
第一学期海外実習報告 

学生：詹○荃 

実習先：ことひら温泉 琴参閣 

実習期間：2019/7/15～2019/12/22（到着した翌日ちょうど琴参閣の夏の休館日なので、

冬の休館日の週までの仕事中に学んだことや気づいたことなど記録します。日付の後ろに

あの周の仕事を書いている。） 

仕事内容： 

（九月に私のスマホが突然更新したから、すべての写真がなくなった。そして、仕事中に

スマホを使うことが禁止される。そのため、自分が描いた簡単な図で記録することしかで

きない。） 

1.配膳：

昼と夜の宴会場の人数を数えて必要な食器など用意する。基本的に図①のような

セットだが、料理によって少し違いがある。例えば、釜飯がない場合は一人釜が要

らない、飲み放題があればおちょこ（日本酒用）をつけなければいけない。レンゲ

はランチ（子供料理）だけつけるなど。 

2.水を送る：

本館（讃水の館）：範囲は３階から８階までである。まず、昨日使われた客室の

冷水ポットを全部各階のパントリーに集めて中身を流す。そして、当日泊まられる

予定がある部屋の数と同じ数のポットを水半分ぐらいに入れる。姉さんが氷を運ん

できてから、氷でポットをいっぱいにして各部屋に配る。 
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 新館（飛天の館）：朝のやり方とだいたい同じが、もう夜のためお客さんが食事

へ行って部屋から離す間を待たなければいけない。ポットを入れる以外、簡単にテ

ーブルの上にあるゴミや灰皿も片付ける。 

3. 新館環境： 

簡単に言えば掃除である。トイレ、洗面所、お風呂（昨夜入ったお客さんが使

わなかったら掃除が要らない）の汚れたところ或いは使われたもの（コップなど）

をきれいに洗ってタオルで水の跡を見えないように拭く。部屋のすべてのゴミ箱を

新しい袋に換える。はたきでほこりを取って最後は掃除機をかける。 

4. 新館補助： 

部屋のテーブルを拭いてお菓子の器や旅館案内書などきれいにセットしておく。

使われた湯飲みやグラスなど片付け、また新しいの入れる。浴衣、バスタオル、歯

ブラシ、まんじゅう、冷蔵庫の飲み物など消耗品を補助する。 

5.宴会場： 

  宴会が始まる前：朝の配膳は一部だけなので、続いておしぼり、赤スプーン、

前菜箱、お品書きと先附の料理をつける（つけ方は基本的に図②のようで、もちろ

ん料理によって違いがある）。ほかにも瓶ビール、焼酎など飲み物をサイドに用意

し、飲み物を作るための氷、水、お湯も準備する。 
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  宴会中：飲み物を聞いてから、姉さんの指示を聴いて火をつけるし、料理を出

