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Event Flash Event Info

留学やワーキングホリデー（ワーホリ）に興味がある、語学を学びたい、海外で生
活するってどんな感じなんだろう…という方必見!! 四国中央市出身の留学・ワー
ホリ経験者が、現地での体験談をお話しします！また、国際交流員ショーンさん
の日本留学時代のお話しも聞くことが出来ます。体験談の後は、カナダ名物料理
「プティーン」を作ります。1度で2度おいしいセミナー、ぜひご参加ください。

 

日　程：11 月 8 日(土)
時　間：13:00~16:00
場　所：保健センター
講　師:オーストラリア、カナダ、日本等の
　　　　留学・ワーホリ体験者 4 名 
対　象:中学生以上〜一般 （中学生以下は、親子で可）
定　員：30 名
参加費:会員 300 円
 　 一般 500 円
後 援:四国中央市教育委
員会 申込方法:①名前
②連絡先 ③体験者へ
の質問を明記の上、電
話またはメールにて申 込くだ
さい。

NEWS英会話
7月9日からニュース英会話③を行いました。ショーン先生と
6回のクラスで「ケニヤでの皮膚漂白」、「イラクとシリアで新し
いISという国家」、「牛肉は環境に一番悪い肉」、「大負けのギャ
ンブラーはカジノを訴える」というニュースについて話しました。

中国語講座（準中級者編）
中国語講座を7月10日から７回行いました。少人数だったので、言
葉だけでなく、中国の文化についても学ぶことができ、緊密な雰囲気
の中で、充実した授業となりました。中国のスナックも食べられました！

ショーンと英語で遊ぼう！
国際交流員のショーン先生は8月19日に親子図書館と協力してゾクゾ
クするようなストーリータイムのイベントを行いました。今回は小学生対
象のイベントで、先生は英語や日本語の怖い本を読んで、ゲームで習っ
た単語を復習しました。また親子図書館でイベントを行いたいです！

イングリッシュキャンプ
8月26日と27日の1泊2日でイングリッシュキャンプを行いまし
た。今回は、３4人もの市内中学３年生が参加してくれました。
市のALTたちと交流して、トレジャーハント、エッグドロップリ
レー、怪談話、ソフトドリンクのフリップカップといった様 な々英
語活動やゲームをしながら英語を勉強しました。Youtubeで流
行しているビデオのEnglish Campバージョンを全員で頑張って
作りました。出来上がりの作品が楽しみです！ 

防災訓練
9月7日に四国中央
市防災訓練が実施
されました。その訓練
に、四国中央市国
際化推進実行委
員会防災部会の
事業で声を掛け

た、29人の在住外国人が外国人防災リーダーとして参加しました。参加者
は中国語や英語、フィリピン語の通訳と一緒にさまざまな訓練をしたり、災
害時の対応について勉強しました。

中学生海外派遣事業結団式
今年は9回目となる中学生海外派遣事業で、19人の中学3年生を11月24日〜12月5日の12
日間ニュージーランドに送り出します。9月17日の結団式では市内7つの中学校の参加者と

その家族、学校関係者が参加しました。

SIFAバーベキュー
9月21日にSIFAはアメリカンスタイル
BBQを行いました！ハンバーガーや
ジャイアントホットドッグでお腹いっ
ぱいの参加者は交流したり、水風船
ゲームやカントリーラインダンスをした
り、今年も楽しい3時間を過ごしました。

NEWS英会話：　夜

新しい先生のデビューです！10月の初心者英会話ではシ
ョーン先生とシャネ先生が二人で英会話の初歩を教えま
す。Double the sensei means double the fun ／ ダ
ブル先生 ＝ ダブルファン！テキストをベースに、英語での
リスニングとスピーキングを色 な々スタイルで練習します。
ぜひ来てください！

 日　程：　10月23日〜12月11日（毎週木）全8回
 時　間：　19:00〜20:00

 場　所：　保健センター
 講　師：　ショーン・モンゴメリー／シャネ・ブラウン
 定　員：　20名　　　対 象：　高校生以上
 参加費：　会員　2,500円、　一般　5,000円
 教科書：　インターチェンジ （3千円程度）

