（公財）川崎市
国際交流協会の

英語を一緒にたくさん話したくなる先生です!
Nice to meet you. May I introduce myself?
I'm Trevor Morley, & I grew up in Haworth, a
small village in the north of England. It is
famous for the Bronte sisters who wrote
some great, classic novels. I am married with
2 'great kids', Georgie (24) & Emily (22), &
we live in Isshiki, Hayama, very near the
ocean. I have many interesting hobbies - art,
reading, cooking, wine, jazz & travel, etc. I'm
also a big fan of Manchester United - the
greatest football team in the world!!! My
f u t u re d re a m is to h ave my ow n s m all
cafe/wine bar/art gallery.

INSTRUCTOR

I now teach at Nihon University in the Law
Department. I am lucky to have had an
interesting life-time teaching career in many
countries - England, France, Canada, the
Bahamas, Bermuda, Tanzania (East Africa),
the USA, Spain, & Japan.
I have been a teacher at KIC for several
years & I love it! I teach an intermediate
level class & we have a warm, relaxing &
enjoyable classroom atmosphere, so there's
no need for you to feel nervous. I'll always
do my best to help you. You will have lots of
opportunities to speak English & brush-up
on your grammar & vocabulary in this friendly class. I will be delighted to welcome you.
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初めまして、Trevor Morley（トレバー・モレ
イ）
です。出身は、不朽の名作「嵐が丘」
「ジェー
ン・エア」
などの著者ブロンテ姉妹で有名な、
イ
ギリス北部のハワースという小さな村で、今は
妻と
“できのいい子どもたち”
（ジョージ・24歳と
エミリー・22歳）
と葉山・一色海岸に住んでい
ます。趣味は絵画、読書、料理、
ワイン、
ジャズ、
旅行…マンチェスター・ユナイッテドの大ファン
です。夢は小さなカフェ、
ワインバー、
アートギャ
ラリーを持つこと。
今は日本大学法学部で教えています。世界
中（イギリス、
フランス、
カナダ、
バハマ、
バミュー
ダ、
タンザニア、
アメリカ、
スペイン、
日本）
で英語
を教え続けられることは、
本当にラッキーですね。
もう何年も川崎市国際交流センターで教え
ていますが、本当に楽しいです。中級レベルで
すが、
あったかくてリラックスしたいい感じのクラ
スなので心配ご無用。少し忘れてしまった文法
や語彙を思い出して、
たくさん英語を話しましょ
う。
ぜひ参加してください。 （英文：Trevor先生）

意

外な常連!? 米・ハーバード大学・ 多文化
クロコディロスは川崎来訪20回!! 交差点

20
【たぶんかこうさてん】

「クロコディロス
（Krokodiloes）」
は、
アメリカ・ボストン市にある名門・ハーバー
ド大学で、1946年に設立された男声アカペラコーラスグループです。彼らは学業
の傍ら、夏休みに世界各地で公演し、音楽の親善大使として広く知られています。
1920年代～60年代のポップスを中心に、
ダンス・振付とユーモアを取り入れた
独特のスタイルを貫いてきました。
そして、川崎市国際交流センターには、当センターが設立された1994（平成6）
年に初めてコンサートを開催して以来、毎年来訪。
「クロコディロス・コンサート」
は
昨年6月、記念すべき20回目を迎えました。

ロス・メンバー
め）のクロコディ
2014年（20回

毎年メンバーは、当センターでの公演の前に、
センター内にある
「茶室・木月庵」
で、
“ 抹茶体験”
をします。頑張って正座をしたり、抹茶を飲んだり点てたり…日本
各地で公演するメンバーにとって
“Kawasaki”
は、抹茶（＝日本文化）
と直結した
場所として定着しているそうです。
さて、毎年大盛況のコンサートの後は、直接メンバー
と交流できる
「交流会」
です。CD等にサインをしてもらっ
たり、通訳ボランティアの助けを借りて会話を楽しんだ
り、思い思いに交流を楽しんでいただいています。

歌あり、踊りあ
りのコンサート

こんなステキな
“常連”
が、
これからも来てくれますように。（写真：撮影ボランティア 安田 芳郎）
会

交流
コンサート後の

6 SIGNAL

クロコディロス
（The Harvard Krokoliloes）公式HP（英語のみ）
：http://www.kroks.com/

かわさき国際交流センターニュース

