申込方法

賛助会員特典

①協会情報紙「jiengo」（隔月）、協会機関誌「いわ
て国際交流」
（ 年１回）など協会の発行物を送付します。
②協会主催の催し等の案内をいち早くお届けします。
③協会主催のイベントやセミナーの参加費が割引にな
ります。
④「エスニックレストランマップ」を差し上げます。
提携している店舗で各種サービスが受けられます。
⑤「旅行優待マップ」を差し上げます。提携している
旅行会社で、各社企画商品の割引が受けられます。

年会費

「平成21年度賛助会員」新規･継続受付中！

①個人会員
②団体会員
③学生会員

１口
１口
１口

３,０００円
１０,０００円
１,０００円

情報紙「jien go」が新しく生ま
れ変わりました。情報提供を中
心にしつつ、一方的な発信だけ
でなく、双方向に語り合う場と
して紙面を活用していきたいと
考えております。読者の皆様か
らのご意見やご感想をお寄せく
ださい。

所定の振込用紙で銀行振り込み、ま
たは国際交流センター（協会）窓口
で手続きできます。案内資料、振込
用紙をお送りしますので、お気軽に
ご連絡ください。

賛助団体会員の皆様 平成 21 年度のご継続ありがとうございました。
紙面の都合上、ご紹介できませんが、個人会員の方々も多数加入いただいています。この場をお借りして御礼申し上げます。

岩手県青年海外協力協会
金ヶ崎町国際交流協会
日ロ協会岩手県センター
財団法人盛岡国際交流協会
JTB 東北盛岡支店
英会話サークル English Night
Career-Up Biz
日本貿易振興機構 盛岡貿易情報
センター
岩手県青年海外協力隊を育てる会
医療法人緑生会 西島産婦人科医
院 / 西島こどもクリニック

アンケートプレゼント

特定非営利活動法人善隣館
株式会社テレビ岩手
盛岡イングリッシュアカデミー
川村内科医院
日本中国友好協会盛岡支部
国際ゾンタ盛岡ゾンタクラブ
盛岡ターミナルビル株式会社
株式会社セルク
北日本通信株式会社
（5 月 7 日受付分まで）
（順不同）

入会・継続キャンペーン
6 月 30 日までに入会または
継続の手続きをしてい
ただくと、抽選でプレ
ゼントがあたるキャン
ペーンを実施中です。
詳しくはお問合せく
ださい。

http://www.iwate-ia.or.jp/ にアクセス！
岩手県国際交流協会のホームページが新しくなりました。

当協会は今年度、設立 20 周年を迎
えます。これを機会に、ホームペー
ジをリニューアルいたしました。も
うご覧になっていただけましたか？
新しいホームページでは、皆様に
より一層親しんでいただけるようイ
ラストを多く取り入れ、検索しやす
いようメニューを構成しました。
また、3 言語のトップページでイベ
ント情報を掲載しているほか、岩手
県の観光紹介など新しいページや機
能を追加しております。
皆様の身近にいる外国人の方にも
是非お知らせし、ご活用ください。

抽選でプレゼントがあたる ! 情報紙「jien go」アンケートのご協力ください。

右記の（１）～（３）に対する回答に、住所、氏名、電話番号、「日本語版６-７
月号アンケート」とお書き添えの上、ハガキ、ファックス、または電子メールに
て下記（財）岩手県国際交流協
会までお送りください。なお、
プレゼントの当選発表は発送を
もってかえさせていただきます。
今回のプレゼントは、
フェアトレードブックレット
いずれか 1 冊とフェアト
レード紅茶 1 箱 （ティー
バッグ 20 袋入） のセット
です。

アンケート
（１） 記事は分かりやすかったですか？
①とても分かりやすい
②分かりやすい
③分かりにくい
④とても分かりにくい
※③または④の方は、 できればその
理由も教えてください。
（２） 今回の jiengo で面白かったもの、
興味をもったものは何ですか？
（３） ご意見 ・ ご要望、 ジエンゴプラザ
への投稿をお寄せください。

