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参加者の感想

第14回中学生海外派遣事業
  11 月 2４日～ 12 月４日の 11 日間、第 1４回四国中央市中学生海外派遣事業を実施し、中学 3 年生 18 名と引率者
４名がニュージーランドの北島のオークランド市にあるオレワカレッジを訪問しました。ニュージーランドの人たちに
日本の文化や遊び、四国中央市のことを教えて交流しました。たくさんのことを感じることができて、勉強になったことが
多かったです。

   その後は、北島の中心部にあるロトルアに行きました。羊のショー、テ・
プイアの間欠泉、マオリのハカショーも見学し、ワイトモ鍾乳洞ではツチ
ボタルを見ました。とても面白かったです！ 生徒たちは 11 日間の派遣を
終え、様 な々面で成長して、学んだ部分が多くあったと思います。今後、
この経験を将来へ活かしてほしいです。

　そして、1 月 2２日（水）に福祉会館 4 階多目的ホールで研究成果
報告会を行いました。学校ごとに決めた研究テーマを現地で撮った写真
を使い、学校関係者や保護者の前で発表しました。

「不安だった私を支えてくれたのはバティ
でした。バティのおかげで学校生活を楽
しむことができました。」
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「ニュージーランドの学校でルールや約束
事が少ない分、「自律！」が重要視され、
それぞれが自らモラルやマナーを意識し
て守っていかなければならないと感じま
した。」

『学習面では日本語を学ぶクラスや中国語を学
ぶクラスなど、いろんな国の言葉を学ぶことが
ありました。日本の中学校のように英語だけし
か学べないのではなく、いろいろな言語を学ぶ
ことができていてとても羨ましく思いました。」

「体育の授業の時に、先生が生徒の中に混
じって楽しんでいるところもすてきだな
と思いました。日本語クラスの子たちと
は日本語で質問し合ったり、水引きスト
ラップを一緒に作り、お互いの文化に触
れました。」

「日本と大きく違っていた
のは日本ではクラスが決
まっていて、一日のほとん
どの授業をクラスで一緒に
するのに対し、ニュージー
ランドでは授業毎にメン
バーが変わります。例えば、
音楽の授業では楽器の種類
を勉強するクラスとピアノ
の勉強をするクラスがあり
ました。」

「私が特に驚いたことは、部活動です。日本の部活動と言えば、
毎日放課後に外が暗くなる直前まで練習などをしますが、ニュー
ジーランドでは、なんと週に一回の練習です。」



「外国の文化に触れたことで、様々なことをこれまでと違う方向から考えることができました。
この体験で学んだことを、これから生かして、「地球規模で考え、地域で足元から行動する。」
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「 ニュージーランドの人々はとてもフレンドリーで、普通に歩いている時や休み時間などに、話
したことのない人でも気軽に話しかけてくれ、とても過ごしやすかったです。」

「コミュニケーションには言葉が不可欠です。だから英語をもっと勉強して自分の想いを伝え、
相手の想いが理解できるようになりたいです。」

「世界共通言語は笑顔であることが分かりました。そ
れぞれ持っている言葉は違うけど、笑顔で話すこと、
相手の目を見て話すことで、国境を越えてコミュニ
ケーションを取れたことが本当に嬉しかったです。
私は将来海外で働いてみたいという思いがあります。」

「どの場面を切りとって思い出してみてもたのしくて
顔がほころぶ。」

「このニュージーランドでの 11 日間は、僕が生き
てきた 15 年間で最も大きな体験になりました。」

「ホストファミリーと会話した時に不安が一気にとけ、自分から手伝ったり英語で話しかけたりできました。」

「ニュージーランドでは夏にバーベキューをすることが頻繁に
あるそうです。僕の行った家庭では、一週間に２、３回行う
そうです。」

「ホストファミリーが私を受け入れ、家族同然のように接してくれたおかげで
自分も安心して生活を送ることができました。感謝してもしきれない気持ちで
いっぱいです。日本に帰国した後も連絡を取り合い、お互いの出来事を
報告しあえるほどの仲になりました。」

「NZ の田舎町には信号がなく、横断歩道があるだけでした。どれだけ車が通って
いようと、横断歩道に人が立つと皆親切に車を止めてくれていました。」

「ニュージーランドでは、 現在のヨーロッパからの文化と先住民であるマオリ族の文化
とが共存しています。 これはとても素晴らしいと思いました。 互いに迫害し合うでは
なく、 お互いの文化を尊敬しあっているということをとても感じました。 グローバル
化が進む現代、 僕もいろいろな国の考え方や文化を受け入れ、 一緒により良い世界を
作りたいと思います。」

「家に荷物を置いてから、ホストマザーの日課である、
 ビーチを歩きました。日本とは違ってすごく広いビーチで、
きれいな貝殻がたくさん落ちていました。夕食の時間に
お互いの家族について話をしたことが楽しかったです。」



