


はじめに

先ず以て、4月14日から発生した熊本大地震において被災された皆様に対し、心よりお見舞い申し上げ

ます。復旧には多大なご苦労があるかとは存じますが、被災地域の一日も早い復興をお祈りいたします。

さて、JITCOは、外国人技能実習制度が適正かつ円滑に推進されるため、総合的な支援・援助を行って

おります。その中で「外国人技能実習生・研修生 日本語作文コンクール」は、全国の技能実習生・研修

生の日本語能力の向上支援の一環として1993年から20年以上に亘り実施されております。技能実習生・研

修生が、実習実施機関を始めとする関係諸機関の方々や地域の方々と日本語によって円滑なコミュニケー

ションがとれることは、周囲との交流を深め、豊かな人間関係を築き、心身ともに安定した状態で充実し

た技能実習・研修生活を送ることにつながります。

第24回を迎えた今年度は、大きな災禍の発生にも拘わらず、1,937編もの作品が寄せられました。3段階

に及ぶ厳正な審査を経て、最優秀賞4編、優秀賞4編、優良賞19編、佳作21編を選出し、計48編をこの「優

秀作品集」に収めました。

応募されたどの作品からも、母国から遠く離れ文化・習慣が異なる日本の地で苦労や戸惑いを感じなが

らも、大きな夢と希望を抱き、コミュニケーション能力を高めながら、切磋琢磨し技能実習・研修に意欲

的に取り組む姿が、ひしひしと伝わってまいります。ぜひご一読ください。

ここに、作品を寄せてくださったすべての応募者の皆様に心より敬意を表すると共に、技能実習生・研

修生にお力添えくださった関係諸機関の皆様に厚く御礼申し上げます。

本作品集が、技能実習生・研修生にとって、日本語への関心をより深めるきっかけとなること、また、

関係諸機関はもちろん、広く一般の方々に技能実習生・研修生への理解が深まる一助となることを心より

願っております。

2016年10月

公益財団法人 国際研修協力機構

理事長 鈴木 和宏
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応募状況と審査過程

1．応募総数 1,937編

国籍別内訳

中国 932編

ベトナム 709編

インドネシア 137編

タイ 41編

ミャンマー 50編

モンゴル 32編

フィリピン 21編

カンボジア 6編

ラオス 6編

バングラデシュ 2編

スリランカ 1編

2．審査過程

審査は、例年どおり3段階で行った。第1次審査は JITCO 職員が担当し、内容と日本語能力の

観点から、上位48編を選出した。続く第2次審査では、JITCO役員5名による総合評価に基づき、

27編が選ばれた。最終審査では、外部有識者を含む5名の委員が審査に当たり、審査委員会におけ

る協議を経て、最優秀賞4編、優秀賞4編、優良賞19編の入賞作品及び佳作を決定した。

最終審査委員

委員長 関口 明子 （公益社団法人国際日本語普及協会 理事長）

委 員 坪田 秀治 （日本商工会議所 参与）

委 員 関野 陽一 （元 山梨英和大学 教授）

委 員 鈴木 和宏 （公益財団法人国際研修協力機構 理事長）

委 員 新島 良夫 （公益財団法人国際研修協力機構 専務理事）
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講 評

審査委員長 関 口 明 子

JITCO日本語作文コンクールは本年で24回を迎えました。その間には阪神淡路大震災、リーマンショッ

ク、東日本大震災、そして今年の熊本地震等々がありました。技能実習生、研修生の来日が激減したこと

もありました。しかし、JITCOの作文コンクールは、続いてきました。そして回を追って技能実習生、研

修生の日本語力や文化理解度等が上がってきていることを、そして周囲の同僚、上司の方々の涙ぐましい

サポートを今回の審査でも実感いたしました。また、27作品の全てが、応募全作品の中から選出された秀

品でしたので、本当に甲乙つけがたく審査員は各自採点に苦しみました。今回はテーマが自由ということ

もあって、多種多様な内容の作品が集まり、その中での豊かな学びや気づきが多く寄せられました。

それでは作品を見ていきましょう。最優秀賞は4名です。まず、「危機一髪」陳欣静さん（中国）です。

危機一髪で自転車事故から免れた陳さんの文章は臨場感にあふれていました。「とまれ！あぶない！」と

自転車を強く引っ張って助けてくれたおじいさん。その振動で陳さんの手から落ちたお饅頭。大きなト

ラックにひかれてぺちゃんこになったお饅頭。おじいさんに「馬鹿か、君！」とどなられ、その後交通ルー

ルを守らない、命をどう考えているのかと叱られた陳さん、そしてそのままどこかに行ってしまったおじ

いさん。おばあさんのやさしいことばでの注意。クライマックスは、ほかほかのお饅頭をもってもどって

きたおじいさんが黙って陳さんに渡す。あの怖いおじいさんが。驚きと感謝が良く伝わってきます。内

容、構成ともに素晴らしい作品です。美辞麗句を並べるのではなく、陳さんの言葉で、陳さんの経験を一

生懸命書いてくださっているところに真の迫力を感じました。

二人目は「私のキャンバス」グエン ティ クイン トーさん（ベトナム）です。

日本での様々な経験を、キャンバスに塗られていく色にたとえ、キャンバスに色が次々と増えていく様子

を書いた作品です。最初真っ白だったキャンバスが桜の季節にピンクと緑が塗られ、次に日本人が大切に

しているチームワークを見習うようにしたら、気持ちが落ち着き、失敗が減ってきたということで会社の

ユニホームの青が加わりました。日本ではおばあさんもおしゃれをしている。クイン トーさんもおしゃ

れをして出かけるようになり、赤、黄色、紫が加わりました。長野でスキーを楽しみ、ふわっとした雪の、

美しい白が加わりました。そしてラジオ番組にでる機会があってアナウンサーになりたい夢がちょっとだ

け叶いましたので金メダルの金色が加わりました。クイン トーさんの独創的で軽やかな動きのある文構

成は、一枚の絵画を彷彿させる、素晴らしい作品です。

三人目は「“いける”という言葉」グエン ファム フー クインさん（ベトナム）です。「いける」という
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言葉に絞ってのクインさんの実体験を通しての話です。「焼肉にビールも結構いけるよね」クインさんは

「行く」の可能形「行ける」は勉強したが、これはどういう意味なのか。今度は仕事中上司に「クインさ

んこれいける？」と聞かれ、わからないまま「はい」と答え、結局その場も過ぎてしまった。仕事にもで

てきてしまったので、同僚に質問し、大笑いされ、ようやく行けるの意味ではないことを本当にわかりや

すく説明をしてもらって助かり、それ以来日本語を一層面白く感じるようになり、頑張ったら日本語能力

試験の一級（Ｎ1）もきっといける！としめくくっています。起承転結があり、情景が生き生きと浮かん

できて、読者を惹きつけました。

四人目は「私は仔牛のお母さん」ドリジンラガチャー ナサンジャラガルさん（モンゴル）です。 初

めの頃 「あなたは仔牛のお母さんだよ」と同僚に言われ、びっくりしたナサンジャラガルさん。今では

本当に私は仔牛のお母さんだと実感しています。広い草原が続くモンゴルから酪農の実習にきた彼女は

びっくりすることが多かったのです。遊牧民族のモンゴルの方から見て定住型の日本のやり方はずいぶん

違っていたのでしょう。牛舎の温度、清潔、消毒等に常に気を付ける。仔牛に対して人間の赤ちゃんと同

じようにきめ細かな愛情を注ぐなど。ナサンジャラガルさんが徐々に慣れて受け入れていく姿が生き生き

と描かれています。モンゴルのおおらかさを感じさせるいい作品です。

次に優秀賞4名です。「私の兄さん」レ ヴァン トアンさん（ベトナム）、「いつもありがとう日本」ビャ

ンバジャル エネレル サイハンさん （モンゴル）、「日本のお母さん」グエン ティタオさん（ベトナム）、

「お土産―心への贈り物」冯利敏さん（中国）です。尊敬する盲目のお兄さんや身近な日本の方への感謝

の気持ちを丁寧に描いている選れた4作品です。

日本のどこかでこんなに真剣に生きている若者たちが、そしてそれを本気で支えている日本の企業や組

合が、また、その陰でしっかりこの制度を守っている JITCO の姿があることを多くの方々に知っていた

だきたいといつも申し上げてきました。この度2016年度文化庁日本語教育大会に於いてはじめて、JITCO

の日本語教育がとりあげられました。JITOCOの発表がありました。ユーモアを入れ乍らの、大変わかり

やすい発表でした。私は自分のことのようにうれしく、誇りに思いました。

今回の作文コンクールでは女性が本当に沢山応募してくださり、いい作品を書いてくださいました。実

習生の割合としては同じくらいですから、男性の実習生もぜひ応募していただけると嬉しいです。立派な

文でなくてもいいです。 日本人とは違った新鮮な目で気づいたこと、感じたことの中で、ぜひ皆にわかっ

てもらいたい、知ってもらいたいという思いがありましたら、それを書いてください。その思いの強さが

感動につながるのだと思います。

たくさんのご応募をお待ちしています。
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作 品 集

※作品は、原文のまま掲載しています。
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「第24回外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」入賞者一覧
■最優秀賞■

氏名 作品タイトル 国籍 職種 実習実施機関 監理団体名

陈 欣静 危機一髪 中国 電子機器組立て 紀南電工株式会社 ＥＬＣ事業協同組合

グエン ティ クイン トー 私のキャンバス ベトナム 電子機器組立て 株式会社ナカニシ 鹿沼機械金属工業協同組合

グエン ファム フー クイン 「いける」という言葉 ベトナム 工業包装 マップス株式会社 西日本海外業務支援協同組合

ドリジンラガチャー ナサンジャラガル 「私は仔牛のお母さん」 モンゴル 畜産農業 ヤマギシズム生活豊里実顕地農事組合法人 協同組合亜細亜の橋

■優秀賞■

氏名 作品タイトル 国籍 職種 実習実施機関 監理団体名

レー ヴァン トアン 私の兄さん ベトナム 型枠施工 株式会社伸栄運輸 Ｆ・Ｂ・Ｓ協同組合

ビャンバジャブ エネレルサイハン いつもありがとう、日本 モンゴル 機械検査 藤田螺子工業株式会社 椿インタワークス協同組合

グエン ティ タオ 日本のお母さん ベトナム ハム・ソーセージ・ベーコン製造 丸大食品株式会社 西日本流通サービス協同組合

冯 利敏 お土産―心への贈り物 中国 パン製造 岡野食品産業株式会社 協同組合岡野食品協力会

■優良賞■

氏名 作品タイトル 国籍 職種 実習実施機関 監理団体名

バトジャルガル バトチメグ 女性力 モンゴル 電子機器組立て 株式会社デルタプラス 椿トランステクノ協同組合

チャン カイン ドアン 雨からのプレゼント ベトナム 建具製作 株式会社サイプレス・スナダヤ 製造産業技術協同組合

グエン ティ タオ 日本人と時間 ベトナム 電子機器組立て グローリープロダクツ株式会社 ビジネス・コープ協同組合

ガンホヤグ ガンズル 震災で学んだこと モンゴル 機械検査 藤田螺子工業株式会社 椿インタワークス協同組合

王 莹莹 日本の四季を探す 中国 機械加工 大弥精機株式会社 静岡県経友会事業協同組合

王 苹 母として 中国 非加熱性水産加工食品製造業 株式会社ふく衛門 下関食品流通協同組合

アマラシンゲ プディゲ ヤムナ ラランティカ 日本で学んだ挨拶としゅうかん。 スリランカ 耕種農業 島袋 利幸 公益財団法人オイスカ

昂 萍 企業文化を学ぶ 中国 仕上げ シロキ工業株式会社 Ｊプロネット協同組合

ニュー ティ ラン 日本で得た教訓 ベトナム 鋳造 株式会社吉年 共進情報事業協同組合

李 国滨 日本で生活の感触 中国 溶接 日本街路灯製造株式会社 ＧＴＳ協同組合

孙 金芝 私の目を覚まさせてくれたかわいい後輩達 中国 婦人子供服製造 新木縫製 ＰＮＪ事業協同組合

李 亚运 現場なりの「サ、シ、ス、セ、ソ」 中国 プラスチック成形 テイ・エステック株式会社 ＥＬＣ事業協同組合

グエン ダン タン 言葉のコミュニケーション ベトナム 仕上げ 若園精機株式会社 協同組合企業交流センター

ズオン ティ ゴック フェン 壁 ベトナム プラスチック成形 株式会社アイカム 全国人材支援事業協同組合

チン キム アイン 日本でのレッスン ベトナム 耕種農業 ホクト株式会社 東西商工協同組合

蔡 云坤 私の実習生活 中国 食鳥処理加工業 トリゼン食鳥肉協同組合 協同組合福岡情報ビジネス

吴 向梅 日本で見た美しい景色 中国 電子機器組立て 株式会社ＯＳパートナーズ 加西商工会議所

チャン ティ ホア マイ 日本に来てよかった ベトナム 仕上げ 兵庫ケーブル株式会社 情報ベンチャー協同組合

宋 鑫婕 異郷の旅、異郷の情 中国 ハム・ソーセージ・ベーコン製造 信越丸大食品株式会社 国際交流協同組合



最優秀賞

危機一髪
陈 欣 静

CHEN XIN JING

「止まれ！危ない！」とお爺さんが後ろから

私の自転車を強く引っ張った。バランスを崩し

て倒れた私の手から、饅頭が道路へ転がって

いった。すぐさま目の前を大きなトラックが通

り、ぺちゃんこになった饅頭が目に入り、はっ

と自分の不注意に気がついた。

今朝は絶好のサイクリング日和だと思い、自

転車を漕いで道沿いの景色を楽しみます。お昼

は大好きな饅頭を片手で持ち食べながら自転車

に乗っています。何て気持ちがいいのだろう。

食事に夢中になる私は、うっかり赤信号も気付

かないまま歩道を横断しようとしていました。

まさかこの瞬間、生と死の瀬戸際に立つことに

なるとは、想像だにしなかった。

「大丈夫？お嬢さん。お怪我ありませんか。」

目の前に二人の老夫婦がいて、お婆さんはぽか

んとした私を揺らしながら声をかけてくれまし

た。横から「ばかか君！」とお爺さんに叱られ

た。「赤信号の意味が分からないのか？わしが

一歩遅かったら、君もその饅頭と同じだぞ！交

通ルールを守るのは子供でさえ分かる常識なの

に、こんな軽率な行動する大人の君、自分の命

をどうするつもりだ？ふん！」怒っているお爺

さんはどこかに立ち去った。

「お爺さんの言い方がきつくて、ごめんね！

怖かったでしょう。でもお嬢さん、さっきは本

当に危なかった！片手運転と信号無視は何れも

ルール違反ですよ。今回は幸い事故にならず済

んだけど、事故だったら自分だけでなく、大切

な家族や友人を不幸にしてしまいます。何より

も安全が第一です。安全運転に心がけてくださ

い！」とお婆さんは優しく注意してくれました。

その時、お爺さんが戻って来て、何も言わず私

に新しく買ったばかりの饅頭を渡してくれまし

た。まさかあの恐ろしいお爺さんが饅頭を買っ

てくれたとは思いもよりませんでした。私は涙

を堪えきれず、泣きながら命の恩人である二人

に謝りました。

私も会社で、火災警報器という、火事の時に

人に知らせてくれる大切な物を作る仕事をして

います。たとえ実修生でも、重大な仕事を任さ

れています。こんな人々の命に関わる物を作る

時も、一瞬の不注意で油断したら、不良品を出

して、大きな事故にもなりかねません。おっ

ちょこちょいな自分にがっかりしました。この

危機一髪のことで、自分の軽々しい行動を深く

反省しました。自分の命は自分しか守れない。

物造りもちゃんと自分が最後まで、作業に集中

して責任を果たさないと正しく人の命を守るこ

とができません。

もっと立派な社会人になるため、これから、

自分の人生も仕事も、真面目で責任をもって着

実に頑張ります。帰国したら、日本で習った知

識と技術をいかして、人々を助ける優れた物を

作りたいです。
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受賞の喜び
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今回、最優秀賞をいただき誠にありがとうございました。もうすぐ誕生日の私にとって最

高のバースデープレゼントです。本当に感激しました。

こんな素晴らしい賞をもらえたのは、皆様のおかげです。会社の方々、組合の先生達、先

輩と後輩のいろんな支えがあってこそ受賞ができました。本当に皆様に感謝します。

そして、大切な家族にも感謝したいです。いつも温かく見守ってくれてありがとう！わが

ままな私を最後まで応援してくれてありがとう！三年間離れて、親孝行もできなくなって、

本当に恥ずかしいです。ごめんなさい！「パパとママと健ちゃんが大好きです！ずっと愛し

てますよ！」

最後に、この最優秀賞を授与してくださった JITCOの皆様に感謝いたします。本当に光

栄の至りです。誠にありがとうございました。

国 籍 中国

職 種 電子機器組立て

実習実施機関 紀南電工株式会社

監 理 団 体 ＥＬＣ事業協同組合

陈 欣静



最優秀賞

私のキャンバス
グエン ティ クイン トー
NGUYEN THI QUYNH THO

胸いっぱいの希望を持って、成田へ着いたの

は、2014年2月14日バレンタインデーの日。辺

り一面が真っ白な大雪の日でした。暖かいベト

ナムから来た私には、すごく寒くて歯はカチカ

チ、歩くのも滑って大変でした。私が思ってい

た雪のイメージとは全く違うものでした。これ

からの3年間、私のキャンバスは「どんな色に

なるのだろう？」少し不安になりました。

私の住む町は、山に囲まれた静かな町です。

通勤途中、道端に咲いている小さな花に気づき

「なんて美しいんだろう！」と感動し、立ち止

まって写真を撮ったりすることもあります。桜

の季節には、淡いピンクの花びらがひらひらと

舞い、道はまるでピンクの絨毯です。そこを自

転車で走ると、夢の中にいるようです。私の

キャンバスには、淡いピンクと緑色が塗られま

す。

私は、とても慌て者で、よく考えずに言葉に

出したり、何でも1人で出来ると思い込み行動

して、失敗ばかりしています。でも、会社の日

本人の先輩をみると、よく考えてから話をし、

作業はとても慎重です。そして何より大切にし

ているのは、チームワークです。私も見習うよ

うにしたところ、気持ちが落ち着き失敗が減っ

てきました。青のユニホームを着ると「私も

チームの一員で、世界中に輸出している製品を

作っているんだ。」という誇りとプライドが芽

生えます。キャンバスには青色が加わります。

日本では、お婆さんがお化粧をして髪を染め

てお洒落をしています。ベトナムでは大変珍し

いことです。初めは驚きましたが、とても明る

く元気そうに見えて、今ではいいことだと思う

ようになりました。私も出かける時少しだけお

洒落をして出かけるようにしました。そして、

キャンバスには赤色、黄色、紫色が加わりまし

た。

いつもいいことばかりではありません。バイ

オリズムが下がって、何もかもが上手くいかず、

ゆううつに思える日もあります。そんな時は

「風が吹いている」という曲を聴きます。ソチ

オリンピックの素敵な映像と共に流れているこ

の曲を聴くと、なぜか力が湧いてきて元気にな

ります。私は長野で、日本でしか体験できない

スキーを体験しました。楽しくて忘れられませ

ん。日本に入国したとき感じた、寒い雪のイ

メージが一変に変わりますた。雪は白く、ふ

わっとしてとてもきれいです。キャンバスには

美しい白が加わりました。

先日、ラジオ番組に出て川柳を発表する機会

がありました。アナウンサーになりたいという

夢は諦めていましたが、ちょっとだけ夢が叶い

ました。金メダルには程遠いのですがキャンバ

スには、もう一色ゴールドが塗られました。

真っ白だった私のキャンバスが今では何色もの

色が塗られています。日本にいた3年間が自分

の人生の中で、最も大切な時間だったと思える

よう、これからも、私のキャンバスに色を塗り

続けていきたいと思います。
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受賞の喜び
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「トーさんの作文が最優秀賞に選ばれましたよ！」と電話を受けた時、受話器を持った手

