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第 21回 日本語スピーチコ

開会のご挨拶

ンテス ト

駐ハンガリー特命全権大使

山本 忠通 様

おはようございます。日本大使の山本です。

今年も大勢の皆様にお集まり頂き、第21回 日本語スピ

ーチコンテス トが本国ここに開催されることを大変嬉

しく思います。

さて、私がハンガリーに着任してから 1年半がたとう

としていますが、 ハンガリーの方々とお話するたびに、皆さんが日本語や日本文化

に対 して強い関心を持つていることに大変嬉 しい驚きを感 じます。また、ブダペス ト

だけではなく地方を含めた全国の大学や高校において日本語が盛んに学ばれている

ことを嬉 しく、かつ、頼もしく思います。

この日本語スピーチコンテス トは、そうした日本語を勉強 している方々にとって、

1年に 1度、日頃の学習の成果を発表する晴れの舞台です。昨年、私が初めて出席 し

た時には、参加者のスピーチの レベルの高さに非常に驚かされました。

審査員の方々は、あまりのレベルの高さに毎年順位付けに大変苦労されているかと

思いますが、このコンテス トで過去に優秀な成績を収めた方が、その後、日本政府の

国費留学生として日本に旅立った り、或いは、大使館の職員として私たちの同僚にな

つた りすることもあります。

このように、このコンテス トを通 じて将来有望な若い人材が日本とハンガリーの架

け橋 として育つていることを大変嬉 しく思つています。本日出場される方々にも将来

いろいろな場面で再度お会いできることを楽 しみにしております。

今回、第 21回 を迎えるこの日本語スピーチコンテス トは、ハンガリーにおける日

本関連の伝統行事の 1つ となつています。このように盛大にコンテス トを開催できる

のも、在ハンガリー日本商工会、国際交流基金、また、日本航空、ジェイティー ビー、

トラベル ロエア・プラス ロハンガリー、インターディーン、シュディ ロアン ドロカン

パニー、奥山のす し、どれみふあ屋といつた多くの企業のご支援のおかげであり、こ

の場を借 りて深 く感謝申し上げます。

最後になりましたが、今回のコンテス トの開催のためにご尽力くださいましたハン

ガリー日本語教師会の皆様、本国の運営をサポー トしてくださっている仏門大学の学

生ボランティアの方々、会場を提供 してくださつたデアーク広場ルター派高校の関係

者の方々に心より感謝申し上げます。また、引率の先生方の熱心なご指導に対 しても、

この場を借 りて、改めて敬意を表 します。本国参加される皆様が日頃の学習の成果を

最大限に発揮されることを願い、私の挨拶とさせていただきます。
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高校生の部

ひとつのかばん

グッ トリ・ ノー ラ

みなさんの かばんには どのくらい ものが はいりますか。じぶんの ものは いく

つの はこに はいりますか。きょうは わたしが なつやすみに たいけんして かん

がえたことを おはなししたいとおもいます。

4年前 友だちと ハンガリーの チォバーンカにある 「子どもの家」に 行きまし

た。ここに せいフランシスコ かい の いえが あります。ここで たくさんの こど

もと 会いました。その 子どもたちの おやには お金と しごとが ありませんから、

「子どもの家Jに すんでいます。 この 家を つくつたのは ボイテ・ チャバ とい

う人 です。かれは フランシスコかい の しんぷで、いまは五百にんの 子どもの お

とうさんです。

2年前の なつやすみに トランシルバニアの サルヘグ に行きました。ここにも

おやに おかねが ない こどもたちが すんでいます。 ブダペス トから サルヘグま

で 十二時かん かかります。ここに 四十にん の 子ども と 四 にん の 先生

が います。わたしは そこで 二しゅうかん ボランティアをしました。ここは とて

も よかつたですが、ちょっと かなしかったです。そうじをしたり、しょつきを あら

ったり、せんたくしたり、こどもに ほんを 読んであげたりしました。読むことも お

しえました。子どもたちは とても かわいかつたです。そこでのせいかつは とても よ

かったですが、ちょつと かなしかったです。

たくさん あたらしい ことを べんきょうしました。たとえば ひとりで りょこうを

すること、いろいろなかじをすること、そして こどもの せわが もつとよく できる

ように なりました。わたしは かわつたとおもいます。たとえば ボランティアに い

く まえは ちちと よく けんかしました。でも いまでは わたしは ぜんぜん け

んかは しません。ちちと はは 力れ てヽ、わたしの めんどうをみてくれることは しあ

わせだとおもいます。 ボランティアをしてから、ものの たいせつさが わかりました。

そして わたしには いろいろな かのうせいが あります。がいこくごを べんきょう

できます。 スポーツや ピアノを ならうことが できます。でも、 「子どもの家」の

こどもたちは すきなことを ならう ことも できません。

そして、こどもたちの おやは たくさん ふくと 本を あげることが できません。

たとえば、なつやすみに、おかあさんは こどもを

とめなさい。」といいました。男の子は じぶんの

づくりをしました。男の子 の すべての ものは

私は とても びつくりしました。ふくと くつと

むかえに きました。「にもつを ま

へやに はしりました。ひとりで に

1つの かばんに おさまりました。

ほんと CD、 男の子の ものは、ぜ
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高校生の部

んぶ 1つの かばんに はいりました。わたしは かんがえました。「私の すべての

ものは いれるには いくつの かばんが いるんだろう。」

ボランティアは とても いいことです。どうして でしょうか ?も ちろん、おかねは

もらいまん。でも ひとりで りょこうを しました。山で ハイキングしました。いろ

いろな人に あいました。たくさんのともだちが できました。こどもを てつだいまし

た。すばらしぃことを けいけんしました。これは おかねでは 買うことができません。

また 今年も なつやすみに トランシルバニアに 行つて ボランティアを しよう

と おもつています。

Beszё dclrl tё卿巧a aZ ё」にntesseg.4 6ve Jarok Csob`加山盤a6s Gyergyosztthegyre

gyellllokotthonokba, az itt szcrzctt tapasz笠 latalmat ёs ёll■ёnyeilnet szeretnё m
mcgosztani a hallg江 6kkal.Ezekben a httakban nch6z sorsi gyerekckct fogadnak be 6s

nevcinek fel.ヽ4cgdёbbent6 ktilё nbsegck vannak az ott 616k 6s kё zёtttink.Onk`ntcsnek

lemij6,rem61em meg tudom er“ lg/zni a bZё lls6get is。

1)大人になつてもボランティアをしますか。

2)ト ランシルバアの子どもたちは何才くらいですか。

3)ボランティアをする時に何が大切ですか。
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高校生の部

ゆめのがつこう

コワーチ・ ア レクサン ドラ

さいきん、 「すごくいい学校がたくさんある。」とききました。その学校で、学生はいい

教育をうけて、しょうらい、かんたんにしゅうしょくできます。でも、ほんとうにいい学

校とは、どんな学校でしょうか。

もちろん勉強は大切です。でも、わたしは朝から晩まで勉強しなくてもいいと思つてい

ます。それよりも、学生のにちじょうせいかつをちょつとおもしろくすることがもつと大

切です。毎日が楽 しくなれば、学生は学校をろうやだと思いません。たくさんのことは、

先生の力にかかつています。やさしくて、おもしろく教える先生を学生は大好きですから、

その先生の科 目も好きになります。小学生のとき、わたしの担任の先生は、とてもやさし

くて、たすけてくれる人でした。だから、わたしは勉強を好きになって、とてもいい学生

になりました。これは、わたしの担任の先生のおかげだと思います。ですから、先生がや

さしくて、たすけてくれる人だつたら、きびしさはひつようじゃないと思います。そして、

勉強が好きになれば、自分で勉強するようになります。

教室のかざりもすごくじゅうようなことです。学生は勉強する場所を自分でかざるのが

いいです。自分たちで飾れば、学生は、教室をいつもきれいにして、物を大切にします。

学校の庭があることも、大切です。去年の6月 に、高校の庭で授業があって、それはとて

も楽 しくて、すばらしかったです。学校の中で、休むところもひつようです。たとえば、

ホールはとてもべんりです。そして、ホールのソファやじどうはんばいきは、学生に人気

があります。

授業のあと、いろいろなクラブがあったら、すごくいいです。 日本の学校には、たくさ

んのクラブがある、と聞きましたので、わたしは日本の学校が好きです。クラブでほうか

ご、いろいろなことができます。たとえば、料理のクラブで、いろいろな料理の作 り方を

ならって、好きな人をよろこばせることができます。わたしは、いくつかのすごくおいし

い料理の作り方を日本語のじゅぎょうでならいました。料理のクラブがあったら、わたし

はしあわせだとおもつています。

わたしが学校の校長先生になったら、まず世界旅行をして、いくつかの学校をみてみたい

です。一番いい方法を勉強して、それを伝えたいです。それで、わたしの学校はとても有

名になります。大きい学校をつくって、学生たちは幸せになります。そして、しあわせな

学生は、しょうらいかならず、せいこうします。ハンガリーで学校の教え方はあまりよく
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高校生の部

ないと思っていますから、わたしは、これを変えたいです。ハンガリーをかしこい学生で

有名にしたいです。ですから、しょうらい、このためにかつどうすることにします。

A tёma,alnir61 beszё lni szerctnё k,nagyon kёzcl嵐1l hozzinl:az idcilis iskola egy diak

szamをia.Rё viden ismertetm szeretn6k p奮 olyan dolgot,amit szcrilltc ncllll olyan nchё z

mcgva16sitani bなmcly isk01施 an,加 gyёkeresen megvatoztama a di曇【。k hozz盗 11las乱

a tanulishoz,  az  6rtё kek ёs t〔逆1だ壼ok megbecst16s6hez  6s  a jё v6ben va16

boldogulasukhoz...,tel■ 16szetesen,j6缶なりもa!

