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SIFA Times
四国中央市国際交流協会会報誌

イタリアの情報発信事業

オレワカレッジの手紙交換事業

これからのイベント：ジョナサンの初心者英会話1、ロンのテレビ•映画クラ
ブ、シェフ•ショーンのメキシコ料理教室　　

四国中央市
国際交流協会

詳しくは3 ページへ

　5月5日～7月29日（第２日曜をのぞく土日、6月29日～7月15日フェスティ
バルは連日開店）の期間中、イタリアのスポレート市においてスポレートフェ
スティバル会場近くの店舗で、四国中央市の作品や製品を展示し情報発信を行
なっています。
　出展作品や商品は、水引、紙加工品、紙人形作品、水引作品、漢字Tシャツ
などで下記の写真は、展示中の様子です。展示作品・商品は、四国中央市国際
交流協会HP、www.sifaweb.jp で公開しています。出展参加団体・法人は下記
のとおりです。

平成24年度より、中学生海外派遣先でもあるニュージーランドのオレワ校と
市内中学校（H24は三島南中）および川之江高等学校とが、互いの母国語によ
る手紙の交換プログラムを始めました。これは、13歳～17歳までの約150人の
生徒が手紙やビデオレターを通じて語学のスキルアップ、異文化の理解やホー
ムステイ応募のきっかけづくりなど学生同士の交流を目的としています。

太平紙器株式会社、株式会社モリオト、伊予水引金封協同組合、大黒工業株式会社、
山中商事株式会社、紙のまち資料館、有限会社チョウノ•デザイン

http://www.sifaweb.jp
http://www.sifaweb.jp


Event Flashイベント報告

ダニエルのニュース英会話3
　好評のためダニエルのニュース英会話の3回目を
6月13日から保健センターで行いました。アメリ
カと日本の移民政策の違いとか、色々なホット
トッピクニュースを英語で読んで、英語で話し合
いました。様々な意見が出て、英語の練習にもな
り、とても面白い国際会話もできました！

シェフ•トムのケベック料理教室

ドリームキャッチャークラス

　7月10日に保健センターでシェフ•トムのケベッ
ク料理教室でミートパイ作り、ダニエルの男女同
参画の発表を同時に行いました。カナダのシンプ
ルで美味しい家庭料理のミートパイが上手くで
き、アメリカと日本の男女関係についての違いも
勉強しました。たくさんの参加者が来てくれて、
大ヒットでした！

2

技能実習生受入
7月7日（土）にうま商工協同組合主催の2012前期
技能実習生受入れ式がグランフォーレでありまし
た。これから35名は約1年～3年間にわたり技能実
習生として各企業で研修生として勤務します。

7月18日にアメリカの先住民の歴史と先住民の
夢のお守りの作り方についての授業を行いまし
た。その後美味しいポットラックパーティーを
して、とても楽しかったです！



イベント情報Event Info
ジョナサンの初心者英会話1

ロンの映画•テレビクラブ3

シェフ•ショーンのメキシコ料理教室

日　付：8月9日～10月4日　毎週木曜日
　　　（ 全8回 16日はお盆のため休講）
時　間：19:00～20:00
場　所：保健センター1階
講　師：ジョナサン•スシダバンチ
定　員：20名
対像者：初心者
参加費：一般：5,000円　会員：2,500円
教科書代：3,000円程度（Interchange)

　ジョナサンの初心者英会話を4
クールに分けて行います。ジョナ
サンの今までの授業に参加した
人にとても大事な復習にもなる
し、新しい生徒も大歓迎。ぜひ
参加してみてください！

日　程：8月23日～9月20日（木）全5回
時　間：19:00～20:00
場　所： 保健センター2階
対　象：中～上級
定　員：15人
講　師：ロン•キャンベル
参加費：一般：3,000円
　　　　会員：1,500円
　　　　

　アメリカの人気テレビ番組や
テレビスペシャル、または有名な
アメリカの映画を観て、英語で
話し合いましょう！次の授業で
何を観るかロン先生と一緒に決
めれるユニークな講座です。映画
やテレビを通じて楽しく英語を
勉強しましよう！

日　付：9月5日（水）
時　間：18:00～20:00
場　所：保健センター
講　師：ショーン•モンゴメリー
定　員：30名
参加費：一般：1,000円
　　　　会員：500円

3

　メキシコ料理のファストフード
であるケサディーヤというチーズ
とトルティーヤの組み合わせと
メキシコの味を代表するサルサ
を作ってみませんか。この料理
教室は新しい国際交流員の
ショーンのSIFAデビューなの
で、是非参加してみてね！



