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イングリッシュキャンプ

8月17日〜18日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48人もの
市内の中学校３年生たちが参加してくれまし
た。各学校のALT達と一緒に６チームに分
かれて様 な々英語活動を行いました。

最初は中学生達とALT達が簡単なゲームを
行いその後外に出て様 な々ゲームをしまし
た。Egg Drop Relayでは各グループの卵を
割らないように色んな工夫がされその結果、
全てのチームが卵を割らず最後まで運びき
るという素晴らしい結果を残しました。水風
船を使ったBalloon Tossでは風船が割れて
濡れながらも、とても盛り上がりました。

夕食は自分たちで具材を挟んでハンバー
ガーを作って食べました。そして、夕食後の
Ghost StoriesではALT達の話術で大いに
震え上がりました。その後みんなで楽しく会
話をしながらマッシュマロを焼いてクラッカー
とチョコレートで挟んで作るスモアを食べた
りして一日目を終わりました。

翌日の朝ご飯はシリアルにヨーグルトやフル
ーツ、牛乳をかけたシリアルでした。その後、3

つのゲームをチーム対抗戦で行いました。      
Pictionary Telephoneではみんな上手に
絵を描き、協力しながら問題を解いていまし
た。 Apples to Applesではルールを把握す
るとテンポよくゲームを進めていきました。そ
して、Flip Cupではジュースでお腹いっぱい
になりながらも、チーム一丸となって最後の
一人まで諦めずに頑張っていました。

その後のTreasure HuntではALT達から逃
げ回りながらチームの仲間と協力してお宝探
しに奮闘していました。昼食にはニュージー
ランドのバーベキュー、ソーセージシズルを
食べました。

Rob the Nestでは頭脳と体力を使い、白熱
したゲームが展開されました。すべての英語
活動が終了後、集合写真を撮って無事にイ
ングリッシュキャンプを終えました。

中学生達にとっては普段の食事や環境とは
違う中での活動でしたが、ケガや病気もなく
皆さんが楽しそうに取り組んでくれたのがな
によりでした。 (インターン：曾我部一貴)

イングリッシュキャンプ



中学生海外派遣事業結団式
9月２日(水)福祉会館4階で第10回中学生海外派
遣事業の結団式が行われました。市長をはじめ、来
賓の方 と々学校関係者、派遣者とその家族が参加し
派遣者達は今回の海外派遣に向けての思いを発表
しました。来賓の方々から激励をいただき派遣者達
は決意を新たにしました。

今年は、市内７中学校の生徒19名が、11月9日〜 
11月20日の12日間ニュージーランド北島のオレワ
校でのホームステイを体験したりニュージーランド
の素晴らしい自然を体験します。

ベトナム料理教室
９月５日(土)保健センターでベトナム料理教室を開
催しました。西条市国際交流員(CIR)のチュオン・デ
ィン・レーさんを講師にお迎えし、また市内在住の
ベトナム人も参加して一緒に教えてくれました。参加
者達はみんな協力してとても美味しいベトナム料理
が完成しました。最後に、料理を食べながらベトナム
についての歴史と現状を聞きました。とても楽しくて
有意義な教室でした。

国際交流セミナー（すみれ会）

9月10日（木）に三島公民館で、市の国際交流員
のルシア・ジュがふるさとニュージーランド、オーク
ランド市について三島婦人会すみれ会のみなさん
に話しました。ニュージーランドの文化やオークラ
ンドでおすすめする場所を紹介しニュージーラン
ドのマヌカと言う花から取ったはちみつを使った
飲み物をみんなで飲みました。みなさんが美味しく
飲んでくれて、ルシアはとても嬉しかったです。

イベントフラッシュ



        
みんな、ハロウィンコスチュームを着て仮装コンテスト　 

（豪華賞品あります）、ゲームを楽しみましょう！マジック
ショーもしますよ！

日程：      10月 24日　（土）
時間：      17:00~20:00　ハロウィンパーティー
会場：      福祉会館4階　多目的ホール
参加費：　予約　200円（会員）／300円（一般）
　　　　 当日　500円（会員）／1000円（一般） 