1)今の教室が好きですか。

2)どの科 目が一番面白いですか。

3)ア レクサン ドラさんの学校では、どうして学生たちは幸せになりますか。
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高校生の部

そのままの自分

ミハーユ・ ドー ラ

美人を見たとき、 「なぜ私はあの人のように見えませんか。」とかんがえたことがありま

すか。今 日の世界で、メディアはかんぜんなひとだけ見せます。テレビで、インターネッ

トで、ざっしで、さいしんのファッションに身を包んで、すべてのことが上手にできる人

しか出ていません。でも、それは本当の世界でしようか。

むかし、リリという小さな鳥がいました。 リリは空のお うさまでしたが、ぜんぜん歌を

歌いませんでした。 リリは歌 うと、いたみをかんじるのでした。 ある日、ほかの鳥が歌

つているとき、お城に住んでいるおひめさまのきれいな歌がきこえました。 「私もほかの

鳥のように歌いたいです。Jと 言つて、歌いはじめました。体がものすごくいたかったで

すが、すべての鳥は、リリのこえがすばらしといいましたから、リリはうれ しくなりまし

た。おひめさまもリリの歌をききました。 「あ、なにかきれいなこえがきこえますね。」

と言いました。 リリはそれをきいてうれ しくなりました。 リリはおひめさまと話して、お

しろに住めることになりました。でも、おしろでは、鳥のかごに住んで、毎 日1き ょく、

うたわなければなりません。 リリはだんだん病気になりました。おひめさまは、もう鳥の

こえにきょうみがなくなりました。

「今までわたしは何をしていたのでしょう。森はわたしのいえで、しあわせでした。みん

なが本当のわたしをみとめていました。おしろでは、みんながわたしのいたみを見ている

だけです。わたしは、まちがえました。おひめさま、どうぞ、にがしてください。」おひ

めさまは、リリのねがいをかなえました。小さな鳥はすぐ森にとんでいきました。そして、

もうにどど、おしろにはもどつて来ませんでした。 リリは森にかえったら、病気がなおり

ました。ほかの鳥のまねをして、ほんとうのすがたをかえるのはよくない、とさとりまし

た。

これはわたしが考えたス トーリーです。でも、わたしたちも、このわなにはまることがあ

ります。わかものはまだ人間ができていませんから、メディアが大きなえいきょうをあた

えます。ですから、わかものはかんぜんな人になりたいですが、それはひょうめんてきな

ものだけです。ほかの人とおなじ人になりたいので、がいけんとこせいをかえてしてしま

います。いじでも、はや りの人になりたいです。

私もこのわなにはまることがありますが、私はまちがった道を行くのを自分でさとりま

せんでした。さいわいなこどに友達からもらったひらてうちで、たすけてもらいました。
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高校生の部

ふとつている、せがひくい、はなが大きい、そんなことは、どうでもいいです。がいけん

はたいせつではありません。ほんとうにたいせつなものは、手でつかめません。見えませ

ん。自分の好きなことをしてください。 うれしくないことは、しないほうがいいです。み

んなちがぃます。おなじことはすきじやありません。いつも自分のことをしんじしてくだ

さい !

A lnai vilagban llnindenhol a m6dia altal sugttzott,tё kёlctcsnck mondott emberekkcl

talauuk szcmbcn magunkat.A flatalsag alalcu16ban lё v6 szem61yis6g6К  cz nagy

vcszёlメ jclCl■t,Pr6b盗lnak beilleszkcdni a tttsadalomba,6s a c61 e16r6sё nck`rdckёbcn

嵐alよfJよ a ktilSttilket,rosszabb esetben megpr6b崎 荻 elnyOmni a va16di ёttiiket,hOgy

bekertilhcsscnck a,,Incn6k"kё zё .

1)ドーラさんは外見を変えたことがありますか。

2)平手打ちをした友達はどんな友達ですか。

3)本 当に大切なことはなんだ と思いますか。
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高校生の部

一人 ばつちの子

フィ・ ツ ゥンデ

昔々どこにも無い国に小さな少女がいた。あの子はとても賑やかで明るくてニコニコもた

くさんした。友達があまりいませんでしたけど、いる少数のはとても大切でした。子供の

ころも辛い時もありました。あの子のお父さんはね、辛党でしたから。それでもがんばっ

て、幸せな生活ができました。小学生のころからいつもむげんのことが好きで、あのころ

「アニメ」と「漫画Jの ことと出合って、それが好きになりました。でも違っていました

から、子供たちにいじめられて、あのやわらかい少女はだんだん悲しくなった。お父さん

ももつと悪くなって、時々お母さんもなぐりました。たった一人の友達もブラジルヘ行か

なければなりませんでしたから、あの子はさびしくなりました。

学校には友達も一人しかいなかったけど、あの友達は 「あなたのそばにいると、私もいじ

められているので、私をほつとけ。」と言ってあの子を打ちやつたんです。かわいそうな

あの子はどんどん狂気になって、学校でいすを投げて、黒板に 「皆消えて、皆死ね !」 と

書いた。 「私、死んだほうがいい」とか 「だれも私のことがいらないJと 思って、毎日泣

いていました。

高校に入つても、新 しいクラスメイ トにも「ほつとけ !死ね !消 えて !」 と叫んで、友達

はいなかったんです。でもある時心理学者はあの子にてつだつてくれた。それにインター

ネットで同じような少女と出会って、仲良くなりました。それよりお母さんもいつも支え

てくれたんで、あの子は今 日までがんばっていて、毎 日もつと幸せになる学校でも友達を

作った。

あのころあの人たちは助けなかったら、今 日私はここで立って、このスピーチをすること

が絶対にできないとおもつています。
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Ez a tёrt6net cgy gyerckr61 sz61,

sorsfordulatokon mcgy mttd壺 .

ISmeゴ乱Ck ηeg ellnek a maganyos

kcdvcssёgO rncntctt meg.

1)イ ンターネットは好きですか。

面 nem

gyercknck

hittc volna, hogy

a tёltёncta, akit

高校生の部

az ёlctc ilyen

nehany embcr

2)心理学者は何 と言いましたか。

3)どんな人になりたいですか。
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高校生の部

遠距離の友情

マク・ ドルカ

さいきん、 「すごくいい学校がたくさんある。」とききました。その学校で、学生はい

い教育をうけて、しょうらい、かんたんにしゅうしょくできます。でも、ほんとうにいい

学校とは、どんな学校でしょうか。

もちろん勉強は大切です。でも、わたしは朝から晩まで勉強しなくてもいいと思ってい

ます。それよりも、学生のにちじょうせいかつをちょつとおもしろくすることがもつと大

切です。毎日が楽 しくなれば、学生は学校をろうやだと思いません。たくさんのことは、

先生の力にかかつています。やさしくて、おもしろく教える先生を学生は大好きですから、

その先生の科 目も好きになります。小学生のとき、わたしの担任の先生は、とてもやさし

くて、たすけてくれる人でした。だから、わたしは勉強を好きになって、とてもいい学生

になりました。これは、わたしの担任の先生のおかげだと思います。ですから、先生がや

さしくて、たすけてくれる人だつたら、きびしさはひつようじゃないと思います。そして、

勉強が好きになれば、自分で勉強するようになります。

教室のかざりもすごくじゅうようなことです。学生は勉強する場所を自分でかざるのが

いいです。自分たちで飾れば、学生は、教室をいつもきれいにして、物を大切にします。

学校の庭があることも、大切です。去年の6月 に、高校の庭で授業があって、それはとて

も楽 しくて、すばらしかったです。学校の中で、休むところもひつようです。たとえば、

ホールはとてもべんりです。そして、ホールのソファや じどうはんばいきは、学生に人気

があります。

授業のあと、いろいろなクラブがあつたら、すごくいいです。 日本の学校には、たくさ

んのクラブがある、と聞きましたので、わたしは日本の学校が好きです。クラブでほうか

ご、いろいろなことができます。たとえば、料理のクラブで、いろいろな料理の作 り方を

ならつて、好きな人をよろこばせることができます。わたしは、いくつかのすごくおいし

い料理の作 り方を日本語のじゅぎょうでならいました。料理のクラブがあつたら、わたし

はしあわせだとおもつています。

わたしが学校の校長先生になつたら、まず世界旅行をして、いくつかの学校をみてみたい

です。一番いい方法を勉強して、それを伝えたいです。それで、わたしの学校はとても有
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名になります。大きい学校をつくつて、学生たちは幸せになります。そして、しあわせな