3 言語対応
英語・中国語でも情報が見られます。

世界時計
世界の主要都市の現地時間が表示
されます。

締切日：７月 1 日（水 ) 当日消印有効

寄付のお願い

協会は、 活動をさらに推進していくとともに、 民間の立
場から国際交流 ・ 協力を通して地域の発展や活性化に
寄与して参ります。 協会の活動を継続的に展開していく
ためには、 協会の財政基盤の充実を図ることが必要で
あり、 趣旨をご理解いただき、 ご協賛をよろしくお願い
申し上げます。
※ 協会は、 「特定公益増進法人」 の認定を受けており、 協会への賛助会費 ・ 寄付金については税法上
の損金算入や寄付金控除が認められます。

編集・発行：（財）岩手県国際交流協会（国際交流センター）
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通 1-7-1 アイーナ 5 階
開館時間 9：00 ～ 21：30 ／休館日 年末年始
TEL 019-654-8900 FAX 019-654-8922
URL http://www.iwate-ia.or.jp/
e‐mail jyoho@iwate-ia.or.jp

イベントカレンダー
月ごとにイベント情報が見られます。
イベント情報、団体からの
お知らせ情報など募集中！

賛助会費 10% を国際協力活動へ！
4 月 22 日 （水）、 アイーナ 5 階国際交流センターで 「助
成金贈呈式」 が行われ、 平成 20 年度賛助会員費 10%
に当たる 14 万円が 「NPO 日本山西省友好協議会」 に
贈呈されました。 同会は、 中国人研修生の受入、 中国
山西省への桜花植樹 ・ 緑化事業、 日中友好旅行団の
派遣などの活動をしています。 贈呈された助成金は、
会の活動費として使われる予定。 賛助会員の皆様、 ご
協力ありがとうございました。

「草の根国際協力サポート事業」助成金贈呈式を行いました。
贈呈式には、 NPO 法人
日本山西省友好協議会
より、 宮野貞雄副会長兼
事務局長 （中）、 相馬高
広常任理事 （左） が出
席し、 当協会安藤厚理
事長 （右） より贈呈され
ました。

もりまど～るはフォークダンスのサークルで、 主にバルカン地方やトルコ、
イスラエルなどの踊りを踊っています。東北各地や関東のサークルの方々
と交流しています。 下記の通りパーティーを開催しますので興味のある
方は是非お越しください。 民族衣装に興味のある方もどうぞ。
パーティーでは皆でいろいろな地域の踊りを踊ります。

イベント
6
6
～
5
11
金

木

「アフリカを読む、知る、楽しむ子どもの本」 展

アフリカを身近に感じ、 理解を深め、 視野を広げ、 世界
の問題を考えるきっかけづくりとして、 絵本展、 講演会を
開催します。

「アフリカの絵本展」
アフリカの絵本の特徴は、 色彩が豊かで、 人びとの生活
様式や風土が描かれているものも多くあります。 アフリカ
の絵本を通してアフリカを学び、 また人間本来の生き方
や教え、 真の豊かさとは何かを読み取ることができます。
□時間 / 9:00 ～ 17:00 （6/8 は休館日）
□会場 / 盛岡市西部公民館 コミュニティホール

記念講演会 「ケニアでの図書館及び現地報告」

6

日

7

講師 ： 岸田袈裟さん （相模女子大学客員教授 ・ NPO
少年ケニヤの友副理事長）
岸田袈裟さんの講演会は、 アフリカでの活動 （かまどや
ぞうりなどの生活用品作り、 HIV 防止、 図書館建設や
支援、 薬草指導など） の報告をします。 アフリカをより
身近に感じてもらえる内容です。
□時間 / 10:00 ～ 12:00
□会場 / 盛岡市西部公民館 大会議室
□連絡先 / 読書サークルまいまいの会 （木下）
□電話番号 / 019-647-1395

6
6

土

66

留学生と市民のガーデンパーティー

世界各国の料理店が並び、 民族音楽などのパフォーマ
ンスが賑やかに披露されます。
□時間 / 12:30 ～ 17:00
□会場 / 岩手大学国際交流会館
□費用 / 料理は 1 品あたり 200 ～ 300 円程度
□主催 / 岩手大学留学生会
□問合先 / 019-621-6734 （岡崎）

6

日

フィリピン独立記念日

14 独立記念パーティーと UTAWIT 歌唱大会

詳細は下記連絡先へお問合せください。
□時間 / 13:00 ～ 16:00
□会場 / アイーナ 7 階 アイーナホール
□連絡先 / フィリピン名誉領事館 （アペーロ ・ ローズ）
□電話番号 / 019-626-9139
□e-mail / schizoid_7@yahoo.com