す。適当に空いたものを下げるのは大事のである。そうしなければ、後出しの料理

は必ず置く場所がない。 

  宴会が終わった：姉さんが飲み物の注文伝票を確認してから、瓶とグラスを下

げられる。他には箸置き、しゃもじ、赤スプーン、ガラス製品など洗い物だけ下げ

ていい。サイドに置いた使わなかった飲み物を冷蔵庫に戻す。すべて片付けてから、

また時間があれば、明日の宴会のためにあらかじめグラスを拭いておく。 

実習週誌： 

1周目：7/15～7/21〈朝：配膳、水を送る〔本館〕 夜：水を送る〔新館〕〉 

 配膳する時、二人で同じものをつけてはいけない（配膳メンバーが多くいる場合

以外）。時間を短縮するためできれば一人一種食器をいく。 

2周目：7/22～7/28〈朝：配膳、水を送る〔本館〕 夜：水を送る〔新館〕〉 

 水を送る時、部屋を片付ける姉さんがポットを取れやすいために満水したポット

をテーブルの辺に置いた方がいい。もしテーブルがまだセットして終わらならば、

玄関のげた箱の上に置いておく。 

3周目：7/29～8/4〈朝：環境 夜：宴会場〉 

掃除機をかけることがうまくなった。普段家にも掃除するが、あまり掃除機を使

わない。始めた時全然控えることができないので、よく自分にぶつかって足は青あ

ざがあちこちにつけてしまった。 

4周目：8/5～8/11〈朝：環境 夜：宴会場〉 

 すべての宴会場に自動生ビール機があるのではないから、自分で生ビールを作れ

ることが基本的なスキルと思う。YouTube でどのように完璧な生ビールを作ります

かという動画を見たことがあった。生ビールのグラスに模様が描いているところの

半分ぐらいまでビールを入れて泡を溢れるようにいっぱい入れる。実際にやってか

ら以外に効果があると思う。 

5周目：8/12～8/18〈朝：環境 夜：宴会場〉 

今週から一人でシアターの案内をやらせた。時々言葉を忘れるし、うまく紹介の

文を完全に言うけど、毎回一つ組のお客さんを案内してからすごく達成感を貰った。 

6周目：8/19～8/25〈朝：環境 夜：宴会場〉 

 お客さんが瓶ビール、冷酒など瓶の飲み物を頼んだ場合、基本的にお客さんにグ



 

ラスを渡して飲み物を入れさせていただく。 

7周目：8/26～9/1〈朝：環境 夜：宴会場〉 

 部屋のスリッパをげた箱に並ぶ時、できれば玄関の裏の方に集めて近づいて置く。

そうしたらお客さんがげた箱のドアーを全部開かなくてもスリッパを見えるし、よ

り取りやすくなる。 

8周目：9/2～9/8〈朝：環境 夜：宴会場〉 

 シアターの後出しは天ぷら、茶碗蒸し、うどん、デザートの順である。お品書き

がつけているけど、すべてのお客さんがメニューを読むのではないから、毎回料理

を出す時、次の料理は何を来るかちゃんと言わなければいけない。もし言わないで、

お客さんはまだ料理があることがわからないで、そのまま帰ったら、私たち絶対し

かられる。 

9周目：9/9～9/15〈朝：環境 夜：宴会場〉 

琴参閣の夕食の量が多いとお客さんがよくそう言う。うどんとご飯二種類の主食

があるので、時々お客さんがもうお腹いっぱいだからご飯を部屋に持ち帰り、後で

食べていいかと聞かれる。しかし、衛生のために食事会場の食べ物を持って帰るの

が禁止される。でも、偶に例があるそうだ。常客とか会社の要員の知り合いとか。 

10周目：9/16～9/22〈朝：環境 夜：宴会場〉 

 小間、味道、一力など個室の食事会が一般的に家族旅行に来るので、あまり人数

が 10人を超えない。このような個室が「上座」という席がある。上座は出入口に

一番遠い席で後ろによくきれいな飾りをつけている。この席は基本的におじいさん

やお父さんなど家族の主人が座っている。祖母の誕生日お祝いのために来た場合な

ら、上座がおばあさんが使う。そして、料理を出す時必ず上座から配る。 

11周目：9/23～9/29〈朝：環境 夜：宴会場〉 

 時々「S1又 J1」或いは「S1又 J1又 B1」という備考が見える。最近これをお客

さんに説明することがうまくなった。お客さんが日本酒(S)、ソフトドリンク(J)、

瓶ビール(B)の中で一人一本ずつサービスとなる。日本酒以外のを注文したら、部

屋に持ち帰ることもできる。 

12周目：9/30～10/6〈朝：環境 夜：宴会場〉 

 最初に料理を出す時、ただ「前菜でございます。」「お造里でございます。」な

どすごく簡単な説明しかできない。最近、覚えた紹介の言葉が増えてきた。よく見



 

