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三笠塾に今年も 

“ツバメ”が帰ってきました！ 

発行者 ： 三笠塾 機関紙編集事務局 
発行日 ： 2019 年   7 月 30 日 

住  所 ： 東京都中野区本町 2-8-8 
          三笠ビル 1F  

Les Mikasa  

講師紹介 

こんにちは、栗沢萌加（くりさわもえか）です。今年の 4 月から三笠塾で講師をさせていただいていま

す。大学では、主に国文学や日本語学の勉強をしています。 

三笠塾の皆さんは、ベトナムについて色々なことを教えてくださるので、三笠塾に通うようになってから

ベトナムという国をとても身近に感じるようになりました。三笠塾との出会いは私の世界を広げてくれまし

た。これからもたくさんのことを知りたいです。 

日本語は難しいですが、奥深くて面白い言語です。日本語教育を通じて、生徒の皆さんと一緒に、日本語

の魅力をもっともっと見つけていけたらと思っています。三笠塾で共に学び成長してきましょう。まだまだ

知識も経験も未熟で頼りないかもしれませんが、よろしくお願いします。 

 筆者が三笠塾 

で活動を始めて 

から 3 年間、毎 

年三笠塾にはツ 

バメが子育てに 

帰ってきます。 

そのため私にと 

っては毎年短い 

期間だけ帰省し 

てくれる友達のような存在が彼らです。今年は 4 羽

の子どもたちが三笠の別荘で誕生したみたいです。 

 そして今月 27 日、立派に大きくなった子供たちが

飛ぶ練習をしていました。きっと近いうちに三笠別

荘から巣立っていくはずです。カメラを向けるとち

ゃんとカメラ目線をしてくれていた 4 つ子たちが帰

ってしまうのは少しさみしいですが、来年また戻っ

てきてくれるとすごくうれしいです 

2019年 JLPT試験 

      お疲れ様でした！！ 

 
2019年 7月 7日、JLPT日本語

試験が行われました。 

今年は三笠塾から 29人の学生 

が申し込みました。昨年の受験者と比較すると、N3の

申し込み人数が減少しましたが、昨年よりも充実し

た模擬試験をすることができました。 

 今年もたくさんの学生が合格することを期待して

います！！ 

 

模擬試験 実施回数(別問題で 1回) 

 N4 N3 N2 N1 

2019 年 4 回 15回 15 回 15回 

2018年 0 回 8回 8 回 6回 

 

     第 1回 JLPT日本語試験 

 N4 N3 N2 N1 

2019 年 2 名 6名 17 名 4名 

2018年 0 名 20名 17 名 5名 
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【 三笠塾サッカーチーム 練習再開！】 

 三笠塾に来る男

子学生はほとんど

みんなサッカーを

することが大好き

です。たくさん学

生からの希望から

昨年発足したチー

ムがこの『三笠塾

サッカーチーム』

です。同時にこのサッカーチームは、サッカーへの参加をきっかけにたくさんの人が三笠塾

に勉強に来てくれるようになればいいなという思いも込められています。その三笠サッカ

ーチームが、JLPT 試験を無事終えた 7 月 14 日に練習を再開しました。参加者が多くなり

すぎて、人数の掌握などが困難となり少し活動を温存していましたが、久しぶりの再会です。

再会を心待ちにしていた学生も多かったのでしょう。この日の練習では総勢 30 名が集まり、

3 つのチームでミニゲームを行いました。2 時間の練習でみんな汗だくの様子ですが、顔は

疲れよりも楽しさの方が強く出ていました！ 

 次回の練習は 8 月 11 日です。次も大きなけがをすることなく、楽しいサッカーをしてい

きましょう！ (行事) 

 

 

【 浴衣に身を包み、盆踊り大会へ 】 

「夏」という言葉で日本人が想像

するものと言えば、花火、海水浴、ス

イカ、お祭りなどたくさんあると思

います。その中でも三笠塾では去年

から『日本の夏』ということで、浴衣

を着て、近所の盆踊り大会に参加す

るという企画を行っています。浴衣

を着ることは初めて 

の学生が多いので、浴衣を着せても

らった後のみんなの顔は嬉しさでキ

ラキラと輝いています！ 

『 Summer Recreation 2019 』 

～ 三笠の夏レク 今年も夏を満喫中～ 
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 お祭り会場に着くと、お祭りのに

ぎやかな雰囲気にみんなの顔の笑顔

も一層はじけます。お祭りの定番『焼

きそば』、『フランクフルト』『ラムネ』

を楽しんだ後、いよいよ盆踊りの輪

の中へ突入です！ 

最初は恥ずかしがっていましたが、

慣れてくると町内会の方のお手本に

習いながらしっかりと踊り切ってい

ました！ 

教室に戻ってからも踊っているのだ

から、相当楽しかったんですね！ 

よかった、よかった！！ （行事） 

 