6

日

14

もりまど～る創立 35 周年記念パーティー

□時間 /
□会場 /
□会費 /
□持ち物

10:00 ～ 15:30 （昼食休憩あり）
盛岡市土淵地区活動センター
500 円 ※見学の方は無料です。
/ 中ズックなど体育館内で履けるもの、
動きやすい服装
□問合先 / e-mail : CZS14531@nifty.ne.jp （新津）
TEL&FAX : 019-688-0622 （田村）

6
20

土 平成 21 年度岩手県公会堂企画公募採用事業

情熱の夜 ・ フラメンコギターにのせて

□時間 / 開場 18 ： 00 開演 18 ： 30
□会場 / 岩手県公会堂 26 号会議室
□チケット / 大人 2,000 円、 高校生以下 1,000 円
（前売 ・ 当日とも）
□主催 / 岩手県公会堂音楽倶楽部
NPO 音楽企画 IMC
□共催 / 岩手県指定管理者いわて NPO センター盛岡
舞台共同体
□連絡先 / IMC 事務局 （田村）
□電話番号 / 090-2367-3463

6
21

いわて男女共同参画フェスティバル２００９

分科会⑥国際
DVD+ インタビュー

講演会 「日照に行こう！」

中国山東省日照市は、 日本ではあまり知られていません
が、 世界が注目する一大観光地です。 日照市出身で当
会理事のマフンシャさんに皆さんもぜひインタビューして
みませんか？
□時間 / 11:00 ～ 12:30
□会場 / アイーナ 8 階 804B 会議室
□定員 / 100 名
□主催 / ONEWORLD （ワンワールド）
□申込方法 / 電話にて事前申込
□申込締切 / 6 月 8 日 （月） 17:00 まで
□申込先 / お住まいの市町村役場担当課
□問合先 / 岩手県男女共同参画センター
□電話番号 / 019-606-1761

7
食でつながる岩手と世界
6
～
26 20 ～フードマイレージを通して～
金

土

月

青年海外協力隊帰国報告会

2 年の任期を終え、 昨年度帰国した 2 名の帰国隊員から
の活動報告。
□会場 / アイーナ 6 階 団体活動室１
□問合先 / JICA 岩手デスク
□電話番号 / 019-654-8900 （渋谷）
□e-mail / jicadpd-desk-iwateken@jica.go.jp

7

日

5

100 万人のキャンドルナイトｉｎいわて２００９夏至編

民族音楽を中心に、 世界各国の音楽のコンサートを開
催しておりますＩＭＣでは、 キャンドルライトコンサートを今
年 81 歳を迎える岩手県公会堂の 2 階レトロな会議室を舞
台に、 ろうそくの優しい灯りの中で開催。

日

6
27

第２回

アジアの屋台村＆外国人演歌民謡のど自慢

中国 ・ ウイグル ・ 韓国 ・ モンゴル ・ ベトナム ・ マレーシア ・
ネパール ・ バングラデシュ等の料理屋台が並び、 また留
学生など外国人が日本の歌に挑戦します。
□時間 / 11 ： 00 ～ 15 ： 00
□会場 / プラザおでって広場
（雨天の場合は肴町アーケード）
□費用 / 200 ～ 300 円の共通食事券を発売
□主催 / （財） 盛岡国際交流協会・岩手大学留学生会・
国際交流サークル U
□問合先 / （財） 盛岡国際交流協会 019-626-7524
岩手大学 岡崎 019-621-6734

相談会
6

水

17

7
15

外国人相談日

講座 ・ 教室
木

30

「日本で生活する外国人・私たちが出来る国際協調に向けて」 （仮題）
ＮＧＯ活動をしている方々から、 国際的な男女共同参画
の取り組みを学び、 私たち一人ひとりがどのように国際的
な協調、 連携が出来るかを考える。
□時間 / 講義 10:30 ～ 12:00 （または 12:30）
シンポジウム 13:00 ～ 15:00 （または 13:30 ～ 15:00）
□会場 / アイーナ 8 階 804 会議室
□参加費 / 無料
□資料代 / 100 円
□託児 / 託児室を用意します。 対象は 1 歳程度から就
学前の幼児で、 利用料は 1 人につき 1 日 500 円。
その他に昼食代別途 250 円が必要です。
□申込方法 / 電話、 メール、 FAX にて事前申込
□連絡先 / 岩手県男女共同参画センター
□電話番号 / 019-606-1761 □FAX / 019-606-1765
□e-mail / danjo@aiina.jp

