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これからのイベント：
第2回特大BBQ交流会、和ウォーキング、イクメンのアメリカの料理教室、ジェシカの
ブッククラブ、感謝祭のポットラックパーティー

       　　　詳しくは6ページへ

昼にカボチャランタンを作るイベント
もあるし、夜になるとコスチュームコ
ンテストや、マジックショー、アメリカ
のゲームもたくさんあるから、みんな
仮装をして一緒にハローウィンをワイ
ワイ楽しもう！

親子でカボチャランタン作り
10月29日（土）13:00～15:00　無料

伊予三島運動公園体育館
（子育てフェスタ内） 

数量限定のため予約必要　先着順

ハロウィーンパーティー
10月29日（土）17:30～20:00
伊予三島運動公園体育館 
（子育てフェスタ内）

参加費：
＜前売＞SIFA会員　200円／１人　500円／家族
　　　　　　一般　 500円／１人　1500円／家族
＜当日＞SIFA会員　500円／１人　1500円／家族
　　　　　　一般　 1000円／１人  2000円／家族

前売予約の方には、かわいいハロウィーンプレゼントを!

受付開始!!

次回のSIFA Timesは12月初旬に発行予定です。



Event Flashイベント報告

トムのネイティブ英会話
　8月10日から8月16日まで18人の受講生が初
心者向きの短期集中講座で一緒に楽しく英語を
3週間に6回に勉強しました。英会話や難しい早
口言葉を通じてネイティブの英語の発音を勉強
して、授業の終わりには受講生のみなさんは
ポットラックパーティーで上手く話せるように
なりました！

シェフ•ダビデのイタリア料理教室
　8月20日に30人がイタリア出身のピザ職人ダビ
デと一緒にとても美味しいピザを作りました。
生地からマルゲリータピザと地中海風のサラダ
を作って、美味しい昼食をマンジャーレしまし
た。シェフ•ダビデのイタリア料理教室パート2
を楽しみにして下さい！

イングリッシュ•キャンプ
　8月29日から30日に市内の中学校3年生13人
がトムと4人のALTと一緒に新宮の青少年自然
の家で一泊二日English Campを行いました。
アメリカのキャンプゲームをやって、楽しみな
がら英語の勉強ができました。食事もアメリカ
風のBBQやシリアルとベーグルの朝ご飯など、
本当のアメリカのキャンプの経験が出来まし
た。 2

大人気でした！



Event Flashイベント報告

ダニのニュース英会話２ 三島公民館出前講座
　好評のため2回目のダニエルのニュース英会
話が9月14日からはじまりました。今回は17
人の受講生が英語のニュースを読む練習もし
　　　　　　　　　　　ますが、長い
　　　　　　　　　　　フォーマットの議論
　　　　　　　　　　　の練習もあります。
　　　　　　　　　　　絶対に英語力アップ
　　　　　　　　　　　しますよ！　

　9月15日に三島公民館で28人の受講生の前
で国際交流員のトムがアメリカの人種のるつ
ぼについての発表をしました。発表と最後の
　　　　　　　　　　　質問の時間では、
　　　　　　　　　　　受講生のみなさんは
　　　　　　　　　　　アメリカの料理や文
　　　　　　　　　　　化や発音に関する知
　　　　　　　　　　　識が増えました。

 　結団式が9月6日（火）福祉会館で行われま
した。今年は市内６中学校から18名の生徒が、
11月15日～25日の11日間ニュージーランド北島
　　　　　　　　　　　のオレワ校でホームス
　　　　　　　　　　　テイを経験します。今
　　　　　　　　　　　後は事前研修や出発式
　　　　　　　　　　　の様子なども掲載して
　　　　　　　　　　　いきます。
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シェフ•マイのフィリピン料理教室

　9月17日にシェフ•マイのフィリピン料理教室
を行いました。シェフ•マイと娘のアシスタント
のクラリサはビデオやクイズ、料理や伝統的な
服を通じてみなさんにフィリピンに関すること
をいっぱい教えてくれました。特にココナツの
大切さがよく分かりました。25人のみなさんと
一緒に四国中央市内のフィリピン旅行が出来た
し、料理も美味しかったです！