は震えだし、心臓はドキドキして、感激のあまり、涙がこぼれてきました。言葉でどう表現

したらよいのか分からないくらい、嬉しかったです。

そして、この受賞は、私一人のものではないと思っています。日頃、完璧でない私の日本

語をよく聞いて理解し、正しい日本語で会話をしてくださる会社の上司、先輩、社員の方々。

また、熱心に日本語を指導してくださるボランティアの先生。作文を書くにあたり指導して

くれた、関係者のみなさん。みなさんの支えがあったからこそ、受賞できたものと、感謝の

気持ちでいっぱいです。

また、この素晴らしい機会を与えてくださいました JITCOの皆様に、心より感謝し、お礼

申し上げます。本当にありがとうございました。

国 籍 ベトナム

職 種 電子機器組立て

実習実施機関 株式会社ナカニシ

監 理 団 体 鹿沼機械金属工業協同組合

グエン ティ クイン トー



最優秀賞

「いける」という言葉
グエン ファム フー クイン
NGUYEN PHAM PHU QUYNH

日本での実習生活が始まってからいつの間に

か一年が過ぎました。この一年の間にいろいろ

なことを学ぶことができました。

去年のある日、組合の先生が私たちベトナム

実習生を食事に連れて行ってくれた時のことで

す。先輩たちがある言葉をよく使っていること

に気がつきました。

「焼肉にビールもけっこういけるよね。」

「みんなはホルモンいける？」

「このデザートいけるね。」

とわいわい言っていました。その時、私は意味

が分からなくて混乱していました。この状況で

「いける」ってそれはどういう意味？？終わっ

てからどこかへ行くのか？？とも考えました

が、どうやらそういう意味ではなさそうですし、

変な解釈かなと思いました。

昔、動詞の可能形を勉強した時「いける」と

いう言葉は「行く」の可能形で「行くことがで

きる」という意味だと習いました。来日する前

の私が知っている「いける」の意味はそれだけ

でした。しかし、日本に来て気がつきました。

日本人は生活や仕事を間わず、よくこの言葉を

使っています。

盛り上がる場で私は気になりながらも、その

意味を間きそびれてしまいました。そして後

日。今度は作業中に職場のリーダーさんが私に

聞いてきたのです。

「いけるか？」

また出た「いける」に不意をつかれました。「あ

と15分しかないけど、これいけるか？」

私は意味も分からないまま、「はい！」と答え

てしまいました。でも、何となく早くしろとい

う意味かなと思いました。でもそれなら、「こ

のデザートいけるね！」の意味は…

余計なことを考えるのはやめて、少し急いで

作業をしました。でも、一人でやっていたこと

もあり時間が足りませんでした。結局、他の人

が手伝いに来てくれました。リーダーさんは私

を叱りませんでしたが、私は何となく罪悪感を

覚えて会社の人に「いける」の意味を聞いてみ

ました。

「“行く”の可能形ですか？そうじゃなければ

一体どういう意味ですか？」

彼女はこれを聞き大笑いしてしまいました。

「この場合の“いける”は“行くことができる”

という意味ではないですよ！様々な意味があり

ます。さっきの“行ける”は、時間があと少し

しかないけど、クインちゃんはこの部品を完成

することができますか？終わりますか？という

意味ですよ。他にも、よくできている、料理や

酒などの味が相当に良い、という意味もありま

すよ。」

とてもわかりやすく説明してもらってから、

私はやっと「いける」が持ついろんな意味や使

い方を知ることができました。それ以来、私は

日本語を一層面白く感じるようになりました。

同時にその難しさも分かるようになりました。

日本語がもっとうまくなるように、これから

もっと頑張りたいと思います。頑張ればＮ1も

きっと、いける！
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受賞の喜び
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日本における自分の体験をシェアしようと思って参加した今回の作文コンクールにおい

て、まさか最優秀賞を受賞するとは思っていなかったのでとてもびっくりしています。

母国の家族の元を離れて来日してもうすぐ2年になります。自立した生活には困ることも

面白いこともたくさんあります。マップス株式会社で実習できることを私はとても幸運に

思っています。会社は有用な実習に取り組んでくださるだけでなく、生活についても私たち

が気楽に相談ができるように配慮してくれます。また実習生のために日本語授業も実施して

くれます。私たちのチャレンジを会社はいつもサポートしてくれます。それが私の心の支え

になってもっともっと頑張ることができています。そんな会社に対して私は感謝以外に思い

当たる言葉が見つかりません。

私にこのような素晴らしい機会と栄誉を与えてくださった JITCOの皆様、本当にありが

とうございました。

最後に、作文コンクールの最優秀賞も「いけた！」

国 籍 ベトナム

職 種 工業包装

実習実施機関 マップス株式会社

監 理 団 体 西日本海外業務支援協同組合

グエン ファム フー クイン



最優秀賞

「私は仔牛のお母さん」
ドリジンラガチャー ナサンジャラガル
DOLJINRAGCHAA NASANJARGAL

私は仔牛のお母さんです。この言葉をみなさ

んがきいたらおかしいと思うでしょう。

私も最初は「コウシ」は子供の名前かなと思い

ました。

私は一年半前モンゴルから酪農の研修に来ま

した。酪農部に来て、初めは仕事のことが何も

わからないので先輩の君江さんと二か月間毎日

一緒に仕事をしました。その時君江さんが「あ

なたは仔牛のお母さんだよ」と言ったのでびっ

くりしました。「私は牛じゃないけどな。ジョー

クを言ってるのかなあ」と思って笑っただけで

した。でも今は私は本当に仔牛のお母さんに

なったと思っています。

仔牛が生まれたらすぐ私の所に来ます。仔牛

の体を拭いて、体重をはかって、元気かなあと

ちょっと観察して、耳に番号をつけて、全部カ

ルテに書きます。そこからお母さんの仕事が始

まります。大きい健康な牛になるようにお世話

して、愛して、育てます。

牛はストレスに敏感な動物ですから、安心し

て快適に生活できるように、牛舎の温度、乾燥、

清潔、消毒などが大切です。エサ、ミルク、草

とかご飯の時間は毎日同じにして、その都度適

切なお世話をします。

私は毎日、どんな感じで一番元気に育つかを

考えています。

人間のお母さんは自分の子供をどんな風に愛

したりお世話しているか、それと同じ気持ちで

やるのが一番大切です。

動物は人間の様に話せないし、考えることも

できないけど、自分を育ててくれる人の気持ち

がわかるみたいです。牛は自分を担当する人の

匂いと動きがわかるみたいです。私の仔牛も私

がいない時、寂しい、私に会いたい気持ちがあ

るみたいと牛の動きから私は思いました。人間

のお母さんは子供が何も言わなくても、何が欲

しいとか、何を考えてるのかわかります。それ

と同じです。

私達遊牧民族のモンゴル人の目から見て、定

住型の習慣と日本の様な牛の飼い方はとても面

白いと思いました。そしてそれを学ぶためにモ

ンゴルから遠い日本に来ました。

日本の人たちの様になりたいと思ってやってき

たことが、私に「仔牛のお母さん」の名前の本

当の意味をわからせてくれたと思います。

そして私は牛のことだけではなく職場の日本

の人達から色々なことを学びました。特に 一

日二回、生後十日までの仔牛の哺乳の仕事は職

場の女の人全員でやります。それは皆で一緒に

やるのでとても楽しい時間です。

私はこうやって仔牛のお母さんになりまし

た。もっともっといいお母さんになれるように

努力します。

そしてもう一つこの一年半の間に人・動物・

自然の関係を考えました。私は人間、仔牛は動

物、私と牛、牛と私の関係を考えた時、牛の気

持ちがわかるようになりました。それがとても

うれしいです。

今から私は牛舎へ行きます。子どもたちが

待っていますから。
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受賞の喜び

― 15 ―

この賞を頂けることは今でも信じられません。でもとってもうれしかったです。今たくさ

んの人の顔が思い出されます。日本で実習をしているこの期間、今やっている仕事に気持ち

を込めて、職場の人達と一つの心でやってきました。そのことで私は様々なすばらしいこと

を学び、この作文を書くことができました。ですから職場の人達、仔牛達にありがとうの気

持ちで一杯です。

今オリンピックをやっていますが、モンゴルでは見たことがないたくさんの競技で日本人

はメダルをとっていますね。それとテクノロジーは世界で一番だと思います。また日本には

色々な大会やイベントがあります。私もマラソン大会、花火大会、お祭りに参加しました。

日本にいる間に自分にできることを何でも体験してみたいです。そして日本語の本もたくさ

ん読みたいです。そのために日本語をもっと勉強して上手になりたいです。

国 籍 モンゴル

職 種 畜産農業

実習実施機関 ヤマギシズム生活豊里実顕地
農事組合法人

監 理 団 体 協同組合亜細亜の橋

ドリジンラガチャー ナサンジャラガル



優秀賞

私の兄さん
レ ヴァン トアン
LE VAN TOAN

1975年ベトナム戦争が終わりました。

まだ戦争の影響の続く、1982年に兄は生まれ

た。兄が生まれた当時は、他の子供と同じ様に

健康で可愛い子供で、遠くで働く両親の代わり

に祖母が一人で育てていました。

兄は2歳の時に麻疹に罹ってしまいました。

この病気に罹った時は鶏肉を食べてはいけない

というルールがあります。そのルールを知らな

い祖母は、つい鶏肉を兄に食べさせてしまった。

その直後、兄は見る見る目が真っ赤になってい

き、何時間も泣き続けたそうです。

翌日早々、病院へ連れて行った時には手遅れ

でした。兄は盲人となったのです。

知らせを聞いて駆けつけた両親は愕然とし、

母は突然の事に狼狽し深く悲しみました。しか

し、父は「盲人になろうと何より、生きている

事こそが一番大事な事だ」と言いました。

光を失った兄は、顔から笑顔が消え、どこに

も行けず、暗闇の中でひっそりと生き続けてい

ます。

兄が8歳の時に私は生まれました。小さい私

は、泣くとすぐ兄の膝に駆け込みました。兄の

膝は、私にとって安心できる場所でした。

ある日、私は子供達にいじめられ泣いている

と、何も見えないはずの兄が私をすっと抱いて

「弟に触るな」と怒鳴り私を守ってくれた。兄

に抱かれた私は安心と温かさを与えてもらっ

た。私にとって兄は、誰よりも信頼できる存在

となっていったのです。

小学生になった私は、学校から一目散に帰る

と、兄の傍に行き今日あった出来事を詳細に話

してあげた。障害の為学校に行けない兄は「私

は両親の世話はできないから、学校で真面目に

勉強し、君が両親の世話をして下さい。」と私に

何度も言い聞かせた。兄の願いを叶えたい私は

必死に勉強し大学に合格しました。「君は私と

家族の誇りです。」と泣きながら喜んでくれま

した。その時の兄の顔は本当に幸せそうでし

た、こんな顔初めて見ました。兄の喜ぶ笑顔が

見たい。何事も諦めず、最後まで頑張ることを

強く決心しました。

大学へ入学すると同時に、兄も念願だった楊

枝工場に就職しました。今までは家族の助けな

しでは生きていけなかった兄が、自らお金を稼

げることは、社会へ踏出す大きな一歩となりま

した。私は障害を持つ兄から、何事も諦めず一

歩一歩前に進むことの大切さを学びました。兄

がいなかったら私が夢を見ることすらなかった

かもしれない。

日本に来て文化や言葉の違いで大変なことも

あるけど、夢を途中で諦める事は一度も考えな

かった。残りの一年間、国の為、将来の為、家

族の為、何より兄の為諦めず頑張っていきます。

私には二つの夢があります。故郷へ帰り実習生

として習得した技術と日本語の能力を活かして

起業し、成功することそして二つ目の夢は、医

療技術の進んだ日本で兄の目に再び光を取り戻

すことです。世界の中で兄は小さな存在だけれ

ど、私にとって兄は私の道を明るく照らしてく

れる大きな存在です。

― 16 ―



受賞の喜び
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私はレヴァントアンです。

第24回外国人技能実習生作文コンクールで優秀賞をいただきました。

日本に来てから、今まで一番嬉しい事だと思います。ＦＢＳ協同組合ふれあい事業協同組合

先生にはいろいろと助けていただきありがたく思っています。日本の皆さんのおかげで、た

くさんの日本語や技術を学びました。国へ帰ったら習った知識を使って日本のようなすばら

しい国を作りたいと思っています。

ありがとうございました。

国 籍 ベトナム

職 種 型枠施工

実習実施機関 株式会社伸栄運輸

監 理 団 体 Ｆ・Ｂ・Ｓ協同組合

レ ヴァン トアン



優秀賞

いつもありがとう、日本
ビャンバジャブ エネレルサイハン
BYAMBAJAV ENERELSAIKHAN

母国を離れたことはもちろん、1人暮らしす

らもしたことがなかった私が、夢をかなえるた

めに日本に来てもう2年以上経ちます。そんな

私がまだ新入社員だったときのことです。その

頃、私はよく仕事帰りに駅の近くにある100円

ショップを訪れていました。

ある日、その100円ショップに50歳くらいで

目が不自由な女性がいました。女性の周りには

付き添いの人がおらず、勇敢にも1人で自分の

足と白い杖だけを信じて歩いていました。私

は、その姿を見て心が痛みましたが、同時に「す

ごい」と思い何故だか涙があふれてきました。

もし私がこの女性のように目が不自由だった

ら、彼女のように強く生きる事ができるでしょ

うか。両目で不自由なく世界を見ているのにも

かかわらず、私は臆病者で、消極的な人間だと

恥かしくなりました。一度も話したことがな

い、名前も知らない女性だけれど、彼女からは

強く生きる力を感じました。目が見えないとい

うことがどんなに辛いか。彼女の生活が、ある

経験を通してわかるようになりました。

彼女と出会ってから1年位後のある日、私は

右目に強い痛みを感じました。そして、視力が

どんどん低下して身の回りのものが見えなく

なっていきました。眼科へ行くと、網膜剥離だ

と診断され、急遽手術が決まりました。本当に

突然の事で、雷に打たれたような衝撃でした。

このままだと何も見えなくなる恐れがあると聞

いて、神様に見放されたような気持ちでした。

愛する人たちの姿が見えなくなる、夢をかなえ

られなくなるかもしれない、描いていた明るい

将来に影が差したように思えました。

そんな私を、藤田螺子工業で働く先輩や仲間

たち、椿インターワークスの皆さんが支えてく

れました。また、遠く離れたモンゴルからお母

さんが来て、身の回りの世話をしてくれました。

多くの方々や、病院の先生方のおかげで無事に

手術は成功し、私の視力は元に戻って、またみ

んなの顔を見ることが出来ました。支えて下

さった皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。

病気が治った後、私は自分の病気のことや目

の不自由な人々の生活について調べてみまし

た。すると、日本は障害を持つ人が不自由なく

暮らせるような環境が整っていると感じまし

た。歩道や駅の通路には点字ブロックがありま

す。様々な日用品や駅の地図、エレベーターの

ボタンなどには点字が施されています。また、

電車内に優先席があり、盲導犬や介助犬などと

一緒に乗ることが出来ます。その他にもたくさ

んの思いやりや工夫で、誰でも住みやすい街に

なっていると思いました。日本へ来てから、こ

のように学ぶことがたくさんあります。毎日感

謝の気持ちでいっぱいです。日本へ来て良かっ

たと心から思います。ありがとう、日本。
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この度は、私の作文を優秀賞に選んでいただきありがとうございます。この作文コンクー

ルは、同じように日本で勉強している世界各国の実習生と競い合い、成長できる良い機会だ

と思います。このようなチャンスをくださった JITCOの皆さん、本当にありがとうござい

ます。

今回、私は網膜剥離という病気にかかった時の事について作文を書きました。その中で私

が伝えたかったのは、「長く付き合うと人の心がわかる」という事です。これは、モンゴルの

諺です。人生には良い時も悪い時もあります。何年経ってもお互いを思いやって過ごせる人

こそ、本当の友達です。日本にいる3年間、私が困っている時にはいつも実習生の仲間や、

藤田螺子工業の皆さん、椿インターワークス協同組合の皆さんが支えてくれました。そんな

皆さんに恩返しをするために、今まで以上に健康に気をつけたいと思います。

私は、もうすぐモンゴルへ帰ります。日本での3年間は、私に忘れられないほどの幸せな

思い出、素晴らしい仲間たちとの出会いを与えてくれました。帰国しても日本語の勉強を続

けて、何事にも一生懸命頑張っていきたいと思います。いつもありがとう。大好きな日本。

国 籍 モンゴル

職 種 機械検査

実習実施機関 藤田螺子工業株式会社

監 理 団 体 椿インタワークス協同組合

ビャンバジャブ エネレルサイハン



優秀賞

日本のお母さん
グエン ティ タオ
NGUYEN THI THAO

家族の生活を豊かにする事と、自分のより良

い将来を創り出す為に、七ヶ月前に実習生とし

て日本に来ました。日本の国は、自然環境も良

く、とても清潔好きな国だと思いました。そし

て、人々は親切で温和な人が多い国だと感じま

した。

私は日本の生活に早く慣れるように、日本の

習慣や日本語の習得に、力を入れていますが、

困っている事も沢山あります。それは言葉の壁

です。日本での生活の中で、嬉しい事や悲しい

事を一番話したい人は、ベトナムの母ですが今

はここに居りません。時々、ベトナムの母が恋

しくてならない時、同僚に隠れて布団の中で目

が腫れるほど泣きました。早く家へ帰って母を

抱いて「愛している」と言いたい。私はこの言

葉を恥ずかしくて、一度も母の前で言ったこと

がありませんでした。

私は食品会社で、働いています。私の会社の

人達はいつも優しく親切で仕事を教えてくれた

り、話しかけてくれたりして、とても嬉しいで

す。その中でも私は日本のお母さんと呼べる人

に出会いました。お母さんはとても良い人で

す。日本に来たばかりなので、日本語が上手く

話せません。話す事は難しくて、困った時が沢

山ありました。でも日本のお母さんは私の伝え

たい気持ちを理解してくれ、私が分かるように、

ゆっくりと簡単な言葉で手振り身振りを交えて

話しかけてくれました

私の会社の寮は、交通が不便な所にあります。

買い物に行く時は自転車で四十～六十分かかり

ます。日本のお母さんは心配してくれて、時々

スーパーやデパートなど、色々な所へ車で連れ

て行ってくれました。私は日本のお母さんと出

会えて、とても沢山の楽しい思い出が出来まし

た。その中で一番心に残ったのは、日本の成人

式に出席できた事です。日本では二十歳になる

と「成人」と言う事になりますが、ベトナムは

十八歳です。式典などはありません。ですか

ら、成人になったという印象は全然なくて、成

人式の意味さえ分かりません。日本のお母さん

のお蔭で、成人式に振袖を着て出席する事が出

来ました。振袖は日本の伝統的な和服で、ベト

ナムに居る時は、テレビや雑誌でしか見た事が

ありませんでした。いつか着られる事に、憧れ

ていました。ですから、私は振袖を着る事が出

来てとても興奮しました。日本のお母さんに、

言い表す事が出来ないほど感謝です。式典に来

ていた人達はとても幸せそうな顔でした。母親

と同伴の女の子を見て、私はとても嫉妬しまし

た。私だけ実の母がここに居ないと思いまし

た。その時、日本のお母さんは優しく微笑んで、

私の手を取って、「おめでとう」と言ってくれま

した。お母さんの手の温もりを感じて、日本の

お母さんと、ベトナムのお母さんが重なって見

え、涙が出てしまいました。ここでは私が一番

幸せな人でした。私には母が二人も居ます。そ

れは私にとって、日本に来て最高の幸せです。

日本のお母さんに合わせてくれて、ありがとう、

日本。
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自分の作文が受賞出来た事を聞いてその時とても とても嬉しかったです。