募集
2
6
～
13 13
土

平成２１年度
いわて男女共同参画サポーター
養成講座第４回 （公開講座）

講義

「国際協調 ・ 世界の男女共同参画」 （仮題）

身近な食を通して岩手県と世界とのつながりを考える企画展です。 展
示期間内に講演会を予定しています。 講演会７月４日 （土） 予定

講師 ： 有馬真喜子さん （ユニフェム日本国内委員会理事長）、
大津恵子さん （人身売買禁止ネットワーク （JNATIP） 共同代表）

□会場 / アイーナ 5 階 環境学習交流センター
□問合先 / JICA 岩手デスク
□電話番号 / 019-654-8900 （渋谷）
□e-mail / jicadpd-desk-iwateken@jica.go.jp

外国における男女共同参画社会の現状を知る。 また、 稼
ぎ手として農村地域に嫁いだり、 祖国の仕送りの為、 エン
ターティナーとして夜働く外国人の実態を通して、 「労働
搾取」 という人身売買が身近でも起きている実態を学ぶ。

土

2010

フェアトレードコミュニティ
in いわてプロジェクト

9 回シリーズの連続セミナーで 「フェアトレード」 をとことん
学びましょう。
第1回

6/13（土） 13:30 ～ 16:00
「岩手のフェアトレードの現状から」

第2回

7/18（土）14:00 ～ 17:00
「日本のフェアトレード市場について」
講師 長坂寿久先生（拓殖大学教授）

水

在留資格などの相談に応じます。 無料。 秘密厳守。
日本語 ・ 英語 ・ 中国語で対応できます。 要予約。
□時間 / 15:00 ～ 18:00
□会場 / アイーナ 5 階 国際交流センター
□問合先 / 岩手県国際交流協会
□電話番号 / 019-654-8900
□FAX /019-654-8922
□e-mail / iwateint@iwate-ia.or.jp

7

シンポジウム

第3回

8/16（日）

第 4 回 9/21（月）～ 23（水）
「フェアトレード生産者から学ぶ～ネパール～」
第5回

10 /31（土）

第6回

11/14（土）

第7回

12/5（土）
「海外のフェアトレード事情を学ぶ
～フェアトレードタウン～」
講師 渡辺龍也先生（東京経済大学教授）

第8回

1/9（土）

第9回

2/13（土）

□会場 / 主にアイーナ
□参加費 / 無料
□定員 / 30 名
□条件 / プロジェクト全体を通して参加できる （予定の）
方であれば、 国籍、 年代などは問いません。
□申込方法 / 電話、 メール、 FAX にて事前申込
□連絡先 / 岩手県国際交流協会 （担当 ： 宮）
□電話番号 / 019-654-8900
□FAX /019-654-8922
□e-mail / june@iwate-ia.or.jp

安藤

理事長

あんどう

４月から加わった新しい役職員とスタッフを紹介します。
どうぞよろしくおねがいします。

稲田

常務理事

収

いなだ おさむ

日曜大工
謡曲（喜多流）、読書、
愛犬の世話
担当業務 協会運営全般
特技
趣味

小山 智子

スタッフ

おやま

ともこ

メッセージボード
このコーナーは、国際交流を希望する方々のために設置して
いる国際交流センターの掲示板に寄せられた情報です。友達、
サークルメンバー、ボランティア、語学パートナーなどの募
集やお知らせなどを掲載します。個人の掲示依頼者の連絡先
につきましては、国際交流センターにいらっしゃるか、岩手
県国際交流協会へお問合せください。

友達募集①

カリフォルニアへホームステイをし、現地の小学生に折り
紙を教えたり、簡単な日本料理を教えていました。体育会
の精神で皆様のお役に立てるよう頑張りますっ！

スタッフ

みゆき

宮野
みやの

水泳、テニス、着付け
青春１８きっぷを使って
日本を旅行すること
担当業務 ちゃっとランド企画・運営
日本語サポーター登録・ 紹介
特技
趣味

オーストラリアに１年間行って語学を勉強してきました。
人生をゆったりと楽しむことの大切さを感じました。
今年は日本文化についてもっと知りたいと思っています。

環
たまき

これといった特技のない
平凡な人間です。
趣味
韓国・中国ドラマ 映画
音楽 バイキングめぐり
担当業務 ホームステイ
展示・図書
NPO/NGO ボランティア情報提供
特技