える造里の内容は鯛、鮪、鰆である。前菜の珍味はモロヘイヤ、松前漬けがよく出

てくる。 

13周目：10/7～10/13〈朝：環境 夜：宴会場〉 

 掃除機をかけるのは最後の一歩で、終わってから座布団をきれいになおす。座布

団のチャックは左向き、そして下の方においた方がいい。 

14周目：10/14～10/20〈朝：環境 夜：宴会場〉 

 大型の宴会で特に全員が男性である場合、基本的に肉を返させていただく。最初

はこの指示を受けた時、ちょっと驚いた。なぜ自分でしないの？これがそのような

難しくことではないのだろうか？たぶん日本社会は亭主関白のため、女性は男性に

奉仕することが当たり前だと認められる。 

15周目：10/21～10/27〈朝：環境 夜：宴会場〉 

 十月から環境の姉さんは四人が辞めたから、私たちははたきと掃除機をかける以

外、お風呂とトイレの掃除もやり始めた。午後三時からまた出勤するため、もちろ

ん朝の仕事ができれば早めに終わりたい。だから、ずっとどのようにスビートを上

げられることを考えている。すべての部屋のゴミを集めてから、トイレ、使われた

お風呂、はたきと掃除機の順にすれば、前よりかかった時間が最低 30分ぐらい短

くなれる。 

16周目：10/28～11/3〈朝：環境 夜：宴会場〉 

 部屋が掃除機をかけ終わってから、エアコンと電気を全部消す。しかし、連泊さ

んの場合、両方ともつけている。お客さんがいつか帰るかわからないので、帰る時

部屋が暗くしないため、そのまましておく。 

17周目：11/4～11/10〈朝：環境 夜：宴会場〉 

 どの料理でも基本的につける位置は固定だが、季節によってメニューが変わるた

め、つけるところが変わることもある。普段台の物が肉陶板なら煮物がコンロの横

に近いところにつけている。でも、冬になるとともに、陶板が鍋になってきた。鍋

にならば、お客さんが肉を入れやすくなるため、肉のお皿が必ずコンロに一番近い

場所につける。こういう状況で煮物をつける時ちゃんと肉の空間を空いておく。 

18周目：11/11～11/17〈朝：補助 夜：宴会場〉 

 大型の宴会場にも上座がある。幹事さんがあらかじめ上座を作ると要求すると、

よく舞台に一番遠い場所に設置する。特に言ってない場合は、社長などが座ってい



 

る席が当たり前に上座になり、火をつけるとか料理を配るとか全部上座が始まる。 

19周目：11/18～11/24〈朝：補助 夜：宴会場〉 

 一力と華舞という新館の食事会場のおしぼりは使い捨てのではなく、タオルので

ある。そのため、おしぼりをきれいに巻くのが大事な技能だと思う。まずはおしぼ

りの裏と表を確認して、始めたところが力を入れて巻き、半分超えてから先より軽

くして最後まで巻く。そうすると中身が堅くても細すぎないおしぼりができた。 

20周目：11/25～12/1〈朝：補助 夜：宴会場〉 

 すべての部屋に空気清浄機をつけている。空気清浄機の水が必ず満水している。

水を補助する時、いつも茶の間の洗面台と器の外をめちゃくちゃ濡らした。最近、

やっと水をこぼさないような方法を見つけた。水を拭く必要がないから、ずいぶん

時間を短縮できた。 

21周目：12/2～12/8〈朝：補助 夜：宴会場〉 

 今、夜に小間や味道にいったら、一人で二、三間の担当者になってきた。自分で

お客さんが食べる状況を見ながら料理を出す。ちゃんとスペースを把握しなければ

ならない。次の料理が遅くなったらお客さんがつまらない。早すぎれば、お客さん

が圧迫感を与えるかもしれない。 

22周目：12/9～12/15〈朝：補助 夜：宴会場〉 

食事会場の席が椅子テーブルと御膳二種類がある。椅子テーブルは普通に立てて

ものを出すけど、御膳の方がすごく大変だと思う。御膳なら、お客さんが座布団に

座るので、お客さんより高いのがいけないから、必ず座って料理を配る。宴会中、

お客さんがスピーチする時にも座らなければいけない。最初は三分ぐらいで足がす

ごく痛くて我慢できない。でも、いつの間にか 10分間座ることができてきた。 

23周目：12/16～12/22〈朝：補助 夜：宴会場〉 

調理場が毎日用意した料理は必ず人数分より二、三個ヨビがある。たまに、仲番

さんからあまった食べ物をもらえた。今週食べた茶碗蒸しの中に台湾の名物「タピ

オカ」二個が入っている。本当にびっくりした。現在の日本がタピオカにハマって

いることがわかたけど、茶碗蒸しに入れるのはやはり微妙だと思う。タピオカを残

ったお客さんも多くいる。 

 

実習心得： 



 