夜のNEWS英会話に、come on come on！シンプルな
記事を中心に英語を読んだり話したりします。「アイスバ
ケツチャレンジ」や「食品購入のための指紋登録’」や「ハ
ローキティの本当の正体」のような世界の文化発展やそ
の他面白い時事を取り上げ、短い記事を授業の中で読み、
難しい言葉の解説を聞き、記事についてディスカッションしま
す。準中級の皆さんもぜひ試してみてください！

  日　程：　11月12日〜12月17日（毎週水）全6回*
     *2週目は11月18日（火曜）
  時　間：　19:00〜20:00
 場　所：　保健センター
 講　師：　ショーン・モンゴメリー
 定　員：　20名　　　対 象：　中級〜
 参加費：　会員　2,000円、　一般　4,000円

初心者英会話❹

聞いて、食べて!海外留学・ワーキングホリデーセミナー



海外妖怪
BANSHEE バンシー

バンシーはアイルランドの代表的な妖怪です。その名前は「塚の女」という意味を持って、家人の死を
予告します。人が死ぬ直前に現れます。妖精のようなもので、異界の使いの者とも考えられています。
バンシーは独特な金切り声をしています。また、バンシーによく似ているスコットランドのよく似ている
bean nigheはもうすぐ死ぬ人の死に装束を川辺で洗っている姿で現れます。アイルランドでは、バン
シーは特定の家族と常に繋がっていると思われています。そのバンシーと繋がっている家族のほとん
どは古くからアイルに住んでいてファミリーネームに「O’」や「Mac」の接頭語があります。

聞こえたら、逃げても隠れても無理でしょう。その声を聞いたら、だれか必ず死ぬと言われています。

この妖怪は色 な々ところの伝説に出てき
ます。アメリカの伝説によると、独立戦争

でアメリカ軍の砲弾により首を奪われ
たヘシア人でした。そのまま首無しの
体は戦友に戦場から運ばれてスリー
ピーホローの墓地に埋められたそ
うです。そのあとずっと、怒りの余
り、毎晩騎士は起きて首を捜して
います。しかしケルツの伝説はもっ
と怖いかもしれません。そのデュ
ラハンという首無しの妖精は自
分の頭と屍の背骨でできた鞭を
持ち黒い馬に乗ります。彼が
留まったところで、人が死ぬ

と言われています。デュ
ラハンに名前を呼ばれる

と、それは死を意味します。

HEADLESS HORSEMAN 
首無しの騎士

デュラハンは2004年始の日本のライ
トノベルや2010年の大ヒットアニメ「デ

ュラララ」で、馬の泣き声をするバイクに
乗って、奪われた首を捜し求める主人公と

して出てきました。

 ゾクゾクする    世界へ！
の

ヤラマヤフはオーストラリアの原住民の妖怪です。身長はたった120センチで、
歯のない大きな口や頭を持つヤラマヤフは威圧感こそないかもしれないが、正
体は吸血鬼です。ヤラマヤフは無花果の木の上で待ち伏せし、下に人が現れた
ら、触手のような指の吸盤で分からないように人の血を吸います。血を吸われて
弱ったところを、大きな口で飲み込み昼寝します。一度飲み込まれても、人は逃
げないとまた飲み込まれる可能性があり、何回か飲み込まれると自分自身がヤラ
マヤフになってしまいます。

YARA-MA-YA-WHO ヤラマヤフ

クランプスはヨーロッパのドイツ、オーストリア、ルーマニア、ハンガリー等のアルペ
ン地方の話に出てきます。野獣のようなクランプスは、クリスマス時期に出てきて悪
い子に罰を与えます。いい子にプレゼントを与える聖人ニコラス（サンタさん）と対
照的に考えられていて、クランプスは特に悪い子を背中に持っている袋に入れて隠
れ家まで運びます。

