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第１３回中学生海外派遣事業
　１１月２５日（日）から１２月５日（水）の１１日間、四国中央市内の中学生１８名と引率者４名、全員で
２２名がニュージーランドに派遣されました。北島のオークランド、ロトルアなどを訪れ、オレワカレッジでホー
ムステイ、体験授業、地元の生徒との交流を楽しみました。ニュージーランドの自然、食、人とふれあってと
ても貴重な経験になったと思います。
　1月２３日（水）に市役所市民交流棟2階会議室で学校ごとに決めた研究テーマを現地で撮った写真やア
ンケートをもとに学校関係者や保護者の前で発表しました。

　　　　　ロトルア　　　　　アグロドームで羊のショーを見学　ロトルアのホテルでハカを体験

　　　マオリ文化を体験　　　　　水引を教えました　　　　　バディと写真撮影

　　　ヨットクルーズ体験　　　　　　オレワビーチ　　　　　　　　野外活動

　　　　スカイタワー　　　　　日本語クラスとの交流　　　　　ワイトモ鍾乳洞



派遣者の感想
教科書ではなく

タブレットを使ったり、
モーニングティーがあった
り、校則がゆるめだったり
と日本に比べ自由な印象を

受けました。

私にとって、1番
印象に残っているのがマ
オリ文化です。ロトルアで
マオリの伝統芸能ハカを鑑
賞しましたが、とても迫力
があり圧倒されました。

生活をする上で
大きな違いは感じません
でした。スーパーに行け
ば日本の調味料が棚に並
び、初めて来たような感
覚はありませんでした。

校舎は三日間
歩いても迷子になり
そうなくらい広くて人
数も約二千人いると
言っていたので本当
にびっくりしました。

ホームステイでは、ホ
ストファミリーたちがすごく親切
で私を家族の一員として接し
てくれたのでとても嬉しかった
です。特に、夜に行われた家
族団らんの時間がとても印象
に残っていて、英語を使って話

すことが楽しかったです。

心に残っていること
は、パスタマシーンで生地を
伸ばし、ラビオリをいうパスタ
を手作りしたことです。一緒に
手作りしたパスタは本当におい
しく日本で食べたことのないパ
スタを作ることができて、とて

もうれしかったです。

1 番印象に残ってい
るのは映画館に行ったことで
す。そこでグリンチを見まし
た。細かくはわからなかった
けど、なんとなくの話の内容
をつかむことができたので嬉

しかったです。

ニュージーランド
は高いビルが並ぶ都会の
町や緑いっぱいの景色、た
くさんの人のやさしさにあ
ふれていて、日本にも似た
ところがあり、過ごしやす
いとてもいい国でした。

私はこのホーム
ステイの経験から、大き
な目標を持ちました。それ
は、英語をペラペラに話せ
るようになって、ニュー
ジーランドでホストファミ
リーに再会することです。

午前中にモーニング
ティーという時間があり、各自
が持ってきたお菓子などを好
きな場所に移動して食べまし
た。また、ホストマザーが作っ
てくれたお弁当にはりんごや
桃が皮のまま丸ごと入ってい

て戸惑いました。

生徒にマオリの遊びを
教えてもらい、マオリ文化を
体験することができました。ま
た、けん玉やだるま落としなど、
日本の伝統的な遊びをオレワカ
レッジの日本語クラスの生徒た
ちに伝え、自分も改めて日本の
良さを感じることができました。

　　　　　　　　　　
日本の学校では、時間やすること
がきっちり決まっているけど、オレ
ワカレッジでは、チャイムは学校が
始まる時と終わる時の二回しか鳴ら
ず、この時間にこれをする、という
のはあまりないみたいで、基本自由
ということがわかり、あまりの違い

に言葉が出ませんでした。

私が朝、オレワカ
レッジに向かって歩いていると、
通りすがりの見知らぬ女性が私に、
笑顔で「Hi!」と言ってくれました。
こんな経験は初めてだった私は、驚
いてしまい言葉を返すことができま
せんでした。しかし、日が経つにつ
れてニュージーランドではこのよう
なことが当たり前だということが

わかりました。

日本語クラスとの交
流では、ホッケーを教えても
らいました。ホッケーは初め
てで、難しかったですが、お
手本やコツを丁寧に教えてく
れてゲームができるほどまで

に上達しました。

学校の柵を乗り越えた
り、ショートカットのために手
段を選ばず、海外のコメディー
作品の中にいるようでした。車
の中からでは捉えきれなかった
道端の置物を眺めたり、信号機
のスケールを日本と比較したり、
何よりも美しい風景を思う存分
堪能できたので最高でした。

自分からコミュニ
ケーションを取ろうと努力
すれば、相手と打ち解けられ
るのだと感じ、感動と共に、
「自分の知らない世界を知り
たい」という思いも叶ったの
ではないかと思いました。

日が経つごとに、段々
言いたいことが相手に伝わる
ようになっていきました。コ

ミュニケーションを取れるよう
になってきて、「もっと話をした
い！」と思ったのに、気づけば
あっという間にお別れの日に

なっていました。

この海外派遣事業を通
して、私は積極的に行動して、自
分の意思をはっきりと表すことの大切
さを学びました。言葉が上手く伝わら
ない中でも自分から積極的に話しかけ
て、会話が通じなくても、ジェスチャー
を使って話しかけることで、自分の意
志が相手に伝わってぐっと距離が縮