 ここに来てから意外に時間が過ぎるのが早いと感じている。気が付いたときイン

ターンシップがあと半年しか残ってない。七月から初めてただの観光客ではない身

分で日本に来た。外国人労働者として日本で長い時間に生活を始まった。 

 来る前にもちろん前回インターンシップを参加した友達からいろいろな話しを聞

いた。実は、友達のあの一年間の生活がだいたい SNSからわかったから、すごく大

変そうだ。仕事がつらいことと比べて人間関係の難しさのほうがより重大な課題だ

そうだ。そのため、とっくに絶対ひどいことがたくさん遭うという心構えをした。

よく悪口を言われるとかいじめられることとか。 

 でも、実際の状況は私が思ったより悪くなかった。私たちのことを嫌がる人がい

るのはあたりまえのことだが、大部分の同僚が親切だと思っている。同僚の中で、

私たちと一番親しいのはだいたい派遣社員で、実は彼らが私たちより一、二ヶ月だ

け早くここに来た。たぶん立場が近いため、私たちと同じ、よく正社員にしかられ

る以外、年も近いから話せることがより多くあると思う。 

年齢のことといったら、もうひとつ私がおもしろいと思うところがある。ここが

田舎だと関係があるかどうかわからないけれど、日本人にとって大学の学位は必ず

持っているものではないそうだ。台湾社会では大学に進学することが普通である。

高校までの教育が大学に入れるための勉強だとも言える。しかし、ここの派遣社員

だけではなく正社員の中にも二十歳未満の子がおる。年寄りの派遣社員に姉さんと

呼ばれたのもある。いったいいつから就職し始まったの。初めてこのことを聞いて

本当にびっくりした。 

私たちとより関係がいいと言うけど、派遣社員の人事の回転率がものすごく高い

で、三ヶ月の契約が終わってからすぐ辞めた派遣社員が多い。実はあまり続けて連

絡している人がいない。正社員やバイトの接待さんと話すこともただ仕事中のみ。

これ以上の交流が少ないけれど、宴会が始まった前の短い休憩時間に多かれ少なか

れ一緒にしゃべりながらお菓子を食べる。 

私たちを嫌う正社員に関して、実は彼らただ仕事中に私たちに厳しくてよくしか

るだけで、仕事以外の時間は基本的に無視している。わざとほかの人に私たちにつ

いての悪口を言うこともなさそうだ。自分が気にしないでいい。或いは、ほかの実

習生たちとお互い慰め、励まして無事になったから、嫌われるのはそのようなつら

いことではないだろう。 



 

