
 インド洋に浮かぶ熱帯の国で1100を超える珊瑚礁と26の環礁からなるモルジブ諸島のことは 

ご存知でしょうか．．．白い砂浜、青い空、果てしなく続く海の青。まるで地上の楽園のよう。。。 

 1990年福岡市の子供会議の招聘のために、私は通訳としてモルジブ・スリランカを訪れました。“海

面上昇は始まっている”とのニュース。。。海面が3メートル上昇するとモルジブ諸島のような珊瑚の環

礁は完全に海面下に姿を消すと言われています。あの美しい海に囲まれた国が海底に沈んでいくと

は．．． 昨年、2020 年オーストラリアや南米・アマゾンで発生した史上最悪規模の森林火災のこと

は大きなニュースになりました。オーストラリアでは多くのコアラが犠牲になり生息地を奪われ痛まし

い惨事を多くの人は覚えていると思います。その他、インドネシアやシベリアなどでも森林火災で広大

な森が失われ、2020 年だけで日本の国土とほぼ同面積の森が消えたことになります。森林は地球上

の動植物の約５０％の生活の場で、彼らも住居を奪われ、絶滅の危機に瀕しています。 

 温室効果ガスである二酸化炭素を最も多く排出する石灰火力発電をなくすことは大事なことです。今

私たちが直面している深刻化している気候変動問題。大きな要因は温室効果ガスの大量排出。産業革命

以降140年余りの間に、地球の平均気温は1.2℃上昇。それ故に熱波や大雪や大雨、洪水や干ばつと

いった異常気象の発生頻度は飛躍的に高まり、それに伴った大規模な森林火災も頻発、他の地域より2

倍早く温暖化が進行している北極圏の生態系は、すでに重大な危機にさらされています。異常気象によ

る経済的損失は、2020年までの10年間で250兆円に達します。日本では2019年の台風19号

（約1兆6000億円）2018年の西日本豪雨(約1兆2150億円)は甚大な被害でした。 

2019 年末よりコロナが爆発的に世界に広がりました。感染症の流行は環境破壊と深い関係にあり

ます。原生林を開発し野生動物と人間が接触しやすくなることで、動物から人へ、未知の病原体が感染

するリスクが大きくなります。気候変動の影響で、蚊など病原体を媒介するいきものの生息域も広がっ

ています。気候変動を食い止め、環境を守ることは、私たち自身の命を守ることです。 

 

1964年の東京オリンピックは10月10日より24日の15日間開催され 

ました。2021年は7月23日～8月8日。パラリンピックは8月24日～ 

9月5日。問題はコロナの感染と猛暑をどのように乗り切るか．．． 

決して「平和の祭典」と言い難い、多くの不可思議な問題を残して見切り発車の 

オリパラ。大会の途中で閉会にならないことを願いたい。。。 

 

参考資料：地球を救え。岩波書店1991年9月30日発行/GREENPEACE Newsletter Vol.26とVol.29 
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その時間は生きてくる 
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新しい HP が出来ました  
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気候変動について 

Since 1975～ 
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            毎月第２・３木曜日 １６：００～１７：３０ 

参加費１回親子で８００円（コピー代含む） 

チロルの先生が、外国の絵本を英語で読んだり、外国のゲームをします。めずらしい本が 

たくさんあるよ。子供から大人まで、興味のある方は是非どうぞ。自然な英語にふれてみよう！      

☆要予約です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英語絵本読み聞かせ  

 

-韓国語を習って-  

版画家 小川幸一 

 

私は、版画シルクスクリーンを制作している生徒です。70歳です。韓国語教室ですばらしい朴順愛先生か

ら指導を受けています。チロル外国語スクールで韓国語の勉強をするきっかけとなったお話をいたします。

国内の文化庁推薦により外国で絵の勉強ができることを知りました。条件としてその国の語学を勉強し受講

の書類を出さないといけません。面接2回受けてまだ進行中ですが、歳には勝てません「本当かな！」。韓国

語教室が本当に楽しいです。感謝しています。「勉強は一生」、チロル外国語スクールの発展をお祈りします。 

           

-ドイツ語を習って- 

北原靖子 

 

ドイツはライアという楽器が生まれた国です。何度か訪れる機会がありました。せめて挨拶だけでも出来

るようになれたらと長い憧れの期間がありました。始めて一年半が経ちます。前回の授業中のことでした。 

「ドイツ語は難しい」という私。「違う。ドイツ語は楽しい」とアンディ（笑）。ドイツ語を通して、言語の

持つ奥深さや民族性に気づかされます。楽しい時間にと心使いして下さるアンディに甘えて、長く学んでい

きたいと思っています。                                

               

