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豊橋市外国人登録者数の状況

令和3年3月1日現在

国籍
ブラジル
フィリピン

韓国・朝鮮
中国

ベトナム
ペルー

インドネシア
その他（65国）
総人数（72国）

人数
8,410
3,913
1,374
1,244
1,241
701
533
1,329
18,745

割合（％）
44.87
20.87
7.33
6.64
6.62
3.74
2.84
7.09

100.00

豊橋市総人口
外国人登録者数の割合（％）

374,841
5.00

ソロモン諸島と豊橋とコロナ

バナバス・ヌヌ
ソロモン諸島マライタ州在住

　皆さん、こんにちは、私はソロモン人のバナバス・ヌ
ヌといいます。私の妹（白藤シンデレラ）が豊橋で暮
らす日本人と結婚している縁で、2020年２月に母と
共に来日しました。
　私にとって初めての海外旅行が日本であり、その
多くの時間を豊橋で過ごしています。
　本来、私は90日間の旅行ビザで来日した為、昨年
の5月に帰国する予定でした。しかしながら、コロナ
ウィルスの世界的な蔓延により、私が搭乗する予定
のフライトは運行を取り止めました。旅行代理店を通
じて、帰国の方法をいろいろと模索していますが、現
在に至るまで帰国出来ず、豊橋で滞在しています。
　ソロモン諸島では、昨年10月に初めて海外から帰
国したソロモン人国費留学生の中からコロナウィル
スの陽性者が数名確認されています。島国であるこ
とに加え、医療体制も脆弱であるため、2020年３月
25日より国内に非常事態宣言が発出され、この文章
を書いている現在（2021年３月24日）も、国際線の離
発着を制限するなどの水際対策を講じています。ソ
ロモン諸島の自国民であっても、帰国する場合、滞
在していた国によっては、複数回のＰＣＲ検査などの
ルールを課しています。　
　ちなみにソロモン諸島政府は、日本を最もコロナ
感染リスクの高い国にカテゴリーしています。政府高
官や国費留学生など一部の自国民は昨年から段
階的にソロモン諸島政府がアレンジした臨時便で
少しずつ帰国していますが、私のような旅行者には
残念ながらソロモン諸島政府からの十分な支援が
届いていないのが現状です。
　そのため、在東京ソロモン名誉領事館やＪＩＣＡ関
係者、ソロモン諸島の現地メディアや政府公式ＨＰ、
ＳＮＳ等からの情報収集に努めていますが、未だに
帰国の目途は立っていません。
　このような不安定な状況において、豊橋の皆さん
は、私や母をとても温かく受け入れてくださり、物心
共にいろいろとサポートしてくれています。私も母も
本当に心から感謝しています。
　こうした環境に身を置く中で、徐々に気持ちの整
理がつき、せっかく日本にいるこの時間をチャンスと
捉え、様々な体験や経験をしたいと前向きに考えら
れるようになりました。
　まずは、その第一歩として、私の妹も以前、参加し
ていた豊橋市国際交流協会が主催する日本語教
室に参加させて頂く事になりました。

参加者募集！

　2020年の夏から毎週１回、日曜日に簡単な日本語
の会話クラスに参加しています。ソロモン人は私一
人だけなので、最初はとても緊張しましたが、ボラン
ティアの先生や事務局のスタッフの皆さんがとても親
切に接してくれ、楽しく日本語を学んでいます。
　また、私の一番興味のある農業についても、いろ
いろと見聞を広げる機会を頂いています。私の生ま
れ育ったソロモン諸島の村では、今も電気やガス、
水道がなく、自給自足の生活を旨としています。主食
は芋類で、サツマイモ、タロイモ、ヤムイモなどを栽培
しています。
　豊橋に来て驚いたことの一つは、農業がとても盛
んであることです。例えば、ミニトマト農場を見学した
際、土ではなく、ココバックというヤシガラ繊維を使っ
た培地で溶液栽培をしているのを初めて知りまし
た。コンピューターでミニトマトにとって最適な温度や
湿度をコントロールしており、素晴らしい先進的な技
術だと思いました。サツマイモ農場を見学した際は、
堆肥などを使った土づくりが重要なことを教えて頂き
ました。収穫後、稲藁の中で貯蔵することで、でんぷ
ん質から糖にかわり、甘いサツマイモになることを初
めて知りました。他にも季節ごとに「道の駅とよはし」
にあるファーマーズマーケットで販売されている多種
多様で豊富な果物や野菜はソロモン諸島では見た
事の無い光景であり、（ソロモン諸島は一年中常夏
なので）品質向上を目指した手入れの行き届いたバ
ラ栽培も驚きでした。
　現在の私の目標は、豊橋での体験や経験を通じ
て学んだこと、発見したことをソロモン諸島に持ち帰
り、村作りに役立てることです。
　最後に私はクリスチャン（豊橋昇天教会にて礼
拝）ですので、お祈りし挨拶に代えます。
Ｍａｙ Ｇｏｄ Ｂｌｅｓｓ Yｏｕ Aｌｌ.

