
Malaysia edition 2021 年 4・5 月号

2

5

3 - 4

6

ニュースフラッシュ

豆知識 (クアラルンプール）

イベント情報

ALT の日本文化体験報告

新 ALT あいさつ

Sifa   

 Times
マレーシア伝統布製品「バティック」



  2 月 4日、9日、16 日、18日、25日（全 5回）
NEWS英会話③④を行いました。今回は世界
最小の爬虫類の発見やコロナ禍で増えた Zoom
講座の問題点について話しました。人数は少な
かったですが話は盛り上がりました。
  来年度の中級英会話セミナーのご参加、お待
ちしています。

 3学期の学校派遣で CIR ダニエルは小学校 4
校を訪問しました。

 ２月１日（月）三島小学校の１年生教室を訪
問しました。
 2月 3日（水）3時間で豊岡小学校全校生徒
と交流しました。
 2月 26日（金）南小学校 1年生～３年生と交
流しました。
 3月 9日（火）金生第一小学校の低学年クラ
スに発表しました。

 3月２１日（日）、保健センター１階で英語
カフェ③が行われました。５ヵ国出身の参加
者が１6人集まって好きなトピックについて英
語で話しました。
 今年来日したトゥシャー •ドゥイベディ先生
もディスカッション •リーダーとして来てくれ
ました。
 今年度の英語カフェに来てくれたみなさん、
ありがとうございました。来年度も生の英語
で会話してみましょう。

 故郷のアメリカオレゴン州ポートランド市や
アメリカの学校やお祭りについて話して、1-2
年生と英語の数字や色を使ったカウントダウ
ンや信号機ゲーム、3-4年生と「サイモン・セズ」
命令ゲームや足のばしジャンケン、高学年と
クイズ形式などの活動をしました。
それぞれの学級の生徒は質問を聞いたり、元
気にゲームや歌に参加してくれました。

NEWS英会話③④

CIR 派遣

英語カフェ③

ニュースフラッシュ



イベント情報 • ALT が四国中央で楽しむ日本文化

 カジュアルな雰囲気で英語ネイティブスピーカーと会話してみませんか？
リラックスしながら英語のリスニング、スピーキング、話す自信を付けよう！

日程：５月２３日（日）
時間：15:00 ～ 16:30
場所：市民交流棟　２階会議室
定員：12名
講師：ダニエル・クルーズ（市 CIR）、市ALT、英語ネイティブ
対象：初心者～上級者（高校生以上）
参加費：300円（会員）、600円（一般）
締切：5月 14 日（金）

英語カフェ①

　5月 15 日（土）に SIFA 総会を開催します。令和 2年度の事業報告、令和
3年度の事業計画を行います。昨年はコロナの影響により書面決議となりまし
た。2年ぶりの総会となりますので、みなさんの参加をお待ちしております。

日程：5月 15 日（土）
時間：14：00から（受付：１３：３０から）
場所：しこちゅ～ホール　小ホール
対象：　SIFA 会員
参加費：　無料
締切：4月２３日（金）

SIFA 総会

シドニー先生の日本文化体験；生け花

　来日して華道を体験することをとても楽しみに思っていまし
た。SIFA の友達が村上茂登子先生の「小原流」生け花教室を
紹介してくれました。１回体験して、すぐに気に入りました。
授業は茂登子先生の自宅で行われるため、雰囲気はゆったりとし
て、時間に制限がなく、マイペースでも大丈夫です。最初は初
心者で日本語があまり分からなくて、よく迷いました。でもよ
く考えていい生け方ができるととても満足できます。今までの
約１年間半で、「本科」の証明書を貰い、今は上級生け方に毎週
チャレンジしています。日本語能力もこの教室のお陰で上がり
ました。生け花指導の他、日本の食事、祝日、日本と地元の文
化について色々習ってきました。茂登子先生から習った一番貴
重な教訓は「こころのコミュニケーション」です。親切さ、も
てなし、笑顔を見せると、言葉の壁を越えて誰でもコミュニケー
ションと共通理解ができます。今後も、生け花を楽しみながら
続けていきたいと思います。



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

地域振興課国際交流係　山川•仁野•クルーズ
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

  Hi, my name is Tushar Kant Dwivedi and I come from India. I’ve 
always been fascinated with Japan since I was a child, so it’s great to 
finally be here. I like singing and making songs, woodwork, camping 
and meeting new people. I also like watching anime and Japanese 
movies. I hope to be able to explore Japan and get to see some of the 
lesser-known places. I’m looking forward to making some
wonderful memories while I’m here!

  初めまして、インド出身のトゥシャー・カント・
ドゥィベディです。子供の頃から日本に興味あり、来日でき
て嬉しいです。歌、作曲、木工、キャンプや人と知り合うこ
とが好きです。アニメと日本映画も好きです。今後、日本を
旅行して有名ではないところも見つけたいと思います。日本
に滞在している間にいい思い出をつくることを楽しみにして
います。

  みなさん、こんにちは！上田健です。私は岡山県出身ですが、2歳のときにカナダのバンクーバーへ
移住しました。平日は地元の公立学校に通い、毎週土曜日は私立の日本人学校に通いました。この学校
では社会、国語、数学の3科目だけ教えていて、日本の公立学校で使われていた教科書（政府から送ら
れたもの）を使用していました。

  高校卒業後、帰国して大学に進学しましたが、経済的な理由により退学をし、英会話教師として勤
め始めました。その後カナダに戻って国際経済の学士号を取得し、卒業後日本に帰国しました。営業、
PR、不動産、接客など多くの仕事を経験しましたが、英語を教えることが私のやりがいだと気づきまし
た。公立学校で英語を教える機会ができてとても嬉しいです。

  愛媛は初めてですが、家族のルーツは徳島から始まりました。四国を何度
も訪れたことがあり、親戚に近づいて良かったです。私の趣味はバスケット
ボールで、土居中学校の男子バスケット部と練習をしてます。 ALT の仕事
以外の活動に参加することで仕事に興味を持ち、学生との関係を築くのに役
立ちます。今後も学校と協力し、健全で友好的な関係を維持していきたいと
思います！

  Hello! My name is Ken Ueda. I was born in Okayama, Japan but when I was two 
years old, my family immigrated to Vancouver, Canada. Teaching English is where my 
passion lies. I enjoy playing sports, especially basketball. I occasionally play ball with 
the boys’ basketball team at Doi JHS. Participating in activities outside of the ALT job 
keeps the job interesting and helps to build rapport with the students. I hope to 
continue working with these schools and maintain a healthy, friendly relationship
with everyone! 

Welcome Ken  Tushar