KRAMPUS クランプス

フィリピンのジャングルで旅人を補食する
チャナックは、赤ちゃんの外見や泣き声
をまねして、人がよく見ようと近づいて抱
こうとしたら、襲いかかります。この妖怪
の本質は吸血鬼で、赤ちゃんに見えても、
本当は尖った爪牙をもっています。チャナ
ックの話は地域によって変わりますが、宙
に浮かんだり跳んだりできるバージョンもあ
ります。

ある島の話によると、チャナックは妊娠中
に亡くなったお母さんのお腹で、生まれ
ないまま埋められた赤ちゃんです。

チャナックに誘惑されたら、服を裏返し
たほうがいいらしいです。そうすると大
体は、おかしなことをした旅人を
笑って、襲うのを諦めるそうで
す。あと、ニンニクやロザリ
オも効くらしいです。やっ
ぱり吸血鬼ですね。

TIYANAK チャナック

❹　会報誌

で妖怪という存
在は昔からよく

知られています。河童か
ら豆腐小僧まで、伝説
の妖怪がいっぱいいま
す。しかし、妖怪の存在
は日本に限られていま
せん。外国でもこの世で
はない、不思議な妖怪も
います。そのうちのいくつか
を紹介します。

日本



英語圏では、現在「2-Line Horror Stories / ２
文の怪談」が流行っています。たった２文

章でホラーを伝える怪談の形です。俳句を発明した日本人
は殊にこの簡略したスタイルが気に入るかもしれません。

▶There’s nothing like the laughter of a baby. Unless 
it”s it’s 1a.m. and you’re home alone.　▷赤ちゃんの笑
い声は素敵だ。家に一人でいて真夜中に聞く分以外はね。

▶The last thing I saw was my alarm clock flash-
ing 12:07 before she pushed her long rotting nails 
through my chest. I sat bolt upright, relieved it was 
only a dream, but as I saw my alarm clock read 
12:06, I heard my closet door creak open.
▷女が腐った長い爪で私の胸を刺す直前に目にした時計
は12：07を指していた。飛び起きて夢だと分かり安心した．
．．けど、12：06を示す時計を見た時、クローセットのドアが
ギーッと開く音が聞こえた。

▶A girl heard her mom yell her name from down-
stairs, so she got up and started to head down. As 
she got to the stairs, her mom pulled her into her 
room and said, “I heard that, too.”　▷女の子は一
階からお母さんに名前を呼ばれたので、起きて降りて行こ
うとした。階段の所で、母さんが自分の部屋に引っ張って、

「私も聞こえたわ！」と言った。

 

▶I begin tucking him into the bed and he tells me, 
“Daddy, check for monsters under my bed.” I look 
underneath for his amusement and see him--anoth-
er him--under the bed, staring back at me quivering 
and whispering, “Daddy, there’s somebody on my 
bed.”　▷息子をベッドに押し込もうとしたら、「パパ、ベッド
の下にモンスターいないか確認して」と言う。あやすために、
下を覗くと、別の彼が震えて見詰め返しながら小声で言っ
た、「パパ、ベッドの上に誰かいる」。

▶After working a hard day, I came home to see my 
wife cradling our child. I didn’t know which was 
more frightening, seeing my dead wife and stillborn 
child, or knowing that someone broke into my apart-
ment to place them there.　▷仕事が終わって帰ると、家
に入ったら娘をあやしている妻を見た。死んだ妻と子供を見
ること、それかそこに置くために誰かが家に押し込んだこと、
どっちのほうが怖かったか分からない。

▶There was a picture in my phone of me sleeping. I 
live alone.　▷私の携帯に私が眠っている写真が写っ

ていた。私は一人暮らしだが。

怪談 は世界中に存在します。伝える儀式
や話の流れや人気の主題は異な
りますが、友達や自分のことを怖が

らせることは昔から人間に共通するもののようです。日本で 
「怪談」という言葉が一番使われているのは元アイルランド
人の小泉八雲の本です。もちろん中身は全部日本の説話で
すが、この一番有名な怖い話の選集は外国人作です。これ
は国際理解ということの典型的な例です。喜びも悦楽もそう
かもしれませんが、恐怖という感情はやっぱり文化の境を越
えるのでしょう。もっと最近のことというと、「ゲゲゲの鬼太郎」
や「怪談レストラン」や「妖怪ウォッチ」という漫画／本／ゲ
ームも日本が起源で人気があります。アメリカでは、「Goose-
bumps」や「Scary Stories To Tell In The Dark」というシリ

