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2020結果 English Camp 2020

今年も中学 3年生向けのイングリッシュキャン
プを行いました．今年はコロナ禍のため例年の
一泊二日のキャンプの代わりに日帰り野外キャ
ンプにしました。熱さに負けず３１人の中学校
3年生と６人ALT（外国語指導助手）はエッ
グドロップリレー、スモア（お菓子）作り、バルー
ントス等の色々な活動を頑張りました。忙しい
1日でしたけど皆英語で会話する機会を利用し
て交流できました。

イングリッシュキャンプ 「キャンプのおかげで、もっと英語が好きになったと思います．」

「今回のキャンプで、夢に一歩近づけたと思います。

「スモアを初めて作って食べましたが、家でも作って、家族に食べてもらいたいです。」



ニュースフラッシュ　／　イベント情報

News Flash

　9月１３日（日）に今年度初の英語カフェを行いました。
２０代から７０代の 20人の参加者が市民交流棟で東予地
区在住の外国人と英会話をしてコミュニケーション力を鍛
えました。4ヵ国の参加者が集まって、新居浜市国際交流
員のファラ •マンスル（マレーシア），上海出身の尹霆（イ
ン •ティン）、 英会話教師のアンドリュー •スミス（米）
は初めてディスカッション •リーダーをしてくれました。
あっとゆう間に９０分間が過ぎました。

　７月１６日、３０日、８月 6日の 3回の木曜日の
19：00〜 20：00、ニュース英会話を行いました。朝食
の大切さを示した研究や犬の年齢計算のやり方についての
記事を読んで、英語で意見を交換しました。少人数でした
が、話は盛り上がりました。
　みなさんと再会できるイベントと授業の参加を楽しみに
待っています。

Event Info 

NEWS 英会話②

英会話カフェ①

屋外でハロウィンを楽しもう！家族でジャック・オー・ランタン
（かぼちゃのお化け）を作ったり、ピニャーターやミニゲームを
楽しんだりします。参加者は市内在住者の方に限ります。当日
は申し込み後に発送する案内文をご確認のうえ、ご参加下さい。

日程：10 月 2４日（土）
時間：13：00 ～ 15：00
場所：しこちゅ～ホール　みどりの広場　
　　　（雨天はエントランスホール）
参加費：1 家族 1000 円（会員）、1 家族 2000 円（一般）　　　　　　　　 
 　1 家族一個まで
活動内容：親子ランタン作り、ピニャーター、ミニゲーム
定員：12 組（先着順）
締め切り：10 月 9 日（金）

ミニハロウィン



イベント情報

Event Info 

カジュアルな雰囲気で外国人と英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！
前回と同じように、市民交流棟で行います。
日程：12 月 6 日（日）
時間：15：00 ～ 16：30
場所：市民交流棟 2 階
定員：12 名
講師：クルーズ・ダニエル（市 CIR）、英語堪能な外国人
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：12月2日（水）

四国中央市在住の外国人向けに防災研修を実施します。地震体験や消火体験をしてみませんか？
日程：１１月２８日（土）
時間：９時３０分～１２時
場所：四国中央市消防防災センター１階　防災学習コーナー　及び　救急研修室
定員：３０名程度
参加費：無料
対象：市内在住外国人
締め切り：１１月１３日（金）

英語教室（初級）②

英会話カフェ②

四国中央市外国人向け防災研修

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：11 月 18 日、25 日、12 月 2 日、10 日、16 日、23 日
毎週水曜日 (12 月 10 日のみ木曜日）全 6 回
時間：10：00　～　11：30
場所：市民交流棟 2 階会議室
定員：1２名
講師：クルーズ・ダニエル（市 CIR）
対象：初心者
参加費：3,000 円（会員）、6,000 円（一般）
教科書代：3,000 円（前回と同じ教科書です。中古の本になることがあります。）
締め切り：11 月 5 日（木）



  Yo! “waz de scene”. My name is Knikkoliev Seebaran but you 
can call me Nick or Niku (as most Japanese people do). I’m from 
the beautiful, twin islands of Trinidad and Tobago, in the Carib-
bean. Being the only Caribbean person in the ALT group in Shi-
kokuchuo, I add that special “creole” flavour to the community. 
I’m a 3rd year ALT and I work at Mishima Higashi Juinor High 
School and Shohaku Elementary School. Most times, I “go with 
the wind” and find myself doing random things with random 
people. I do enjoy playing video games (mostly RPG games) and 
watching anime on my spare time. Other times, I’m going to 
the gym or checking out Rock concerts and Salsa parties. I eat 
and drink almost everything (so far). Japanese people are still 
amazed by that.

 皆さんこんにちは。SIFA 事務局の上田です。

 私はおもに、日本語教室の担当として、生徒さんの面談
や、ボランティアの皆さんとの調整などを行なってきま
したが、この度担当を仁野さんにバトンタッチすること
になりました。ボランティアの皆さんには大変お世話に
なり、本当にありがとうございました。

 SIFA での楽しいイベントにもたくさん携わってきました
が、イースターやハロウィンなど、キッズ向けのイベン
トで、たくさんの笑顔が見られたことが何より嬉しかっ
たです。

 これからも皆さんが、国際交流を通して楽しく笑顔で過
ごせること願っています。ありがとうございました。

Welcome, Knikk!

事務局あいさつ

新ALTあいさつ／事務局あいさつ

 こんにちは！（「ワズ・ダー・シーン」）
 フルネームはニコリエブ・シーバランだけど日本人に「ニック」
と呼はれています。カリブ海の美しい島国「トリニダード・
トバゴ」出身です。四国中央市の ALT のただ一人のカリブ出
身者なので SIFA で「クリオール」の文化とテンションを伝えた
いです。ALT の仕事は３年目で三島東中学校と松柏小学校を
訪問します。普段時の流れに身を任せて色々な人とランダム
な活動を楽しんでいます。趣味はゲーム（特に RPG：ロール
プレイングゲーム）とアニメを見ることです。トレーニング、ロッ
クコンサートやサルサパーティーに行くことも好きです。今まで
はなにを食べても OK（多くの日本人はそれにびっくりします。）
よろしくお願いします！



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•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。

豆知識：
ト リ ニ ダ ー ド
＆
ト バ ゴ

　カリブ海は北と南アメリカの真ん中
の地域で、色々な文化が混ざり、砂
浜が有名です。8 月から四国中央市
にカリブ海のトリニダード・トバゴ出
身の人が初めてSIFA に入会しました。

トバゴのケイズ • ビーチ

イスラム教の Hosay Festival curried duck

トリニダード • カーニバルに登場するキャラクター

スティールパン

Midnight Robber
Burrokeets

Jab Jab Pierrots

トリニダード・トバゴ共和国はカリブ海の２６ヵ国の最南端にあり、トリニダード島は南米の
ベネズエラより 11km 沖合にあります。GDP（国内総生産）が高く、高級なココアとラム酒
の輸出や石油と天然ガスの資源も誇ります。英語圏だから英語とクレオール言語（混成言語）
が使われているけど、多くの地名はスペイン人 につけられました。先住民、アフリカ、インド、
中国、中東からも影響を受けています。多文化のお陰でほぼ毎月ユニークなお祭りがあります。
有名なリンボーダンス、カリプソミュージック、カーニバル等で世界にトリニダード文化が広
がっています。


