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会員の皆さまにおかれましては、日頃からMISHOPの活動にご理解とご支援をいただき、誠にありがとうございます。
コロナ禍という例年とは異なる状況のもと度々のご依頼となり恐縮ではございますが、協会の年会費につきまして、
未納の方には、今回郵便振込票を同封させていただきましたので、お近くの郵便局か事務局窓口での納付をお願い
いたします。すでにお納めいただいた方に振込票が届きましたら、行き違いですので、お手数ですが、破棄くださ
いますよう重ねてお願いいたします。

詳しくはチラシをご覧ください。

多文化教養部会
開催日：12/18（土）
3/5 （土）に開催する国際理解講座の実施概要
について話し合いました。また、各会員グループ
の活動内容について情報共有しました。
⇒次回開催：2/19（土）14時～

広報部会
開催日：1/26（水）
協会ホームページのリニューアルについて話し合
いました。また、MISHOPの事業再開にあわせて
「みんなの活動だより」の発行を再開することを
確認しました。
⇒次回開催：未定

こんにちは、MISHOPです♪

２０１９年１２月、当時アフガニスタンで活動していた中
村哲医師が、現地で凶弾に倒れました。その後、アフ
ガニスタンでは昨年8月以降、タリバンが実権を掌握し
ましたが、半年以上経過した今もその混迷から抜け出
せておりません。今回の講座はその混迷極まるアフガニ
スタンに焦点を当てたものです。
登壇していただく講師は、JICA（国際協力機構）アフガ
ニスタン事業所事業総括次長として、中村哲医師殺
害事件が起きたその年も現地におられました。また、同
事件の翌年、２０２０年に帰国（帰任）され、現在はJICA
緒方貞子平和開発研究所に勤務され、より良いJICA
事業、開発協力のための実践的な研究の推進に関与
されています。
今のアフガニスタンをどのような視点で、どのように考え
るべきかを知るうえで、またとない機会となる講座です。

講師：上原克則さん

日時：2022年3月5日(土）
午後2時～4時
午後1時45分から受付開始

申込：協会ホームページから
窓口・電話でも受付可

講師プロフィール：
国際協力機構(JICA)緒方貞子平和開
発研究所総務課長。前 JICAアフガニス
タン事業所事業総括次長。1993年
JICA入団（※当時、国際協力事業団）。

タリバン復権から半年、
混迷の続くアフガニスタン

2019年11月以来、2年ぶりの開催となる国際理
解講座。今回はZoomで開催いたします。インター
ネット環境がない方はMISHOP会議室にお越しい
ただくことも可能です。

第84回 国際理解講座

MISHOPの事業やイベントを企画・運営している各部会について、少しずつ
活動を再開し始めました。この再開にあたっては、参加者を限定し、感染
防止対策を徹底しています。

イベント部会（青少年）
開催日：11/27（土）
スキーツアーなど所管している交流事業やイベン
トの再開に向けて、コロナ禍で注意すべき点や実
施方法などについて話し合いました。

開催日：2/2（水）
2/26（土）～27（日）に予定していた「国際交流
スキーツアー2022」開催について協議し、新型コ
ロナウイルス感染拡大に伴い参加者皆さまの健康
と安全を最優先に考えました結果、今年度は中止
とすることを決定しました。
⇒次回開催：未定

● 2021年度分 会費納入のお願い ● （対象期間：2021年4月～2022年3月）

部会活動報告
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日本で生活を続けている

外国籍の皆さん、どうしてますか?（vol.7）

今回お話を聞かせてくださったのは、昨年来日し現在日本語教室にお二人で通室されているメキシコ出身のご夫妻です。

ホルヘ ザバラ さん（左）
メキシコ ハリスコ州トラケパケ出身
国立天文台の研究者

スーサナ トレス さん（右）
メキシコ ソノラ州 ナボホア出身
日本語学校で学習中

◀先月結婚1周年を迎えたお二人

スーサナさん（以下スー） メキシコのソノラ州ナボ
ホア出身です。ソノア州は、歴史あるアラモスとい
う街で有名です。山に囲まれていて、眺めが素晴
らしいです。

ホルヘさん（以下ホルヘ） メキシコのハリスコ州ト
ラケパケ出身です。ハリスコ州の名産品は、テキー
ラです。テキーラは、シャンパーニュの様に、限られ
た産地で製造された物にのみ使える呼称（原産
地呼称）なんですよ。