学生は、しょうらいかならず、せいこうします。ハンガリーで学校の教え方はあまりよく

ないと思つていますから、わたしは、これを変えたいです。ハンガリーをかしこい学生で

有名にしたいです。ですから、しょうらい、このためにかつどうすることにします。

Az altaltt vllaszto■ tёma nem mis,mint a barttsag kё ztem 6s egyjaptt cseredi依 1カny

kёzёtt. A megismcrkcdё siin61 mes61eln cl tёrt6nettet, cg6szcn a legut6bbi

talalkozttsШkigo Mivel町壼on visszarncgy Japttba,csak intemeten keresztiil tuttulc

mad tartani a kapcsolatot.En bfzom benne,hogy a barttsigunk nem fog megszよ adni

"csupan''pttr czcr kilomё
tcr llliatt!Azセ 粗talam vAlasztott t`mancm m麓 ,mint a bttatsag

kёztcm ёs cgy japtt cscК diよ1加y kё zё■.A megismcrkcd6siinkt61 mesё lem el

tё rtёnetiinket,egё szen a legut6bbi talゼ 址kozasunlcig.Ⅳ Iivcl nytton visszamcgy Japanba,

csak intcmetcn kcresztiil tuttuk mttd tartani a kapcsolatot.En bizom bcllnc,hogy a

baritsagu』血[nern fog mcgszakadni,,csupan''par ezer kilomё tcr rniatt!

1)イ ンターネットをよく使いますか。

2)何が一番楽 しかつたですか。

3)遠 くにいる友達とインターネッ トで何ができますか。

-10-
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ハチ公ものがたり

フロプ・アニタ

こんにちは |

私はフロプ アニタです。

みなさまにいまからにはんのとてもゆうめいないぬ、はちこうについてはなしたいです。

ハチはちゅうじつのシンボルになったとおもいます。

ハチは 1923年 11月 におだてで うまれました。上野英二郎さんはハチが 2月 のときにと

りいれました。上野さんはしんせつに小さい秋田大をそだて、 だんだん、かぞくのパ

ー トになりました。毎 日いつしょにさんぽして、たくさんじかんをすごしましたから上

野さんとハチはともだちになりました。

上野さんのかぞくはときょうのこうがいでくらしていましたから先生は毎 日でんしゃ

でつとめさきの東京帝国大学へいきました。

ハチは上野さんと毎 日えきへいつしょにいつて、先生がでんしゃにのることをみました、

そしてとなりのデッキで上野さんのとうちゃくをまちました。それからいっしょにかえ

りました。

毎日、こうしてふ りかかりました。

あるひ先生は大学でしんぞ うほっさして、かえりませんでした。

そのひもハチはデッキでまってました、でもせんせいはきませんでした。

大はおそいよるまでまって、えきがしまったあとかえりました。つぎのひも、おそいよ

るまで上野さんをまちましたが、えきがしまったとき、ハチはまたひとりでかえりまし

た。上野さんのおくさんはす うしゅかんごにひつこしして、先生のともだちに大とうち

をまかせました。ハチはあきらめませんでした、そして毎日えきへいきました。でもじ

かんがたつて、ハチはだんだんよわくなりしんでしまいました。1934年 にえきのとな

りにきふきんでハチのどうぞうをたてました。どうぞ うのしゅうにんにす うひゃく人も
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いきました。たくさんの人がハチのものがたりをかきましたし、えいがもつくりました。

みなさまにハチのようなともだちがいるのでしょうか?いましたら、とてもだいじにし

てください。これがハチのみなさまへのメッセージだとおもいます。

Az e16adasomban szeretn6m fel壼 vni a kё zёnsёg flgyelnlに先 a szeretet 6s a hisё g

fontoss亀脅a・ Ezt p61dttva pedig elmes61em Hachiko tё rtёnct6t,aki gazdtta halala ut加

is ugyanugy kiittt a vasi狙 lomttwa,mint ahogy azt velc cgytitt tettc ёs vtt kё s6 cttigラ

hogy egyszer ttra V91e mChess∞ hazι ― t a r6gi szф  id6kben.

1)アニタさんはペットがいますか。

2)ハチの話をいつ聞きましたか。

3)どうしてハチはあきらめませんでしたか。



高校生の部

わた しの道

ケスチューシュ 0アネ ッ ト

みなさんはゆめがありますか。そのゆめのために、いつしょうけんめいがんばっています

か。ゆめをかなえるための力をどこからもらいますか。

小学校でわたしのクラスメー トはわたしのことをいやがっていました。わたしは転校生

でした。何回も泣いてしまいました。そのときは、かなしくなるし、さみしかつたし、そ

れで学校をきらいになりました。ある日、ブリギさんと友達になりました。二人は友達で

したが、クラスメー トのみんなは私たちがきらいでした。何年かあとで、ブリギさんはア

ニメを見せました。そのアニメは、わたしがはじめて日本語で見たアニメです。毎朝、学

校に行く前に、このアニメを見ました:わたしの心は強くなりました。アニメを見ながら、

かなしんでいる時間はありませんでした。 日本語の美しさを聞くと、安心しました。それ

で、日本語が大好きな外国語になりました。このアニメのおかげで、夢をもつことができ

たし、日本語を知りたくなりました。一人でひらがなと、カタカナをべんきょうしました。

日本語を勉強できる高校に入りたかつたですが、入れませんでした。高校ですばらしい

人に会えて、友達もたくさんいます。クラスにいることは、うれしかったです。でも、日

本語は勉強できませんでした。わたしは、 11年生のときも、ブリギさんにもらつたアニ

メをときどき見ていましたから、ここであきらめてはいけないと思つていました。それで、

日本語を勉強するために、先生をさがして、 「日本語を教えてほしい」とたのみました。

先生は、わたしのためにわざわざ時間をとつて、てつだつてくれましから、本当に心から

かんしゃしています。

今 12年生です。もうたくさん漢字が読めるようになって、文法もいろいろ勉強しまし

た。日本語の勉強を続けたいですから、いつしょうけんめいがんばります。来年は、大学

の日本学科に入りたいです。ほんやくかになりたいです。大学をそつぎょうしたあとで、

日本に行きたいです。日本のむかしばなしやまんがを読んで、ほんやくしたいです。これ

がわたしのゆめです。このゆめを、見つけることができたのは、ぜんぶアニメのおかげで

す。かなしいとき、おちこんだとき、わたしはいつもアニメを見ました。アニメに力をも

らいました。でも、さいきん、わたしはアニメをあまり見ません。もう、わたしの道が見

つかりましたから。
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もし、自分の道が見つかつたら、どんなにむずかしくても、こわがらないでください。自

分をしんじてください。あきらめなければ、いつかかならずせいこうします。

Mindc董 inck valllllよ amai.Ezck az ttmok mcgvムltoztath両 よ aZ 61Ctcdct,dc kcll,hogy

valami ёsztё nёzzёn a rncgva16sitゑ saban.Az chhez vezet6 it sohaseln kё l■1ブ1,de V6gig

lchctj力ni.As句壼utaln clmcs61ё sёvel szcrctn6k e■ tadni azohak,akik ёppcn az

憂malk megva16siAs`nak rё gёs i」ainjttnak.Bfzz magadball!Ha nem adod fel,nem

vesztthetsz!

