
　11 月 26 日〜 12 月６日の 11 日間、第 12 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。感じることができて、
勉強になったことが多かったです。

続きはページ 2 を見てください→
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参加者の感想

　その後は、北島の中心部にあるロトルアに行きました。羊のショーで
は生徒たちが選ばれて、ステージに上がり、乳搾りとミルクやりを体験
しました。さらに、テ・プイアの間欠泉やマオリ文化ショーも見学し、
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 24 日（水）に福祉会館 4 階多目的ホールで学校ごと
に決めた研究テーマを現地で撮った写真やアンケートをもとに学校関
係者や保護者の前で発表しました。

英語でアイスク
リーム注文体験！

日本語教室の
生徒と交流

マオリ
文化体験

バディと一緒
にランチ！

ヨットクルーズ

シープショー
観覧

 ▶ホストファミリーと過ごす時間で一番
楽しかったのは、最終日にみんなでクリ
スマスツリーの飾り付けをしたことです。
半袖の服で見たクリスマスツリーは不思
議な感じがしました。

 ▶ニュージーランドは景色がとてもきれ
いでした。緑がたくさんあり、空も海も
とても青くてキラキラしていました。

 ▶この研修を終えて英語の聞く力だけ
でなく、英会話に対する自信がつきま
した。今後も国際交流に積極的に参
加し、外国の方 と々距離を縮めていき
たいと思います。

 ▶ホームステイ先では、日本の生活と
の違いがたくさんありました。１つは部
屋の中でも靴を脱がないことです。2
つ目はトイレとお風呂です。トイレは使っ
ていない時は開いていて使っている時
は閉まっていました。

 ▶マオリ文化体験は忘れません。マオ
リ語の歌を歌ったこと、3 拍子のリズ
ムをとりながらスティック2 本を交換す
るのはとても難しかったです。  ▶文法を丁寧に使うのではなく、単語

と動詞、手振り、身振り、表情でどん
どん会話が進みました。

 ▶オレワ校の生徒は徒歩や自転車、
車で登校している生徒も多くいました
が、キックボードやスケートボードで
登校している生徒もいました。

中学生海外派遣事業



N e w s  
F l a s h

SIFA クリスマス交流会
　12 月 16 日（土）に福祉会館 4 階多目的ホールで初めての
SIFA クリスマス交流会を行いました。クリスマスに関する様 な々
ゲームや歌で楽しい時間を過ごしました。さらに、シンガーソン
グライターの marsha さんによるクリスマスメドレーがあり、雰囲
気を盛り上げてくれました。最後に「シークレットサンタ」という
プレゼント交換ゲームを通して、新しい外国クリスマス文化を感
じることができました。

　11 月 26 日（日）にジョイフル川之江店で英語
カフェ③を行いました。今回は初心者英会話の講
師ショーン・ソルバーグ先生も手伝ってくれました。
みなさんはカジュアルな雰囲気の中で気軽に英語
で話しました。次回も楽しみにしてください。

英語カフェ③

初心者英会話③　11 月 15 日〜 12 月 13 日の間の毎週水曜

日に全 5 回の初心者英会話③を行いました。

今回のセミナーの時間は 90 分だったため、

ショーン先生が文法や単語の意味をより詳し

く説明してくれました。

韓国語講座初級②

　11 月 16 日〜 12 月 21 日の間の毎週木曜日に

全 5 回の韓国語講座初級②を行いました。今回は

韓国語の文字「ハングル」をマスターすることに集

中しました。また、K-POP を聞いて韓国語の発音

を楽しく学びました。

　11 月から12 月まで、市国際交流員ルシア・ジュ
が愛媛大学紙産業センターで英語の講義を行いま
した。今回は「Road Trip」とクリスマスをテーマ
に単語やフレーズを教えました。この講義を通して、
みなさんが英語で話す自信がつくようになって、国
際交流員のルシアはとても嬉しいです。

愛媛大学派遣 おやこ図書館：CIR 派遣

　1 月 20 日（土）におやこ図書館で市国際交流員
ルシア・ジュがイースターをテーマに英語の絵本の
読み聞かせやエッグペインティングを行いました。み
なさんはとても楽しく、卵の殻をかわいく飾り付けを
しました。



2 月４日（日）

食べて、踊って、遊んで
世界を楽しもう！

13:30 〜 16:00

※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）

世界のブース巡り

無料

福祉会館 4 階
多目的ホール日時

スタンプラリー

ステージイベント

民族衣装体験

のぽすたーもあります。

♪♪日本
♪♪ベトナム
♪♪中国
♪♪スコットランド
♪♪アメリカ
♪♪オーストラリア
♪♪南アフリカ

ブースを回って、　
ミッションに挑戦して
スタンプを集めよう！　　
景品もあります！

♪♪ベトナムの踊り
♪♪日本舞踊
♪♪磐座太鼓　　　　　

（体験もできます！） 世界の民族衣装を　
着て、写真を撮ろう！

時間 内容
13:00 〜 受付開始
13:30 〜 国際交流フェスタ開始
13:40 〜 ステージイベント
14:35 〜 ブース巡り

（スタンプラリー）
15:00 〜 ポットラックパーティー・ ブース巡り
16:00 集合写真・閉会

Cùng ăn uống, nhảy múa, chơi đùa
Và thưởng thức nét đẹp khắp thế giới!!!

