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                                                     NO.181  2020. 9 

岩﨑、鳥飼

 

2019 年 9月 21 日(土) 補習校茶道教室 

内容 ： 茶道 

対象 ： ６年生 

参加者 ：本多•内藤•樽谷•児嶋•新宮•鳥飼•原•シーマン

水野•メイベリー•石坂•北條•五味•ハンター•岩田•麻也 

ジェン•岩﨑•＜樽谷桜香＞•＜鳥飼遥奈＞•＜岩﨑小晴＞ 

 

《児童からの感想》 

 

今日は、日本の伝統である茶道教室に参加しました。

日本に住んでいる時も茶道に触れたことがなかったので、

どんなものか楽しみにしていました。まずは、浴衣に着

替えて Showing Japan の方のお話を聞きました。 

1つ目は中国からお茶が伝わったということです。正確

には遣唐使が日本に持って帰りました。そして、お茶に

様々な効果があると教えをもらいました。それは薬の代

用になりました。そして、眠気覚ましにもなりました。

しかし値段が高いので一般人には買えません。今では手

軽に買えますが、アメリカでは高価なものになっていま

す。 

2つ目は千利休という人です。彼は戦国時代にお茶を広

めた人です。ほとんどの茶道のルールは、千利休が決め

たものです。今日、説明してもらったように千利休は、

世の中に残る言葉を残しています。例えば「一期一会」

だったり、「和敬静寂」などの言葉を残しています。特に

「一期一会」の言葉に興味を持ちました。同じ時間、同

じ空間は 2 度ありません。特に補習校の仲間は、ずっと

日本で生活していたら出会える仲間ではないからです。 

 今回の体験の感想は、甘いおかしとお茶のコンビがい 

いかなと思いました。そして、お点前を見学している 

 

中で、まだ誰も食べたり飲んだりしていない時の水の音 

がいいと思いました。この機会にもっと茶道のルールや

日本の文化などを知り、友達に紹介できるように調べた

いと思いました。           (6 年 A組 谷本 鼓太郎) 

                           

 五年生の時に茶道教室のことを初めて聞いてから、私

はこのイベントをずっと楽しみにしていた。私が通う日

本語補習校では、茶道の先生たちによる、六年生のため

の「茶道教室」が毎年開かれるのだ。 

 今年私は六年生。ずっと楽しみにしていた茶道教室に

参加させてもらうことになった。 初にクラスの福島さ

んと堀さんのお母さん方に、浴衣の着付けをしてもらう

ことになった。十分以上も時間がかかる大変な仕事だと

いうことにおどろいた。浴衣、腰紐、そして帯をつける

のに、これほどの努力と時間がかかるのか、と思った。

着付けの後、私はとても窮屈な格好で、畳がしいてある

部屋へと向かった。とても息がしづらかった。帯がとて

もきつく、あまり動きやすい状態ではなかったのだ。そ

の後、三十分正座しただけで、足がとてもつかれてしま

い、私は泣きたくなるような痛みを感じた。しかし、色々

苦しんだ末に頂いたお茶は、その苦しみを全て忘れさせ

るような美味しさだった。あれほど新鮮で美味しいお茶

を頂いたのは初めてだと思う。苦さも強かったが、濃厚

で、深みのある味だった。 

 お茶だけでなく、お茶を頂く時の動き方や先生の動き

方にも美を感じた。初心者の私にも、和敬清寂の心が分

かるような気がした。 

補習校の先生方、また保護者の皆様、そしてShowing Japan

からいらした茶道の先生方、このイベントを可能にして

下さった皆様のおかげで、私は沢山のことを学べたよう
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な気持ちがします。ありがとうございました。                                         

                             （6年B組 大澤 翠) 

 

 「味がしない！」私は椛型の砂糖菓子を口にしながら

心の中でさけんだ。周りを見回すと、その砂糖菓子を美

味しそうに食べている同級生が四、五人並んでいる。「緊

張しすぎて、味覚がおかしくなったか？」などと思った。

けれども気にせず次のお菓子を手に取る。そして、まん

じゅうのようなお茶菓子を口に運んだ。さっきの菓子と

は対照的に、なめらかで小豆の味が際立っており、和菓

子のおいしさを満喫することができた。 

そうして、お菓子を頂いているうちに、お抹茶が次々

と運ばれてきた。Showing Japan の皆さまが、畳から足を

上げる畳になる音。同級生がお抹茶をズッと飲み切る音。

さまざまな音を味わいながら、私もお抹茶を頂く。音を

立てずにクィッ、クィッ、出来るだけ静かに多めに飲む。

ズズズッ、三回にわたってお抹茶を飲み干す。 

人によって違うが、私には少し熱くて苦かった。甘い

お茶菓子の後でスッキリしたともいえるが、舌が無性に

ピリピリした。けれども礼儀は忘れずに、柄の向きを元

に戻し、お礼をして抹茶茶碗をさげていただく。すると

ともに、私の茶道体験は幕を閉じた。      

               (6年C組 芦田 結衣) 

 

 