NZ Greetingオレワの挨拶

　四国中央市の皆さん、真冬のニュージーランド
よりこんにちは！

　私はオレワカレッジで日本語の教員をしており
ます、スチュワート昌美と申します。
今回は、今年10月に我が校の9人の生徒と3人の
教員が四国中央市を訪問させて頂くにあたり、オ
レワとオレワカレッジについて、簡単なご紹介を
させて頂きたいと思います。

　オレワは、ニュー
ジーランド最大の都
市オークランド(137
万人)から、北へ約
40km行ったところ
に あ る 、 人 口 約
7500人の小さな町です。オレワは、オレワビーチ
という、2.5kmの美しいビーチで有名で、夏にな
ると多くの海水浴客で賑わいます。

　オレワカレッジと
四国中央市の交流
は、2004年に始ま
り、これまでに四国
中央市からは3度の
ご訪問を頂き、我が
校も、10月に3回目の訪問をさせて頂きます。こ
れまでの2回の訪問では、暖かく、そして盛大に
迎え入れて頂き、生徒、教員共々大変感激してお
ります。本当にありがとうございます。

　オレワカレッジは、公立共学の中等教育機関
で、７年生(小学６年生)から１３年生(高校３年
生)までの７学年あります。日本で言う、中高一
貫校のような学校です。生徒数は約1900人で、

ニュージーランドでも大規模校の一つです。日本
語の学習は、7、8年生は10週間、9年生からは選
択科目となり半年間、10年生からは一年間の
コースになります。今回訪問させていただく9人
の生徒は全員11年生で、日本と日本語が大好きで
す。

　また、今年度か
ら、四国中央市のご
協力を得て、我が校
の日本語を学習して
いる学生たちと、四
国中央市内の中学
校・高等学校の生徒の皆さんとの手紙での交流プ
ロジェクトを開始しました。生徒達が、お返事を
頂いた時に見せた輝く笑顔は、何物にも替え難い
ものです。このような国を越えた交流の輪がどん
どん広まっていくことを願わずにはいられませ
ん。このプロジェクトの成功には、四国中央市の
ご協力がなくてはならないものでした。この場を
お借りして御礼申し上げたいと思います。本当に
ありがとうございました。

　今回の日本への旅行のリーダーを務めるマーガ
レット・マリー教員は次のように申しておりま
す。「今回が3度目の四国中央市訪問で、今回も
皆さんに再会、そしてお会い出来るのを大変楽し
みにしています。」

　生徒たちは今、日本旅行へ向けて楽しみと緊張
で一杯です。10月の訪問ではどうぞよろしくお願
いします！

オークランド市のスカイライン

オレワビーチ

四国中央市との手紙交流プログラム
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NZ Greetingオレワの挨拶

Hello from a cold New Zealand winter!

My name is Masami Stewart and I’m a Japanese 
teacher at Orewa College. I’d like to give you a 
brief introduction to Orewa, and Orewa College, 
in anticipation of nine of our students and 3 
teachers visiting Shikoku Chuo City, Japan in 
October this year.
 
Orewa is a small town of about 7,500 people, and 
is roughly  40km North of Auckland City - the 
biggest city in New Zealand (population of 
approximately  1,370,000 people). Orewa is 
famous for its beautiful beach, which is 2.5km 
long. It is called Orewa Beach. In the summer 
time the beach becomes very  lively with a great 
many visitors who come to swim.
 
The relationship  between Orewa College and 
Shikoku Chuo City  started in 2004. Since then, 
we have hosted visitors from Shikoku Chuo city 
three times, and we are now visiting for the third 
time, this October. During our last two visits we 
received a great, warm welcome, and the 
students and teachers were very  grateful, so 
thank you very much.
 
Orewa College is a state run Secondary  School, 
with seven year levels, from year 7 to 13. It is like 
a combined junior and senior high school in 
Japan. There are approximately 1900 students 
who attend Orewa College, making it one of the 
biggest schools in New Zealand.

Year 7 and 8 students study  Japanese for 10 
weeks, but from year 9 Japanese becomes an 
option subject and students study  for half a year. 
At year 10, Japanese becomes a full year course.

The nine students who are visiting this time are 
all year 11, and all of them love Japan and 
Japanese language.
 
Also, from this year we started a letter exchange 
project between students who are studying 
Japanese at Orewa College, and both Junior and 
Senior high schools in Shikoku Chuo City, with 
cooperation from the Shikoku Chuo City Council.
Nothing could replace the bright smiles on 
students faces when they  received their letters 
from Japan. I hope that this exchange will 
continue to flourish and grow.
The cooperation of the Shikoku Chuo City 
Council was essential in ensuring the success of 
this project, and I would like to take this 
opportunity  to thank Shikoku Chuo City  Council 
for their assistance.
 