日本語教室にて 母と表浜海岸にて
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お問い合わせは…　公益財団法人 豊橋市国際交流協会
〒440-0888 豊橋市駅前大通２丁目33番地の１ 開発ビル３Ｆ
☎（0532）55-3671 http://www.toyohashi-tia.or.jp

　ZOOMオンラインレッスン
●やり直し英会話(初級)
日時：5月12日～6月23日【ZOOM】
　　　毎週水曜日　20:00～21:00
講師：アンソニー・ロハスさん/アメリカ

●テレサのスタイリッシュ英会話(初級)
日時：5月12日～6月23日
　　　毎週水曜日 10:30～正午

●シニアのための英会話(入門)
日時：5月13日～6月24日
　　　毎週木曜日 13:30～15:00
講師：谷中 テレサさん/フィリピン

●ドイツ語の会話を楽しみましょう(初級)
日時：5月15日～6月26日 【春学期のみ開講】
　　　毎週土曜日　10:30～正午　　
講師：フランク・シェーファーさん/ドイツ

●小学生のための英会話(入門)
日時：5月15日～6月26日
　　　毎週土曜日　10:00～10:45
　　　　　　　　　(小学1年～3年生クラス)
　　　　　　　　　11:00～11:45
　　　　　　　　　(小学4年～6年生クラス)
講師：ピーター・アチャンボーさん/アメリカ

●劉先生と笑顔で学ぶ中国語(初級)
日時：5月15日～6月26日
　　　毎週土曜日　10:30～正午　　
講師：劉　慶普さん/中国

●トリスタンの楽しい英会話(初級)
日時：5月16日～6月27日
　　　毎週日曜日10:30～正午　　
講師：トリスタン·セナ―さん/オーストラリア

●内　容　各クラス全7回。英会話の各クラスは英語に
よる授業です。詳しい講座のレベル等、詳細
についてはお問い合わせ下さい。

●対　象　市内在住及び通勤・通学の方、当協会賛助
会員の方
（シニア英会話は、50歳以上の方が対象）

●定　員　各クラス23人、ドイツ語13人、小学生のため
の英会話15人、やり直し英会話（ZOOM）
8人（申込多数の場合抽選）

●会　場　(公財)豊橋市国際交流協会 
●受講料　一般：7,000円／賛助会員：5,000円／小学

生のための英会話：5,000円
　　　　　※別途テキスト代必要
●申込み　このQRコードを読みとり必要

事項を入力して下さい。
必ずtia@tia.aichi.jpからの
メールを受信できるように設定
しておいてください。ご不明の
点がございましたら豊橋市国
際交流協会までお問い合わせ
ください。
•最少開講人数以下では、開講しない場合
があります。
•受講料支払い後の返金はできません。

●締切り　4月27日(火)必着
※残席あれば引続き募集します
※感染症予防のため、マスク着用と検温に
　ご協力ください。

春学期語学講座

受講者募集！！

新講師



〒440-8531　豊橋市駅前大通 1-55 サーラタワー
https://www.salaenergy.co.jp/

私のまちに SALA、暮らしとともに SALA

月 回 土曜日 回 日曜日

４月
１ 10日 １ 11日
２ 17日 ２ 18日
３ 24日 ３ 25日

５月

１日、２日はゴールデンウィークのため休講
４ ８日 ４ ９日
５ 15日 ５ 16日
６ 22日 ６ 23日
７ 29日 ７ 30日

６月

８ ５日 ８ ６日
９ 12日 ９ 13日
10 19日 10 20日
11 26日 11 27日

７月 12 ３日 12 ４日

にほんごきょうしつ 語学講座
現開発ビル ４月～  全 12回 ５月～  全７回
emCAMPUS ９月～  全 12回 ９月～  全 10回

A

あ

協会移転に伴う各種講座の開講スケジュールについて
　当協会は、今年７月にemCAMPUS２F（駅前大通二
丁目）に移転するため、今年度の各種講座の開講スケジ
ュールが例年とは異なります。第２期以降については移転
先での開講となります。つきましては、下記のスケジュール
を予定しております。

　尚、「にほんごきょうしつ」の第1期のカレンダーは右記の
とおりです。

令和３年度 第１期
「にほんごきょうしつ」土日カレンダー

 　令和３年7月下旬、本協会は豊橋駅前大通二丁目地区に建設される再開発ビル「emCAMPUS」に移転いたします。
 　移転後は「まちなか図書館（仮称）」と同フロアーに事務所を構え、新しい人の流れを取り込み、これまでの各事業
に加え新たな事業展開の取り組みを通して、更なる地域の国際交流と多文化共生を推進していきます。

豊橋市国際交流協会は
移転します！

2021.Summer

食・健康・学びを楽しみ、つながる
東三河の駅前の「笑む」に満ちたキャンパス。

Eat（食）とMikawaをつなぐCAMPUS
Education（学び）とMikawaをつなぐCAMPUS
Energy（健康）とMikawaをつなぐCAMPUS
いろんな「E」と「M」がつながって生まれる「いい三河」

