1 月（170）号の主な目次
北京雑感（61）北京の大きさ ……………………………2
私の調べた諺・慣用句 6「三 顧 の 礼 …………………3
」
媛媛讲故事（40）怪異シリーズ⑨「鬼の話・二題」
……4
読む（83）
「この国のかたち Ⅱ」
…………………………6
「お正月様」と
「きりこ」
・南三陸町と気仙沼の正月飾り…7
四姑娘山写真だより 25「花の写真の撮影ポイント」10
中国‐城市めぐり (12）張家界市、そして武陵源……12
スリランカ紹介（54）植物園その 1・スパイスガーデン…15
アフリカの日々 (59)「楽しき通勤地獄」
………………16
松本杏花さんの俳句集「千里同風」より ………………17
私の四川省一人旅（52）草原の中の街・塔公Ⅱ……18
わんりぃ 活動報告・
「つなげよう 広げよう・・・」………20

アンケート自由感想と集計結果 ……………………21
留学生のスピーチ原稿 / 劉麗那・顧傑・朱晏璐 ………22
わんりぃ

…………………………………24

掲示板

3 月（171）号の主な目次
北京雑感（62）
私の北京、今何処 ……………………2
私の調べた諺・慣用句 7「愚公、山を移す」
…………3
媛媛讲故事（41）
「郭元振 , 妖獣を退治する………4
」
松本杏花さんの俳句集「千里同風」より

フィールドノート（番外）
「一月の南三陸町訪問だより」 7
読む（番外）「外国人のための子育て支援会議」を傍聴して思う 9
中国‐城市めぐり (13）長春市 ……………………10
スリランカ紹介（55）植物園・そのⅡ
……………………14

松本杏花さんの俳句集「千里同風」より ………………5
四姑娘山写真だより26「女王谷の春節行事」……………6
わんりぃ 活動報告「第7回漢詩の会」 ……………8
中国‐城市めぐり (14）長春市Ⅱ………………………9
アフリカの日々 (61)「頼みごと天国」………………13

わんりぃ 活動報告「2012年新年会」 …………………19

読む（番外）「日本という国で子育てをすること」
……………14

わんりぃ 活動報告「留学生の皆さんと料理で交流」……19

わんりぃ 活動報告「生チョコとクッキー（3種）の会」
15

わんりぃ 活動報告「漢詩の会」 ………………………20

私の四川省一人旅（54）草原の中の街・塔公Ⅳ…16

留学生たちのスピーチから Ⅱ 劉芸縝 ……………21
留学生たちのスピーチから Ⅱ 劉源

…………22

掲示板 …………………………………23

6 月（174）号の主な目次
北京雑感（65）住宅の改造、仕上げは「木地板」 ……2

媛媛讲故事（43）
「竇娥の冤罪Ⅱ」 …………………4

私の調べた諺・慣用句 10「鶏群の一鶴」 …………3

「瀋陽」そのⅠ ………………6
中国‐城市めぐり (15）

媛媛讲故事（44）
「竇娥の冤罪Ⅲ」 …………………4

アフリカの日々(62)「小さな村の小さなカフェで」 10

媛媛讲故事（42）
「竇娥の冤罪」
………………………4

私の四川省一人旅（53）草原の中の街・塔公Ⅲ
……16

私の調べた諺・慣用句 9「先んずれば人を制す」…3

……………………………………8

私の調べた諺・慣用句 8「馬を指して鹿という」…3

スリランカ紹介（56）植物園・そのⅢ…………………12

5 月（173）号の主な目次

甘粕正彦と大杉栄

北京雑感（63）.北京の住宅事情………………………2

アフリカの日々 (60)「ヤギのシフィ」………………15

わんりぃ

北京雑感（64）住宅購入 ………………………………2

……………6

4 月（172）号の主な目次

中国‐城市めぐり (16）
「瀋陽」そのⅡ ………………6

わんりぃ

掲示板Ⅰ ………………………………19

わんりぃ

掲示板Ⅱ ………………………………20

7 月（175）号の主な目次
北京雑感（66）公園の池 ………………………………2
私の調べた諺・慣用句 11「牛に対して箏を弾ず」…3
媛媛讲故事（45）
「竇娥の冤罪Ⅳ」 …………………4
松本杏花さんの俳句集「千里同風」より ………………5
中国‐城市めぐり ( 番外）
「何日君回来物語」を読んで …6