親子ランタン（パンプキン）作り
（予約先着１５組・参加費必要）
時間：      13:00~15:00
会場：      福祉会館4階　多目的ホール
参加費：　1000円

 ※ ランタンはハロウィン会場に飾っていただきます。終了後持
ち帰りできます。

イベントインフォ

テ ー マ： ハロウィン
応募方法：　サイズ、面材、材質は自由
　　　　　（絵画・写真・木炭面・版画など）　

 ⒉作品の裏面に住所、氏名、電話番号を記載してください。
出 品 数：　1人 1枚
提 出 先：　SIFA事務局　（市役所本庁市民交流課内）
　　　　     郵送可
提出期限：   10月16日　（金）まで
展 示 ： 10月25日　（土） SIFAハロウィンパーティー
選 考 ： パーティのお客さんの票をもって
　　　　　（団体作品と一緒に審査される場合もあります）

 ※原則作品は返送しません。四国中央国際交流協会は提出された作
品を宣伝マテリアルで利用する権利を有します。

テ ー マ： ハロウィン
応募方法：　B4サイズの紙で　色鉛筆・絵の具・クレヨンなど

 ⒉作品の裏面に住所、氏名、電話番号を記載してください。
出 品 数：　1人 1枚
提 出 先：　SIFA事務局　（市役所本庁市民交流課内）
　　　　     郵送可
提出期限：   10月16日　（金）まで
展 示 ： 10月25日　（土） SIFAハロウィンパーティー
選 考 ： パーティのお客さんの票をもって
　　　　　

第２回ゾクゾクアートコンテストのイラストを
募集します！ハロウィンのテーマの中でモンスターやきれいな魔女
や色んなキャラクターをモチーフにしても構いません。

アートは当日のハロウィンパーティーで展示しパーティに参加する
お客さんに投票してもらいます。コンテストは小学生部門と高校生
部門がありそれぞれの副賞もあります！

ニュージーランドのクッキーを食べた事がありますか？   
そして、ニュージーランドの定番料理、フィッシュ&チップス
も食べた事がありますか？
一緒にニュージーランドの味を体験しましょう！

日 程 ： 12月11日(金）
時 間 ： 18：30~20：30
場 所 ： 保健センター２階　栄養指導室
講 師 ： ルシア・ジュ
定 員 ： 30名
参加費： 500円 （会員）／1000円 （一般）
申込締切： 11月27日（金）

    

-平成２６年優秀賞受賞作品-
-平成２６年審査員特別賞受賞作品-



New ALT INTRO

インターン感想

    

イベントインフォ・New ALT Intro・インターン感想

インターンシップ感想
新居浜高専　電子制御工学科4年　曾我部一貴

私は8月17日から24日の6日間、四国中央市 市民環境部 市民交流課のインターンシップ実習に参加しました。

一日目、二日目はイングリッシュキャンプの補佐として参加させていただき、荷物を運んだり、活動の様子を写真に収めたりしました。
そして後日、そこで行われたことを記事にまとめたり、プレゼン資料を作ったりしました。

私は今まで人に読まれるものを書くということは多少してきましたが、やはりまだまだ経験が足りなく、自分の力不足を痛感しました。
でも、こうした実務を経験したことで、読む人により伝わりやすいように書く力を身に着けたいと思うようになりました。
この気持ちをこれからの学生生活を通して自分の成長に繋げたいと思います。

    

My name is Ryan Skelton, and I am the new ALT at Doi Junior High School. I also teach at Kofuji, Kita, Sekigawa, 
Nagatsu, and Doi Elementary schools. I am from Pittsburgh, Pennsylvania, which is a city in the United States. I am 24 
years old, and I graduated from the University of Pittsburgh with a Bachelor of Art’s Degree in Japanese. 

I was born in Pittsburgh, but my family currently lives in Evans City, which is about 40 minutes north of Pittsburgh. It 
is a rural area with many forests, mountains, and farms. In many ways, it’s just like Doi! My mother, step-father, and 
sister live in a house in the woods, where you cannot see the street. It is very quiet and peaceful there.The weather 
in Pittsburgh is also a lot like Doi. The summer is hot and the winters are very cold. However, it snows a lot more in 
Pittsburgh than Doi. This makes it difficult to travel during the winter. It also rains a lot during the spring and early 
summer.