吃吧， 跳吧， 玩吧
享乐世界！

Miễn phí 免费

※ Tuy nhiên, mỗi người nhất định hãy mang tới một 
món ăn hoặc bánh kẹo của đất nước mình.
 ( Đồ ăn và bánh kẹo là đồ đi mua cũng không sao)

※每人必须带一份本国的料理或点心
（买来的料理或点心也可以）

Thời gian 时间
会場

Địa điểm 会场
Hội trường đa năng Tầng 4  
Trung tâm phúc lợi
福祉会馆 4 楼 多功能大厅

Tiếng Việt 中文 Tagalog English

こちらを
みてください



E v e n t
I n f o

お問い合わせ
TEL: (0896)28-6014
EMAIL: sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp
WEB: www.sifaweb.org/contact

English♪Cafe♪Volunteers♪wanted!（外国人向け）
Date: Sunday 25th February 
Time: 14:50~16:30
Place: Joyfull restaurant, Kawanoe
Volunteer details:

Number of volunteers needed: 2 people

If you are interested please email by Fri 16th Feb to: 
sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp (in English)

★ Have a conversation with 2~3 Japanese 
people in English. 
★ There is no set topic (casual conversation). 

日 程：　２月25日（日）
時 間：　15：00〜16:30
場 所：　ジョイフル川之江店
定 員：　15名
講 師：　ルシア・ジュ／市内ALT
対 象：　初心者〜上級者（高校生以上）
参加費： 200円（会員）／500円（一般）
締め切り：2月22日（木）
※別途，飲食代が必要です。
※もし、見せたいものがあったら持ってきてもokです。
例）アルバム／好きな本／好きな映画のDVDなど

　市国際交流員や ALTとグループに分かれてたくさん英語で話しましょう！英語力を試したい
人、キープしたい人、英語にもっと自信をつけたい人、だれでもok です！自由な雰囲気で飲み
ながら友達と話すように、たくさん英語で会話ができます！気軽に来てください！

E v e n t
Vo l u n t e e r
第4回しこちゅ〜国際交流フェスタ
日にち：　2月 4日（日）
時 間 ： 　12:00〜 17:00
場 所 ： 　四国中央市福祉会館　4階
　　　　　多目的ホール
対 象 ： 　20 歳以上

ボランティア内容：

募集締切： 2 月１日（木）

★ブースやイベントの運営補助
★片付け

For foreigners 
living in     

Shikokuchuo 
City

民族衣装体験ブースボランティア

カジュアルな英会話の練習をしたい方は「英語カフェ④」

イベントボランティア募集・イベント情報



SIFA 掲示板

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　星川•水本•ルシア
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

　この調査はイギリスの大学評価機関（クマクアレリ・
シモンズ社 - Quacquarelli Symonds) が毎年 9月に公
表している世界の大学ランキングです。世界 950 個以
上ある大学の中で選ばれました。

ボランティア委員募集

　平成 30 年度から SIFA のボランティア委員になって活動してみませんか？国際交流に興味がある方、四国中央市
在住の外国人たちと交流したい方、ボランティアに興味がある方ならだれでも ok です！

　主な役割：　  ●企画提案
 ●事業実施支援

例）ハロウィンパーティー、しこちゅ〜国際交流フェスタなど

＜お問い合わせ＞
四国中央市国際交流協会（SIFA）
市民交流課国際交流係　　星川・水本
TEL: 0896-28-6014
メール：sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp

評価する項目は以下の通りです。

1．研究者からの評判　 40%

2. 企業による評価　 10%

3. 学生１人あたり教員比率　 20%

4. 学科ごと論文引用数 20%

5. 外国人教員比率　 5%

6. 留学生比率　 5%

1 位 Massachusetts Institute of Technology (MIT)
マサチューセッツ工科大学

2 位 Stanford University
スタンフォード大学

3 位 Harvard University 
ハーバード大学

4 位 California Institute of Technology
カリフォルニア工科大学

5 位 University of Cambridge
ケンブリッジ大学

6 位 University of Oxford
オックスフォード大学

7 位 University College London (UCL)
ロンドン大学

8 位 Imperial College of London
インペリアルカレッジロンドン

9 位 University of Chicago
シカゴ大学

10 位
ETH Zurich- Swiss Ferderal 
            Institute of Technology
スイス連邦工科大学チューリッヒ校

日本は？

28 位　　東京大学
36 位　　京都大学
56 位　　東京工業大学
63 位　　大阪大学
76 位　　東北大学
116 位　名古屋大学

今回の豆知識
　「世界の大学ランキング 2018 年」

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。


