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◆巻頭言 161号◆ 

日本人の「語学道」とは？ －大学入試「英語」にオモう 

（冨田 健次 ベトナミスト・クラブ代表） 

   

 大学入学の資格をトう入学試験の必須主要科目のひとつである「英語」のナカミをどうするか、

延々と議論がツヅけられたアゲ句、またもやフリダシにモドってしまった感があります。ペーパ

ーだけではコトバの実力はトえないとイうことで、個別の大学ではテープレコーダーを導入して

ヒヤリング力とやらをトイダしたのはもう 50 年以上のマエのことになるでしょうか？全国入試

でも、入試用のみにモチいられるチイさな機械を民間の会社に開発させて、それを全受験生ひと

りひとりにアテガい、リスニングの問題を課すとイうことがオコナわれてキました。この施行だ

けにハード、ソフトをフクめてオソラくナン億というおカネがツイヤされたモノとオモわれます。

ワタシもズッと試験監督に従事しながら民間の会社に支ハラっているであろう費用の膨大さをオ

モいいつもアタマがクラクラしていました。結局は、公金と受験生のオヤの負担になっているこ

とはマチガいなく、日本の入試制度、特に外国語の実力をトう入試については本当にこれでヨい

のか疑問符がついたままでした。 

 しかし、税金やオヤのおカネをツギコんだといはイえ、その内容については、スクナくともシ

ッカリと国家の英語科目指導要領にソってコントロールされていたであろうことはタシかです。

これでどの程度の効果がアガったのかの検証もなく、いや検証の結果、成果がアガっていなかっ

たとヒソかにミトめたのかもシれませんが、「ヨみ」（reading）、「カき」（writing）、「キき」

（listening）、をトうだけではタりないのではとカンガえ、遂によっつめの能力「ハナし」

（speaking）にテをつけることにしたのでしょう。しかしこの能力は受験生のひとりひとりに英

語でトいかけコタエをキき、サラにトいかけて、ある種の対話をナリタたせることでしかハカる

ことはできません。つまり、対面試験でしかできない相談です。そこでオモイツいたのが、面接

官をイマはやりのロボットにしようとしたのです。パソコンの中のロボットと対話させてそれで

タメしてやろうとイうのです。しかしどうカンガえてもロボットと対話が成立するワケはなく、

受験生がどんなにタダしくウツクしい英語でウケコタえしようともそれをキキトって対応したロ

ボットが感嘆して合格点をつけるなどとイうことはアリエません。結局は、一方的にロボットが

シャベった内容をキキトって応答はパソコンのボタンかナニかでするのがセキのヤマで、マチガ

いのない綺麗な発話による対話をキチンと評価するロボットを開発して全国の受験者ひとりひと

りに対することなどユメのまたユメです。この程度なら従来の listening とアマりカワらず、本

当の speakingの試験とイえるでしょうか？ 

 そこは天下の賢者タチもワカっておられたヨウで、その程度でもイいから、民間ならもうスコ

しウマくやってくれるだろう、費用はイクらでもダすからやってくれ、となったのでしょう。内
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容もコレまでとチガい全部マルナげにするから、延々とキズきアげてキた学習指導要領などカナ

グリステて、スベておマカせします、となったのです。どこの会社、どこの国の団体でもカマい

ません、英語ならどんな内容でもカマいません。そちらの基準で判断して評点だけをください。

それを信じて大学入学試験の語学力のひとつとカンガえることにします。タダし、どの会社の試

験、どの団体の試験をエラぶか、しかもナン回ウけるかなどは受験生のカッテでその費用は基本

的にはオヤに負担してもらいましょう。金銭的地理的条件にアわないヒトはそれは「ミのタケ」

にアわなかったとイうことでアキラめてもらいます。つまり、英語の実力はそれを評価されるマ

エにオヤの金銭的実力で評価されそうになってしまったのです。 

 そもそも、ワタシ達は「英語」という科目をどうミているのでしょうか？本当に「外国語」の

習得とオモっているのでしょうか？外国語の習得とオモっているのであれば、「シャベる」が大前

提。ヨみ、カきはそのツギになるのは当然のハナシです。シャベってナンボが外国語習得。つま

り「語学」はそのナにふさわしく「学問」であってもっぱら「学」の追求です。「実践」などでは

ありません。「語学」を世界で唯一、メとテによる黙読でヤりトげようとする変テコな民族が日本

人なのです。クチは日本人のクチのカタチのまま、「イロハニホヘト」のカタカナでスます。ヒト

に通じようが通じまいが、そんなことはおカマいありません。ひとりよがりの「黙読」が前提で

す。しかし筆談になれば、英米人がオドロくばかりの立派な文章を、文法も完璧に披露すること

になります。その「語学力」は世界に冠たるものがあるとイわれます。 

 英語にカギらず日本人の外国語習得とはスナワち「語学」であって外国語「実践」ではありま

せん。それはいつもワタシがコエを大にしてイう様に、日本人が中国語である漢文を学習しハジ

めてからの伝統そのものなのです。漢文は文語とはイえタシかに外国語であったハズなのに、マ

ルごと日本語にトりこんで、音読訓読トりまぜて国語化してしまう。音読の発音も「イロハニホ

ヘト」の範囲のカタカナ中国語。タりないとオモえば、「ダ」や「パ」のように「イロハ」をスコ

しだけイジってすませる。そして国語にトりコんだのが、「イチ、ニ、サン、シ、ゴ…」のように、

ついに日本人の血肉になってしまい、これがモトは中国語であったことすら完全にワスレてしま

う。漢文が国語の中の一分野であり、決して「外国語」としてトラえることがイマでもないのに

ナンともオモわないのが日本人なのです。 

 二千年にわたる漢文つまり中国語の学習経験、学習方法は、日本人の外国語学習方法にフカく

ネをハっています。漢文を英文にオキカエてミればようくワカります。英文ですら国語の一範疇

化され、アイカワラずカエり点、レ点で日本語化され、やはり音読訓読が適用され、訓読として、

これも外国語であった漢語のクミアワせである「電話」（telephone）や「文化」（culture）「文明」

（civilization）などの熟語をアテて応じていたものが、消化の時間に余裕がなくなると音読省

略の「パソコン」や「デジカメ」の様な変テコな英語のクミアワせで応じ、国語にカタカナが氾

濫する要因とナってしまっているのは周知のトオりです。漢語つまり中国語の導入は国語力の涵
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養にタシかに役ダっていますが、一方カタカナ語は冗長なだけで、国語の空洞化さえ感じさせて