このことをすぐにも日本でのお母さんに知らせたかったです。

きっとお母さんも喜んでくれますと思います。

この様な光栄なことを頂いて、本当に色々な人に感謝しています。

私の実力はまだそんな風に上手く作文が出来ていないですが、

西日本組合の人と私が今勤めている丸大食品㈱の会社の皆さんが色々アドバイスしてくれ

て、直してくれて本当に感謝しています。

受賞した以上、もっと頑張って日本語を勉強して

来年もまた作文コンクールに参加していただきたいと思っております。

これからも皆様に宜しくお願いいたします。

国 籍 ベトナム

職 種 ハム・ソーセージ・ベーコン
製造

実習実施機関 丸大食品株式会社

監 理 団 体 西日本流通サービス協同組合

グエン ティ タオ



優秀賞

お土産―心への贈り物
冯 利 敏

FENG LI MIN

中国でもお祝いに品物を贈ったり、友達同士

でプレゼントを交換したりしますが、日本には

「お土産」という日本独自の贈り物文化がある

ことを中国で学びました。そして、日本で技能

実習生として過ごしたこの2年間に身近に感じ

た「お土産」を通して、「物を贈り合う日本の文

化」の本当の意味を知ることができました。

あれは工場で実習が始まったばかりのことで

した。食堂で昼ご飯を食べていると「はい、ど

うぞ」と言いながら微笑んでいる日本人の先輩

にお菓子を渡されました。それは先輩が旅行先

から持って帰った「お土産」でした。私はとて

も恐縮しながらそのお菓子を頂きましたが、ど

うして知人でも縁者でもない新人の技能実習生

にまで「お土産」を下さるのか分らなくて、戸

惑いました。この疑問を以前日本語を教えてく

れた先生に聞いてみると、先生は「そうですね、

確かにあなたはその先輩の友達でもないし、職

場に入ってきたばかりの新人です。でもあなた

がその職場に入った時点で、もうこれから一緒

に頑張っていく仲間だと皆さんに認められたの

ではないか。」と答えました。先生の言葉に私

は胸が一杯になって、もの凄く感動しました。

当時新しい生活や仕事に慣れてなくて何も上手

くできなかった私は毎日が不安でした。あの

「お土産」の小さなお菓子に励まされて心強く

なりました。

中国に「毎逢佳節倍思親」という昔の詩句が

あります。大体「節句になれば、家族と離れて

いる人はより一層家族のことを懐かしみます」

と言う意味です。私たちもその通りです。中国

の祝日、特に新しい年を迎える、日本のお正月

にあたる「春節」の時、すごくホームシックに

なります。監理組合の事務局長さんは毎年春節

に寮に「お土産」を持って来て実習生全員に渡

してくれます。それは小さなチョコレートです

が、私の心を温めてくれました。日本人には馴

染みのない旧暦を調べてわざわざ来てくれて、

友達も親戚もいない国で、私たちも誰かに思わ

れていること何より嬉しいのです。チョコレー

ト一つで寂しい気持ちが追い出されるなんて本

当に不思議です。私にとって、あれは魔法の

チョコレートです。

それ以外でも私は何度も日本の方から「お土

産」を頂きました。決して豪華なものではなく、

例えおせんべい一枚にもきっと相手の優しさと

温もりがあり、贈られた側には大きなパワーに

なるかもしれないです。「お土産」はとても良

い物だと分りました。

私はちょっと恥ずかしがり屋で、人への感謝

や思いを時には素直に伝えられないです。相手

にお土産などを贈ることこそ、その気持ちを形

にするいい方法ではないかと私の中でこう思い

ます。そして私もよく人に「お土産」を贈るよ

うになりました。

「お土産」は心への贈り物、少しでも誰かを

元気にすることが出来れば私の幸いです。
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この度、優秀賞をいただきまして、誠にありがとうございます。受賞の連絡をいただき、

体が震えるほど凄く嬉しかったです。多分今のリオオリンピックにメダルを獲得した選手達

の気持ちと同じでしょう。

まず「作文コンクール」という形で、私たち技能実習生に心境を伝える場を作ってくださっ

た JITCOの皆様にお礼を申しあげます。

時間の経つのが早い、私はもうすぐ実習を終え、帰国します。この三年間に、日本のいろ

んな所に行って、さまざまなことを経験してきました。仕事のことだけではなく、日本特有

の社会文化や、日本人のおもてなし心など、たくさんの素晴らしいことを知って学びました。

私にとって、本当に悔いのない旅でした。

最後に、勉強のチャンスを与えて、日々私たちを見守ってくださる日照春和、岡野食品協

力会、岡野食品産業株式会社の皆様、そしていつもそばで支えてくれる仲間たち、本当に、

ありがとうございました。

国 籍 中国

職 種 パン製造

実習実施機関 岡野食品産業株式会社

監 理 団 体 協同組合岡野食品協力会

冯 利敏



優良賞優良賞優良賞

女性力

バトジャルガル バトチメグ
BATJARGAL BATCHIMEG

私はデルタプラスという工場で働いていま

す。この工場ではブラジル、モンゴル、ペルー

などいろいろな国から来た女性たちが働いてい

ます。

みんなの希望や興味、働く目的それぞれ違い

ます。お金を稼いで家を建てたいという人もい

れば、美容整形をしたいという人もいます。大

学に行きたい人も、生活費や子供の養育のため、

という人もいます。

二十歳から五十歳までの女性たちが車の部品

を組み立てるライン作業を行っています。一日

中座って作業を行なう人も、立って作業を行な

う人もいますが、年齢に関係なくお互いに思い

やりを持って元気よく働いています。仕事に慣

れていないときには、手や足が痛くなったり、

指に水ぶくれができたりと、大変なことになる

人もいます。

私も、仕事を始めたころは、こんな大変なこ

とになって、泣きそうで苦しくてホームシック

になって諦めそうな時がありました。

そのとき私は、こう考えて、覚悟を決めまし

た。

「なぜ、なんのために私はここに来たのだろ

う。私もお金を稼ぎたい、マイホームを建てた

い、私と同じようにシングルマザーで、子供の

為に、自分のために、と働いている人もいる。

痛みを感じているのは私だけじゃないし、私だ

けが外国から来ているわけではない」

このように覚悟を決められたのは、一緒に働

いているみんなのおかげです。みんなは、同じ

国から来たわけではないのに、いくら言葉の壁

があっても、どれだけ疲れていても助け合いな

がら、教えながら仕事をし、仲間がいかに大切

かということを気づかせてくれ、私に勇気をあ

たえてくれました。

みんなの外見はすごく優しく、柔軟で美人に

見えます。しかし、内面はどんなことでも耐え

られるような強い心を持っています。できない

ことでも、やりにくいことでも、大変であって

もすぐに諦めるようなことはありません。みん

なの勤勉努力、仕事にむかうその気持ち、忍耐

力は本当に凄いです。どんな仕事でもよくでき

る勇気をもつ女性達です。私は、この力こそ「女

性力」だと思います。

みんなのこのように素晴らしい姿を見ると、

私は「女性ってどれだけ強いのだろう、私も頑

張らないといけない」と思います。私も一つ一

つ学んで、みんなみたい強い、立派な「女性力」

を持った人間になるために努力をしています。

長時間の仕事で、どんなに疲れていても、眠

たくても、痛くても、それを乗り越えて元気に

前向きに頑張る、こんな素晴らしい「女性力」

を持ったみんなと肩を並べて仕事をしているこ

とを誇りに思いながら、これからも自分を切磋

琢磨して頑張っていきたいと思います。

国 籍 モンゴル
職 種 電子機器組立て
実習実施機関 株式会社デルタプラス
監 理 団 体 椿トランステクノ協同組合
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雨からのプレゼント

チャン カイン ドアン
TRAN KHANH DOAN

私は、ベトナムより実習生として、愛媛県西条

市にある木材の会社に在籍しているチャン・カ

イン・ドアンと申します。日本で実習をはじめ

てから2年3か月になります。とても早く感じ

ながら生活しています。日本へ来てから、生ま

れ育った故郷を思い出しながら、ベトナムの違

いに驚きながら頑張っています。さて、私が日

本へ来てから経験したことを話します。一年ほ

ど前になりますが、その日は、天気が悪く朝か

ら雨が降っていました。傘をさして、自転車で

アパートへ帰っている時のことです。一人のお

婆さんが雨の中をとぼとぼと濡れながら歩いて

いました。私は後ろからお婆さんの横を通り越

すのがとても申し訳ない気持ちになり、そのお

婆さんに「濡れたら体に悪いですよ。この傘を

使って下さい」と言って、渡しました。お婆さ

んは何かびっくりしたような顔をしていました

が、その時は私も濡れてしまうので、すぐに帰

りました。雨に濡れるのは嫌でしたが、気持ち

はとても安心したような良い気持ちでした。そ

れから、二日後の午後でした。会社の人が私の

作業場に、その時のお婆さんを連れて来られま

した。お婆さんはどうしてもお礼が言いたくて

私を訪ねて来られという事でした、私はお婆さ

んの事が気になっていたので、びっくりしまし

た。お婆さんは、私の顔をのぞきこんで、この

人に間違いないですと言って、私の手を取り「本

当にありがとうね、同じ日本人でもこんなに心

の優しい人には、なかなか会えないよ。私はも

う歳ですが、長生をしてたら、良い事があるも

のだよ」と言って、頭を下げながら、お礼にと

言って、お菓子の袋を持たせました。後で会社

の人から聞きましたが、お婆さんは私に遭った

時の会社の服を見ていて、訪ねて来られたそう

でした。その時は、あの後お婆さんは濡れずに

大丈夫だったことが解り、とてもうれしい気持

ちになりました。何故か、私を育ててくれた両

親に心から感謝したくなりました、そしてふと、

日木へ来てから日本語の勉強をしている時に聞

いた“棈けは人の為ならず”ということわざが

ある事を思い出しました、その言葉の意味を聞

いた時はよくわかりませんでしたが、その時は

自分なりに解ったような気がしました。人は誰

でも一人では生きられません、自分以外の全て

に対して、優しい心を持てば、その優しさはい

つの日か自分の為になる、その日が来なくても、

優しい心を持つことが出来る自分が楽しくて気

持ちが良くて、幸せな気持ちになれるというこ

とがよく解りました。日本へ来てずっと、ベト

ナムとは異なる豊かさに感心させられますが、

国や文化や経済が違っても、優しい心は同じで、

人を幸せにしてくれる大切なものだと信じるこ

とが出来るました。あの時の雨はとても冷た

かったけど、雨は私の心に優しいプレぜントを

してくれました。これからも自分の出来る優し

さを忘れずに、頑張りたいと思います。

国 籍 ベトナム
職 種 建具製作
実習実施機関 株式会社サイプレス・スナダヤ
監 理 団 体 製造産業技術協同組合
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日本人と時間

グエン ティ タオ
NGUYEN THI THAO

どんな人にとっても、時間は平等です。大金

持ちも、時間を買うことはできません。お金で

買えませんから、時間はお金よりも大切だと

言ってもいいかもしれません。

時間は大切なものなので、例えば、自分が集

合時間に遅れてしまって他人を待たせてはいけ

ません。このように、他人の時間を無駄にさせ

てはいけないと考えるから、日本人は時間をと

てもよく守るのだと思います。

今年のお正月に、私は、USJ へ遊びに行きま

した。ここは、大阪で一番楽しくて有名な場所

です。だから、人がとても多く、アトラクショ

ンを楽しむには、長い時間待ちます。仕方なく

私もあるアトラクションの長い行列に加わり、

二時間程並んでいましたが、とても大変でした。

その時、ある事に気づいて、驚きました。私

より後から来たのに、行列に並ばずに、先にア

トラクションに参加している人がいたからで

す。一緒に行った日本人が「あの人達はユニ

バーサルエクスプレスパスを買ったので、先に

アトラクションに参加できます。あなたも、お

金をもっと払ったら並ばないでいいんですよ。」

と教えてくれました。

ユニバーサルエクスプレスパスを売ること

で、USJ は儲かるから満足でしょう。ユニバー

サルエクスプレスパスを買った人も、並ばなく

ていいから満足でしょう。しかし、ユニバーサ

ルエクスプレスパスを買わなかった私のような

人は、割り込みをされて待ち時間が更に長くな

るので不満です。 しかも、割り込みをされる

ことについて、私は、USJ から事前に何も聞い

ていません。

そもそも、お金を払えば割り込みをしてもい

いなんて、日本ではそんなことが他にあるので

しょうか。日本では、駅やバス乗り場、スーパー

や病院など、どこでもみんな並びます。もし、

他の人より多くのお金を払ったら人気のあるレ

ストランの行列に並ばなくてもいい、先に病院

で診察してもらえるというルールが作られたと

しましょう。しかし、他人の時間を無駄にさせ

てはいけないと考える日本人は、そのような

ルールは認めないのではないでしょうか。お金

持ちでも、他人の時間を無理矢理買うことはで

きないのです。

USJ だけのルールなのですから、大きな問題

ではないのかもしれません。一緒に行った日本

人は、「恋人や友達と話していたら、待つのも大

変じゃないでしょう。」と言っていました。し

かし、日常生活を忘れて夢のような時間を楽し

む場所なのに日常生活でも認められないルール

がどうしてあるのか、私には分かりません。ま

た、いつもは他人の時間も大切にして、割り込

みを許さない日本人が、他人の時間を奪う割り

込みをしてもいいというルールをどうして認め

ているのか、私には分かりません。

日本は、やはり 不思議な国です。あと一年

半で技能実習は終りますが、それまでに、私は

日本が理解できるようになるでしょうか。

国 籍 ベトナム
職 種 電子機器組立て
実習実施機関 グローリープロダクツ株式会社
監 理 団 体 ビジネス・コープ協同組合
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震災で学んだこと

ガンホヤグ ガンズル
GANKHUYAG GANZUL

自然とは、誰もコントロールできない壮大な

ものです。その中でも自然災害は、いつどこで

起こるかわからないので、大きな被害が及びま

す。日本は、世界の中でも地震が多い国です。

5年前に起こった東日本大震災では東北地方に

大きな被害が及びました。

震災から1年後、私は Jica の「絆」というプ

ロジェクトに参加して、10日間という短い期間

でしたが、被災地を訪れました。復興中の被災

地を見学して、実際の震災と同じ、マグニチュー

ド7の地震を体験しました。また、当時の被災

地の様子などを学びました。私が一番驚いたの

は、悪夢のような震災からたった1年で壊れた

ビルや橋、道路などが元通りになっていたこと

です。こんなに短い期間で様々な施設を復元で

きる日本の技術や真面目な性格に感動しまし

た。

プロジェクトに参加している間、自分が東日

本大震災のような災害にあったらどうだろうと

考えました。ある日突然自分の家が壊れて、身

近な人が亡くなってしまう悲しさや、行くとこ

ろがない不安を抱えて生活していく事はとても

辛いと思います。そんな中で、とある女性の言

葉がとても印象的でした。彼女は震災の後、学

校の体育館で家族と一緒に避難生活を送ってい

ました。体育館の床は冷たくて、ゆっくり休む

事ができません。そんな中で、彼女はおなかを

すかせた自分の子供に「明けない夜はない」と

いう言葉を贈りました。どんなに苦しい時で

も、いつか幸せがやってくるから、それまで我

慢して、強い心も持っていようという意味です。

彼女も、震災で辛い思いをしているのに、それ

を笑顔で乗り越えていこうという強い精神力を

持った人だと感じました。それからは、彼女の

辛い日々に比べたら、私の悩みなんて小さなこ

とだと自分に言い聞かせて辛い事を乗り越えて

来ました。

今回の震災に限らず、世界各国で様々な自然

災害が起こり、その度にたくさんの人が辛い生

活を送っています。国によって言葉や文化、習

慣などは違いますが、この世界に暮らす仲間で

す。だから、国が違うからといって色眼鏡で見

ないで、お互いに助け合う事が大切だと思いま

す。東日本大震災の後、モンゴルをはじめとし

ていろんな国々が心の支援と物の援助をしたと

聞いて、本当に良かったと思いました。震災か

ら5年たった今も、まだ被災地には震災で出た

ゴミの処理などの問題が残っています。日本は

発展した国なので、それらの問題を解決する力

を持っていると思います。

被災地を訪れてから、日本に縁を感じて、絶

対また来ようと思いました。そして今年、研修

生として日本に来る事ができました。今でも夢

のようです。日本で過ごす3年間は、私の人生

の大切な経験になると信じています。この3年

間で色々な事を学んで、今後その経験を活かし

ていけるよう頑張ります。

国 籍 モンゴル
職 種 機械検査
実習実施機関 藤田螺子工業株式会社
監 理 団 体 椿インタワークス協同組合
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日本の四季を探す

王 莹 莹

WANG YING YING

私は去年の10月に、日本に来ました。期待感

とうれしい気持ちもいっぱいで、研修センター

に着きました。その時の興奮は、今でも覚えて

います。

私は前から日本がずっと好きでした。日本と

中国の四季の違いを知りたいです。それで、日

本に着いた日から、四季を探し始めました。

日本の秋はどこですか？去年の11月に、研修

センターの先生と一緒に富士五湖へ修学旅行に

行った日は、天気も良くて、紅葉も絵のように

きれいでした。行った場所はどこでも清潔でし

た。中国は環境保護のやりかたを日本に学ばな

ければならないと感じました。その時、これは

日本の秋だと思いました。でも、会社へ行った

後、私は間違っていると思いました。休みの日、

天気がよかったですから、寮の近くを散歩しま

した。たくさんの人が野良で働いているのを見

ました。人々はキャベツやネギやミカンを収穫

していました。突然、それは日本の秋だとわか

りました。日本の秋は忙しくて、豊作です。

日本の冬はどこですか？私は季節の中で冬が

一番好きです。私の故郷は洛陽という街です。

洛陽の冬はとても寒くて、雪も降ります。私は

雪が大好きだから、日本でもずっと雪を待って

いました。でも、結局雪が降りませんでした。

本当に残念でした。ちょっと寒くて、風も強く

て、雪がない。これが日本の冬だと思いました。

でもある日、私は間違っていると思いました。

その日の朝、とても寒かったです。自転車で会

社へ行く時、登校中の小学生から「おはよう」

と挨拶をしてきました。最初はびっくりしまし

たが、すぐ「おはよう」と言い返しました。そ

の時、私の心は溶けてしまいました。またある

日、仕事で疲れて自転車で帰宅途中、寮の近く

に住んでいるおばあさんから「お帰りなさい」

と言ってきました。その言葉ですぐに心が温か

くなり、疲れもなくなりました。その時、私は

これが日本の冬だなと思いました。日本の冬は

本当に友情と温かい気持ちで溢れてると感動し

ました。

日本の春はどこですか？洛陽の牡丹はとても

有名です。毎年春になると、洛陽のいろいろな

公園で牡丹の花見があります。日本の春もたく

さんの花が咲きました。特に桜が満開の時、本

当に童話王国のようにきれいです。空気がすが

すがしくて、万物が蘇る、これが日本の春だと

思いました。でも4月14日、熊本県でマグニ

チュード7.3の大地震が起きました。数十人が

亡くなりました。たくさんの家が倒壊しまし

た。でも日本中が積極的に救援して、共に災難

を乗り越えるように協力し合っていました。強

くて勇敢に災難に立ち向かう日本人の姿を見

て、私は今年の日本の春は本当の意味で希望に

満ちていると感動しました。

日本の夏はどこですか？楽しみに探していま

す。日本の夏もきっとすばらしいと信じていま

す！

国 籍 中国
職 種 機械加工
実習実施機関 大弥精機株式会社
監 理 団 体 静岡県経友会事業協同組合
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母として

