11 月度土曜例会（2014/11/15）
今日のゲストは Ms. Jendell Kirong (Philippines）、タイトルは
Snippets of my life as a Filipina ALT in Japan です。京都への
OUTING にも参加してくれました。1 年 3 ヶ月前に Quezon City
から来日、現在茨木市内の中学校 1 校、小学校 3 校で英語を教
えています。なんと TOEIC は満点の実力。小中学生に彼らの
苦手な英語を楽しく学んでもらう為にはどうしたら良いのでし
ょう。なるほど！！これだったら完璧だな、と思わせるレクチ
ャーです。我々IIN メンバーも今日ばかりは小中学生に戻り、
Jendell の英語授業をたっぷりと楽しませてもらいました。まず
は WANI-WANI DANCE か ら 、 さ あ 全 員 起 立 ！ ！ 皆 さ ん 今 日 の ル ー ル は ENJOY,
PARTICIPATE ですよ。
最初は True, False 勝ち残りゲームから In the Philippines…。
１）Slurping your food is acceptable and common.
２）Buses, taxis, and jeepneys often stop anywhere.
３）People bow when meeting someone for the first time.
４）People usually eat with chopsticks.
５）People sometimes point to someone or something with their
lips.
６）During rush hour, there is always plenty of seating space on the train or bus.
７）People sometimes raise both their eyebrows to greet you.
８）People point to themselves by touching the tip of their nose.
９）People prefer to eat rice three times a day.
１０）People get naked in public hot baths (onsen).
さて難問正解しましたか？6 問まで全問正解者 2 名に豪華商品が。
×○××○○○×○×
さてここからは本論です。
Challenges and Joys of Teaching English in Japan.
教材に恵まれていて驚いた。
（ＴＶ、プロジェクター、印刷機、等）。一人の先生に 30 人程の生
徒（フィリピンでは 100 人程の事もあるとか）。サポート態勢（JET・語学指導等を行う外国青
年招致事業、HRT・ホームルーム教師）。社会的地位もある。難しさは、規則（校則？）、効率
（カリキュラム？）、協力、時間厳守 The “sensei” prestige
小中学生の多くが英語に対する興味とやる気に欠けています。
生徒とコミュニケーションをとることが非常に難しい。
彼らはやらなければならないことが多過ぎます。
英語学習のスタートが遅すぎる。（幼稚園からが望ましいのでは？）
中学生の反抗的な態度気質。シャイなのに皆で渡れば怖くない気質。

My Difficulties and Advantages as a Filipina in Japan
日本で生活していて感じる事は、やはり、言葉の壁（淋しくてホームシックになる）。
近所との交流が無く、いったいみなさんどこに居るの？静かすぎます。
もっと外に出て、歩け歩けーーー。
物価が高い。ペットボトルの水は 5 倍以上、20yen なのに。また冬の寒さは大変、衣類は日本
でいっぱい買いました。知らない人同士でのフレンドリィな会話、聞けませんねえ。
 Rule of harmony



Clean and safe フィリピンでは水を手桶で汲んで用を足す。日本ではバックパックを安心し
ていられるがフィリピンではフロントパックしか無理です。
Lots of history and culture



Very efficient transportation system 時刻表通りの電車（これって外国人は必ず言いますよ










ね）
Generous and accommodating people 熟年者の元気なことよー
Bike-friendly facilities フィリピンでは結構危険な乗り物です。
Facilities for the disabled バリアフリーの配慮が見られます。
The convenience of “Sumimasen” and “Yoroshiku onegaishimasu”英語、フィリピン語には
訳せる言葉ありません。多様性があり非常に便利です。
100-yen and recycle shops! 私の今着ているセーターいくらだと思います？なんと 200yen
Volunteers 多くはありません。日本ではボランティアで道路掃除とか、すごい。フィリピ
ンでは自分のことで精一杯、それどころでは、と言う感じですか。

The Philippines and the Filipino People
人口 100,617,630（Phi.）126,434,964(Jap.)
7,107 islands
Area 300,000 km sq.
1PHP =
Christian
Typhoon A-Z
aeiou

6,852 islands
377,944 km sq.
2JPY
Buddhist
Typhoon #1 ~
aiueo

More trivia:
• 125 to 170 languages
• Funny nicknames (Bong-bong, Ding-dong, Kat-kat, etc.) 彼女は Jen Jen
•
•

Fifth largest English-speaking nation behind the U.S., India, Pakistan, and the U.K.
“Text capital of the world” - 1.39 billion SMS messages being sent in the Philippines
daily (2009)

What things are good about the Philippines and the Filipinos?
Rich in resources world lank で coconuts, pineapple が 2 位、
mangos 6 位. Egg 4 位 Bananas 5 位、rice 8 位
ここで yummy な食べ物とトロピカルな果物の数々が紹介さ
れます。Lechon は圧巻！

Filipinos are some of the world’s
Least stressed Happiest
Friendliest Most hospitable
洪水後の光景です。何でも楽しみに変えてしまおう！
Frequently Asked Questions
1. What things surprised you about Japan?
 Washlets フィリピンでは水を手桶で汲んで用を足します。
 People standing despite the vacant seats
 Mountain schools 山間部の小学校に行った時、生徒は僅か二人だけでした。
 People reading books on the train
 Men reading thick comic books!
 Birds, flowers and carp フィリピンでは食べちゃう、摘んじゃう。
 Unicycles
 Pachinko buildings everywhere
 A culture of independence and self-reliance
 Senior citizens enjoying productive and active lifestyles
2. What difficulties have you experienced?
 Language barrier
 Loneliness
 Homesickness
 Attitude towards English
3. Do you like Japanese food? なんでも OK! 日本食ショップ沢
山有り慣れています。Yoshinoya, Tokyo, Sumosan 等、
ちなみに Rai-Rai Ken Tempura shop で丼物 P149, ラーメン P99,

弁当 P249 です。

4. Why did you come to Japan?
 My love of travel and adventure
 Skills development in a global setting
 Experience the beauty of Japan
 And of course…
Q&A
 Boracay Island が素晴らしいと聞きますが？確かに。世界最高の島と評価されました。でも
開発が進みすぎて…..。私は Palawan Island を推します。
 なぜ Philippines、Filipino 頭の字が違うのですか？わずらわしいのに。The Philippines were
named in honor of King Philip II of Spain. そ し て
Filipino is the standard register of the Tagalog language



私のママは 3 言語話せます。

and the national language of the Philippines だからです。
日本語のどんな所を聞き逃しますか？街中でのカジュア
ルトーク等かな。確かにカラオケ等では静か過ぎる事無
いですね。
一般的に何語を使いますか？マニラなど都市部では
Filipino,英語ですが何しろ 125～170 言語が有りますから。
Thank you! Arigatou gozaimasu! Salamat po!