日本語の勉強について、著しい進歩があるかどうかはっきりわからない。でも、

自分の聴解能力が確かに上がると思う。会話のほうと言えば、最近少し讃岐弁を使

うようになってきた。一番よく使うのが「なんしょん」、何やってるのという意味

である。方言が使えるかどうか本当に人と人の距離感に影響を与えると思っている。

姉さんたちとしゃべったときに讃岐弁を使えれば彼らが聴いていつも嬉しいそうだ。

でも今はその文しかできないけど。 

そして、最初に一緒に仕事するとき、姉さんはずっと私たちが何もわからないの

で、何もできないと認めるから、もし一回指示を言って私たちが理解できない顔に

したら、そのまま諦めて直接自分がいったことが多かった。時間をかかって説明す

るより自分でやったほうが楽そうだった。しかし、最近こういう状況があまり見え

なくなった。日本人としての新入の派遣社員より私たちに任せることが増えてきた。

たぶんこれが私の日本語能力に少しうまくなったことを認める現れかもしれない。 

書いたいことまだたくさんあるけど、今回はここまで、残ったのは来学期のレポ

ートに記録するつもりだ。とにかく、仕事が大変でも、私はインターンシップの生

活を楽しんでいる。 
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	U宴会が始まる前：U朝の配膳は一部だけなので、続いておしぼり、赤スプーン、前菜箱、お品書きと先附の料理をつける（つけ方は基本的に図②のようで、もちろん料理によって違いがある）。ほかにも瓶ビール、焼酎など飲み物をサイドに用意し、飲み物を作るための氷、水、お湯も準備する。
	U宴会中：U飲み物を聞いてから、姉さんの指示を聴いて火をつけるし、料理を出す。適当に空いたものを下げるのは大事のである。そうしなければ、後出しの料理は必ず置く場所がない。
	U宴会が終わった：U姉さんが飲み物の注文伝票を確認してから、瓶とグラスを下げられる。他には箸置き、しゃもじ、赤スプーン、ガラス製品など洗い物だけ下げていい。サイドに置いた使わなかった飲み物を冷蔵庫に戻す。すべて片付けてから、また時間があれば、明日の宴会のためにあらかじめグラスを拭いておく。
	実習週誌：
	U1周目：7/15～7/21〈朝：配膳、水を送る〔本館〕　夜：水を送る〔新館〕〉
	配膳する時、二人で同じものをつけてはいけない（配膳メンバーが多くいる場合以外）。時間を短縮するためできれば一人一種食器をいく。
	U2周目：7/22～7/28〈朝：配膳、水を送る〔本館〕　夜：水を送る〔新館〕〉
	水を送る時、部屋を片付ける姉さんがポットを取れやすいために満水したポットをテーブルの辺に置いた方がいい。もしテーブルがまだセットして終わらならば、玄関のげた箱の上に置いておく。
	U3周目：7/29～8/4〈朝：環境　夜：宴会場〉
	掃除機をかけることがうまくなった。普段家にも掃除するが、あまり掃除機を使わない。始めた時全然控えることができないので、よく自分にぶつかって足は青あざがあちこちにつけてしまった。
	U4周目：8/5～8/11〈朝：環境　夜：宴会場〉
	すべての宴会場に自動生ビール機があるのではないから、自分で生ビールを作れることが基本的なスキルと思う。YouTubeでどのように完璧な生ビールを作りますかという動画を見たことがあった。生ビールのグラスに模様が描いているところの半分ぐらいまでビールを入れて泡を溢れるようにいっぱい入れる。実際にやってから以外に効果があると思う。
	U5周目：8/12～8/18〈朝：環境　夜：宴会場〉
	今週から一人でシアターの案内をやらせた。時々言葉を忘れるし、うまく紹介の文を完全に言うけど、毎回一つ組のお客さんを案内してからすごく達成感を貰った。
	U6周目：8/19～8/25〈朝：環境　夜：宴会場〉
	お客さんが瓶ビール、冷酒など瓶の飲み物を頼んだ場合、基本的にお客さんにグラスを渡して飲み物を入れさせていただく。
	U7周目：8/26～9/1〈朝：環境　夜：宴会場〉
	部屋のスリッパをげた箱に並ぶ時、できれば玄関の裏の方に集めて近づいて置く。そうしたらお客さんがげた箱のドアーを全部開かなくてもスリッパを見えるし、より取りやすくなる。
	U8周目：9/2～9/8〈朝：環境　夜：宴会場〉
	シアターの後出しは天ぷら、茶碗蒸し、うどん、デザートの順である。お品書きがつけているけど、すべてのお客さんがメニューを読むのではないから、毎回料理を出す時、次の料理は何を来るかちゃんと言わなければいけない。もし言わないで、お客さんはまだ料理があることがわからないで、そのまま帰ったら、私たち絶対しかられる。
	U9周目：9/9～9/15〈朝：環境　夜：宴会場〉