しまいます。 

 とイう具アイに、結局は学習科目の「英語」も決して「シャベる」とイう実践を前程としたも

のではなく、メとテで十分追求できる「学問」としての「語学」であり、日本人の国語力を涵養

する立派な資源となっているのです。 

 日本人にとっては、「語学」とはそのようなものであり、よっぽどのことがないカギり、英語に

カギらずすべての外国語の習得がその方法を基本としています。メとテで文字と文法をオボえ、

発音についてはカタカナをフっておくだけにします。文字でカいたテキストと辞書がなければ語

学学習はそもそもナりタたないとカンガえています。例えば英語の write と light はどちらもラ

イトとヨミをフっておくので、その様にヨミアゲるホカありません。ワカらない、とイわれたら

ビックリするが、クチでオトをツクる努力はマズらないし、やってもデキないのでそのままトオ

します。そのうち、内野ゴロ（grounder）や缶（can）ビールの「ゴロ」や「缶」が英語であった

こともワスれてしまう。チカい将来、カタカナ英語が、和製カタカナ英語もフクめて、漢語を駆

逐して優勢になる時代がやってクるかもしれません。 

 もう一度イいます。日本人にとって「英語」は「漢文」なのです。いや「語学学習」は「漢文

学習」そのものなのです。実践はクチではなくメとテによる筆談で立派にこなせます。イマやＳ

ＮＳの世界。スマホのナカにいるロボットがワタシ達にカワり、クチでシャベってくれる時代に

なっています。「語学」はマスマス、メとテでやれる時代が到来している様です。そこでは入力こ

そがポイントです。ロボットの質、能力はヒにヒにアガってキている様です。発音もとても綺麗

です。ネイティブもカオマけです。 

 そんな時代、ワタシ達「語学屋」に課せられた役ワリは、イマやクチではなくメとテによるス

マホ、パソコンの入力をどうするか受講者にしっかりミにツけさせることになってキました。そ

の言語を、マズはどんな単語をモチいるかからハジめ、文法にノットり、どう簡潔にクミタテる

か？実はその前程として、ワが母語である日本語力がトわれます。あらゆる文法事項にテラして

簡潔でワカりヤスい文章にしてロボットにテワタさなければなりません。両言語とも入力次第で

ロボットのテ（表記）とクチ（発話）の精度に差ができてしまいます。  

 テの段階からクチの段階へウツるのですが、ロボットがネイティブカオマけの発音をしても、

学習者がそれをマネることができなければナンにもなりません。「マナぶ」は「マネぶ」つまり「マ

ネる」が語源とイいます。マネられなければマナんだことになりません。英語は比較的簡単でヨ

いのですが、ベトナム語の様に発音がムズカしいコトバではカタカナベトナム語でマネてもナン

の意味もありません。そこでフタタび、ワタシ達「語学屋」のデ番があるのです。ここで徹底的

にカタカナ発音でなくネイティブ発音をクチをツカってタタきコまれればモハヤ、オニにカナボ

ウの実践者になれるのです。グーグルからの完全な離陸も可能になります。 
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 日本人の「語学」学習はこの方法が一番であることをワタシは最近、再認識しています。とイ

うより、スマホがこれほど発達、普及した現代ではこの方法しかホカにないとオモう様になった

のです。「学習」しかるノチ「実践」。このフタツが併行してできるヒトはそうすればヨい。オオ

カタはこれができません。特に日本人の英語学習は、その先生自体が実践にトボしい人が大半で

すので、「実践」はシバラくオいておいて、「学習」のみに集中する。マズはカタカナ英語でもシ

カタありません。つまり高校までは、漢文学習のヤリカタでしっかりと音読訓読で文法までミに

ツける。会話などの実践は必要なヒト、できるヒトが併行してやればそれでヨし。 

 結論をイえば、大学入試に「シャベる」（speaking）をトう試験は不要とイうことです。「キく」

（listening）すら不要。必要に感じているヒトはツトに実践しているハズで、入試でトわれなく

てもツヅけて学習・実践するハズ。そして日本流のメとテによる語学教育にアきて、トットと遊

学・留学してグローバル社会でクチもモチいて活躍をハジメるハズ。それが無理なヒト、必要を

感じないヒトはイマやスマホがクチのカワりをしてくれるから大丈夫です。 

 こうカンガえると、結局は、ワタシ達の能力をタカめ、発揮させるカギをニギっているのは「母

語力」つまり、日本人なら日本語力になるのではないかとイえるとオモいます。外国語である漢

文で日本語力にミガきをかけ、やはり外国語である英語で日本語力をサラにトぎスませてキたワ

レワレは、そのナマの中国語や英語のチカラではなく、日本語のチカラで世界に対抗してきたこ

とをイマ一度オモいカエさなければならないのではないでしょうか？外国語習得の方法は世界の

ハテに位置する日本でマサに「語学道」としてキワマったのです。それをトオしてワタシ達は母

語である日本語をミガき、十分に教養をミにツけました。それをイかして実践にウツすか、イカ

す要もなく教養のままにしておくかは、社会がキメることではなく、マサに自分自身がキメるこ

となのです。 

 ベトナム語をマナぶベトナミスト諸兄姉は「実践」をマナんでいるのですから、スマホにタヨ

るのは禁物です。アクマデ、ナマのコエを「マネ」んでクチでタタカいましょう。奮闘をおイノ

りします。 

 

べトナミスト・イベント予告 

 

●ベトナミスト・グルメ＆忘年会● 

ベトナム料理で乾杯！ 

日時：12 月 8 日（日）10：00～16：00／場所：ベトナミスト・ホット・フラット 

 

 5 月 1 日令和元年になり、早いもので令和は元年ベトナミスト・クラブ＆忘年会を迎えます。

何か記念の料理をと考えましたが、やはり冬はあたたかいフォーが一番。それに家庭料理の「ベ
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トナムのロールキャベツ」を加えました。ベトナムではロールキャベツにキクラゲやしいたけな

ど歯ごたえのあるものを入れるとのこと。自宅でも簡単に作れる、マイレシピに加えてください。

美味しい御馳走を囲み乾杯！ 

 

メニュー： 

 旬のお魚カルパッチョ（ヌクマムソース添え）(gỏi cá kiểu Tây Ban Nha) 

