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JICA
高校生セミナー 6月 10日

　6月10日（土）にJICA（国際協力機構）愛媛の方を講師にむ
かえて、「もし、世界が100人の村だったら」を題材に高校生対
象のセミナーを行いました。現在の貧困率や識字率などを実
際に体験して学びました。例えば、文字が読めないと、感覚で
選んでしまって正しい判断ができないことを知り、文字が読め
ることの大切さを感じました。最後は青年海外協力隊の事業
に参加した佐伯拓也さんから体験談やタンザニアと日本の文
化の違いについてプレゼンテーションがありました。
　高校生のみなさんはこれをきっかけに世界の現状を理解で
きるようになり、とても有意義な時間でした。

初心者
英会話①

５月10日

6月 14日
~

　５月10日〜6月14日の毎週水曜日に保健センター
で初心者英会話を全６回行いました。テキストをもと
に簡単なあいさつや自己紹介を学びました。英語を使
ったゲームもして楽しかったです。また、次回の初心者
英会話も楽しみにしてください。

英語カフェ①
6月 4日

　６月4日（日）にジョイフル川之
江店で英語カフェを行いました。
今回の英語カフェではたくさんの
参加者が集まり、話が盛り上が
りました！市国際交流員とALTた
ちは相手のレベルに合わせて英
語で話しました。また、次回の英
語カフェも楽しみにしてください！カナダ

料理教室
6月 23日

スープを作りました。ブラウニーは日本のより甘かっ
たですがとてもおいしかったです！スープはパンにつ
けて食べ、プティーンはチーズとグレイビーソースを
かけて食べました。料理中はブレイデンや他の ALT
たちとも交流ができて良かったです！

　6 月 23 日（金）に保健センター栄養指導室で市 ALTブ
レイデン・マレーを講師にむかえカナダ料理教室を行いまし
た。はじめに、ブレイデンからカナダについてプレゼンテーショ
ンがありました。自己紹介や料理について説明しました。
　今回はプティーン、チョコレートブラウニー、クリームトマト

ニュースフラッシュ

この花はベトナムの国花「ハス」です。ベトナム語では「セン」と言います。



愛媛大学
CIR 派遣
6月 1日
7月 20日

~

　６月１日〜 7 月 20 日の
間の木曜日に愛媛県紙産
業技術センターで市国際
交流員が英語の講義をしま
した。全ての講義は英語
で行い、みなさんは英語を
聞き取れるように、そして
話せるように頑張りました。

　今回のフォーカスは「仕事で活かせる英語」で、メー
ルのやり取りする方法、雑談（Small Talk)、そしてプレ
ゼンテーション方法を題材に学びました。様 な々フレーズ
や文化の違いについても学び、海外のビジネス方法が分
かるようになりました。みなさん、是非仕事で活かしてみ
てください！~韓国語講座

初級①
５月25日
7月 6日

　５月25日〜7月6日の毎週木曜日に保健センターで韓国
語講座初級を全６回行いました。今回の講座では日常生
活によく使うことば、文法、ハングルを学びました。最後の
授業では交流会を行い、みなさんが持ち寄ったおかしを
食べながら韓国旅行に関する情報や韓国語を勉強する
方法などについて話しました！

こども
英語教室①

6月 1日
7月 6日

~

　６月1日〜７月6日の毎週木曜日に
保健センターでこども英語教室を全６
回行いました。ゲームや英語の歌を通
して楽しく英語を学びました！ 最初は
緊張して恥ずかしかったけど、だんだん
自信を持ち、楽しく学ぶことができまし
た！ 今回は自己紹介、アルファベットや
動物に関することばを学びました。

CIR
学校派遣 5月〜 6月

　5月〜６月に市国際交流員のルシア・ジュが四国中央市内
の小学校を訪れ、ニュージーランドの文化を紹介しました。
今回はニュージーランドの先住民「マオリ族」について話をし、

「ハカダンス」やマオリ族のあいさつ「ホンギ」を体験すること
ができました。最後は「E Papa Waiari（エ・パパ・ワイアリ）」
という曲に合わせて棒を使ったゲームをしました。みなさんに
ニュージーランドについてたくさんのことを知ってもらうことが
できてとても嬉しかったです。

ニュースフラッシュ

今回の豆知識
　「2017 年世界平和度指数 TOP10」

イギリスのエコノミスト誌が 24項目にわ
たって 144 ヵ国を対象に調査した結果です。
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日 程：　9月3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：8月31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

日 程：　9月21日〜10月26日　毎週木曜日（全６回）
時 間：　15：00〜16：00
場 所：　保健センター2階　研修室
　　　　※10月26日は福祉会館２階　教養娯楽室
定 員:　 20名
講 師：　ルシア・ジュ（国際交流員）
対 象：　中級〜
参加費： 2000円（会員）／4000円（一般）
締 切：　9月20日（水）

EVENT 
INFORMATION

イベントの申し込み方法
TEL: (0896)28-6014
EMAIL: sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp
WEB: www.sifaweb.org/contact

