
北京雑感その 1
中国を読む 29【山の郵便配達】
黄土高原来信第二部「陝北女娃娃」2　菲菲

「陝北女娃娃」　菲菲 ( 原文）

媛媛来信 20・「春聯」の話
香格里拉 (シャングリラ）を求めて
ラオスの山からだよりⅦ
ピースボート105日間の旅Ⅸ
中国語で歌おう！ 1月のお知らせ
アフリカとの出会い 6・アフリカンマーケット
松本杏花さんの俳句
チベット族の聖なる山・四姑娘山
‘ わんりぃ ’ 掲示板
日本スリランカ文化交流協会の紹介
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北京雑感その 2
媛媛来信 21・「春の話」
中国を読む 30【日中はなぜ分かり合えないのか」】
黄土高原来信第二部「陝北女娃娃」3　欢琴

松本杏花さんの俳句
活動報告・馬頭琴の話と演奏の会
香格里拉 (シャングリラ）を求めて
「雲南省うどん（米線）の旅－1」
ラオスの山からだよりⅧ
ラオスの村での図書館建設記
チベット族の聖なる山・四姑娘山
アフリカとの出会い 7・なんで動物見たいの？
‘ わんりぃ ’ 新年会報告
‘ わんりぃ ’ 掲示板
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北京雑感その 3「北京の交通事情 -1」
媛媛来信 22・「寒食節と綿山」
黄土高原来信第二部「陝北女娃娃」4小刘老师

小刘老师 （原文

中国を読む 31【祖国とは国語】
私の調べた四字熟語 1・臥薪嘗胆
「雲南省うどん（米線）の旅－ 2」
チベット族の聖なる山・四姑娘山 3　楽しみ方 2
アフリカとの出会い 8「農村で暮らすある日」・
ドキュメンタリー映画「北朝鮮の夏休み」上映に当たって
松本杏花さんの俳句「拈花微笑」より
「中国語で歌おう！会」新規発足について
‘ わんりぃ ’ 掲示板
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北京雑感その 4「北京の交通事情 -2」
媛媛来信 24・「洪洞県の槐樹」
松本杏花さんの俳句「拈花微笑」より
黄土高原来信第二部「陝北女娃娃」5＜紅梅＞
黄土高原来信第二部「陝北女娃娃」6＜巧峰＞
＜紅梅＞＜巧峰＞（原文）
中国を読む 31【歌舞伎町の中国女】
私の調べた四字熟語 1・乾坤一擲
「雲南省うどん（米線）の旅－ 3」
四姑娘山麓・フラワーウオッチング -1
アフリカとの出会い 9「私のアフリカンファミリー」
【活動報告】「北朝鮮の夏休み」
【活動報告】渡邊義孝し講演会「旅と人々と暮らしと」
あさおサークル祭り案内
‘ わんりぃ ’ 掲示板
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北京雑感その 5「北京の交通事情 -3」
媛媛来信 25「美女・貂嬋の謎」
黄土高原来信第二部「陝北女娃娃」7＜巧琴＞
松本杏花さんの俳句「拈花微笑」より
’06済州島漢

ハル
拏
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へⅠ-登山口まで

四姑娘山麓・フラワーウオッチング -2
私の調べた四字熟語 3・野郎自大
中国を読む 32【小蓮の恋人】
「あさおサークル祭り」報告
「北朝鮮の夏休み」上映会に参加して
ラオス山からだより「太郎の図書館を作りたいⅧ」
アフリカとの出会い 10「カソイト・スラム」
‘ わんりぃ ’ 掲示板

7 月号の目次は恐縮ですが 2006 年度 7月

号をご覧ください。



　　
　

　　
　

9 月（116）号の主な目次

北京雑感その 6「楽しく食べて…」
媛媛来信 26「明、清代の山西商人」
「陝北女娃娃」8＜秀秀、芯芯、娜娜、　そして苗苗＞
私の調べた四字熟語 5・一衣帯水　　
松本杏花さんの俳句「拈花微笑」より
四姑娘山・花の山旅紙上写真展
ラオスでの図書館建設の経過
アフリカとの出会い11「人間のふるさとアフリカ」
日本とスリランカ

ヌワラエリヤ名物の花売り
中国を読む 35【東方見便録】
‘ わんりぃ ’ 掲示板
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11 月（117）号の主な目次

北京雑感その 7「北京の公園」
媛媛来信 27「壷口瀑布 -黄河の魂」
「陝北女娃娃」12＜反反と改改＞
「陝北女娃娃」＜反反和改改＞原文
私の調べた四字熟語 6・四面楚歌
大姑娘山登山之記
中国を読む 36【ものがたり史記】
韓国ドラマを旅する
アフリカとの出会い12「ナイロビの証券市場」
松本杏花さんの俳句「拈花微笑」より
キャンディロードの蒸気機関ロードローラー
‘ わんりぃ ’ 掲示板
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12 月（118）号の主な目次

北京雑感その⑨「北京の公園Ⅱ」
媛媛来信 「趙氏孤児」と蔵山（ツァンシャン）
「陝北女娃」⑬〈彩虹〉
「陝北女娃」⑭〈苗苗〉
中国を読む 「至福のとき」 莫言中短編集
私の調べた四字熟語⑦ 朝三暮四
松本杏花さんの俳句「拈花微笑」より
韓国・智異山に登る
「中国語で歌おう」11月の予定
私の四川省一人旅（序章）
アフリカとの出会い⑬「日本車天国」
YAPAHUWA（ヤーパフワ）遺跡
なぜ、私財を投じて─西村勝一氏を偲ぶ
‘わんりぃ’掲示板
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‘ わんりぃ ’119 号の主な目次

北京雑感その 10「北京の公園Ⅲ」
媛媛来信 29「山西太鼓音楽」
「陝北女娃」15＜雪雪と雪琴＞
「陝北女娃」16＜文瑛と文文＞
「中国を読む」からの出会い
私の調べた四字熟語 8・呉越同舟
松本杏花さんの俳句集「拈花微笑」を読んで
松本杏花さんの俳句集「拈花微笑」より
韓国・智異山に登るⅡ
私の四川省 一人旅（九寨溝・黄龍・松藩）
ぼくが見て感じたスリランカ 3「世界一高い玩具」
アフリカとの出会い14「大統領選挙にかける思い」
‘わんりぃ ’の活動から
‘ わんりぃ ’ 掲示板
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