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「A Rainbow Over the Strait」贈呈の際の想定問答
辻荘一
●あのう校長先生、これ私の入ってる NPO で作ったんですが、贈呈ということで。

★あー、ありがとう。どれどれ？えーと、レーンボウ・・・オーバーザ、えーとストライト。
この単語なんて意味？
●ストレイト、海峡です。「海峡に架ける虹」という意味です。
★ほう、シャレた名前やね。日韓相互理解教材か。あ、この表紙、韓国が赤で日本が青やけ
ど、ワールドカップの時の色かな。
●よく気づきはりましたね。日本語・韓国語・英語の３カ国語でできてるんですよ。
★ほう、そりゃすごいな。（パラパラとめくる）あー、ホンマや。韓国語は皆目分からんな。
英語も分からんけど。
●３カ国語とも大体同じ内容です。でも翻訳やなくて、それぞれの言葉で読みやすいように
書いてます。
★ヘー、そりゃまた大変な手間やね。
● 去年韓国で、韓国の先生方と合宿してまず英語を書いて、それから日本語版と韓国語版と
いう順番で。
★写真もたくさんあるし。お金かかったやろ。
●万国博記念協会ってところから助成を受けたんですが、半額しか出ませんのですわ。
★先生、韓国語もできるとは知らんかった。
●いや、韓国の先生とは全部英語で話をしたんですわ。これが結構大変で。あんなに英語喋
ったのは久しぶりでしたわ。
★なるほどなー。そんなことができるのも、英語教師ならではやねえ。ほんでこれ、教材と
つこ

いうことやけどどう 使 たらええの？
●いろいろ使えると思いますよ。英語はけっこうレベル高いんでちょっと中学は難しいと思
2

いますが、高校なら使えますし、日本語は中学でも高校でも社会とか総合学習でいけると思
います。もちろん、韓国語の勉強にも使えます。
★テーマは結婚、美容整形、食べ物・・・なかなか面白そうやね。
●いやー作った人間が言うのもなんですが、結構面白いですよ。キムチは韓国人のアイデン
ティティとか言いますし、本にもそんなこと書いてありますけど、ホンマかいな、という感
じやったんですわ。ところが実際に韓国の先生と話してみると、これがホントなんですよ。
あと、整形手術も日本人より抵抗ないようで。
★お互い教師がお墨付きを与えた内容っちゅうことやね。
●それほどでもないですけど、結構とれとれの情報ってことは言えます。
★あんた、仕事も忙しいのにようこんなん作ったねえ。エラいなあ。で、今年も行くんやて？
●はい、今度は CD ロムでソウル紹介・大阪紹介とか、やろうかと思ってます。それから、
今度はアメリカ人をひとり連れて行こうかと思てるんですわ。
★そりゃまたどうして。英語のコーチかいな。
●いや、日本と韓国は結構難しい問題も抱えてますでしょ。歴史とか、領土とか。そういう
ちょっと微妙な問題の時に第三者が意見ゆうてくれるとお互い冷静にに議論ができると思う
んですわ。
★そうやな。しかも英語やし喧嘩するのも骨が折れるしなあ。日韓協力してアメリカの責任
を追及したりしてな。
●ハッハッ、ホンマですわ。夏休み、クラブとか補習とかちょっと迷惑かけますけど、よろ
しくお願いします。
★あー、分かった分かったそんなことなら、心配せんと行っといで。CD ロム楽しみにして
るで。
●ありがとうございます。
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ゴールデン・ウィークの課題好き
井川

