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　7月7日から7月21日までの毎週火曜日、今年度初のニュー
ス英会話が行われました。ソーシャルディスタンスを守って、マ
スクをしなが美術館に行ったアメリカのペンギンやマナー違反な
どの記事を読みました。少人数でしたが、話が盛り上がりました。
　今後の授業のご参加、お待ちしています。

NEWS 英会話①

EVENT INFORMATION

　イングリッシュを少し上達してみませんか？教科書を使って基
礎を学びます。全然英会話の自信がなくても大歓迎です！優しい
雰囲気で勉強しましょう。

日程：9月4日、11日、18日、25日、29日、10月9日
　　　毎週金曜日（９月２９日のみ火曜日）（全 6回）
時間：10：00 ～ 11：30
場所：市民交流棟 2階会議室
定員：16名
講師：ダニエル・クルーズ（市CIR）
対象：初心者
参加費：3,000円（会員）／ 6,000円（一般）
テキスト代：3,000円（昨年度と同じ教科書です）
締切：8月20日（木）

英語教室（初級 ) ①

英語カフェ①

　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、話す自信を鍛えよう！
　今回はソーシャルディスタンスを守るため、市民交流棟
で行います。
日程：9月 13日（日）
時間：15：00～ 16：30
場所：市民交流棟 2階
定員：12名
講師：ダニエル・クルーズ（市CIR）、市ALT
対象：初心者～上級者（高校生以上）
参加費：¥300 円（会員）、600 円（一般）
締め切り：9月 9日 ( 水）
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Goodbye
Ryan

wish I had the time (and money!) to visit Universal Studios Japan. However, I am proud to say the list of things I have 
done is quite long! I have practiced Shorinji Kempo, where I graduated to 2nd Dan, been on TV multiple times, and 
participated in the local Fall festival, to name a few.
  I had some difficulty acclimating to my new life when I arrived in 2015. Even though I had studied Japanese in col-
lege in America, it became apparent to me very quickly that I still had much further to go. Fortunately, I had my wife 
living with me to keep me company and to pick me up on my bad days. She has been nothing short of spectacular in 
acclimating to our life here. I have worked with so many wonderful people at my schools and had the privilege to teach 
some amazing kids. The friends I made here are some of the best I have ever had. I would not be who I am today, five 
years later, were it not for their unwavering support. To say that I am sad to say goodbye is an extreme 
understatement. 

  Hello everyone! My name is Ryan 
Skelton. After living in Shikokuchuo 
with my wife Maddie for 5 years, the 
time has finally come for us to say fare-
well. Even after 5 years, I still feel like

 皆さん、こんにちは！ライアン・スケルトンです。5年間妻の
マディーと一緒に四国中央市に住んで、とうとう帰国する時が来
ました。五年たってもまだ日本でやりたいことが色々あります。
まだ北海道に行っていないし、時間（とお金）があればユニバー
サル・スタジオ・ジャパンにも行きたかったです。けれども、た
くさんの経験を誇ることができます。いくつかあげると、少林寺
拳法をよく練習し、二段まで昇段でき、テレビ放送に何回もでた
り、秋祭りに参加したりしました。

  My wife and I plan to continue our education when we return to America. 
Maddie plans to complete her bachelor’s degree in art, and I will be pursuing 
a master’s degree in TESOL (teaching English to speakers of other languag-
es). We are ready to take the next step in our lives, and I want to say, from 
the bottom of my heart, thank you to everyone who made this the most 
memorable experience of our lives. Take care!

 2015 年に来日してすぐには日本の生活になれませんでした。大学で日
本語を勉強したことがありましたが、日本語能力が足りなかったと分
かりました。お陰様で妻と一緒に生活していて、辛い日にもマディー
は機嫌を直してくれました。ここの生活になれることに見事だったマ
ディー。学校で素晴らしい教員と一緒にいい生徒たちを教えることが
でき、光栄です。ここでできた友達は人生の莫逆の友に数えられます。
皆様のあたたかい支援のお陰で、5年を通して今の私でいられます。控
え目に言っても別れを告げるのはとても寂しく感じます。
 今後私もマディーもアメリカに帰って勉強を続けます。マディーは大
学で美術を専攻して、私は大学院で TESOL（英語を母語としない方に向
けての英語教育）の資格を取ります。次のステップに進みますが、こ
の経験は人生で一番忘れられないものになり、心の底から感謝を申し
上げます。さようなら！

& Maddie

ライアンとマディーさようなら

there is a myriad of things I wish to do. I never 
quite got around to visiting Hokkaido, and I 



　黒人差別問題はアメリカ合衆国の歴史より長いです。解決するために全世界の反省、そしてそれに
基づく行動が必要だと思います。

ダニエルから一言

シンガイさようなら /ダニエルから一言

It's not Goodbye, it's see you later 

Shingai
　アメリカの長老政治家が亡くなりました。学生非
暴力調整委員会（Student Nonviolent Organizing 
Committee）の 3年委員長を務め、1960 年のナッシュ
ビル座り込みや 1961 年の「フリーダムライダー」の
公民権運動に参加し何度も逮捕されたり、暴行を受け
たりしました。1963 年にキング牧師の前にワシント
ン大行進で演説しました。1965 年に選挙権行使を妨
害防止する法案がきっかけになった「血の日曜日」に
も警察の暴行に直面しました。
　ルイス氏はそれ以降 33年間米下院議員を務め、
2011 年に大統領自由勲章を受けました。