1)今、高校は楽 しいですか。

2)アネットさんはどんなアニメが好きですか。

3)アニメはどうして力をくれますか。
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名刺の使い方

トー ト 0エ リク

こんにちは。 トー ト・エリクと申します。私は国際経営を勉強しているので、自分の専門

にあう話題を選びました。ハンガリーと日本の名刺の使い方の習慣について短く話したい

と思います。

まず、ハンガリー人の考え方は日本とすごく違 うので、もし、ハンガリー人が初めて日

本 らしい名刺交換を見たら、それを少 し変だと思 うでしょう。なぜかと言 うと日本では名

束1についての規則が厳 しいからです。では、どのような規則があるでしょうか。

たとえば、ビジネス社会では、初めて会った時に、自己紹介をした後で、すぐに名刺を

交換 します。そのために社員はいつも会社に作ってもらった名刺を沢山持っていなければ

なりません。 日本の名刺の場合は一番大切なインフォメーションが真中に書いてあります。

順番は上から下に「部、肩書き、氏名」です。ハンガリーの正 しい順番は「氏名、肩書き、

部」です。ハンガリーではよく肩書きの代わりに職業 (た とえば建築技師)が書いてありま

す。それは日本人にとつて役に立つインフォメーションではありません。違 うところはほ

かにもあります。 日本の町ではよく会社の建物が見つけにくいです。それで、名刺の裏に

小さい地図を載せます。こんなことはハンガリーでは全然ありません。

名刺交換する時に、日本人はいつも立って、名刺をケースから取り出します。渡すとき

はお辞儀 します。名刺は両手でもつて、相手が簡単に読めるようにして渡します。それに、

テーブルの上で名刺を渡してはいけません。相手は受け取つたら、とても大切に扱わなけ

ればなりません。ポケットに入れては失礼です し、折つたり汚したりしてもいけません。

正 しいや り方は名刺の情報をよく読んで、肩書きを確かめて、名前の発音を確認 して、テ

ーブルに置くことです。複数の名刺を受け取る場合は、テーブルに座っている順番に並ベ

ると便利です。でも、名刺の上に書いたりしてはいけません。

このような規則はハンガリーにもありますが、あまり厳 しくないです。守らない人も多

いです。名刺を自由に扱 うのが普通です。 しかし、世界のどこでも名刺を正 しく、上手に

15
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使 うことは人間関係のために非常に役に立つと思います。

皆様、ご清聴ありがとうございました。

Jelenleg ncmzcttzi gazdalkodist hallgatok,cz6rt cgy kapcso16d6,sz加 oma 6rdekcs,

japan vonatkozasi t6mtt vttasztottaln.A n6司 cgy prOtokoll奮 is hasznalata a kё t

orszagban rё szben mcgcgyczik,  de  61es ktilё nbsegek is mcgflgyclhct6ck, ha

“

szletesebben megigyettilk a nё 可egyeket 6s kezelёsiik szabttyait.Ezeket fatem ki a

szёvcgben,itt―ott raviligitva az cltё r6sek okaira is.

日本の名刺をもらったことがありますか。

囲
つ

2)ハンガリーでは名刺を渡す時、何をしますか。

3)名刺交換の規則で、どれが一番大切だと思いますか。
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人 と人

ダイカ・ラースロー

はじめまして、ダイカ 。ラースローともうします。わたしは「人と人Jについておはな

ししたいと思います。

むかし、西洋 と東洋のあいだにシルクロー ドがありました。この道を商人や伝道師が行

ったり来たりしました。そして、西洋の人と東洋の人が会って、話をして、西洋と東洋の

物や宗教や色々な情報なども行ったり来たりしました。

今はインターネットがあります。西洋 と東洋だけではありません。世界中の人がインタ

ーネットを使つて、むかしと同じように、物や考え方や情報をあげたり、もらつたりして

います。 しかし、インターネットとシルクロー ドには一つだけちがうことがあります。そ

れはインターネットでは、人と人が会わなくても、話をした り、考えを書いたり、物を買

ったりできることです。

たぶん、だれでもみんな人生で何回か興味深いことをしたいと思 うでしょう。私は高校を

卒業 した後、興味深いことをしたいと考えました。そして、その何かをみつけるまで、長

い時間がかかりました。数年たって、インターネットのおかげで、私は日本の映画を見て、

日本語 と日本文化に興味を持ちました。もつともつと映画を見るにしたがつて、日本語が

勉強したくなりました。 日本文化も理解 したいと思 うようになりました。それで、先生な

しで勉強を始めましたが、一人でする勉強はとてもゆつくりで、 ドン ドンすすみませんで

した。

その後、オンライン学校で勉強しました。この授業はとても面白かったですが、やがて学

士をとりたいと思 うようになったので、去年、大学に入学しました。先生の話を聞きなが

ら勉強したり、自分で調べて勉強したり、毎日がとても楽しいです。

私はまだ1年生ですが、クラスメートが私のところに質問しに来た時、フクワクします。

17
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知つていることを人に教えること、私にはとてもワクワクすることです。そして、私の答

えを聞いてクラスメー トが理解 した時、ニコニコするその顔を見るのもうれ しいです。

分からないこと、知 りたいこと、今はインターネットで調べることができます。しかし、

どんなにインターネットがはやくて便利になつても、シルクロー ドの時代と同じく、人と

人が同じ時間と同じ場所で、わからない人が知っている人に聞く、知っている人が分から

ない人に教える、いつしよに考える、いつしよによろこぶ、いっしょに楽 しむ、私はこん

な人と人が直接関係することはとても大事なことだと思います。

私の考えを聞いてくださつて、ありがとうございました。

A beszё d cё tta kifeiezlli mikё nt l嵐om ajё v6bcli mun巌血at.Milyen forlnttanjclcnnck

meg az cmberi kapcsolatok az ёrinttzёs tcriilet6n most, 6s milycn lchctctt rё gcn.

Milycn fOrlnあ an lёphct kapcsolatba mas 6s mas kulttta.Szcrctnё m rёviden kittezni,

hogy mik61■t kezdtem cljap狙 町el宙 tanulmttlyomat,s hogyan szcrctllё m hasznosital■ i

er6fcsz■6seillnct.

1)ラースローさんは、毎日インターネッ トを使つていますか。

2)ラースローさんは、今まで友達に何をおしえてあげましたか。

3)これか ら人 と人 との関係はどうなると思いますか。
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和太鼓 と日本人

アンタル・ヤー ノシュ・ ア ッテ ィラ

西洋人が日本民族の性格と問いて最初に思いつくことは、規律、尊敬、勤勉、団結など

です。太鼓 とい う、日本人の伝統的な気質を含めた、芸術的な演奏をするためには、この

ような性格が全部いります。

太鼓は和太鼓 とい うドラムで、日本の伝統的なパフォーマンスです。様々なや り方があ

りますが、一般的には集団で、バチとい う棒と何種類かの大鼓を使って演奏 します。かな

り小さく、高い音を出す締太鼓から、一本の本をくりぬいて作つた、深い音を出す大太鼓

まで、太鼓の大きさは様々です。太鼓は 日本の伝統的な楽器、例えば三味線、当り鉦、尺

人、篠笛などと一緒に演奏することがよくあります。このような楽器は、太鼓の低くてゴ

ロゴロ円烏る音と良く合います。

去年、日本での研修に参加 したときに、太鼓と直接出会 う機会がありました。大阪の岸

和田だんじり祭 りに向け、日本の男たちが毎晩、道に集まって何時間も大鼓の練習をして

いました。 日本の伝統を守るために若者がこんなに熱心に参加 しているのを見て、とても

いい感 じがしました。「やっぱり勤勉だね。太鼓はかっこいいなあ。私もやつてみたい。」

そう思いました。

幸いなことに、研修中に文化体験の一つとして、和太鼓を叩いてみることができました。

豊かな作物が得られることを願 う、「雨乞い」の演奏を勉強したのです。はじめは上手にで

きませんでしたが、練習すれば練習するほどちやんとできるようになり、皆と一緒に動い

たり、太鼓を同時に叩いたりして、とても自由でいい感 じでした。数 日後、岸和田だんじ

り祭を見に行き、だんじりを引いている人々を励ます太鼓が奏でられているのを聞くこと

ができました。太鼓の鼓動が人々を団結させていたのです。

祭 りを見たり、太鼓を叩いてみたりするまでは、日本人にとつて大鼓がどんなに大切な

ものかよく分か りませんでしたが、今では、太鼓は単純な楽器ではなく、日本人が守って

19



大学一般初中級の部

きた基本的な伝統文化の一つだと思 うようになりました。

ハンガリーに帰国後も、日本で聞いた太鼓の音を思い出し、ハンガリーの民族音楽に似

ているところがあるなあと感 じるようになりました。両方とも、拍子の遅さと速さが混 じ

り合い、激 しいリズムもあつて、とても熱い演奏になるからです。

これらの経験から分かったことは、和太鼓は、日本民族の精神をよく映しているという

ことです。なぜなら、素晴らしい演奏をするためには、「規律、尊敬、勤勉、団結Jのすべ

てが要るからです。あの和太鼓の音には、間違いなく、日本人の精神が強く、深く、込め

られているのです。

ご清聴ありがとうございました。

Besz6dem a wadaiko… n〔よ nevczet hagyomanyos japtt dobe16adis“ l sz61,valamint,

hogy hogyn tiikrё z6dik bellne az autcntikus japtt mentalitas.Emcllc■ mcgemlitcm a

taiko― val kapcsolatos,Japinban tё ltёtt tanulmanyi ёs kultwilis progranl soran tapasztalt

kёzvetlen ёllnёnyeilnet 6s, hogy ezek IInilyen hatassal v01tak a r61a alkotott

v61cm6nyclllrc.