王 苹
WANG PING

約2年前に、私は2歳の息子を両親に頼んで、

来日しました。子供のために、何かあっても、

一所懸命頑張ろうと自分なりに覚悟したつもり

でした。

けれども、現実は甘くありませんでした。来

日前、中国で5ヶ月勉強した日本語が、どれほ

ど足りないのか、毎日実感していました。言い

たいことは言えないし、指示なども聞き取れな

い日が長く続きました。それから文化の違いと

生活習慣の相違がそれだけのプレッシャーにな

ることは来日する前は想像もしませでした。

それより、もっと辛いのは息子と母親に会い

たい気持ちです。吉幾三さんの「かあさんへ」

とよく聞きました。聞くたびに涙を流せずにい

られませんでした。母に会にたい辛さ、自分の

事を思う息子の気持ちを考えると、もうたまり

ませんでした。

その中で、ある日、中国に居る息子が病気に

なった知らせを受け、「子供が辛いのに、母親と

してそばにいてやるさえできない」と思うと「実

習を諦めて、中国に帰る」と電話の中で私は自

分の母親に叫びました。その後「しっかりしな

さい」と怒られました「自分が選んだ道を中途

半端にし、あなたはどうやって自分の息子に説

明するつもりなの？」と言われました。「それ

から、幸福も不幸も思い一つですよ。自分が幸

せだと思い、楽しい事を見つけ、楽しそうに暮

らせば、それは幸せだし、自分が不運だと思い、

毎日暗いことしか見えない、前向きな気持ちも

持てず、良くなる努力もしなければ、それこそ、

いいことが来ないよ」と電話が切られました。

けれども、これは私の新しい実習生活の始ま

りでした。母に叱られ、私は目を覚めした。確

かに、私の今までの人生では逃げることばかり

でした。子供がこの真似をすることは絶対嫌だ

と思いました。

私は自分を変える決心をしました。泣くこと

をやめ、楽しい事を見つける努力をしました。

あれからよく会社の人と話をするようになり、

日本の文化に触れる喜びを知りました。またテ

レビを見るようにして、家に居ながらも、日本

の美しい景色を見ることができました。それか

ら旅行にも行きました。京都のお寺や大阪のユ

ニバーサルスタジオに魅了されました。時々美

味しい料理を食べにも行きます。美しい料理、

綺麗な景色、頑張っている私を写真にし、家族

に送りました。それが家族への一番のプレゼン

トだと母に言われました。元気になった私の影

響でしょうか、父も母もそれから息子まで元気

になり、私がそばにいないのに、毎日が楽しそ

うに暮らしています。

母の言う通りでした。人間は幸せでも不幸で

も自分の思い一つで決まってくるかもしれませ

ん。それを体験できたこと、すごく幸運だと思

います。また何事も諦めずに頑張ることだけは

息子にもそうなってほしいと母として、切に

願っています。

国 籍 中国
職 種 非加熱性水産加工食品製造業
実習実施機関 株式会社ふく衛門
監 理 団 体 下関食品流通協同組合
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日本で学んだ挨拶としゅうかん。

アマラシンゲ プディゲ ヤムナ ラランティカ
AMARASINGHE PEDIGE YAMUNA LALANTHIKA

日本は日が最初に昇る国と言われています。そ

して主要先進国の一つですがその技術いがいに

挨拶も有名です。挨拶は思い遣りの心だと思い

ます。私の故郷のスリランカをはじめフィリピ

ン，ベトナム，インドネシア，タイ，中国など，

さまざまな国の友達の挨拶を見たことがありま

すが，日本人の頭を下げて御辞儀をする挨拶は

世界の国々にはない特別なことです。

まずはじめに日本に来て初めて会った人に「は

じめまして」と言われ，その後に「どうぞよろ

しくおねがいします」と言われました。けれど

も，スリランカでは「どうぞよろしくおねがい

します」と言う言葉がなかったので意味がよく

わかりませんでした。しかし日本語を勉強した

ので言葉の意味がわかってきました。相手にこ

れからも手伝って欲しいときに使う言葉だと思

います。これを言われた相手はいい気持で手伝

うことができるからです。次に日本人がよく使

う「がんばってください」と言う言葉がありま

す。これには日本にだけあるとても良い意味が

あると思います。それは仕事も，勉強も，生活

することももっといっしょけんめいにして下さ

いと言う意味だと思います。私も友達のために

「がんばってください」と言われたら，とても

嬉しくて「はい，がんばります。」と答えます。

このように「どうぞよろしくおねがいします」

や「がんばってください」などの言葉を日本人

が使うのは，子供のときから他の人をそんけい

することを習ってきているからだと思います。

日本人の挨拶いがいにも日本で学んだしゅうか

んがたくさんあります。

たとえば時間を大切にすること，こうきょうの

場所でじゅんばんを守ること，げんかんで靴を

ぬいで，きれいにならべて入ることなどです。

なにより，ごはんの前と後で食べものにたいし

てもそんけいをこめて「いただきます」や「ご

ちそうさまでした」と言うことはとてもいいこ

とだと思います。なぜなら私達のために命をく

れた野菜や果物や動物，そしてごはんをつくっ

てくれたみなさんにそんけいの気持をあらわす

言葉だからです。

日本人の挨拶はみんなが気持よくせっするため

のものだと思います。日本人はとてもやさしい

と聞いていましたが，日本に来たらそのとうり

でした。今は日本は私のだいにのこきょうだと

かんじます。日本でたくさんのよいことを学ん

だので私の国に帰ってからもスリランカ人にお

しえたいです。

国 籍 スリランカ
職 種 耕種農業
実習実施機関 島袋 利幸
監 理 団 体 公益財団法人オイスカ
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企業文化を学ぶ

昂 萍
ANG PING

今の勤め先の企業採用面接の時、面接官に「日

本企業の魅力は何ですか」と聞かれました。あ

れから1年の実習を経験し、当初の質問にうま

く答えられるようになりました。それは、「企

業文化」だと思います。

「企業文化」という抽象的な言葉は、テレビ

ニュースや記事などから聞いたことがあります

が、意味が分かりませんでした。そこで、私は

いろいろ調べみました。「企業文化は経営学用

語の一つで、企業の独特の価値体系や行動規範

を指す。企業の日々の生産活動において、全従

業員の行動の基準になる」という。

私の周りにはあてはまる基準がたくさんあり

ます。私の会社では、安全靴、保護メガネなど

の保護具を着用しなければ、製造現場への出入

りが禁止されます。これは、会社の全員で守ら

なければならない服装の基準です。一日の仕事

は必ず朝礼の“品質不良ゼロで行こう！良し！”

という指差し呼称から始まります。ラインの仕

事が始まったら、“1個流し”（ワークを必要以

上に作らないこと）という作業ルールを守らな

ければなりません。

私は最初このルールを軽視して、痛い目に遭

いました。上司に自分の生産能力をアピールす

るために、ひたすらに作業のスピードを追求し

ていました。常に後工程に3～4本のワークを

流すことによって、後工程の作業者のセットミ

スを招き、不良品を作ってしまいました。その

後、品質教育を受け、深く反省しました。不良

品のほとんどは作業ルールを無視することによ

るものだということが分かりました。品質だけ

ではなく、一番大切な作業安全も同じです。す

べての基準、ルールは会社の長年の生産活動の

経験からまとめたもので、必ずその存在の理由

があります。一見人を縛るような厳しい規則

は、従業員の作業安全を守り、製造の品質を保

証する貴重な企業文化の一つです。このような

品質を大切にする文化の存在こそが、企業の繁

栄を支えるものだと思っています。

厳しいものだけなら企業文化とは言えませ

ん。やさしい一面もあります。例えば、会社は

定期的に日本語教育を実施することや、毎年に

スピーチ大会を開くなど、実習生の語学力を身

につけるように様々な取り組みを行っていま

す。今私たちの職場では、作業日記を書くのは

実習生全員の日課となっています。そのお陰

で、現場で起こった問題をリアルタイムに報告

でき、いろいろなトラブルを防ぐことができま

した。このような報連相の基準が、すでに実習

生の中で定着し、誰でも同じようにやれる体制

になっています。

会社の本当の強さは莫大の資本やカリスマ社

長ではなく、大切なことを一つ一つ丁寧に人々

に教えながら、そして人々と共に成長していく

－良い企業文化ではないかと考えています。こ

れから、私はもっと企業文化のことを学び、日

本での経験を活かし、将来自分の国の経済発展

に役に立ちたいと思います。

国 籍 中国
職 種 仕上げ
実習実施機関 シロキ工業株式会社
監 理 団 体 Ｊプロネット協同組合
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日本で得た教訓

ニュー ティ ラン
NHU THI LAN

私は今、大阪で実習生として働いています。

日本に来てもうすぐ3年経ちます。

最近、実習生の逃亡や、万引きなどの犯罪が

多くなっています。初めて日本に来てまだ何も

分からない時、いきなり、実習生の先輩に「前

にこの部屋に住んでいた先輩が、万引きして逃

げましたよ。あなたはそんな事しないでね。」

と言われました。私はとても腹が立ち、3年間、

絶対に悪い事なんかしないと思いました。いつ

も出来る限り仕事を頑張って、日本の生活に慣

れるようにしています。

1ケ月前、私はインターネットで商品を注文

しました。その人がどんな人か、何処に住んで

いるか分からないのに、お金を支払ってしまい

ました。最近、インターネットでの犯罪が多い

のは知っていましたが、その時は、同じベトナ

ム人だから騙されないと信じてしまったんで

す。しかし、私は騙されました。お金を送った

のに、商品を送ってくれませんでした。私は会

社の人に電話して、今どうしたらいいのか相談

しました。騙した人は日本人かベトナム人かと

聞かれ、私は涙が出てきて、とても恥ずかしかっ

たけど、ベトナム人だと涙声で言いました。私

は人を信じたのに、どうしてそんな悪い事を私

にしたの？と泣きながら話しました。知らない

人をそんな簡単に信じたらダメと怒られまし

た。私の目の前が真っ暗になり、誰を信じたら

いいの？誰に頼んだらいいの？そんな事ばかり

が頭の中をぐるぐる回っていました。

次の日、会社の人と郵便局と警察にお金を取

り戻してくれるようにお願いに行きました。戻

る可能性がほとんどないのは分かっていました

が、微かな希望を持っていました。3週間後、

郵便局から連絡がありお金は戻らないと言われ

て、もう一回がっかりしました。私の望みが絶

たれたと感じました。でも、その2日後警察か

ら電話があり、カードの名前から、私を騙した

人が見つかり、その人が私にお金を返してくれ

るとの事でした。私は、それを聞いて跳び上

がって喜びました。感激の涙を流して、何度も

警察と会社の人にありがとうと言いました。あ

まりに嬉しくて、それ以外の言葉が出て来ませ

んでした。

3年間の日本の生活でこの経験は一生忘れら

れない出来事です。決して人を信じないという

訳ではありませんが、今後は今回の事を教訓に、

もっと気をつけていかなければならないと思っ

ています。私の望みは、誰も私みたいに騙され

ない、誰も人を騙さない事です。

今回、途方に暮れていた私を会社の人が自分

の事の様に心配し悲しんで怒ってくれました。

そして警察に連れて行ってくれて、警察の方々

も一生懸命に捜査してくれたお陰で、一度は

失ったお金が戻ってきました。お金が戻った

時、会社の人達と泣きながら笑いました。世の

中には悪い人も居るけど、それ以上に良い人も

居る、これも今回私が学んだ教訓です。ご協力

いただいた皆様に深く感謝いたします。本当に

ありがとうございました。

国 籍 ベトナム
職 種 鋳造
実習実施機関 株式会社吉年
監 理 団 体 共進情報事業協同組合
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日本で生活の感触

李 国 滨

LI GUO BIN

私は中国から研修生として日本に来て二年め

です。毎日工場で働きながら、考えることがあ

ります。それは年齢的にも一人前の大人の私な

のですが、私が一人前の大人になったのは中国

で育った時ではなく、日本に来た今だったと思

うことです。

その理由は、大人の私が母国を離れ、外国の

日本で見聞した経験は、母国では経験できない

ものだったと実感しているからです。異文化を

感じて、母国の文化をよりよく知ることになる。

母国を出たからこそ、母国や日本の良い点と改

善すべき点がわかったと感じたのです。

現在、日本は他国から、モラルの点で、また

他者への気遣い（おもいやり）などの点でも民

度の高い国民と評価されています。

「自分がされて嫌なことは他人にしない。」「己

の欲せざる所人に施すことなかれ。」二千年以

上前の中国を生きた孔子のことばですが、日本

人の人に迷惑をかけない姿勢。これは実は古代

中国の訓えを日本が独自にアレンジしたものだ

と親しい日本人に教えてもらいました。聞け

ば、今から三百年ほど前の江戸時代の日本で、

武士（サムライ）や彼らの子どもたちが寺子屋

（今で言えば学校）で身に付けた学問の教科書

に当たる物が、孔子の著した「論語」をはじめ

とした四書五経だったとのことでした。という

ことは、高い民度を世界中から評価されている

日本人の精神的な基礎は、中国が発祥だったの

です。

日本人の素晴らしさの元が古代中国にあると

知った時の誇らしい気持ちはほんとうに不思議

な感覚でした。 だから、ごく一部の中国人だ

けがしてしまった良くないことが、極端に大き

く、偏って報道されることがあり、まるで中国

人の代表のように扱われた結果、中国人と日本

人の聞きはとても大きいと周りの国々から思わ

れていることは、私にとってとても残念なこと

です。

日本にも良くないことをする人は居ます。ま

た、とても良い中国人もたくさんたくさん居ま

す。中国には日本の十倍の人が居ます。でも、

どれだけ中国人が口で話しても、周りの国の人

が認めないことには日本と中国との差は、縮

まっていかないでしょう。

そして、先ほどの日本人の民度に話を戻しま

すと、GDPや GNP で比較すれば、中国は日本

に肩を並べ、その後追い越したと言えます。で

も、ルールを守る。自分のことは後回しにする。

人に迷惑をかけない姿勢。これらは素晴らしい

ことと思います。たしかにこれらの点では日本

が先を行っています。でも、将来的に中国は、

日本と肩を並べる国になるはずです。だって、

大昔の日本のお手本だった国ですから。

日本に居る間に、私が学ぶことはたくさんあ

ると思います。これからは、中国も日本も知っ

ている私が、世界的に見ても立派な一人前の大

人になれるか、私自身がとても楽しみです。

国 籍 中国
職 種 溶接
実習実施機関 日本街路灯製造株式会社
監 理 団 体 ＧＴＳ協同組合
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私の目を覚まさせてくれた
かわいい後輩達

孙 金 芝
SUN JIN ZHI

私が日本に来てもう2年以上が過ぎました。

仕事の技術は上がったかも知れませんが、日本

語はまだ自信がありません。今その私が少しず

つ変わろうとしています。

私が実習している所は山や畑ばかりで遊ぶ所

がなく、休日はインターネットをして過ごす位

でした。日本に来る前はもっと近代的な街並み

を想像していたので、初めて会社に来た時は少

しがっかりしました。そのせいか本当は明るい

性格なのに段々内向的になってしまいました。

ですから私は会社の人とも積極的に話しません

でした。その影響が今になって私の日本語を苦

しめています。日本語に対する向上心がなく

なっていた私は、今年の初めまでもっと上手に

なろうという気持ちにはなれませんでした。

昨年夏頃に社長さんは私達を呼びました。そ

して「来年1月に新しい実習生が来ます。でも

次の実習生はカンボジア人です。皆さんは先輩

方だから面倒をみてあげてください。そして仲

良くしてください」と言いました。私達はとて

も驚く同時に、一緒に生活できるだろうか？と

不安でいっぱいになりました。中でも一番不安

に思ったことは「会話はどうするの？」という

ことでした。今まで実習生同士では中国語で話

すことも多かったのに、これから新しい実習生

と話す言葉は日本語しかありません。私はリー

ダーとして日本語で意思を伝える自信が全然あ

りませんでした。

そして、今年の1月にとうとうカンボジアか

らの実習生二人が私の会社にやって来ました。

二人の性格はとても明るくて私達にどんどん積

極的に話しかけてきます。このパワーに私達は

圧倒されました。最初私はスマホの翻訳を使っ

て会話をしようとしました。でも二人はスマホ

を持っているのに全然使おうとしません。辞書

を片手に書いたり動作をしたりして伝えようと

するのです。それでも二人は仕事で使う専門用

語はまだわかりません。私は二人が困っている

時に間に入って手伝ってあげるようになりまし

た。もちろんその時に話すのは日本語です。ま

た、生活で分からないことがあると何でも私に

聞いてきます。今までは中国語で解決してきた

のに、今は二人と日本語で解決しています。い

つしか私はリーダーとしての責任を意識するよ

うになりました。一緒に生活を初めて3ケ月が

過ぎましたが、二人とは仕事以外の時も一緒に

買い物や料理をして、とても良い関係が築けて

います。先日も組合の人から「孙さん、最近日

本語が上手になったみ」とほめられました。こ

のまま帰国するまで、何となく過ごそうとして

いた私の目を覚まさせてくれたのは、二人のか

わいい後輩達です。勇気を持って話せば環境が

変わることを二人の後輩から教わりました。私

は二人にはとても感謝しています。今年の10月

に帰国する時は、ちゃんとお礼を言うつもりで

す。私はこれからも二人の力になりながら、残

り少ない日本での生活を一緒に歩んで行こうと

思っています。

国 籍 中国
職 種 婦人子供服製造
実習実施機関 新木縫製
監 理 団 体 ＰＮＪ事業協同組合
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現場なりの「サ、シ、ス、セ、ソ」

