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９月は基本的教育と識字率向上月間です
例会報告

VOL.６０ No.６ (No.2670) ９月７日(水)曇り

(司会 前島 聡委員長)

本例会での主な事項
◎会長あいさつ

◎外部卓話

神田外語大学生
M.I さん

M.S さん

ビジター
神田外語大学生

M.I さん

M.S さん (プライバシーのためイニシャルとします)

誕生祝

≪会 員≫草間充春会員
≪ご夫人≫古矢会員

中島成則会員

白井会員

諸報告
青少年奉仕委員会

石塚克己委員長

地区より、環境保全フォトコンテストに応募をしてください。
ロータリーの友委員会

北村英明委員長

ロータリーの友 9 月のご案内
横組み
P５ RI 会長メッセージ
P７～１９ バックナンバーでたどる「友」７０年
P２０～P２３ 心は共に ロータリー希望の風奨学会
P２４～P３３ PEACEFULNESS THROUGH A BOWL OF TEA 一盌からピースフルネスを
P３４～P３５ よねやまだより ロータリー米山奨学事業の基礎知識
縦組み
P４～P８ 折り返し点からのライフスタイル

隈 研吾

P１６～P１９ 友愛の広場
P２０ ロータリーアットワーク 河口清掃で青少年と環境を考える
社会奉仕委員会

廣井

信副委員長

９月１８日(日)の環境美化プロジェクトで当日は襷を用意します。悪天の場合は、９月２５日となります。
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９月は基本的教育と識字率向上月間です
幹事報告
週

石井康弘幹事
報

なし

例会変更

なし

理事・役員会(臨時)報告
１． １０月の例会予定・・・

１０月５日(水) 通常例会
１０月１２日(水)・・休会
１０月１９日(水) ガバナー公式訪問前クラブ協議会
１０月２６日(水) ガバナー公式訪問
１０月までクールビスとしますが、２６日の公式訪問はネクタイ着用

２． 青森・山形大雨災害支援金について・・・１人２,０００円 ９月１８日と９月２８日で集めさせて頂きます。
・・・・・・・・承認・・・・・・・・・

会長挨拶

古矢

満会長
9 月第 1 週例会のご挨拶を申し上げます。
さて早くも９月に入り年度スタートから３ヶ月目に入りました。
中々コロナの感染拡大も収まらず当クラブの活動もそうですが、世の中経済
的にも、また学生さんにも長年の影響があると思います。
そんな中本日は、石井幹事のご令嬢の M.I さん、そしてお友達の M.S さん
のお二方より「コロナと私たち」というテーマで外部卓話をしていただきます。

お二人ともようこそ、水海道ロータリークラブの例会に卓話者としてご参加下さりありがとうございます。クラ
ブ会員一同歓迎いたします。楽しみにしておりますので、宜しくお願い致します。
話は変わりますが、現在、世界中でエネルギーをはじめとする物価が大変な勢いで高騰しているとともに、
気候変動による様々な影響が懸念されております。この一向に見通せない未来が「不安」だと思う方が多い
と思います。
この不安の反対が希望です。最近では「ポジティブ心理学」というのが発展しているそうです。目の前の危
険を先回りして考えてポジティブな未来を想像し家族や団体、会社も含めて明るい希望を持ちたいもので
す。
人類の歴史は長い目で見れば不安を消すような方向で進化してきたと思います。夜が暗くて不安だった
ら火を使い、そして電灯を発明し不安を克服してきました。食料が不安だったら家畜を飼い、農業を発明す
る な ど 、 様 々 な不 安 だ ら け の 長 い 歴 史 の 中 を生 き 延 び てき た 末 裔 が 、我 々 人 類 だ と 思 い ま す 。
是非ともポジティブに、明るくエンジョイライフで過ごしたいと思います。
少々固い話になってしまいましたが、会長挨拶とさせていただきます。本日も宜しくお願い致します。