This trip’s leader – Margaret Murray – says “this 
is the third visit to Shikoku Chuo City for me, and 
I am looking forward to seeing everyone again 
and to meeting new people”.
The students are nervous but excited about their 
visit, and I’d like to thank you in advance for 
everything you do for us during these visits!
Yoroshiku Onegaishimasu!

オレワカレッジのキャンパス 今年四国中央市に来るオレワカレッジの生徒
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New CIR Intro新CIR紹介

My name is Sean 
Montgomery . I 'm 
f r o m U p l a n d , 
California (near Los 
A n g e l e s ) a n d I 
g r a d u a t e d f r o m 
Car le ton Co l lege , 
where I studied Art 
History  and Japanese 
photography. I first 
became interested in 
the dynamism and 
creativity  of Japanese 
culture through the 
work of photographer 

Araki Nobuyoshi, and spent my  junior year in 
Kyoto at Doshisha University. I spent a lot of time 
studying Japanese art while there. When I 
returned to Minnesota I completed my  senior 
thesis, entitled "Schoolgirls, Grandmas, and 
Bondage: A Discussion of Female Roles and 
R e b e l l i o n i n J a p a n e s e C o n t e m p o r a r y 
Photography." I came back to Japan in 2007 and 
have been working as a teacher in Matsuyama 
since then. I am looking forward to working as the 
Coordinator of International Relations for 
Shikokuchuo. My  career goal is to expose the 
awesomeness of Japan to other countries, and to 
help Japan flour ish in our increasingly 
interconnected and barrierless world.
 
I have a wide variety  of interests including manga, 
photography, frisbee, literature, art, and drinking. 
Also, drinking. I own about 400 Japanese mangas 
and I particularly  like comedy  and science fiction 
stories. You can come over to my house to borrow 
some any  time! Other random facts about me: I 
like ukiyo-e (Yoshitoshi and Harunobu are my 
favorite artists); I can rock a karaoke mike; I've 
won five costume contests in Matsuyama; I can 
sort of swing dance; I write haiku for otsukimi 
every fall. In the next year I hope to improve my 
kanji ability, learn shodo, and make a lot of 
Japanese friends in Shikokuchuo! 
 
Preferences: Kirin  > Asahi, salty  > sweet, 
subbed > dubbed, summer > winter, heels > Uggs
 
モンゴメリー・ショーンと申します。出身はカリ

フォルニア州のアップランド市（ロスの近く）
で、母校はミネソタ州のカールトン大学です。そ
こで美術史と日本の写真撮影を勉強しました。最
初に日本文化の創造と力動性に興味を持ったきっ
かけは荒木経惟の写真です。そして３年生の時は
京都の同志社大学に留学しました。そこで日本の
美術について多く学びました。ミネソタに戻り、
「日本の現在撮影における女性の役と反感」と言
う卒論を書きました。２００７年に来日し今まで
松山で英会話講師として働いていました。今年か
ら国際交流員として四国中央市の文化の境界を広
げることを楽しみにしています。私のキャリア・
ゴールは外国に日本のすばらしさを教え、日本を
小さくて壁の無い国際的な世界にすることです。
 
色々な興味を持っています。漫画、カメラ、フリ
スビー、文学、芸術、そして飲むのが好きです。
やはり、飲むのが好きだ。現在は４００冊ぐらい
の日本の漫画を持ち、特にコメディーとSFが好き
です。いつでも家に来て借りていいよ！その他の
情報：　浮世絵が好き（特に月岡芳年と鈴木春
信）；カラオケが大好き；松山で５回もコス
チュームコンテストで優勝した；まあまあスウィ
ングダンスできる；毎秋月見のために俳句を書
く。これから漢字能力
をレベルアップし、書
道を学び、四国中央市
に友達をいっぱい作り
たいと思います！
 
好み：キリン＞アサ
ヒ、塩っぽい＞甘い、
字幕＞吹き替え、夏＞
冬、ヒール＞ムートン
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ALT FarewellALTの別れの挨拶

I will always remember the many friends I have in Shikokuchuo. To everyone 
who shared Japanese culture with me, I thank you from the bottom of my 
heart, and I hope I can do the same for you in America someday. Though I am 
sad to go, I know we will meet again. Please think of me every  time you see a 
bald person. Thank you for all the fun memories! 

四国中央市で出会った友達の皆さんをいつでも覚えています。日本の文化を教
えてくれた皆さん、誠にありがとうございました。アメリカで同じように教え
てあげたいです。行くのが寂しいけど、きっといつかまた会えます。ハゲの人
を見ると僕のことを思い出してね！本当にありがとうございました！いつの日
か会いましょう‼

In traveling we discover more about who we are. I have learned a lot about 
myself during my time in Japan. And Japan has become part of my  identity. I 
will miss the warm and welcoming community here and all the new friends that 
I have made. Shikokuchuo has made an impression on the person that I am 
today and I am thankful for that. I hope that all the friends and students I have 
known in my time here succeed in all they do.