第6回中学生海外派遣事業結団式 日本語指導交流会

　9月17日に日本語指導の先生方や生徒さん達
が一堂に集まる持ち寄りパーティーをしまし
た。41人のみなさんがとても美味しい食べ物
　　　　　　　　　　　を持って来て、まだ
　　　　　　　　　　　会ったことがなかっ
　　　　　　　　　　　た人々にも会えて、と
　　　　　　　　　　　ても良かったです。



JICA Special
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ジャイカ特集

ザンビアの学校ってどんなとこ？

みなさん、こんに
ちは。ザンビアで
理数科教師として
働いている森実　
慧です。現地レ
ポート第二段！と
いうことで、今回
は私の配属先であ
るニンバ小中学校のことについてお話させて
いただくことにします。

　私が働くニンバ小中学校は、1～9年生の生
徒、約2200人が通う学校です。私が担当する
8年生が勉強している教科は、英語・現地語・
理科・数学・公民・歴史・宗教教育・家庭科
です。9年生のときに国家試験があり、それに
合格しなければ卒業できません。体育や美術
などは国家試験にないため、あまり重視され
ておらず、多くの学校で行われていないのが
現状です。

　1時間目は7:00から始まります。そこから80
分授業を休憩なしで2コマ。それから20分の休
み時間、そしてま
た80分を続けて2
コマという時間割
りです。休憩なし
で80分2コマは結
構大変だと思いま
せんか!? 12:40に
学校が終わり、帰

宅です。
　1クラスの人数は60～
70人で、教室に詰め込
まれ、みんな窮屈そう
にしています。またい
ろんな事情で入学が遅
れてしまった生徒、国
家試験に落ちてしまっ
た生徒もいるので、年
齢は13～20歳とバラ
バラです。教室の環境もいいとは言えませ
ん。窓はガラスがなく、黒板も古くチョーク
の乗りが悪い。屋根はトタンで、雨が降れば
うるさくて声が全く通らない。しかし、そん
な問題なんてもろともしない生徒たちの笑顔
と元気がそこにはあります。

　私は今8年生
の理科、数学を
担当しています。
私と生徒との間
には、言葉の問
題があります。
英語が苦手な生
徒も多く、そし
て私は現地語を上手く話せません。この不自
由なコミュニケーションが、相手を理解しよ
うとする姿勢を育んでくれるんじゃないか!?
と考えるときもありますが、肝心の理科数学
をちゃんと教えなければいけません。とにか
く理科や数学を通して、頭をいっぱい使って
もらえる授業をしきたいと思っています！以
上現地レポートでした！

これがニンバ小中学校の制服です。みんなネクタイ
もして、しっかり着こなしています。スカートの丈
や、髪形についての校則もちゃんとあります。

授業はザンビアの公用語である英語で行われます。
現地語を話さない！というクラスルームルールもあ
ります。黒板は写真のように、壁を黒く塗っただけ
のようなものです。

これは東北大震災の被災地の方々に向けたメッセー
ジです。私の活動の一つであるJapaneseクラブのメ
ンバーが「日本のためになにかしたい！」というこ
とで、企画されました。

棚の奥の方に眠っている顕微鏡を発見
しました。保管状態はよくなかったで
すが、葉の表皮の細胞を見ることがで
きました。みんな大興奮でした！

森実　慧（もりざね　けい）



JICA Special
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ジャイカ特集

思うようにはいかないエチオピア生活

　日本のみなさんこんにちは。エチオピアで
の生活にも慣れてきた今日この頃、ようやく
今年度が終わりました。体育の教員として任
地の学校に配属されましたが、今回は、自分
のメインの活動（学校での授業）以外の活動
に対して紹介したいと思います。赴任後、活
動の目標を任地ダングラにおけるスポーツの
振興とし、学校での授業以外に２つの活動を
設定しました。

