ヒッポのやり方
多言語の自然習得
35年年間、ヒッポファミリークラブのメンバーは、世界中の⾔言語を楽しんできま
した。⺟母語を話すようになるのと同じプロセスをたどれば、誰でも、いくつで
も、たくさんの⾔言語を話すことができるようになります。⼤大切なのは、多⾔言語
にどっぷり浸る環境で、多様な⾔言語の⾳音やリズムにたくさん触れることです。

（⼀一財）⾔言語交流研究所
ヒッポファミリークラブ

2017

多言語の音に自然にイマース（浸る）環境を作る

★ ヒッポファミリークラブ “What’s New!” ★
「多言語の脳科学」共同研究プロジェクト

教科書を読む前に⾚赤ちゃんが⺟母語を理理解し始めるように、ヒッポファミリークラブのメンバーは
多⾔言語に浸りながら、⾃自然にことばを⾒見見つけています。そのために、ネイティブスピーカーが録
⾳音した、⽇日常⽣生活で⾶飛び交うことばがたくさん出てくるストーリーの多⾔言語マテリアルが、⽣生活
の中のあちらこちらでBGMのように⾃自然に「聞こえてくる」環境を作ります。常に多⾔言語の⾳音
に⾃自然に浸りながら、様々な⾔言語のパターンがいつの間にか⾃自分のことばになっていきます。

ヒッポファミリークラブには、毎週の地域での活動の場「ファミリー」があり、メンバー
はそれぞれのことばの発⾒見見を共有します。歌や踊り、ゲームなどを通して、多⾔言語に触
れる様々な活動があります。メンバー同⼠士が、助け合い、励まし合いながら、楽しい雰
囲気の中でことばを⾒見見つけ、仲間や家族と⼀一緒にことばをはぐくんでいます。

◆日本語/Japanese◆
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（⼀一財）⾔言語交流研究所は、マサチューセッツ⼯工科⼤大学スザンヌ・フ
リン（Dr. Suzanne Flynn）教授、東京⼤大学⼤大学院酒井邦嘉教授とと
もに、「多⾔言語の脳科学」共同研究プロジェクトに着⼿手しました。プ
ロジェクトは、東京⼤大学⼤大学院の酒井教授の研究室にてfMRIを使⽤用
し、多⾔言語使⽤用が認知⼒力力や⾔言語習得にどのような効果を及ぼすかを研
究します。3⾔言語を話すヒッポファミリークラブメンバーや、メン
バー以外の⼈人も参加予定です。どんな発⾒見見があるのか、乞うご期待！

ことばを歌う：ことばは音楽
ヒッポファミリークラブの活動の中でも特に重要なのは、「メタ活」と呼
ばれる、「ことばを歌う」活動です。何語でも、聞こえたとおりに真似を
して、様々な⾔言語のリズムやメロディ、⾃自然な⾔言語の持つ特徴を丸ごと⼝口
にしてみましょう。

LEX多言語プレゼンテーション2017

いつでもどこでも誰とでも！

LEX多⾔言語プレゼンテーション（LMP：LEX Multilingual Presentation）は、TEDトークのようなスタイルで、16
～25歳の若者が参加する多⾔言語プレゼンテーションです。参加者は、⾃自分の多⾔言語・多⽂文化体験に基づいた、世
界・社会に発信するメッセージを、3⾔言語以上を使⽤用して伝えます。プレゼンテーションにチャレンジする若者
たちによって、ヒッポファミリークラブが提案する多⾔言語や多⽂文化環境の価値がまさに具現化されています。

多⾔言語環境のもう⼀一つの要素は、世界中の⼈人とつながること。ヒッポトラン
スナショナルホームステイでは、メンバーが世界各国のホストファミリー家
庭で過ごし、また、⾃自国でホストファミリーとなり海海外からのゲストを受⼊入
れます。

35周年SDカード
本部: HTTP://WWW.LEXHIPPO.GR.JP/
〒150-0002 東京都渋⾕谷区渋⾕谷2-2-1 ⻘青⼭山Ｈ＆Ａビル 3Ｆ TEL: +81-3-5467-7041
中部:
〒450-0002 名古屋市中村区名駅5-30-1いちご名駅ビル 9F TEL: +81-52-581-6531
関⻄西:
〒540-0024 ⼤大阪市中央区南新町1-4-8アインストーンビル 4F TEL: +81-6-4790-7291
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ヒッポファミリークラブは、35周年年を記念して、これまでの多⾔言語マテリ
アルCDをSDカードに収録しました。SDカードには、スタンダード、スタ
ンダードプラス、プレミアムの各セットがあり、プレミアムセットには35
年年間に発表された全ての多⾔言語マテリアル（21⾔言語）が収録されていま
す。これらのセットは⽇日本で販売中！多⾔言語にイマースする（浸る）環境
を作るために最適なマテリアルです。