好二

毎年、ゴールデン・ウィークになると、何かパーソナルな課題あるいはタスクを見つけ、そ
れを達成することを目標にしている。目標なのだから、達成できないことだってある。ある
いは、現実にはできないことの方が多いのだが、実はその心意気やよし、と思っている。
日頃やりたいなと思っているが手をつけられないでいること、どうしてもやらなくてはいけ
ないと自分で自分を追い込んでしまっていること、余った時間にちょっとずつじゃなくて、
時間的も気持ち的にも余裕がある時に本腰を入れて取り組まないといけないこと、などを、
「やったぜ！」の清々しい気分に浸ることを目
ここで一気呵成1、ガムシャラ2にやり遂げて、
指す。そのためには、ゴールデン・ウィークのようなまとまった休みが、最適。誠に建設的
な休暇の過ごし方と云うべきである。ちなみに、今年 (2004 年)は、5 月１日から 5 日まで
暦どおりに休んでも 5 日間のミニ・バケーションだった。何かに集中的に取り組みにはもっ
て来い、の長さである。
それに、ゴールデン・ウィークには、正月や盆のように、歴史と伝統に則って定められた役
割分担に基づく、社会的文化的活動などと云うものがあるわけではない。それをやらないと
隣近所、親戚一同に顔向けができないなどと云う義務も責任もない。尤も、日本では、そう
いう小市民として必要な社会的文化的風習が、年々減少し、その精神も稀薄になってはいる
のだが。またそれを嘆く気持ちがないといったら嘘になるのだが・・・
むろん、5 月１日のメーデー3、3 日の憲法記念日4、5 日の子供の日5と、それなりに意図は理

1

いっき‐かせい【一気呵成】一息に文章などを作りあげること。また、物事を一気になしとげること。[広辞
苑第五版図版付き]
2
が‐むしゃ【我武者】血気にはやり向うみずであること。むちゃくちゃに振舞うこと。また、そういう人。浄、
鎌倉三代記「—の横須賀よこぞつぺい」
—‐ら【我武者羅】[広辞苑第五版図版付き]
3
5 月 1 日に行われる国際的労働者祭。1886 年アメリカ労働者の 8 時間労働制要求の示威運動が起源。
4

解できるが、何故かそれらを気持ちを込めて祝おうと云う心境からはほど遠い。仮にある種
の義務感が漂うとすれば、それは世の親たちが日頃の無沙汰を償うつもりで、せめて「子供
の日」に子供孝行をする様子が、マスコミに報道されるのを見て、我が子へ感じる「作られ
た後ろめたさ」。
この期間、どこへ出かけても、人も車も混んでいるというのも、家に籠って課題に取り組む
積極的な理由になって、ずっと以前、ゴールデン・ウィークの連休中、家族で明石6へ潮干狩
りに行こうと、車で出発したはいいが、大渋滞。２時間かかっても、自宅のある宝塚市内か
ら出られず、やむなく市内の河川敷でビバーク7。快晴の空の下、用意した弁当をつかい、武
庫川8の川面に石を飛ばしたりした。上の娘は潮干狩り用に持参した長靴で川に入り、下の娘
は芝生の上をハイハイして、夕刻には無事帰宅。最近は、渋滞も少しは解消されたと聞くが、
我が家では 5 月の連休と云うと、武庫川の河川敷が「原体験9」のように思い出される。
今までのゴールデン・ウィーク中の「課題」を思い出してみると、アメリカから帰国後の数
年間、博士論文を書いていた時期のタスクが、最も切羽詰まっていた。この時期、氷雪に閉
ざされた冬山に挑む登山家のように、滑り落ちそうになりながら、遅々として進まない論文
に、黙々と取り組んでいた。それで、連休中の我が家は、まるで受験生を抱えた家庭のよう