もりまど～るはフォークダンスのサークルで、主に
バルカン地方やトルコ、イスラエルなどの踊りを
踊っています。特に必要なものはありません。どな
たでも気軽に始められます。身体を動かしてみたい
方、衣装に興味のある方、民族音楽に触れてみたい
方等々どなたでもお待ちしています。

友達募集②

西アフリカ太鼓クラス

私は中国―大連からの留学生です。日本人の友達
をしたいです。よろしくお願いします。

西アフリカの伝統太鼓、ジェンベを楽しく練習す
る初心者クラス

友達募集③

会費
問合先

私は中国人で、ドイツからの留学生です。１年間
盛岡で研修しています。私は中国語と英語とドイ
ツ語ができます。いま日本語の会話の練習したい
のでおしゃべりしてくれる友達を探したいです。

1500 円 太鼓レンタルあり（予約）
36sam@ezweb.ne.jp
または 090-9632-1593（サム助）

カポエィラ～ CAPOEIRA ～
ナサォン・カポエイラ・ジャパォン
カポエィラは、一説では格闘技の練習を禁止
されていたブラジルの奴隷達が音楽にあわせダ
ンスにカモフラージュしながら練習していたも
のが元になってできたと言われています。ビリ
ンバウという弦楽器のリズムに合わせて手拍子
をする人達の輪（ホーダ）の中で 2 人で組手
（ジョーゴ）をする踊りとも格闘技ともいえるブ
ラジルの伝統芸です。

友達募集④
私は中国の大連から留学生です。話す練習をした
いので日本人の友達作りたいです。

語学パートナー募集

場所
盛岡市立武道館
毎週日曜日 17:30 ～ 20:30
1
回 1,000 円 体験 1 回無料 見学自由
レッスン料
問合先 080-5558-5827（イワブチ）
iwabewild@yahoo.co.jp

言語：日本語
内容：新聞のニュースや社会のことについて話
し合う
場所：ｱｲｰﾅの国際交流センター
時間：日曜日

このコーナーでは、 ご意見、 ご感想など皆様からの
声を掲載します。

今回のテーマは 「フェアトレード」です。

自然を守れる︒

手仕事・品質が良い︒

世界フェアトレードディ in
いわてにご来場いただいた方
や、 盛岡市内の街頭アンケートに寄せられた声です。

来場者のメッセージ

フェアトレードで再会！

価格

いいんだけど︑ちょっと
高い︒

買ったもののうち何％が

生産者から直接消費者へ︒

理想的な貿易手段︒でも
身近にはない︒

信頼性・透明性がしっか
りしている︒

外国のほうがさかん︒

友人がネパールでこのよ オリジナリティがある︒
うな活動でがんばってい
ます︒もっと多くの方々 品質の良さに信頼が持て
に知ってもらいたいです︒ る︒

フェアトレード商品あた
たかみがあって大好きで
す︒

子供たちに夢を！

フェアトレードで世界が
平和に！

フェアトレードとエコで
自分と世界のために何と
かしよう！

フェアトレードの
イメージ

人間と自然が調和してい
るイメージを持っていま
す︒

簡単なことなのにやりた
い人︑できる人しかやっ
てないイメージ︒

作っている国の人に対し
ての敬意︒

生産者の生活改善にとっ
国際協力・途上国支援
て必要不可欠︒消費者の
意識を変える事が必要︒
かんたんにできる国際協
力︒
身近な製品の裏側を知れ
ば︑見方を変える人が増
途上国支援・国際支援で えると思う︒
きるのにかわいい物が買 発送に共感できる︒
える︒
自分が協力してうまく社
無理に社会貢献するもの 会が回るなら協力したい︒
ではないのが良さ︒
理念としては共感できる
今のところは﹁社会活動﹂ 面もあるが︑都会人が
という印象︒
ファッションとして行っ
ているようなちょっと軽
薄なイメージがある︒