李 亚 运

LI YA YUN

日本に来る前は「日本」という言葉を誰かか

ら聞かされても、何にも頭に浮かばなかった。

それほど、興味がなかったのだろう。

それから数年、日本という国に興味を持ち始

めたのは6年前の日系企業に入った時でどう

やったら根気強く、また模範的な姿勢で仕事に

取り組めるのか疑問を抱いたまま、私は日本語

の勉強を始めました。

それから、3年が経ち言葉だけでは物足りな

いと感じながら、実習生として、日本での生活

が始まりました。働き始めた当初は、周りにい

る従業員の皆さんは真剣な顔をして、自分の目

の前にある製品を組み立てる仕事に集中してい

る姿が目に映りました。やっぱりラインの仕事

は疲れるし、雑談とかする気持ちにはならない

んだなと思っていました。しかし、それも時が

経つにつれて徐々にそうではない事に気がつき

ました。誰でも自分の受け持つ仕事を確実に、

不良品を発生させない、流さないように頑張っ

ています。製品は自分の手と目でしっかりと検

査してから、次の工程に流します。厳しい検査

を通り抜けた日本の製品の品貭は極めて優れて

いると言われる由縁で、それを支えているのは

現場の従業員です。現場にいる従業員は毎日、

忙しそうに仕事をしていて疲れもあると思うの

ですが誰一人として文句は出ません。何故で

しょうか。それはすぐに解りました。ラインの

管理者達も人にあれこれと指示をして仕事をや

らせるのではなく、作業員と一体となり同じ気

持ちで汗・水を流して一緒に仕事をしています。

実習の職場がこのような雰囲気だとは考えても

みなかったです。

それにすごいと思うのは前工程の製品が自工

程まで無人で走り回る自動台車です。仕事経験

を持っている私にとっても、製品を無人の機械

が正確に、且つ安全に目的地に送るのは流石、

技術力の高さに感心しました。

私は先輩方を尊敬しており、長時間同じ作業

を続ける事になっても、いい加減な態度は絶対

取りません、作業の手順が記された作業標準書

通りに作業していて、身勝手な作業は行いませ

ん。それに日本に来て優しさに触れた事もあり

ました。仕事は厳しいですし生産数が多く忙し

いのに、悪天候の際に帰れるかを気に掛けてく

れ、常に人情を第一に考えてくれます。日頃の

「気を付けてね！」という一言も、言葉以上に

温もりを感じます。「どうしたの！そうなん

だ！」という声掛けが相手のこと心配しお互い

に協力し合う。こういう感情がある人が家庭の

一員なってほしいなぁと思っています。

現場なりの「サ、シ、ス、セ、ソ」「流石、親

切、すごい、先輩（が頼りになる）、尊敬できる」っ

て、このような言葉を全てが備えるはずはない

と思っていた私は、たった4ヶ月だけで、ここ

まで深く体感でき驚きました。

国 籍 中国
職 種 プラスチック成形
実習実施機関 テイ・エステック株式会社
監 理 団 体 ＥＬＣ事業協同組合
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言葉のコミュニケーション

グ ェ ン ダ ン タ ン
NGUYEN DAN THANH

ベトナムの貧しい田舎で生まれ育った私は学生

時代から日本で働ける事を憧れとしてしまし

た。しかし誰一人として私の考えを支持してく

れる人はいませんでした。自分の将来と家族の

娘としての責任を強く思い、精一杯頑張りたい

という考えを皆さんに伝え、ようやく技能実習

生として日本に来る事が出来ました。

日本に来たら自分の親が心配していたことが本

当に分かりました。やはりいろいろなことがあ

りました。

日本に来る前に日本での生活に溶け込むために

故郷で日本語を一年間ぐらい勉強しましたが会

社に入ったばかりの時皆さんは私が何を言って

いるのか分からなく、その上話しをする時に沢

山の誤解もありました。私は元々人と話す事が

苦手でほとんど人と口を利きませんでした。そ

の為会社の人とコミュニケーションはなかなか

出来ませんでした。その時私は皆さんと言葉の

壁で隔てられ、まるで別世界にいるかのようで

した。自分の自信が消えつつあり日本語が怖く

感じしてしまいました。

私の仕事は金型の仕上げ作業です。金型がピカ

ピカになるように砥石を使用して磨く事です。

この工程は簡単そうに見えますが、金型のカッ

ター目が凹んでしまわないように磨くのはとて

も難しいです。何故かと言えば製品公差は±0.

2ミリぐらいだからです。作業中はリーダーに

何回かチェックを頼む必要がありますが、私は

発音が苦手で確認を頼めば皆さんに笑われると

思い確認してもらわずに磨き続けました。その

結果は磨きすぎるというミスをしてしまいまし

た。その時厳しい顔をしているリーダーが私に

聞きました。「不良の原因はどうしてですか？

タンさん分かりますか？。」私は顔が真赤になっ

てどう答えていいか分からないうちにリーダー

言いました。「あなたが出来ないからでなく

はっきり指示を確認しなかったからです。分か

らなければ聞かなくては駄目ですよ。日本語を

話さずに勉強するでは宝の持ち腐れのようなも

のですよ。」この言葉は本当に私に衝撃を与え

てくれました。今の私は毎日日本の本を読書し

ます。会社の休憩時間には皆さんに話しかける

ようにしています。日本語を使えば生活も仕事

も出来ると思うからです。

長い人生の三年間を日本で生活する事は私の人

生で貴重な三年間になります。日本に来て先進

国の文化を肌で感じ体験出来る事はとても良い

経験です。日本で学んだ事でベトナムに帰って

からの生活はもとより仕事にもとてもプラスに

なると信じています。これは後輩をはじめ日本

を知らなかった前の私のような人に今後笑顔を

して話してあげたいと思っています。

国 籍 ベトナム
職 種 仕上げ
実習実施機関 若園精機株式会社
監 理 団 体 協同組合企業交流センター
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壁

ズォン ティ ゴック フェン
DUONG THI NGOC HUYEN

私の中に壁がありました。他の人には見えな

い壁です。その壁はなかなか壊われません。

日本に来る前に、日本はいい国だし、きれい

な景色が沢山あるので行ってみたいとずっと

思っていました。2013年10月に技能実習生とし

てようやく日本に来る事が出来ました。想像以

上にきれいでした。その他にも面白い事が色々

ありましたが、やっぱり日本はいいですね、ずっ

と居たいと思いました。

しかし、日本の会社の環境は厳しいと分かっ

ていますが、会社で実習を始めて、ショックを

受けました。どうしてそんなに厳しく仕事が出

来るのか疑問に思いました。日本に来たばかり

の私は日本語がまだ下手ですから、日本人と話

したくてもなかなか声が出ません。聞きたい事

があっても声が出ません。恥ずかしくて怖くて

すごく寂しかった私は母国に帰りたいと思いま

した。ここに私の居場所じゃない、この素敵な

国に私の場所はない。日本語の勉強もしたくな

い、心がますます狭くなってしまい、私の中に

ある壁がまた高くなりました。そんな一年間が

経ちました。ある夏の日、仕事が終わっての帰

り道、一人のおじいさんに会ました。いきなり

「xin chao」って言われて、びっくりました。

でも、ものすごく嬉しかったです。日本人から

声をかけられ、日本語が下手な私に一生懸命話

してくれました。感動しました。

「私の娘は今年26歳です、あなたは何歳です

か？」「私は24歳です」「娘と同じくらいだ、だ

からお父さんお母さんで呼んでいいよ」「本当

ですか！ありがとうございます。」嬉しいい」。

その時から、私の心は開いて、また日本語を勉

強したくなりました。お父さんお母さんともっ

と話したい、日本の事をもっと知りたい。また、

ベトナムの事を教えたい。お父さんお母さんと

出会った事で、仕事での壁も段々低くなり、日

本語の学習意欲も高まった。

日本語がまだまだ未熟の私は2015年12月に

JLPT日本語能力試験の二級に合格しました。

いつも私の事を気遣ってくれて、私の事を子

供みたいに思ってくれているお父さんお母さん

に感謝していま。お父さんお母さんの事を本当

の自分のお父さんお母さんのように思っていま

す。お父さんお母さんが教えてもらった事のお

かげで日本の生活は楽しくなり、人生が本当に

変わりました。

もし、お父さんお母さんに出会えていなかっ

たら、多分3年間ずっとその壁を抱えていくと

思います。けれど、今その壁はもう消えました。

今度2016年7月に一級に挑戦します。受からな

くても、今の私は自信を持って先に向かってい

きます。

「高い壁を乗り越えた時その壁はあなたを守

る砦となる」と思います。

皆さんも自分の中に壁があるのではないで

しょうか？その壁を乗り越えて、自信を持って

日本に居る時間を楽しみましょう。

国 籍 ベトナム
職 種 プラスチック成形
実習実施機関 株式会社アイカム
監 理 団 体 全国人材支援事業協同組合
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日本でのレッスン

チン キム アイン
TRINH KIM ANH

もし、飲みかけのペットボトルがあるとした

ら、皆さんならどうされますか？

捨てますか？置いて行きますか？それとも

持って帰りますか？

ベトナムにいた頃、私は日本の会社で働いて

いました。ある日、会社の会議でテーブルに一

人一本ずつのペットボトルが用意してありまし

た。会議終了後、掃除をしていた時、ある事に

気付きました。日本人社員のテーブルにはペッ

トボトルは一本もなく、ベトナム人社員のテー

ブルはキャップが空いている飲みかけのペット

ボトルが残されていました。私はすごく驚い

て、その話を日本人の先輩にすると、「日本では

飲みかけの物は、持って帰って飲むのが習慣で

すよ。飲み物を無駄にはできないからね。」と

説明してくれました。私は日本人は不思議な人

だと思いました。

それから実習生として、日本に来てから日本

の生活や仕事の中から色々な事を学びました。

ゴミの分別がそれです。家庭でも会社でも燃え

るゴミや不燃ゴミ、缶やビンも分けています。

バーベキューをする時も分別しています。日本

では、これが当たり前なのです。

又、会社では寮から職場まで3回も靴を履き

替えています。会社の玄関や職場の入口でも履

き替えています。それに加え、服の表と裏も粘

着クリーナーでコロコロをしています。職場に

入る前に全身のエアー掛けと、またコロコロを

するのです。初めてそれを体験した時、「なん

で？」という大きな疑問が生まれました。でも、

その後所長から仕事で清潔にする為の説明があ

りました。ホクトという会社はきのこを作って

いて、お客様に安心、安全なおいしい商品を作

り、届けています。だから異物が入らないよう

に細心の注意をはらっているのです。

私は日本に来て、ようやくベトナムの日本人

がペットボトルを持ち帰る意味が分かりまし

た。物を大切にする事。お客様の為に細心の注

意を払っている事。そしてそれが、信頼関係を

作るという事を学びました。

私は今、実習生活の中で信頼関係を作る為の

レッスンを受けています。

そして、ベトナムに帰ってから多くの人に伝

えていきます。

国 籍 ベトナム
職 種 耕種農業
実習実施機関 ホクト株式会社
監 理 団 体 東西商工協同組合
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私の実習生活

蔡 云 坤
CAI YUN KUN

私が日本に来た目的は、楽しい人生にするた

めと、私の家族にもっといい生活をさせるため

です。夢をもって昨年9月、日本での三年間の

実習生活が始まりました。

最初は日本の新しい環境に好奇心を持ちまし

たが、すぐには日本の生活に慣れず、また子供

に会いたくてホームシックになってしまいまし

た。夜になると布団の中で泣いてしまって、す

ごくみじめな気持ちにもなりました。その時、

組合の先生がとても親切にしてくれましたの

で、気持ちが楽になり、いろいろなことを乗り

越えることが出来ました。

会社で日本人の社員と交流するたび日本語が

通じないことに悩まされ、段々と私は日本語を

勉強したい気持ちが強くなってきました。

日本はとても礼儀が正しい国だと、日本へ来

る前に聞いていた通り、私の会社もとても礼儀

を重視している会社です。毎朝社員同士が会う

と「おはようございます」と言い、仕事が終わっ

た後「お疲れ様でした」と言います。仕事中い

つも、私は日本人の真剣な仕事ぶりに感心して

います。「これが長いから切ってください」「こ

れが汚れているから洗ってください」と私から

見て全く問題にならないようなことをよく言わ

れます。リーダーである私は、仲間のいいお手

本になるように言われている事を、最初はなぜ

言われているのか分からずに素直に「すみませ

ん」「気をつけます」と言えませんでした。

私の仕事は包丁で鶏肉を切ることです。包丁

を自分でときどき研ぎます。ある日、現場に置

いたつもりの私の研ぎ棒が見つからなくなりま

した。無くなったことをあまり深く考えてない

私は、いつも優しかった課長から激しく怒られ

ました。本当に怖かったです。その後課長に手

伝ってもらって、研ぎ棒は見つかりました。課

長は私に「蔡さん、仕事はまじめに真剣にやっ

てほしい。研ぎ棒一本でも、もし機械に巻き込

んだら機械が壊れ、また肉と一緒にお客様の口

に入ったら、お客様は怪我をします。どちらも

会社に大きな迷惑がかかります。」と課長はい

つもの優しい顔に戻って私に言いました。私は

課長の顔を見て何も言えず、ポロポロと泣いて

しまいました。なんと素晴らしい人かなと思い

ました。

今、私は毎日本当に楽しい実習生活を送って

います。毎日日本人と仲良く仕事をし、日本語

で支障なく交流しています。休日に友達と自転

車で日本の美しい景色を楽しんでいます。行く

ところたくさんの写真を撮って、帰国後家族に

お土産として見せたいです。また会社で経験し

た事も家族に伝えたいです。きっと家族は成長

した私にびっくりすると思います。実習生とし

て、日本に来たチャンスがあったおかげで、私

はいろいろと貴重な体験ができました。日本で

習ったことが私にとって一生の思い出になり、

大切な財産になると思います。

国 籍 中国
職 種 食鳥処理加工業
実習実施機関 トリゼン食鳥肉協同組合
監 理 団 体 協同組合福岡情報ビジネス
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日本で見た美しい景色

吴 向 梅

WU XIANG MEI

たとえ、夜のひどい嵐であっても、そこに暖

かい光がさすことのように美しいと感じます。

今回、私が書こうと思ったことは、昨夜、イ

オンの百円ショップへ買い物に行った時に私に

起きた景色です。

買い物が終わり、店を出た時に動悸がしまし

た。来日前にも何度があった為、少し休めば大

丈夫でした。今回も同じだと思い、動悸を我慢

しながら、邪魔にならない場所へ移動しました。

数分休憩した後（以前は休憩したら大丈夫だっ

たので）立ち上がったら、今度は吐き気がし、

汗がすごく出ました。トイレに行こうと思って

も身体が動かず、力を振り絞り、数歩歩き、しゃ

がみを繰りかえしているうちに、目の前が真っ

暗になりました。

意識が朦朧とする中で、「大丈夫」「顔色が悪

い」と心配する声が聞こえていましたが、答え

る気力が残っていませんでした。私はふたりぐ

らいに抱えられ、どこかの椅子に座らせてもら

えたようでした。店長も自分のお客さんを置い

て、水を持ってきてくれました。私は話もでき

ず、水も飲めず、椅子の手すりに寄りかかり、

左腕の感覚もなくなりました。今まで感じたこ

とのない恐怖に陥りました。

汗をかき、服も髪も全部濡れてしまい、すこ

し時間をおくと、心が落ち着いてきました。

やっとの思いで、顔を上げると、たくさんの人

が周りにいて、心配していることに気がつき、

「みなさんに心配をかけて、すいません」と言

うと、安心した様子を浮かべてくれました。そ

の後、心配してくれた店長が私にたくさんの飴

を両手いっぱい渡してくれ、店を離れているの

に、遠くまで送ってくれました。店長の笑顔は

すごく美しかったです。そして、甘い飴ととも

に、私の心に暖かい光が差し込みました。

私は、10歳の時、父を癌で亡くしました。大

学の入試前に、母が交通事故で、父の元へ行っ

てしまいました。卒業前に、仲が良かった兄嫁

が腎臓病を患い、大学院生に推薦入学が決まっ

ていましたが、就職しました。不運ばかりが続

き、「なぜ？」と何度も神様に聞きました。

今、遠く異国にて、30歳になり、考え方も変

わりました。今回の事があり、私は「以前の生

活で、何か見過ごしていたのか」と急に分かり

ました。そもそも人間が平等になっていると言

うことはあり得ませんが、愛と感謝を持てば、

陽射しを受けることができます。私が気がつい

たように、毎日あたふた道を急いでいる人達に、

美しい景色があることをなおざりにしないでほ

しいと思います。

私は、日本の景色で、春が美しいと思います。

特に、桜が雨の中で揺れ動き、花びらがちり、

緑になってしまいますが、一番に咲き、美しい

様子が私の心に残っています。

日本で最後の年になる来年の桜を楽しみにし

ています。

国 籍 中国
職 種 電子機器組立て
実習実施機関 株式会社ＯＳパートナーズ
監 理 団 体 加西商工会議所
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日本に来てよかった

チャン ティ ホア マイ
TRAN THI HOA MAI

今、私は一年間日本に住んでいます。ベトナ

ムでは小学校高学年の算数の先生として教えて

いました。先生をやめてからも早、一年が経ち

ました。ベトナムで授業をする前にいろんな準

備をしなければなりません。これは日本の仕事

の中でも同じことで、仕事に対する厳しさや規

則があります。まだそれほど長い期間経ってい

ませんが、会社の方達から沢山、例えば仕事の

やり方や日本での生活、を学びました。そして

日本での生活が楽しくなってきました。

でも、時々家族を思い出して少し寂しくなり

ます。父の手料理、母が言ってくれたこと妹と

弟の笑顔を思い出します。でも、妹と弟の将来

のため、家族のため、日本語と仕事を毎日頑張っ

ています。

毎日の行動は、7時に起きて会社へ行く準備

をします。会社へ行ったら、会社の方達とふれ

あい、話をしたり冗談を言い合ったり、それか

らいろいろな仕事を習い、とても楽しいです。

特に仕事の上司が新しい仕事や機械の使い方な

どを熱心に教え、新しい仕事の機会を与えてく

れます。社長、課長、班長、リーダー、一年が

経ちましたが、いろんなことを教えてくださり

ありがとうございました。あと二年間、どうぞ

宜しくお願いします。

現在、私の仕事は自動車用コントロールケー

ブルのライン検査です。検査は一番難しい仕事

だと思います。検査の要求は早く、確実に、不

良品を見逃さないことです。最初は誰でも慣れ

ないと不安で、ストレスを感じることもありま

したが、だんだんと慣れてくるとおもしろい仕

事です。

生活面では、一年目は2人の中国人の先輩と

一緒に住んでいました。一緒に寮の掃除をした

り、料理を作ったりしました。先輩はとても親

切で何事にも一生懸命です。先輩は帰国前に日

本語能力試験でＮ1に合格しました私も先輩の

ように日本語を頑張ります。

そして今、私達は先輩になりました。私達の

後輩も中国人です。でも私にとって、どこの国

籍かどうかは関係ありません。皆友達です。だ

から私はいつでも仲良く過ごしています。私達

と後輩6人で、運動会の行事に参加したり、そ

れぞれの国の習慣を話したりしながら楽しんで

います。些細なもめ事も正直ありますが、言葉

の意味が解釈できていないのが原因だと思いま

す。だから私達は一緒に日本語で話をして、す

ぐに仲良くなります。中国人の後輩3人は私の

妹のような存在です。日本語も、仕事も、生活

も、ちゃんと教えてあげます。常に仲良くしな

がら日本での楽しみをつくり、残り2年の実習

生生活を有意義なものにしていくことを約束し

ます。

ファイト！

国 籍 ベトナム
職 種 仕上げ
実習実施機関 兵庫ケーブル株式会社
監 理 団 体 情報ベンチャー協同組合
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異郷の旅、異郷の情

