
　　1 月（150）号の主な目次

北京雑感41「打包と量り売り」
私の調べた四字熟語39「天

てんちかいびゃく

地開闢」
媛媛讲故事20「牛郎と織女の伝説Ⅱ」
湖南省への旅 1「中国の大学で講義をする」
湖南省への旅 2「学生達との交流風景」
四姑娘山・写真だより 20「女王谷の正月風景」
アジアを読む（63）
土の香りのモダンアート・農民画⑥
1月の歌「故郷」歌詞
アフリカとの出会い 39「早すぎる永遠の別れ」
スリランカ紹介35「ジャフナ珍道中Ⅹ」
松本杏花さんの俳句集・「余情残心」より
私の四川省 一人旅32　亜丁18
特別企画・春節ミニコンサート
わんりぃ ’ 活動報告・クリスマスライブ参加
‘ わんりぃ ’ 掲示板
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　　3 月（151）号の主な目次

北京雑感42「存包処」
私の調べた四字熟語40「南

な ん か の ゆ め

柯之夢」
媛媛讲故事21「八仙の伝説」
アジアを読む（64）「侠骨記」
台湾の規則と恩恵
湖南省への旅 3「張家界と鳳凰」
土の香りのモダンアート・農民画⑦
松本杏花さんの俳句集・「余情残心」より
「今年は寅年・陝北の虎の剪紙」
3月の歌「太陽出来喜洋々」歌詞
アフリカとの出会い 40「何を待っているの？」
スリランカ紹介36「ジャフナ珍道中ⅩⅠ」
私の四川省 一人旅33　亜丁19
わんりぃ ’ 活動報告・楽しかった新年会
わんりぃ ’ 活動報告・春節ミニコンサート
‘ わんりぃ ’ 掲示板
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…………………………5

……………………………………6
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…………………………………20

　　4 月（152）号の主な目次

北京雑感43「囲
かこ

い」
私の調べた四字熟語41「四

しぶんごれつ

分五裂」
媛媛讲故事22「八仙の伝説 Ⅱ」
アジアを読む（65）「憲法とはなにか」
台湾の鉄道遺跡と言語
土の香りのモダンアート・農民画⑧
ご一緒にいかが？中国語で歌おう！会
4月の歌・「槐

huái huā jǐ shí kāi

花几时开」
一緒に考えて！日本語指導の現場から
松本杏花山の俳句集・「余情残心」より
アフリカとの出会い 41「叔父さんが…」
ケニア風・春野菜のシチュウ・レシピ
スリランカ紹介37「スリランカの世界遺産」
私の四川省 一人旅34　亜丁20
‘ わんりぃ ’ 掲示板Ⅰ
‘ わんりぃ ’ 掲示板Ⅱ
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…………………………………20

　　5 月（153）号の主な目次
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…………………………………18

北京雑感44「囲
かこ

みⅡ」
私の調べた四字熟語42「蟷

とうろう

螂之斧」
媛媛讲故事23「八仙の伝説Ⅲ」
土の香りのモダンアート・農民画⑨
松本杏花山の俳句集・「余情残心」より
アジアを読む（66）「経済ってそういうこと…」　
【活動報告】クッキーと生チョコの会
カンボジアの村の暮らしⅠ
アフリカとの出会い 42「叔父さんが…②」
日本語教授の現場から
スリランカ紹介38「スリランカの世界遺産Ⅱ」
5月の歌・歌詞「夜来香」
私の四川省 一人旅35　亜丁21
‘ わんりぃ ’ 掲示板Ⅰ
‘ わんりぃ ’ 掲示板Ⅱ

　　6 月（154）号の主な目次
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…………………………………20

北京雑感45「北京の行く末は？」
私の調べた四字熟語43「鉄

てっせきしんちょう

石心腸」
媛媛讲故事24「八仙の伝説Ⅳ・張果老」
土の香りのモダンアート・農民画10「花傘」
アジアを読む（67）「司馬遼太郎エッセンス」　
イラストレーター・叶

イエリン

霖さんのこと
フィールドノートの走り書き１
カンボジアの村の暮らし（2）
6月の歌・歌詞「郷

xiāngj iān de x iǎolù 

间的小路」
アフリカとの出会い 43「恐怖の鞭」
松本杏花さんの俳句集・「余情残心」より
スリランカ紹介39「スリランカの世界遺産Ⅲ」
私の四川省 一人旅36　亜丁22
【活動報告】漢詩朗読の会
‘ わんりぃ ’ 掲示板

