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英語俳句コンテスト
毎年、ミネアポリス市から作品を募集している英語俳句

コンテストに、今年もたくさんの応募がありました♪

各部門1位に選ばれた作品を紹介します！

◆講　評　※一部抜粋

アメリカのハイク普及は、戦後GHQを通して日本からアメリカの小学生の音節習得のための言語技術教育として
伝わりました。日本の俳句の５－７－５音を５－７－５音節として数えることで、小学生に音節を習得させようと
当時の小学校の先生が採用したのです。
その結果、５－７－５音節で３行、自然を詠むことが、現在までアメリカの学校教育の一環として行われています。
参加者の作品のどのハイクも５－７－５音節で書かれています。現在、多くの詩人は、５－７－５音節ではなく、
3－5－3音節など、もっと短く作っていますが、アメリカの学校教育では５－７－５音節が残っています。ここに
登場する作品も５－７－５音節で作られています。

Cy Nahas さん

（原文）｠
As the darkness fades
Monday’s dawn moves to past tense
Potential is here

（日本語訳）
暗闇が消えていくように
月曜日の夜明けは過去に移行する
ここに今　可能性が生まれる

Ezra  Strom さん

（原文）｠
This is a weird year, 
Masks, Climate Change, Civil rights, 
But, There is still hope.

（日本語訳）
今年は変な年です
マスク、気象変動、公民権
でもまだ希望はあります

今回の課題であるHOPEという抽象的な事柄を、詩やハイクの中で効果的に表現しなければなりません。Hopeをいか
に現実の事象に入れ込むかが難しい点です。そのため希望と対峙する不安、恐怖、戦争、絶望などを対比させて描いた
作品が多くみられました。作品の中に世界的な恐怖をもたらした（コロナ）に対する不安や終息への希望がにじみ出てい
ます。例年に較べて今回の作品の特異な例だと言えるでしょう。その意味で茨木市―ミネアポリス市間のハイクコンテ
ストとして意味を持つと思います。

各カテゴリーの一位の作品は希望を現実の自己に具現化した作品として評価します。
例えば、幼稚園・小学生の部の Cy Nahasさんの作品はその一例です。｠
この作品のthe darkness暗闇は、コロナと考えられます。Monday’s dawn月曜日の夜明けは過去になり、未来の
可能性が生まれてきて、希望を暗示します。5-7-5音節でこのハイクを組み立て、暗闇、夜明けの自然も中心に据えて
見事な作品を生み出しました。

吉村侑久代

京都市出身。同志社大学文学部英文科卒業。愛知学院大学大学院文学研究科英語圏文化専攻博士課程満期退学。文学博士。

元朝日大学教授・元岐阜保健大学教授。

英語俳句の会 Evergreen, Silver Gifu, Ibuki, Cosmos 主宰。

Isaac Kruger-Reeh さん

（原文）｠
Apocalypse year 
A virus like a wildfire 
We hope for a cure

（日本語訳）
黙示録の年
山火事のようなウイルス
治療法を願っています

Kim Kolstad さん

（原文）｠
Squirrels gather nuts 
Still plants grow in blowing wind 
Hope lies in action

（日本語訳）
栗鼠は木の実を集め
風の吹く中で静かに植物は育つ
希望は行動の中にある

幼稚園・小学生の部　１位

高校生の部　１位

中学生の部　１位

成人の部　１位
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「MISCA(ミネアポリス市・茨木市姉妹都市協会)」の皆さんが、ミネアポリス市と茨木市との歴史や交流に

ついて書かれている、ニュースレター「MINNIBARAKI」を作成してくださいました！

　「MINNIBARAKI」の名前は、「Minneapolis（ミネアポリス）」の「Minn」と「Ibaraki（茨木）」が合体

して出来た造語です。

　協会HPにて全ページを配信しておりますので、ぜひお読みください♪

コンテンツ
・Mondale Award Winner - Bill Deef

・About the Mondale Award

・Minneapolis Artist Artwork at the Ibaraki City Hall

・Haiku Contest

・A Message from IFAI

・Events Update

MINNIBARAKIは現在２月、５月、８月、11月の年４回発行されています。Vol1-Issue2より本協会からも
寄稿しています。協会会員の皆様もミネアポリス市のみなさんにメッセージを送ってみませんか？

ミネアポリス市との交流に関すること、日本文化の紹介、ご自身の国際体験など、ミネアポリス市のみな
さんに読んでもらいたい内容なら何でもOK！写真を一緒に掲載することもできます♪
皆様からのご応募お待ちしております♪