1)ア ッテイラさんは日本へ行 く前に和太鼓を見たことがありましたか。

2)和太鼓を叩いてみた時、何が難しかつたですか。

3)ア ッティラさんは、どんな時に「規律、尊厳、勤勉、団結」が必要だと思

いますか。
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将棋 =人生

アブツキ・ ラースロー

初めまして |ア ブツキ・ラースローと申します。

突然ですが、みなさん、想像 してみて下さい。全神経を集中させた人が広間を埋め尽くし

ています。そこには静寂を破るパチ、パチという独特な駒の音だけが響きます。

約八年前、家族の知 り合いが私にデブレツェン大学の将棋クラブを紹介 してくれました。

子供の頃、たくさんチェスをしていましたので、私はさっそく将棋 と言 うものを見に行っ

て、その場でハマ リました。まさに一目ばれでした。

将棋 とは相手から取った駒が使えるチェスだと考えてください。将棋では相手の陣に自分

の駒を動かしたら、駒が裏返 り、動ける範囲が変化 します。これを将棋では 「成る」と言

います。ちょつと複雑な説明になりましたが、多くの人は 「あぁ、ただのゲームだ」と思

うでしょう。 しかし、将棋はただのゲームではありません。

まず初めに駒を並べますが、この並べ方で相手に対 して敬意も表せます。また、持ち駒を

置く駒台の上にどのように駒を正すか、色々と細かいことは、私に千年の日本文化の一つ

を見せてくれます。将棋の深いところは私の師匠であるブグヨー・ゲルゲイ氏から教わり

ました。彼はデブレツェン大学でハンガリー初の将棋クラブを作つた人ですが、ただ将棋

を指すだけでなく、日本の伝統文化についても色々と教えてくれました。

2011年、パ リで国際将棋祭 りがありました。私はハンガリーの代表 として参加 し、準優勝

しました。そして、嬉 しいことに準優勝のメダルはあの天才羽生善治名人からいただきま

した。

将棋を知って以来、将棋は私の生活の一部になりました。毎 日指すようにしています。そ

して、もつと強くなるために専門書が読めるようになりたい。そう思って、一人で日本語

の勉強を始めましたが、次第に先生が必要だと感 じ、日本語を勉強するためにブダペス ト

ヘ引つ越 して来ました。
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将棋では指す一手、一手の影響がどうなるか、確実に予想することはできません。人生と

同じではないかと思います。 しかし、予想できないからと言つて、何もしないでいると、

時間切れになってしまいます。ですから、一手ごと、必死に頑張つて、悔いが残らないよ

うに指す しかありません。時にはあまり良くない手を指すかもしれませんが、大事なのは

同じ間違いを繰 り返さないことだと思います。

今、ここにいる皆さんの中で、もし、将棋に興味を持った方がいらっしゃったら、是非

声をかけてください。「ようこそ、将棋の世界へ !J私は喜んでお手伝いします。

御清聴、ありがとうございました。

Az c16adasom ajapm sakk 8 6wcl czc16■ i mcgismcrё s6nek tё■6nctёるl illc倖carm
gyakorolt hatas奮 61,6s ёsztё nz6 era6r61 sz61.Ajapm s』ょnak kё szёnhet6en kezdtem cl

komolyあ ban japttul talllulni ёs mi6ta megismcicm a j乱 6kot,az ёlctem egyik

meghat奮oz6 rё szёvё vilt. Rem61clln,besz6delll sok mindenttinck meghozza a kedvёt a

jttt6khoz,nyugodtan sz6葛 anak,ёrёlllmel segitek.

1)ハ ンガリーで将棋を習つている人は多いですか。

2)パ リでの国際将棋祭りには、ハンガリーの他にどんな国の代表が参加しま

したか。

3)ラースローさんにとつて、将棋の何が一番面白いですか。
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夢 になつた国

シェー ラ・ ク リステ ィナ

はじめまして。シェーラ・クリスティナと申します。

日本語を勉強し始めたときからよく間かれることがあります。それは、日本語を勉強す

るようになったきっかけです。私はその質問が好きじやありません。「日本のポップミュー

ジックが好きだからです」と答えると、聞いた方々がちょっとがつかりした顔をする時が

あります。現代文化に興味があるだけでは、日本を好きな理由として足 りないと思われて

いるようです6

私は子供の頃から日本や東アジアについて興味がありました。 日本の芸者の美 しさや侍

の勇気にあこがれました。でもあのときは、それだけでした。 日本は遠いし、ハンガリー

と全然違 うし、きつと届かないものだと思つていました。

そして、今から五年ぐらい前に、もう一度この日本にあこがれる気持ちと再会しました。

そのころは、前に通つていた大学の卒業が近づいていて、卒業した後どうするかわからな

かったから、自分の道が見えなくて怖い時期でした。そんなとき、インターネットで見つ

けた日本の曲を聞いて、日本の音楽をとても好きになりました。 日本の音楽の中に、もう

一つの音楽を見つけました。それは日本語 とい うものでした。そして日本語に惚れてしま

いました。

はじめにプライベー トで知 り合いから日本語を教えてもらいました。でもそれだけでは

足 りませんでした。 日本語を勉強するにしたがつて、日本の歴史、文化、文学、生活につ

いてもつともつと、全部知 りたくなりました。日本に行きたいとい う感情も生まれました。

そのためにもう一度、大学を受けることにしました。そして、大学の日本学科に入学 しま

した。

現代文化に興味があることは、たぶん子供つぽくて、ちょつと日本人をがつかりさせる

ことかもしれません。私も、はじめはただ、好きな曲の歌詞をわかるようになるために日

本語を勉強しようと思いました。でも、私はそこからもうどんどん進歩 したと思います。

日本が好きな気持ちや、日本について研究したい気持ちがどこから始まったかは、そんな

に大事なことでしょうか。私はそ うは思いません。その質問を聞いて、聞く方が五年前の

私を見てがつかりするのは残念です。今の私を見て欲 しいです。

今の私は、日本の民族や伝統に興味があります。 日本とハンガリーは違 うから、その差

違についてもつと勉強したいと思います。子供のときには、日本 とハンガリーは全然違 う

からきつと届かないと思つていましたが、それは今の私にとつて 「絶対届きたいJと い う

感情になりました。この五年間で私の日本に対する見方が変わりました。もう私が見てい
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るのは日本についてのステレオタイプだけではありません。 どんどん日本の本当の面を見

ることが出来るようになってきたと思います。

ハンガリーと日本、どちらが一番でどちらが二番か、私には言えません。 どちらも同じ

ように愛 しています。できれば日本に留学して、働いたり、生活 したりしてみたいです。

これは今の私の夢です。 日本のおかげでいろいろなことを教えてもらつて、世界中にたく

さんの大切な友達ができて、そしてたぶん人間としても成長できました。 日本 とであう前

の私はとても恥ずかしがりやでした。何に対しても緊張し過ぎて、なんでも怖 くて、泣き

虫でした。たとえばこのスピーチコンテス トに出ようと思つたことが全然ありませんでし

た。でも日本に出会つたから私はどんどん変わつたと思います。自分に挑戦 してみたいと

い う感情が生まれました。

日本にあこがれる気持ちと再会 して、もう五年間過ぎました。そして、そのあいだにも

「日本について全部知 りたい !日 本に行きたい !」 とい う感情が全然消えませんでした。

もちろんこれからの人生がどうなるかわかりません。でも私には夢のために頑張る力があ

ると感 じます。夢をかなえるまで頑張つて走ると決めました。そしてこの日本を愛 してい

る、憧れている気持ちをほかの方々にも伝えたいと思います。

話を聞いてくださつてありがとうございました。

"Miё
tt kczdt61 cl japttul tanuini?"Ez tt a k6rd6s,

alni6ta japttul tanulok.Azollban nem csak az

mcgtallulni czt a csodttatos nyelvct,hmcm sokkal

Miё■ akarom m6g most is folメ atni?MOstant61

hallani.…

囲
つ

alllit olyan sokszor ha1lo■ arll m奮 ,

sz加乱, hogy lllli6rt kczdtclll cl

inlcあb az,hogy miё rt folメattam?