東三河で暮らす人はもちろん、訪れた人、訪れようと
思っている人、
あらゆる東三河（East Mikawa）に関係する人が誇り
に思い、
笑みがあふれる駅前（Eki Mae）のキャンパスがここ
に誕生します。

資料提供 : 豊橋駅前大通二丁目地区市街地再開発組合

新規事業紹介

1F：パブリックキッチン
　豊橋市と都市提携等を結んでいる４都市（中国・
南通市、アメリカ・トリード市、ドイツ・ヴォルフスブルグ
市、リトアニア・パネヴェジス市）の郷土料理・名物調
理を味わい、食文化を体験できる催しを通し、各都市
の食文化への関心・理解を深めます。

　国際交流協会の事務所移転について、広く地域
や市民にPRするオープニングイベントを開催します。
　新しい人の流れを取り込んで、協会事業への参加
を促し、更なる地域の国際交流と多文化共生を推進
します。

　国際交流を推進するサポーター（ボランティア）を
広く市民から募り、交流事業の企画・実施や訪問団
来豊時の交流活動や周年事業へ参加していただき
ます。
　また、各市の特徴をいかしたオリジナルグッズや応援
グッズを企画作成し、更なる市民の参画を促進します。

食で味わう海外提携都市めぐり　 姉妹都市交流サポーター制度

オープニングイベントの開催

豊橋市国際交流協会
  駅前大通二丁目81 emCAMPUS 2F

得意分野で活動！
　母国や外国の紹介など、国際理解や多文化共生
に関する様々なテーマについて、講話や実技などの
講座を実施する人材を広く募集する登録制度を設
けます。学校や一般からの講師派遣の依頼に応じ
て、適切な人材を派遣する制度です。
　在住外国人の方、海外経験をお持ちの方等、自分
の体験を紹介してみませんか。

講師派遣人材バンク制度
 ICTを活用

　外国人市民から多く寄せられる相談や、災害情報
などニーズの髙い情報、生活に役立つ情報などを多
言語で手軽に得ることができる
Webアプリケーションを開発し、タイ
ムリーな情報提供を実現します。
　外国人総合相談窓口「インフォピ
ア」で運用することで、情報発信を
強化します。

外国人向け情報発信システム運用　

就学前の親子を対象に！
　外国語の音や文字、絵本に散りばめられた外国
文化を感じ取ってもらうため、ネイティブの外国人等
の言語による絵本の読み聞か
せの会を始めます。
　物語を聞いた後は、参加親
子と読み手の子育てトークや親
子で体を動かしながら、その国
の遊びも体験します。

外国語絵本の読み聞かせ親子の会
エントランス・コーナー

　表紙に惹きつけられて思わず
手に取って見たことはありません
か。シンプルでスタイリッシュな洋
書は、眺めているだけでもワクワ
クします。興味はあっても入手し
づらい様 な々ジャンルの洋書をそ
ろえ、ゆっくりご覧いただけるス
ペースを設けます。

世界のマガジン閲覧コーナー　
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か。シンプルでスタイリッシュな洋
書は、眺めているだけでもワクワ
クします。興味はあっても入手し
づらい様 な々ジャンルの洋書をそ
ろえ、ゆっくりご覧いただけるス
ペースを設けます。

世界のマガジン閲覧コーナー　
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雨季に大地を水で覆うハオル（湖）

ガンジス河支流のジャムナ川

　去る1月24日、穂の国とよはし芸術劇場PLATアートス
ペースにて「第11回東三河日本語スピーチコンテスト」が
開催され、世界6か国22名の外国人市民が、母国との文
化の違いや将来の夢、日本で暮らす中で感じていること
などについて日本語で熱く語りました。小・中学生の部、
高校生以上一般の部、共に豊橋市からの出場者が最
優秀賞を受賞しました。両名は今年夏に開催される、愛
知県主催の「外国人県民による多文化共生日本語ス
ピーチコンテスト」への出場権を獲得しました。

東三河日本語
スピーチコンテスト

出場者と審査員の皆さん

小中学生の部
最優秀賞 後藤さん

高校生以上一般の部
最優秀賞 川島さん

外国人市民で賑わった税務相談会

　2月7日（日）、14日（日）の両日、豊橋市役所13階講堂にて、東海
税理士会豊橋支部、およびNPO法人ABT豊橋ブラジル協会から
ご協力をいただき、外国人のための税務相談会を開催しました。
　今年はコロナウイルス感染拡大防止のため、来場者の安全を
最優先に考え、密を避けるために定員を6割に制限し、マスク、検
温、消毒はもちろん、ソーシャルディスタンスに配慮しながら慎重に
実施しました。
　両日あわせて185人（ブラジル130人、フィリピン51人、ペルー 3
人、他１人）が相談会に参加し、内168人が申告書の提出を完了し
ました。