「姉妹都市活動室（IIN）」のホームページにもMISCAとの交流が掲載されておりますので､
ぜひ、こちら（http://www.ibaraki-city-iin.com/）もご覧くださいね！

申込書・応募原稿を協会事務局へメールで提出
（申込書は協会HPからダウンロード、または窓口で配布）

各号の３か月前の月末（例：11月号への応募なら８月末まで）
※発行状況によって変更になる可能性があります。

詳しくは本協会HP（http://www.ifai.jp/）をご覧ください。

・すべて英語でお願いします。（事務局で英語の添削はできません。）
・Word形式（フォントの大きさ：１１）でご提出ください。
・文量はA4　1/2ページ程度が基準ですが、大幅に短い、または長い場合を除き、自由です。
・内容は自由です。ミネアポリス市との交流、ご自身の国際交流体験、外国人の方に紹介したい日本文化
　など、現地の方々もご興味があり、喜んでくださる内容を募集します。
 （政治的、宗教的な内容、営利を目的とするもの、その他不適当と認める内容は採用できません。）

※１号につき、１人の投稿を予定しております。
　応募者多数の場合は、テーマ等をMISCAと相談し、決定させていただきます。
　必ずしも応募者全員が掲載いただけるわけではございませんので、予めご了承ください。

＜Vol２－Issue１＞　2021 年２月発行

全ページ、バックナンバーは協会 HPへ GO！▶ 

MINNIBARAKI に記事を投稿してみませんか？

応募方法

応募締切

応募原稿について
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スピーチ発表の秘訣を大公開♪

中国語でクッキングを楽しもう！～トマトと卵の炒め物～

ミネアポリス市観光体験ツアー動画「お家でミネアポリス市を観光しよう！」

姉妹都市提携 40周年記念動画「姉妹都市ミネアポリス市との歩み」

中国の学校生活ってどんなの？

茨木市国際親善都市協会Youtube

▶

▶

▶

▶

▶

本協会実施の英語スピーチ大会で審査員をされている久徳ウェンディ先生に、

スピーチ発表の秘訣を教えていただきます！２部構成となっています。英語での

スピーチが題材ですが、日本語でのスピーチやプレゼンテーション、人前で話す

機会などにも、応用できる内容となっていますので、皆さんご視聴ください♪

本協会で実施している中国語教室講師の楊艶紅先生に、中国の家庭料理であ

る、「トマトと卵の炒め物（西紅柿炒鶏蛋）」の作り方を教えていただきます！

中国語を学びながら、本格中華の味を再現しちゃいましょう！

動画中に中国語での具材の発音を紹介する部分がありますが、漢字の上につい

ているローマ字のようなものは「ピンイン」と呼ばれ、日本語でいう読み仮名の

ようなものです。「ピンイン」が分かると、中国語での発音の仕方が分かるよう

になります^^関心のある方は、ぜひ一度中国語教室に遊びにきてくださいね！

お家の中で姉妹都市・ミネアポリス市を楽しんでいただける動画を作成いたし

ました！ミネアポリス市の観光名所がたくさん出てきますよ♪

再びミネアポリス市を実際に訪問できる日が早く来ますように！

茨木市の姉妹都市であるアメリカ・ミネアポリス市と茨木市とのこれまでの交

流を、姉妹都市提携40周年を記念して、皆さんに紹介する動画を作成いたしま

した！

両市の交流の歴史をどうぞご覧ください。

中国語教室講師の山口小百合先生に、中国の学校生活についてお話しいただ

く動画を作成いたしました！

中国の学校ではどんな授業があるのでしょう？

中国の学校の運動会はどんな様子でしょう？

中国の学校と日本の学校の違いを楽しみながらご覧ください♪

新型コロナウイルスの影響により、本協会のイベントも中止を余儀なくされました。自宅で

過ごす時間が増えた方も多くいらっしゃると思いますので、ご自宅でも楽しんでいただけ

るよう動画を作成いたしました。ご家族みなさんでお楽しみください♪

ヤンエンコウ
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茨木市国際親善都市協会のさまざまなイベント

