
1 月（180）号の主な目次

北京雑感（71）別荘
私の調べた諺・慣用句（16）「雨垂れ 石を穿つ」
媛媛讲故事（50）「奇妙な壺」
【智子の雑記帳】89「来る年への願い」
中国 -城市めぐり（21） 「青島市・そのⅠ」
「四姑娘山・写真だより」の里を訪ねて⑥日隆へ
モンゴル滞在日記Ⅳ
スリランカ紹介（64）「スリランカ人は水浴びが大好き
松本杏花さんの俳句集「千里同風」より
私の四川省ひとり旅（61）/4度目の康定でⅣ
【活動報告】平成24年度「つながりひろがる…」
留学生スピーチ/鐘嘉慶、Ａ.クランベコフ、王天陸、劉嘉琦
「つながりひろがる…」（12/2）のアンケート集計結果
【活動報告】留学生達と料理交流
「中国の笑い話⑤」/会員短信
‘わんりぃ’掲示板

…………………………………2
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3 月（181）号の主な目次
北京雑感（72）北京のドライバー

私の調べた諺・慣用句（17）「杯中の蛇影」

媛媛讲故事（51）「花好き翁」

中国 -城市めぐり（22） 「青島市・そのⅡ」

私の四川省ひとり旅（62）/旅の終わり（最終稿）

「四姑娘山・写真だより」　29

スリランカ・ケラニアだより
スリランカ紹介（65）「スリランカの棚田

モンゴル滞在日記Ⅴ

松本杏花さんの俳句集「千里同風」より

【智子の雑記帳】90「セクハラ・パワハラ……」

留学生スピーチⅡ/施恩、戴沢宇、タクィルバシェワ・ケレザ

【活動報告】2013‘わんりぃ’新年会

‘わんりぃ’掲示板
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…………………………………15
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…………………22

………………………………23・24

4 月（182）号の主な目次

北京雑感（73）季節の変化

私の調べた諺・慣用句（18）「真綿に針を包む」

媛媛讲故事（52）「花好き翁Ⅱ」

【智子の雑記帳】91「震災から2年 あの日から…」

中国 -城市めぐり（23） 「紹興市」

中国の笑い話

日本探行記① 初体験・新発見

台湾登山ツアー体験① 出発

スリランカ・ケラニアだより②キルバドゥゴダ

スリランカ紹介（66）「路上で出会った動物たち」

モンゴル滞在日記Ⅵ

【活動報告】キルギス料理を作って食べよう会

‘わんりぃ’掲示板
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5 月（183）号の主な目次
北京雑感（74）公共交通機関(地下鉄）

私の調べた諺・慣用句（19）「窮鼠猫を噛む」

媛媛讲故事（53）「花好き翁Ⅲ」

【智子の雑記帳】92「日本再発見 外国人と一緒に…」

中国 -城市めぐり（24） 「紹興市そのⅡ」

中国の笑い話Ⅷ

四姑娘山写真だより（30） 女王谷の清明

日本探行記② 鄧仁有的中国講座

台湾登山ツアー体験② 虎爺温泉会館

スリランカ・ケラニアだより②キリバットゴダの生活
スリランカ紹介（67）「スリランカ懐かしの味」

サハ共和国・ヤクーツクだより①

【活動報告】シュークリーム失敗しないで作ろう

‘わんりぃ’掲示板
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6 月（184）号の主な目次
北京雑感（75）公共交通機関(バス）

諺・慣用句（20）「治において乱を忘れず」

媛媛讲故事（54）「花好き翁Ⅳ」

【智子の雑記帳】93「五月病になりました」

中国 -城市めぐり（25） 「紹興市そのⅢ」

日本探検記③ バスの中にて中国講座

台湾登山ツアー体験③ 向陽山の山小屋へ

【映画】三姉妹～雲南の子

スリランカ・ケラニアだより④新学期がやっと開始
スリランカ紹介（68）「グラモダヤ民族芸術センター」

中国の笑い話Ⅷ

サハ共和国・ヤクーツクだより②

‘わんりぃ’掲示板
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7 月（185）号の主な目次
……2