N e w s  
F l a s h

英語教室（初級）③

　11月 15 日から１２月 19 日までの毎週金曜日に市民交流棟で英語教室（初級）③を６回行い
ました。テキストを使った勉強やペアでの英会話練習など、クラスのメンバーの興味があるこ
とを中心に様々なことを練習しました。クリスマスが近かったので
「I’m dreaming of a white Christmas」等のクリスマス曲も授業の前に歌いました。今年度の
英語教室（初級）は終了しましたが、またみなさんと再会できるのを楽しみにしています。

　11 月 24 日（日）にジョイフル川之江で英
語カフェ③をしました。参加者は3人グルー—
プに分かれ、市 ALT や CIR と自分の趣味や
経験したこと、日常生活について英語で話す
練習をしました。次回の英語カフェも皆さん
の参加を楽しみにしています。

英語カフェ③
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E v e n t
I n f o

しこちゅ〜国際交流フェスタ

　第６回のしこちゅ〜国際交流フェスタを行いま
す！様々な世界の食べ物を味わい、文化を体験し、
ステージイベントをみて楽しみましょう！
　今年も各ブースを回ってスタンプを集めて景品
をゲットしよう！みなさんの参加をお待ちします。

日程：2月９日（日）
時間：13：30〜 16：00
場所：福祉会館 4階多目的ホール
対象：興味があるならだれでも ok!
参加費：無料
※ただし、母国の料理または
お菓子を 1 人 1 品必ず持ってきて
ください。
（市販の料理やお菓子でもかまいません）

ダニエルの料理教室

　アメリカのデザートと言えば、アップルパイ！
そしてパイ生地を使うパイの仲間は美味しい卵料理のキッシュ。
国際交流員のダニエルと一緒に作ってみませんか？

日程：2月 28 日（金）
時間：18：00〜 21:00
場所：保健センター 2階　栄養指導室
講師：ダニエル • クルーズ（アメリカ •オレゴン州出身）
対象：高校生以上
定員：３０名（要予約）
参加費：一般 1,000 円、会員 500 円
締め切り：2月 17 日
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お申し込み•お問い合わせ
四国中央市国際交流協会
地域振興課国際交流係　
山川•上田•青野•ダニエル

TEL: 0896-28-6014 内線: 1352/1351
メール: sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp

ホームページ： www.sifaweb.org

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。

by ダニエル（国際交流員）

　アメリカは移民の国です。 でも多くのアメリカの黒人は自主的にアメリカ大陸に来なかったです。
奴隷制度の歴史に関わらず 15 世紀から今までの北と南アメリカの国々での黒人の業績は素晴らし
いです。 1926 年にカーター ・ G ・ ウッドソンと言う歴史家が黒人歴史月間を始め、 今アメリカ • カ
ナダ (2 月）、 イギリス（ 10 月） で制定されています。 アメリカ合衆国の偉人を聞いたことがありま
すか？

マーティン ・ ルーサー ・ キング
・ ジュニア 

牧師
非暴力主義な人種差別デモ
活動リーダー。
1964 年のノーベル平和賞受賞

キャサリン ・ ジョンソン
数学者
アメリカ航空宇宙局 NASA での
35 年間のキャリアで米国の最初
の宇宙飛行士とその後の宇宙
飛行士の成功に不可欠の軌道
力学の計算をした。

マヤ ・ アンジェロウ
詩人
代表作は、 自伝の『 歌え、
翔べない鳥たちよ』
1993 年にビル • クリントン大
統領就任式にて自作の詩
を朗読した
2011 年に大統領自由勲章を
受章

セリーナ ・ ウィリアムズ
プロテニス選手
シングルス優勝回数 (23 回 ) は
オープン化以降では歴代 1 位。

2020 年 1 月ツアー通算 73 勝
目のタイトル、 及び長女出産後
の初のタイトル優勝を果たした。

SIFA 掲示板

  令和元年 10 月に発生した台風 19 号災害への義援金を皆様にお願いしましたところ、 8,466 円が集ま
りました。
当協会では、 お預かりしましたこの義援金を、 日本赤十字社に対し、 1 月 6 日付けて送金いたしました。
  また、 令和元年 12 月にアフガニスタンでお亡くなりになりました中村哲医師の活動継続支援の寄付金
を皆様にお願いしましたところ、 10,151 円 ( 手数料 203 円含む） が集まりました。
　当協会では、 お預かりしましたこの寄付金を、 ペシャワール会に対し、 1 月 21 日付けて送金いたしました。
みなさまからの温かいご支援 ・ ご協力ありがとうございました。

豆知識： 黒人歴史月間

（ ウィキペディアと新聞記事より）

令和元年台風１９号被害義援金 • 故中村哲の活動支援継続寄付金に対するご支援 • ご協力
ありがとうございました。


