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デンマークの学生との交流会

★25周年を迎えた
姉妹都市カーメルの部屋★

大会議室

　1 月に北欧の国デンマークからアイスビャオフース国際エフ
タースコーレの学生たちと3人の先生が河内長野を訪れました。
　最初に訪問したのは天野山金剛寺。平成の大修理を終えた金
堂は朱色も鮮かに伽藍に静かに佇まいます。中に安座する大日
如来坐像、不動明王坐像、降三世明王坐像の絶対的な存在感に
圧倒されました。次に宝物殿を見学し、冬とは言え苔の緑が美
しい庭園を眺めながら、南北朝時代に北朝の三上皇、光厳院、
光明院、崇光院が幽閉されていた奥院の北朝御座所へ向かいま
す。美しい御簾に囲まれた玉座は、時を超えたロマンを感じさ
せます。南北朝の歴史などは知らない学生も、ここに昔のエン
ペラーが座っていたということは理解できて、驚いたと同時に

感慨深そうな様子でした。
　次に一行はキックスに移動し食工房で KIFA スタッフ手作り
のお好み焼きと焼きそばでランチタイムです。ベジタリアン用
のお好み焼きと焼きそばも準備されていて、行き届いたおもて
なしです。どんな材料で作るのか聞いてくる人もいて、初めて
のメニューにも関わらず好評でした。
　その後、彼らの交換留学先の大阪 YMCA インターナショナル
ハイスクールの学生たちも合流して、日本文化を体験しました。
まずはそろばんの体験。ひとりひとりにそろばんが配られ、会
場の前に置かれた大きなそろばんを見ながら、先生の指導とプ
リントを参考に、手ほどきを受けます。YMCA の日本人の学生
でも、使い方を知らない人の方が多くて、なかなか大変です。
どの指を使うかも大事ですがうまく行かず、先生のダメ出しに
戸惑う場面もありました。
　KIFA 理事もされている文化連盟の曽和先生から茶道も教えて
いただきました。正座は大変そうでしたが、お菓子やお茶は美
味しくいただけたようです。
　多感な時期に全く異なる文化を体験することで、互いの文化
についての理解を深め、さらに広い視野を身に着けて、将来の
糧として欲しいと思いました。

河内長野

　
デン

マー
クの学生の異文化体験

いかがですか？

2020 年 1 月 24 日
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姉妹都市カーメル便り

　コロナウィルスの中心的
発生地、武漢では、当局は
3月末までには新たな発症
はゼロになるだろうと予測
しています。市中ではよう
やく新規発症者数が減少に
転じ、当局は楽観的な予想

を立てています。武漢に近い赤壁市では、交通規制ブロックが
近々取り除かれ、平常化への最初のサインとなるでしょう。
　しかしながら、中国での事態改善があるものの、韓国、イタ
リア、イランなど他の多くの地では、ウィルスの感染拡大を止
めようとする努力にも関わらず、発症が増加し続けるという心
配すべき状況が見られます。すでに何百もの大きなイベントが
中止となり、金融市場は世界中で変動しています。アメリカ国
内でも、ワシントン以外での最初のコロナウィルス死者がカリ
フォルニア州で出たため、州の非常事態宣言が出されました。
　このような健康への影響を超えて、コロナウィルスは、アジ
ア諸国出身者に対する人種差別の引き金にもなっています。カ
リフォルニアでは感染拡大防止のためにアジア系アメリカのビ
ジネスは避けるべきだという偽のチラシが住民にまかれました。
ロサンジェルスのアジア系中学生はウィルスを持っていると疑
われて襲われ怪我をし、入院することになりました。潜在する
偏見と新ウィルスが相まって、アジア系アメリカ人はウィルス
を持っていそうだという恐怖を生み出しています。人に話しか
ける時にマスクをしている事がそういう気持ちに火をつけ、咳
や鼻をすする行為が恐怖を引き起こしています。
　残念ながら、この外国人に対する嫌悪感というのは新しいも
のではありません――歴史は病気の爆発的流行がしばしばヒス
テリックな感情や恐怖心を広めると示しています。南カリフォ
ルニア大学のナタリア・モリナ教授によれば、人間は窮地に陥っ