【 夏のメインイベント 海水浴＆BBQ @横須賀 猿島 】 

 台風がちょうど日本列島に近づいた 7 月 28 日の朝、外ではぽつぽつと雨も降っており、

せっかくのイベントが無事行えるのか心配でした。今日は三笠塾の夏のメインイベントの

一つである『海水浴』が予定されています。しかも、今年は海水浴に加えて BBQ もやると

いうことで、筆者の期待度は 2 倍以上です。なぜなら、今日が人生初 BBQ だからです！ 

 一足先に待ち合わせの品川駅でチケットを準備し、みんなが来るのを待っていると、次々

と期待で顔を輝かせた学生が集まってき

ました。最終的にこの日の参加者は 32 名、

うち日本人が 10 名です。 

 京急線に揺られながら、一行は「横須

賀中央駅」を目指します。1 時間ほどの電

車の旅を終え、横須賀中央駅に到着です 

台風が過ぎた空は太陽が力強く照らす、

まさしく台風一過の空模様です。 

こうなると、いろいろな所から 

「早く海に入りたい！！」 

の声が飛び交います。 

さて、今回の目的地である横須賀は、三

笠塾講師である真衣先生の地元というこ

とで、先生には様々な段取りを引き受け

てもらいました。真衣先生とも三笠公園
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で合流し、猿島へ出発です！！ 

さあ、今年はどんな思い出ができるのかとても楽しみです。 

心地よい潮風とと

もにフェリーで猿

島へ向かうとまず

は、BBQ のセッテ

ィングです！ 

パラソルを立て、

火をおこし、そし

てサプライズイベ

ントの陽子先生へ

の誕生日の祝いの

準備も着々と進め

ていきます。島内散策に行っていたグループが戻ってきたところで、サプライズ決行！ み

んなで大好きな陽子先生へ歌とフォトブック、ゼリーケーキのプレゼントです。陽子先生も

とても喜んでくれたので、大成功！ 今年の海水浴の思い出が一つできました。そして一行

はワイワイ楽しく BBQ の時間です。ギラギラ太陽と格闘しながら、豚肉、 

鶏肉、ピーマン、ナスなど食材を焼いていきます。筆者も途中までは鉄板の近くで頑張って

みましたが、やはり我慢の限界、「先生、海に入りましょう」の言葉に負け、海へと走って

いきました。ゴムボールで遊んでみたり、何年振りかの砂山を必死に作ってみたり、海面漂

うクラゲたちをすくってみたりと、かなり童心に帰って満喫してしまいました。 

 目いっぱい猿島の海と BBQ を楽しみ、一行は行きと同様にフェリーで横須賀を目指しま

す。集合も早く、たくさん遊んだこともあってか帰りのフェリーでは、夢の中を楽しんいる

学生もいましたよ。 

 さて、横須賀に到着後は「ドブ板通り」を散策、横須賀で有名なカレーライス、ハンバー

ガーに舌鼓を打ちました。その後はドブ板通りで解散をし、もっと横須賀を満喫するグルー

プと帰宅グループに分かれての行動になりました。 

 今年の海水浴も思い出深いものとなりました。何よりも地元の良さを知ってもらいたい

と一生懸命やってくれた真衣先生の頑張りが大きかったのでしょう。素敵な夏の三笠メモ

リーがまた一つ増えました！！ (行事) 
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三笠塾 OB グエン バン トアン 

から手紙をいただきました！ 

三笠塾には塾を卒業して、北海道、静岡、大阪、ベトナムなど、様々な場所で進学・就職をして活躍をして

いる OB・OG の皆さんがたくさんいます。 

今回はその一人であるグエン バン トアンさんから三笠塾へ手紙をいただきました 

OB・OG の皆さんの活躍は三笠塾としての励みになります。 

 

                             ～以下 本文～ 

先生、お久しぶり手紙を書きます。私と妻は元気です。ありがとうございます 

先生と石田先生お元気ですか。 

山口県に旅行に行き、楽しい旅行ができました。それは良かったですね。 

私は 5 月の連休に妻を連れて鶴見緑地公園と大阪城へ行きました。楽しかったです。 

私の妻は日本に来てから 5 月 20 日までアルバイトをしないし、子供に会いたいので、 

日本で寂しいと言われました。今はちょっと慣れました。良かったです。今、私の妻は 

ボランティアの日本語クラスで勉強しています。三笠塾は JLPT の模擬試験を始めますか。 

今回 N1 と N2 を受験者がたくさんいますか。それはいいですね。 

今先生は 1 週土曜日と日曜日に担当していますか。先生大変ですね 

2 月にホーチミンから来たの知恵さんと英君は良く頑張りますね。 

私、今回の試験を受験しませんです。ごめんなさい。12 月に受験します 

はい、わかりました。ありがとうございます。 

今日、先生の手紙を返事するのは、ちょっと遅いです。すみません。 

あと、3 日先生はハノイに行きますね。今回はタム先生の両親に会いに行きますか 

タム先生の両親は嬉しいと思います。先生楽しみに行って来てくださいね。 

はい、私もチャンスがあったら、私の両親も先生に会いたいです。 

今から天気が熱くなって来ますので、先生お元気に体をつけてくださいね 

また機会があれば、楽しみに会いましょう 

 

先生と石田先生お元気で 

 

2019 年 5 月 26 日 順 

 


