
新着図書と女性センターでの図書貸出のご案内

女性センター（おでって５Ｆ）で貸出中の協会図書
・NAUSICAÄ（英語版）

・台所から覗く北の国と南の国（上・下）

・世界がもし 100 人の村だったら①〜③

・綾戸智絵ジャズレッスン

・えほんで楽しむ英語の世界　など

【女性センターで貸出の手続きが必要です。】

編集後記

10 月 17 日（土）から始まる中学生ビクトリア

研修に同行して姉妹都市であるビクトリア市を訪問

する予定です。研修に参加する中学生のみなさんは

準備万端のようですが、私は英語の準備が…もし、

迷子になったどうしましょう？

この研修の様子はブログ（http://moriokasep.cocolog-

nifty.com/blog/）で随時お知らせしています。（眠り姫）

まだまだ、楽しいイベントが盛りだくさんです。
賛助会員のみなさまには、イベントの先行申込みや参加費の割引の特典がありますよ。どんどん
参加してください！
イベントの詳細はホームページ（http://www.e-morioka.com/~moriintl/top.html）でチェック！

美味しい　おフランス語講座
10 月６日から開催中！

キッズ・レッツ・プレイ・
イン小岩井

（11/1（日）開催）
今回は小岩井農場で、牛
の乳しぼりやバター作り
を体験しながら英語で遊
びます。
賛助会員は 10/19（月）
から一般は 10/20（火）
から申込み開始です。

極める中国パートⅡ
（11/4 〜 12/9 の水曜日
開催）
中 国 語 を 一 歩 レ ベ ル
アップしたい方のため
の講座です。
文化紹介では中国のリ
ゾート地情報や漢方を
ご紹介します！
賛助会員は 10/21（水）
から一般は 10/22（木）
から申込み開始です。

平成 21年度の賛助会員募集中！
あなたも賛助会員になって国際交流をしましょう !

賛助会員になっていただくと、協会主催の

料理講座などの先行申込みや参加費割引、図書
の貸出しが受けられます。

この機会にぜひご加入ください。

　振込手数料が無料となる振込書もあります。

協会事務局まで電話かＥメールでご連絡ください。

個人会員：  1,000 円／年

団体会員：10,000 円／年

国際理解・地球環境講座
「最新の欧米自転車事情」
日時：11 月４日（水）18：30 〜
場所：プラザおでって　３階大会議室
講師：岩手県立大学総合政策部助手
　　　宇佐美　誠史さん

新着図書
・差別と日本人（野中広務、辛淑玉）

・アンデス狂想 ( 著者・高橋正也氏寄贈）

・「20 円」で世界をつなぐ仕事

・学習漫画　世界の伝記「新渡戸稲造」　

・韓国文化へのガイド　など

今後の行事紹介
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７月５日（日）に開催した「アジアの屋台村＆
外国人による日本の演歌民謡のど自慢」は天候に
恵まれ、昨年に引き続き大好評でした！

ウイグル、韓国、中国、バングラディシュ、
ベトナム、マレーシア、ネパールからの留学生が
自国の料理をふるまい、また、演歌と民謡を歌い
あげました。

また、今年はＭＣ佐々木も登場。各国の屋台
で味見＆リポートで盛り上げました。

↑のど自慢に参加したみなさん

今年も開催しました！
アジアの屋台村＆のど自慢

中国・朝鮮族の白蘭さん、
金花さん「外山節」をデュ
エットで歌い、「うけたで賞」
でした。

マレーシアの屋台
ピサンゴレン（バナナフライ）
が大好評でご満悦の様子

メリケさん

ムンフバトさん

マリーナさん

スェズィンユさん

カツセイさん

イヒョンイさん

マムーンさん

審査委員長の
岩手大岡崎教授

司会の畑中さん

フランス出身のオロール↓さん。
「圭子の夢は夜ひらく」を熱唱し、
「うまかった大賞」でした。

中国ウイグル族ご自慢の
シシカバブ（羊肉の串焼き）
とってもおいしそうな香
りでお客を引きつけてい
ました。

味見＆リポート中のＭＣ佐々木
このほかに料理教室も企画中です。
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料理講座
タイ料理（6/28）とペルー料理講座（8/23）を開催し
ました。
今年のテーマに沿ってタイ料理ではレッドカレーそうめん
をぺル―料理ではじゃがいもの辛いチーズソースなど、
辛い料理を作りました。でも、日本人の口に合わせた
ちょっとやさしすぎる辛さだったかも？