 南瓜の炒め煮と柚子大根（bí đỏ xào củ cải） 

 ベトナムのロールキャベツ (bắp cải nhồi thịt nấu) 

 鶏肉のフォー (phở gà) 

 お豆のチェー (chè đậu kiểu Việt) 

 

参加費／ベトナミスト・クラブ会員：一般 2,000円（学生・ベトナム人 1,500円）非会員：2,500

円（学生 2,000円） 

申し込み方法：定員（先着 30名様）に限りがありますので FAX、メールにて、11月 30日（土）

必着でお申し込み下さい。勿論、電話などで直接のお申し込みでも結構です。 

また、前日（12月 7日（土）午前 11:00にホット・フラット集合）の材料の準備や買い出しのお

手伝いをしていただける方もあわせて募集中です！ グルメ当日不参加の方でも結構です。簡単な

昼食つきとさせていただきます。よろしくお願いします。 

（本永 圭代） 

 

●べトナミスト・クラブ 拡大理事会＋年次報告会＆テト・パーティー（ベトナムの旧正月を祝

う会）● 

日時：2019年 1月 26日（日）12：00～／拡大理事会＋年次報告会 12：30～テト・パーティー

／場所：ベトナミスト・ホット・フラット 

参加費：会員／一般 2000円（学生、ベトナム人 1000円）、非会員／一般 2500円（学生、ベト

ナム人 1500円） 

 

恒例のクラブ総会（今年より年次報告会と拡大理事会を合同で開催致します）、テト・パーティ

ーをホット・フラットで開催します。めったに会えない仲間と心ゆくまで御歓談ください。 

申し込み方法：定員に限りがありますので、参加希望の方はメールまたは電話、FAXにて 1月 7

日（火）必着でお申し込み下さい。氏名、連絡先、同伴される方の御名前と人数をお忘れなくお

知らせください（※往復ハガキでの御案内はなくなりましたのでご了承下さい)。 

また、前日の 1月 25日(土) 9:30（ホット・フラット集合）の買い物と料理の下ごしらえにも多
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数お集まりください。テト・パーティー当日不参加の方でも結構です。簡単な食事つきです。お

手伝い可能の方はお申し込みの際に「お手伝い可能」とお知らせいただくか直接クラブに御連絡

下さい。 

（ベトナミスト・クラブ事務局） 

 

べトナミスト・ヨガ・アクティビティ ＜各種講座＞ 

 

ベトナミスト・クラブの諸活動は「知り、考え、そして行動する」をモットーに展開して参り

ましたが、特に身体の機能を活性化させる活動については、これを一種の「ヨガ」活動と捉え直

し、連動した活動の一部として下記のような編成に致しております。これらはすべて自らのパフ

ォーマンス能力を高めるための基礎機能の強化であり、是非とも複数の能力の強化に取り組んで

いただければ幸いです。 

＜べトナミスト・ランゲージ・ヨガ：ベトナム／日本語楽（ごがく）、文楽（ぶんがく）、

音楽（おんがく）講座＞ 

言語習得活動も身体機能と頭脳の活性化と把え、一種の「ヨガ」活動として、再構成致します。

ふるって御参加下さい。尚、出張授業、出張講演の御要望にもおこたえ致します。 

 

●ベトナミスト・ランゲージ・コース ＜ベトナム／日本言語・文化講座＞● 

2019年 10月～12月、2020年 1月～3月開講分の講座日程をお知らせ致します。 

※すべてのコースについて、通常の受講生は必ずどれか 1つのコースに登録し、入金して下さい。

そうすればかけもちでどのコースを受けていただいても結構です。とにかく空いている時間にお

いで下さい。受講開始は随時。まずは体験受講においでいただき、それからどのコースを受講す

るかお決めください。学生・院生は半額、ベトナム人受講生は原則、無料（miễn phí）とします。 

☆ 場所：ベトナミスト・ホット・フラット  

☆ 費用：22,000円（1～3月、4～6月、7～9月、10～12月の各期、3ヶ月一括） 

★火曜ビギナーズ・コースⅠ（入門・初級コース） 冨田 健次講師★                       

毎週火曜日／18時 45分～20時 15分、90分、全 10回 

10月 1・8・15・29日／11月 12・19・26日／12月 3・10・17※日（全 10回） 

※10月 22日からの振替分（祝日につき）。御注意下さい。 

1月 7・14・21・28日／2月 4・18・25日／3月 10・17・24日（全 10回） 

※アフタースクール（20時 15分～21時 15分）場所：クラブ・ホット・フラット 

 

★土曜ウィークエンド・スペシャルコース 冨田 健次講師★  
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（ブラッシュアップ・コース [中・上級コース] 毎週土曜日／16 時 00 分～17時 30 分、90分、全 10 回 

（土曜ビギナーズ・コースⅡ [初・中級コース] 毎週土曜日／17 時 40 分～19時 10 分、90分、全 10 回 

10月 5・12・19・26日／11月 2・9・16・30日／12月 7・14日（全 10回） 

1月 11・18日／2月 1・8・15・22※・29日／3月 7・14・21・28日（全 11回） 

※10月 12日からの振替分（台風による中止につき）。御注意下さい。 

※アフタースクール（19時 30分～20時 30分）場所：大阪駅前第１ビル地下 2階「福寿」

（TEL06-6341-1138）。 

 