10 月 31 日(木) Lone Star College Cy-Fair Campus 

内容 ： 着物の説明、着付け方、浴衣着付け 

対象 ： 日本語クラスの学生、先生 

参加者 ：山田(裕)•内藤•福島•麻也•相川•北條•木下 

岩﨑•ブライヤン•鳥飼•萩原•岩田 

 

初級クラスは先生を含めて 20名、中級クラスは 11名を、

2回に分けてのデモでした。 

着物や浴衣について、その歴史を含めて山田さんに説明

をしていただきながら、振袖と訪問着を身に纏った内藤

さんと福島さんに、岩崎さんと麻也さん、鳥飼さんと相

川さんが帯結びを実演されました。華麗な帯捌きで、あ

っという間に美しいお太鼓と飾り結びの完成です。 

その後、事前に選んでもらった浴衣を学生さん達に着付 

けていきました。着付けながら、先生からの課題である、

学生さん自身の日本語での自己紹介と質問に答えるので

すが、少し緊張しながらも、一生懸命日本語で話す姿が

微笑ましかったです。 

着付けが終わると、噴水のある中庭で写真撮影をしまし

た。前日の雨の予報に反して、寒さは厳しいながらもす

っきりとした秋晴れで、色とりどりの浴衣に、学生さん

の嬉しそうな笑顔が相まり、とても素敵な写真が撮れま

した。 

 

ハロウィン当日でしたが、学生さんの年齢を鑑みても、

まさしく華やかな成人式のような雰囲気でした。 

今回、個人的に先生と学生さんのお母様を知っていて、

後から「すごく喜んで大興奮だった。」「Showing Japan

の方々が優しくて感動した。」と言って頂き、大好評の

デモとなりました。 

中には、今後日本での留学プログラムを受ける学生さん

もいらっしゃるようなので、この体験を通して、ますま

す日本語の勉強が楽しくなってもらえたら嬉しいです。 

                   (岩田 益美) 
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11 月 2日(土)・9日(土) 七五三写真撮影会 

内容 ： 着付け 

対象 ： 一般  

参加者 ：麻也•内藤•ハンター•樽谷•岩﨑•相川•新宮•原 

ブライヤン•木下•岩田•北條•福島•山田(裕)•シーマン 

児嶋•本多•鳥飼•水野•五味•フリーマン•＜樽谷桜香＞ 

＜岩﨑小晴＞ 

 

毎年恒例の七五三写真撮影会に参加しました。 
愛らしいお子様達の着

飾ったお姿を拝見出来

る事を楽しみに参加し

ています。 
今回は予約に少し余裕

があった為、気持ち的に

楽だったのですが、どう

しても女児、女性の方は

髪のセットや着物の着

付けに時間がかかりお

待たせしてしまい、申し

訳なく思っております。 

早く支度が出来上がり、待ちくたびれたお父様、ご兄弟

が、支度が出来上がったお嬢様の姿を見た時の何とも言

えない嬉しそうな笑顔が忘れられません。 

あまり嫌がるお子様も

少なく、鏡に映った自分

の姿をみて、うっとりと

ポーズを決める姿に癒

され、疲れも吹っ飛びま

した。 

写真撮影も様々なポー

ズで楽しそうに撮影さ

れていて、こちらも嬉し

い気持ちでいっぱいに

なります。 

「日本で七五三が出来

なかったが、ヒュースト

ンで出来て良かった。」とのお声をいただきました。 

私達の活動が、思い出作りのお手伝いになれたのでした

ら幸いです。                 

                  (内藤 美津子) 

 

 

11 月 7日(木) Clements High School 

内容 ： 書道 

対象 ： 日本語クラス(73 名) 

参加者 ：山田(裕)•内藤•石坂•フリーマン•福島•木下 

ジェニファー•岩﨑 

 

《生徒からの感想》 

 

【日本語 4 (AP)】  

・書道のワークショップで、「運命」の書き方を学びまし

た。Showing Japan の先生が準備していない漢字の書き方

を教えてくれたので、うれしく思いました。 

・今回の書道では、色々な漢字を書きました。アメリカ

に来てから、漢字を書く機会がへりました。だから今回

の経験では楽しい時間を過ごせました。「令和」を書きま

した、そして好きな「嵐」も書きました。嬉しかった。 

・私は「笑顔」の書き方を学びました。 

・まっすぐな姿勢で

筆をとり、一字ずつ

書いていくと、ヒー

リングされる気持ち

になりました。高度

の集中によって精神

を浄化することがで

きるんだと気づけた

し、これがまさに書道の意味だと思いました。 韓国の学

校でも時々書道の授業があったんですけど、アメリカで

も経験できて新鮮でした。 

・漢字を学びました、書道は心が落ち着きます。 
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【日本語 3 (Pre-AP)】  