89 年第二インターナショナル創立大会で決定、90 年から世界各地で挙行。日本では 1920 年（大正 9）
第 1 回を東京の上野公園で行い、36 年以後禁止、46 年復活。労働祭。[広辞苑第五版図版付き]
4
国民の祝日の一。日本国憲法の施行を記念する日。5 月 3 日。[広辞苑第五版図版付き]
5
たん‐ご【端午・端五】(「端」は初めの意。もと中国で月の初めの午の日、のち「午」は「5」と音通などによ
り五月 5 日をいう) 5 節句の一。5 月 5 日の節句。古来、邪気を払うため菖蒲(しようぶ)や蓬(よもぎ)を軒に
挿し、粽(ちまき)や柏餅を食べる。菖蒲と尚武の音通もあって、近世以降は男子の節句とされ、甲冑・武
者人形などを飾り、庭前に幟旗や鯉幟(こいのぼり)を立てて男子の成長を祝う。第二次大戦後は「こども
の日」として国民の祝日の一。あやめの節句。重五(ちようご)。端陽。[広辞苑第五版図版付き]
6
兵庫県南部の市。明石海峡を隔てて淡路島に対し、交通の要地。もと松平氏 6 万石の城下町。中央標
準時の子午線（東経 135 度）が本市を通過。明石の浦は白砂青松で知られた。人口 28 万 7 千。[広辞苑
第五版図版付き]
7
ビバーク【bivouac フランス】(登山用語) 露営。野宿。特に予定外の場所で行うものをいう。[広辞苑第五
版図版付き]
8
■武庫川(むこがわ)兵庫県東部を南流する川。延長 66 キロ。丹波(たんば)高地に源を発し、青野川、
羽束(はつか)川、有馬(ありま)川、八多(はつた)川などを合流して宝塚市に流れ出て、さらに尼崎(あまが
さき)市と西宮(にしのみや)市の境界を流れて大阪湾に注ぐ。上流の三田(さんだ)市では三田米で知られ
る清酒用米の水田地帯を潤し、羽束川の水は、神戸市上水道の千刈(せんがり)水源地の用水となってい
る。下流では武庫平野の水田灌漑(かんがい)用水、臨海工業地帯用水となっている。〈藤岡ひろ子〉(C)
小学館
9
げん‐たいけん【原体験】人の思想形成に大きな影響を及ぼす幼少時の体験。[広辞苑第五版図版付
き]
5

に、沈鬱な雰囲気に包まれる。日頃はどうしても時間が取れず手が付けられていない分、こ
の限られた連休中に取りかえさないと、何らかの成果をあげないと、と云う悲壮。休みが始
まる前は、結構あると思った時間が、刻一刻と過ぎ去って、結果も覚束無い中、後一日。募
る焦り。絶望へあと一歩。
一昨年、その博士論文もようやく完成。振り返れば、私も家族も良く耐えたと思うし、こん
な「課題」は、もう２度とご免。
それで、去年からは、
「楽しくてためになるタスク」を心掛けている。できれば、家族にも喜
んでもらえる課題をと思うが、子供たちも大きくなると、時間的にもなかなか難しい。去年
の課題は、自宅のコンピュータのアップグレード。DVD-R/RW10の内蔵ドライブを、シコシ
コと自力で、インストールした。160G の外付けハードディスク11も追加して、万全のマルチ
メディア体制を構築しようと云う意図である。
タワー型コンピュータの側面の蓋を、恐る恐る開き、中にある従来の CD-R/RW12のドライブ
を外して、あたらしいものと慎重に入れ替える。この課題は、不器用な私にもなんとか達成
できた。しばらくは、家のコンピュータで、DVD が焼ける IT 牙城の春を謳歌したのだった。
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◆ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）〔パソコン〕ＤＶＤは、見た目はＣＤと同じだが記憶容量が大きい。記憶
容量は、ディスクの種類や記録方式によって異なるが、最低２・７ギガバイト、最大で１７ギガバイト。映画
やアニメを記録したＤＶＤビデオのほか、パソコン用データを記録したＤＶＤ−ＲＯＭ、データの書込みが
できるＤＶＤ−ＲやＤＶＤ＋Ｒ、書換えができるＤＶＤ−ＲＡＭ、ＤＶＤ−ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷがある。それぞれ
対応したドライブが必要。書換え可能なＤＶＤの規格乱立を収束させるため、複数の方式に対応するＤＶ
Ｄマルチという規格もつくられている。[現代用語の基礎知識 2003]
11
◆ハードディスク（hard disk drive）〔パソコン〕ソフトやデータを記録・保存しておく機器。現在は、すべ
てのパソコンが内蔵している。必要に応じて増設もできる。密閉された金属の箱に、金属またはガラスの
円盤が数枚入っていて、そこに磁気を使ってデータを記録する。ＨＤあるいはＨＤＤと略すことも多い。
[現代用語の基礎知識 2003]
12
◆ＣＤ−Ｒ／ＣＤ−ＲＷ(CD-Recordable / CD-Rewritable)〔エレクトロニクス技術〕１回だけ記録できるＣ
ＤがＣＤ−Ｒである。容量はもちろんＣＤと同じ 650 メガバイトで、時間にすると 74 分である。780 ナノメート
ルの、波長の光に、感度がある有機色素膜と、金または銀からなる金属反射膜の密着構造と通常より深
めの溝構造で、この溝の中にピットを作成する構造である。ＣＤの反射膜がアルミなのに、ＣＤ−Ｒが金、
銀なのは、780 ナノメートルではアルミより金、銀のほうが反射率が高いためで、記録後の規格をＣＤの特
性にいれるために用いられている。この有機色素膜は溶剤を用いてスピンコートで塗布する構造である。
ＣＤ−Ｒには一般用とオーディオ用などの特定用途のものがあり、後者はＣＤオーディオレコーダーなどに
使えるようになっている。ＣＤ−ＲＷはＣＤ−ＲＯＭの消去可能版であり、ＣＤ−Ｒの普及につれて、コンピュ
ータ・ペリフェラルズ（Computer Peripherals 周辺機器）として用いるときに要求されたため、共晶系とい
われる相変化型の材料（銀、アンチモン、テルル系）をＣＤ−Ｒのフォーマットにそのまま適用したものであ
る。[現代用語の基礎知識２００２年版]
6