★水曜エキスパート・コース［上・超級コース］「南部弁で学ぶビジネスベトナム語会話」レ・ゴ

ック・トゥイ・ウエン講師★ 

毎週水曜日／19時 00分～20時 30分、90分、全 10回 

10月 2・9・16・23・30日／11月 6・13・20・27日／12月 4・11・18日（全 12回） 

※10月から 12月分の授業 2回分は、7月から 9月分の授業 2回分の振替え分となります。 

※ウエン講師アメリカ移住の計画があり、1月からの授業は暫く休止といたします。御迷惑をお

かけします。 

銀行口座： 三菱東京 UFJ銀行 天満支店  普通預金 0112390 シャ）ベトナミスト・クラブ 

◎その他、下記の市民講座に冨田健次講師とレ・ゴック・トゥイ・ウエン講師が出講しています。 

●堺市民ベトナム語塾（レ・ゴック・トゥイ・ウエン講師と隔週交替） 

（毎週金曜日／18：30～20：00 ：於 堺市立国際交流プラザ 南口ビル 6階、担当中原 

携帯:090-7753-9291、e-mail:spike03.06.15@docomo.ne.jp） 

→アフタースクール（20：00～21：00）堺東商店街「八風亭」 

●八尾流（ベトナム語）交流会（冨田健次講師） 

（毎週木曜日／18：30～20：00 ：於 八尾市生涯学習センター小研修室 [近鉄八尾駅徒歩

約 15分] 、担当山中（080-1503-4153、e-mail:giaoluuyaoryu@gmail.com） 

→アフタースクール（20：30～22：00）ベトナムレストラン「Lotus Boutique」

e-mail:lotusboutique.jp@gmail.com 

●ベトナミスト・ランゲージ・アクション ＜通訳・翻訳サービス＞● 

ベトナムと日本に関わる、あらゆる分野での翻訳・通訳のサービスを提供致します。 

翻訳・通訳の料金は以下の通りです。あくまでも目安ですのでご相談ください。 

＜翻訳料＞ 

言語は日本語からベトナム語へまたはベトナム語から日本語への翻訳。A4サイズ 1枚あたり 

（日本語で 1000字相当） 

商用文の翻訳：10,000円 
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契約書、申請書の翻訳：15,000円 

＜通訳料＞ 

セミナー通訳・ビジネス通訳（派遣） 

半日（～4時間まで）：30,000円 

1日（～8時間まで）：50,000円 

※事前打ち合わせ時間を含みます。通訳者が学生・院生の場合は相談に応じます。 

※交通費は別途（実費）。詳細はクラブ事務局までお問い合わせください。 

 

●べトナミスト・ヘルス・ヨガ ＜美容・健康講座＞● 時間が変更になりました！ 

心と体を整えるインド古来のトラディショナル・ヨガ。呼吸を中心とした緩めのヨガですから年

齢・性別・体の柔軟性など気にされずご参加下さい。心身の癒しとリラックス、美容・健康の維

持にヨガを始めてみませんか。 

講師：KAZUYO氏（トラディショナル・ヨガ インストラクター） 

◎ベトナミスト・クラブ教室 

日時：毎月第２･第４火曜日の午前 11：00～12：30 

メニュー：呼吸・関節の運動・アーサナ（ポーズ）・アーユルヴェーダマッサージ・瞑想 

ヨガの前後にハーブティサービスをしています。 

※体調に合わせたセラピーヨガのメニュー作りをさせていただきます。 

受講料：1回 1,300円（学生・ベトナム人 1000円）、6回チケット 5,000円（チケットの場合は別

途、教室使用料として 1回のレッスンにつき 300円をいただきます） 

※当日は動きやすい服装とバスタオル（ヨガマット代わり）・タオル・水を御用意ください。 

食事は、ヨガの２時間前から控えることをおすすめします。 

随時無料体験レッスン受付中。 

◎宝持会総合健康づくりセンターSports Culture HOLLY EIWA 

場所：JR・近鉄の河内永和駅より徒歩 3分 

日時：毎月第１･第３土曜日 

詳細は 06－6722－6516の事務局まで 

お問合せはトラディショナル・ヨガ インストラクター KAZUYO（本永）迄 

携帯：080－4565－8016（SMSでのメールも可）e-mail: kadota.kazu@cocoa.plala.or.jp 

 

●べトナミスト・背骨コンディショニング● 時間が変更になりました！ 

背骨コンディショニングとは、「背骨の歪みを整え不調を改善する運動プログラム」です。肩こり、

腰痛、膝の痛み内臓の不調など原因のはっきりしない様々な症状を取り除くため、①ゆるめる②
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矯正する③筋トレの３要素を組み合わせた体操をしていきます。 

場所：ベトナミストクラブ・ホット・フラット 

日時：A  水曜日の午後 1:30～3:00（不定期ですが連絡をいただいた方には事前に連絡） 

   B  毎月第２・第４土曜日の午後 1：00～2：30 

費用：各回 1500円 

問合せ・詳細は本永 またはクラブ事務局まで 

携帯：080－4565－8016（SMSでのメール可）、e-mail:kadota.kazu@cocoa.plala.or.jp 

 

●ベトナミスト・アート・ヨガ  ＜美術・芸術講座＞● 

◎日本画教室（講師：白潤会メンバー）＋日本書道教室（講師：西島政夫）◎ 

（※書道教室は休止中） 

白潤会のベテラン画家と書道家が、日本画および日本書道に親しむ方法をやさしく教えて

くださいます。ベトナム人の参加もお待ちしております！ 

日時：第１・第３土曜日の 11：00～15:00（原則。変更あり） 

場所：ベトナミスト・ホット・フラット 

費用：各回 1500円（学生・ベトナム人 1000円）、道具一式 1000円（初回のみ） 

 

（ベトナミスト・クラブ事務局） 

 

べトナミスト・イベント報告 

 

●日越ひまわりチャリティーコンサート～日本とベトナムの歌で贈る‟ひまわり”の心～ 

（べトナミスト・シンポに代えて）●  

出演者：2人の隻腕ギタリスト Vinhひまわり学園園長＆橋本道範＋南米音楽フォルクローレグ

ループ・エスペレウンポコ[Espere Un Poco] 

日時：11月 10日（日）14：00～17：00（13：30開場）／場所：さをり会館（住所：大阪市都島

区中野町 5-13-6 [JR環状線桜ノ宮西口より徒歩 10分]、TEL：06-6921-7811） 

参加費：無料 ― チャリティーに御協力ください 

 

今年で第 3回を迎える NPO法人ひまわり主催の『日越ひまわりチャリティーコンサート』が 11

月 10日（日）に大阪都島の SAORI会館で開催されました。 

 ご存じの方も多いと思いますが、隻腕のギタリストでひまわりセンター長のグエン・テ・ビン

氏は、ご自分が幼い時から大変苦労をされ、その分、今度は次の時代を担ってくれる学生たちを
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応援したいという想いで NPO法人ひまわりを立ち上げられました。このひまわりセンターを卒業

