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ＩＬＣ夏期フィールドワーク①（あーすぷらざ訪問 ７月３０日）ＩＬＣ夏期フィールドワーク①（あーすぷらざ訪問 ７月３０日）ＩＬＣ夏期フィールドワーク①（あーすぷらざ訪問 ７月３０日）ＩＬＣ夏期フィールドワーク①（あーすぷらざ訪問 ７月３０日） 夏休み恒例のこの企画に、今年も

多くの生徒が参加しました。まず最初は毎年「あーすフェスタかながわ」で訪れる神奈川県の多文化共生

の拠点であるこの施設を１５名の生徒が訪れました。前半は職員の方とワークショップを行い、後半は５

階にある「国際平和展示室」を見学しました。

ＩＬＣの生徒なら

見覚えのある建物

あーすぷらざの アイスブレイキング！ みんなで当てっこ セネガルの少女のお話

説明の後… 普通に使われている言葉 しています。 をもとに、開発

のルーツはどの国でしょう？ 意外なルーツにびっくり！ 問題を考えました

ＩＬＣ夏期フィールドワーク②（鶴見多文化フィールドワーク ７月３１日）ＩＬＣ夏期フィールドワーク②（鶴見多文化フィールドワーク ７月３１日）ＩＬＣ夏期フィールドワーク②（鶴見多文化フィールドワーク ７月３１日）ＩＬＣ夏期フィールドワーク②（鶴見多文化フィールドワーク ７月３１日） 鶴見には戦前戦後から多くの外

国人、とりわけ南米からの外国人が多く住んでいる場所です。このフィールドワークでは先ず鶴見の現状と歴史

を鶴見国際交流ラウンジで話を伺い、外国人生徒の支援団体であるＡＢＣジャパンに通っている生徒との交流を、

チリ料理を食べながら行いました。

チリのレストラン

で食事！

ＡＢＣジャパンで、 お互いのことを知り合う 鶴見には、南米の レストランの中に

デザートのプリン 外国人生徒のプレゼン アイスブレイキング！ レストランがいくつもあります。 南米の香り！

「「「「手話ノ会手話ノ会手話ノ会手話ノ会」」」」が横浜ろう学校を訪問しましたが横浜ろう学校を訪問しましたが横浜ろう学校を訪問しましたが横浜ろう学校を訪問しました（（（（７月２２日７月２２日７月２２日７月２２日））））

ＩＬＣ生徒も所属する「手話の会」は定期的に横浜ろう

学校と交流を持っています。この日、生徒が訪問し、一緒

にタコスを作って食べて料理で交流を行いました。

以下、顧問のジェレミー先生のコメントです。

On Monday, July 22, I led Yokohama Hayato's sign language group "手話講習ノ会" to Yokohama Deaf School for the second summer exchange
party. We were welcomed by the students and teachers there and had a great experience. First, the students there showed usabout their school trip to
Okinawa earlier this year and about how to effectively communicate with people that have hearing loss. One of the interesting things they told us is that
underwater, using sign language, they have no problem with communication and can easily have complete conversations, just as they would on land.
After this, we all went shopping to buy the food to make lunch.Then the students got started making a wonderful lunch for us. On this day we had
expected about 18 people to participate, but there were only12. The students had to adjust the amounts of food to make because of the change in plans.
The teachers were good in that they gave the students the freedom to make the adjustments for themselves and nurtured their independence.
All the students worked well together to follow the recipe and make a good meal for everyone. Hayato students learning opportunity to practice their
new language. For many students, this was their first chanceto use sign language with someone other than myself. While weate, students talked about
movies and hobbies using sign language. They quickly overcame the language barrier to have proper communication and make new friends. It was great
to see them utilize a new communication tool!
After eating and washing the dishes, students gave us a tour of the school which goes from kindergarten to high school, andtold us about the different
things they do. The biggest difference between most schoolsand the deaf school is that the class size is very small. Deaf schools only have about 5
students per class, but sometimes only 1 or 2. This gives eachstudent a lot of one-on-one time with their teachers, and gives teachers the chance to
understand their students' needs. No student or teacher is ignored… and no one sleeps during class! www
Time was up before we knew it, and it was time to say goodbye. Itwas a great experience for everyone, and we look forward to meeting them again at
school festivals and other events. I am glad that we could alllearn a little about communication and have a new cultural experience!

日本の伝統文化鑑賞会（寄席）８月１２日日本の伝統文化鑑賞会（寄席）８月１２日日本の伝統文化鑑賞会（寄席）８月１２日日本の伝統文化鑑賞会（寄席）８月１２日 初めて落語を聴きに行く会を設定してみ

ました。予想以上に好評だったので次は皆さんも行きましょう！

〈生徒の感想〉〈生徒の感想〉〈生徒の感想〉〈生徒の感想〉 落語は笑うものだと思うが、個人的には笑うというよりは言葉を巧

みに使っていて「おお」となったり、感動する部分が多かった。笑いながら新しい知

識も得られると感じた●顔の向きや声が変わることで登場人物が変化するということもあったのでイメー

ジしやすかった。円楽さんが元気そうで良かった●特に古事記のことをネタにしていた人の話が面白かっ

た●生で落語を聴くってこんなにも集中して楽しいのだなと感じました。漫才のナイツも最高でした。暗いニュースも明るく、面白

おかしくできるのは本当にすごいと思います●「昔の漫才」を聴いているようで楽しかった。最後の円楽さんのお話は、話し方や姿

勢、目線が今までの人とは違っていて時間が経つにつれて落語の奥深さが出ているように感じた。