外部卓話

神田外語大学生

M.I さん

M.S さん

コロナと私たち

S.M / M.I
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９月は基本的教育と識字率向上月間です
１：コロナ禍の中で

オンライン授業に関する学生アンケートの結果

【コロナ禍での苦労】

【コロナの影響】

・対面授業の減少で、言語に直接触れることが減るの ・修学旅行でシンガポールにいく予定だったが中止さ
れた。
で、自分で言語に直接触れられるようなリソースを
探して使用する必要がある。
・アクリルボードがあるせいで、言葉が聞こえにく
く、会話しづらい。

・留学に行けない、行きにくくなった。（アジアンヘ
イトなどの不安要素が増えたため。）
・外国人と接する、会話することができるスペースが

・廊下ですれ違った時など、マスクがあると表情がわ 撤去された。
かりにくく笑顔をかわせないために、会話を始める
・今まで開催されていた言語コミュニティーの数が
きっかけがなくなる。→言語、友達の輪が広がらな
減った。
い。
・大学のボランティアサークルで以前は支援が必要な

・対面授業が減り、モチベーションを保つのが大変。 国へ行き、家を建てるという活動があった。コロナ
の
影響で現在は海外での活動ができなくなっている。

オンライン授業の際の苦労
・WiFi環境
・（日本にいない場合）時差→録画ではオンデマンドとなり、質問やグループワークが出来ない）
・発言のしにくさ（誰かと話すタイミングがかぶる）
・表情が見えにくい（ネイティブの先生と話す時、視線や表情、動作など言葉以外で自分が話そうとしているこ
とが伝わっているのかの一つの判断材料となる。）
・グループでの作業のやりにくさ
・授業の後に先生や友だちに質問することが難しい

Many School Events

コミュニケーションを取る機会と場所が減少。また、椅子には一人しか座れ
ない制度になっており友達と勉強することや、授業のプレゼンの話し合いな
どがやりにくくなっている。

2：コロナ禍でやっていること

他にも…

・大学内で先生と話す＝自分の語彙力とリスニング
力が足りないこと、同じ表現ばかり使っているこ
とに気づくことができた。（I want to ~, I have
ever/ never ~, I see）

【YouTube 】
海外に住む外国人の日常を映したブログ、洋楽に歌詞をつ
けてくれている動画を見ながら歌う、偉業を達成した人達
が冗談も交えながらステージ上で話すTED TALKなどを字
幕付きで見て、シャドーウィングしたりする。

【HelloTalk】
海外にいる人たちとチャットや電話がで
きる言語交換アプリ。留学しなくても、
海外の友達をつくることができチャット
表現などを覚えることができる。

3：大学の留学の現状
・オンライン留学 →日本にいながら海外の大学の授業を受けるシステム
・GLA学部1年 海外スタディツアー（4カ国から1カ国選び3週間留学）
↓
オンラインで開催

【Instagram】
留学生の生活を見たり、日常で使用する
表現を掲載している方のアカウントを見
る。

海外スタディーツアーとは
グローバルリベラルアーツの
1年が2年後の留学に向けて4カ国の中から1カ国に3週間の留学。
→現在はオンラインのみ
→オンラインでは実際に目で見て、体感することが出来ない。実際に見るか見ないかでは受
ける印象、私たちに留学後及ぼす影響（例えば、授業やニュースで世界での出来事を知った
時に思うこと）、記憶の残り方が全く違う。