外国人のための税務相談会を開催しました

第11回
外国暮らしの中での小さな発見や驚き

バ ン グ ラ デ シュ は 川 の 国

　シリーズで、協会ボランティアで外国に滞在している方、もしくは以前滞在された
経験のある方から寄せられた、外国に住んでみて発見したあれこれを紹介します。

　２０１２年より夫の仕事に帯同してバングラデシュへ。
　喧騒の都市ダッカで暮らしています。趣味はベンガル語学習で、現地の文
学作品を原文で読むことに挑戦中。

日本語ボランティア　松村みどり

バングラデシュ滞在記

　私がはじめてバングラデシュを訪れたのは2005年のことです。事前に読
んだガイドブックに、「雨季には国土の3分の1が水に浸かる」と書かれてい
て、にわかに信じられなかったのですが、首都ダッカの空港に降り立つ飛行
機の窓下に広がる水に覆われた大地を見て、「本当なんだ！」と驚きました。
　その後、2012年からダッカで生活することになり現在に至ります。
（2020年は新型コロナウィルスのため一時帰国し、豊橋市国際交流協会で
日本語ボランティアをさせていただきました。）
　今回のコラムのタイトル「バングラデシュは川の国」は、ダッカでバングラ
（ベンガル）語を習いはじめた時の教科書のはじめに書かれていた一文です。国を紹介するのに、とても素敵な書き出
しだと思いました。実際に、バングラデシュにはガンジス河をはじめ、大小無数の河川が流れています。北部には雨季に
出現するハオルと呼ばれる海のように巨大な湖もあります。洪水などの災害も頻繁に起こりますが、とても豊かな水景
色のある国です。
　以前、ガンジス河の支流を船で遊覧したときに、水面を跳ねる川イルカを見ました。バングラデシュに住む日本人の
間で「川イルカを見るとまたこの国に戻ってくる」という言い伝えがあります。そのせいでしょうか、私のバングラデシュ
滞在は思いのほか長くなりました。

　バングラデシュ、特に首都ダッカは、私が滞在したこの10年間で大きく
変わりました。高度経済成長の真っ只中で、街も人々の暮らしも目まぐる
しく動いています。かつて飛行機から見えた洪水地帯も今は整備されて
隙間なく建物が立っています。それでも、農村地域に広がる美しい水田
風景は今も変わらず、不思議と日本の田園景色と似ているようにも感じ
ます。
　次回以降のこのコラムでは、南アジアの小さな国バングラデシュと極
東アジアの島国日本との、興味深い共通点を紹介したいと思います。

2020年9月から2021年3月まで当協会日本語ボランティアとして活動していただいた松村みどりさんの
コラムをお届けします。

豊橋市委託事業

＜入賞者＞
【小・中学生の部】
最優秀賞　後藤ゆかり（ブラジル/豊橋市立東陽中３年）
優 秀 賞　田場イチロ（ペルー/蒲郡市立形原北小４年）
特 別 賞　バラサバス・マラーヤ（フィリピン/蒲郡市立塩津小６年）
　　　　　矢島モニカ（ブラジル/新城市立新城小６年）

【高校生以上一般の部】
最優秀賞　川島百恵（中国/愛知県立豊橋西高１年）
優 秀 賞　ファイザ・クン・アイダ（インドネシア/田原市/介護職員）
特 別 賞　ラセルナ・ハルミ（ペルー/愛知県立豊橋西高１年）
　　　　　ブイ・バン・ディン（ベトナム/田原市/設計士）

※所属は実施当時 54
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〒440-0881　豊橋市広小路2丁目24
TEL（0532）52－8601

■営業時間／17：00～22：00 （L.O. 21：00）
■定 休 日／（日・祝）予約のみ営業

40名様までご利用頂ける
宴会場もございます。
歓送迎会、慶事のお集まりに
ご利用下さい。

法人向け通販最大手

オフィスの困ったに応える

学校・保育園市場NO.1

笑顔の介護のお手伝い

ASKUL

Smartoffice

スマートスクール

スマート介 護

豊橋市松葉町町2-5

Tel　　〈0532〉 53-5111（代）

Fax　〈0532〉 53-6783

株式会社豊橋タイプ

第３回  缶コーヒー

　海外で日本の有名なものは何か。侍、アニメ、新幹
線、寿司などはもちろんですが、もう一つ有名なのは自
動販売機です。「日本ではこんなものも販売機で買え
る！」というのをよく見聞きします。確かに酒、電池、生魚、
ネクタイまで、あらゆるものが自動販売機で販売されて
います。しかし私に最も影響を与えたのは缶コーヒー
です。アメリカでもコーヒーを缶に入れることはもちろん
あります。スターバックスも缶入りのコーヒーを出してい
ます。ですが、日本の缶コーヒーはそういうのとは違い
ます。多くの人に好かれている既存のコーヒーを便利
なので缶に入れようということではなく、缶に入れてホッ
トでもアイスでもなるべくおいしく、仕事のときでも休みの
ときでも飲みたくなるようにゼロから創り上げられている
ようです。もちろん値段が高くてはいけません。
　最初にコーヒーを缶に入れることにしたのはなぜな
のか理由が不明なようですが、日本は昔から缶コーヒ
ー開発のパイオニアに間違いありません。日本の缶コ
ーヒーの進化において、何よりも大事なのはミルクを入
れることです。私も普段ブラックで飲んでいますが、日
本に来て缶コーヒーの素晴らしさのすべてを感じるた
めにはミルク入り缶コーヒーを飲むに限ります。カフェラ
テやカフェオレが単に缶に入っていると思わないでくだ
さい。それとはまったく違います。缶コーヒーの味は缶コ
ーヒー特殊のうまみがあります。ここで説明しようとして
も伝わらないこともあり、おそらく今「なぜ缶コーヒーの
記事を読んでいるのか。」と思っている読者の皆様は
すでに味がわかっているからでしょう。
　また、なぜ日本でそもそもこのように多くの自動販売
機や缶コーヒーほどの便利さが必要なのでしょうか。