宋 鑫 婕
SONG XIN JIE

光陰矢のごとく、日本に来てもう1年経ちま

した。全然知らない所ですが、だんだん熟知し

て行き、すでに生活の一部分に溶け込み、2番

目の故郷になりました。去年の5月はちょうど

この土地に来た時でした。知らない所に対する

緊張感、新しい所に対する好奇心、そして新し

い生活についての楽しみなどの複雑な気持ちで

した。中国と同じ樹木、中国人と同じ顔の輸廓

ですが、周りの看板や人の会話は私にもうすで

に新しい国に着いたと知らせてくれました。紺

碧の空と忙しい人々は私の未来がこれから始ま

ることを気づかせました。

しかし、この三年間の旅に波が現れているよ

うな運命で、日本に来たばかりの5か月目全身

に急にむくみがでました。病院で検査したとこ

ろ、ネフローゼ症候群と診断されました。異国

で1人過しをしており、迷子の子羊のようにす

ぐに方向を失ってしまいました。一時には事実

が受け入れられなかったです。

病院の先生のアドバイスにより、2015年10月

22日入院しました。翌週、先生が一連の検査結

果に基づき、治療案を確定し、正式な治療を始

めました。2週間後、体のむくみは全消しまし

た。11月30日、一番大事な検査「生検」をしま

した。その時とても緊張で怖がりました。出血

を避けるため、検査後の24時間必ずベッドの上

に横になり、動けないです。幸いなのは会社の

山崎課長、通訳の王先生と看護師は根気よく面

倒を見てくれました。

12月18日やっと退院し、寮で半月休みました。

入院の2か月、病気になったこそ、ホームシッ

クが強くなりました。病院でネットが使えない

ため、私の携帯が使えませんでした。中国にい

る心配してくれる両親と連絡できるのは、王先

生が見舞りに来る時だけでした。

今の私はまだ回復期なので、薬もまだ飲み続

けています。今飲んでいるステロイドの薬は副

作用があるので、皮フ科と眼科も行きます。順

調に回復したおかげで、みんなと一緒に仕事す

ることができるようになりました。

この1年間、感じたことがたくさんありまし

た。ネフローゼになったのは不幸ですが、幸い

なのは日本で治療を受け、今まで頑強って来ま

した、そして困難に直面することも鍛えられま

した。感謝すべき人もたくさんいます。山崎課

長、王先生、入院中日本語を教えてくれた田村

さん、友達、病院の先生と看護師などに心より

感謝しております。彼達は私が最も困難な時に

世話をしていただき、励ましていただき、私を

温めていただきました。日本の先進な医療ミス

テム、日本人の細心の世話と熱情な関心のおか

げで、私は病気に戦勝ました。これらのことは

私が一生忘れられず、とても感動しました。今

後の仕事や生活に希望が満ちあふれています。

日本で体験したことや感じたことは人生の宝物

であり、2年後中国に帰っても、きっと役に立

つと思います。将来、機会があれば、日中友好

に全力を尽くし、日中両国の架け橋になりたい

です。

国 籍 中国
職 種 ハム･ソーセージ･ベーコン製造
実習実施機関 信越丸大食品株式会社
監 理 団 体 国際交流協同組合
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佳作