リトアニア

マレーシア

エルサレム
この経験がなければ誰も子どもが軍に行き
たがるわけがない、怯えているというイメ
ージだけで判断、偏見をもっている

貧困と格差

貧しい人が半数を占める。しかし、悲しい
思 いを
しているわけではない
‼

戦争と平和

戦争に参加するのは国や家族を守るため。軍に入
る子供たちは恐れよりも楽しみだと思っている！

宗教と民族

闇雲に戦争しているのではない。宗教が深く関
わっている。

・ただ言語だけを学びたい！という姿勢ではなく、
こんな時代だからこそ海外や日本の歴史、文化を
学びたい！という姿勢を常に持つようにしてい
る。ただ闇雲に言語だけを勉強することは、もち
ろん言語を上手に話せるようになる上で大切な
スキルだが、先ほど述べたアジアンヘイトが起
こってしまう理由なども、日本とは違う歴史や
文化を持っていて考え方が違うためだろうと考え
ている。今実際に起きていることと、過去と、ど
ちらにも触れることは言語だけではなく、違う視
点というものも私たちに与えてくれる。

４：将来の夢

環境面
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・宗 教と民 族

②学んだことを活かせる仕事

①留学

語学面

留学のテーマ
・貧 困と格 差→教育（学校がなくても
家で勉強している、将来の夢をもってい
る）
・戦 争と平 和→男子も女子も18歳に軍
へ行く→自分の国や家族を守る

思考面

９月は基本的教育と識字率向上月間です

環境面

24時 間英語に囲まれた生活。店員、友達、住民との会
話も英語。
さまざまな文化を体験できる！（宗教、行事、性、食事
など）

語学面

自分の意見を、言いたいときに英語で伝える！英
語をたくさん話すのが近道‼

思考面

完璧な英語を話す必要はない。失敗を恐れること
は言語習得を妨げる。

③通訳

④ユニセフなどの支援団体

Finish
Thank you for listening ♪

出席報告

宮代 尚委員

会員総数

出席者数

欠席者数

出席免除

メーク

出 席 率

５３名

３８名

１５名

０名

２名

７５．４７％

ニコニコボックス

中山英俊委員長

誕生祝御礼≪会員≫中島(成)・草間

入金額
各会員

本日は娘たち二人を宜しくお願い致します。

710,000 円

≪ご夫人≫古矢・白井

累計 534,000 円
各会員

石井真由美様

I さん、S さん、本日は卓話宜しくお願いします。
本日は女学生の卓話宜しくお願いします。またコロナの状況によりツウンバ RC へも希望している二人です
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９月は基本的教育と識字率向上月間です
ので、何卒よろしくお願い致します。今月は「基本的教育と識字率向上」月間ですので、周囲の学生や子
供たちへも目を傾けて頂ければ幸いです。

石井会員

M.I さん、M.S さん、ようこそ。本日卓話ありがとうございます。

松崎会員

各地で稲刈り作業が始まりました。新米の香り美味しさは格別です。でも食べすぎにはご用心！皆様にとり
まして今日が良い日になりますようにとご祈念申し上げます。
季節の変わり目です。皆さん充分ご自愛の程を！

青木(正)会員

松坂(興)会員

TV でおなじみのスズメバチハンターが物置小屋のキイロスズメバチの巣を駆除してくれました。インタビュ
ーも受け、放映の予定でしたが、カットされました。ホッとしました。
I さん、S さん、卓話楽しみにしています。

田上・五木田

石塚(克)会員

各会員

１８日の環境美化プロジェクト及びフォトコンテストのご協力宜しくお願いします。

大澤会員

９月８日６０周年実行委員会の委員長会議を１８:００～学習センターで行います。ご出席の程宜しくお願い
します。

熊谷会員

皆さん、お元気ですか。明野の八重のヒマワリがキレイでした。
I さん、S さん、本日はよろしくお願いします。
本日もよろしくお願い致します。
早退します。

青木(英)会員

大堀会員

草間会員

瀬戸会員

久しぶりに出席できました。宜しくお願いします。
休みが続きました。

染谷(正)会員

葬儀の際は大変お世話になりました。

中山会員

長い間お休みしてご迷惑お掛けしました。

会報委員会

鈴木(勝)会員

宮代会員

五木田裕一委員長

古津英二副委員長

青木英男委員

写真提供者:青木正弘会員
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