た時には、人種をもとに対応・対処の仕方を形作ろうとする傾
向にあるため、パンデミックは人種運動に利用されやすいとの
ことです。社会における殆どの事柄はすでに人種的レンズを通
して対処されているアメリカで、人々がウィルスに対しても人
種のレンズで見ようとするのは、驚くことではありません。
　今このときこそ、ウィルス感染拡大を防ぐために結束し、お
互いを支え合うために人種の違いを乗り越えることが重要です。
外国人嫌悪の只中にいながら、数え切れないほどの人々がこの
偏見と地道に戦っているのはそのためです。カリフォルニア当
局はヘイト・クライムを積極的に阻止しようとして、これらの
クライムを通報するホットラインを準備しました。ソーシャル
メディアも人種差別やヘイト・クライムを助長しないよう努力
しています。
　河内長野との結びつきについては言葉では表せないほど嬉し
く思っています。当局の方たちがウィルスの広がりを阻止すべ
く戦っている時に、私達は互いの結びつきを強めこのパンデ
ミックに結束して立ち上がります。河内長野やウィルス被害に
あっているどんな場所にも支援を差し伸べ、すべての人々が健
康で安全で過ごせますようにと願っています。

2020 年 3月 5日
Hannah Liu　（カーメルの高校生）
インディアナ州カーメル
USA

　河内長野市役所の南側の広場スペースの中に、新し
くオブジェが作られることになりました。作られるの
は、アメリカ インディアナ州にある姉妹都市カーメル
の「アート＆デザイン地区」のゲートを模したものです。
当市とカーメル市は長年に亘り姉妹都市交流を続けて
きましたが、このゲートはその 25 周年記念事業の一
環として建設されます。カーメル市にはすでに「河内
長野日本庭園」と名付けられた庭園があり、市民の憩
いの場となっています。建設中のゲートには、絵画交
換の作品を展示したりしていきたいと考えています。
周辺に設けられる椅子に座って、しばしインディアナ
の風景を想像し、カーメルの人たちに思いを巡らすの
も楽しいかも知れません。また、建設のための募金集
めも進めさせていただきたいので、よろしくお願い申
し上げます。

アートで結ばれる姉妹都市

新型コロナウィルス
～アメリカの事情～
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2020年1 月25日 市民交流センター 中会議室
講師：斎藤 善久氏

　K I FAでは、日本語の習得を必要としている人々のための支援
活動として日本語サロンを開催し、ボランティアスタッフが日本語
学習のお手伝いをしています。日本語サロンで学習されている外
国人の中には技能実習生として来日されている方々もいます。今
回、外国人技能実習生の支援に携わりながら、関連する法制度
の研究を行っておられる神戸大学大学院国際交流研究科准教授
の斎藤善久氏から、外国人労働者受け入れの実態と、改正入管
法による新制度の問題点についてお話していただきました。
　2019年 4月に施行された改正入管法のルーツは、1960年から
実施されている外国人研修制度であると考えられます。この時点
では、大きな企業が外国から人材を集め、教育、研修を行って育っ
た人材を送り返し、自社と母国の発展、国際交流に寄与する企業
単独型と呼ばれるものでした。ところが1990年代に入り、団体管
理型と呼ばれる、外国人の派遣のような機能を持つ管理会社が
参入し、外国からの単純労働者の受け入れを否定しながら、技
能実習生という名目で、発展途上国の安価な労働力を必要とす
る日本の中小企業の要望と相まって、趣が変わってきました。こ
の制度は、原則として転職は認めておらず、在留期間の制限も
厳しく、家族の帯同も許されないことから、国内外から批判さ
れてきました。
　改正入管法では、特定技能制度が規定されています。この制
度では、職種、技能程度による制限はあるものの、転職が認め