友情

スギアント
SUGIANTO

東洋ビジネス協同組合／

株式会社松伸

私は2014年の冬に日本へ来ました。インドネ

シアは暑い国ですから、初めて日本へ来たとき

は、こんなに寒いところで仕事ができるのかな

あ…、と心配でした。インドネシアで、日本の

季節や文化について勉強したので、少しは知識

がありましたが、日本の冬は私が想像していた

以上に寒かったです。

私の仕事は鉄筋ですが、仕事を始めたばかり

の頃は、日本人の先輩は厳しかったし、仕事も

難しかったし、それに本当に寒かったです。雨

が降っても外で仕事するのには驚きました。

2ヶ月ぐらい経ったとき、日本人の若いアル

バイトの人が入って来ました。私より6才も若

いです。こんなに幼くて、体も細い人なのに、

仕事ができるのかなあと思いました。私たちは

だんだん仲良くなって、アパートで一緒にごは

んを食べたり、おしゃべりしたりするようにな

りました。そして、友だちを紹介してくれるよ

うになりました。紹介してくれた2人の友だち

は最初は全然話してくれませんでした。私の発

音がおかしいのかなあ。私の日本語が伝わらな

いのかなあと思いました。でも3回くらい遊ん

でから、本当によく話すようになりました。

ある日、インドネシアの料理を作ってあげた

とき、日本人の友だちは「辛い？辛い？」と聞

きました。私は「ちょっとだけ」と言いました。

でも、インドネシア人の言う「ちょっと辛い」

は日本人にとって「本当に辛い」です。友だち

は、その料理を食べた後で「何これ！何これ！」

と言って顔が真っ赤になりました。インドネシ

ア人なら、辛い物を食べても、顔が赤くなった

りしませんから、私は友だちの真っ赤な顔を見

て、可愛いなあと思いました。

友だちは学校が終わると、よく私のアパート

へ遊びに来てくれました。殆ど毎日です。イン

ドネシアでは、用事があるときに、友だちに会

います。でも、日本では、用事がなくても一緒

におしゃべりをして過ごします。

今、友だちは忙しいですから、あまり会えま

せん。私は次に一緒に遊べる日までに、もっと

もっと日本語が上手になっていたいです。そう

すれば、もっといろいろな話ができると思いま

すから。もし、友だちに会わなかったら…私の

生活はこんなに楽しくなかったかもしれませ

ん。もっと友だちと話したい。もっと友だちの

ことを知りたい。そんな気持ちが、勉強のモチ

ベーションになりました。暑い国から寒い国へ

来た私を、体の中から温めてくれた友だちに感

謝しています。友情は大切だと心から思いまし

た。
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佳作

もっと素晴らしい自分と
出会うために

刘 婕
LIU JIE

西日本海外業務支援協同組合／

株式会社西川ビッグオーシャン

地域環境や人文の違いによって、人の心は変

わっていきます。

人に勇気や元気を与えるのは、必ずしも心地

のよい言葉だけではありません。自分の人生を

一生懸命生きている人が大きな影響を与えるこ

ともあります。過去の失敗を悩まず、未来のこ

とを考えすぎずに、素晴らしい明日のために自

信満々で新しい今日を迎えているのです。私も

そんな人々を見ると、元気が湧いてきます。

実習生はそれぞれの理由があって日本に来ま

した。私は海外での仕事や生活を通して自立し

て一人前になるために日本に来ました。来日し

たばかりの頃、言葉の壁や文化、習慣などの違

いで、なかなか生活になじめませんでした。さ

らに、私の場合中国にいた時は日常生活のこと

をほとんど両親がやってくれていたので、料理

や洗濯などでもうまくいかないことが沢山あり

ました。そのため、気持ちは落ち込んで、周り

に友達がいるのにいつも寂しいと感じていまし

た。時々、故郷の町に似た道を歩くと家族を思

い出し、国に帰りたい思いで泣き出しそうにな

ることもありました。それでも自分で決めた道

だからと、歯を食いしばって我慢してきました。

こんな複雑な気持ちで毎日を過ごしていたある

日、一緒に来た実翟生たちの必死で頑張ってい

る姿に気が付きました。もちろんみんな家族に

会いたい気持ちは同じですが、毎日元気に仕事

をこなし帰宅後は日本語の勉強に励んでいま

す。日常生活でも自立しており、テキパキと料

理や洗濯をこなします。そんな友人の姿をみ

て、なぜ自分だけこんな落ち込んでいたのかと

自分を責めました。そして、私も一生懸命頑張

ろうと決心しました。

それから、私は焦らずに一歩一歩できるにと

から前に進んでいきました。まず、日常生活を

改善するため、毎食自分で料理を作り、部屋の

整理整頓を心がけました。そうすると1日の始

まりをすがすがしい気分で迎えることができる

ようになりました。勉強に関しては、時間を無

駄にしないよう仕事の時は積極的に会社の人と

日本語で話をし、寮では教科書で文法の勉強を

続けました。次第に聞き取りや会話力が向上し

てきました。日本語能力試験にも積極的に参加

し、今年の7月にはＮ2級を受験しようと決心

しました。仕事場では日本の技術を学びなが

ら、不良品を出さないように細心の注意を払い

ながら働いています。毎日仕事と勉強が忙しく

てぐったりすることもありますが、中国では「圧

力は動力になる」ということわざがあります。

そんな時は「このチャンスは今しかないのだ！」

と、自分に言い聞かせています。

日本での3年の実習生活は私にとって大変貴

重な財産です。このチャンスに私は必ず一人前

の大人として成長し、強くなれると信じていま

す。残りの在留期間では、もっともっと素晴ら

しい自分と出会えるよう努力していきます。
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佳作

日本の桜

ファム ティ ゴアン
PHAM THI NGOAN

えひめＥＸ協同組合／

有限会社伊藤被服

実習生として日本へ行くと決めた時から、言葉

とともに日本の文化についても勉強しました。

その中で桜の花が私の目を引きました。慣れな

い外国での生活、毎日勉強することはたくさん

ありました。寂しい日もありましたが、いつか

咲く桜を楽しみに頑張っていました。

一年生の時にあった事をよく思い出します3

月の末頃、近くの川にある大きな木に小さなつ

ぼみがたくさんついている事に気がつきまし

た。その時は何のつぼみか分かりませんでし

た。ある日、こんな話がありました。

「お花見をします。この日はお弁当を用意しま

すので、お昼ご飯は用意しなくていいです。」

お花見の意味は分かりませんでしたが、その日

が近付くと、つぼみが少しずつ花開いてきまし

た。よく見るとそれは桜の花でした。私は、他

にも桜の本がないかさがしたところ、川のまわ

りにあるかれていると思っていた木がほとんど

桜の木でした。ここにある木全部に花が咲くこ

とをそうぞうするだけでうれしくなりました。

4月初旬。ついに桜がまんかいになり、その

日がやってきました。お花見とは、桜の木の下

で皆で楽しくお弁当を食べる事だったのです。

日本では、お友達や家族と花を見ながらご飯を

食べるふうしゅうをお花見と言うそうです。い

つもは話せない人と話せたり、写真をたくさん

とりました。何より桜の下で食べるお弁当はお

いしくて、楽しくてすばらしい時間でした。

私の会社には、日本人・中国人・ベトナム人

がいます。お花見では国も人しゅもかんけいな

く皆がおなじで、楽しい時間をすごしました。

それはとてもすてきでいいことです。やさしい

人たちにかこまれてじっしゅうができている今

の会社にとてもかんしゃしています。さいしょ

はとてもむずかしくて、毎日が不安でいっぱい

でした。それでも、皆さんがていねいにおしえ

てくれたおかげですこしずつおぼえて、約2年

たった今では、出来ることがたくさんふえてと

てもやりがいをかんじています。これからも

じっしゅう・日本語の勉強と頑張ります。そし

て、ベトナムにもお花見というすてきな日本の

文化とたくさんの楽しい思い出を持って帰り、

新たなもくひょうへむかって頑張っていきたい

です。
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佳作

日本の生活－初期の頃

ホアン ティ ニュー イ
HOANG THI NHU Y

東西商工協同組合／

株式会社フリジポート

私はホアンティニューイと申します。ベトナ

ムから来た女子です。今年18歳です。これか

ら、私のスピーチを発表いたします。

2016年2月20日、初めて日本の福岡空港に足

を踏み入れました。空港の外、雨が落下しまし

た。日本についての私の最初の気持ちは寒いで

す。でも、大丈夫です。肌寒い夫気が大好です

から。福岡空港にいた時、協同組合の人と

THUy先生と酒井先生に会いました。以来、皆

さんと一緒に大分県へ行きました。2時間ぐら

いかかりました。大分県は私の中にとても綺麗

な街です。あなたはこの街のどこにでも花を見

ることができます。花はどこにでもあります。

殆ど、皆さんは家の前に花を植えます。だから、

街はより奇麗により新鮮な空気になります。大

分県にいた時、いろいろな所へ行って、いろい

ろなことを勉強しました。先生から学んだすべ

てのものは非常にやりがあります。儀式、法律

を学び、そしてより。いろいろな所を見物につ

れていってもらいました。一番好な所は別府市

の海です。私たちは一緒に楽しく遊ぶと写真を

たくさんとりました。すべてが非常に興味深い

でした。大分県での最後の日、私たちは先生と

一緒に歌を謡うと躍りました。たくさんわらっ

た。バスに乗って熊本へ行った時、誰もが泣き

ました。私も。本当に悲しかったです。今日ま

で熊本で1ヶ月にいました。ここの生活に慣れ

ました。毎日、フリジポートの会社ではたらい

ています。仕事の中にこまったことがありませ

ん。でも、日本語があまり上手ではありません

から、他の人と日本語で話す時、時々あまり分

かりませんでした。先だって二つの大きな地震

がありました。初めてですから、少し心配しま

した。しかし、それに使用されていました。会

社の人と近所の人から手伝ってもらいました。

本当にどもありがとうございました。将来はこ

こに3年間ぐらいすんでいます。たぶん、困っ

たことが沢山あります。だから、ぜひ頑張らな

ければならないと思います。私の目標は3年ご

国へ帰ったら、上手な通訳になることができま

す。それで、日本語を沢山勉強しなければなり

ません。通訳になりたい、通訳はいろいろな所

へ行って、もっとたくさん学びますから。大好

です。あなたの目標はどうですか。私の目標と

同じですか。たぶん同じじゃないね。誰もが自

分自身の考えを持っていますから。私のスピー

チはここまでおわりました。どもありがとうご

ざいました。

― 46 ―



佳作

志の強さ

ブィ ティ ガー グェット
BUI THI NGA NGUYET

地域環境福祉事業協同組合／

株式会社シーエス工業

歩いている時、私は子供が木に登り、枝に引っ

掛かっているボールを一生懸命取っている姿を

見ました。父親がいたのですが、応援しかしま

せんでした。頑張った結果、子供達はボールが

取れました。父親はとても嬉しくて、膝の上に

子供を抱いて「なんでボールが取れたのか分か

るか」と聞きました。子供は「私が頑張ったか

ら」と答えました。「うん、山田君は志を持って

いたからね。本当にやりたいことがあったら志

を持って諦めなければきっと出来る」。その時

父親が言った言葉を聞いて、私は高校の体育の

先生の決して忘れない教訓をふと思い出しまし

た。

その頃、私の体力は弱くて体育が好きではあ

りませんでした。いつもクラスメートより走る

のが遅かったのです。そして、その学年の体育

試験の内容は五百メートルマラソンでした。不

合格になるのが怖いから、私は一生懸命練習を

しました。授業中も練習をしていて、足が痛く

なってきて、挫けそうになったりした時はいつ

も先生が励ましてくれました。そのお陰で頑張

れました。そして、試験当日になりました。内

容は五百メートルマラソンですが足が痛くな

り、疲れたので四百メートルで諦めてしまいま

した。私は悔しくて自然に涙が出ました。「先

生、私は失敗しちゃった。」先生はがっかりした

顔で私を見て「うん、そう失敗だよ」「失敗した

のは五百メートル走れなかった事ではなく自分

の志を諦めた事だ」。先生がその言葉を言った

時、私は気づきました。

その日から毎朝、私はマラソンの練習をする

ため早く起きました。最初は三百メートルを走

れる様になるまで練習して少しずつ走る距離を

延ばしていき、ついに五百メートル走れる様に

なりました。日々の練習の積み重ねのお陰で私

の足は強くなっていたことを実感して、私は嬉

しくて五百メートルを走り切れるという自信を

持てるようになりました。そして、また試験の

日が来ました。私は学年のなかで一番早く走れ

る様になりました。先生は嬉しそうに私をほめ

てくれました。

その時から私は頑張って諦めなければ何でも

出来ると信じています。現時点では私は日本で

働いていますが、以前は沢山困難な事がありま

した。習慣も日本語もあまり分らなくて、仕事

や生活にも慣れなかったのです。それに仕事で

半田付けをする時に目が痛くなるのでとても大

変で元気が無くなっている時、ふと頭の中で先

生の顔と言葉が浮かんできたお陰で頑張る気力

が戻ってきました。私の周りの人々が親切だか

ら益々楽しくなってきました。先生には本当に

感謝していて、先生に会う機会があれば、私は

先生に「ありがとうございます」と言いたいで

す。

ところで私は人生で困難に直面している人に

伝えた事があります。困難な事があって迚も辛

くて諦めそうになっても最後まで志を持って立

ち上がれば何でも出来ます。本当の失敗は諦め

て、志を失ってしまうことです。
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佳作

人生と植物

テュ ザー ウィン
THU ZAR WIN

関西経友会事業協同組合／

よっちゃん農園

私は農業を研修する為、2014年に実習生と

して日本に来ました。ミャンマーは農業国で、

農業生産は主でした。全国的には森林や農業率

は半分以上を占めています。でも、技術不足が

原因で私の国の発展は遅れつつです。そう言う

ミャンマーのようなアジアの発展途上国に対し

て、日本の技能実習制度は私の為、何よりもあ

りがたい事でした。

私は来日して、実際に農業の職場で体験し

た時、農家の人々は多くの汗を流し、苦労して

作ってくれた姿にとても感動しました。技術力

はもちろん、自分の体力と努力も不可欠だと分

かりました。私の農業場は少人数で作業をしま

す。寒い時も暑い時も野菜を切ったり、綺麗に

して図ったり、市場に出すため準備をしたりし

ます。時々植えている野菜を水巻いたりも手伝

います。今までは野菜を買う人でしたが、今は

自分で育て、売れる段階まで準備して、買って

くれるお客さんが喜んで新鮮な野菜を食べられ

るようにする人でした。

作業をしている時にいつも社長が教えてく

れた言葉があります。畑に種を巻いただけで

は、植物は育ちません。自分の子供のように毎

日ケーアして、大きくなるのを楽しみの心で育

つもんだ、そういう気持ちを常に感じて野菜を

育ってください。新鮮でおいしい野菜ができる

はずだよ、という言葉でした。私は決してその

言葉を忘れません。

もう一つは技術能力でした。なぜ、日本の

野菜は甘くておいしいのだろうと、社長に野菜

の作り方や種の種類、季節による育ち方も教え

てもらいました。農業の仕事は大変です。で

も、私は毎日楽しいです。私が作った野菜が元

気で大きくなった姿が私の心を大きな力になり

ます。それは日本で学んだ農業の技術及び農業

家の心でした。

あと一年ちょっとで私は帰国することにな

ります。時間が立つのは早いです。私は帰国し

てもミャンマーで農業の仕事を続けようと思っ

ています。日本のようなおいしい野菜を作っ

て、日本で学んだことを私の村にいる人達に

シャアしたいです。技能実習生制度の目的を叶

えさせる人になりたいです。もし、もう一度日

本に戻る事ができれば、日本ミャンマーの架け

橋になろうと心の中で願っています。
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佳作

歩む道

崔 迎 贤

CUI YINGXIAN

群馬自動車部品製造協同組合／

株式会社ミツバ

赴日研修の機会に恵まれて、私たちは自国の

家族と友人の期待をうけて日本で三年間の実習

生活が始まりました。勇气を出して決意した上

で、私たちは一人ひとりの心の中で自分の新し

い夢や理想の種を蒔き始めました。初心を忘れ

ず、限られた三年間を意味のある成長道路のす

てきな経験になるように頑張りたい人達だと思

います。この中には、自分の夢を叶えるために

走り出したい人達と、子供や家族のために働こ

うと思っている人もいます。このように重要な

一歩を踏み出しました。私はこの三年間を三つ

の道に例えて個人的な感想をみなさんに伝えた

いと思います。

まず一年目は、生活習慣・環境に慣れ仕事を

上手に出来るように仕事の合間でやりたいこと

を習う道だと思います。三月に入社してから自

国の実習生の先輩と職場の日本人に教わりなが

ら、生活も仕事も早く慣れてきました。お祭り

参加で日本の食文化もわかるようになりまし

た。また、会社の周りの桜を見て本当に綺麗で

感動しました。そして、スーパーにたくさん品

物が目に留まった時にこれは本当に心を使って

用意した素敵な品物だと思いました。仕事や生

活に慣れた上で、休み時間に「日本語を勉強し

たい、料理をもっと上手になりたいといろいろ

と頭の中に浮かんできます。」そこで自分の明

確な目標を立て力をいれて頑張る一年です。

二年目は、一生懸命仕事をしながら自分の理

想に精力をかけて初心を忘れず守る道だと思い

ます。いつも自分の仕事と生活はもう十分に慣

れていることを家族に話すると家族が安心して

くれます。この頃で「家族に会いたいなあ。」そ

れから「今の生活は本当に自分が過ごしたい生

活なのかなぁ」と思った場合は自分自身の考え

方や物事の見方を変えれてみると、その気持ち

が改まり頑張り続けることは本当に大切なこと

だと分かるようになります。自分が選んだ道は

張り切って最後まですべきだと反省して友達と

助け合って歩きましょう。私の会社では年に一

回旅行に連れて行ってもらえます。一年目は

ディズニーシー、二年目はディズニーランドに

行きました。本当に楽しかったです。

時間は止まることなくずっと流れるものです

ね。友達の中には料理がすごく上手になった人

も家族はずっと家で待っている人も自分の楽し

みや幸せを味わえています。日本語を勉強した

い人も実践しています。最後の一年は感謝の気

持ちと愛情をもって家族の期待に応えることが

進む道だと思います。

これまでの二年間、会社からいろいろと優

しく教えてもらい快適な仕事と生活ができるよ

うに根気よく導いてもらって本当にありがとう

ございます。これからも仕事をして、日本語が

話せる環境で勉強したいと思います。将来の自

分は必ず今努力している自分に「ありがとう」

と言いたいと思います。さて、万全な状態で立

派な大人になれるようにずっと一歩一歩しっか

り歩みましょう。
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佳作

私の眼の中の日本

肖 蓬 龙

XIAO PENGLONG

静岡県経友会事業協同組合／

有限会社葛山製作所

時間のたつのは本当に早いです。あっという

間に私が日本に来てもうじき3年になります。

夢のようです。

思い出せば初めて日本語に触れた時は、たく

さんの漢字が中国と同じて、面白くてどんどん

引き寄せられました。でもその後、やはり外国

語です、難しいとわかって、日本人は勉強好き

な民族だなあ・・・と感服しないわけにはいき

ませんでした。

日本語は私にとっては外来文化であり、そ

して独特の雰囲気があります。ひらがなは柔ら

かくて、日本女性のやさしい美しさのよう。カ

タカナはきちんとしていて、日本男性の真面目

で厳しいのを感じます。

日本と言えば私たちは桜や富士山を思いま

す。日本に来て私が初めて満開の桜を見たとき

は、本当に心が震えるようでした。咲いた花が

一枚一枚と落ちていくのはなんと美しいので

しょう。春風が花を目覚めさせるのか、花が春

を連れてくるのか。

道路や川原ではあっちもこっちも、誇らしそ

うに桜が咲いていました。そして咲いた桜はあ

と落ちるだけです。落ちた桜はまるでじゅうた

んを敷いたように、遠くの道までずっと続いて

いました。踏む時ごめんなさいと思いました。

川にもたくさんの花が落ちて、遠くに流されて

行きました。

富士山も日本の象徴の一つです。日本に来る

前には、教科書やインターネットの写真でしか

見ませんでした。日本で私の住む裾野市は、富

士山がきれいに見える所です。本物の富士山が

青い空に白い雪をかぶって見えた時、そして桜

の花と一緒に見えた時、本当に一生忘れられな

い思うほど美しかったです。

夢のような時間は過ぎてきて、日本に2年以

上滞在の間、私は美しい景色の他、たくさんの

知識も得ました。

日本は小さくて資源の少ない国です。でも、

日本人はゴミをきちんと分別したり再利用した

り、古い資源の活用が上手です。小さい子供か

ら白髪のお年寄りまでみんなが、自分から進ん

でまわりの環境を守り、厳格にゴミの分別をす

るのをするのを見ました。そして私もだんだ

ん、環境を守り資源を大切にすることを学びま

した。人と人とのこのようなかかわりは私に、

大和民族の「和」という文字の意味を教えてく

れました。

日本人はどんなことに出会っても、みんなは

先に「すみません」というのが習慣です。この

ことから、知らないうちにたくさんの問題を解

決しているようです。日本人の我慢強く謙遜の

態度、自分が悪いと気づいたらすぐに反省する

態度、これで人と人との関係が、深刻にならな

いです。このような場面にたくさん出会って、

知らず知らず私を大きく成長させてくれまし

た。

これが私の眼の中の日本です。近寄って初め

て、その美しさに気づかされました。日本に来

て本当によかったです。
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佳作

娘への手紙

石 鑫 靓

SHI XINLIANG

北陸対外事業協同組合／

エーディーエンジニアリング有限会社

私は、中国から日本に来て一年が過ぎました。

私が、娘「芽衣」と離れての生活でこんなに長

いのは、初めてです。日本に来てからあなたを

思う気持ちが強くなっています。あなたに伝え

たい事があります。日本は、以前私が想像して

いたのと違います。日本人は、素質が高く、と

てもていねいです。日本では車が非常に多いで

すが、クラクションを鳴らしている車が、あま

りないです。また、歩行者が先に歩いて、車が

あとから行きます。日本人は、いつも胸に抱い

ているのは、他人の心です。それに環境保護を

重視します。ごみをすてる時、必ず分類します。

日本人はとても親切です。以前、私が外出時、

突然雨が降ってきました。傘を持っていませ

ん。そこにやさしいお婆さんが私に傘を貸して

くれました。中国では、そんな事はあまりあり

ません。中国人の思想は、知らない人のことは

自分と関係ないと思っています。

最近、家に電話をかけた時、おばあさんから、

あなたの成績が悪くなったと聞きました。授業

の時は、先生の話をまじめに聞いて欲しいです。

思い感じる心を持って欲しいです。今、私はあ

なたのそばにいません。あなたの成長は見えま

せん。私は自分の努力を通してあなたにいい成

長環境をあげます。私が今の会社で仕事する

前、勉強している時見た日本人の子供は、とて

も一人前です。自分の食事は自分で持って行き

ます。自分の食器は自分で洗います。自分の部

屋は自分で掃除します。あなたは、もう7歳に

なりました。でも食事は自分でできません。そ

んな事が中国では多いです。両親は子供を可愛

がり過ぎます。子供の成長に悪いと思います。

私はあなたに健やかで幸福に成長して欲しいで

す。私はあなたがいるからこそ、困難に直面す

る勇気があります。私はあなたの手本になりた

いです。私は、日本でしっかり仕事をするので、

あなたは、家でしっかり勉強して欲しいです。

私の夢は、あなたを連れて日本の桜を見てお

いしいものを食べたいです。私は、この夢のた

めに頑張ります。たとえどんな困難に会って

も、あなたは、私の原動力です。あと二年早く

過ぎたいです。一日でも早くあなたに会いたい

です。
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佳作

発展の道

エディ プリヤント
EDY PRIYANTO

東洋ビジネス協同組合／

有限会社高山組

日本は世界で唯一、核爆弾の被害にあった国

です。そして、物凄い早さで再建した国だと思

います。そこにどんな苦労や努力があったか、

私は知らなければならないと思っています。

子どもの頃、戦争についての映画をみたこと

があります。それはお兄さんと妹の物語でし

た。ある日、爆弾が原因でお母さんが亡くなっ

てしまいました。住んでいた町には、人も物も

何もなくなってしまったので、遠くに住んでい

る叔母さんの家に行くことにしました。ところ

が叔母さんは厳しい人で、2人はとても辛い経

験をしました。それで、叔母さんの家を出て、

2人だけで防空壕で生活を始めました。しか

し、食べ物がなかったので毎日畑から芋を盗ま

なければならない生活が続きました。だんだん

体が弱って、ついに妹は病気になって、亡くなっ

てしまいました。お兄さんが絶望して、妹の骨

を持ちながら座っているところでこの映画は終

わりました。

もし私がこのお兄さんだったら…私にはでき

ないと思いました。本当に大変な状況なのに、

まだ小さい兄妹を助けられる人がいながったの

はとても悲しいことです。私はショックを受け

ました。

この映画は1945年の出来事です。実は、イン

ドネシアの独立も1945年です。独立の後で、イ

ンドネシアの生活はだんだん良くなりました。

しかし、日本とインドネシアの発展には差があ

ると思います。今でもインドネシアはいろいろ

な物を外国から輸入していますが、日本は色々

な機械を外国へ輸出しています。あの悲しい物

語からまだ71年です。何が日本をこんなに早く

発展させたのか知らなければならないと思いま

した。それで、私は日本のルールや仕事のやり

方や生活にとても興味を持ちました。インドネ

シアにもルールがありますが、守っている人は

少ないです。インドネシアの発展の為にも、日

本のルールや、日本人の考え方を学ばなければ

ならないでしょう。

しかし、私は自分の国が大好きです。インド

ネシアは独立の前に、何年も戦争が続いて、生

活は本当に大変でした。武器が少なくて、軍人

たちは竹で攻撃していたのに、アメリカや日本

やオランダはたくさん爆弾や武器を持っていま

した。それでも諦めないで頑張ったおかげで独

立するとこが出来ました。これはインドネシア

人の誇りです。

爆弾が落とされて、物が壊れて、人が亡くなっ

ても日本は復讐しませんでした。そして、何が

必要か、何が優先か、それを早く見極めること

ができたことと、日本人の勤勉な心が、こんな

に早く国を再建させたんだと思います。

私は愛する私の国の発展の為に、日本からた

くさんのことを学びたいと思っています。
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佳作

ルール

ヘンドリヤサリ
HENDRIYASARI

東洋ビジネス協同組合／

マルイチ長谷川漁業部

2016年2月22日、私は日本へ来ました。はな

語学院で日本語と日本の生活について勉強しま

した。日本にはたくさんルールがあります。私

はよく考えるようになりました。どうしてこん

なにたくさんルールがありますか。ふくざつす

ぎます。その時、先生が「日本はルールがたく

さんある国です。そしてルールについてきびし

いです。ですから日本は安全な国になりまし

た。」と言いました。

初めて日本のスーパーへ行った時、道がきれ

いだなぁと思いました。道にそって、物が整理

整頓してあるし、ぜんぶきちんとしてあるから

です。そして、車を運転する人たちは、みんな

ルールを守っています。車のルールについて、

先生は「シートベルトをしてください。もし、

ルールを守らなければ、日本では運転する人の

せきにんになります。運転する人がばっきんを

払わなければなりません。日本のけいさつはき

びしいしいですよ。」と言いました。

自転車に乗る時も同じです。たくさんルール

があります。私の友だちは、会社へ行く時に、

イヤフォンで音楽を聞きながら自転車に乗っ

て、けいさつに注意された」と言っていました。

「危ないですから、音楽を聞きながら運転しな

いでください。」と言われたそうです。私は、事

故にならないように、みんながルールを守らな

ければならないし、私たちの命はひとつだけで