しかし、次第に、この新しい DVD ドライブの機能が、どう云うわけか麻痺を始め、数々の
クラッシュ事件を経て一年たった今ではもうほとんど機能しなくなった。嗚呼。
と云っても、ワープロや表計算やデータベースなどのデータを、保存する目的から云えば、
去年購入した 160G の外付けハードディスクで充分。最近増え続けているデジカメ写真の画
像データや、MP3 形式での音楽データのバックアップも、外付けハードディスクでなんとか
間に合っている現状。となると、DVD-R/RW による保存は、ほとんど必要ない。
しかし、ここにきて、その DVD-R/RW を活用したいと云う考えが突如起こった。映像を DVD
で保存しようと云う企画。今年のゴールデン・ウィーク課題である。
結果的に云うと、種々の事情から、その去年インストールした DVD-R/RW ドライブの活用
はあきらめて、家電用の DVD-R/RW レコーダー13を使用し、８ミリビデオや VHS のビデオ
を DVD 化する、と云うのが今年のタスクであった。
この課題の企画意図は以下のとおりである。
1.

VHS や 8 ミリビデオのようなアナログ14の映像データは、データを記録するテープ
が劣化しやすく、保管にも場所をとる。

2.

VHS や 8 ミリビデオのようなアナログの映像データを、再生するビデオカメラなど
の生産が徐々に終了し、現在所持している機械が動かなくなれば、再生できなくな
る可能性がある。

3.