られるようになり、滞留期間が延長されまし
た。また、ケースによっては、家族の帯同も
許されるようになりました。
　技能実習生の多くは、多額の金銭を人材
を送り込む管理会社に支払ったり、借金をし
ています。その契約の中には、会社を辞め
ると膨大なペナルティーを支払わないといけないような契約をさ
せているケースもあり、問題になっている技能実習生の大量失踪
にまでつながっています。現実に悪質な雇用者により、残業代
の不払い、不当な賃金、宿舎に閉じ込めて技能実習生間で情報
の交換をさせないなどのひどい行為も発生しているようです。う
がった見方をすれば、この特定技能制度は、既存の外国人技能
実習制度に上乗せすることにより、外国人労働者をより多く集め、
より長く使役するために作られたと思ってしまうような一面もあり
ます。
　私たちは、法律や業界の専門家では無いので、背景や隠され
た意図まで読み取ることはできません。でも、KI FAに興味を持っ
ていただいている方々は、河内長野にいる外国人にとって、少な
くとも一般の市民よりは近い存在であると思います。暖かく見守る、
困ったり悩んでいる外国人がいれば手を差し伸べるくらいのこと
はできます。私たちの小さな一歩が国際交流につながっていくと
思います。

多様性の時代へ　～外国人住民と地域社会で働く・暮らす～

「沸騰する中東・UAEから世界を視る」 2020 年 1 月 18 日 市民交流センター 大会議室
講師：樋野 伸二郎氏

　お迎えした講師の樋野先生は、アラブ首長国連邦（UAE）の
ドバイ王国の王族、シュエイク・サイード・ビン・ハッシャー
殿下とともに、現地で5 社を設立。その後王室に仕えながら、
15 年間に亘りビジネスと外交面で活躍されました。2006 年に
再びUAE の王国のひとつ、ラッセルカイマ国の財務大臣、シェ
イク・ファイサル・ビン・サッカル・アル・カシミ殿下の特別
顧問となられて現在に至るという、異色の人生を歩んで来られ
ました。お話は、ホルムズ海峡に関するアラブ諸国やアメリカ
の思惑から、アラブの人々の暮らしぶり、アラビアのロレンス、
果ては昆虫のフンコロガシに至るまで、次々に先生の口から溢

れ出る情報の波に圧倒されました。その
うちからいくつかを紹介いたします。

天然のエアコン：暑さの厳しい中東の国
で電気がなくエアコンが無い時代、人々
はどうやって暑さをしのいでいたのか？
かつては、ウィンド・タワーと呼ばれる
アラブ地方の伝統的な設備を使っていま
した。写真のように家の真ん中から塔の
ようなものが高く伸びていて、上空の冷

たい空気を建物内に取り入れることができます。もうひとつエ
アコンのような機能を果たしていたのが、素焼きの壺です。中
に水を入れておくと、水の蒸散作用で回りの熱を下げてくれる
そうです。

アラブ人の髭：アラブ人の男性はほとんど
が豊かな髭を蓄えています。鼻毛と髭がつ
ながっているような人もいるとは、先生の
言。かつてアラブ人の死因の第一は結核
だったそうです。それは砂漠地方の乾燥し
た環境で巻き上がる粉塵を吸いこむことに
より引き起こされていて、髭は粉塵を防ぐ
フィルターのような役割をするのだそうです。ただ、現在では
欧米と同じように、心臓病や糖尿病などが多いとか。

ひとこぶラクダ：アラブにいるラクダはひとこぶラクダで、ふ
たこぶラクダは主にインド、パキスタンなどに生息。ラクダは
砂漠でも何日も水を飲まずに生きていけることは知られていま
すが、オアシスなどで水が飲める時は、大量の水を体内に取り
込みます。その量、なんと 1度に 250～300 リットル！　では、
ラクダは体内のどこにその水を貯めるのでしょう？会場の人た
ちから「こぶ」という声が上がると、「小学校での反応と一緒
ですね～」と微笑まれる先生。実はラクダの体は血管の中に水
を貯めることができるようになっているのだそうです。それに
よって、水が足りなくなると、体中に水を行き渡らせることが
できるとか。自然の摂理には驚かざるを得ません。
　まるで先生ご自身がインターネットであるかのように、次々
と情報が飛び出してきていました。興味深いお話をもっと掘り
下げてお聞きしたい内容もあり、またご登場願えればと思いま
した。

