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【１2 月以降の活動予定他】 

※ALT 歓迎会 日時：12 月 19 日（日）18 時～ 

          場所：やすらぎ亭 

  

 

※国際理解講座 日時：12 月 26 日（土）13 時～ 

        場所：文化研修センター 

◆四国水族館・金刀比羅宮へのバス旅行 横山 美津子 

 11月21日の日曜日に2台のバスに分かれて48名が、

国際交流のバス旅行を楽しみました。２号車は、ベトナ

ム、インドネシア、中国、ミャンマー、ニュージーラン

ド、アメリカ、日本と国際色豊かなメンバーでした。バ

スの中では、自己紹介をした後、和やかな雰囲気で歓

談、そして母語や日本語で歌を歌って大いに盛り上が

りました。 

 水族館は、小規

模で魚はどちらか

と言えば地味でし

たが、建物が新し

く斬新な設計で中

も外もとても気持

ちよくて感動しま

した。ペンギンや

イルカのショーは

ずっと見ていたい

ほどかわいかった

です。そして、瀬戸

大橋の公園で持参

した弁当を広げて

昼食。金刀比羅宮

は、途中まで上る

人、最後まで上り

きる人とそれぞれが思い思いに楽しんでいました。 

 自己紹介の中で日本人は、良く音楽や、芸術、庭いじ

り、スポーツなど当然のように話しますが、技能実習生

は、働き詰めで休日は疲れて体を休めるだけで日本人

が楽しむような事は出来ないのだと気づきました。“彼

らが少しでも楽しめる環境を提供するにはどうしたら

いいのか”などはとてつもなく大きい問題ですが、小さ

いことから、やれる範囲で力を注ぎたいと思いました。

来年はもっとたくさんの人に参加していただきたいと

思います。 

 

◆楽しかったバスツアー   グエン・ティ・タム 
日本語教室

の受講生と先
生方が一緒に
バスで四国水
族館と金刀比
羅宮に行きま
した。その日
の朝８時 10
分に土成の辺
りに住んでい
る人が JA 土
成に集
まって
バスに乗りました。次は 8 時 35 分に市役所で、9 時
に山川公民館でみんなを迎えた。2 台のバスに分かれ
て行きました。1 号車は、車酔いの人がいてみんな静
か。２号車はカラオケで盛り上がったそうです。１時
間半後に四国水族館に着いて、みんなドキドキの感じ
して入りました。ワーオそう思ったんだ。海の魚の実
物が見られて写真撮影。それぞれ形も違うきれいな魚
もいっぱいいる。先生に名前を聞いたら、アジ、ブ
リ、カンパチ、クロダイ。日曜日なので家族ずれの観
光客でいっぱい。みんなはスマホで魚と写真を撮っ
て。水族館を出たところで記念撮影。それから、近く
の公園でグループに分かれて、昼ご飯を食べていま
す。昼食後に金刀比羅宮へ行き、ここの道歩いている
人が多い。本殿に向かって石段を登りました。休まず
登る人もいて、途中で写真を撮りながらゆっくり上る
人もいます。本殿まで行った人は 15 人くらいでし
た。残りの人は途中まで。夕暮れになり少し寒くなっ



てきた。18 時～18 時半に無事に土成、鴨島に帰りま
した。たくさん撮った写真は Facebook にアップしま
した。みんなと参加して楽しかった。 
（タムさんは、ベトナム出身。阿波市内の介護施設で
働いています：萩森） 
 

◆新任 ALT ジェンナさんのご紹介 

このほど着任した ALT のジェンナさんに自己紹介の

文を書いていただきました。 

 

Hello everyone! My name is Jenna Roth and I 

am so excited to be living in Yoshinogawa. I am 

from San Francisco, in the state of California in 

the United States of America. I graduated from 

the University of 

California, Santa 

Barbara in 2020, 

and I am now an 

English teacher 

here in Japan. 

During my time in 

college, I studied 

in London for one 

school year. I 

really enjoyed 

living abroad and 

was able to travel 

to many places 

and experience many new things. 

My hobbies include traveling, hiking, and 

cooking! I enjoy reading books as well as taking 

photos. I came to Japan because I am interested 

in Japanese culture, and because I really love 

Japanese food (especially sushi!) I look forward 

to exploring Japan once it is safer to do so, and 

I look forward to meeting lots of new people and 

making lifelong friends! 

 

◆マーフィーさんのザンビアの思い出 

  Keido Murphy（ケイド・マーフィー） 

NPO 法人吉野川市文化協会 英会話教室講師 

Once upon a time in the African Savannahs, a 

land Rover discovery was driving on the rough 

dirt tracks of Zimbabwe.  

In the vehicle there is a family of five, all excited 

for the day but a bit fed up because of the 

immense heat. The sun's rays are literally burning, 

and even the breeze is Luke warm... 

I'm sitting in the middle of the back seat 

because my brothers want to see the view 

outside. The vast plains and dusty Zimbabwe 

savannah are full of wildlife, but you need a keen 

eye to look for the animals.  

Every weekend when I was 5 to 8years old our 

family would cross the Zambia Zimbabwe border 

to go and meet our friends. We lived on the 

shore of the beautiful lake Kariba which 

separates the two countries, so it wasn't very 

difficult at the time to visit Zimbabwe. 

On the way there we would see so much 

wildlife, from elephants to cheetahs, buffalos 

and zebras, it was essentially a free safari park 

ride. 

（参考）ザンビアとジンバブエの国境に美しいカリバ

湖があり、マーフィーさん一家はその湖畔で住んでい

ました。カリバ湖は、ザンベジ川に建設されたカリバ・

ダムによりできた世界最大の人造湖です。また、ザンベ

ジ川には、世界の３大瀑布として有名なビクトリアの

滝があります。この周辺はゾウ、チータ、ヌー、シマウ

マ、インパラなどの野生動物の宝庫で、サファリツアー

が楽しめ

ます。「サ

ファリ」

と は 、

「旅」と

いう意味

のスワヒ

リ 語 で

す。

 

YIA 定例活動 他  ◆日本語教室：日本語で教えています。講師募集中！ 

【鴨島教室】 毎週日曜日 13：30～15：30 【山川教室】 毎週日曜日 10：00～11：30 

  お問合わせ先：萩森健治 ☎0883-24-8653 