　仕事が忙しすぎて何秒かで買って何秒かで飲み切
れるものではないといけないという考え方で開発され
てきたのではないかと思います。ということで私のように
「缶コーヒーが美味しいな」と思って飲むのではなく、
「時間がないけど早くカフェインを飲まないと」と思って
飲む人も少なくない気がします。
　私は子供のころコーヒーが好きではなかったです。
苦くて変な色なので、なぜみんなが飲むのか理解できま
せんでした。しかしある日、輸入食品店でUCCミルクコ
ーヒーを見ました。レトロな三色のデザインもあり私の好
きな「ミルク」が入っていたので飲んでみたかったので
す。これはラーメンなど今の私が大好きな日本のものを
知る前、おそらく最初に意識しつつ経験した日本のもの
でした。その缶コーヒーを飲んで大好きになったので、ま
たその国際スーパーに行ってほかの日本のものも食べ
てみたくなりました。ラムネやみそ汁など、色んな日本の
ものが大好きになりました。これがあったから日本人じゃ
なくても日本の缶コーヒーを飲むと懐かしみを感じて少
し落ち着きます。些細なことですが、少しでも今、日本に
いることとつながっているのではないかと思います。
　なぜ日本に来たかと聞かれたらいつも大きな理由を
挙げますが、これも少し紹介したかったことの一つで
す。何気ない子供のころの経験がこれほど大きく将来
に影響するのだろうか、それとも人間は懐かしさが大
好きなので、後で何もない話から何かを作り出そうとし
ているのでしょうか。皆様の場合は缶コーヒーが好きで
すか。それとも便利だから飲むだけでしょうか。

　豊橋市の国際交流員スティーブン・キャー
ネルさんがこのコーナーを担当します。

スティーブン・キャーネル
Stephen Cannell

豊橋市国際交流員
Toyohashi City Coordinator for 
International Relations

　初めまして、バトオリギルと申します。私はモンゴル出
身で、母国で新モンゴル高専という日本式の高等専門
学校を卒業し、2020年４月に豊橋技術科学大学に編
入しました。21歳になりますが、来日して初めての誕生
日となります。
　私は元 日々本文化に興味を持っていました。仲の良
い友達全員もアニメが大好きだったので、小さい頃か
ら一緒にインターネットで侍について日本歴史を時々読
んだり、アニメ、ドラマなどを見たりしてきました。ある日、
日本語の学校に入学する機会を持ちました。その時か
ら「卒業したらぜひ日本で生活しよう。」と決めました。
　来日した時は、コロナウイルスが日本でどんどん広
まっていた時期だったのですが、今までの生活は順調
だったと思います。コロナ対策で授業の半分をオンライ
ンで行っていますが、空き時間はほぼ家で過ごします。

　ただし、私は豊橋技術科学大学のグローバルハウス
というシェアハウスに日本人や留学生らと共に暮らし、友
達がたくさんできましたし、私の姉も私と同じ３年生とし
て本大学に在籍していますので、全然寂しくないです。
　将来は能力の高い技術者になる夢を持っています。
豊橋技術科学大学で修士を取得するまで一生懸命
勉強し、その後は技術者として日本で5年間ぐらい働い
て経験を積むつもりです。そしたら、アメリカで博士を取
得して、帰国後は、モンゴルの発展に自分なりに貢献を
したいという強い希望があります。      

豊橋技術科学大学
　バトオリギルさん（モンゴル出身）

市内在住の留学生、外国人の方に日本に住んで感じて
いることなどを紹介いただくコーナーです。

　　　姉と私→

ZOOMオンライン
語学講座を紹介します

毎週水曜日
午後8時～９時
５/12スタート

「やり直し英会話」 アンソニー・ロハス さん
申込は８頁を
ご覧ください！！

冬学期語学講座では、「はじめてのフランス語」ZOOMオンライン講座を開講しました！
ペロ・ディディエ講師の、オリジナルテキスト（右）を使用しながらの充実したレッスンでした。

♣♣受講者のみなさんの感想♣♣
•ZOOMだと好きな場所からアクセスできて気軽に参加できるのが良いと思います。
•ZOOMはマスクなしで参加できるので、先生の発音時の口の動きがよくわかり、とても
良かったです。

