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【2 月以降の活動予定他】 

〈国際理解授業〉日時：2 月 26 日頃予定 

対象：鴨島小学校 4 年生、西麻植小学校 5 年生 

 

〈多文化共生交流会〉詳細は同封パンフをご覧下さい 

 日時：3 月 15 日（日）11:00～15:00 

 場所：吉野川市老人福祉センター  

 

◆鴨島英会話教室新年会  花待 美菜子 

2020 年最初の英会話教室は 1 月 9 日、新年会から

はじまりました。8 名の参加で、軽食持寄りのニュー

イヤーパーティーを行いました。初級クラス、中級ク

ラス合同で行いましたが、新年早々だったためか、い

つもより参加者が少ないパーティーとなりました。 

前半の１時間は、お正月にちなんだ料理、ちらし寿

司やだし巻き卵、栗きんとんなどを頂きながら、メイ

ガン先生が冬休みに実家アメリカに帰られた時の話を

聞き、会話を楽しみました。 

 後半の 1 時間は、日本のお正月の遊びをしました。

カルタ、福笑い、竹とんぼ飛ばしです。カルタはジョ

ン万次郎についての日本語カルタと英文カルタで英文

をメイガン先生に読んでもらいました。英語の勉強と

日本の歴史の勉強が出来て楽しかったです。 

竹とんぼ飛ばしでは、みんなで順番に飛ばしてみまし

たが、意外と難しかったです。滞空時間が⾧い、短い

など違いがあり、簡単なようでコツがあると思いまし

た。メイガン先生も上手に飛ばすことができていまし

た。 

今年も楽しく英会話教室に参加していきたいと思いま

す。（写真は福笑いをするメイガン先生） 

 

◆新春恒例の「もちつき大会」   南部 博之 

「西麻植合同もちつき大会」は、2020 年 1 月 12 日

（日）に西麻植青年会館で行われました。YIA から

は、ベトナム、タイ、ミャンマー、モンゴルからの技

能実習生や会員

など 47 名が参

加。子どもたち

を含め全体で約

80 名でした。会

場では西麻植青

年会館の会員の

方たちにお世話

になりながら、

「もちつき、も

ち丸め」に挑

戦。室内のゲー

ム大会では、「反

対ことばカー

ド」「漢字カー

ド」「福笑い」「日本語カルタ」「すごろく」など幅広

いジャンルのゲームを地域の子どもたちと一緒に楽し

みました。その後、ぜんざいに舌鼓をうちながら、ス

マホで写真を写したりしました。また、3 月に開催さ

れる「多文化共生交流会」の説明を聴き、お土産のお

もちをもらって 12 時ころに解散しました。 

もちつきでは、「おもしろかった、楽しかった」、ゲー

ム大会は「日本語の勉強にも役立ちます。とても楽し

いです」といった声など、一つ一つの声が周りの人た

ちに元気を与えます。おもちが入ったぜんざいを囲ん

での歓談では、全員で「もちつき大会」を体験できた

喜びを感じました。皆さんは、「多文化共生交流会」



イベントの説明も興味深く聴いていて、前向きに取り

組もうとする姿勢が感じられ、印象的でした。 

 

◆NEW ALT の 出迎え 後藤田 溜美子 

2020 年 1 月 16 日、徳島空港に新任の ALT のデク

スさんを迎えに行きました。 

吉野川市教育委員会学校教育課から 3 人、YIA より

5 人で横断幕を掲げてお待ちしているところへ大きな

体で大きなスーツケースと小さいウクレレを大事そう

に携えて現れました。 

ゆったりとして穏やかな人柄とお見受けしました。 

ナガジ ジュニア デクスター ジエームス ヨシオ 

マカナ。デクスと呼んで欲しいとのことでした。アメ

リカ、ハワイのオアフ島の出身。大学での専攻は日本

語。日本の食べ物に興味があるそうです。キラ先生の

後任です。 

1 月 23 日と 30 日はメイガン先生の授業をデクス先

生が見学しながら、初級・中級合同でクラスを持ちま

す。2 月から 2 クラスに分かれての授業となります。 

 

＜新しいＡＬＴの紹介＞ 

１１月に帰国したキラさんに代わって、デクスさん

が１月１６日に来日されました。鴨島第一中学校と鴨

島町内の小学校で英語を教えます。ウクレレが得意で

す。 

名前：デックスター ナガジ 

出身：アメリカ ハワイ州 

大学:ハワイ大学日本語専攻 

趣味：歌うことや音楽を聴く 

こと ゲームや映画を 

見ることも好きです。 

出身地：ワイパフというオアフ島にある小さな町の出

身です。スペイン料理やたくさんの車関係の

お店があることで有名です。 

日本について： 人が親切で思いやりがあると思い 

ます。食べ物や景色も大好きです。 

 