ーズは私が子供の頃に人気の話でした。もちろん話の内
容は文化で異なりますが、楽しさや満足

度は一緒だと思います。

も何も見えない。でもまだ音が
続く、きゅっきゅっと。彼氏が出てから 
１０分も経つので、名前を呼ぼうと女の子も車を
出る。すると、隣からまた聞こえる、 きゅっきゅっ。振り向くと、
車の屋根の上に一対のスニーカーが見えた。スニーカーは
ジーンズを履いている足に繋がっている。足はシャツに、シャ
ツは舌を出している頭—彼氏の頭—に繋がっている。彼氏
は ちょうど車の屋根の上で、木から垂れ下がったロープに
首から吊られてぶら下がっている。ゆっくり揺れるたびに靴
が屋根をかすめる、 きゅっきゅっと。

女の子はしばらく動けず、叫ぶことさえもできなVい。急に、
林のほうからまた別の音が聞こえる、振り向くと、男の人
が見える。その男は女の子をじろじろ見て、微笑んでいる。

微笑みながら、右手をゆっくり上げる。手にはロ
ープを持っている。女の子は大きな声で叫

び、車に潜り込む。入ったら、必死にドア
の鍵を全部かけた。外で、男は微動だ
にしない。そこで、また別の音が聞こえ
る。「ちんちん」。車の中から女の子が
恐怖におののきながら外を見ると、微
笑みを浮かべた男がゆっくり左手を
上げている。その手の中で車の鍵が

揺れている。

また、気持ちは一緒で
あっても、日本の伝統的な「
百物語」という怪談の伝え方はアメリカ
と違います。現在の百物語は中世の侍などの遊びの
中で生まれたと言われています。色々なやり方があったと
思いますが、ある出典によると、人は一つの部屋に百本の
青い行灯と鏡を置いて、別の暗い部屋に集まり、怪談を語
りました。話し終わったら、語り手は一人で別の部屋まで
行って一つの行灯を消して、鏡を見ました。もちろん百本目
が消されたら、「何か」が現れました。アメリカでは、怪談は
伝統的にキャンプファイア、もしくは暖炉の周りで語るもの
です。また、日本では怪談などの恐怖を感じる時期は夏で
すが、アメリカではハロウィーンの影響で、特に「秋」に行う
のが最適です。アメリカでは、怪談（「scary story」）は幽
霊の話でも実体験でも都市伝説を含みます。今度の百物
語では、アメリカのような怪談をやってみますか？

これはアメリカではこんな都市伝説が有名です：

隣の町で、ある夜、二人のティーンエイジャーがデート
をしていた。恋人たちに人気の車で行けるデート

スポットに行って、だれも居ない大きな木の下に車
を留めた。しばらく話したり、キスしたりすると、
彼氏はトイレに行くと言って、車を出て車の前
の森に入って行く。

５分経っても、彼氏はまだ戻って来ない。その
とき音が聞こえた。きゅっきゅっ、きゅっきゅ
っ。薄くて、どこから聞こえるのか分からない
けど、確かに聞こえた。きゅっきゅっ。外を見て

❻　会報誌

海外からのALTの挨拶
 

「四国中央市で
過ごした2年間は私にとっ
て大切なものでした。人
生や性格に影響した色々
な良い経験がありました。
四国中央の友達の応援を
いつもありがたく思いまし
た。皆さんは私の家族にな
りました。友達、先生、そし
て生徒にもう一度会える
日を楽しみにしています。
皆さんのおかげで素晴ら
しい経験を日本でできま
した。永遠に忘れません。
ありがとうございます！」
 　▶シシ・クルエ

 
 

「 四 国 中 央 市 に
住んだ2年間はとても楽
しかったです。帰るのは
悲しかったです。色々な
友達を作れて世界でも
自分でもについて色々習
いました。いつかは四国
中央に戻って大切な友
達や先生や生徒に再び
会いたいと思います。日
本で過ごした間をいつ
までも大事に思います。 
　 ▶デレック・ライマン