「改正入管法について」公開
講座

世界
情勢
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マーク先生

2020年2月1日 市民交流センター 中会議室　
講師：公益財団法人とよなか国際交流協会
　　　　　　　理事・事務局長　山野上　隆史氏

　今日の在留外国人が増加を続けている状況にある中で、日本
語学習者数も増えています。そこで政府は日本語教育を推進する
ことで、外国人が日常生活、社会生活を日本人とともに円滑に営
むことができる環境づくりをすること、さらに日本に対する諸外国
の理解と関心を深めることが重要であると考えています。それら
の目的を達成する一助として、2019 年６月「日本語教育推進法」
が国会で可決成立しました。国や自治体には日本語教育を進める
責務、企業には雇用する外国人に日本語の教育機会を提供する
よう務める責務があると明記されています。これは外国人材の受
け入れとその環境準備の側面も持っていると考えられます。
　今後更に需要が増えるであろう日本語指導のための教員の確保
と配置、地域の日本語教室で教える人材の育成や教材開発の支
援も必要とされています。文化庁によると、日本語指導が必要な
児童・生徒は 10 年間で 1.5 倍に増えているそうです。また、母
国で日本語教育を受けてから来日する外国人の日本語能力は、必
ずしも高いとは言えず、日本に来てからの生活を日本語で十分に
やっていけるのか疑問が残るのだとか。しかしながら国の施策は、
例えば、留学生、学校教育関連は文科省、生活者としての外国
人や難民は文化庁、日本語能力試験は外務省、就労支援準備研

修は厚労省、日本語教育機関の管理は法務省
などというように、省庁ごとの役割分担という
いわゆる縦割行政で今後どのように進展してい
くのか大いに関心があります。唯一複数省庁共
同で管理する事になっているのが技能実習制
度でした。
　また、日本語教師の国家資格についてのお
話もありました。地域のボランティア日本語講師の負担軽減を目
的として、認定制の公認日本語講師を制定して質・量・多様性を
図ろうというものです。国家資格となると、講師自体の能力評価
がかかってきますが、地域ですでに何年もボランティアで日本語
教育にあたってきた、例えば KIFA の日本語サロンスタッフなどに
影響はあるのかどうか、今後に問題が残りそうです。
　しかしながら、日本語教育を進めるための法的な裏付けができ
た意義は大きく、自治体としても関連事業には予算を付けやすく
なるはずですから、専門講師、ボランティア講師を問わず、さら
には外国人学習者も、より良い環境で活動、学習を続けていける
ように訴え、実現に向けていかなくてはと感じました。

「アフリカの子どもたち」

「日本語教育推進法について」

　アフリカ大陸には 54 ヵ国もの国が存在し、ナイジェリアだ
けでも 250 の部族とそれと同じくらいの言語があるそうです。
紡績マンとしてナイジェリアに駐在された経験をもとに、日本
と海外を結ぶ教育者となられ、アフリカ支援活動などに精力的
に取り組まれている講師、深尾氏にアフリカの子どもたちにつ
いてお話を伺いました。
　アフリカの子どもたちの置かれている現状は非常に厳しいこ
とを知りました。子どもの死亡率が高く、その原因は栄養不足、
予防接種の不足、HIV ／エイズなど。また約 1 億の学齢児童が
学校に通っていなくて、そのうち約 6,000 人は女児。学校に行
かない子どもたちは、児童労働や少年兵、子ども奴隷につながっ
ていきます。そして 10 億人以上が 1 日 1 ドル以下で生活する
貧困ライン以下の状態に置かれているとか。
　そのような状況で生まれてくるのが「ストリートチルドレ
ン」。なぜストリートチルドレンが生まれるのか考えると、国
によって違うが、共通部分も多いそうです。政情不安から起き
る内戦や紛争で家族を失い、貧困から食料不足となり、経済破
綻から失業し、家族関係が崩壊してしまうことなどが要因とし
て挙げられます。前述のエイズで両親を失ったり、貧困から児
童労働に携わったり、少年兵になったりと、これらは互いに絡
み合ってストリートチルドレンの要因となっています。
　また、「悪魔憑き」を理由に捨てられる子どもたちもいます。
家族内で何か不幸があると、その子どもに悪魔が憑いているか
らだということになり、子どもは家族から追い出されてスト
リートチルドレンにならざるを得ません。
　彼らへの対策はどうなっているのかというと、たとえばコン
ゴ共和国では、親の負担軽減のため、学費の免除や医療費軽減
措置、雇用の創出への働きなどを打ち出していますし、親をな