アジア青少年多⾔語⾃然キャンプ（タイ）

✈

アジアンプロジェクト：多言語キャンプ・合宿
アジアの様々な国々との友情を育むアジアンプロジェクト、中
国・上海海とタイでの多⾔言語キャンプ・合宿は、中国、タイや、韓
国、⽇日本、アジア諸国からの中学⽣生以上が対象です。毎年年、参加
者はいろいろな国の友⼈人を新しく作り、多⾔言語活動を楽しみ、様々
なアウトドア活動に参加します。若者たちは美しい⾃自然に感動し、
世界の広い価値観を身につけ、新しい友情を育んでいます。
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海外ホームステイ交流
家族交流 ‒

ワールド・インターンシップ・プロジェクト
(WIP)

家族交流は、社会⼈人やお⼦子さん連れの家族でも参加できる、
1週間から2週間のホームステイプログラムです。1981年年から
始まり、世界20ヵ国以上に交流が拡⼤大しています。年年間約
400⼈人のメンバーが海海を渡り、新しい友情を育んでいます。

WIP （ケニアにて）

⻘青少年年交流は、春休みと夏休み中に、1週間から1ヵ⽉月のプログ
ラムがあり、⼩小学5年年⽣生から⼤大学⽣生年年代までの⻘青少年年を対象にし
ています。毎年年約650⼈人の⻘青少年年が参加しており、海海外で貴重な
体験をしています。

WIPは、⼤大学⽣生以上、社会⼈人、シニア世代まで、⼈人⽣生が変わる
ような海海外⽣生活体験ができるプロジェクトです。WIPインター
ン⽣生は、⽇日本、韓国、アメリカ、メキシコのヒッポファミリー
クラブ、⼜又は、世界40ヵ国以上の交流団体で、1ヵ⽉月から1年年
間活動を⾏行行います。インターン⽣生は、地域社会にとけこみなが
ら、現地の⼈人々とともに⽣生活します。18歳以上ならだれでも
参加できます。

台湾

多言語雪の学校＆多言語ネイチャーキャンプ
多言語雪の学校

毎年年3⽉月に多⾔言語雪の学校、8⽉月に多⾔言語ネイチャーキャンプが
開催され、たくさんの参加者が、美しい⾃自然の中でヒッポファミ
リークラブの多⾔言語活動を楽しんでいます。雪深い⻑⾧長野県で3⽉月
に開催される多⾔言語雪の学校では、参加者は冬の銀世界で思いっ
きり遊び、⺠民宿で夜を過ごします。多⾔言語ネイチャーキャンプも
動植物と触れ合える⻑⾧長野県で開催され、様々なアウトドア活動を
体験することができます。世界中から、誰でも参加でき、真の多
⾔言語・多⽂文化体験を味わえます！

日本でのホームステイ受入れ
⽇日本でのホームステイ受⼊入れは、120ヵ国以上から5,000⼈人以上
の⼈人々を受⼊入れてきました。参加者には世界中の交流団体から
の学⽣生や企業の研修⽣生、家族や若者等がおり、ヒッポファミリー
クラブの多⾔言語な活動に参加しながら⽇日本⽂文化に浸ることがで
きます。

✈

✈

海外ホームステイ交流
青少年交流 ‒

ベトナム
アメリカ

日本でのインターンシップ
⽇日本でのインターンシップの参加者は、ヒッポファミリークラブ
の多⾔言語活動の中⼼心となり、国際的な雰囲気のヒッポファミリー
クラブ本部で、多⾔言語環境に浸りながら素晴らしい多⾔言語体験を
します。イベント運営やワークショップへの参加、海海外交流団体
との連絡など、インターンとして退屈だと感じる⽇日はないでしょ
う！

✈
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多⾔語ネイチャーキャンプ

韓国

来⽇したインターン⽣

ロシア

榊原陽⽒氏について
1930 – 2016年年

イヤーロング海外高等学校交換留学（YL）

2016年、ヒッポファミリークラブは、敬愛する創
始者、榊原陽⽒を失いました。榊原陽⽒の魂は、私
たち皆に受け継がれ、私たちの⽿は多⾔語に向けて
開かれ、私たちの⼼は世界中の⼈々と共にあります。
榊原陽⽒に多⼤なる感謝をささげます。

✈

イヤーロング海海外⾼高等学校交換留留学（YL）は、2016年年に20周年年を迎え、
毎年年拡⼤大を続けています。⽇日本の⾼高校⽣生が海海外へのプログラムに参加す
るだけでなく、海海外の⾼高校⽣生の⽇日本での受⼊入れも⾏行行っています。⽇日本か
らは毎年年約120⼈人の⾼高校⽣生がアメリカやフランス、タイ等へ留留学し、ホス
トファミリーと⽣生活し、現地の⽂文化に⾶飛び込みます。また、2016年年は7ヵ
国から25⼈人の⾼高校⽣生を⽇日本で受⼊入れました。YLは⾃自分を成⻑⾧長させるため
の絶好の機会です！
年記念フォーラム

YL（高校留学）20周

メキシコ

✈

To Yo, thank you for everything!
ありがとう！¡Muchos gracias! 谢谢！
Grazie! Danke! Merci beaucoup!