7 月（155）号の主な目次

私の調べた四字熟語44「刎頚之友」

アジアを読む（68）「神の子ども達はみな踊る」

媛媛讲故事25「八仙の伝説Ⅴ・韓湘子」

松本杏花さんの俳句集・「余情残心」より

北京雑感46「北京市生活地図冊」

土の香りのモダンアート・農民画11「愛水護水」

フィールドノートの走り書き②毛おじさん

7月の歌・歌詞「一剪梅」

【活動報告】あさおサークル祭

カンボジアの村の暮らし③

スリランカ紹介40「スリランカの世界遺産Ⅳ」

私の四川省 一人旅37　亜丁23

アフリカとの出会い 44「アフリカンフェスタ」

‘ わんりぃ ’ 掲示板
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9 月（156）号の主な目次

北京雑感47「中国」は健在なり

私の調べた四字熟語45「意気揚々」

媛媛讲故事26「八仙の伝説Ⅵ・何仙姑」

土の香りのモダンアート・農民画12「伝説の桃」

フィールドノートの走り書き③毛おじさん 2

松本杏花さんの俳句集・「千里同風」より

【活動報告】ビデオ上映「ヤオトンの生活」とお話

四姑娘山山麓に蘭の花を求めて

スリランカ紹介41「大学野球選抜チームの来日」

アジアを読む69「魔女の1ダース～正義と常識…」

私の四川省 一人旅38　亜丁24

アフリカとの出会い 45「スクマウィキな毎日」

映画「私の叙情的な時代」上映に寄せて

‘わんりぃ’掲示板
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10 月（157）号の主な目次

北京雑感48「本屋さん」

農民画13「中秋の贈り物」

松本杏花さんの俳句集・「千里同風」より

私の調べた四字熟語46「不得要領」

【活動報告】手づくり月餅の会

媛媛讲故事27「八仙の伝説Ⅶ・藍采和」

アジアを読む（70）「歴史の視点・私の雑記帖」

フィールドノート④「陝北の剪紙、ことはじめ」

黄土高原・やぶにらみの旅

スリランカ紹介42「スリランカの世界遺産Ⅴ」

私の四川省 一人旅39　「稲城で」

アフリカとの出会い 46「ナイロビのＯＬ事情」

‘ わんりぃ ’ 掲示板
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11 月（158）号の主な目次

北京雑感49「北京の秋」

私の調べた四字熟語47「昼夜兼行」

媛媛讲故事27「八仙の伝説Ⅷ・曹
そうこくしゅう

国舅」

農民画14「とんぼ」

埼玉県山西省友好会館「神怡館」を訪ねてみませんか

松本杏花さんの俳句集・「千里同風」より

アジアを読む（71）「娘と話すアウシュヴィッツってなに？」

黄土高原・やぶにらみの旅（二）

【活動報告】京劇俳優・殷秋瑞さんと読む漢詩の会Ⅱ

福建見聞録 1「結婚事情」

スリランカ紹介43「町田市自然休暇村・旅行記」

アフリカとの出会い 47「マサイの企業戦士」

私の四川省 一人旅39　「稲城で」

‘ わんりぃ ’ 掲示板
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12 月（159）号の主な目次
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………………………………………13
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北京雑感50「北京のサプライズ」

私の調べた四字熟語48「一
いちだくせんきん

諾千金」

媛媛讲故事29「八仙の伝説Ⅸ・八仙・海を渡る①」

農民画15「魚　塘」

アジアを読む（72）「翻訳と日本の近代」

松本杏花さんの俳句集・「千里同風」より

フィールドノート⑤ めぐる時間 -同じようで違う

黄土高原・やぶにらみの旅（三）

劉薇・中国コンサートツアーに参加して」

牡丹江で想う

スリランカ紹介44「ダンブーラの石窟寺院」

アフリカとの出会い 48「叔父の来日に思う」

私の四川省 一人旅41　「理塘の街で」

【活動報告】張紹成さんの「新・気功体操体験講座」

第8回留学生トークプラザより「真の幸せとは」

‘ わんりぃ ’ 掲示板