くした子どもの保護・再生センターの設置も行っているそうで
す。近年、国際NGO、国連機関の取り組みも進められています。
（Save the Children Kinshasa, UNICEF Kinshasa など）
　かなりシリアスなお話の合間に、深尾氏の体験談も伺いまし
た。たとえば、ナイジェリアでは空き瓶を持っていかないとビー
ルが買えないお話。赴任直後には空き瓶が無いので、まず空き
瓶から入手しないといけなかったそうです。蚊を媒介とするマ
ラリアは駐在員の 6, 7 割がかかるそうですが、マラリアの薬を
飲んでいると視力が落ちてしまうので、年に1, 2ヶ月はナイジェ
リアを離れないといけないとか。工場労働者の抗議にあったこ
と、チャドで道に迷ったこと、槍を持った男たちに囲まれたこ
と、ハゲタカの群れに付きまとわれたことなど、様々な冒険譚
もあって、遠いアフリカの地に想像力をかきたてられた講演会
でした。
　これからは、アフリカの時代とも言われ、世界最後のマーケッ
トと目されるアフリカですが、果たして世界のためになるのか
それとも重荷にな
るのか、今後の動
向が気になるとこ
ろです。地球温暖
化や将来の食料不
足に備えるべく、
アフリカに農地を
確保して将来に備
えている国もあり、
ますます目が離せ
なくなりそうです。

～キンシャサのストリートチルドレンの事例から～

2020年 2月 15日（土）　
市民交流センター　中会議室
講師：深尾　幸市氏
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＜開講場所と時間＞
日曜日 Sundays　14:00～16:00　
　　　千代田公民館　2階
火曜日 Tuesdays　10:00～11:45　　　
　　　市民交流センター（KICCS）3階
木曜日 Thursdays　18:00～20:00　
　　　ノバティ南館3階　ノバティホール

●語学クラブ スケジュール

●日本語サロン スケジュール

4月

日曜 Sun. 火曜 Tue. 木曜 Thu.

7・14・21・28

7・14・21・28

2・9・16・23

2・9・16・23

4・11・18・25

5・12・19・26

6月 Jun

Apr

5月 12・19・26 7・14・21・28May

月 曜日

10・17・24・31

語学クラブ講師紹介
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コース

時間

英語

（初級）

19:00~20:30

英語
フリー
トーキング

英語

（中級）

14:00~15:30 19:00~20:30 19:00~20:30

中国語

（入門 ）

10:00~11:30

開講日

13

11 17・24

9・23

14・284月

6月

5月

5・19

7・21

19

2・16・30

15・29

1・15 13・20

3・17

中国語

（中級）

9 12・26

「ことば」を通じて「国際理解・国際交流」

新型コロナウィルス感染防止対策として、開講は5月からとさせていただきます

●英語フリートーキング
コーディネーター：池田　博さん
第2土曜日 14:00~
講師は月ごとに変わります。

●英語中級・初級
講師：Anthony Brewer 先生
　　（通称：トニー先生）
　　　イギリス出身
中級：第2・4火曜日 19:00~
初級：第1・3火曜日  19:00~

●スペイン語初級
講師：柴　リリア先生
　　アルゼンチン共和国出身
第1・３金曜日 19:00~

●中国語入門
講師：劉　麗先生
　　中華人民共和国出身
第1・３水曜日 10:00~

●中国語中級
講師：査　樹忠先生
　　中華人民共和国出身
第1・３金曜日 19:00~

●韓国語中級・初級・入門
講師：文　聖姫先生
　　大韓民国出身
中級：第2・4水曜日 13:00~
初級：第2・4水曜日 10:40~
入門：第2・4水曜日 15:00~