•授業の雰囲気も良く、いつも優しく教えてくれたので、楽しく最後までできました。
　ありがとうございました！

Let’s speak English together!
春学期から始まるオンライン講座を担当します。

学生時代に勉強した英語を思い出しながら、ネイティブスピーカーが使う
自然な英語表現とフレーズを学びます。

オンラインなので自宅でリラックスして参加できますよ！

新講師！
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第３回  缶コーヒー

　海外で日本の有名なものは何か。侍、アニメ、新幹
線、寿司などはもちろんですが、もう一つ有名なのは自
動販売機です。「日本ではこんなものも販売機で買え
る！」というのをよく見聞きします。確かに酒、電池、生魚、
ネクタイまで、あらゆるものが自動販売機で販売されて
います。しかし私に最も影響を与えたのは缶コーヒー
です。アメリカでもコーヒーを缶に入れることはもちろん
あります。スターバックスも缶入りのコーヒーを出してい
ます。ですが、日本の缶コーヒーはそういうのとは違い
ます。多くの人に好かれている既存のコーヒーを便利
なので缶に入れようということではなく、缶に入れてホッ
トでもアイスでもなるべくおいしく、仕事のときでも休みの
ときでも飲みたくなるようにゼロから創り上げられている
ようです。もちろん値段が高くてはいけません。
　最初にコーヒーを缶に入れることにしたのはなぜな
のか理由が不明なようですが、日本は昔から缶コーヒ
ー開発のパイオニアに間違いありません。日本の缶コ
ーヒーの進化において、何よりも大事なのはミルクを入
れることです。私も普段ブラックで飲んでいますが、日
本に来て缶コーヒーの素晴らしさのすべてを感じるた
めにはミルク入り缶コーヒーを飲むに限ります。カフェラ
テやカフェオレが単に缶に入っていると思わないでくだ
さい。それとはまったく違います。缶コーヒーの味は缶コ
ーヒー特殊のうまみがあります。ここで説明しようとして
も伝わらないこともあり、おそらく今「なぜ缶コーヒーの
記事を読んでいるのか。」と思っている読者の皆様は
すでに味がわかっているからでしょう。
　また、なぜ日本でそもそもこのように多くの自動販売
機や缶コーヒーほどの便利さが必要なのでしょうか。

　仕事が忙しすぎて何秒かで買って何秒かで飲み切
れるものではないといけないという考え方で開発され
てきたのではないかと思います。ということで私のように
「缶コーヒーが美味しいな」と思って飲むのではなく、
「時間がないけど早くカフェインを飲まないと」と思って
飲む人も少なくない気がします。
　私は子供のころコーヒーが好きではなかったです。
苦くて変な色なので、なぜみんなが飲むのか理解できま
せんでした。しかしある日、輸入食品店でUCCミルクコ
ーヒーを見ました。レトロな三色のデザインもあり私の好
きな「ミルク」が入っていたので飲んでみたかったので
す。これはラーメンなど今の私が大好きな日本のものを
知る前、おそらく最初に意識しつつ経験した日本のもの
でした。その缶コーヒーを飲んで大好きになったので、ま
たその国際スーパーに行ってほかの日本のものも食べ
てみたくなりました。ラムネやみそ汁など、色んな日本の
ものが大好きになりました。これがあったから日本人じゃ
なくても日本の缶コーヒーを飲むと懐かしみを感じて少
し落ち着きます。些細なことですが、少しでも今、日本に
いることとつながっているのではないかと思います。
　なぜ日本に来たかと聞かれたらいつも大きな理由を
挙げますが、これも少し紹介したかったことの一つで
す。何気ない子供のころの経験がこれほど大きく将来
に影響するのだろうか、それとも人間は懐かしさが大
好きなので、後で何もない話から何かを作り出そうとし
ているのでしょうか。皆様の場合は缶コーヒーが好きで
すか。それとも便利だから飲むだけでしょうか。

　豊橋市の国際交流員スティーブン・キャー
ネルさんがこのコーナーを担当します。

スティーブン・キャーネル
Stephen Cannell

豊橋市国際交流員
Toyohashi City Coordinator for 
International Relations

　初めまして、バトオリギルと申します。私はモンゴル出
身で、母国で新モンゴル高専という日本式の高等専門
学校を卒業し、2020年４月に豊橋技術科学大学に編
入しました。21歳になりますが、来日して初めての誕生
日となります。
　私は元 日々本文化に興味を持っていました。仲の良
い友達全員もアニメが大好きだったので、小さい頃か
ら一緒にインターネットで侍について日本歴史を時々読
んだり、アニメ、ドラマなどを見たりしてきました。ある日、
日本語の学校に入学する機会を持ちました。その時か
ら「卒業したらぜひ日本で生活しよう。」と決めました。
　来日した時は、コロナウイルスが日本でどんどん広
まっていた時期だったのですが、今までの生活は順調
だったと思います。コロナ対策で授業の半分をオンライ
ンで行っていますが、空き時間はほぼ家で過ごします。