した学生たちは、来日して大学に留学したり、働いたりしてビン先生の献身的な想いを未来へと

引き継いで日本の各地で活躍されています。 

 その卒業生たちが中心になり今回、チャリティーコンサートが行われました。まず、冨田先生

の開演のご挨拶で始まり、エスペレ ウン ポコの皆さん方の南米ペルーの伝承音楽、そして橋

本道範さん、高柳卓也さんお二人のギター演奏。またベトナム語で歌を熱唱して下さった加藤真

弓さん。さらに、ベトナム人歌手のハイ・チュウさんの優しく語りかけるような歌の数々。そし

て本日のメインゲストのビン先生はチン・コン・ソンのジエムスア（美しい昔）のギター演奏を

され、満員の会場内の方々ともども陶然たる面持ちで聴かせて頂きました。 

 また、演奏の間には、ひまわりセンターを卒業して現在日本で活躍している留学生や日本の企

業に勤めている若者たちの話も聞く事ができました。異国での生活はやはり大変だと思いますが、 

みんなで力を合わせて頑張り、何とかビン先生の意思を継ごうとする気迫がひしひしと伝わって

きました。 

コンサート後の懇親会では、駆けつけて頂いた方々にベトナム料理を食べてもらおうと、セン

ターの卒業生たち全員が何日も前から準備をして振舞ってくれました。手作りのベトナム料理は

どれも美味しく、和やかな交流の場になりました。 

 この日を迎えるまでに多くの方々が早くから準備に参加して下さり、ビン先生のお人柄通りの

本当に心のこもった温かい雰囲気の素晴らしいチャリティーコンサートでした。 

また、立派なコンサートホール‶SAORI会館″の使用手配にご尽力を頂きましたベトナミスト・

クラブの会員の持田様、そして会館のスタッフの皆様にも大変お世話になりました。この場を借

りて感謝申し上げます。このコンサートが今後も引き続き日本とベトナムの架け橋になり、交流

が益々深まることを心から願っております。 

次回のコンサートもぜひ、楽しみにしています。      

（中嶋 弘子） 

 

べトナミスト・ジョブ＆レジデンス情報 

 

 ベトナム人、日本人を問わず、職場雇用、住宅提供の用意がある方、もしくはそれを求めてお

られる方は、社会人、学生を問わずこのコーナーに情報をお寄せください。代表の冨田が責任を

持って仲介させていただきます。日本人、ベトナム人を問わず、若者が安心して勉学に励むには

どうしても安心して働ける仕事、アルバイトと、下宿生は住居が必要です。ベトナム関連の仕事、

アルバイトも大いに役に立ちます。ベトナム人と日本人が共に住める下宿なども理想です。家庭

教師などの仲介もしたいと思います。とにかく、両者ともこのコーナーを掲示板として利用し、
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生きていく上での最良のパートナーをお探しください。 

① 働いてくれる方を求めます（日本人、ベトナム人、アルバイトも含む）： 

ハノイもしくはホーチミン市での正規の、もしくはボランティアでの日本語教員が求められ

ています。長期、短期に限らず可能性のある方はお申し出ください。 

緊急！ ★Phở Việt （都島）アルバイト店員急募！★ 

Bính＆Thủy のベトナム料理店がアルバイト店員を募っています。国籍を問わず、実働時

間も相談に応じます。勿論、ベトナム料理のまかない付き。 

連絡は、Bính (090-9164-8752)、Thủy (090-4495-7491) まで。 

 

② 働く場所を求めます（日本人、ベトナム人、学生も含み利用可）： 

③ 住んでくれる方を求めます（日本人、ベトナム人、学生を含む）： 

緊急！ ★「ベトナムの家」（仮称）開設★ 

このたび会員の青海加代子さんより下記のような朗報が入りました。夫君は阪大歯学科の 

先生ですが、この度北海道大学へ栄転され、実家の部屋が暫く空くので、ベトナム人女子学生、

日本人ベトナム語学科の女子学生合計 3 人にルームシェアをして欲しいとの申し出がありました。

6帖 3部屋と 11.5帖のリビングでキッチン、風呂、トイレは共用です。阪急岡町駅徒歩 3分で阪

大までなら自転車通学も可能です。エアコン、インターネット完備で水道・光熱費こみで月 38,000

円は格安でしょう。敷金・礼金は不要ですが、保険には入ってもらうことになると思います。理

想はベトナム人 1人に日本人 2人ですが、今は理想は追求できません。問い合わせは北海道の青

海加代子（kayo246tsuchi@gmail.com）か冨田（nguyenvantom1024@docomo.ne.jp）まで。 

 

④ 住む場所を求めます（日本人、ベトナム人、学生も含み利用可）： 

⑤ 家庭教師（個人教授）を求めます（小・中・高生のあらゆる科目）： 

⑥ 家庭教師（個人教授）に応じます（小・中・高生のあらゆる科目）：大阪大学ベトナム語学

科の全学生 

※ベトナミスト・ホット・フラットのあき時間を有効に使ってください。会議、研究会、発表会、展

示会 etc…使用料は下記のようにさせていただきたいと思います。申し込みは会員に限ります。1 時

間あたり 1,500 円。なお、クラブ行事等のため、使用できない場合もありますので御了承下さい。

また、お申し込みは事務局まで。事務局で簡単な書式を作りましたので、それにご記入の上、お申込 

みください。   
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ベトナミスト・ニュースレター 

 

皆さんから寄せられたお便りを紹介します。「ベトナムに行きました」「こんな面白い本を読み

ました」「こんな面白い映画を観ました」「こんな面白いことを企画しました」「こんな情報を得ま

した」などなど、何でも結構ですので、気軽に事務局までお寄せ下さい。記事は数行程度の短い

ものでもメールによるお便りでも構いません。長い場合は、紙面の関係で編集させて頂く場合が

あります。 

 

●大阪大学外国語学部語劇祭―ベトナム語劇「水上の神殿」● 

日時：11月 26日（日）11:10～11：50 

場所：大阪大学箕面キャンパスＡ棟 416教室 

 

 長年、続けてきたベトナム語劇「水上の神殿」も今年が最後になりました。最後こそ、打ち上

げの「ブンチャー大会」で盛り上げなければならなかったのですが、諸事情のために「有終の美」

は飾れませんでした。ブンチャーの「舌」で来てくれた卒業生諸兄姉には申し訳ありませんでし

た。しかし、ベトナム語劇は永遠に続くと信じます。この日が「終わり」の「始まり」。これか

らも応援よろしくお願いします。これまで協力、応援をして下さった皆々様にはこの場を借りて

深く御礼申し上げます。 

（冨田 健次） 

 

台風・豪雨の災害ゴミの山と化した東日本を美しい姿に再生、へ向けて！ 

 