旅行すると自分のことについて発見します。日本にいる間に自分のことをたくさん
習いました。それで、日本は私のアイデンティティの一つになってきました。ここ
の暖かいコミュニティと出会った友達と離れるのが寂しいです。四国中央市は私に
良い影響を与えてくれました。出会った皆が成功するように願っています。

    It's hard to believe that I am already sweating away  my third summer here in 
Shikokuchuo City. But despite loathing summer in Japan, I am going make a 
fool of myself crying my eyes out on the train to Kansai Airport, already  missing 
the heat and the cicadas.
   I have made unbreakable ties of friendship and connections that will last a 
lifetime through SIFA. SIFA has given me a deeper understanding of not only 
Japanese culture, but my own culture as well. I will carry  the memories I made 
with SIFA always, and strive to promote multicultural understanding by  sharing 
my experiences with others. Thank you all for developing me into who I am 
today and may we all one day meet again.

SIFAの皆さんへ、四国中央市での3回目の酷暑な夏がもう来たとは信じられま
せん。日本の夏は嫌いでも、関西国際空港まで電車を乗りながら、赤ちゃん
みたいに泣いて、嫌いな夏でも恋しくなると思う。SIFAのイベントに参加し
たり、授業を教えたりすることによって、様々な素敵な出会いが出来まし
た。皆さんのおかげで日本の文化だけではなくて、自分の文化もより深く理
解することが出来ました。一生忘れない思い出が出来、自分の日本での経験
を通じて、皆さんが異文化を理解出来るように向こうでも伝えたいです。大変
お世話になりました。また会いましょうね！
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Last Word

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

http://www.sifaweb.jp

エコ発送実施！
希望する会員の方はPDF版会報誌を
メールでお送りいたします！一緒に
エコに取り組みましょう！希望者は
メールでお問い合わせ下さい。

編集    後記

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　山中健太郎

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。

　いつの間にか1年4ヶ月が立ちました。長かったと
か短かったとかいう風には感じていないのですが、
とにかく深かったです。
　なぜかというと、京都に留学した時に日本に一学
期しか滞在しなくて、勉強と宿題でものすごく忙し
くて、一学期のほとんどが図書館で過ごしました。
それはそれで良い経験だったけど、留学後に本物の
日本をまだ味わえてはなかったという感じで帰国し
ました。
　しかし、去年の4月から日本の日常生活を味わう
だけではなくて、慣れることも出来ました。どれほ
ど慣れてきたというと、先週右綴の本を開いた時に
「あら、アメリカは右綴でしたっけ？それとも、左
綴でしたっけ？」と日本語で思ってしまいました。
　それで、日本の日常生活に慣れることだけではな
く、どの国に滞在しても必要なことも経験出来まし
た。それはコミュニティの一部になること。四国中
央市国際交流協会を通じて様々な人達に出会えて、
様々な友達が出来て、色んなイベントや交流をすご
く楽しくやってきました。皆さん大変お世話になり
ました。心をこめて、誠にありがとうございまし
た。アメリカに来る機会があれば是非連絡してね。
元気で！　　　　　　　　　　　　　　　トムより

     I’m not sure when it 
happened, but 16 months 
have passed. I can’t really  
say whether it’s been fast 
or slow, but I can say it 
has been a very profound 
experience.
      Why profound? Well, 
when I studied abroad in 
Kyoto I was only there for 
a semester. I was 
extremely busy with 
homework and spent a lot 
of my time in the library. It was a great experience, 
but when I got on the plane to go home I couldn’t 
shake the feeling that I still hadn’t experienced the 
“real” Japan.
     Since last April, however, I haven’t only  seen the 
“real” Japan, I’ve lived it. It’s gotten to the point 
where I can’t even remember what some things are 
like in the US. Last week, for example, I picked up a 
book bound on the right and wondered for a moment 
which side books in the US are bound on. 
     Not only  have I gotten used to life in Japan, I’ve 
also accomplished the most important aspect of 
assimilation in any country: becoming a part of the 
community. I’ve met all sorts of people through SIFA 
and made many  friends. I’ve been able to to plan 
and participate in many  wonderful events and 
exchange programs. I’ve also been incredibly  cared 
for. For all of this and much more I’d like to thank 
you all from the bottom of my  heart. I hope to see 
you again. Be well!                                             -Tom

皆さん、Goodbye! Goodbye Everyone!
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