◆鴨島英会話教室デクス先生歓迎会 

新見 真理子 

１月 23 日、鴨島英会話教室では、初級・中級合同

で新しく着任されたデクス先生の歓迎会＆誕生会をし

ました。教育委員会学校教育課の江本さん、生涯学習

課の井上さん、鴨島町ＡＬＴマゴーシャ先生、阿波高

校ＡＬＴカトリーナ先生も参加し、総勢２２人で賑や

かでした。ポットラックのティーパーティーで参加者

が、それぞれ、ちぢみ、きびだんご、シフォンケー

キ、小男鹿、栗きんとん、唐揚げなどを持ち寄り、楽

しく歓談しました。デクス先生は、ハワイから持参し

たウクレレを演奏しながら歌を歌ってくれて、その後

全員にウクレレの演奏を体験させてくれました。私も

初めてウクレレを触ったのですが、とてもよく響くす

てきな音色に親しみを感じました。 

 その後、自己紹介と質問タイムで、デクス先生にイ

ンタビューしました。答えは次のとおりです。『兄

弟：姉妹３人、趣味：ＴＶゲーム、音楽、好きな運

動：野球、好きな俳優：ライアン・レイノルズ、好き

な日本料理：にぎり寿司、好きな食べ物：ポテト』 



 着任して１週間ですが、徳島の人はフレンドリー

で、いい人ばかりというデクス先生。赴任地先の希望

が「カントリーサイド」（田舎）だったそうで、私た

ちも嬉しいひと時を過ごしました。英語の授業が楽し

みです。 

 

◆日本語教室で防災講座開催      萩森健治 

地域に住む外国人に対する防災対応が課題となってい

る中、阿波吉野川警察署から防災講座開催の提案があ

り、日本語教室で 1 月 26 日午後に講座を開催しまし

た。講師は、同署警備課の巡査部⾧さんです。受講者

は、ベトナム、ミャンマーなどの受講生 16 名、日本

語講師 4 名他計 22 名でした。 

資料として徳島県国際交流協会発行の防災ハンドブッ

ク（英語、ベトナム語併記）を用いて、地震が起きる

しくみ、地震の大きさと震度（揺れの様子）、南海ト

ラフ巨大地震の予想、地震が起きた時にすべきこと、

避難場所の確認、非常のときの持ち出し品などについ

て、わかりやすい日本語でゆっくりと説明されまし

た。また地震警報システム（Ｊアラート）も実際にス

マホで警報音を鳴らして聞かせてくれました。 

外国人受講生の皆さんは地震を体験したことがほとん

どないそうですが、説明内容はよく分かったとのこと

でした。警察署の方の説明は堅苦しいのではと想像し

ていましたが、イケメンの巡査部⾧は笑顔で優しい説

明をされ、受講生らからも好評でした。 

地域に住む外国人に対して、防災訓練などにも参加す

るよう働きかける必要があると思います。 

 

◆新 ALT、市教委と意見交換      萩森健治 

キラさんの後任 ALT としてこの程デクスさんが赴

任されました。鴨島英会話教室を担当されますが、今後

どのように指導していただくのかについて、1 月 31 日

午後、市教育委員会の方も一緒に意見交換を行いまし

た。デクスさんのほか、市教委からは江本泰子さん、濱

島エリカさん、YIA からは後藤田、新見、萩森が出席し

ました。 

まず、萩森がスライドショーで YIA の活動概要を紹

介。続いて、後藤田、新見が英会話教室の現状を説明し、

以下のことを要望しました。 

・ 教室の運営方法について受講生らで話し合い、その

結果を ALT と調整しながら進める。 

・ ALT からもどのような授業が望ましいか、受講生に

対してヒアリングする。 

・ 各クラス内で参加者の発言機会が公平となるように

調整する。 

・ 授業の途中で受講生が退席する場合があるが、その

場合でも継続して授業するなど・・ 

その他、市教委からは、メイガンさんと川島教室のマ

ークさんが 2020 年の夏で退任する予定で、後任は 9 月

中旬ころに赴任する予定と説明がありました。 

 

 

 



◆YIA ホームページ移転のご案内  細谷裕重 

2020 年 2 月 1 日付でホームページが移転しました。 

新しいホームページを、是非ご覧頂ください 

パソコンからは、「URL 入力欄」に直接 URL を入力

してください。 

 

 

携帯電話からは、カメラで下記 QR コードを読み取っ

てください。また、ご覧いただいた感想を広報部まで

お寄せください 

 

 

 

 
 
 

；YIA 定例活動 他  

◆英会話教室 ネイティブとしゃべってみましょう！ 

 

【鴨島教室】 毎週木曜日 19：00～21：00    

       場所：吉野川市文化研修センター２F 

【山川教室】 毎週火曜日 19：00～21：00 

       場所：山川公民館     

【川島教室】 毎週水曜日 19：00～21：00 

       場所：川島公民館 

お問合せ先：市役所生涯学習課 ☎0883-22-2271  

 

 

 

◆日本語教室 日本語で教えています。講師募集中！ 

 

【鴨島教室】 毎週日曜日 13：30～15：30 

       （初級および中級日本語講習） 

 場所：吉野川市文化研修センター2F 

 お問合わせ先：萩森健治 ☎0883-24-8653 

 

ご意見・情報などをお寄せください。 

広報部⾧ 瀬尾 ☎0883-24-2762  

yoshinogawa_kouhou_seo@yahoo.co.jp 
 

 