キッズ・レッツ・プレイ（7/31 開催）
オーストラリア出身のジェニファー先生とアメ
リカ出身のブライアン先生と楽しく遊びました

ペルー料理　講師はマリさん
レシピ片手に講師の説明に耳を傾けています↑
←ペルー料理、お待ちかねの試食タイムです

語学講座
中国語（６～７月）とラテン【スペイン語】講座（７
月～８月）を開催しました。
それぞれの講座では、語学の他に世界遺産や祭り、
自然、食べ物などの文化も勉強しました。

ラテン講座　講師はペルー出身のカロルさん

事業報告　「アジアの屋台村」の他にもこんな事業を開催しました

中学生による国際交流コンテスト
国際交流をテーマにした作文を日本語でスピーチしま
した。最優秀賞は飯岡中学校の鈴木実友さん↑鈴木さ
んをはじめ優秀賞の生徒７人は、副賞として姉妹都市
ビクトリア市の研修に参加します。

こんにちは！僕の名前はイヴァン・イズマエル・
トリニダート・アビルです。出身はフィ
リピン・バギオ市です。フィリピンは東
南アジアにあります。フィリピンには
7,107 もの島があり、バギオ市はルソン
島にあります。国家言語はフィリピン語
と英語です。フィリピンでは方言が 100
もあります。
盛岡へ留学してびっくりしたことやフ
ィリピンと同じだと思ったことを書きた
いと思います。

盛岡へ来る前のイメージ
盛岡へ来る前には盛岡はビルも高い建

物もない、へんぴな所だと思っていまし
た。森の中にあると思っていました。そ
してテロリストがたくさんいるかと思っ
て、心配しました。実際は盛岡もテクノ
ロジーが発達していました。良かったです。

新発見！
初めての時、日本のお風呂にびっくり

しました。風呂に湯をためて家族が同じ
お湯を使うということに、少しカルチャ
ーショックを受けました。でも、こんなお風呂文
化も慣れてくると平気になりました。
日本の昔の和式と現代的な洋式トイレにもびっ

くりしました。昔の和式トイレは経験のために使
ってみたいのですが、毎日使うのはこりごりです。
日本の現代的なトイレはユニークで、洗浄シャワ
ーを使った感じは、気持ちいいけどくすぐったい
です。

日本のドアは初めての時は開け方が分かりませ
んでした。押しても開きませんでした。横に引か
なければならなかったからです。フィリピンには
ふすまのような引き戸がありませんから。また、
自動ドアの前で開くのを待っていても開きません
でした。「押す」というボタンを押さないと開かな
いということも、初めての経験でした。
それと、日本の学校では、女の子のスカートが

短いです。男の子も眉毛を整えているのにびっく
りしました。

食文化では、馬の肉とクジラ肉を食べる
ことにびっくりしました。フィリピンでは
馬の肉とクジラの肉を食べないです。

フィリピンの学校
僕の学校はパインズシティ・ナショナル

ハイスクールという学校です。授業時間は
７時 30 分から５時までです。フィリピン
の普通のハイスクールの授業時間は９時間
半から 10 時間半！国語と歴史以外の科目
は英語で教えます。僕の好きな情報技術の
クラスでは、ビデオや映像編集、ウェブペ
ージ作成などいろんな活動をします。フィ
リピンの学校ではサイエンスフェアーをし
ます。そこで発表するプロジェクトのため
に、実験をしたり論文をまとめたりします。
フィリピンの学校も生徒が掃除をします。
お弁当も持ってきます。フィリピンの公立
学校の授業料は１年間で２～３千円です。
政府の教育費は低いので学校設備はあまり
よくないです。教育費は赤字ですが、中身
はこんなに充実しています。

今回は、今年の３月から１年間の予定で不来方高校に留学しているフィリピン出身のイヴァンさん
（１年生）です。
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シリーズ　留学生のつぶやき・世界からみたモリオカ②

学校の友達と イヴァン君

各国から集まった仲間とプレゼンの準備中
（留学前の東京でのオリエンテーション）
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金花さん「外山節」をデュ
エットで歌い、「うけたで賞」
でした。

マレーシアの屋台
ピサンゴレン（バナナフライ）
が大好評でご満悦の様子

メリケさん

ムンフバトさん

マリーナさん

スェズィンユさん

カツセイさん

イヒョンイさん

マムーンさん

審査委員長の
岩手大岡崎教授

司会の畑中さん

フランス出身のオロール↓さん。
「圭子の夢は夜ひらく」を熱唱し、
「うまかった大賞」でした。

中国ウイグル族ご自慢の
シシカバブ（羊肉の串焼き）
とってもおいしそうな香
りでお客を引きつけてい
ました。

味見＆リポート中のＭＣ佐々木
このほかに料理教室も企画中です。