 令和元年 9月 9日には台風 15号が千葉県を直撃、10月 12日には台風 19号が東日本、北日本

の広範囲にわたって甚大な被害をもたらし、10月 25日には台風 21号と南岸低気圧が千葉県を中

心に甚大な被害をもたらしました。（中略） 

 一人の日本人として、ありのままに目に写った自然の猛威、被災者の姿、そうした中で、自分

には何ができ、人を助け、復興に向けた活動をしたいと思い、ほんの一部の活動ではございます

が、現状を知っていただきたいと思い、ペンを取りました。（中略） 

 小生のボランティア活動は以下の通りでした。いずれも力仕事でした。 

（１） 民家の庭や農地に堆積した氾濫した川からの泥をスコップで土のう袋に詰めて搬出する。 

（２） 上記の土のう袋を持ってハシゴの途中まで登り、屋根の上でブルーシートの作業をしてお

られる職人さんに渡す。職人さんとの連携作業です。 

（３） 倒壊した木材建家屋の木材とトタンをバールを使ってクギを抜き、大きな木材は、チェー
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ンソー（電動のこぎり）を使用できる職人さんが裁断してくださり、小生は普通のノコギ

リでの使用と運搬。 

（４） 倒壊した庭の木の除去（作業内容は（３）と同じ） 

（５） 壊れた「いちご」のビニールハウスの片付け（千葉県、館山市）。（収穫が終わっていた

のが不幸中の幸い）水分を含んだビニールハウスはとても重いです。早く復旧し、来年に

は再び美味しい「いちご」が育つ事を心から祈るのみです。 

（６） 浸水してしまった家の中の家財・日用品を撤去して、軽トラックに載せて集積場に運ぶ。 

これは最も心の痛む作業でした。特に最も気の毒であったのは、福島県いわき市でした。

被災された方々には。大変失礼な表現で本当に申し訳ございませんが、家の中は全て泥だ

らけ。浸水してしまった布団・衣類・段ボール等は悪臭・カビがひどく、衛生状態が悪く、

搬出する我々ボランティアにとりましても重労働でした。（中略） 

（７） 浸水した畳の搬出 

民家の２階の畳２０畳を小生を含む男５名で下まで降ろして軽トラックに積んで、仮の集

積場に降ろす。湿った畳は非常に重いです。 

（８） 仮の集積場として児童公園に山積みされた被災ゴミを、「可燃」「不燃」に分別し、不燃 

ゴミを集めて軽トラックに載せ、可燃ゴミは清掃車へ。市の職員との連携作業です。被災

ゴミで汚染された児童公園が、消毒によって完全に子供達に安全な公園として復旧できる

のか？ 子供たちの健康を第一に考えると心配です。 

 

以上、小生が活動して参りました内容を書きましたが、ボランティアは、一人で行うのではな

く、最低でも２名以上、基本的にはグループ単位でリーダーを決めて行うものです。小生が強く

感じました事は、ボランティアはたとえ二人であっても、１＋１＝２ではない、１＋１が、３に

も５にも１０にもなり得る。１０人いれば、１×１０＝１０ではない、１×１０が２０にもなれ

ば、５０にもなれば１００にもなり得るのです。一人ぽっち、つまり１＋０はいつまでたっても

１のままなのです。しかし、一人一人が「人を助けたい、世の中の役に立ちたい」との思いで集

まれば、大きな力になるのです。小生かて、一人では何もできない。しかし、二人、そして多く

の人が集まれば大きな力となって人の役に立てる、という事を痛感しました。（中略） 

長野盆地の「りんご」は本当に無残でした。本来、千曲川の悠久な流れのもと、秋には赤いり

んごの実が覆い尽くす美しい大地です。また、茨城県で決壊した久慈川も上流には「袋田の滝」 

という名瀑があり、秋の紅葉は絶景の美しさですが、今年はそれどころではありません。更に小

生は行った事はありませんが、福島県いわき市で決壊した夏井川や好間川の上流も本来ならば秋

は美しい紅葉のようです。 

被災された方々のご健康に早い復興、被災してしまった大地が元通りの美しい姿に戻ることを
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心から祈り、ペンを下ろします。 

（南波 聡太） 

 

路地裏から見た「ベトナムは今」・その１７ 

 

第１７回 就労先として魅力的なのは、日本か韓国か？ 

  

就労目的でイギリスを目指したと思われるベトナム人３９人がなくなった痛ましい事件は、ベ

トナミスト諸兄諸姉にとって記憶に新しいことでしょう。ここ数年、ベトナム産業界で注目を集

めているキーワードの１つが「海外に働きに行く」です。それと共に、いろいろな問題も発生し

ています。我が国においても、不当な環境下で働かされている人や、職場から脱走した人など、

ベトナム人労働者に関する悪いニュースが頻繁に報道されています。そこで今回は、ベトナム人

の労働力輸出について考えてみたいと思います。 

  

●日本が受け入れたベトナム人労働者の数は９年で１２倍増 

まずは、その歴史を簡単に振り返ってみましょう。ベトナム人労働者の主な受け入れ先は、現

在、日本と台湾が２大勢力です。台湾が受け入れを開始したのは、今から２０年前の１９９９年。

次いで門戸を開いたのはマレーシアで、２００２年のことでした。２０００年代前半は、この２

か国が国外で働くベトナム人労働者の受け入れ数の７割を占めていたそうです。その後、韓国が

２００５年にベトナム人労働者の受け入れを本格的に開始しました。 

それらの国々に比べると、日本はやや後発です。２０１０年に日本が受け入れたベトナム人労

働者の数は約５０００人。台湾、マレーシア、韓国に次ぐ第４位でした。しかしその後、日本は

急激な増加を見せ、２０１８年には、ついに日本が台湾を追い抜きトップになりました。日本が

６万８７３７人、２位の台湾が６万０３６９人で、この２か国で９割を占めます。３位の韓国が

６５３８人、４位のサウジアラビアは１９２０人ですから、いかにこの２か国が突出しているか

が分かります。 

  

●就労先として韓国の人気が高まりつつある理由は 

しかし日本の評判がいいとは言い切れません。対照的に良い評判をよく耳にするのが韓国です。 

受け入れ人数２位の台湾は、ビザの取得が簡単で、１０年以上働ける点が魅力です。難点は給料

が約７００ドル〜８００ドルとやや低いこと。ベトナムのネット新聞『VnExpress』によると、韓

国の給与水準は日本とほぼ同等で、１０００ドル〜１２００ドルだそうです。これは最近、韓国

の物価が上昇しており、日本に近づいているという理由もありますが、「韓国は国籍による賃金
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差別ができない仕組みがあるんですよ」と、ある日本人コンサルタントさんが教えてくれました。 