　１つ目は、近くの隊員と協力し、体育教員
対象のセミナーを開き周囲の体育教員に対し
て、モチベーションの向上を促したり新しい
情報を提供したりする事です。そして２つ目
は自分の専門スポーツであるサッカーを使っ
ての活動です。エチオピアでは、サッカーは
最も人気のあるスポーツで、多くの人がサッ
カーを楽しみます。ただ、指導体制や組織が
しっかりとしていない為、現在日本で見ない
ような戦術が行われていたりします。

　そのため、学校でサッカー部を作りまし
た。ただ、自分の作る規律が厳しいせいか、
創部当初いた７０人近い部員は年度末には１
３人となっていました。それでも、週１回の
学校での体育の授業よりも深い人間関係が作
れた事は確かです。そして、生徒に教えるだ
けでなく、自分も選手として町のクラブチー
ムに参加しました。チームで遠征に行けば、
ごつい体のチームメートと２人で１つのベッ
ド。しかし、自分にだけ襲いかかってくるノ

ミ・ダニ。そして、告知もなく「練習に行く
ぞ」と朝６時に突然起こされることも…。そ
れに加え、日本ではありえない標高（町内大
会2100M、地域大会2400M、州大会に至って
は2800M…。）と大変に思う事もありました
が、終わってみれば案外楽しんでいた気がし
ます。自分が教えるだけでなく、楽しむこと
でもスポーツの楽しさを広げて行きたいと思
います。と、順調そうな感じですが、メイン
である学校の活動に対して校長から「語学に
問題がある」という理由で授業を外されまし
た。今後の活動はさてどうなるのでしょう…。

自身が選手として参加するクラブチームにて、優勝しメダ
ルをもらって喜んでいる写真

サッカー部　任地ダングラＶＳ隣町ドルベテ

井川　太士（いかわ　たいし）



Event Infoイベント情報

和ウォーキング

シェフ•デヴィッドのイクメン料理教室

ジェシカのブッククラブ
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　ALTのジェシカと一緒にアメリカで愛
されている自己発見に関する小説を英語
で読みましょう！宿題で本を少しずつ読
んで、授業で話についての英会話をしま
す。英語の中級生から上級生が読める本
なので、興味があればぜひ参加して下さ
い！

日　程：11月9日～12月14日（5回）
　　　　毎週水曜日　23日は休み
時　間：19:00～20:00
場　所：保健センター2階研修室
定　員：20名（先着順）

講　師：ジェシカ•サーカー
参加費：会員　1500円
　　　　一般　3000円
　　　　本代は600円前後　

　秋から冬になる季節に熱くて、おなか
いっぱいになる料理を食べたくなりま
す。この料理教室で男性が好きなアメリ
カン•チリを新宮のALTシェフ•デヴィッ
ドと一緒に作りませんか。是非、男性の
方も女性の方も参加してみて下さい。

日　程：11月8日（火）
時　間：19:00～21:00
場　所： 保健センター
　　　　２階栄養指導室 
定　員：30名（先着順）
講　師：デヴィッド•ギルリー
参加費：300円
　　　　　

日　　程：10月16日（日）
時　　間：10:30～14:30  雨天中止
場　　所：市役所1階玄関
　　　　　発着点  
定　　員：20名程度（先着順）
　　　　　会員限定
募集期間：9月26日～10月12日
参加費　：300円（保険代）

　市内在住の外国人と一緒に歩きながら
日本の伝統文化や四国中央市を再発見し
よう！（会話は原則日本語です。）

コース：市役所～JAじゃじゃうま市～
中之庄公民館（昼食）～持福寺～市役所

＊昼食は持参か個人負担
＊常備薬や帽子など用意

共催：男女共同参画事業



Event Infoイベント情報

SIFA会員の感謝祭のポッ
トラックパーティー

第２回特大BBQ交流会

　アメリカでは夏や秋の天気のいい日によく家族
や仲間を呼んでバーベキューします。「特大BBQ交
流会」を今年も開催しますので、ぜひアメリカの
味を試したり、夏のゲームで遊びましょう！