　語学クラブでは、言語だけでなくその国の文化や習慣、さらには人々の
暮らしや考え方などについても学ぶ機会を提供しています。毎年春にその
年度の受講の申込みをします。先着25名の狭き門ですが、余裕のあるクラ
スもあります。途中からの受講も可能ですので、詳しくは事務局にお問い合
わせください。各クラスの運営は、受講生のみなさんがおこなっています。
ティータイムを設けたり、お料理をしたり、歌を歌ったり、それぞれ楽しい工
夫もしています。

　母国語以外の言葉を習うことは、脳が活性化
され、若さを保つことに繋がるのだとか。あな
たもいかがですか？

「明日死ぬと思って生きなさい、
永遠に生きると思って学びなさい」
（マハトマ・ガンジー）



　

インフォメーションInformation

■語学クラブ　2020年度開講　延期

コース

時間

韓国語

( 初級 )

10:40~12:10

スペイン語

( 初級 )

韓国語

( 中級 )

19:00~20:30 13:00~14:30 15:00~16:30

開講日

5・19

17・24

10・24

8・22

1・15 13・27

10・24

13・27

10・24

13・27

8・22 8・224月

6月

5月

韓国語

( 入門 )
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 ■問い合わせ・申込み■

河内長野市国際交流協会（KIFA)
事務局

〒586-0025 河内長野市昭栄町7-1 
市民交流センター（キックス）３階

TEL: (0721)54-0002　
FAX: (0721)54-0004

Eメール: office@kifa-web.jp

　毎年 4 月からの開講ですが、今年は 5 月スタートとし、開
講時期を1ヶ月延期させていただきます。
　開講コースは、英語フリートーキング、英語中級・初級、
スペイン語初級、中国語中級・入門、韓国語中級・初級・
入門です。今年度の申込みは 3月5日より始まっております。
各クラスとも先着 25 名で受け付けています。空き状況につき
ましては、協会事務局までお問い合わせください。

　今年は 5 月２～ 3 日の 2 日間、ラブリー
ホールにてヤングアメリカンズのアドバンス
チームを迎えて盛大に開催する予定でした。
近年では小学校の部の申し込みが早々に満
席になるなど、河内長野や近隣地域の皆様
にも認知いただき、大型連休恒例の行事と
なりつつある素晴らしいプログラム。アメリ
カカリフォルニア州に本拠地を置くヤングアメリカンズのメン
バーは、来日中止を余儀なくされ、私たち以上に残念に思っ
ていることでしょう。
　2021 年度開催に向け努力を続けてまいりますので、どうか
ご了承ください。

■ヤングアメリカンズ in 河内長野　中止

新型コロナウィルス感染防止対策として、開講は5月からとさせていただきます

と　き： 5月24日（日）　11：00～12：00　(開場10：30）　　
ところ： 市民交流センター　3階　大会議室
定　員： 100名（会員の方のみ）　申込不要

■2020年度総会

新型コロナウイルス関連肺炎対策における
プログラムの中止・延期について

　新型コロナウイルス感染防止対策のため、楽しみにお待ち
いただいているプログラムを中止・延期させていただくことに
なりました。私共も大変残念に思っておりますが、どうぞご理解
とご協力をいただきますようお願いいたします。

　2月15日に金   鳳貴 さんを講師にお迎えして、本場のキムチ
作りをしました。

　参加者は出来上がっ
たキムチをお持ち帰
り。寒い季節にはキム
チ鍋等、温まりますね。

金先生とキムチ作りしました！
キム   ボングイ

国際料理教室　～韓国編～

キムチのレシピ

白菜　１玉　　玉ねぎ　 大１個　　大根　大１/２本　  ニラ　１束
にんにく３玉　    生姜　大１個　　 塩　200ｇ　　もち粉
とうがらし粉　100ｇ　魚エキス　青ネギ（やっこネギのような細いもの）