　ただし、私は豊橋技術科学大学のグローバルハウス
というシェアハウスに日本人や留学生らと共に暮らし、友
達がたくさんできましたし、私の姉も私と同じ３年生とし
て本大学に在籍していますので、全然寂しくないです。
　将来は能力の高い技術者になる夢を持っています。
豊橋技術科学大学で修士を取得するまで一生懸命
勉強し、その後は技術者として日本で5年間ぐらい働い
て経験を積むつもりです。そしたら、アメリカで博士を取
得して、帰国後は、モンゴルの発展に自分なりに貢献を
したいという強い希望があります。      

豊橋技術科学大学
　バトオリギルさん（モンゴル出身）

市内在住の留学生、外国人の方に日本に住んで感じて
いることなどを紹介いただくコーナーです。

　　　姉と私→

ZOOMオンライン
語学講座を紹介します

毎週水曜日
午後8時～９時
５/12スタート

「やり直し英会話」 アンソニー・ロハス さん
申込は８頁を
ご覧ください！！

冬学期語学講座では、「はじめてのフランス語」ZOOMオンライン講座を開講しました！
ペロ・ディディエ講師の、オリジナルテキスト（右）を使用しながらの充実したレッスンでした。

♣♣受講者のみなさんの感想♣♣
•ZOOMだと好きな場所からアクセスできて気軽に参加できるのが良いと思います。
•ZOOMはマスクなしで参加できるので、先生の発音時の口の動きがよくわかり、とても
良かったです。

•授業の雰囲気も良く、いつも優しく教えてくれたので、楽しく最後までできました。
　ありがとうございました！

Let’s speak English together!
春学期から始まるオンライン講座を担当します。

学生時代に勉強した英語を思い出しながら、ネイティブスピーカーが使う
自然な英語表現とフレーズを学びます。

オンラインなので自宅でリラックスして参加できますよ！

新講師！
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豊橋市外国人登録者数の状況

令和3年3月1日現在

国籍
ブラジル
フィリピン

韓国・朝鮮
中国

ベトナム
ペルー

インドネシア
その他（65国）
総人数（72国）

人数
8,410
3,913
1,374
1,244
1,241
701
533
1,329
18,745

割合（％）
44.87
20.87
7.33
6.64
6.62
3.74
2.84
7.09

100.00

豊橋市総人口
外国人登録者数の割合（％）

374,841
5.00

ソロモン諸島と豊橋とコロナ

バナバス・ヌヌ
ソロモン諸島マライタ州在住

　皆さん、こんにちは、私はソロモン人のバナバス・ヌ
ヌといいます。私の妹（白藤シンデレラ）が豊橋で暮
らす日本人と結婚している縁で、2020年２月に母と
共に来日しました。
　私にとって初めての海外旅行が日本であり、その
多くの時間を豊橋で過ごしています。
　本来、私は90日間の旅行ビザで来日した為、昨年
の5月に帰国する予定でした。しかしながら、コロナ
ウィルスの世界的な蔓延により、私が搭乗する予定
のフライトは運行を取り止めました。旅行代理店を通
じて、帰国の方法をいろいろと模索していますが、現
在に至るまで帰国出来ず、豊橋で滞在しています。
　ソロモン諸島では、昨年10月に初めて海外から帰
国したソロモン人国費留学生の中からコロナウィル
スの陽性者が数名確認されています。島国であるこ
とに加え、医療体制も脆弱であるため、2020年３月
25日より国内に非常事態宣言が発出され、この文章
を書いている現在（2021年３月24日）も、国際線の離
発着を制限するなどの水際対策を講じています。ソ
ロモン諸島の自国民であっても、帰国する場合、滞
在していた国によっては、複数回のＰＣＲ検査などの
ルールを課しています。　
　ちなみにソロモン諸島政府は、日本を最もコロナ
感染リスクの高い国にカテゴリーしています。政府高
官や国費留学生など一部の自国民は昨年から段
階的にソロモン諸島政府がアレンジした臨時便で
少しずつ帰国していますが、私のような旅行者には
残念ながらソロモン諸島政府からの十分な支援が
届いていないのが現状です。
　そのため、在東京ソロモン名誉領事館やＪＩＣＡ関
係者、ソロモン諸島の現地メディアや政府公式ＨＰ、
ＳＮＳ等からの情報収集に努めていますが、未だに
帰国の目途は立っていません。
　このような不安定な状況において、豊橋の皆さん
は、私や母をとても温かく受け入れてくださり、物心
共にいろいろとサポートしてくれています。私も母も
本当に心から感謝しています。
　こうした環境に身を置く中で、徐々に気持ちの整
理がつき、せっかく日本にいるこの時間をチャンスと
捉え、様々な体験や経験をしたいと前向きに考えら
れるようになりました。
　まずは、その第一歩として、私の妹も以前、参加し
ていた豊橋市国際交流協会が主催する日本語教
室に参加させて頂く事になりました。