	琴参閣の夕食の量が多いとお客さんがよくそう言う。うどんとご飯二種類の主食があるので、時々お客さんがもうお腹いっぱいだからご飯を部屋に持ち帰り、後で食べていいかと聞かれる。しかし、衛生のために食事会場の食べ物を持って帰るのが禁止される。でも、偶に例があるそうだ。常客とか会社の要員の知り合いとか。
	U10周目：9/16～9/22〈朝：環境　夜：宴会場〉
	小間、味道、一力など個室の食事会が一般的に家族旅行に来るので、あまり人数が10人を超えない。このような個室が「上座」という席がある。上座は出入口に一番遠い席で後ろによくきれいな飾りをつけている。この席は基本的におじいさんやお父さんなど家族の主人が座っている。祖母の誕生日お祝いのために来た場合なら、上座がおばあさんが使う。そして、料理を出す時必ず上座から配る。
	U11周目：9/23～9/29〈朝：環境　夜：宴会場〉
	時々「S1又J1」或いは「S1又J1又B1」という備考が見える。最近これをお客さんに説明することがうまくなった。お客さんが日本酒(S)、ソフトドリンク(J)、瓶ビール(B)の中で一人一本ずつサービスとなる。日本酒以外のを注文したら、部屋に持ち帰ることもできる。
	U12周目：9/30～10/6〈朝：環境　夜：宴会場〉
	最初に料理を出す時、ただ「前菜でございます。」「お造里でございます。」などすごく簡単な説明しかできない。最近、覚えた紹介の言葉が増えてきた。よく見える造里の内容は鯛、鮪、鰆である。前菜の珍味はモロヘイヤ、松前漬けがよく出てくる。
	U13周目：10/7～10/13〈朝：環境　夜：宴会場〉
	掃除機をかけるのは最後の一歩で、終わってから座布団をきれいになおす。座布団のチャックは左向き、そして下の方においた方がいい。
	U14周目：10/14～10/20〈朝：環境　夜：宴会場〉
	大型の宴会で特に全員が男性である場合、基本的に肉を返させていただく。最初はこの指示を受けた時、ちょっと驚いた。なぜ自分でしないの？これがそのような難しくことではないのだろうか？たぶん日本社会は亭主関白のため、女性は男性に奉仕することが当たり前だと認められる。
	U15周目：10/21～10/27〈朝：環境　夜：宴会場〉
	十月から環境の姉さんは四人が辞めたから、私たちははたきと掃除機をかける以外、お風呂とトイレの掃除もやり始めた。午後三時からまた出勤するため、もちろん朝の仕事ができれば早めに終わりたい。だから、ずっとどのようにスビートを上げられることを考えている。すべての部屋のゴミを集めてから、トイレ、使われたお風呂、はたきと掃除機の順にすれば、前よりかかった時間が最低30分ぐらい短くなれる。
	U16周目：10/28～11/3〈朝：環境　夜：宴会場〉
	部屋が掃除機をかけ終わってから、エアコンと電気を全部消す。しかし、連泊さんの場合、両方ともつけている。お客さんがいつか帰るかわからないので、帰る時部屋が暗くしないため、そのまましておく。
	U17周目：11/4～11/10〈朝：環境　夜：宴会場〉
	どの料理でも基本的につける位置は固定だが、季節によってメニューが変わるため、つけるところが変わることもある。普段台の物が肉陶板なら煮物がコンロの横に近いところにつけている。でも、冬になるとともに、陶板が鍋になってきた。鍋にならば、お客さんが肉を入れやすくなるため、肉のお皿が必ずコンロに一番近い場所につける。こういう状況で煮物をつける時ちゃんと肉の空間を空いておく。
	U18周目：11/11～11/17〈朝：補助　夜：宴会場〉
	大型の宴会場にも上座がある。幹事さんがあらかじめ上座を作ると要求すると、よく舞台に一番遠い場所に設置する。特に言ってない場合は、社長などが座っている席が当たり前に上座になり、火をつけるとか料理を配るとか全部上座が始まる。
	U19周目：11/18～11/24〈朝：補助　夜：宴会場〉
	一力と華舞という新館の食事会場のおしぼりは使い捨てのではなく、タオルのである。そのため、おしぼりをきれいに巻くのが大事な技能だと思う。まずはおしぼりの裏と表を確認して、始めたところが力を入れて巻き、半分超えてから先より軽くして最後まで巻く。そうすると中身が堅くても細すぎないおしぼりができた。
	U20周目：11/25～12/1〈朝：補助　夜：宴会場〉
	すべての部屋に空気清浄機をつけている。空気清浄機の水が必ず満水している。水を補助する時、いつも茶の間の洗面台と器の外をめちゃくちゃ濡らした。最近、やっと水をこぼさないような方法を見つけた。水を拭く必要がないから、ずいぶん時間を短縮できた。
	U21周目：12/2～12/8〈朝：補助　夜：宴会場〉
