
　　
1 月（140）号の主な目次

北京雑感その31「住宅の新築」

私の調べた四字熟語29「匹
ひ っ ぷ の ゆ う

夫之勇」

媛媛讲故事⑩「嫦娥奔月（嫦
じょうが

娥、月に上る）」

中国を読む58番外：ラオス・山の子どもたちに…
松本杏花さんの俳句集・「余情残心」より
台湾 -美麗宝島㊤ 北大武山
四姑娘山・写真便り⑮「女王谷の結婚式」

成都の家庭料理・麻婆豆腐の作り方

スリランカ紹介25「ジャフナ珍道中 Ⅰ」
アフリカとの出会い・特別寄稿「ＹＥＳ，ＷＥ ＣＡＮ！」

私の四川省 一人旅21　亜丁Ⅷ　
中国・東北三省の旅2「広開土王の夢のあと」
‘わんりぃ’‘わんりぃ’’【活動報告】「京劇わくわく講座」「京劇わくわく講座」

わんりぃ’掲示板
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3 月（141）号の主な目次
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……………5
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……………………10
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……………13
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15
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…………………17
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………………………………………19

北京雑感その32「前門大街辺りの変化」
私の調べた四字熟語30「公平無私」
媛媛讲故事⑪「孟姜女の伝説」
中国を読む59
松本杏花さんの俳句集・「余情残心」より
台湾 -美麗宝島㊥ 檜谷山荘の夜
四姑娘山・写真便り⑯「熱帯雨林に隠遁する‘森の人’」
漢方薬にご注意
私の四川省 一人旅22　亜丁Ⅸ
スリランカ紹介26「スリランカ北部における紛争」
写真集「カメラを通してみたスリランカ」
アフリカとの出会い30「毎日がクロスカントリー
中国・東北三省の旅3「聖なる山・長白山（白頭山）」
中国語で歌おう！会・3月の歌/「襟裳岬」中国語歌詞
四姑娘山山麓の地震復旧状況・報告
‘わんりぃ’【活動報告】 新年会
わんりぃ’掲示板

　　4 月（142）号の主な目次

北京雑感その33「職場の減少」
私の調べた四字熟語31「滅私奉公」
台湾 -美麗宝島㊦ 台中の逢甲夜市
執念が生んだ精進料理
TBSテレビ「報道の魂」を見て
媛媛讲故事⑫「孟姜女の伝説Ⅱ」
四姑娘山・写真便り⑰「女王谷のミカン」
中国・東北三省の旅4「渤海国興亡記」
松本杏花さんの俳句集・「余情残心」より
私の四川省 一人旅23　亜丁Ⅹ
スリランカ紹介27「ジャフナ珍道中Ⅱ」
アフリカとの出会い31「耀く子どもたち」
わんりぃ’掲示板
中国語で歌おう！会・4月の歌/「阿里山的姑娘」歌詞
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　　5 月（143）号の主な目次

北京雑感34　「季節の変化」
私の調べた四字熟語32「流言飛語」
物知りノート⑧端午節とチマキの由来
松本杏花さんの俳句集・「余情残心」より
中華チマキの作り方
関帝さまゆかりの塩～中国の死海・運城の塩湖～
媛媛讲故事⑬「梁山伯と祝英台」Ⅰ
中国を読む（番外）「空の民の子どもたち…」
四姑娘山・写真便り⑱「女王谷の言葉」
５月の歌・歌詞
スリランカ紹介28「ジャフナ珍道中Ⅲ」
私の四川省 一人旅24　亜丁11
アフリカとの出会い32「変わらない家族の姿」
わんりぃ’掲示板
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　　6 月（144）号の主な目次
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……………………14

………………16

…………………………17・18

………………………………………18

北京雑感35　「北京の小鳥」
私の調べた四字熟語33「鶏鳴狗盗」
物知りノート⑨サッカーの起源について
中国を読む（59）「日朝関係の克服…」
山西省あちらこちら⑤太行山
媛媛讲故事⑭「梁山伯と祝英台」Ⅱ
松本杏花さんの俳句集・「余情残心」より
四姑娘山・写真便り⑲「長坪村の地震復旧状態」
アフリカとの出会い33「クラン・地域の絆」
スリランカ紹介29「ジャフナ珍道中Ⅳ」
私の四川省 一人旅25　亜丁12
‘わんりぃ’活動報告・サークル祭
わんりぃ’掲示板Ⅰ・Ⅱ
５月の歌・歌詞

