
　　
1 月（120）号の主な目次

北京雑感その11「北京の公園で」
媛媛来信30「 様の祭」
「陝北女娃」17 翻翻

fānfān
〉〉

「陝北女娃」18 盼盼
pànpànpànpàn
〉〉

ソウルの地下鉄劇場ソウルの地下鉄劇場
私の四川省 一人旅2（成都に戻るバスは・・・）
ぼくが見て感じたスリランカぼくが見て感じたスリランカ44「「コロンボでコロンボで11日…日…」」
私の調べた四字熟語9「糟

そうこう
糠の妻」

ラオス山からだよりⅨ
松本杏花さんの俳句集「拈花微笑」より
中国を読む38「新東洋事情」
中国新春展の紹介
‘わんりぃ’掲示板

……………………2

……………………………3

…………………………………4

…………………………………5

……………………………………6

………8

10

…………………11

………………………………12

…………13

……14

……………………………………………………15

……………………………………16

　　
3 月（121）号の主な目次

北京雑感その12「北京の天気」
私の調べた四字熟語10「五

ごじゅっぽひゃっぽ
十歩百歩」

「陝北女娃」19〈
台東聖山「都蘭山」に登る（1）台東聖山「都蘭山」に登る（1）
私の四川省 一人旅4（康定）
中国を読む39「史記の風景」

働くケニア人ママの育児事情
松本杏花さんの俳句集「拈

niān huā wēixiào

花微笑」より
‘わんりぃ’・新年会報告
‘わんりぃ’掲示板　　　　　　　　　　　

………………2

…………3

……………………………4

……………………6

………………………8

……………………10

……………………………11

……………………………12

…………………14

………15

…………………………16

………………………………16

　　
4 月（122）号の主な目次

…………………2

……………3

…………3

…………………………4

…………………5

……………………6

……………8

………………10

…11

……………………………12

……14

……………15

…………………………………16

北京雑感その13「北京の春節」
私の調べた四字熟語11「塞

さいおうがうま
翁之馬」

松本杏花さんの俳句集「拈
niān huā wēixiào

花微笑」より
「陝北女娃」20＜＜芳

fāng　fāng

芳＞＞
「陝北女娃」21「陝北女娃」21＜＜焕

huàn huàn

焕と姚
yáo yáo

姚＞
台東聖山「都蘭山」に登る（2）台東聖山「都蘭山」に登る（2）
私の四川省 一人旅5（理塘へ向う）
中国を読む40「纏

てんそく
足物語」

スリランカ紹介6「スリランカ紹介6「お正月が毎年変わる・・・？」お正月が毎年変わる・・・？」
がしんしょうたんがしんしょうたん

についての考察………についての考察………についての考察
アフリカとの出会い15「チャイの習慣」
「北朝鮮の夏休み」制作に当たって
‘わんりぃ’掲示板　　　　　　

　　
5 月（123）号の主な目次

……………2

……………3

…………3

…………………………………4

……7

………………7

……………………………8

………………10

………………………12

………14

……………15

……………………………………15

…………………………………16

北京雑感その14「北京の自動車産業」
私の調べた四字熟語11「画龍点睛」
松本杏花さんの俳句集「拈

niān huā wēixiào

花微笑」より
「陝北女娃」 通学路
中国を読む41中国を読む41「北京ＳＡＲＳ医療チーム…」「北京ＳＡＲＳ医療チーム…」

四姑娘山・写真便り1四姑娘山・写真便り1
私の四川省 一人旅6（稲城へ…）
太郎の図書館を作りたいⅹ
スリランカ紹介7スリランカ紹介7 カシューナッツ娘」カシューナッツ娘」
【活動報告】何媛媛さんと餡儿餅…」
「餡儿餅」レシピ
‘わんりぃ’掲示板　　　　　　

　　
6 月（124）号の主な目次

………2

……………3

……………………4

………………7

……7

……………8

………………………………9

……………………10

…………12

……13

………14

…………………………15

…………………………………16

北京雑感その15「車とマンションの購入」
私の調べた四字熟語12「唯々諾々」
「陝北女娃」 通学路 2

「史記 ー 古代の人々」「史記 ー 古代の人々」

松本杏花さんの新句集「余情残心」と漢俳にいて……松本杏花さんの新句集「余情残心」と漢俳にいて……松本杏花さんの新句集「余情残心」と漢俳にいて

韓国ドラマを旅する韓国ドラマを旅する

ものしりノート1「卍」ものしりノート1「卍」

私の四川省 一人旅7（稲城1）
松本杏花さんの句集「余情残心」より
スリランカ紹介スリランカ紹介88「「コロンボの街路樹はコロンボの街路樹は……」」
アフリカとの出会い17「バラク オバマ」
【活動報告】「サークル祭」
‘わんりぃ’掲示板　　　　　　