日　程：　10月2日（日）　
時　間：　11:00～14:00
場　所：　森と湖畔の公園　バーベキューサイト
　　　　　（雨天決行）
定　員：　150名
参加費：　前売券：一般／1,500円　会員／500円
　　　　　（前売券締切は10月1日まで延長します）
　　　　　当日券：一般／2,000円　会員／1,000円
　　　　　※飲み物は販売しませんので、ご持参
　　　　　ください
　　　　　※自動販売機はありますが、数に限りが
　　　　　あります。
　　　　　※敷物、帽子などもあれば便利です。

　アメリカのホリディのシーズンと言えば、クリス
マスとお正月のイメージが浮かぶでしょうが、そ
のシーズンの始まりは実はサンクスギビング（感謝
祭）です。いつも11月の第4木曜日には、国民休日
です。サンクスギビングは収穫、健康、家族などに
感謝伝えて、家族や仲間と一緒に七面鳥の夕食を食
べる祭りです。今年は四国中央市でも感謝祭の
ポットラックパーティーをやりますから、ぜひ一品
作って楽しい飯を食べに来て下さい。市のCIRや
ALTがアメリカのサンクスギビング料理を作ってお
きますから、アメリカの味を少しでも試して下さ
い！
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日　程：11月24日（木）
時　間：18:00～20:00
場　所：保健センター2階研修室
定　員：30名（会員限定）（先着順）
参加費：無料（一品持参）



ALT Intros

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。

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.geocities.jp/iifawebpage

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。

市の新ALTの紹介

Hello, my name is Patrick Tiffany. I’m from Indiana in the USA. I lived in Oita-ken for 2 years. I’m at 
Doi middle school and all of the Doi elementary schools. I like sumo a lot and I’m looking forward to 
meeting all of you!
　
　こんにちは！パトリック•ティファニーと言います。アメリカのインディアナ州から来ました。大
分県に2年間住んでいました。今土居町の中学校と小学校で英語を教えています。相撲が大好きで、
みんなさんに会えるのを楽しみにしています！

My name is Mamiko Oman and I am from Woodbridge, Virginia just outside of Washington D.C. I 
like yakiniku, ramen, lasagna and dogs (I don’t eat dogs!). I am a professional TV channel-hopper, 
but only actively follow One Piece and Korean Dramas. I am the ALT at Kawanoe Kita middle 
school and Kawanoe, Kinsei Dai Ichi and Dai Ni elementary schools. I hope to meet you all soon!

　ワシントンD.C.のすぐ隣にあるバージニア州のウォドブリッジ市から来た麻美子オーマンです。
好きな物は焼き肉、ラーメン、ラザニアと犬です（けど犬は食べません！）。私はテレビチャンネ
ルサーファーの達人ですが、ワンピースと韓国のドラマだけはチャンネル変えずに見ています。川
之江北中、川之江小、金生第一と第二の新しいALTです。みなさんとすぐ会いたいです！

Hi! I’m Benjamin DeTora, the new ALT for Mishima Higashi Middle School, and Mishima, Nakazone 
and Shohaku Elementary schools. I’m from Boston in the USA and it’s my first time in Japan! Nice 
to meet you!

こんにちは！僕はベンジャミン•デトラで、三島東中学校と三島、中曽根、松拍小学校の新しい
ALTです。出身はアメリカのボストン市でこれは僕の初めての日本の経験です！よろしくお願いし
ます！
　

My name is Jessica Sircar. I am from Boston in America. I am the ALT for Kawanoe Minami middle 
school and Minami, Kamibun, Mendori and Kawataki elementary schools. This is my second trip to 
Japan, I look forward to learning more about the Japanese people and culture. I like to watch 
baseball and to do arts and crafts projects. 

私はジェシカ•サーカーです。アメリカのボストン市から来ました。川之江南中学校、南、上分、
妻鳥、川滝小学校の新しいALTです。今回は2回目の日本訪問で日本人や日本の文化についてたく
さん習うのを楽しみにしています。趣味は野球を観ることと手工芸です。

mailto:sifa@shity.shikokuchuo.ehime.jp
mailto:sifa@shity.shikokuchuo.ehime.jp
http://www.geocities.jp/iifawebpage
http://www.geocities.jp/iifawebpage