「韓国では、外国人を雇いたい場合にも、まず韓国人を対象に募集を行う必要があるんです。応

募する韓国人がいなかった際に外国人を雇用する、という手順を踏みます。その際には、韓国人

を募集する際に提示したのと同じ条件で雇用しなければなりません」  

ベトナムでも以前は同じシステムがあったので「なるほどな」と思います。ただベトナムでは、

私が仕事を始めた２００２年には、形骸化していました。私の会社の主力業務は日本語フリーペ

ーパーの制作だったので日本人が必要です。求人は日本の人材紹介サービスを利用していました。

そこで日本人の採用が決まっていても、正式に雇用契約を結ぶ際には「ベトナム語の媒体に求人

広告を出した」という証拠が必須です。『Tuoi Tre』などの新聞に求人広告を載せ、そこの切り

抜きを証拠として提出していました。 

韓国でも、前述した仕組みが１００％機能しているかどうかは、分かりません。しかし『国籍

に関係なく、仕事内容が同じなら給料も同じ』という原則を掲げているのだとすれば、ベトナム

の人にとっては魅力的に写ることでしょう。 

さらに韓国の魅力として挙げられるのが「転職が可能」という点です。せっかく採用したベト

ナム人に辞められては困りますから、企業側も労働環境の整備にも力を入れざるを得ません。他

にも韓国は、外国人労働者の受け入れに関して、様々な工夫をしています。 

  

●ベトナムには日本人の１０倍の韓国人が住んでいる 

こういうことを日本企業の人に話すと「ベトナム人は親日国だから、少々条件が悪くても日本

に来てくれる」と強気なのですが、そうでしょうか。アニメなどを通して日本に親近感を抱きな

がら育ったのは３０代以上の人です。今の K-POPや韓国ドラマの洗礼を受けて育った１０〜２０

代の人たちは、日本よりも韓国への憧れを強く持っていると言えます。 

娘の通う英語学校で先生が「好きな外国はどこか」と尋ねたところ、約７割が韓国をあげまし

た。生徒は１３歳前後のベトナム人。「日本の料理やマンガは好きだけど、国としては韓国のほ

うに親近感を持つ」という子供もいたそうです。また私の知人のベトナム人でも、「今までは日

本語学校に通っていたけど、そこを止めて韓国語を勉強し始めた」という人が何人かいます。 

そもそもベトナムにおける韓国企業の存在感は、日本企業のそれをはるかに上回っています。

にも関わらず、 

「近年、ベトナムでは韓国企業の追い上げが激しくなっているので、日本企業も頑張らねばなら

ない」 

というような発言をされる日本企業の方が多いのには驚きます。 

２０１９年の統計で進出企業数を比較すると、日本企業が約２０００社なのに対し、韓国企業

は約８０００社と約４倍。在住者の人口で比較すると、日本人が約１万７０００人なのに対し、
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韓国人は約１６万人と１０倍近い差があります。「追い上げが激しい」どころの話ではなく、日

本は韓国に大きく水をあけられているのです。 

  

●ベトナムの親日が続くかどうかの分岐点 

近年、日本に働きに行った人が多いということは、契約期間を終えてベトナムに帰国した人も

たくさんいます。大の日本ファンなった人もたくさんいますが、逆に日本に失望して帰国する人

の数も少なくありません。 

これまでベトナムでは、日本人であるというだけで、一目置かれるのが普通でした。しかし最

近は、日本人に対する風当たりがきつくなっているのを感じます。ベトナム在住日本人と会うと、

「日本人だというだけで、石を投げられる時代が来るかもね」という話が、半分冗談・半分本気

で出て来るほどです。ベトナムが親日国であり続けてくれるのか、それとも嫌日国になるのか、

その分岐点に立たされていると言えるでしょう。 

自社の利益のためにベトナムの人を不当な環境で働かせているという状況が今後も続くと、そ

れが例えごく一部の会社に限った話であっても、日越関係そのものの悪化を招きかねません。ベ

トナムで、日本への「出稼ぎブーム」が年々高まっている現在、日本はベトナムと今まで以上の

誠意をもって付き合うことが求められていると思います。 

（中安昭人／ホーチミン市在住） 

 

ベトナム留学報告書・その１５ 

 

１５－交通  

 

ベトナムを訪れた人がまず驚くのは、そのバイクの多さだと思います。朝と夕方のピーク時には、まる

で川のようにバイクが道路を流れています。ベトナム人の４人に３人はバイクを所有し、バイクは市民の

足として仕事に行ったり学校に行ったり、物を運んだり、タクシー代わりにも使われています。   

常にバイクと共に生活をしているベトナム人は、驚いたことに、あまり歩かないということを知りました。

歩くことが好きな私は、留学する前、たくさん歩こうと思っていました。ですが、道は舗装がうまくできてな

かったり、穴が空いていたり、タイルが凸凹に貼られていたりと、気を付けなければならないところがたく

さんあります。それに、渋滞のときには先を急ぐバイクがどんどんと歩道に乗り上げてきます。歩いてい

て段差で軽く足首を捻挫をしたことも数回ありますし、サンダルで学校に行くとバス停から降りた途端、踵

に釘が刺さり、足底が血まみれになったこともありました。短期でベトナムを訪れていた時、道を歩く時は

いつも、友だちが手をひいて守っていてくれていたか、バイクの後ろに乗せてもらっていたので、この歩く

危なさにほとんど気づきませんでした。観光地は別として、ベトナムでは歩く場所を選ばなければなりま
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せん。ベトナムには街の中でも、公園や緑が多くあり、ウォーキングや、エアロビクス、社交ダンスなど、