13

デジタルデータである DVD 映像データは、ランダムアクセス15で、見たいところだ

◆ＤＶＤレコーダー〔エレクトロニクス技術〕ＤＶＤの標準メディアである、ＤＶＤ−Ｒ（→別項）、ＤＶＤ−Ｒ
Ｗ、ＤＶＤ＋ＲＷあるいはＤＶＤ−ＲＡＭのディスクを用い、ＤＶＤとして決められた画像圧縮フォーマット、
音声圧縮フォーマット、ビデオフォーマットに準じた信号を記録する記録装置。追っかけ再生といわれる
ような、テープではできない機能をもつものもある。これは記録再生を２倍以上の速度で行い記録と再生
を同時に行える仕組みを採用したものでＶＯＤ（ビデオオンデマンド）の２チャンネルのものと同じ技術を
光ディスクに適用したものである。すでに始まった番組を記録しながら、その番組を最初から見ることがで
きる。[現代用語の基礎知識 2003]
14
◆アナログ(analog（ue）)〔外来語年鑑 2002 年〕情報の信号を符号化しないで記録する。符号化したも
のはデジタル（digital）方式。長針と短針を用いた時計はアナログ式。数字表示と針の両方をもつものは、
デジアナまたはアナデジ。[現代用語の基礎知識２００２年版]
15
random access→ランダムアクセス《1) 【電算】 記憶装置内の情報の任意の順序での読出し 2) ビデ
オディスクプレーヤーまたは CD プレーヤーで, ディスクのどの部分でも即座にセレクト・リプレーができ
ること》.[リーダーズ＋プラスＶ２]
7

け再生でき、VHS・8 ミリビデオなどより格段に便利。
4.

DVD 映像データは、コンピュータの画面上での再生も可能であり、DVD-R/RW な
どのドライブを持つコンピュータにより、複製も可能である。

5.

使い勝手は、パソコンなしで使える家電用の DVD レコーダーが数段上。

緊急を要するほどではないが、現在のアナログ映像データを、デジタル映像データ化する必
要がある。IT 技術の革新、消費者トレンドの変化を考慮して、いずれは取り組まねばならな
いと思っていたタスクではあったが、今年急遽これをゴールデン・ウィークの課題とした。
経過を報告すれば、連休が終わった現在、８ミリビデオ映像の DVD 化はほぼ終了した。我
が家のアメリカ時代の映像は全て DVD になって、コンピュータ画面で見ることができる。
一方、VHS 映像のデジタル化は、まだである。時間切れであった。しかし、８ミリビデオで
実績を積んだ私にとって、VHS 映像の DVD 完成も、時間の問題と云える？？
今年も、それなりの充実感を持ってゴールデン・ウィークを終えた私だが、すでに来年のこ
とを考えはじめている。私にとって、IT、情報、コンピュータ関連のバージョンアップ、ス
キルアップに繋がる課題が、もっと必要なのはよく分かる。しかし、
「楽しくためになる課題」
も求める私としては、違ったことをやってみたい気持ちもある。チャレンジしてみたいと思
っている課題のリストには、陶芸、中華料理、スクーバ、マウンテンバイク、などがあるの
だが・・・
来年のゴールデン・ウィーク課題は、何にしようか？これから一年かけて考える。来年の今
頃、
「楽しくためになる」報告ができれば幸いである。乞うご期待！(Saturday, May 8, 2004)
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誕生、おめでとう！
中