…………………3
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…………………7

………………………10
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……16
…………18

………………19
………………20

……………………………21・22

北京雑感（76）北京のタクシー・「赤い夏利」
諺・慣用句（21）「盗人に追い銭」
媛媛讲故事（55）「花好き翁Ⅴ」
【智子の雑記帳】(94) 「五月病」その後
中国 -城市めぐり（26） 「南京市」
日本探検記(4)ハネト初体験
中国の笑い話Ⅹ
台湾登山ツアー体験(4) 一番長い日
スリランカ・ケラニアだより(5)
スリランカ紹介（69）「民族芸術センター その2」
‘わんりぃ’活動報告『あさおサークル祭」
‘わんりぃ’活動20周年記念について
サハ共和国・ヤクーツクだより(3)

‘わんりぃ’掲示板



9 月（186）号の主な目次
……2

………………3
…………………4

…5
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……………………15

……17
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………………20
……………………………21・22

北京雑感（77）桃
諺・慣用句（22）「棚からぼたもち」
媛媛讲故事（56）「南柯太守の夢」
【智子の雑記帳】(95) 「映画『風たちぬ』を観…」
中国-城市めぐり（番外） 「ケレザ・ママの思い出」
方正日本人公墓とは何か
日本探検記(5) 秋祭の体験
台湾登山ツアー体験(5) 太魯閣渓谷、秘密の…
四姑娘山・写真だより（31）
2013四川省高原花の旅・写真集
スリランカ紹介（70）「民族芸術センター その3」
スリランカ・ケラニアだより(6)ペラハラ祭を見る
サハ共和国・ヤクーツクだより④

‘わんりぃ’掲示板

10 月（187）号の主な目次
……………………………2

…………………3

………………4

………………6

……………………………9

………………10

……………………………11

…………………13

……14

…………………16

………18

……………………………18

…………………………………20

北京雑感（78）床屋さん

諺・慣用句（23）「精衛海を填む」
媛媛讲故事（57）「南柯太守の夢Ⅱ」

中国 -城市めぐり（27） 「哈
ハ ル ピ ン

爾濱市」

中国で唯一の日本人公墓

日本探検記（6） 三沢にて刀削麺実演

真夏の韓国低山歩き（1）

雑記帳「不安を受け入れて生きる」
スリランカ紹介（71）「民族芸術センター その4」
サハ共和国・ヤクーツクだより⑤

‘わんりぃ’活動報告「林敏揚琴リサイタル」

20年という歳月を思う

‘わんりぃ’掲示板

11 月（188）号の主な目次
……………………2

………………………3

………………4

………………5

……………6

……………………9

……………10

………10

……………………………12

…………………………15

……16

…18

……19

…………………20

………………………22・23・24

北京雑感（79）パラリンピック

諺・慣用句（24）「喪家の狗」
媛媛讲故事（58）「南柯太守の夢Ⅲ」

雑記帳「映画『そして父になる』を観て」

中国 -城市めぐり（28） 「哈
ハ ル ピ ン

爾濱市」②

友好の原点を刻む中日友好園林

日本探検記（7） 初の文化祭・書の展示

日本探検記（8） 七百中学校にて漢詩講座

真夏の韓国低山歩き（2）
中国人の「愛国心」は中国魂

スリランカ・ケラニヤ便り⑦世界遺産の地・ゴール

スリランカ紹介（72）「地区対抗マラソン大会」
‘わんりぃ’活動報告「中華チマキを作ろう会」

サハ共和国・ヤクーツクだより⑥

‘わんりぃ’掲示板

12 月（189）号の主な目次

…………………………2

……………3

………………4

…………………………………5

……………6

……………………9

…………10

……………………………11

………………………14

……………15

………16

………………18

19

…………………21

……………………………23・24

北京雑感（80）北京の秋空

諺・慣用句（25）「隴を得て蜀を望む」
媛媛讲故事（59）「南柯太守の夢Ⅳ」

「中国の笑い話」（11）

中国 -城市めぐり（29） 「哈
ハ ル ピ ン

爾濱市」③

雑記帳98

日本探検記（九） 「ピーターパン」の感想

真夏の韓国低山歩き（3）
中国人にとって「歴史」は判例集

‘わんりぃ’活動報告「手作り月餅の会」
スリランカ・ケラニヤ便り⑧日々の生活の中で

スリランカ紹介（73）「カーフュー」
「スリランカの民話」(第二版）の出版に関わって

サハ共和国・ヤクーツクだより⑦

‘わんりぃ’掲示板