　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！

　英語のニュース記事を読んで熱く議論しよう！議論をする前に記
事の内容を理解するために簡単な会話ゲームもします。　

　ショーン先生と英会話を勉強しよう！今回は、職業や
時間に関することばを学びます。さらに、基礎文法や単
語も学び、会話の練習もします！

ショーン・ソルバーグ先生

日 程：　9月19日〜10月24日　毎週火曜日（全６回）
時 間：　19：00〜20：00
場 所：　保健センター1階　集団検診室
　　　　※9月26日は保健センター2階　研修室
定 員:　 20名
講 師：　ショーン・ソルバーグ
対 象：　初心者（高校生以上）
　　　　※初心者英会話①から続けて学びたい方、
　　　　　初めて勉強する方、大歓迎！
参加費： 2000円（会員）／4000円（一般）
教科書代：3000円
締め切り：9月8日（金）

ルシア・ジュ先生

英会話の練習は「英語カフェ②」

ショーン先生と楽しい英会話「初心者英会話②」

英語で新聞記事を読み、議論しよう！「ニュース英会話②」

イベント情報



ベトナムについて学ぼう！
　現在、四国中央市には約
290 人のベトナム人が住んで
います。ベトナムの文化をもっ
と知りたいと思い、市内で働
いているベトナムの方 3 人にイ
ンタビューをしました。
　このインタビューを通して日
本と似ている部分もありました
が驚いた点もありました。これ
をきっかけにベトナムに一段と
興味を持つことになり、ベトナ
ムに行きたくなりました！

面積：32 万 9241km2

人口：約 9270 万人
首都：ハノイ
民族：キン族（約 86％）
　　　他 53 の少数民族
通貨：ドン（Dong）
言語：ベトナム語、中国語、
　　　クメール語、英語、
　　　フランス語
宗教：仏教、カトリック、
　　　カオダイ教、他

外務省・VietJo

基本情報

ベトナムのどこから来ましたか？

南部のドンナイ省（Dong Nai）から来ました。
フルーツがたくさん採れ、特にドリアンとマン
ゴーが有名です。

ユエンとビック
さんのふるさと

ガイさんのふるさと

ベトナムでのおすすめ観光スポットを教えて下さい

中部のダナン市（Da Nang)
海がとてもきれいなのでおすすめします。
※ダナン海岸はハイバン峠からノンヌオックビーチまで約
70km のきれいな砂浜が広がっています。

中南部のラムドン省、ダラット市（Lam Dong, Da Lat)
ダラット市は野菜の産地で、山がたくさんあって涼しい所
です。一番有名な野菜は「カリフラワー（ハナヤサイ）」です。
ここでは野菜を売っている日本人もいて、日本の技術を活
用して野菜を栽培しています。ビニールハウスも建ってくれ
ていますよ。

ダナン海岸 ラムドン省、ダラット市

クアンニン省、ハロン湾（Quang Ninh, Ha Long)
世界遺産に指定されています。船で回ることができます。
※一番魅力的なのは洞窟の中にある鍾乳石や石壁です。

北部のイエンバイ省（Yen Bai）から来ました。
お茶を作りが有名で、新宮と似ています。

ユエン・ビック

ガイ

ユエン

ビック

ガイ

ベトナムについて

ページ 6 に続きます



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

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

ベトナムの文化について教えて下さい。

ベトナムのあいさつを教えて下さい。
 㭷おはよう／こんにちは／こんばんは シンチャオ

 㭷すみません シンロイ

 㭷ありがとう カムオン
シンモイ

　ワァァ、この町に住んで、もう 3年になってるなん
て信じられない。私が日本で過ごしてきた時間は一生
忘れません。私を手伝ってくれて、一緒に飲んでくれ
て、成長させてくれた人々、本当にありがとう！ハワ
イに来たら連絡して遊びに行きましょうよ！

またね四国中央

ベトナムでおすすめの食べ物や
飲み物はありますか？

ユエン

ビック

ガイ

ココナッツをおすすめします！日本で一番びっくりし
たのが値段でした。ベトナムでは 50 円なのに沖縄
では 800 円でした！

お酒をおすすめします。甘酒に似ていますが苦いで
す。もち米で作られていて、白っぽい色です。ベト
ナム語では「ruou（酒）nep（米）、（ルオウ・ネプ）」
と呼びます。

　ベトナムコーヒーです。ベトナム人は毎日飲んで
います。味は日本より濃いです。
※ベトナム語で「コーヒー」は「カフェ」と呼び、
植民地支配を受けたときに入ったと思われます。

ユエン

ビック

ガイ

ベトナムでは箸も使いますけど、スープ系の食べ
物とごはんはスプーンで食べます。そして、ベトナ
ムでは音を出して食べるのは失礼なことです。周
りの人に迷惑をかけるからです。

交通ルールも違います。右方向で走り、車よりバ
イクの方が多いです。自転車には２人が乗れます
よ！タクシーの種類も色々あって、自転車タクシー

（シクロ :Xich Lo）とバイクタクシーもあります。
シクロには前に人が乗り、後ろに運転手がいます。

スーパーは少し違います。ベトナムはスーパーより
市場が多いです。そして、物価はベトナムの方が
安いです。例えば、白米の高級品が 1kg100 円
ぐらいして、普通のは 70~80 円ぐらいします。

 㭷どうぞ

Farewell
バンス先生さよなら

Wow, I can’t believe it’s been almost 3 years in 
this city and my time here is coming to an end.  
Thank you to everyone who has made my time 
in Japan; something which I’ll remember for 
the rest of my life.  If you happen to ever be in        
Hawaii, hit me up and let’s chill. 

Until next time, Shikokuchuo.