　　7 月（145）号の主な目次

北京雑感36　「北京の市場 1」
媛媛讲故事⑮「白蛇伝」Ⅰ
私の調べた四字熟語34「月下氷人」
中国を読む（60）「深夜特急Ⅰ・Ⅱ」
中国東北地方話①「ハシバミの実」
物知りノート⑩「テニスと卓球の起源」
松本杏花さんの俳句集・「余情残心」より
アフリカとの出会い34「アフリカの子どもの日」
土の香りのモダンアート①金山農民画
スリランカ紹介30「ジャフナ珍道中Ⅴ」
7月の歌「几度花落时 」 歌詞

ラオス・山からだより「G村滞在記」①
私の四川省 一人旅26　亜丁13
わんりぃ’掲示板
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　　9 月（146）号の主な目次

………………………2
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北京雑感37　「北京の市場 Ⅱ」
媛媛讲故事⑯「白蛇伝」Ⅱ
私の調べた四字熟語35「大逆無道」
松本杏花さんの俳句集・「余情残心」より
「水墨画のおすすめ」
土の香りのモダンアート②「農民画の始まり」
アフリカとの出会い35「私の理想の村」
スリランカ紹介31「ジャフナ珍道中Ⅵ」
9月の歌「哆啦Ａ梦」 ドラエモン・歌詞
ラオス・山からだより「G村滞在記」②
私の四川省 一人旅27　亜丁14
中国河南省開封市「河南大学」での30日
四川大地震のその後「成都～パンダの里・臥龍」への道路事情」
中国を読む61「深夜特急3・4・5・6」
映画「犬と猫と人間と」
‘わんりぃ’掲示板

　　10 月（147）号の主な目次

北京雑感38「北京の市場Ⅲ」
私の調べた四字熟語36「盤根錯節」
媛媛讲故事⑯「白蛇伝」Ⅲ
土の香りのモダンアート③「金山農民画」
スリランカ紹介32「ジャフナ珍道中Ⅶ」
アフリカとの出会い36「アフリカンファミリーの姿」
中国を読む・番外「知るということ」
ラオス・山からだより「G村滞在記」③
松本杏花さんの俳句集・「余情残心」より
表紙写真の説明
私の四川省 一人旅28　亜丁15
10月の歌「蘇州夜曲」の歌詞
中秋節の思い出
‘わんりぃ’活動報告・「媛媛の月餅」交流会
「媛媛月餅」の作り方
わんりぃ’掲示板

……………………………2

……………………3

……………………………4

……………6

…………………7

…8

…………………9

……………10

……………11

……………………………………11

……………………12

……………………14

………………………………………14

……………15

……………………………………16

………………………………16・17・18

　　11 月（148）号の主な目次
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北京雑感39「変わってほしい北京Ⅰ」

私の調べた四字熟語37「屋
おくうのあ い

烏之愛」

媛媛讲故事⑱「呉
ウーガン

剛、桂の樹を伐る」

松本杏花さんの俳句集・「余情残心」より

土の香りのモダンアート・農民画④

‘わんりぃ’活動報告・「農民画・お話とスライドの

会」

表紙写真について

「杭州見聞録」

11月の歌「几多愁」の歌詞

スリランカ紹介33「ジャフナ珍道中Ⅷ」

中国を読む64「日本ブランドで行こう」

アフリカとの出会い37「ケニア式結婚披露宴」

私の四川省 一人旅29　亜丁16

わんりぃ’掲示板

　　12 月（149）号の主な目次

………………2

…………………3

………………4

…………5

…………………………6

…………………8

…………………………………9

…………………………9

……………10

……………………………………11

……………………12

…………14

…………………………………15

………………16

………………………………17・18

北京雑感40「変わってほしい北京Ⅱ」

私の調べた四字熟語38「風
ふうせいかくれい

声鶴唳」

媛媛讲故事19「牛郎と織女の伝説Ⅰ」

松本杏花さんの俳句集・「余情残心」より

中国東北地方2「黒龍江の話」

土の香りのモダンアート・農民画⑤

老陳酢簡単料理・二題

12月の歌「故郷之月」歌詞

スリランカ紹介34「ジャフナ珍道中Ⅸ」

表紙写真について

私の四川省 一人旅30　亜丁17

アフリカとの出会い 38「ケニア人ママ」

アジアを読む（番外）

‘ わんりぃ ’ 活動報告・夢広場参加

‘ わんりぃ ’ 掲示板