まった気がします。

　　　マオリ文化を体験　　　　　水引を教えました　　　　　バディと写真撮影



ニュース英会話①
　１１月 1 日から１２月６日にかけて、毎週木曜日にニュー
ス英会話①を行いました。６回を通して、美術、自然、温
暖化、食べ物、宇宙石などいろんなテーマについて話し合
いました。参加者の皆さんは真剣にテーマに取り組み、予
習などもしっかりしていました。気楽な雰囲気で楽しく英
会話ができたと思います。

ボランティア市民活動研修会
　四国中央市ボランティア市民活動センター主催の研修会で１１月１４日（水）に SIFA 理事の星川正さん、１１月２１日（水）に市国際
交流員チェルシー • コリンズ、１１月２８日（水）に市 ALT ギャビン • ギャロウェイがボランティアをテーマにプレゼンテーションをしました。
SIFA の活動、アイルランドのボランティア、アメリカのボランティア精神について、いろいろ知ることができて、とてもよかったです。

アイルランド料理教室
　１月 12 日（土）に市保健センター 2 階の栄養指導室で
アイルランド料理教室を行いました。「コルカノン」、「アイリッ
シュシチュー」、「アップルクランブル」を作りました。３０
人の参加者は、いろんなアドバイスを聞きながら順調に料理
を作りました。一番好評だったのはアップルクランブル」で
した。

英語教室（初級）③
　１１月２日から１２月１４日にかけて毎週金曜日に英語
教室（初級）③を行いました。過去形や未来形、難しい
英語がたくさん出てきましたが、ショーン先生と実際に会
話することで分かるようになりました。

英語カフェ④
　1 月２０日（日）にジョイフル川之江店で英語カフェ④を行いま
した。参加者のほとんどが見慣れている方でしたが、初めての方も
いました。皆さんは英語でコミュニケーションを取る楽しさを感じ
ていたと思います。私のグループでは、「ヨーロッパ旅行」や「怖
い動物」の話で盛り上がりました。今度の英語カフェも楽しみにし
ていてください。
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第5回
しこちゅ~

国際交流フェスタ
無料日時

会場

ブース
を回って、ミッ
ションに挑戦し
てスタンプを集
めよう！景品も
あります！

＊ベトナムの踊り

＊柔道を知ろう！

世界の民族衣
装を着て、写
真を撮ろう！

２月3日（日）
13:30ー 16:00
福祉会館4階
多目的ホール

ステージイベント

民族衣装体験

Lễ hội giao lưu quốc tế しこちゅ ~ lần thứ 5
第五届四国娃国际交流节
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食べて、踊って、遊んで

世界を楽しもう！

Tuy nhiên, mỗi người nhất định hãy mang tới 
một món ăn hoặc bánh kẹo của đất nước mình.
 ( Đồ ăn và bánh kẹo là đồ đi mua cũng không sao)

＊每人必须带一份本国的料理或点心
（买来的料理或点心也可以）

　　　　　※ただし、母国の料理または
お菓子を一人一品必ず持ってきてください。
（市販の料理やお菓子でもかまいません）

会场Địa điểm

Thời gian 时间

福祉会馆 4 楼 多功能大厅

Miễn phí 免费

Hội trường đa năng Tầng 4 
Trung tâm phúc lợi

世界のブース巡り

お問い合わせ　四国中央市国際交流協会
　TEL: (0896) 28-6014 EMAIL: sifa@city.shikokuchuo.ehime.jp WEB: www.sifaweb.org/contact



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　上田 • 水本 • チェルシー
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。

アイルランドの花
Buttercup（バターカップ）
　小さくて鮮やかな黄色い花です。この花で
面白い占いができます。花をあごの下に持っ
て、あごが日差しの反射で黄色くなったら、
あなたはバターが好きな人だという証拠です。
逆に、あごの色が変わらないときは、あなた
はバターが好きではない証拠です。

Fuchsia（フューシャ）
　この花は濃い赤色
で妖精かバレリーナ
の形をしていると言
われています。私が中
学生のときに通学路
にたくさん咲いてい
て、たまに摘んで花の
蜜を飲みました。

Spring Gentian
（スプリングジェンシャン）
　アイルランドの西南にあるクレア州でし
か咲かない花です。私は実際に見たことが
ない珍しい花です。全国からこの花を見つ
けようと花好きな人がクレア州を訪れます。

Sowthistle
（ソーシッスル）
　いろんな所に咲く
黄色い草花です。草
花なのに、色がとて
もきれいなので大好
きです。思春期を思
い出させる懐かしい
花です。

Nettle • Dock Leaf　（ネットル • ドックリーフ）
　私にとって一番印象に残っている花は「ネットル」
です。なぜなら、この花に触れてしまったら皮膚がひ
りひりしてかゆくなります。そのかゆみに効くのが、
ネットルの近くに咲く「ドックリーフ」です。刺され
たらすぐに「ドックリーフ」を見つけてかゆいところ
にこすります。ネットルは外で遊ぶ子どもたちの大敵
です。

ネットル　

ドックリーフ

とチェルシーの思い出

アイルランドの
国花は

何でしょう？

　SIFA TIMES
４月 • ５月号に
答えを発表
します！

クイズ！