	今、夜に小間や味道にいったら、一人で二、三間の担当者になってきた。自分でお客さんが食べる状況を見ながら料理を出す。ちゃんとスペースを把握しなければならない。次の料理が遅くなったらお客さんがつまらない。早すぎれば、お客さんが圧迫感を与えるかもしれない。
	U22周目：12/9～12/15〈朝：補助　夜：宴会場〉
	食事会場の席が椅子テーブルと御膳二種類がある。椅子テーブルは普通に立ててものを出すけど、御膳の方がすごく大変だと思う。御膳なら、お客さんが座布団に座るので、お客さんより高いのがいけないから、必ず座って料理を配る。宴会中、お客さんがスピーチする時にも座らなければいけない。最初は三分ぐらいで足がすごく痛くて我慢できない。でも、いつの間にか10分間座ることができてきた。
	U23周目：12/16～12/22〈朝：補助　夜：宴会場〉
	調理場が毎日用意した料理は必ず人数分より二、三個ヨビがある。たまに、仲番さんからあまった食べ物をもらえた。今週食べた茶碗蒸しの中に台湾の名物「タピオカ」二個が入っている。本当にびっくりした。現在の日本がタピオカにハマっていることがわかたけど、茶碗蒸しに入れるのはやはり微妙だと思う。タピオカを残ったお客さんも多くいる。
	実習心得：
	ここに来てから意外に時間が過ぎるのが早いと感じている。気が付いたときインターンシップがあと半年しか残ってない。七月から初めてただの観光客ではない身分で日本に来た。外国人労働者として日本で長い時間に生活を始まった。
	来る前にもちろん前回インターンシップを参加した友達からいろいろな話しを聞いた。実は、友達のあの一年間の生活がだいたいSNSからわかったから、すごく大変そうだ。仕事がつらいことと比べて人間関係の難しさのほうがより重大な課題だそうだ。そのため、とっくに絶対ひどいことがたくさん遭うという心構えをした。よく悪口を言われるとかいじめられることとか。
	でも、実際の状況は私が思ったより悪くなかった。私たちのことを嫌がる人がいるのはあたりまえのことだが、大部分の同僚が親切だと思っている。同僚の中で、私たちと一番親しいのはだいたい派遣社員で、実は彼らが私たちより一、二ヶ月だけ早くここに来た。たぶん立場が近いため、私たちと同じ、よく正社員にしかられる以外、年も近いから話せることがより多くあると思う。
	年齢のことといったら、もうひとつ私がおもしろいと思うところがある。ここが田舎だと関係があるかどうかわからないけれど、日本人にとって大学の学位は必ず持っているものではないそうだ。台湾社会では大学に進学することが普通である。高校までの教育が大学に入れるための勉強だとも言える。しかし、ここの派遣社員だけではなく正社員の中にも二十歳未満の子がおる。年寄りの派遣社員に姉さんと呼ばれたのもある。いったいいつから就職し始まったの。初めてこのことを聞いて本当にびっくりした。
	私たちとより関係がいいと言うけど、派遣社員の人事の回転率がものすごく高いで、三ヶ月の契約が終わってからすぐ辞めた派遣社員が多い。実はあまり続けて連絡している人がいない。正社員やバイトの接待さんと話すこともただ仕事中のみ。これ以上の交流が少ないけれど、宴会が始まった前の短い休憩時間に多かれ少なかれ一緒にしゃべりながらお菓子を食べる。
	私たちを嫌う正社員に関して、実は彼らただ仕事中に私たちに厳しくてよくしかるだけで、仕事以外の時間は基本的に無視している。わざとほかの人に私たちについての悪口を言うこともなさそうだ。自分が気にしないでいい。或いは、ほかの実習生たちとお互い慰め、励まして無事になったから、嫌われるのはそのようなつらいことではないだろう。
	日本語の勉強について、著しい進歩があるかどうかはっきりわからない。でも、自分の聴解能力が確かに上がると思う。会話のほうと言えば、最近少し讃岐弁を使うようになってきた。一番よく使うのが「なんしょん」、何やってるのという意味である。方言が使えるかどうか本当に人と人の距離感に影響を与えると思っている。姉さんたちとしゃべったときに讃岐弁を使えれば彼らが聴いていつも嬉しいそうだ。でも今はその文しかできないけど。
	そして、最初に一緒に仕事するとき、姉さんはずっと私たちが何もわからないので、何もできないと認めるから、もし一回指示を言って私たちが理解できない顔にしたら、そのまま諦めて直接自分がいったことが多かった。時間をかかって説明するより自分でやったほうが楽そうだった。しかし、最近こういう状況があまり見えなくなった。日本人としての新入の派遣社員より私たちに任せることが増えてきた。たぶんこれが私の日本語能力に少しうまくなったことを認める現れかもしれない。
	書いたいことまだたくさんあるけど、今回はここまで、残ったのは来学期のレポートに記録するつもりだ。とにかく、仕事が大変でも、私はインターンシップの生活を楽しんでいる。