10～11月７月

11月 １月 不定期

2020年度は残念ながら新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業が中止となってしまいま

したが、例年は子どもから大人まで、日本人・外国人問わず楽しんでいただける様々なイベントを開催し

ております。主なイベントを紹介しますね♪

この他にも不定期でイベントの実施があることも！イベント実施の際は、市広報誌や協会ＨＰ・ＳＮＳで

お知らせいたしますので、要チェック！人数制限がある場合がございますので、興味がある場合はお早

めにお申込みくださいね。

※新型コロナウイルス感染防止対策により、開催内容は大きく変更になる可能性があります。

５月下旬に小豆島で開催されるオ

リーブマラソンに参加します。マラソ

ン前日には島内の名所観光、当日は

お揃いのＴシャツを着て走ります。

「茨木市、がんばれー！」と沿道から

応援されることも。心地よい気候の

中走るのは最高ですよ♪

※2021年度も中止が決定されました。

市・市教委・本協会で共催しているコ

ンテストです。中学生は指定暗唱文

を、高校生は自分で考えた内容を、

たくさんの観客の前でスピーチしま

す。たくさん練習してきた出場者を

是非会場で応援してください！

外国の文化と日本の文化、両方の

文化を体験し、楽しんでいただける

イベントです。迫力満点の演舞や、

外国人による日本語スピーチ発表

など、魅力的な催しが満載の一日

です♪

前回は茨木市がホストタウンであ

るオーストラリアの文化を体験！ア

ボリジナルの伝統楽器「ディジュリ

ドゥ」を作成しました。内容は毎年

変わります。次はどんなイベントに

なるかな？

姉妹都市ミネアポリスを訪問する、

協会会員・市民による訪問団です。

現地の姉妹都市協会の人々による観

光地案内や、ホームステイなど魅力

が盛りだくさん。姉妹都市デーと呼

ばれる茨木市以外からも姉妹都市が

集まるお祭りのようなイベントにも

参加します。普通の旅行では体験で

きないツアーです。

隔年で香川県・小豆島町、大分県・

竹田市を訪問しています。現地の方

にあたたかく迎えられ、魅力あふれ

る名所を巡ります。地産のおいしい

食べ物、名湯を堪能し、心も体もリフ

レッシュできます。

小豆島オリーブマラソン訪問団 ミネアポリス体験ツアー

国際交流の集い ふれあい交流英語スピーチ大会

国内姉妹都市市民訪問団

５月
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通訳ボランティアにご協力ください！

市宿泊補助制度を利用して、
おトクなひとときを姉妹都市でお過ごしください♪

○小豆島町　中学生以上→2,000円　小学生→1,500円
○竹 田 市　中学生以上→5,000円　小学生→3,000円

　日本語が不慣れなため行政手続き等で困っておられる外国人の方々のため、本協会には、「通訳ボランティア登録制

度」があります。年々、外国人の皆さんからの通訳へのニーズは大きくなっております。ご登録いただいた後は、ご都合

に合わせて無理なく活動していただけます。少しでも関心をお持ちの方は、ぜひ本協会までお問い合わせ下さい♪

行政手続きや行政に関する相談など

登録申請書にご記入いただき、窓口・メール・ＦＡＸで、

茨木市国際親善都市協会事務局までご提出ください。

茨木市国際親善都市協会事務局
TEL 072-620-1810　FAX 072-622-7202　mail:cadifai@city.ibaraki.lg.jp

①茨木市または茨木市近郊にお住まいの方

②18歳以上の方

③平日の昼間に活動できる方

日本語・外国語の読み書き・日常会話ができ、手続き等の通訳ができる方

※なお、以下の条件を満たす必要有

通訳ボランティア登録→担当課から本協会へ通訳派遣依頼→本協会からの通訳依頼→

引き受けるかどうかの判断・日時等詳細の調整→通訳当日

※登録すると必ず依頼を引き受けなければならないわけではありません。

通訳内容

流 れ

対 象

登録方法

問 合 先

あなたの外国語の語学力で、茨木市の地域国際化にご協力ください！あなたの外国語の語学力で、茨木市の地域国際化にご協力ください！

　茨木市には、小豆島町・竹田市に宿泊される市民の方を対象に、宿泊費用の一部を助成する制度があります！

おトクに泊まって、姉妹都市を堪能してください。

※小豆島には小豆島町と土庄町の２つの町があります。

小豆島町にある宿泊施設のみ補助の対象となりますので、ご注意ください。

※利用料金が補助額に満たない場合は、当該利用料金が補助額となります。

小学生以上の茨木市民

年度内に各市・町で１回

茨木市指定の宿泊施設

対 象

回 数

宿泊施設

小豆島町
小豆島町 竹田市

竹 田 市

補 助 額

茨木市のHP「小豆島町＆

竹田市の宿泊補助制度」

のページのQRコード
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我們是朋友！中国語で遊ぼう！

　「我們是朋友！」はお子さん向けの中国語教室です。

ゲームや歌を通して、楽しく中国語に親しんでいただけ