川

房

代

4 月 30 日、ECAP 2003 テキスト「日韓相互理解教材 A Rainbow Over the Strait〜海
峡に架ける虹」が出版となった。
昨年 7 月、
参加者が 6 つのグループに分かれ 12 のトピックの準備を始めてから 10 ヶ月、
韓国フェニックスパークでの合宿から 9 ヶ月、やっと誕生の日を迎えた。テキスト君、
生まれてきてくれてありがとう！
昨年 7 月に編集委員の一人を任されたが、8 月の ECAP 合宿までに何をどう準備すれば
いいのか、グループのメンバーと話をしながら考えたが、何をポイントにすればいいの
か分からない。とりあえずいろいろ資料を準備していって、韓国の先生と話をしながら
考えて決めようか…と、ECAP に臨んだ。3 泊 4 日の合宿は、トピックについて話をし
ながらこうまとめようかと、一応の形にして合宿を終え日本に帰ってきた。帰国後は、
もっとしっかり準備をしていけばよかった、事前にもう少しポイントを絞ることができ
ていたらもっと深く話ができただろうに、と反省いっぱいだった。
（第 2 回の今年は、そ
の反省をいかして準備を進めたい。）
しかし、出版に至るまでには、実は、その後の方が大変だった。
秋から冬にかけ、グループで写真や図版・資料・データの準備を進めた。それと並行し
て、テキスト全体の編集作業を、辻編集委員長、井川 ECAP 実行委員長を中心に（私も
途中から参加させてもらい）進めていった。各グループで作成した英語版のチェックや
修正、日本語版の作成、韓国語版の作成（ECAP に参加した Hong 先生に依頼）、校正、
本にするためのレイアウトやデザインの作成…。日本語版 1 つをとってみても、普段日
本語で生活しているとはいえ、英語の直訳でない自然な日本語の表現にするのは難しい。
ましてや、英語や韓国語になれば、ネイティブスピーカーの手を借りなければどうしよ
うもない。ランス先生、朴先生に多大なご協力を頂いた。最後の校正作業では、印刷会
社にまで出向き、夜遅くまでチェックをお願いしたこともあった。
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この間の辻編集委員長の作業量の多さやそのご苦労を考えると、本当に大変だったと思
う。（私がこんなことを言うのは、立場的におかしいことなのかもしれないが…。）何か
私にもできることは？と思っても、仕事を分担するのもまた難しいことも多かった。初
めてのことで先の見通しがつきにくかったことも大きい。
それでも、何とかしてこのテキストを出版したい！という気持ちに支えられてきた。こ
の多くの人の熱い思いを盛り込んだこのテキスト君。これから強く逞しく育てていきま
しょう。世の中に大いに役立つ教材として、世界に送り出しましょう。
先月末から、自分の職場や活動に関わりのある機関や団体・個人への献本を募集したと
ころ、集約を担当している ECAP2003 実行委員の山本貴子さんから、現在 350 冊くらい
の申し込みがある、と聞いている。自分の仕事や日頃の活動の手助けになるツールとし
ても、このテキストを大いに利用しましょう。e-dream-s や ECAP の広報・宣伝活動に
も使っていきたい。
今年の 8 月は、韓国で第 2 回の ECAP。
昨年の反省をいかし、今度は実行委員の一人として頑張っていきたい。皆さん、一緒に
参加しましょう！

10

お知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＜ECAP テキスト＞ ECAP2003 テキスト「A Rainbow Over the Strait 〜海峡に架け
る虹〜」が完成
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
テキストは、5 月中旬以降、宅配便にてそれぞれのご自宅にお届けします。
その他、テキストが必要な場合は、１冊 1,200 円にてお分けします。
中川まで、必要冊数、送付先をお知らせ下さい。
注文は、5 月 20 日（木）より、随時受け付けます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＜広報＞

代表理事、ラジオに出演！

（4 月 30 日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
４月３０日（金）の夕方、ラジオ FM 横浜の番組「イブニング・スクランブル」に、辻
代表理事が電話で出演しました。
「近くて遠い国」韓国と日本の中高生にお互いの生活文化を紹介し、理解を深めよう
と韓国と日本の英語教師らのグループが共通の教材をつくったという話題で、インタ
ビューの中では、このテキストを作った目的、トピックの内容、今後の展望などにつ
いて、お話しされました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＜広報＞ 12 日発行の「民団新聞」に記事が載ります！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

11

在日本大韓民国民団からの取材を受け、12 日発行の「民団新聞」に ECAP テキスト「A
Rainbow Over the Strait 〜海峡に架ける虹〜」の記事が掲載されることになりまし
た。全国の主要な機関、図書館などで読むことができます。お楽しみに。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＜アジアツアー＞