-中国語を習って- 

太田晴枝 

チロル語学学院で中国語を教わり、2年になります。中国語のりゅうせい先生は、とても聡明な方です。そ

して大変な勉強家です。只今のカリキュラムは、中国語会話をくり返しくり返し聴くリスニングです。中国の

お国柄を学ぶために中国一年の行事、中国家庭の味を中国語の説明と一緒に動画で送って下さいました。また、

日本の教科書に出ていた杜甫、李白の詩を現代風に訳して下さいます。間で日本には馴染み深い夜来香、テレ

サ・テンの甜蜜蜜を歌う授業もあり、とても楽しいです。チロル語学学院、学院長黒木鞠子先生を尊敬される

多くのお国の方が集い、先生としても教えてあります。すべての言葉はわからなくても、笑顔で繋がる世界平

和がここにあると感じます。そういうチロル語学学校、中国語教室にわくわく通っております。                                        
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小川様は妻の静子さんが英語を習いにいらしてからのお知り合いです。 

ユーモアのセンスもおありになります。私立高校の美術の先生だったのですよ。 

 

私が北原さんからライアを習い始めたのが、2005年10月から。仕事が優先で休むこと

も多くあっという間に月日が過ぎていってます。ライアのやさしい音色に癒されます。 

晴枝さんはチロルの大橋校のときから、中国語をとても熱心に習って下さりありがたい 

ことです。91歳のお母様をとても大事になさっている様子は微笑ましい。私が時々書く 

フェイスブックのファンでいらっしゃることは嬉しいことです。 

 



 

 

 

 

                   

 

Of all my relatives, there is one person that I 

would you like to emulate. My paternal grandmother, 

who’s now 102 years old, has been my source of 

inspiration for as long as I can remember. Although 

not educated in the sence of modern education, my 

grandmother has lived a healthy life in countryside 

ever since she was a young girl, she is very talented 

in many ways, she is hardworking, and almost never 

gives up. My grandma has been advising me to always 

do my best, always study hard, and to be the best 

person I can be. She was born and raised on the farm, 

and when she married my grandfather, they lived on 

his farm too. As a result, the only life my grandma 

knows is growing produces and raising sheeps and 

goats. My grandfather passed away last year in May 

at 107 years old. Even though my uncle and cousins 

constantly check on her, my grandmother is strong and 

can still go in the fields to collect produces for 

her meals. Without my grandmother, I think I would 

be a very different person than who I am today. 

 I wish to shere how she influenced my life style and 

how her choices made her and my grandfather live a 

long life which is not typical in Rwanda.  

 私の親戚の中で見習いたい人がいます。 

現在102歳の父方の祖母は、覚えている限りで私のイン

スピレーションの源です。 

祖母は現代の教育という意味の教育は受けていません

が、少女の頃から田舎で健康的な生活をしていて、多く

の点でとても才能があり、勤勉でほとんど諦めることが

ありません。 

祖母は私にいつも最善を尽くし、いつも一生懸命に勉強

をして、私が出来る最高の人になるようにとアドバイス

してきました。彼女は農場で生まれ育ち、そして祖父と

結婚し祖父の農場に住みました。 

結果として祖母が知っている唯一の人生は、農産物を育

てることや羊や山羊を飼育することです。 

 祖父は昨年の5月に107歳で亡くなりました。伯父と

親類たちがいつも祖母をチェックしていますが、彼女は

健康であり、自分の食事のために農産物を採りに畑にい

まだに行くことができます。 

 祖母なしでは、今日の私とは違う人間になっていたと

思います。祖母が私の生活スタイルにどのように影響

し、祖母の選択がどのように彼女と祖父をルワンダでは

一般的でない長生きをしたかを共有したいです。 

I’d like to introduce Germany by some common fact: 

-Germany lies at the heart of Europe. It shares its 

borders with nine other nations. No other European 

country has more neighbors.  

-The population of Germany is around 83 millions. 

-Germany is a federation. The federation and the 16 

states each have areas of responsibility of their own. 

-The Zugspitze(2962m) in Bavaria is the highest 

mountain. 

-There is no general speed limit on the Garman autobahn. 

Recommended speed limit is 130km/h. 

-German universities, as well as all lower school, have no 

tuition fees financed by taxes. About nine percent of 

pupils are taught at private schools that charge fees. 