 今年 6月にルイス氏は警察に殺された黒人男性の
ジョージ・フロイド氏と人種差別の抗議デモに対し
て、「アメリカ全土と全世界で若者も年輩者も、黒人、
白人、ヒスパニック系、アジア系、先住民など色々
な人々が抗議デモ=に参加し「好ましいトラブル」
になったことにとても感動した」と述べました。

  I think we can all agree that 2020 has been more than we ever expected it to be. But I am thankful that I got 
to experience the first half of it in Shikokuchuo. Everyone here was very welcoming and made me feel at home. 
Outside of the seven wonderful schools I was privileged to work in, I got the chance to take kickboxing classes, 
Japanese language classes and Ikebana classes during my time here in Japan. Not to forget, going hiking up Mt 
Higashi-Akaishi and going ziplining. The culture has been beautiful and the food has been amazing. I am sad to 
be leaving so soon but Shikokuchuo will always have a special place in my heart and memories that I will cherish 
for a lifetime.

　2020 年はとても予想外な年になりまし
たね。でも今年の前半を四国中央市で過
ごすことが出来てとても良かったと思い
ます。皆様の温かい歓迎を受け日本の生
活に慣れました。素晴らしい小中学校７
校の訪問をして、キックボクシング、生
け花、そして日本語の授業も楽しみまし
た。東赤石山の登山と西条市でのジップ
ラインも体験できました。文化が美しく
て日本食もとても美味しかったです。早
めな帰国は寂しいけど四国中央市の思い
出は一生心の中で大切にします。

ジョン • ルイス

　最後に、言いたいことは「さよ
うなら」ではなく、「また会いましょ
う」です。



世界の旅：
Pittsburgh

　ピッツバーグの料理は東ヨーロッパの影響を大きく受け
ています。サンドイッチにもコールスローとフライドポテ
トを入れたりしています！味見してみませんか？

　スポーツ文化も盛んで、アメリカ４大スポーツのうちの
アメリカンフットボール（スティーラーズ）、野球（パイレー
ツ）とアイスホッケー（ペンギンズ）のチームの本拠地が
あります。

　ピッツバーグ市は三つの大きな川（オハイオ川、アルゲイ
ニー川、モノンガヘイラ川）が流れる地域に 1717 年に誕生
しました。鋼鉄業が栄んで、ケチャップやソースで有名なハ
インツの本社もあります。

English corner / 世界の旅

English corner
英語と日本語のことわざを比べてみよう！　よく似ていても言葉の使い方が違います。

聞いたことがありますか？

「取らぬ狸の皮算用」              “Don’t count your chickens before they hatch.’’
　　　　　　
「待てば海路の日和あり」     “Good things come to those who wait.”

「ちりも積もれば山となる」 “A penny saved is a penny earned.”　

会話で使ってみませんか？

　ピッバーク出身の有名作者はレイチェ
ル •カーソン、オーガスト •ウィルソン
をはじめ、多くいます。 ケニーウッド遊園地

August Wilson

　四国中央在住の外国人の出身地を紹介します。今回は 5年
間土居地域の小中学校を訪問した ALT のライアンと奥さんの
マディー・スケルトンの出身地のピッツバーグ市です。ピッ
ツバーグはアメリカ東海岸ペンシルベニア州の南西部に位置
します。



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•上田•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

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。

　「アメリカ」というと日本人はディズニーランドやタイムズスクエアを考えるかも知れませんが、アメ
リカ生まれアメリカ育ちの僕が一番好きなところはアメリカの自然です。子供の頃から毎年 1-2 泊で山
登りして、ロードトリップで国立公園によく行きました。アメリカ合衆国国立公園はアラスカ、ハワイ、
アメリカ領サモア、アメリカ領ヴァージン諸島を含んで 62ヶ所があって、僕は 11ヶ所に行ったことが
あります。出身のオレゴン州の南部に一ヶ所（クレーターレイク国立公園）があり、隣のカリフォルニ
ア州に９ヶ所の国立公園があります。島とアラスカ州を除いたら 50ヶ所の国立公園があり、2／ 3以
上はアメリカの西半分にあります。
　これから SIFA Blog で色々なアメリカの国立公園について登録するつもりなので是非読んでみて下さ
い。

豆知識： アメリカ合衆国の国立公園

世界初の国立公園：イエローストーン クレーターレイク 南カリフォルニア州の
ジョシュア • ツリー

ハワイ火山
国立公園

グレーシャーベイ
国立公園

キャピタルリーフ
のインディアンの岩絵 カトマイの熊 グランド • キャンオン


