でも一生懸命日本語を勉強して、とても上手

になって帰国します。今回は４月から短期コースで勉強している２人の学生をご紹介します！

短い時間でしたが、日本語を話すのが上手になったし、漢字も読めるようになりました。この学校では、

日本語だけではなく、日本の文化や生活についても教えてもらいました。弘堂国際学園で学んだ全て

のことが私の宝物です。校長先生、先生方、スタッフのみなさんにも家族のように大切にしていただい

て感謝しています。弘堂国際学園で勉強して本当によかったです。

名前：タナポン ワチラプラパン 国籍：タイ

コース期間：２か月（２０１６年４月～５月）

来日理由：３月に高校を卒業して、今は夏休みです。大学に入る前に

いろいろな経験を積みたいと思って日本へ来ました。

好きな日本語： 「すみません」 ・・・日本人の礼儀を表す言葉だから。

一番の思い出：教室でクラスの友達と話した時間です。

私のクラスにはネパール、ベトナム、スリランカ、フィリピンの学生がいました。タイ人は１人でした。私

は日本語が上手じゃありません。話が上手じゃありません。でも、友達ができました。みなさん本当に

親切ですから。本当にありがとうございました。日本語は難しいですが、たのしいです。友達がいます

から。先生もおもしろいですから。２か月は、すてきな時間でした。「さよなら」がかなしいです。
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けいけん つ おも にほん き

す にほんご にほんじん れいぎ あらわ ことば

いちばん おも で きょうしつ ともだち はな じかん

わたし がくせい じん ひとり わたし

にほんご じょうず はなし じょうず ともだち ほんとう

しんせつ ほんとう にほんご むずか ともだち

せんせい げつ じかん



星クラスのリーダー的存在！！
スレスタ サントスさん（ネパール）

私の実家はホテルを経営しているので、将来そのホ

テルをもっと大きくしたいと思って日本へ来ました。

日本語学校を卒業した後、大学でホテルマネージメン

トを勉強して、サービス世界一と言われる日本でホテ

ルに就職したいです。帰国してからは、経験を生かし

て、自分のホテルもつくりたいと思っています。

星クラスでさわやかな笑顔が素敵な
ゴ バン チンさん（ベトナム）

私は子どもの頃から自動車が好きでした。私の国に

は日本の自動車会社が多く進出しています。日本へ

来た理由は自動車のことを日本で勉強したら、将来、

日本でもベトナムでも就職できると思ったからです。日

本ではお年寄りがたくさん働いていて、びっくりしまし

た。すごいです。私はまだ若いです。もっと頑張ります。

星クラスの成績１番！！
李 鎔 河さん（韓国）

私は、２０代後半で就職するか、進学するか迷って

いましたが、働くなら、ちゃんと正社員として働きたい

と思いました、そのためには大学ぐらいは卒業するべ

きではないかと思って、今日本語の勉強を頑張ってい

ます。進学先として、九州大学を狙っています。

クラスの紹介

なぜ日本に来た？
将来の夢は？

私たちのクラスは、 担任 白水先生

ベトナム１０人 ネパール６人 スリランカ２人

韓国１人 台湾１人 計２０名のクラスです。

弘堂国際学園で一番レベルの高い日本語の勉

強をしているクラスです。宿題やテストも学校で一

番多いクラスだと思います。でも、クラスの友達の

ほとんどは日本の大学に入ることを目標にしてい

ますから、がんばっています。勉強だけではなくて、

学校の活動もがんばる元気な友達が多いですか

ら、授業も楽しみながら勉強しています。

「～まで」 「～によって」を勉強したよ！

チン（ベトナム人）です。

これは私の授業のプリント

です。先生に日本語をなお

してもらっています

わたし たんにん しらみずせんせい

かんこく たいわん けい めい

こうどうこくさいがくえん いちばん たか にほんご べん

きょう しゅくだい がっこう いち

ばんおお おも ともだち

にほん だいがく はい もくひょう

べんきょう

がっこう かつどう げんき ともだち おお

じゅぎょう たの べんきょう

べんきょう

わたし じゅぎょう

せんせい にほんご

ほし てきそんざい

わたし じっか けいえい しょうらい

おお おも にほん き

にほんごがっこう そつぎょう あと だいがく

べんきょう せかいいち い にほん

しゅうしょく きこく けいけん い

じぶん おも

ほし えがお すてき

わたし こ ころ じどうしゃ す わたし くに

にほん じどうしゃがいしゃ おお しんしゅつ にほん

き りゆう じどうしゃ にほん べんきょう しょうらい

にほん しゅうしょく おも に

ほん とし よ はたら

わたし わか がんば

ほし せいせきいちばん

かんこく

わたし だいこうはん しゅうしょく しんがく まよ

はたら せいしゃいん はたら

おも だいがく そつぎょう

おも いま にほんご べんきょう がんば

しんがくさき きゅうしゅうだいがく ねら

きょう べんきょう

わたし

き

にほん き

しょうらい ゆめ

しょう かい ほし



今月のごめんなさい

みなさん「ナマステ」という言葉を知っていまか？インドとネパールで使われて

います。ナマステの意味は「おはよう」「こんにちは」「こんばんは」の意味です。

ナマステは尊敬の意味があります。ですから下の人が上の人に使います。

バハドゥルは人と関係があり、心も体も強く頭も良いという意味です。

ネパールで昔、大きな戦争がありました。その時強い相手と戦って勝つことが

できました。その戦争でネパールの王様からもらった言葉がバハドゥルです。

ですから今も名前にバハドゥルと付ける人がたくさんいます。

（ ありがとう ）

（ わたし の なまえは ～ です ）

サムシェル
１９９６／６／９

好きな言葉

→「おはようございます」

好きな食べ物

→ラーメン

☆町で会ったら声を

かけてください☆

サムシェルのネパール語講座

ことば し つか

いみ いみ

そんけい いみ した ひと うえ ひと つか

ご こう ざ

ひと かんけい こころ からだ つよ あたま い いみ

むかし おお せんそう とき つよ あいて たた かつ

せんそう おうさま ことば

いま なまえ つ ひと

す ことば

す た もの

まち あ こえ

なに ま ちが くに

の くるま おと き

ひ わたし

まも

とき わたし せんせい ちゅうい にほん

おな くに まも まも にほん

まも わたし じ てん しゃ の

こん げつ