iょabb czt a kё rdё st szeretnё m

日本や東アジアではない、他の国にも興味がありましたか。

2)ク リスティナさんが日本と出会つて変わつたのは、どうしてですか。

3)夢 を叶えるために具体的にどうしたらいいですか。
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村上春樹 「色彩 を持 たない多崎つ くる と、彼 の巡礼 の年」

ヴレタ・ ダニエル

今 日は皆さんに最近読んだ村上春樹の小説 「色彩を持たない多崎つくると彼の巡礼の年」

とその自分にとつての意味を紹介 したいと思います。先ずは、あらす じを簡単に紹介 しま

しょう。主人公の多崎つくるは高校時代にとても仲のいい四人の友達が出来て、彼らとひ

とつのグループを組みました。それはいわゆる「乱れのない完璧な共同体」でした。 しか

し、そんなに調和 したグループだつたにも関わらず、それはある日、何の前触れもなく、

いかにも唐突に崩壊を迎えました。正確に言えば主人公はそこから何の理由も与えられな

いまま 「追放Jさ れました。そして、この出来事が彼の人生に甚大な影響を与えました。

その時のショックは36歳になった彼の心の奥 にまだ残つています。彼はそれに気づいて、

真実を解明する為にかつての友達に会いに行 くことを決意 します。そこでどんな事実が明

るみに出るのでしょうか。それがこの作品の主なテーマになっています。

読んだことがない人のために今、あらす じを説明しましたが、実は、自分にとってはス

トー リー自体よりその中に込められた色々な 「考え」の方がずっと重要でした。この本を

読んで特に 「無常観」について考えさせ られました。過ぎ去る楽しい高校時代。失われて

いく親友たち。自分自身の変化。こうい う印象が強かつたのです。人生がそ うい うものだ

とすると、それは変化の連なりに過ぎないのではないかと思いました。そう考えると、ど

こからか形容しづらい悲しみが込み上げてきます。

僕は最近、日常生活の中でもよくこうい う無常観を感 じてしまいます。変貌する町並み

や人々。入れ替わる自分の居場所。変わる自分の気持ち。そんな跡を絶たない変化の世界

が、正直、自分を不安にさせます。そしてその殆どはごく自然に、あまり本人が気づかぬ

うちに起こって、いつの間にか、昔からそ うだつたかのように当たり前のことになってし

まいます。大学に入学して 2ヶ 月経った頃、韓国の歴史の授業の最中ふと、入学したばか

りなのに、「自分はもう昔からこういう大きな教室で、こういう講義を聞いていたんじゃな

いかJと い う妙なことを思いました。大きな変化だったはずなのに、知らず知 らずのうち

にその新 しい環境に慣れてしまつたのです。僕はそのとき多分初めて無常観を感 じたのか

もしれません。でも、この本は新 しい思いにも気づかせてくれました。

人々はみんな運命の定めた、凸凹なレールを、まるで古い汽車のようにどこかへ向かつ

て一途に走つています。脱線 したりしないようにあまり加速せず、行きましょう。車窓か

ら見える、ゆつくりと過ぎ去る景色をただ眺めればよいです。人生のありとあらゆる出来

事がそういう景色のようなものかもしれません。しかし、強く思つたこと、信 じたことは、

ただ虚 しく過ぎ去ったりなんかはしません。大事な想いはいつまでも記憶の中に残 ります。

そんな記憶を鉄道に例えれば、それはどこにも動かない、しつかりと固定されている駅の

ようなものです。短い人生の間に幾つのこうい う「思い出の駅」を 「つくる」ことができ

るのかが大切なのです。そして、「駅」は決 して一人だけが使 うものではないはずです。そ

の自分の中で作つた駅にいつも様々な人々が出入 りするんです。 しかも時折、何人かが自
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分が乗つている電車に乗 り込んできます。「短い問だが、一人じゃつまらないから、話 した

りして楽 しもうJと 電車の中で話 しかけてくる知らないどこかのお爺さんのように。

みなさんは 、いつか終点に着いて、そこで降りたら、この旅をどう振 り返るのでしょう

か。ホームに什んで、やがて去っていく列車を眺める時、どのような気持ちになるのでし

ょうか。徐々に闇に姿を消す列車を眺める、その最期の時 「ああ、楽しかつたな」ときっ

と懐かしく思 うことでしょう 。僕はそういう人生にしたいと思います。

E16adasomban lniutttn rё viden vAzolom a cimben szcrcp16 kё nyv tё rtёnct6t,az abban

talalt,szal■ omra fontos gondolatokat mutatom be.Tovttb盗 ,ezen ttorlnan szcrze■

gondolatokat felhasznttva rcnchalok az cddigi tapasztalataillllra ёs clgondolkozom a

jёv6n.F6cёlom hogy kicmcttem az Cfお lC gondol江 ok fontossag乱 6s ёsztё nёzzek

nlindenkit a tovabbi elln61ked6src 6s terll16szctcscn a konp/clolvasastta is.

この小説を読む前に無常観について考えたことがありましたか。

2)無常観の他にどんな考え方がダニエルさんにとって重要で したか。

3)人生を変化の連なりと考えると悲しみを感じる、と話していましたが、そ

れはなぜですか。
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笑 うこと

ヘル ツェグ・チ ャバ

笑 うことは重要です。笑 うことによつて身体にセロトニンや色々なホルモンが発生します。

そして人は愉快になったり、身体が健やかになったりします。つまり「幸せ」といった状

態です。この状態で人は明るくなる上、仕事もはかどるように感 じて、元気になります。

実にいいことですね。

皆さんは最近笑っていますか ?今の時代にはとにかくス トレスが多いです。ス トレスがた

まると辛いです。ス トレスは色々な病気の原因であり、憂鬱な気分を生 じさせることもあ

ります。それならば、そのス トレス解消のために一番簡単なことをするべきではないでし

ょうか ?病気になりたくなかったら、まずよく笑 うことです。一人の時でも、家族や友達

と一緒の時でも、微笑みでも、大笑いでもいいのです。

そして、笑 うことは自分だけではなく、ほかの人も幸せにさせる力があります。笑 う人を

見ると自分自身の心も温かくなって、思わず笑い出すようになります。笑 う人の表情も面

白くてたまりません。

現代医学の観点から見れば無理矢理自分を笑わせることにも意味があります。その笑いも

身体に良い影響を与えるそ うです。数年前、 88歳になる日本人のお婆ちゃんは胃癌にか

かつていました。そのお婆ちゃんは癌の治療を受けたくなかったのでその代わりに笑いセ

ラピーを受けて、五年で直りました。笑 うことは心の薬でも、身体の薬でもあります。

確かに笑ってと言われて笑える人は少ないかもしれません。笑っていたいという気持ちが

心のどこかにあっても笑えない。悲 しみにあふれてどうしようもない。けれ ど自分だけで

笑えなくても周 りの何かの助けで笑 うのもいいのではないでしょうか ?

私が去年 日本に行つたとき、不思議に思ったことがあります。 日本人はあまリジョークを

言わないですね。ハンガリー人は逆にジョークを言い続けます。私も言います。話がはず

まないときや誰かが悲 しい顔をしているとき、誰かと一緒に笑いたいとき私はジョークを

言います。 日本にはその代わりに突つ込みがあります。突っ込みも面白いと思います。で

も突つ込みだと人を傷つけることもあります。ジョークなら、その恐れはあまりありませ

ん。 どうして日本にはジョークが流行らないのでしょうか。教育と関係があるのでしょう

か。これは調べる必要があると思います。 日本人はうまくジヨークが言えるようになった

ら国際交流ももつとスム,ズにいくかもしれません。

その代わりに日本人の場合は笑顔が多いです。すばらしいと思います。笑顔は優 しさや頼

もしさの印象を与えます。店員はお客さんを迎えるときも笑顔でなければ駄 目です。面接

27



大学一般上級の部

に行くときも役に立ちます。こうい うスピーチをしながらも笑顔は大切でしょう?僕にと

つては笑顔で話 している人は輝いてるように見えます。やる気が出て、何でも出来るよう

な力が与えられる。皆さんはどう思いますかつ

笑 うことは重要です。時々悲しくなっても最後に笑えばいいんです。ジョークやら、誰か

の笑い方やら、お笑いやら、駄 じゃれやら、どんなことでも笑いの種を見つけることが大

切です。ハンガリー人はジョークを優先 したら、日本人は突っ込みやお笑いを優先 します。

でも笑顔は同じなんです。

スピーチを聞いてくださつて、ありがとうございます。

A ncvctё s fontos r6szc ёlcttinkllek. A ncvct6s boldogga tesz, ncm csak nlinket, akik

nevcttrk,hancm masoktt is.Dc a mcl■ tais j61ёttinkёn kivil a tcst伽よ cgё szs6gtt is

c16scgiti.A mindemapok alatt felgメ llem16 stresszt lcvczc■ 6s meger6sfti az

irrllnllnrcndszcriinkct.A ncvet6snck sok ttttta van ёs sok kivttt6 oka lchet.