・私は適切な日本の書道をする方法を学びました。 でも

書道はとても難しいです。私の漢字は非常に悪く見えま

した。 

・新しい漢字を学びました。書道が得意だったのは驚き

でした。書道は面白いです。 

・昨日の書道はとっても面白くて、楽しかったです。僕

は新しい漢字を勉強した。そして書道が上手だと思いま

した。だから僕はときときに書道を稽古します。 

・書道は楽しかったです。「花火」や「青空」や「林」や

「麒麟」や「物理」を書きました。新しい手法を学んだ。 

・もっと書道の日がほしいです。 終品はかっこいいで

す。きれいな漢字を書けています。新しい漢字を学びま

した。そして書道の概念を理解しました。 

・先生たちは親切で、本当の日本人と(少しだけ)話すこ

とができて本当にうれしかったです。先生のほかに、日

本語会話のスキルを改善するために、このような機会を

もっと増やしたいです。今は彼らの言っていることはほ

とんど理解できましたが、日本語で返答するのは難しい

です。言葉やフレーズの欠如が主な問題です。会話と練

習。書道それ自体は、少し内容が少なかったように感じ

ました。つまり、私たちは同じ漢字が 3 年間続いている

ので、次回はおそらく「どんな漢字にしたいのか」に投

票するべきです。そうすれば、書道がもっと面白くなる

でしょう。 

・今日の書道ワークショップは楽しかったです。「麒麟」

と「消防士」の漢字を学びました。友達たちの書道の能

力は素晴らしいと思いました。難しい漢字が書けるから

です。将来、もっと書道をしたいです。 

 

 

 

【日本語１と２】 

 

・素晴らしい思いでした、僕は小学校の時に書道を練習

する事がすきでした。でも今は大体忘れてしまったけど。 

・二度書きしてはいけないので、上手く漢字を書くのが

難しかった。 
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11 月 14 日(木) Bellaire High School 

内容 ： 書道 

対象 ： 日本語クラス・日本語クラブ 

参加者 ：山田(裕)•内藤•鳥飼•石坂•フリーマン•新宮 

麻也•ブライヤン•水野•木下•岩﨑 

 

《生徒からの感想》 

 

書道のせつめいはよかったと思います。そして、手伝っ

た人はとても優しかったんです。よく私に上手だと言っ

てくれて、嬉しかったです。とてもいい体験でした!                                        

                                         (Vanessa) 

 

書道をするのが本当に楽しかったと思いました。書道を

しながら、日本の文化をもっと習いました。今から、書

道をしたことがあると言えます。Showing Japan に来てく

れて本当にありがとうございました。私たちのために時

間をつくって手伝ってくれました。この体験を忘れられ

ないです。                                (Nallely) 

すごく楽しかったですよ。私の友だちは書いたことがあ

りましたから、このエベントはさいこうね。    (Brian)                                    

 

 

 

12 月 5日(木) Fort Bend County Library 

内容 ： 折り紙 

対象 ： 一般  

参加者 ：山田(裕)•鳥飼•石坂•フリーマン•福島•麻也 

木下•ブライヤン•岩﨑 

 

初めての折り紙デモに着物で参加させてもらいました。 

初参加者が 1人だったので心配でしたが、始まる直前

に 3人になり、折り紙の

説明が終わる頃また 2

人参加者が増え、パタパ

タ鶴を折ってる 中に

また 3人増えて、計 8

人の方が参加してくれ

ました。 

時折図書館の方達も見

に来てくれましたが、仕

事中だったので、参加出

来ず残念そうな感じで

した。 

参加者の人達はとっても真剣に

折り紙を折っていて、出来上がり

にとても感激してくれてたので

嬉しかったです。 

そしてお土産の手裏剣も喜んで

くれました。 
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私も久々に紙 1枚で色々作れる折り紙の楽しさに引き込

まれ、日本ってやっぱり良いなぁ〜と実感したデモにな

りました。              （フリーマン 通子) 

 

 

2020 年 1月 11 日(土) 晴れ着写真撮影会 

内容 ： 着付け 

対象 ： 一般 

参加者 ： 水野•樽谷•五味•山田(裕)•マヤ•相川•青山 

児嶋•新宮•福島•鳥飼•岩﨑•本多•ブライヤン•ハンター

木下•白•北条•＜樽谷桜香＞•＜岩﨑小晴＞ 

 

1 月 11 日、三水会センターにて毎年恒例の晴れ着撮影会

が開催されました。 

11 回目を迎えた今年もご好評をいただき、予約開始とと

もに予約が殺到。18グループ、60名の着付け、33名の髪

の毛セットと多くの方にご参加いただきました。また、

昨年度の撮影会で皆様より頂戴いたしました参加費で新

たに女性用袴を購入し、振袖とは一味違った着物も楽し

んでいただきました。 

「晴れ着撮影会は恒例の家族行事です。」と毎年ご参加く

ださるご家族、お子様の七五三や成人の記念撮影、高校

卒業の思い出としてお友達同士での撮影など、色々な思

い出のお写真を撮っていただきました。皆様の素敵な記

念撮影のお手伝いが出来きたこと、スタッフ一同嬉しく

思っております。 

今回皆様から頂戴いたしました参加費は、今後の活動費

として大切に使わせていただきます。ご参加いただきま

した皆様、ありがとうございました。     (児嶋 貴子) 

 

 

《 Showing Japan からのお知らせ 》 

 

3 月以降、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、 

予定されていたデモは全てキャンセルとなりました。 

現在、活動は休止しており、毎年 11 月に開催している

七五三写真撮影会も今年は中止とさせていただきます。 