すから、自分で守らなければならないと思いま

した。

そして、初めて日本の公園へ行った時もびっ

くりしました。この公園はちょっとせまかった

ですが、きれいでした。ごみがないんです。た

くさんの人が遊んでいます。ごみ箱は少ししか

ありません。でも、この公園はきれいでした。

私は公園でおかしを食べましたがごみは寮へ

持って、捨てました。

いろいろなルールについて書きましたが、実

際はルールを守るだけではだめだと思います。

日本人は自分のために、自分でよく考えて、そ

して、どんなことでも本気でやります。きびし

いですが、いいことだと思います。だから日本

はきれいで、安全な国になったんだとわかりま

した。私の国と日本は本当に違います。私は3

年間、日本でいっしょうけんめい勉強して、仕

事して、そしていろいろなルールを守ります。

3年後、私は日本のルールを国へ持って帰っ

て、私の国でもルールを本気で守って、そして

家族と子どもに教えます。将来、私の国をもっ

ときれいで安全な国にすることが楽しみです。

将来のために、私は3年間日本で頑張ります。
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佳作

実習生の体験

ファム ヴァン ソアン
PHAM VAN SOAN

関西経友会事業協同組合／

丸一株式会社

私は日本に来てあっという間に二年になりまし

た。今まで楽しいことも、苦しことも沢山思出

になりました。私はとって3年間日本での技能

実習を言葉にすれば「成功」一歩という言葉に

置き換えられます。この言葉はベトナム人には

新年の挨拶やお祝いの時に使います。日本に来

るまでになんの印象もありませんでしたが、今

は様々いい思い出があります。

一ケ月京北研修センターで日本語の授業だけで

なく、地方の方々との文化交流の機会を通じて、

親切な日本の人は初めて日本の印象になりまし

た。プラスチック成形の会社に配属されまし

た。ある日ことでした同じ職場のおばさんが私

に言いました。「ソアンさんベトナムで大卒し

たの？」「いいえ。」と答えた瞬間。涙が出そう

になりました。おばさんはソアンさんは優秀で

すねと言ってくれました。うれしいと思いなが

ら「ありがとうございます。」と答えました。本

当は短大に進学したかったが家庭が貧しくて、

両親が苦労して、私達を育ててくれる姿を思い

出したからてす。 貧しい家庭で大学に行く事

を諦めました。そこまで「大学に行かないと出

世できない」と思いましたからです。それから

おばさんは「ベトナムの事を知りたいから、こ

れからベトナム語を教えてくれる？」と言いま

した。喜んで「いいですよ。」と言いました。そ

れからおばさんと自然に仲良くなりました。日

本語まだダメなのでベトナム語の文法を説明出

来ない時もありますが伝えるまでにおばさんが

真剣に聞いてくれたおかげで、自信を持って日

本語の勉強意欲を高められます。仕事でよくミ

スがある時おばさんは私分かるまで親切に教え

てくれました。「ソアンさんは頑張っているか

ら、きっと出来るよ」とよく言ってくれました。

おばさんとの会話によって、仕事と勉強は上手

く出来るようになりました。ミスも少なくなり

ました。私は日本語Ｎ3級を合格することも出

来ました。とてもうれしかった。合格結果初め

て知らせた人はおばさんです。「おめでとうよ

く頑張ったわ」と笑顔でおばさんが言ってくれ

ました。自分合格のようによろこんでくれまし

た。

「成功」という言葉をめざし、3年間日本で技

能実習生として私にとって大学卒業に等しい価

値のある卒業の日を迎えたいと思っています。

実習生のチャンスは二度とない。実習生になる

のは人生で一度だけ。だからこそ、大事にして

楽しく体験しています。自分の成長を感じまし

た。残りやく2年間日本での実習のチャンスを

大事にして、日本とベトナムとの良い関係おか

げで生きがいのある仕事を見けました。日本の

先進技術を身につけ立派な製品を作り、そして、

その製品を世界の人々に使ってその喜びと感動

をみんなで分け合うのが夢です。今にはその夢

を一歩叶えていると思います。
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佳作

日本の景色を鑑賞します

张 帅

ZHANG SHUAI

ジェー・オー・ピー協同組合／

山形新興株式会社

日本に来てから半年過ぎました。この半年の

間は早く感じました。

日本はとてもきれいです。日本の環境はいい

です、空気もしんせんです。私はとても有名の

所が好きです。例えば北海道と富士山です。一

番北海道が好きです。

北海道は日本の最北に位置する地域です。

夏になると北海道を代表する富良野の「ラブ

ンダー」の花が咲き、大雪山连峰などの山々に

は、「コマクサ」を始めとする高山植物の花达の

群落がお花火田を形成して见る者の目を楽しま

せてくれます。

秋にはまだ早い9月には大雪山连峰などの

山々には、红叶の便りが届き赤・黄・緑と山の

木々は染まり、红叶前 の南下が始まります。

冬で11月北海道のいたるところで初雪が降り

ます。12月冬までとなり北海道は雪に覆われま

す。

夏は、富士山が開山する唯一の季節である。

開山とは、登山が許可されるということである。

遠くから眺める富士山と、登山しながら山の中

で見る富士山はまったく違います。富士五湖付

近から湖を隔てて眺めると、富士山は雲や霧を

まとい、青空と青い湖水の間に稜線が優雅に隆

起して延びており、まるで和服のすそが大地に

広がっているようで、落ち着いて威厳がありま

す、非常に美しいです、登り始めると、一合目

から五合目までは木々がうっそうとした森林

で、足元は生態環境を守るために昔のままを保

持した歩きにくい山道になっている。五合目か

ら山頂の剣が峰までは火山岩でできた荒凉とし

た山道で登りにくいし、標高が上がるにつれて

酸素が希薄になるので、体力がもたずに高山病

になる人も少なくない。そのため日本では、「富

士山は遠くから眺める存在で登る山ではない」

とよく言われている。だが、古典文学に繰り返

し登場する山として、富士山は昔から日本の精

神の象徴の1つであります。日本人の心の聖地

である。毎年山開きの季節になると、たくさん

の人が登山のために訪れ、年齢層も黄色い帽子

をかぶった小学生から白髪のお年寄りまでさま

ざまだ。日本人にとっては、頂上まで行っても

行かなくても、富士山に登ることによって大き

な精神力と勇気を与えられるのかもしれない。

日本を観光するなら、一度は富士山を見るべ

きであります。富士山は高くても傾斜は緩やか

で、優雅で端正な美しさがあります、まるで見

聞が豊かで心がしっかりした、優しく明るい女

性のようであります。富士山のふもとまで行っ

てその美しさを見た後、たとえ途中までであっ

ても登ってみれば、富士山の持つ力と强さが感

じられ、日本文化や日本の精神に対する理解が

きっとさらに深まるに違いないです。
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佳作

私の研修生活

成 飞

CHENG FEI

スキルウェイ協同組合／

名岐合成株式会社

2014年11月8日、私は日本の名古屋に来まし

た。そこから三年間の研修生活が始まりまし

た。私の研修生活は主に仕事と勉強です。

職場では誰かも私たちを暖かく見守り、助け

てくれました。みなさんのおかげで私たちはい

ち速く作業内容を把握し、周りの環境になじめ

るようになりました。日本人と一緒に仕事をさ

せていただいています。日本人の仕事に対して

の勤勉さと質へのこだわりに私は深く感銘を受

けてしまいました。私は以前の仕事をすろそか

にする習慣を変えて仕事に一生懸命に頑張る姿

勢になり規則正しくなりました。

特に工場長はいつも私たちの日常生活に気を

配ってくれて、寮の電気が壊れると工場長はい

つもすぐがけつけて直してくれました。ゴール

デンウィークの時、工場長は特別に名古屋水族

館を案内してくれました。水族館でたくさんの

面白い海洋生物を見学し、イルカの素晴らしい

パフォーマンスも観ました。とても楽しかった

です。

仕事以外も每週土日休みがあります。休みの

日、私はほとんどの時間を日本語の勉強に使っ

ています。日本の文化を理解し日本人の生活に

溶け込むには彼らの言葉をマスターするのが必

須条件だと思います。だから私は每週一宮市立

図書館の自習室で日本語を勉強しています。図

書館には様々な日本の書籍があり、たまに何冊

か簡単な小説を借りて読んでいます。おかげ

で、日本語能力が上がったほか、精神的にもリ

ラックスできました。また每週の週末には「靑

年之家」へ行きます。ここは外国人に日本語を

教えてくれる公益学校です。ここで先生と一緒

に会話の練習して、生活上のおもしるい経験談

も話し合っています。また、学校は定期的に日

本の文化体験イベントを開催しています。例え

ば花見、茶道、団子作りなどの体験ができます。

日本のたくさんの伝統文化に触れ合い、日本人

の日常生活に対してある程度、理解することが

できました。おかげで、私が日本での研修生活

に溶け込むことに役に立っています。

日本語の勉強以外にも、私は旅行が大好きで

す。每年会社は三回の大型連休があり、私はい

つも旅行に出掛けます。日本のたくさんの美し

い景色を楽しめることができるしそれぞれ都市

の違う文化に触れ合うことができました。今ま

で富士山、神戸、東京などへ行きました。旅行

に行く度、日本に対してもっと幅広く接触する

ことができ、私の視野も広がりました。

今私は日本に来てもう一年半になりました。

仕事と勉強と旅行を通じて私は日本の多くのと

ころを学びました。研修生活から得るれた経験

は私をこれからの人生の道でもっと強く歩める

ように自信を持たらせてくれます。

今回の日本の研修生活はきっと私の人生の一

つの財産になることを確信します。
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佳作

日本人の寛容と灯りの美しさ

グエン ヴァン ロイ
NGUYEN VAN LOI

共進情報事業協同組合／

株式会社大一製作所

私はたくさんの若者と同じように、将来のた

め、実習生として日本に来ました。日本に来て

から、私は同年代の日本人の皆様に比べると、

自分自身がまだ幼いと感じました。生活のルー

ルから仕事のルールまで、私の認識は甘すぎま

した。

日本に来たばかりなのに私は、酒匂まみれの

体で、会社に訪問しました。そして、入社間も

なく、私は仕事中に居眠りをしました。たくさ

ん重大危険な事を起こしてしまいました。会

長、社長に怒りをさせました。普通だったら、

私は母国に帰らされてしまうかもしれませんで

した。けれども、会長と社長は私に克服する

チャンスを与えてくれました。今、毎日会社の

皆さんは、私に仕事も日本語も丁寧にたくさん

教えてくれました。日本人は寛容だと感じまし

た。私はこの機会を逃してはいけません。頑

張って勉強し成長していきたいです。

私の会社は、大阪でたくさん機械加工会社の

中の一つです。私の仕事は建物や施設などの照

明器具の部品を生産するところです。短い間し

か仕事していないけれども、とても面白い事を

発見しました。それは電球がただ照するもので

はなく、私たちが作った部品を付け加えて、壁

や天井、庭、公園、町などの美しさの強調と飾

り物になりました。

仕事を通して、私はたくさんの事を勉強にな

りました。それは、日本人の働き方です。日本

人は、自分の利益を増やすばかりではなく、未

来の環境と社会への配慮も計算します。例え

ば、原材料の使い方について、鉄で作られた製

品は屋外に使ってはいけません。なぜならば、

天候の晴雨でサビになり、製品安全性と寿命が

短くなります。それに、その電球がサビになる

と壁や天井ごとが汚くなり、美観にも影響及ぼ

します。更に、風に飛ばされたサビが空気の埃

になります。すごく細かい事だと思ってしまう

かもしれません。けれども、日本人は何かを作

る前に後の事と周りの事を配慮しながらするの

で、なぜこんなにきれいな空気を維持する事が

できるかを分かるようになりました。そして、

私の会社ではごみの分別などの5Ｓ活動をして

います。これらは小さい事だけれども、私はこ

のようなことから身に付けていきたいと思いま

す。

3年後、ベトナムに帰ってから、日本で勉強

と実習した事を活用して、私は小さい工場を開

き、そこで、照明関係のフレームや部品を作っ

て、母国をより美しくさせていきたいと思いま

す。そして、仕事を通して現地のベトナム人に

日本人の考え方や働き方などを伝えてあげたい

です。
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佳作

メッセージ

朱 柳 美
ZHU LIUMEI

公益財団法人日中技能者交流センター／

株式会社エヌビーシー

メッセージを伝える手段のひとつとして色が

あります。緑、黄、赤この三色は目の前に現れ

る時に、第一に何を思い出すでしょう。そうで

す、それは交通信号です。しかし、仕事にも使

われているとは想像もしていませんでした。

入社して、工場現場に入る時に、厚くて重い

鉄門を開けて、目に入るのは頭のところに赤帽

子のような柱が半空中に立っています。全部

赤、黄、緑三色なので、運転場に来たような感

じで、緊張する雰囲気が盛り上がって来ました。

そして、たくさんのところに大きな「异常処置

時に止める、呼ぶ、待つ」の看板が掛っていま

す。上司に説明をしてもらっても実際に起った

時にどうするか、はっきり理解できませんでし

た。

ある日のこと、作業の途中で機械のランプは

緑色から赤色になりましたが、機械は正常に動

いていましたので、大丈夫だと思って、赤点灯

を無視してやり続けていましたが そこから

出て来た製品には不良がありました。頭が真っ

百になって、慌ててどうするか、分からなくな

りました。この時、準直が状況に気づき、止め

ろ！と一言言って、班長を呼んできました。不

良を見て、普段はやさしくてニコニコしている

班長でしたが、初めてこんな班長のすごくきび

しい顔を見ました。機械は動いているからやる

のはあたり前のことと思いながら、なぜそんな

におどろくことが必要かと思いました。班長は

機械の状況をチックしながら、他の技術者を呼

んできて一緒に異常を检討してから、機械をバ

ラバラにして40分ほどかかって直しました。時

間が経ってやっと自分の問題のきびしさを認識

することが出来ました。班長から「外で見ると

問題ないですが、ランプの色が変わったら、機

械は私達に身中のどこかに病気があるよ、と不

具合のメッセージを伝えていますよ、直さない

と、もっと大きいトラブルが起りますから、何

があっても勝手にやってはいけませんよ、异常

処置をしてください」と言われました。

人も機械も一緒でいくら小さくて簡単なこと

でも、ほっといて無視すると、時の流れに従っ

て、いつのまにか大きく複雑になりますから、

始めのうちに早めに止めましょう。

勝つことは往往にして能力ではなく観念で

す。理解してないことを理解し始めたとき、人

は上達になり、これからも自分のミスを向き

合って素直に行きたいと思います。
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佳作

もっともっと

刘 丽

LIU LI

ＥＬＣ事業協同組合／

旭電器工業株式会社

日本に来て二年になりました。今の仕事は自

動車メーカーの車盗難警報システムを生産して

います。日本に来たばかりの時、国内の親戚や

友達から、日本の仕事はどうですか？と聞かれ

ました。あの時、自分は誇らしげに日本の自動

車の部品を製造してますと答えました。皆から

すごいと言われました。

しかし、この仕事をやり始めた時に自分のミ

スで不良を出してしまいました。とても辛かっ

たです。太田課長は、すぐに私と面談し、これ

はなぜダメなのか理由を説明してくれました。

初日からこんなミスをしてしまって、今後どう

すればいいのか、とても悩みました。

でも今まで頑張ってきたのに、このまま諦め

るのはいやだ。もっと気を引き締めて頑張ろう

と思いました。

私のはんだの先生は薮田職長です。とても厳

しいです。薮田職長にいろいろ教わって、だん

だん仕事が出来るようになってきました。

3ケ月後にまた自分の不注意でミスをしてし

まいました。私のはんだは完全に溶解せず、量

も少なかったです。薮田職長からはんだのぬ

れ、流れの確認不足という不注意で不良が発生

したと言われました。この部品不良を出荷する

事により、大きなクレームなど発生させる恐れ

があります。自分のミス一つで人に迷惑をかけ

るなんて本当に考えられませんでした。この事

を意識し、今後はもっと注意します。薮田職長

ははんだの仕事を始めてもう三十年になりま

す。今まで自分がやってきたことがとても役に

立っていると言っていました。私自身できない

ことはまだまだたくさんあります。本当にもっ

ともっと頑張る必要があると思いました。

いよいよ日本での実習生活も最後の年を迎え

ました。今まで日本でたくさんの方から仕事、

生活面で助けてもらいました。心から感謝して

います。残りの時間をみんなと頑張りたい。安

全、品質第一の意識を持って、残り一年、一生

懸命仕事に取り組み、同期の実習生とたくさん

の素敵な思い出をつくっていきたいと思いま

す。もっともっと日本で成長していきます。
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佳作

一人ぼっち

ファジャリア セティアワン
FAJARIA SETIAWAN

公益社団法人日本・インドネシア経済協力事業協会／

泉工業株式会社

2015年3月3日私は日本に来ました。はじめ

て冬を感じました。本当に寒かったです。夜は

なかなか寝られませんでした。日本は春ですが

私には冬でした。日本に来た時あまり日本食を

食べられませんでしたが今は何んでも食べられ

るようになりました。味もちがうし、口にもあ

わないし、食べられませんでした。たこ焼きや

焼き内は食べますが、豚内は食べません。日本

とインドネシアの焼き内の味はやっぱりちがい

ます。インドネシアでは豆の調味料を使ってと

ても辛いです。日本ではしょうゆとか塩の味で

す。社長は私をすきやへつれて行ってくれまし

た。私はぎゅうどんとうなぎを食べました。美

味しかったです。晩ご飯を食べながら、社長の

息子と話して、じょうだんを言いました。言葉

が分からないので社長の息子のスマホでつうや

くしました。ばんご飯を食べた後でアパートへ

帰って、日本語を勉強しました。日本語が上手

になるようになりたいです。

1年前私は一人で日本に住んでいました。こ

の会社では私がはじめての日本人です。先輩も

同りょうもいません。会社に来た時社長と奥さ

んが何を話すのか分かりませんでした。仕事も

日本語もぜんぜん分かりませんでしたががん

ばって勉強しました。いつもじしょをもってい

ます。仕事ときかいの使い方を忘れないように

ノートに書きました。会社で社長に注意された

時何を言っているのか分かりませんでした。仕

事で失敗をする自分がかなしくて、社長におこ

られて、なきました。そんな時奥さんはいつも

やさしくしてくれました。私はどこでも一人で

行きます。さんぽしたり、桜を見たりしました。

とてもさびしかったです。桜を見ていると心が

やすらかになりました。良かったです。男の子

が私に桜の下で写真をとってくれました。ア

パートは誰もいません。一人で料理をしたり、

掃除したりしました。でも、ラインとかフェイ

スブックをつないで、友達にれんらくができま

した。電話をかけたり、じょうだんしたりしま

した。

冬休みの2015年12月30日に友達が大阪からア

パートへ来ました。私たちはいっしょにスキー

をやって来ました。楽しいと思いますができま

せんでした。スキーじょうで写真をとったり、

こおりであそんだりしました。本当に楽しかっ

たです。腹がすいたり、つかれたし、みせでご

飯を食べました。夕方までにアパートへ帰りま

した。はじめてスキーをしたので寒くて、2日

ぐらいびょうきになりました。友達がいるので

それは良かったです。でも友達がすぐ大阪へ帰

りました。一人でゆっくり休みました。1年

たって、今は後輩が来ましたから二人でいっ

しょに行きます。桜を見たり、お祭りを見に行

きました。今は仕事もだんだんできるようにな

りました。後輩に教えたり、社長のつうやくを

したり、できるようになりました。また1年

もっともっとがんばろうと思います。
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佳作

叱られて良かった

ドー タイ ヒエン
DO THAI HIEN

国際交流事業協同組合／

新井植木

日本へ来てからもう二年が過ぎました。私は

技能実習生として植木を扱う会社で働いていま

す。会社にとっては初めてのベトナム人でベト

ナム人は現在三人働いています。日本人も勿論

一緒に働いています。

最初の頃は大変困りました。言葉がわからな

いので仕事のやり方を教えてもらってもどのよ

うにするのかわからなかったからです。新しい

環境に慣れるのも本当に大変でした。来てすぐ

に雪が降ってベトナムとの気候の違いにびっく

りしました。埼玉県では珍しく大雪だったそう

です。食事を用意するためには買物をしなけれ

ばなりません。何をするにも日本語という言葉

がわかっていなければなりません。会社の社長

の話を聞いても一緒に働いている日本人の話を

聞いてもわかりませんでした。職場ではいつも

恐る恐る日本人のそばにいて黙って仕事をして

いました。気持ちが落ち込んで毎日がつまらな

い時もありました。心の中で「ベトナムで勉強

した日本語と日本人の話す日本語は違う！」と

何度も思いました。ある時、日本人の先輩に「日

本語は難しいですね！」と言いました。その時

先輩は怒った様子で「お前の問題は日本語の能

力がまだまだなんだよ！」と怒ったのです。私

は悲しくなりました。しかし、そのように叱ら

れて考えが変わりました。

日本語が難しいと思うならもっと勉強しなけ

ればならない。日本の子供のような勉強を始め

る時でも毎日漢字を何回も書いて練習しなけれ

ばならないと思うようになりました。先輩に強

く厳しく言われて今では良かったと感謝してい

ます。

毎日、植木の手入れなどをしながら社長の教

えをよく聞き、休憩の時には皆（日本人）の話

に耳を傾けて、わからない言葉をメモして、後

で辞書で調べています。漢字も覚えたいので、

漢字を見つけると独り声に出して読み手のひら

に指で書き練習しています。時々友達に笑われ

たり「バカ」と言われたりしましたが気にしま

せんでした。段々と日本語も覚え漢字も読んだ

り書いたり出来るようになりました。そして日

本語を聞いたり話したりする時の恐れの感覚が

消えて自信がわいて来ました。自信を持って日

本人と会話する機会が増えて来て楽しくなりま

した。頑張ったかいあって去年の七月にＮ3を

合格しました。これからも努力を続け日本語を

もっと覚えたいと思っています。会話が出来る

といろいろな日本人といろいろな話が出来て心

の世界が広がっていくと知りました。

先輩に厳しく言われた時は悲しくて寂しかっ

たけれど、それがきっかけとなり私は頑張れた

ので有難いと思っています。将来どんな困難に

出会っても困難を避けるのではなく、克服する

ように最後まで努力すれば結果が出るのだとい

う事を学びました。

日本での技能実習生活は、あと一年です。仕

事や日本語や日本の文化などたくさん学んで帰

国したいと思っています。
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佳作

日本は私の2番目の故郷

ハー ハーイ イエン
HA HAI YEN

公益財団法人国際労務管理財団／

株式会社シーサット

子どものころ、私の夢は外国で生活し、仕事

をすることでした。そんな目標をもって私は大

人になり、日本で働くことを選びました。もう

2年間日本に住んでいますが。ここで私は沢山

の経験を積んできました。はじめは多くの困難

があり、生活と仕事の両立させることができず、

悲しい気持ちと嬉しい気持ちが混乱して、毎日

があっと言う間に過ぎていきました。ですが、

この様々な困難によって、私は我慢強くなり、

成長することができました。そして、困難から

成長するのは一人ではできませんでした。熱心

に教えてくれる日本人や先輩たち、他の国の友

達と協力したからこそ、私は成長できたのだと

思います。

私はベトナムのフート県の田舎に生まれまし

た。私の故郷は田畑と山と木がたくさんあり、

人々は農業で生活していました。貧しい土地で

すが、人々はとても優しく、団結、協力して生

活していました。そんな故郷から、日本の山口

県に来て、私はベトナムの故郷と同じ印象を受

けました。ここは田舎っぽくてたくさん田畑や

木や山があります。空気もきれいで、私はすぐ

に日本での生活に慣れることができました。私

は本当にラッキーだったと思います。しかし、

環境は似ていましたがここは日本でした。仕事

の中で日本の人が話していることが全然わかり

ませんでした。私は日本語をもっと勉強するこ

とを決心しました。環境も言葉も私の第2の故

郷にしようと思ったのです。ミスをした時や、

わからない時は日本人がよく教えてくれまし

た。日々、自分の成長を感じて、私は嬉しくな

りました。

そんな時、寂しいことがありました。重病

だった父が亡くなったのです。ベトナムにいた

ころ、父は私に「失敗は成功のもと」とよく言っ

ていました。失敗をしても、ダメだとばかり思

わず、最後まで頑張れば必ず成功すると教えて

くれました。なので私は悲しんでばかりいない

で、努力をやめず、いつも笑顔で幸せになろう

と思いました。父はいつも、上から見ていてく

れていると思っています。

山口県での3年間の生活と仕事は特別な思い

出として私の心の中に残るでしょう。ここの

人々は優しくて、ここの環境は空気がきれいで、

心が和みます。まるでベトナムの故郷にいるよ

うです。山口県は私の2番目の故郷と胸を張っ

て言えます。
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佳作

日本で見つけた宝物

グエン イック キエム
NGUYEN ICH KHIEM

共進情報事業協同組合／

井樋建設株式会社

私達には夢があります。皆さんは夢を追ってい

ますか？私は今、夢に向って道を歩いています、

そしてその道で色々な宝物を見つけました。一

つ目の宝物は自分への自信です、二年経っても

出来なかったことが出来るようになりました。

まさかそんなことなどあり得ないと思っていた

ことが出来たことです、会社の方のご協力で日

常の会話が身に付いたり、仕事がうまくいった

り、ゴルフまで教えて頂きました。又、日本に

は色んなスポーツとかゲームがありますが

ちょっとしたきっかけでパチンコ店へ行きまし

た、勝ち負けがあり面白いゲームですが、勝つ

ことは難しいと悟りました。日本へ来たばかり

の頃は、まさかそんなことなど体験するはずが

ないと思っていましたが月日が経つにつれて感

じたことですが、仕事に向かう上司、同僚の姿

を見て、全部は無理にしても私にも出来ること

があるのではないかと気付きました。今は、自

分さえ無理と思わなければ成功に近づくと思っ

ています。夢があったら、夢をつかむのは自分

の努力です。例えば、私はある日、うまくいく

と思ってやった仕事に失敗してしまいました。

もちろん、私達は人間ですから失敗を避けられ

ません。しかし、その時上司の方は失敗を無駄

にせず失敗から学ぶことを教えてくれました。

誰かの成功をまねするだけでは、それを超える

新しい成功はなかなか作り出すこともできませ

ん。むしろ、色々な人達の失敗や経験の中にこ

そ良いヒントがたくさん隠れています。やはり

失敗は成功に不可欠な条件だと思いました。と

ころで、近ごろ私は自分の残り時間はいつまで

あるのかを良く考えます。私達にとって忘れる

ことのできない東日本大震災では多くの人達が

亡くなり、4月に発生した熊本地震でも1100人

を超える死傷者が発生しましたし、私達の国で

起こった悲劇、ベトナム戦争では比較にならな

いほどの800万人もの死傷者がありました。こ

れらのことは私の考え方に大きな影響を与え、

自分は生きているだけでとても幸運なんだと思

えるようになりました。だれしも、明日にはな

にが起こるかわからないのです。だからこそ、

皆さんが今日は人生最後の日だと思い日々を一

生懸命生きるべきです。これが最後に見つけた

宝物でした。それに時間を有効に使うことが大

切です。今日も明日も、どうすれば自分の時間

を有効に使うべきかと考えて生きようと思いま

す。私は夢を追う中に一番大切なものを見つけ

ることができると思っています。日本で学んだ

ことは私の宝物としてこれからも大事にしたい

です。
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