 
 

「 皆 さん 、土 居
にいた3年の間、優しか
って受けて入 れてくが
とうござ います！素 晴
らしい友 達いっぱいで
きて、永 遠 にその 思 い
出を大事にします。シコ
チュウの皆さん、ありが
とうございました。」　 
　▶パット・ティファニー



BRIAN MEJIA
My name is Bryan Alexander Mejia. I am 26 years old, and from 
Texas. I was born in Houston, where I lived most of my life. 
However, this is not my first time living abroad. I have lived 
abroad once before, for about 8-9 years in the country of Hon-
duras. Because I lived there, I also became fluent in Spanish. I 
attended the University of Houston, and am now studying law at 
Texas South College of Law. I am now taking a break to work as 
an ALT. I enjoy reading, so if you know any good material, please 
recommend some to me.

私の名前はメヒア・アレクサンダー・ブライヤンです。私は26歳で、アメリカ
のテキサス州から来ました。生まれはヒュ-ストン市です。私は日本以外にも
一度外国に住んだことがあります。8〜9年間、私はホンジュラスに住みまし
た。そのおかげで私はスペイン語がぺらぺらに話せます。ヒュ-ストン大学を
卒業し、法律学校に進学しました。私は今、勉強を中断し日本で英語を教
える経験を楽しんでいます。読書が好きだから、ぜひお薦めの作品を教え
て下さい。

VANCE HIROSHIGE
Hello, my name is Vance Hiroshige. I come from Hawaii in Ameri-
ca. Hawaii is famous for its hula, food, and beaches. I am a fourth 
generation Japanese American. My hobbies are fishing, watching 
anime, and reading manga. In the future I want to work in Japan 
as a manga editor for JUMP Comics. I am so excited to be living 
in Japan and meeting new people. If you see me around town 
please say hi!  

こんにちは！僕の名前はバンス広重です。アメリカのハワイ州から来ました。
ハワイはフーラや食べ物や浜辺などで有名です。僕は日系四世です。趣味は
釣りやアニメを見ることや漫画を読むことです。将来は、JUMP COMICSを
発行する会社で漫画編集者として働きたいです。僕は日本に住んで新しい人に
会うことをとても楽しみにしています。町で僕を見かけた際はぜひ声を掛けてして
ください。^＿^

GAVIN GALLOWAY
Hello. My name is Gavin Frasier McLaren Galloway. I was born 
in the state of Georgia in America, but I have lived in Florida 
and New Hampshire most of my life. I graduated from the 
University of Massachusetts Amherst in 2012 with degrees in 
Linguistics and Japanese. I like a good story, in almost any 
medium. This means I spend most of my time watching, read-
ing, playing, or writing anything with a good story.

こんにちは。ギャヴィン・フレイジャー・マックラーレン・ギャロウェイと申
します。アメリカのジオジア州に生まれ、その後フロリダ州とニュー・ハム
プシャー州で育ちました。マサチューセッツ州立大学・アムハースト校で日
本語文学と言語学を専攻し、２０１２年に卒業しました。私は物語や小話
が好きです。気に入ったストーリーなら媒体を問わず、テレビや映画、本、ゲー
ムも楽しみます。また、執筆もしております。

新ALT

エコ発送 
実施中！

希望する会員の方はPDF版会
報誌をメールでお送りいたし
ます！一緒にエコに取り組み
ましょう！希望者はメール

でお問い合わせ下
さい。

の 
紹
介

会費のお振込み先
伊予銀行三島支店　普通　1596241　四国

中央市国際交流協会　会長　合田勝一
ATMにて伊予銀のカードでお振込みの方は手
数料無料です。新規で、お振込みいただく方は事

務局に一度ご連絡ください。

お申し込み•お問い合わせ
四国中央市国際交流協会

市民交流課国際交流係　石川•堀池•ショーン
TEL: 0896-28-6014 内線: 1352/1351
メール: sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp

http://www.sifaweb.jp