　　
7 月（125）号の主な目次

北京雑感その16「市民生活」

私の調べた四字熟語14「捲
けんどじゅうらい
土重来」

「陝北女娃」 通学路3とあとがき

ナーニーと絵本」ナーニーと絵本」

私の四川省 一人旅7（稲城2）

スリランカ紹介スリランカ紹介99「「ジェフリーバウワーの別荘」」

松本杏花さんの句集「余情残心」より

アフリカとの出会い18「アフリカのワーキングプア」

【活動報告】「インドネシア料理講座」

‘わんりぃ’掲示板　　　　　　
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……………………2
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………………9
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………………………………12

……………………14
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…………………………………16

12月（129）号の主な目次

北京雑感その20「北京マラソン」
私の調べた四字熟語18「金城湯池」
中国を読む中国を読む47「ものぐさ精神分析」47「ものぐさ精神分析」
松本杏花さんの俳句集「余情残心」より
アルゼンチンアルゼンチン44
  イグアスの不思議は、地球の不思議
私の四川省 一人旅12・浮世辺絶山庄
スリランカ紹介14　「バス旅行－中編」
中国語で歌う会・12月の歌「繍荷包」
アフリカとの出会い21
大連だより①＆②「日本語教師雑記」
禅と水墨画の接点
紫金草-日中を結ぶ平和の花
「夢広場2007」参加報告
‘わんりぃ’掲示板

　　
9 月（126）号の主な目次

…………………2

……………………3

……………………………3

……………………4
…………6

……………………………7
……………………7

………………………………8
………………………………………9

…………………………10
………………12

……13
14

…………………………………15

…………………………………………16
……………………………………16

北京雑感その17「北京オリンピック」
私の調べた四字熟語15「天衣無縫」
9月の歌・「在水一方」の歌詞
内モンゴル大草原での「夏休み日記」

「王という文字について」「王という文字について」

松本杏花さんの句集「余情残心」より松本杏花さんの句集「余情残心」より

私の四川省 一人旅8（稲城3）
ブエノスアイレス・南米のパリを行く1ブエノスアイレス・南米のパリを行く1
スリランカ紹介11「コロンボでも蛍が見られる」
アフリカとの出会い19「変わり行くアフリカの自然」
「インドネシアのこと」
中国を読む44「ドキュメンタリーの力」「女たちがつ
くるアジア」
‘わんりぃ’掲示板

　　
10 月（127）号の主な目次

…………………2

……………………3

…………4

…………6

……7

……………………7

……………………8

…………………………10

……12

………………13

………14

………………14

……………………16

………………………………extra

北京雑感その18「北京オリンピック」
私の調べた四字熟語16 」
ものしりノートものしりノート33「呉音、漢音、唐音について」「呉音、漢音、唐音について」
アルゼンチン2・大草原ガウチョの記憶…アルゼンチン2・大草原ガウチョの記憶…
四姑娘山・写真だより（5）<岩陰に咲く青いケシ>四姑娘山・写真だより（5）<岩陰に咲く青いケシ>
中国を読む中国を読む
5000ｍ峰に立つ「四姑娘山登頂記」5000ｍ峰に立つ「四姑娘山登頂記」
私の四川省 一人旅9（稲城4）
スリランカ紹介12「サマーガーデンレストラン」
写真集「カンボジアの子どもたち」のこと
アフリカとの出会い19「国境の町・ナマンガ」
松本杏花さんの俳句集「余情残心」より
‘わんりぃ’が15歳になりました
‘わんりぃ’掲示板

　　
11 月（128）号の主な目次

…………………………2

……………3

…4

………………………………5

…………………5

…………………………………6

…………………………8

…………………………………………10

…………………12

…13

………14

………16

…………………………………extra

北京雑感その19「北京の甘栗」
私の調べた四字熟語17「 」
アルゼンチン3・アルゼンチン3・エビータ、目指した世界の光とエビータ、目指した世界の光と影影
中国を読む中国を読む46「楊貴妃伝」46「楊貴妃伝」
松本杏花さんの俳句集「余情残心」より
日月山荘のおかみさん
私の四川省 一人旅10（稲城5）
山道を辿って
スリランカ紹介13「バス旅行－前編」
ラオス・シヴィライ村の女性達のハンディクラフト
‘わんりぃ’15周年記念演奏会・曲目紹介ほか
‘わんりぃ’15周年記念演奏会・演奏楽器紹介
‘わんりぃ’掲示板