Beszёdcmbcn ezek61 ёs ajaptt ёs a magyar ncvcictё si szokasokl・ 61 is sz6t atek.

囲
1)チ ャバさんはいつも笑うようにしていますか。

2)笑 うことが重要だと思うようになつたきつかけはなんですか。

3)日 本人はどうしたらジョークをうまく言えるようになると思いますか。
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小 さな 「和」を創 りま しょう

ホッロー・ ヴィク トー リア

私はホッロー・ヴィクトーリアと申します。

皆さんは「和」という言葉を聞いて、何を思い浮かべますか。世界遺産になった和食で

すか。舞妓さんの和服ですか。 「和」という言葉は日本文化をあらわす言葉としてよく用

いられますが、 「和Jと いう字は、奈良時代から使われていて、敵対する者同士を仲直り

させる意味を持っています。 「平和を愛する精神」は日本の伝統や習慣の中に長く息づい

ていて、書道、華道、武道、そして私の今習っている茶道でも「和敬清寂」という茶道の

心得を示す標語として尊ばれます。この考え方はグローバル化された今の時代において、

どの国においても学ぶべきことだと思いませんか?

現代の社会を見ますと、都会では、隣近所の人と関わりを持たずに生活していることは

珍しくありません。また、インターネットの発達によつて、人と人との直接の交わりがな

くなってきます。それは家族との関係についても言えます。

私は今、彼氏の家族と同居していますが、そこへ引っ越 した時は人間関係に苦しみまし

た。新しい家族と一緒に暮 らすことに慣れず、家の雰囲気や彼氏の両親を好きになれず、

どんどん気分が落ち込んで暗くなって行きました。ちょうどその時に、日本文化に触れ、

人を思い遣る心の素晴らしさを知 りました。茶道を通して、彼氏の家族と仲良くできない

のは自分にも原因があるのではないかと思 うようになりました。 日本の 「和」の精神をま

ねて、思いきって家族に自分から近づいてみることにしました。自分が元気に行動 したり

話 したりすると、周 りの人もポジティブに反応 してくれることが分かるようになりました。

まるで相手は鏡のようです。自分がいつも暗く相手を嫌 うままでいたら相手もそのように

反応 します。

ハンガリー人は、悲しい歴史から悲観的な考え方をする人、人をうらやましく思って素

直に接せ られない人達が多いように思います。また、人間関係を長い間円滑に保っていく

ことが難 しいです。そしてそうした気持ちを表情にあらわしてしまいます。だから、ハン

ガリーでは 「和」の精神が根付くことが難 しいのです。だからと言つて、いつまでも日を

閉じていては光は差し込んではきません。

この世に完璧な人は一人もいません。見た目が意地悪そうに見えても、奥底にやさしい

心が宿っているかもしれません。積極的に「和の精神」を持って、相手の気持ちを理解 し

ようと努めたら、自分の好みと違 う人とでも平和に暮らす事ができるのではないでしょう
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か。 「言 うはやすく行 うは難 し」でしょうが、まずは身近な人から取り組んでみたらどう

でしょっか?

毎日笑顔で 「お元気ですかJと 言つてみましょう。皆さんは、忙 しい日常生活の中で、

一人の笑顔を見て気分がよくなったことがありませんか。

それは皆さんができる事です。私は彼氏のお母さんが料理を作っている時に自分から「何

か手伝いましょうかJと 尋ねたら、とても喜んで、何回も続けているうちに小さな和が生

まれてきました。今ではお母さんの代わりに私が時々料理を作つています。この前、日本

人が大好きなラーメンを家族に作 りました。 しかし、ラーメンはお母さんの好みではあり

ませんでした。

私は日本文化をもつと学び、和の大切さを、日々の中で多くのハンガリー人にお伝えし

たいと思います。 ハンガリーと日本の 「和Jの架け橋になっていくことが私の夢です。

ご静聴ありがとうございました。

Mit jelellt szttllll‐a a harln6nia?Aki a japtt kJl士 缶al megismcrkcde■,bizonytta

tal芝狙kozott cz2cl a mindent ad.lt6 nyugallllat老静aszt6 szellclllisё ggcl.Anl a mai rohan6

vilagban kcv6s flgyellnct szcntelink neki.A harn■ 6niゼ缶a tёrekcdve soM kellcmcsebbё

tchctllё rま s巧壼 h6tkёZllttainkat is egy kis odaflgyclё sscl.Azt szcrctnё m bemutatni,

hogy czt hogyan is 6rllcJiik cl.

囲
Ⅲ

しい時も、元気に話 した り行動 したりするようにしていますか。

2)小さな「和」を作るために、ラーメンを作る他に具体的にどんなことをし

ましたか。

3)一番伝えたい和の精神はなんですか。
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対話 と会話 の大切 さ

バ ラー ジュ・サ ン ドラ

はじめまして。バラージュ・サン ドラと申します。今 日は対話と会話の大切さについて

お話 しさせていただきたいと思います。

皆さんは遠くにいる友人や知 り合いとどうやつて連絡 しますか。こんな質問に 「インタ

ーネットを使ってJと 即答する人は沢山いるでしょう。今の時代では誰とも直ぐに会話が

できる方法は幾つも用意されています。けれど昔の人は手紙を書いて何週間も返事を待つ

ていました。そして、その返事が届いた時にはきつと感動のあまりに泣いたり笑つたりし

たでしょう。現在は技術の発達のお蔭でどんなに遠い人とも短時間で連絡を取れます。 し

かし、同時にその感動は薄くなってしまうのではないでしょうか。「最悪の場合でも数 日で

返事が来て当たり前だ」とい う意識が強くなっています。そのせいで相手からメッセージ

が来て気持ちが高ぶることが少なくなつたように思われます。問題はこの点だけではあり

ません。残念なことに、どれだけ文字をならべても文字はただの文字でしかなく、感情を

乗せることはとても難 しいです。

言葉だけで伝えられることは限られていて、相手と直接会わなければ容易に本音を隠す

こともできてしまいます。もちろん、相手を傷つけることも多くなるでしょう。

このようなことをお話 したのは、最近、ある辛い体験をしてしまったからです。私には

幼稚園の頃からの親友がいます。彼女はまるで妹のようで、周 りからもそんな風に見える

と言われていました。だから、ブダペス トに上京 しても、約 18年の友情に何の影響も与

えないと思っていました。それまでは家も5分の距離だったので、電話する必要もなかっ

たため、インターネットの会話はどんどん不器用になっていきました。そして半年前、つ

いに彼女との会話が途絶えてしまいました。「この間話 したカルタ大会があるから、よかっ

たら見に来て !」 と彼女を誘ったら「あと3体の分身がいたら行けたのに。。。」と言 う答え

を返されました。けれど実は、その日に彼女には予定がないと彼女の両親に予め確認 して

いたのです。応援に来て欲 しいと見せかけて、彼女への誕生 日プレゼン トを渡したかった

だけなのに、どうして彼女は嘘を付いたんだろうと私は必死に理由を探 しました。恐らく、

お互い慣れない状況に付いていけなくなってしまったんだろうと思います。私は新 しい環

境で、新 しい経験をして、日本語に酔っていたとも言えます。一 日の出来事を数百の言葉

で綴つても、表情や対応がないと、対話ではなく、一方的な独 り言になるでしょう。答え

は返つたとしても、それをお世辞で書いたのか、ただ反論 したくないのか、それとも皮肉

のつもりなのかは、本人に会って確かめるまでは分からなかったという例もあります。

逆に、一年半しか知らない友達と毎 日騒いで、喧嘩をしている内に、気持ちをぶつけ合 う

ことも大事だと実感 しました。

親友との連絡が途絶えてから半年になります。虚 しい気持ちがもうないと言えば、嘘に

なります。彼女と喧嘩 したわけでも、別れたわけでもないので、こんな状況にいらいらす

ることもあります。だから、ちゃんと時間を作って話 し合 うことにしました。これはあく

０
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までも私なりの解決作です。こんな体験をして、それを何らかの形で応用できたら自分も

一方踏み出せる勇気を貰えると思いました。 しかし、答えは人の数だけあるので、一人で

考えているよりも、皆さんのご意見も間かせていただけたら幸いです。

ご清聴、ありがとうございました。

A tcchllo16gia珂 16dё sёvel ma mtt kё mycdёn tartlltttlk a kapcsolatot t缶 oll

ismcr6scil■l■cl.SttnoS az ilatemetcs kommunikた 16 tёbb ha廿価 yal is jtthat,tёbbck

kёzё■:nem mindcnesctbcn tuttuk厖 6rZClmi tё ltetet is ttadni tzenetci薇 kcl.Egy sa壼

p61din kcrcszttil szcretnё m ёsszchasonlitani a sz6beli ёs az internetes tttsalgas

problёmait.