いつ日本に来ましたか？

スー 2021年10月です。夫に同行して来日する
予定でしたが、コロナ禍での入国制限で、日本の
ビザを取得できなかったため、夫より遅れて到着
しました。

ホルヘ 2021年6月に日本に来ました。もう半年
以上の滞在になりますが、まだ3ヶ月しか過ぎてな
いように感じます。国立天文台で天文学者として
働いています。

ホルヘさんは、天文台で
どのようなお仕事をされていますか？

ホルヘ 私の主な仕事は、チリのALMA天文台
（世界で最も強力な電波望遠鏡！）の科学的運用
に寄与し、科学研究を推進することですね。

ホルヘさんのご専門について
もう少し聞かせてください。

ホルヘ 私の研究は、非常に遠い銀河を発見す
ること、それらの物理的性質を研究することに焦
点をあてています。
距離があるゆえ、銀河からの光は非常に長い時
間をかけて宇宙を進んできました。 私たちが望遠
鏡で探知する光は、宇宙の年齢が現在の年齢の
わずか5〜10％であったときに生成された光です。
つまり、私たちは文字通り時間を振り返っているん
です！
私の研究の最終的な目標は、宇宙の最初の巨
大な銀河がいつ、どこで、どのように形成されたの
かを明らかにすることです。

ホルヘ 日本に住む外国人にとって、非常に重要
なプログラムだと思います。日常生活には基本的
な日本語が必要です。スーパーで買い物する時に
も、バーでビールを注文する時にも！ MISHOPに感
謝しています！

MISHOP日本語教室は、いかがですか？

スー 楽しいです！ 基本的な会話を生徒全員が
相互に練習できるので、効果的ですね。

ご出身はどちらですか？

チリ アタカマ砂漠で運用中のアルマ望遠鏡
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ホルヘ 食べ物、文化、言葉など色々と驚いたこ
とはありますが、その中でも、一番驚いたこと…そ
れは、子供たちが一人で出歩いていることです。
保護者が付き添うことなく、バスで学校に行く子
どもを見かけることもあります。残念ながら、これは、
治安が悪いメキシコでは、ありえないことです。

スー 安全で、道や電車やトイレなどが、とても清
潔なことですね。それに、どこに行っても自動販売
機があることにも驚きました。

日本に来て、驚いたことはありますか？

スー やはり、言葉の壁を感じています。来日して
日が浅い私は、日本語がうまく話せないので、日
本の方とコミュニケーションを取ることが大変です。
でも、日本人はとても親切で、必要があればいつ
も助けてくれるので、ありがたいです。

メキシコと日本の似ている所は何ですか？

ホルヘ 両国の類似点に注目することは、面白い
かもしれません。
例えば、日本とメキシコは、国土面積が大きく異
なるものの、総人口は同規模で、1億3000万人近
くになります。
また、両国には火山が多くあり、地震が頻繁に発
生する地域ですし、どちらにも太平洋に長い海岸
線がありますね。
そして何より、日本人もメキシコ人もフレンドリー
です！

日本の生活で困ることはありませんか？

ホルヘ 日本語が話せない中での散髪は大変で
した…というより、面白い経験でした！
1軒目のヘアサロンでは,、英語ＮＧと断られてしま
い、2軒目で、少し英語が話せる美容師さんに対
応してもらいました。 お互いに英語と身振り手振
りでコミュニケーションを取りながら、無事にカット
してもらいました。 次回も同じお店に行こうと思っ
ています。