貧しい国に対するよい運
動︒

詳しくは分からないが︑
なんとなく国際貢献して
いるイメージ︒

品質

農薬をなるべく使わな
い︑質のいい物を作って
提供している︒

たくさんのご来場、 ご協力ありがとうございました。

次回のテーマは 「外国語の学習法」です。

とっておきの語呂あわせや効果的な暗記方法などありま
したら、アンケートとともに皆様の声をお寄せください。

おいしいコーヒーをいた 生産者に届いているのか
だきました︒フェアトレー わかりにくい︒
ドが少しずつでも広がっ
ていくよう協力したいと やや高め︑だがどれほど
生産者にいっているかが
思います︒
分かれば少し高くても買
フェアトレード商品でア いたい︒
クセサリーを作りました︒
その他
︵６才︶

2 年間中国北京に留学していました。そこでは、様々な国
の人々に出会いました。
人との出会い、付き合いを大切にしていきたいと思ってい
ます。

もりまど～る会員募集

毎週月曜日 19 時～ 21 時
（盛岡市河北児童センター）
毎週水曜日 19 時 15 分～ 21 時
（盛岡市河北小学校体育館）
問合先：e-mail:CZS14531@nifty.ne.jp ( 新津 )
TEL&FAX:019-688-0622( 田村 )

2008 年 1 月～ 2009 年 1 月までの約 1 年間、世界
一周の旅をしてきました。日本人、外国人問わず、
「旅行」「旅」などに興味のある方と友達・仲間に
なれたらと思っています。

人材活用ネットワーク事業
外国文化講師紹介派遣事業

安部 美由樹
あべ

30 代後半の盛岡一高教員時代にユネ
スコ同好会の担当になった時から、少し
ずつ国際交流の分野に関わるようになっ
て、35 年以上になります。富士大学教
員のときにはモンゴルからの留学生 13
人の担任をしました。
「論語」や「唐詩選」
を一緒に読んだことが思い出です。
趣味、特技は特別なものはなく、県立博物館友の会有志の
句会（2 ヶ月に 1 回）に出て、「余生にも志あり冬銀河」なん
て句を作っているぐらいです。

特技
バレーボール
趣味
パン作り、サックス演奏
担当業務 多言語サポーター事業

当協会発足の頃、協会のお世話で 3 年間続けて東南アジア
諸国の方々の短期ホームステイを受け入れました。その後
も、交換留学生のホストファミリーになったりして、家族
ぐるみで草の根の国際交流を行ってきました。岩手の地震
の時には海外からも心配してくれました。

スタッフ

厚
あつし

協会からのお知らせ

「ミト チヤ」

昨年度、 当協会で新しく購入した図書の一部を紹介をします。
2 週間 5 冊まで貸し出していますので、 ご利用ください。

※ネパール語で「おいしい」

ネパールカレー × 岩手県産食材
日本はなぜ地球の裏側まで援助するのか

日本の国際協力に武力はどこまで必要か

チョコレートの真実

わたし８歳、 カカオ畑で働き続けて

これでわかるフェアトレードハンドブック

世界に広がるフェアトレード

コーヒー学のすすめ

おしゃれなエコが世界を救う

フェアトレードの時代

フェア ・トレードを探しに

国際協力

外国人と一緒に生きる社会がやってきた！

移民国家ニッポン

移民還流ー南米から帰ってくる日系人たち

国境を越えるー滞日ムスリム移民の社会学

コミュニティー通訳入門

多文化共生社会と外国人コミュニティの力

外国人をサポートするための生活マニュアル

外国籍住民との共生に向けて

多文化共生

今回は、5 月 10 日に開催した「世界フェアトレード・デイ in いわて」でベストレシピ賞を受賞した 2 組のレ
シピを紹介します。今年は応募総数 22 組のうち、書類審査により 10 組にしぼられ、午前と午後の部に別れ
て腕を競い合いました。審査員の小林先生（盛岡大学短期大学部教授）からは「今回はレベルが高かった。」と
の講評をいただきました。また、ニーハリカ・ラクスミ・シャヒさん（ネパール出身：盛岡大通「Nirvana」オー
ナー）からは「これを機会にネパールとの交流が深められればいいですね。」とのコメントをいただきました。
午前の部 ベストレシピ賞
立花 知英子さん
（盛岡市）