國
¨ までに、メールの返事が遅 くてイライラしたことがありましたか。

2)日 本語に酔っていたと話していましたが、それは具体的にどういうことで

すか。

3)遠 くにいる友人と良い関係を続けるために、これからどうしたらいいと思

いますか。
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1)劇「天照と須佐の王」 :

2)歌と踊 り「ぐりとぐらの

3)歌と踊 りと手話「マル 饉

Eletfa AltalanOs 6s AlapfOk6 Alltiv6szet iskola

l ・ 2・ 3」 :CoⅣin Matyas Gimnazium 6s

Szakkё z6piskola

マル・ モ リ ロモ リ」他 :Babls Mih61y Gimnう zium

スピーチ及びパフォーマンスの指導をして下さつた先生方にお礼を申し上げます。

赤坂芳江先生 (Szegedi Tudomanyegyetem)

バラニヤイ・ペーテル先生 (Eur6pa2000 Szakkё z6piskola)

ブイ ドシュネー・ リツィシャーク・ヴィク トリア先生 (BabLS Mihう けGimnう西um)

エクレル・アン ドレア先生 (Ёletfa ALalanOs os Alapfoktt Mttv6szet iskola)

後藤史与先生 (A ttan Kapuia Buddhtta Fttskola)

後藤将太先生 (KaЮ li Gaspar Reformatus Egyetem)

ホルヴアー ト・クリスティナ先生 (Balint MattOn ALalanOs iskola 6s KOzё pも kola)

木村麻規子先生 (Corvin Matyas cimnぅ ゴum 6s Szakkё z6pbkola)

ニェシュテ ロジョル ト先生 (HunfalVy」 anos K6tttanitasi nyelv6 KOzgazdasagi 6s

Kereskedelrni SzakkOzёpiskola)

佐藤紀子先生 (Budapes」 Gazdasagi F6bkob¨ K口 lkereskedelmi Kar)

佐藤節子先生 (BablS Mihav cimnaゴ um)、 佐藤ゆうじさん、

サライ美奈先生 (Ё letfa AkabnOs 6s Alapfom M6vёszetも kola)

セーカチ ロアンナ先生 (Budapesti Cazdasagi F6iskola… Kじ lkereskedelmi Kar)

田辺英憲先生 (Budapesu cazdasagi F6も kola― Kulkereskedeimi Kar)

内り‖かずみ先生  (EOtvOs Lorand ttudOmanyegyetem Bolcs6szettudomanyi kar)



閉会 の挨 拶

MJOT会長 ホル ヴァー ト・クリスティナ

皆様、お疲れ様です。

まず、参加者の皆さん、おめでとうございます !講評でもあつたように今年もレ

ベルが高い、そして考えさせ られる、すばらしいスピーチをたくさん聞くことがで

きました。 この場を借 りて、参加者の皆 さんを指導 してくださつた先生方にもお礼

を申し上げます。ご苦労様でした。

第 21回のスピーチコンテス トを今年 も多くの団体や企業の支援のおかげで実施す

ることが出来ました。在ハンガ リー 日本国大使館、国際交流基金、在ハンガ リー 日

本商工会、 日本航空、」TB,ト ラベル・エア・プラス、奥山の寿司、 どれみふ あ屋カ

ラオケボックス、インターディーン、そ して Sttdy&Co.,Ltd.、 ありがとうございま

す。

最後に、今年はたった 3人で走 り回つた実行委員の皆様にお礼を申し上げたいと

思います。 ゴダ・ リラ先生、後藤史与先生、 ミクシュ 。ローベル トさん、本当にあ

りがとうございました。

これで 21回 目のスピーチコンテス トを開会 します。

Kedvcs Verscnyz6k!Kedvcs Vendё gcinlc!

Otsukaresalna desu!

Allogy az ёrt6kclё sbcn is clhangzott,az idci tanё vben is csodttatos,magas szinvonalt,

elgondolkodtat6 bcszё dekct hallotttll■ c.Crratulalok mindcn vcrscnyz6nck a tcbcsitmё ny6hez!

Egぅ泊ttal szcretnё m mcgragadlli az alkalmat,hogy k6szё nctet mon街よ a vcrSCnyz6kct

fclk6sz■6 kollёgaimn〔よ is ttdozatos nlШkttukё rt.

A21.Sz6■ okversenlt az aMbbi szcrvezetek“ Hlogatasaval sikel屯 ltidё n is mcgrendezni,

httisak vagシ ult a segisё giik6■:Japtt Nagttёvctsёg,Japtt Alapit■ 7ねy,Magyarorsttgi

」apttok Szcnrezctc,Japan Airlines,JTB,TravelAir Plus Hungary, Okuyama no Sushi,

Doremiねya Karaokc Boksz,Interdcan,Sidy ёs Tttsa K■ .

Kilё n szcretllё m megkё szёllni az idё n mind6sszc hそ 綺 m%b61狙 16 Szervez6 bizo■ stt tёbb

h6napon kcrcsttti vё gzctt adozatos munk巧 乱:Goda Lill狙 よ 6s Goto Fulllliyo Tallttn6nek,

valalnintゝ/1ikus hbcrtnck.Kё szёnёlll szё pen.

Ezennel a 21.Sz6nokvcrscnyt bezttё m.



1)

ス ピコンアンケー ト集計結果

K6rd6iv a S26nokversenvr61 eredm6ny

3月 下旬の開催について/A m6rcius v6gi rendez6J id6pontr61:

①よい/j6   ②よくない/nem j6   ③どちらともいえない/mindegy

回よい74%

よくない17%

□どちらとも言えな
い9%

※ 「よくない」と答えた方、いつの開催が適当だと思いますか。
Ha nemmelv61aszolt′ akkor milenne megfele16 id6pont?

3月 上旬 :25% 4月 :75%

2)カテゴリーについて/A kateg6ri6kr61:

①第21回 と同じがよい{高校生以下の部、大学一般初中級、大学一般上級)

A mostanival megegyez6 felosztjsi6(gimnaZiSt`k― ′egyetemist6k kezd6-kё zё phalad6-′ egyetemistう k

halad6 kateg6ri6ia)

②第20回 と同じがよい(初級の部、中級の部、上級の部)

A tavalyival rnegegyez6 feloszt6si6(kezd6′ kё Zё phalad6′ halad6 kateg6ria)

③どちらとも言えない/Mindegy

3)ス ピコン会場について/A hettszhr61:

①よい/j6 ②よくない/nem j6 ③どちらともいえない/mindegy

※②または③と答えた方、その理由を書いてください。
2.vagy 3.v61asz eset6n kё rilk′ indOkoり oni

その理由 :無回答



4) 今回のスピコンは/Az idei Sz6nokverseny

①よかった/j6vo比 ②よくなかった/nemvOkj6 ③どちらとも言えない/mindegy
※②または③と答えた方、その理由を書いてください。

2.vagy 3.v61asz esetё n k6riOk′ indOkoり onl

・審査員にハンガリー人先生も入れるべき
。日本人でも回答が難しい質問が多かった

日よかつた96%

よくなかつた0%

□どちらともいえない
4%

ご協力、あ りが とうございま した。

Kё zrem6kё d6s6t kё szё niOk SZё pen:

ス ピコン 21実行委員会 szervez6k

2014年ポスター部門優勝者イラスト

丁0「Ok Agnesさんの作品



この度 も以下の団体・企業のご支援のお蔭でスピコンを開催することができました。

後援

助成

支援

協賛

在ハンガ リー 日本国大使館

国際交流基金

在ハンガ リー 日本商工会

日本航空、 JTB Hungary、  TravelAir Plus Hungary、  Sttdy&Co.′ Ltd.、

interdean、 どれみふあ屋、奥山の寿司

ありがとうございました !

来年、きた会い春しょう r

M」OT ハンガ リー 日本語教師会

第21回 日本語スピーチコンテス

委員長 :ゴダ・

委員 :ミ クシュ

後藤史与

卜実行委員会

リッラ
。ローベル ト