スー ＆ ホルヘ 何を食べても美味しいです！

すてきなヘアスタイルですね！
日本での食事は、いかがですか？

スー 私は、納豆が苦手です。ごめんなさい。
日本食は、味も良いですが、盛り付けも素晴らし
いですね。 伝統的な和食の朝食と夕食をいただ
いたことがありますが、色々なサイズと形のお皿が
たくさんあって、とても可愛らしかったです。
日本のデザートも大好きです。
日常では、朝食はフルーツ、ヨーグルト、パンと卵、
コーヒーなどの洋食を作っています。
昼食や夕食には、スーパーやコンビニのお惣菜も
利用しますよ。時には、新しいお店や食べ物と出
会いにレストランにも行きます。

ホルヘ ワサビ以外ですが…。

和食では、何がお好きですか？

スー 迷ってしまいますが、私は、お刺身が好きで
す。

ホルヘ 私も一つを選ぶのは難しいですが、うど
んが美味しいですね。天ぷらうどんも良いですね。
寒い日には、身体が温まります。

メキシコで話されるスペイン語と
日本語の違いは何ですか？

ホルヘ むしろ、スペイン語と日本語の間に何か
類似点があるのでしょうか？！

スー スペイン語はスペイン語アルファベット(注1)

のみを使用して書きますが、日本語は、ひらがな、
カタカナ、漢字を使用しますね。
文の構造も異なり、スペイン語は [主語+] 動詞
で始まり、日本語は動詞で終わると思います。

注1 スペイン語アルファベット：
ラテン文字アルファベット26文字の N と O の間に Ñ を加えた物
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スー メキシコ料理は、とても美味しいですが、唐
辛子を使ってソース、肉料理、スープなどを調理す
るので、日本の方にとっては、かなり辛いかもしれ
ません。また、トウモロコシや小麦粉から作る「トル
ティーヤ」を主食として食べます。

ホルヘ とても興味深いところですね。公園、レス
トラン、お寺や日本のお祭りまで、探索する場所が
たくさんあります。電車で海にも山にも出かけられ
て、週末にはサーフィン、スキー、ハイキングを楽し
むこともできるなんて、すごい！
嫌なことは、気温5度で日没がすごく早いこの時
期に、毎日駅まで歩かなくてはならないこと…🥶

東京の印象はいかがですか？

日本での食事を楽しまれていますね。メキ
シコ料理についても教えてください。

ホルヘ これは、米をベースにした日本料理とは
対照的な特徴ですね。メキシコ料理は、とても風味
豊かでカラフルです。ちなみに、メキシコの豆料理
は通常、日本ほど甘くなく、塩辛いです。
ところで、チョコレートの歴史がメキシコで始まっ
たことを皆さんご存知でしょうか？！

スー 東京は、とても清潔で安全だと思います。
電車やバス、自転車、徒歩と移動手段がたくさん
ありますし、駅の周辺にスーパー、コンビニ、レスト
ラン、衣料品店、トイレなど何でもある所が気に
入っています。でも物価の高さは、少し不満です
(^^;

スー 三鷹は美しい場所ですね。 今のところ、私
のお気に入りの場所は、井の頭公園です。井の頭
公園で、何か食べたり飲んだりしながら、のんびり
と過ごすことが好きです。

三鷹はいかがですか？

日本滞在中にやりたいことは何ですか？

スー 日本で“生き残る (survive) ” ためにも日
本語を学んで、仕事を見つけて働きたいと思って
います。
それから、日本文化についてもっと知りたいです
ね。 実は私は子供の頃から日本が大好きだった
ので、現在のここでの生活はすべてが素晴らしい
です。 日本にいる間に、たくさんの場所を訪れて、
いろいろな物を観たり、食べたりしたいと思ってい
ます。
今は、最高の人、夫とともに夢をかなえられてい
ると感じています。

公益財団法人 三鷹国際交流協会
https://www.mishop.jp/

協会施設の窓口業務
月曜日～土曜日（祝祭日を除く） 午前10時～午後5時

ホルヘ 沖縄、京都、北海道などいろいろと行き
たい所があるので、リストアップしています。
先日は、長野県や群馬県で温泉やスキーを体験
しました。 露天風呂も浴衣や下駄も体験して、楽
しかったです。また、スキーに行きたいですね。

◆ スーサナさん・ホルヘさん◆
ありがとうございました！