「ACROSS アジアツアー2004 ベトナム」を中止に、

「アジアツアー2004 DISCOVER 極東ロシア」実施を決定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「ACROSS アジアツアー2004 ベトナム」について、ツアー実行委員会及び ACROSS・
e-dream-s 代表からの「2004 年夏の中止」の提案（「e-dream-s 通信・4 月号」を参照）
を受け、以下 3 点のように進めることになりました。
（１）2004 年夏の「ベトナムツアー」は中止する。
「ベトナムツアー」は、近い将来には実現できるよう引き続き可能性を探ってい
く。
（２）「ACROSS アジアツアー2004」の「ベトナム」に替わる行き先を「ロシア・サハ
リン」とし、「ACROSS アジアツアー2004 DISCOVER 極東ロシア」を実施する。
（３）「ACROSS アジアツアー2004 DISCOVER 極東ロシア」は ACROSS が主催し、企画・
運営・実施を e-dream-s が担当する。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＜ロシアツアー＞

「極東ロシアツアー」参加者を募集中

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＜ACROSS アジアツアー2004 DISCOVER 極東ロシア＞
１. 期

間：

2004 年８月３日（火）〜１０日（火）＜７泊８日＞
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２. 主

催：

ACROSS

３. 企

画：

特定非営利活動法人

４. 期

間：

2004 年８月３日（火）〜１０日（火）＜７泊８日＞

イー・ドリームズ

５. 参加費用：

約 25 万円（予定）

６. 参加者

ACROSS 会員、またはそれに準じると ACROSS が判断する個人

：

７. 訪問予定地：ロシア（ウラジオストック、サハリン・ユジノサハリンスク、他）
８. プログラム（予定）：
(1) サハリン石油・天然ガス開発プロジェクト見学
(2) 外国語（日本語・英語）教員・学生との交流会
(3) 現代ロシア・サハリン社会・文化を「発見」するフィールドワーク（ホーム
ビジットなど）旧樺太を「発見」するフィールドワーク
９．旅

程（予定）：

８月３日（火）関空発→ウラジオストック着

＜ウラジオストック泊＞

８月４日（水）ウラジオストック発→サハリン・ユジノサハリンスク着
〜６日（金）＜ユジノサハリンスク３泊＞
８月７日（土）ユジノサハリンスク発→ウラジオストック着
〜９日（月）＜ウラジオストック３泊＞
８月 10 日（火）ウラジオストック発→関空着
10. 参加申し込み・お問い合わせ：
(1)参加申し込み締切

：５月９日（日）夕方５時まで

(2)お申し込み・お問い合わせ先：中川まで
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＜理事会＞

第 16 回理事会のお知らせ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第 16 回理事会を開催します。今回は、広島で行います。
役員以外でも、どなたでも気軽に参加ができます。ぜひ理事会に参加し、意見を述べ
て下さい。参加される方は、中川までご連絡下さい。
＜第 16 回理事会＞
１．日にち：5 月 29 日（土）〜30 日（日）＜1 泊 2 日＞
２．場

所：広島方面（宿泊：広島プリンスホテル）

３．内

容：2003 年度事業総括・会計決算について、2004 年度計画について、
小口債券について、ECAP・アジアツアーについて、など

編集後記
ここ２、３年、大阪府の教員採用数が小学校、中学校ともに以前に比べて随分増加し
た。そのお陰で、私の勤める中学校にも新規採用の英語教師が２名やってきた。１名は、
私の隣の席に座っている。１０年前の私がそこにいる。今までは、「まだまだ経験も浅
いので」と言い訳をしたりもできたが、もうそうはいかない。彼女から見れば、私もベ
テランである。わからないことがあるといろいろと聞いてくれる。私の授業にも数回見
学に来た。私も例年になく、授業に気合いが入る。心地のよい緊張感。
初めは何でも真似をすればよい、と思う。その一方で、自分の個性を生かした授業を
創り出してほしい。
「若いうちは、好きなように思い切りやればいいねん。」先輩たちが
かつて私に言ってくれた。
あまり若くはないが、これからも私は「好きなように思い切り」やっていきたい。い
いと思うことは、どんどん取り入れ、常に変わりつづける自分でありたい。そんな私の
姿を見て、彼女も何か学んでくれれば、と心の中で期待している。（田辺恵美）
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