若い人からお年寄りまで、たくさんの人で賑わっていて、憩いの場所となっています。 

ハノイとホーチミン、どちらの市でもバスの路線はとても充実しています。利用者の多くは学生や高齢

者、若い女性です。１回の乗車料金は、だいたい 7,000 ドン＝約 40 円です。バスは、待っていてもなかな

か来ないこともありますし、満員の時にはバス停に止まらず行ってしまいます。渋滞や 天候などにより、

運転手は自由にルートを変えて走ります。まだ市内の道をよくわかっていない頃は、バスがどこへ行って

しまうのか、どこで降りればいいのか分からずいつもドキドキしていました。 バスに乗るとベトナム人の

生活をより肌で感じることができます。バスには大抵、運転手と車掌の ２人が乗っています。車掌は、

乗ってきた人からバス料金を集めてチケットを渡し、客に奥につめて座るよう指示したりします。車掌の

素早い動きや、すぐに年上の人に席を譲るベトナムの人たちには、いつも感心します。バスの運転は基

本的に荒いです。まだ乗りきっていないのにバスが動き出して、１メートル以上バスの中で飛んだことも

あります。一番驚いたことは、ベトナム人は車に乗り慣れていない人が多いからなのか車に酔う人の率

が非常に高いことでした。車掌に何か袋はないかと求める人や、うずくまる人、気分を悪くしている人をよ

く見かけました。車酔い対策に切ったリンゴやちぎったフランスパンを鼻の辺りに持って行って、匂いを嗅

いでいる人もいました。現地のニュースなどによると、バス路線の案内が分かりにくいことやバスが遅れ

るということなどで、利用者が減少気味だという指摘があります。車両はどんどんと新しいものが増えて

いっているので、ハード面は充実していきつつありますが、これからは、サービスなどのソフト面の充実

が、ベトナム交通の課題の１つかもしれません。（次号に続く） 

（山中 昌子） 

 

事務局からのお知らせ 

 

ありがとう・お願いしますコーナー 

 

●ベトナミスト・クラブ各種事業支援基金● 

（一般社団法人ベトナミスト・クラブが独自に展開する各種事業・プロジェクトを応援してい

ただくために設ける基金です） 

2019年 12月 1日現在 32,000円 

（この基金のみは直ちにクラブ会計に計上し、活用させていただきます） 

 

●ベトナミスト救援基金● 

（ベトナム及びベトナム人にかかわるあらゆる困難克服を支援します） 

2019年 12月 1日現在 530,208円 
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●村瀬裕・エスポアール基金● 

（ベトナムを中心とした国際ボランティアに従事する日本人青少年を支援します） 

2019年 12月 1日現在 5,775円 

 

●ドン・ドン基金● 

（ドン余ってませんか？ ベトナムの孤児や障害者支援に活用します） 

2019年 12月 1日現在 7,281円（円に換算して）＋604.000ドン 

 

●小森経久バトンタッチ奨学基金● 

（日本で学ぶベトナム人留学生・技能実習生等を支援します） 

2019年 12月 1日現在 140,000円 

 

●I.O.G.にっこりベトナム支援基金● 

（日本国内、ベトナム本国のベトナム人子弟を応援します） 

I.O.G.にっこり電器グループからの寄付によるものです。 

2019年 12月 1日現在 172,000円 

 

●中嶋真次郎 18基金● 

（国際ボランティアを目指す日本人中高生を支援します） 

18歳の若さで亡くなられた中嶋昇・弘子御夫妻の次男、故真次郎君の夢を継いでくれる若者を

支援するために著書『おばさんベトナム留学記』（春風社）の印税の一部を寄付していただき基金

としました。大切に使わせていただきます。 

2019年 12月 1日現在 49,312円 

 

※以上すべての基金を以下の口座一本に統合しました。寄付をお寄せになる方は必ず基金名をご

明記いただきますようお願い申し上げます。 

※救援基金の振込先が以下のとおり変更しました。御注意下さい。 

☆ 銀行口座： 大阪厚生信用金庫 南森町支店 番号 0032151 シャ）ベトナミスト・クラブ ☆ 

 

みなさまのあたたかいご支援をお待ち申し上げております。 

※尚、上記の基金のいずれかを御利用になりたい方は、お申し出ください。審査、検討させてい

ただいた上で拠出させていただきます。 
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あなたもベトナミスト・クラブに参加しませんか？ 

 

ベトナミスト・クラブは、専門家、一般人、日本人、ベトナム人などの区別なく、ベトナムに

「関係・関心のある人々」が集まって、大阪を中心に「顔の見える」活動をしているクラブです。

現在、会員約１００名で、ベトナム語講座やベトナムに関するシンポジウムや歴史探訪、ベトナ

ム料理を作って食べる会、その他ベトナムについてのさまざまなことを企画しています。「知り、

考え、そして行動する！」をモットーに「学び合い」「交わり合い」そして「助け合い」を実践す

る会です。気軽にご参加ください。 

※正会員へ切り替えのお願い：一般社団法人としての再出発以来、財政的危機に直面してお

ります。賛助会員から正会員への切り替えによってなお一層の御支援を賜れば幸いです。ど

うかよろしくお願い申し上げます。 

☆正会員／入会金 20,000円、年会費一口 20,000円以上 

☆賛助会員／   

☆個人会員／入会金 2,000円、年会費一口 7,000円以上 

     ただし、学生は年会費一口 3,000円以上とする。  

☆法人会員／入会金 10,000円、年会費一口 50,000円以上 

☆銀行口座 三菱東京 UFJ銀行 天満支店  普通預金 0112390 シャ）ベトナミスト・クラブ 

                                               

●ベトナミスト・クラブ事務局● 

お問い合わせ、入会のお申し込みは、ファックスまたはメールで下記まで。 

また、会の活動や企画については随時下記ホームページで公開していますのでどうぞ御覧下さい。 

◎会員の方は住所やメール等連絡先の変更があった場合は、必ず事務局までお知らせください◎ 

◎又、モンナムなど情報が届かない方がいらっしゃいましたら、必ず事務局迄お知らせ下さい◎ 

〒530-0041 大阪市北区天神橋 3－1－39 タニムラビル 2階 200号室 

         ベトナミスト・ホット・フラット（クラブ事務局）  

TEL/FAX：06-6358-6340 E-mail: vnstclub@seagreen.ocn.ne.jp 

Home Page: http://vnstclub.com リニューアルしました。是非のぞいてみて下さい。 

※2013年 11月より新メールアドレスに変わりました。登録変更をお願いします。 

※直接おいでになる時は、正面右側（四つ角側）ではなく、左側の入り口から２階へお越しく

ださい。 地下鉄谷町線・堺筋線 南森町駅下車３分、JR東西線 大阪天満宮駅下車３分、JR環状

線 天満駅下車 12分、地下鉄堺筋線 扇町駅下車 10分、同天神橋筋六丁目（天六）下車 20分。天

神橋筋商店街の一つ東の筋となります。 