豆腐の ”ほろほろ ”カレー丼

◆材料◆（４人分）
ネパール・カレー（ベジタブルマサラ）
大さじ 1 と 1/2

留学奨学金と節約術

英語
ハローワーク
de

海外旅行のハローワーク

英語の国
ワーキングホリデー
de

英語からだ表現辞典

留学 ・ワーキングホリデー

トーキング・ボディ

英語で楽しく雑談できる本

東南アジア編

インド＋３カ国編

大きな文字の旅行会話

大きな文字の旅行会話

つたえる韓国語（入門編・基礎編・応用編）

英日完全対訳

対訳オバマ演説集

オバマ大統領就任演説

世界は英語をどう使っているか

ダボス会議で聞く世界の英語

いろんな英語をリスニング

アジアの視点で英語を考える

外国語で発想するための日本語レッスン

語学
ラララ親善大使

外国語を身につけるための日本語レッスン

※パンチフルナ・チリ・ガラムマサラ以
外を混ぜ合わせておいたもの

木綿豆腐
1丁
生しいたけ
4個
長ネギ
1本
米（押し麦・雑穀を合わせて米の 1 ～ 2
割程度混ぜたもの）
2 カップ
パンチフルナ（ネパール・カレーに入っ
ているもの）
小さじ 1
チリ（ 〃 ）
小さじ 1/2
塩、酒、しょうゆ、サラダ油
< ほろほろ >
うこぎ
1 パック
味噌漬け大根
30 ～ 40 グラム
（4、5 切れ）
くるみ
大さじ 2

★「ほろほろ」はうこぎを使った郷土料理。

◆作り方◆
①米、押し麦、雑穀を合わせて炊
飯器で炊く。
②ほろほろを作る。うこぎはさっ
と茹でて水にさらし、しっかり水
気を絞ってみじん切りにする。味
噌漬け大根とくるみをみじん切り
したものと合わせておく。
③豆腐はおおまかに切って 5 分程
ゆで、ざるとキッチンペーパーを
重ねたものにあげて水切りしておく。長ネギ、しいたけはあらみ
じんに切る。
④フライパンにサラダ油、パンチフルナを入れ弱火で熱する。香
りが出てきたら長ネギ、しいたけを加えしんなりするまで炒め、
ネパール・カレーを加えて炒める。
⑤豆腐の水気をしっかり切って加え、くずしながら炒める。
⑥酒、塩、しょうゆ（香り付け程度に）で味を調え、チリを加える（好
みで。なくてもよい）
⑦器にご飯を盛り、豆腐カレー、ほろほろをかける。

文学
金魚生活

時が滲む朝

ワンちゃん

廃墟の上でダンス

旅する名前

外国人の日本語いいまちがい大全集

街中のギモン

日本の衣食住 まるごと辞典

ニッポンのしきたり

対訳本

成功する留学 フランス

成功する留学 イギリス・アイルランド

成功する留学 カナダ留学

上海で働く

韓国で働く

カリフォルニアで働く

イタリアの風に吹かれて

外国語のおしごと 高校生の今見つける

日本人が誤解しやすい英語生活マナーブック

ナンちゃってピザ
◆作り方◆
①はじめに、スパイスを 1/2 袋ずつ混ぜておく。
②たまねぎとひき肉をバターで炒める。（たまねぎが透明になるくらい。）
③②にトマトとカレーパウダーを入れる。
④③に小麦粉を入れる。
⑤混ぜたものにコンソメスープ、塩、こしょ
う、トマトケチャップを入れ煮込む。
⑥とろみがつくまで煮る。
⑦出来上がったカレールーをナンの上にま
んべんなくのせ、その上にチーズをたっぷ
りのせる。
⑧鉄板にオーブンシートをひく。
⑨200 度にあたためたオーブンに入れ、
10 分程度焼く。
⑩チーズがトロリと溶けたら出来上がり !

午後の部 ベストレシピ賞
菊池 朋美さん 菊池 祐美子さん
（遠野緑峰高校）

◆材料◆（４人分）
たまねぎ 2 個･･･薄切り
ひき肉 130ｇ
トマト 1 個･･･角切り
バター 10ｇ
固形コンソメスープの素 1 個
水 180cc
ネパールカレーパウダー（チキ
ンマサラ） 12g
トマトケチャップ 30g
塩 小さじ 2
こしょう 少々
小麦粉 大さじ 2
チーズ適量