１．前日に白菜を塩でつける。白菜を１/４に切り分け葉のあいだに塩をふ
　 りこむ。このとき白菜は水で洗わないこと。重石をして一晩つける。できれ
　 ば上下を途中で入れ替える。
２．塩漬けした白菜の塩を洗い流し、水気をきっておく。
３．玉ねぎは薄切り、大根は千切り、ニラ（固い部分は使わない）と青ネギは
　 ３cm位に切る。
４．にんにく、生姜は皮をむき細かく切る。
５．にんにく、生姜、魚エキス（適宜）をミキサーに入れて粉砕。
６．もち粉は水を加え熱して糊状になるまで練り、冷ましておく。
７. ３，５，６、とうがらし粉　魚エキス（適宜）をむらがないようにしっかりと
　　混ぜる。この時に好みの野菜・果物・魚介類をいれてもよい。
８.  水気を切った白菜の葉の間に７をしっかりと塗りつける。
９． すぐにでも浅漬けとして食べることもできるが、通常４～５日ほどおく。

＜＜材料＞＞

＜＜作り方＞＞



アメリカの料理・国際理解授業

編

集

後

記

学校での国際理解・国際交流

gateauchocolat
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無料
メールマガジン
配信中！

　KIFAの楽しいイベントや情報を
いち早くお知らせします。

お申し込みは、事務局または、KIFA
ホームページから 

 http://www.kifa-web.jp/

　河内長野市国際交流協会には、毎年中学校等から国際理解を深め
るための授業や講演会のために外国人講師を派遣してほしいというご
依頼が届きます。「ムスリムの方を紹介してほしい」「平日に異なる国
の講師を 4~5 名紹介してください」等のご依頼に応えることは簡単で
はありませんが、講師の皆さんは生徒さんと会える機会をとても喜ん
でくださっています。自分の国・アイデンティティに誇りをもって自国
を紹介できるチャンスだと捉えてくださるような講師のお話ですから、
生徒さんも熱心に聴いてくれています。生徒の皆さんは、あらかじめ
講師の国について調べているようですが、実際に講師と会って話を聴
くと情報の違いや新たな発見が多くありそうです。学校教育の場でこ
のような経験ができることは、とても良いことだと思います。多種多様
なルーツを持つ人々が、互いの文化や習慣を尊重し、助け合って仲
良く暮らせる河内長野市でありたいですね。

　1769 年頃に遡るマック＆チーズは、アメリカの家庭での昔な
がらの定番料理です。最も基本的な形としてのマック＆チーズは
パスタとチェダーチーズソースでできています。長年に亘って、
箱入りのミックスから作るものから、グルメ仕様の準備に何時間
もかかるものまで数え切れないほどのバリエーションのマック＆
チーズが生まれました。シバニと私は 2 種類のチーズを使って少
しだけ焼く典型的なマック＆チーズを作ってみました。

　姉妹都市カーメル
の高校生ハンナとシ
バニが、アメリカの
料理を紹介します。
３ページの「新型コ
ロナウィルス」も彼
女たちの投稿です。

❶　パッケージの説明より1, 2 分短い時間でパスタを茹でる

❷　パスタのお湯を切り、オイルを足して混ぜ、冷ましておく

❸　鍋にバターを溶かし小麦粉を加え、ブツブツしてくるまでか
　　き混ぜさらに 1分間混ぜ続ける

❹　ミルクと脂肪分の多いクリームを加え、全体がなめらかにな
　　るまでかき混ぜる

❺　お好みのシュレッドチーズを加えて再び全体がなめらかにな
　　るまで混ぜる

　オリンピック・パラリンピックの年なのに、新型コロナウィルスの感染ニュースとその対
策の話題ばかりのこの頃です。（3月中旬現在）人や物資の移動がグローバルな今日では、
良いものも悪いものも、またたく間に広がっていってしまうということを実感します。イン
フルエンザほど危険ではなさそうなのに、治療薬や治療方法がわからない。得体のしれ
ないものに対する本能的な恐怖感が社会全体を覆っています。この号がお手元に届く頃
には、事態が収束に向かっていることを切に願っています。
　先号から姉妹都市カーメルの高校生が投稿してくれています。次号にも掲載の予定です。
アメリカの若者の視点からの記事にもご期待ください。

「マック＆チーズ」

❻　冷ましたパスタをチーズソースに入れ、パスタ全体にソース  
　　を良くからめる

❼　油を引いた容器にパスタを入れパン粉とお好みのスパイスを
　　加える

❽　オーブンでパン粉が色づき、チーズがブツブツするまで焼く

アメリカの料理
Hannah & Shivani’s