ウィクスキマ（ケニア野菜）の花が咲いた …………11
スリランカ紹介（57）ウミガメとフロアマット …………12

四姑娘山写真だより27女王谷の梨の花 ……………8

アジアの映画鑑賞（2）
「道-白磁の人」…………………9

山西省あちらこちら( 番外）
五台山ハイキング ……10

読む（84）「この国のかたち 三」 …………………………14

アフリカの日々(63)「カムーニャの食欲」 …………12

「四姑娘山・写真だより」の里を訪ねて①丹巴へ …10
山西省あちらこちら( 番外）
五台山・台懐鎮 ………12

スリランカ紹介（58）
「囲われ料理人」 …………………13

アフリカの日々(64)「世界を変えるのが私の夢」 …14

松本杏花さんの俳句集「千里同風」より ……………14
私の四川省一人旅（55）草原の中の街・塔公Ⅴ 15
わんりぃ 活動報告「スリランカ・カレーの会」 …18

松本杏花さんの俳句集「千里同風」より ……………14

わんりぃ 活動報告「第8回漢詩の会」……………19

アジア映画鑑賞 ①シンガポール映画 ……………15

…………………………19・20

……………16
読む（85）
「中国が笑う日本の資本主義」

わんりぃ

掲示板

わんりぃ

掲示板 ……………………16・17・18

スリランカ紹介
（59）
「スリランカ濃厚ヨーグルト」
…15
読む
（86）
「ミラクル」…………………………………16
私の四川省一人旅 56 ………………………………17
ドラマティックな「米色青磁」の陶磁器

………20

わんりぃ 掲示板 ……………………………21・22

9 月（176）号の主な目次

10 月（177）号の主な目次

北京雑感（67）
月餅再 …………………………………2

北京雑感（68）お風呂 …………………………………2
私の調べた諺・慣用句（13）
「邯鄲の歩み」
……………3

北京雑感（69）ホテル …………………………………2

媛媛讲故事（47）
「土中に隠したお金」Ⅱ …………4
読む
（番外）
「黙祷しながら思うこと」…………………6

媛媛讲故事（48）
「土中に隠したお金」Ⅲ …………4

私の調べた諺・慣用句 12「汗馬の労」………………3
媛媛讲故事（46）
「土中に隠したお金」 ……………4
中国 - 城市めぐり（17）
「成都市・その 1」………………6
松本杏花さんの俳句集「千里同風」より ………………8
私の四川省一人旅 57 塔公 3 日目 ……………………9
読む
（番外）
「ジャーナリスト山本美香さんの死…」…11
「四姑娘山・写真だより」
の里を訪ねて②天空の家 …12
四川省チベット高原・花の旅 ………………………14
スリランカ紹介
（60）
「スリランカ人の物差し」 ……16
アフリカの日々(65)
「生きる力とケニアの子ども達」…17
「中国の笑い話①」……………………………………17
【わんりぃ活動報告】
マントウと花巻と山西省家庭料理 …18
わんりぃ 掲示板 ……………………………19・20

12 月（179）号の主な目次
北京雑感（70）
湿度 …………………………………2
私の調べた諺・慣用句（15）
「老いて益々盛ん」……3
媛媛讲故事（49）
「土中に隠したお金」Ⅳ …………4
中国 - 城市めぐり（20）
「成都市・そのⅣ」………………6
四姑娘山写真だより
（28）女王谷の美人コンテスト ………9
「四姑娘山・写真だより」の里を訪ねて⑤両河郷、
開かずの宿 10
モンゴル滞在日記Ⅲ …………………………………12
スリランカ紹介
（63）
「スリランカ人の物差し」
Ⅲ …14
（60）
/4度目の康定でⅢ ………16
私の四川省ひとり旅
アジア映画鑑賞⑤香港映画「桃さんの幸せ」 ………18
【智子の雑記帳】88「災害時の気持ちの備え」………19
松本杏花さんの俳句集「千里同風」より ……………19
留学生たちの広場・東北被災地支援のボランティア……20
「中国の笑い話④」……………………………………21
わんりぃ 掲示板……………………………………21

中国 - 城市めぐり（18）
「成都市・そのⅡ」………………7
松本杏花さんの俳句集「千里同風」より ………………9
「四姑娘山・写真だより」
の里を訪ねて③水道の怪 …10
モンゴル滞在日記Ⅰ …………………………………12
【わんりぃ活動報告】
月餅を作ろう！会 …………………14
つながりひろがる地域支援事業開催に当たって……15
スリランカ紹介
（61）
「スリランカ人の物差し」
Ⅱ……16
アジア映画鑑賞③スリランカ映画について
（前）
………17
私の四川省ひとり旅
（58）
/4度目の康定で
……………18
食について考えた2本の映画 ………………………20
「中国の笑い話②」……………………………………21
わんりぃ 掲示板 ……………………………21・22

11 月（178）号の主な目次
私の調べた諺・慣用句（14）
「大義親を滅す」………3
中国 - 城市めぐり（19）
「成都市・そのⅢ」………………6
【わんりぃ活動報告「ボイストレーニング講座」……………8
【智子の雑記帳】
「タイトル変更します」 ………………9
松本杏花さんの俳句集「千里同風」より ………………9
「四姑娘山・写真だより」の里を訪ねて④小金から両河へ 10
モンゴル滞在日記Ⅱ …………………………………12
「スリランカ人の物差し」
Ⅱ……14
スリランカ紹介
（62）
私の四川省ひとり旅
（58）
/4度目の康定でⅡ ………16
町田発ボランティア祭・2012夢広場ホットレポート 18
「中国の笑い話③」……………………………………19
アジア映画鑑賞④スリランカ映画について
（後）
………20
わんりぃ 掲示板 ……………………………………21