参加者募集！

　2020年の夏から毎週１回、日曜日に簡単な日本語
の会話クラスに参加しています。ソロモン人は私一
人だけなので、最初はとても緊張しましたが、ボラン
ティアの先生や事務局のスタッフの皆さんがとても親
切に接してくれ、楽しく日本語を学んでいます。
　また、私の一番興味のある農業についても、いろ
いろと見聞を広げる機会を頂いています。私の生ま
れ育ったソロモン諸島の村では、今も電気やガス、
水道がなく、自給自足の生活を旨としています。主食
は芋類で、サツマイモ、タロイモ、ヤムイモなどを栽培
しています。
　豊橋に来て驚いたことの一つは、農業がとても盛
んであることです。例えば、ミニトマト農場を見学した
際、土ではなく、ココバックというヤシガラ繊維を使っ
た培地で溶液栽培をしているのを初めて知りまし
た。コンピューターでミニトマトにとって最適な温度や
湿度をコントロールしており、素晴らしい先進的な技
術だと思いました。サツマイモ農場を見学した際は、
堆肥などを使った土づくりが重要なことを教えて頂き
ました。収穫後、稲藁の中で貯蔵することで、でんぷ
ん質から糖にかわり、甘いサツマイモになることを初
めて知りました。他にも季節ごとに「道の駅とよはし」
にあるファーマーズマーケットで販売されている多種
多様で豊富な果物や野菜はソロモン諸島では見た
事の無い光景であり、（ソロモン諸島は一年中常夏
なので）品質向上を目指した手入れの行き届いたバ
ラ栽培も驚きでした。
　現在の私の目標は、豊橋での体験や経験を通じ
て学んだこと、発見したことをソロモン諸島に持ち帰
り、村作りに役立てることです。
　最後に私はクリスチャン（豊橋昇天教会にて礼
拝）ですので、お祈りし挨拶に代えます。
Ｍａｙ Ｇｏｄ Ｂｌｅｓｓ Yｏｕ Aｌｌ.

日本語教室にて 母と表浜海岸にて
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～あなたと豊橋市国際交流協会をリンクする会報紙～
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お問い合わせは…　公益財団法人 豊橋市国際交流協会
〒440-0888 豊橋市駅前大通２丁目33番地の１ 開発ビル３Ｆ
☎（0532）55-3671 http://www.toyohashi-tia.or.jp

　ZOOMオンラインレッスン
●やり直し英会話(初級)
日時：5月12日～6月23日【ZOOM】
　　　毎週水曜日　20:00～21:00
講師：アンソニー・ロハスさん/アメリカ

●テレサのスタイリッシュ英会話(初級)
日時：5月12日～6月23日
　　　毎週水曜日 10:30～正午

●シニアのための英会話(入門)
日時：5月13日～6月24日
　　　毎週木曜日 13:30～15:00
講師：谷中 テレサさん/フィリピン

●ドイツ語の会話を楽しみましょう(初級)
日時：5月15日～6月26日 【春学期のみ開講】
　　　毎週土曜日　10:30～正午　　
講師：フランク・シェーファーさん/ドイツ

●小学生のための英会話(入門)
日時：5月15日～6月26日
　　　毎週土曜日　10:00～10:45
　　　　　　　　　(小学1年～3年生クラス)
　　　　　　　　　11:00～11:45
　　　　　　　　　(小学4年～6年生クラス)
講師：ピーター・アチャンボーさん/アメリカ

●劉先生と笑顔で学ぶ中国語(初級)
日時：5月15日～6月26日
　　　毎週土曜日　10:30～正午　　
講師：劉　慶普さん/中国

●トリスタンの楽しい英会話(初級)
日時：5月16日～6月27日
　　　毎週日曜日10:30～正午　　
講師：トリスタン·セナ―さん/オーストラリア

●内　容　各クラス全7回。英会話の各クラスは英語に
よる授業です。詳しい講座のレベル等、詳細
についてはお問い合わせ下さい。

●対　象　市内在住及び通勤・通学の方、当協会賛助
会員の方
（シニア英会話は、50歳以上の方が対象）

●定　員　各クラス23人、ドイツ語13人、小学生のため
の英会話15人、やり直し英会話（ZOOM）
8人（申込多数の場合抽選）

●会　場　(公財)豊橋市国際交流協会 
●受講料　一般：7,000円／賛助会員：5,000円／小学

生のための英会話：5,000円
　　　　　※別途テキスト代必要
●申込み　このQRコードを読みとり必要

事項を入力して下さい。
必ずtia@tia.aichi.jpからの
メールを受信できるように設定
しておいてください。ご不明の
点がございましたら豊橋市国
際交流協会までお問い合わせ
ください。
•最少開講人数以下では、開講しない場合
があります。
•受講料支払い後の返金はできません。

●締切り　4月27日(火)必着
※残席あれば引続き募集します
※感染症予防のため、マスク着用と検温に
　ご協力ください。

春学期語学講座

受講者募集！！

新講師