いくつかの一般的な事実よりドイツを紹介したいと思いま

す。 

―ドイツはヨーロッパの中心にあります。他の 9 ヶ国と国

境を共有しています。そんなに隣国があるヨーロッパの国

はありません。 

-ドイツの人口は約8300万人です。 

-ドイツは連邦です。連邦と16の州はそれぞれ独立してい

ます。 

-バイエルンのツークシュピッツェ山(2962m)は最も高い

山です。 

-ドイツの高速道路には一般的な制限速度がありません。推

奨速度は時速130kmです。 

-ドイツの大学は小中校と同じように税金から供給され学

費は必要ありません。生徒の約 9％が有料の私立大学で教

えられています。 

Silas Habimana講師(土曜日・大人英会話/九大大学院化学工学専攻)による母国ルワンダの国の紹介第3回目です。 

世界シリーズ 
Andreas Ibach（ドイツ南部ヴィリンゲン出身） 

アンディ―先生はチロルで 25年間もドイツ語を教えて頂いて誠実な人柄です。 

ユーモアがあり楽しく会話がはずみ、小学校でも英語を教えています。 ～前号の続き～ 
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鬼頭祐誠くんの母・雅美様からのお便り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                  

今日6月9日はここ福岡は30℃を超える夏がやってきました。  

我が家の庭にはブルーベリーが日々実をつけてくれ、紫陽花のアナベル

も素敵に咲いてくれています。 東京のオリンピックパラリンピックは

コロナ禍に加えてもし40℃以上になればどうなるのか．．．。 

あまりに無謀な催しに国民の一人として怒りが込み上げてきます。 

菅首相は「安全安心」の言葉を何回も何回も繰り返されますが、具体

的には何の説明もありません。あの灼熱の東京に外国の選手たちも含め

て大会関連の人々が押し寄せたら、何処からかコロナ感染が広がるのは

当たり前なのでは．．．。そうなってからは手のつけようがありません。尾

身会長はそのことを懸念しての発言がありました。それに対して菅政権

は聞く耳を持たないようです。 

国民の世論は7割以上がオリパラ反対？！それに多くの声に出せない

弱い人々を犠牲にしての大会。この問題山積みのオリパラに多くの人の

反対を結集していきたいものです。 

黒木先生 

 お元気ですか？コロナで本当に日常生活が制限され、気持ちも晴れませんね。先生も覚えてくださっていたので

すね。ありがとうございます。祐誠は大学生になれました。春が来ましたよ。名古屋市立大学医学部と藤田医科大

学医学部にとご縁がありました。家から近いのともちろん経済的にと名古屋市立大学に進学しました。保育園から

の夢で医者になるということの第一歩を歩ませていかせていただけることに本当に感謝しています。 

息子もこれからが本当の勉強が続くと思います。ただ希望の道に行かせていただける息子は本当に幸せ者と思い

ます。福岡の時に先生から英語の楽しさを体感させていただきありがとうございます。今は本人は部活に何に入ろ

うかと自動車学校と受験から解放され少しのびのびと学校生活を送っているようです。英検は高校 2 年生で確か英

検 2 級を取得したと思います。息子は暗記教科が苦手で、社会また実は英語の単語覚え文法なども苦労していたよ

うです。長文は最初は丁寧に時間かけてもいいので説いて、英作文は必ず添削を先生にお願いしていたようです。 

 やはり理数系が得意で英語は決して得意な教科ではないようでしたが、足を引っ張らないように同じ問題集を何

度も解いていたりしていたんだと思います。ただ、医学の道は論文を読んだり発表も英語が必要なので、これから

ももちろんのこと英語の勉強はますます必要と本人は感じていると思います。ぜひ、コロナも治まり先生にお会い

できることを楽しみにしています。お体にはお気を付けください。              名古屋在住 

 

文責/編集：黒木鞠子  スタッフ：清川英子/上野由起/武田かおり/野口歩美          -4- 

一人っ子の祐誠君は父や母に連れられて4歳から6歳の時 

チロルのお教室へ。その真摯な眼差しは忘れることが出来ません。

毎年年賀状を頂き祐誠君の成長を報告して頂きました。 

人の為の医者になって下さることを心よりお祈りいたします。 

高津頼恵さんは昨 7 月より韓国語を習い

始め。CGアートの作家。実家のある田川

は190坪と畑と山を持つ地主さんでもあ

ります。広大な土地を社会の為に貢献し

たいと考慮中です。 

 

-母の死- 

 5月26日最愛なる母との別れがあっ

という間にやってきた。5 年前から母

は施設にお世話になっていたが、コロ

ナ禍となり直接母に触れられない日々

が 1年 6カ月も続く、本当にやりきれ

ない日々だった。母に何もしてあげら

れなかったという申し訳なさが心を締

め付ける。 

葬儀時に「自分の言葉で皆様にお礼

が言いたい」と母が 5 年前に録音して

いた声を会場で流させてもらった。皆、

涙で母の言葉を聞いてくださった。今

は、母に感謝しかない。私達姉妹を育

ててくれた御恩を生きている間に皆様

にどれだれ返せるのか、今後の私の目

標となった。 