While I am in Japan, aside from learning Japanese, I want to show people where I come from and share my experienc-
es with them. I am looking forward to the school year and getting to know my students.

私は四国中央市の新しいALTのライアン・スケルトンです。土居中学校で英語を教えて、小富士小、
北小、関川小、長津小、そして土居小でも英語を教えます。アメリカのペンシルバニア州のピッツバ
ーグ市出身で24才です。ピット大学で日本語を専攻し卒業しました。

ピッツバーグで生まれましたが、今家族はエバンズ市に住んでいます。エバンズ市は、車でピッツバ
ーグから40分かかります。田舎なので土居と似ています。家族は森にある家に住んでいます。
夏はとても暑いけど、冬は土居より非常に寒いです。雪もかなり降ります。それで冬の時に運転する
のはとても危ないです。春もかなり雨が降ります。

日本にいる間に日本語をもっと勉強するとともに私の経験について話したり、アメリカの生活につい
ても良く説明したりしたいと思います。学校の生活や生徒達と交流するのを楽しみにしています。

11月26日から12月24日まで全5回の韓国講座を
行います。市の国際交流員ルシアが教えます。韓
国の文字、ハングルや挨拶や基本的な文法も学べ
ます。そして、韓国の文化（K-Pop/ドラマなど）につ
いても話しましょう！

日 程 ： 11月26日、12月3・10・17・24日（木）
時 間 ： 19:00~20:30
場 所 ： 保健センター１階　集団検診室
　　　　（11月26日だけ２階研修室）
講 師 ： ルシア・ジュ
定 員 ： 30名
対 象 ： 初心者
参加費： 2500円 （会員）／5000円 （一般）
教科書代： 2000円（CD付）

市内在住の外国人に日本語を教えてみませんか？日本語の
指導者になるためのセミナーを開催します。

日　程：　12月10・17・24日、　1月7・14・21・28日
　　　　  2月4・18・25日
  （全１０回、毎週木曜日、１２月３１日と２月１１日は休み）
時　間：　10:00~12:00
場　所：　福祉会館２階（教養娯楽室）
　　　　 1月２１日のみ本庁５階（第２委員会室）
講　師：　にいはま日本語の会の方々
定　員：　20名
参加費：　無料



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

http://www.sifaweb.jp

ニュージーランド、マオリ原住民
マオリ原住民は9世紀か10世紀にポリネシアからニュー
ジーランドに移住したと考えられています。昔はいろんな
部族に分かれていてお互いに戦争をしていました。1600
年にヨーロッパ人がニュージーランドを発見して住み始
めました。それによりたくさんのマオリ人が西洋の文化を
取り入れ日常生活に影響を与えられました。現在は、ニュ
ージーランドの15％がマオリ系でその中でマオリ語を話
せるのは4％しかいません。

マオリ語と文化を守るためにいろんなことをしています。例えば、マオリ語を公式言語にしています。現在、ニ
ュージーランドの学校では、幼稚園から高校生までマオリ語が授業で自然に使えるようにサインや日付など
をマオリ語で表示しています。そして、ニュージーランドの国歌もマオリ語と英語で歌います。加えて、マオリの
文化の中でよく見る事ができるのは「ポフィリ」と言う歓迎式です。学校や大切なお客さんが来る時に行って
いるセレモニーです。

マオリ語の発音と順番は日本語と似ていて、「ア、エ、イ、オ、ウ。。。」の順番で言います。
カタカナと同じ長い音もあります。

Jimmy Nelson

Morena (モーレナ）: おはようございます
Kia ora (キアオラ): こんにちは、ありがとうございます
E no ho ra (エノホラー）: さようなら（出る人）
Haere ra (ハエレラー）: さようなら（残る人）
Haere mai (ハエレマイ): ようこそ、どうぞ入って下さい
Aroha (アロハ): 愛