ます。保護者の方の参加も大歓迎ですので、ぜひ、お子

さん・お孫さんと一緒に中国語を楽しんでみませんか？

原則2、3、4、6、7、9、10、12月
土曜日または日曜日

小学１年生～中学３年生、その保護者
（お子さんだけの参加も可能です）

子ども200円、大人300円
（協会会員は無料）

開催月初めから本協会事務局まで
電話またはメールで申込み

日　　程

対　　象

参 加 費

申込方法

WE ARE FRIENDS!
　「WE ARE FRIENDS!」ではゲームなどを通して英語

に親しむことができます。ハロウィンパーティーやクリ

スマスクラフトなど、楽しい催しが盛りだくさんです！

外国の文化を知ることもできます♪

※新型コロナウイルス対策を行ったうえで、活動を実施しております。

※新型コロナウイルスの影響により、内容に変更がある可能性があります。詳しくはお問い合わせください。

原則2、3、4、5、7、9、10、12月
の第３日曜日

小学３年生～中学３年生

300円（協会会員は無料）

開催月初めから本協会事務局まで
電話またはメールで申込み

日　　程

対　　象

参 加 費

申込方法

Ibaraki Intercultural Network（IIN）

　姉妹都市活動室では、各国のゲストによる英語スピーチ

の例会や外国人への日本文化紹介等の行事を行い、ミネ

アポリス市や地域外国人との国際交流を深めるための英

語力を養っています。Zoomで姉妹都市交流も実施中！

第１木曜日　午前9時30分～11時30分
第３土曜日　午後2時～4時

（８月を除く毎月）

茨木市福祉文化会館等
2,500円

本協会事務局（TEL 072-620-1810）

例会日程

場 所
年 会 費

問 合 先

実用日本語学習会
　日本語を母語としない方を対象に、基本的にマン

ツーマンで日本語学習の支援を行っております。また、

学習支援者も同時に募集していますので、興味のある

方は、一度電話かメールでお問い合わせください！

《Thursday Class》 60分　月2回
《Friday Class》 60分　月2回
オンライン学習（対面の場合は応相談）

今期 1,000円（テキスト代は実費）
※木・金曜の両方に参加の場合は、2,000円

本協会事務局（TEL 072-620-1810
E-mail cadifai@city.ibaraki.lg.jp）

と き

ひ よ う

れんらく

姉妹都市活動室

ホームページ http://www.ibaraki-city-iin.com

ホームページ http://Ibaraki-nihongo.sakura.ne.jp/

※入会の際には本協会会員になる必要があります。

活動団体を紹介します！
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〒567-8505　茨木市駅前三丁目8番13号　

茨木市市民文化部文化振興課内

TEL.072-620-1810　FAX.072-622-7202

ホームページアドレス　http://www.ifai.jp/

茨木市国際親善都市協会

編集・発行

　協会ホームページでは、「新着情報」・「募集情報」

など、協会のイベントの情報を発信しています。ま

た、姉妹都市活動室や実用日本語学習会のページ、

多言語での情報発信をしているページの情報など

も掲載しています。

ぜひチェックしてください！

茨木市国際親善都市協会のホームページをご覧ください！！

茨木市国際親善都市協会Facebookページ！！
　協会では、民間のソーシャル・ネットワー

キング・サービス（SNS）を活用し、「茨木市

国際親善都市協会Facebookページ」を運

用しています。ぜひご利用ください!!

　茨木市国際親善都市協会Facebook

ページはどなたでも閲覧することができ

ます。

　茨木市国際親善都市協会Facebook

ページの「いいね！」を押したり、コメント

を投稿するためには、アカウント登録が必

要です。 13歳以上であれば無料でアカウ

ント登録ができます。Facebookの利用方

法については、「Facebookヘルプセン

ター」でご確認ください。

茨木市国際親善都市協会 会員募集！！

　本協会では、茨木市の姉妹・友好都市を

はじめ、国際交流に興味を持っておられる

方の入会をお待ちしています。

　会員のみなさまには、協会が催す交流行

事のご案内や、協会主催事業への参加費の

一部助成、また、年２回発行する協会報の

送付を行っております。

茨木市国際親善都市協会ホームページ

http://www.ifai.jp/

主な
活動内容

年会費

申込先

協会ホームページ：http://www.ifai.jp/

国際交流の集い

姉妹・友好都市への市民親善訪問

中・高校生の「英語スピーチ大会」など

個人会員：(一般) 2,000円　(学生) 1,000円

団体会員：一口5,000円

本協会事務局(茨木市市民文化部文化振興課内）TEL 072-620-1810
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