【
（公財）川崎国際交流協会の講師紹介】新講座!!

グローバルセミナー講師

ジ ョ ン

デ ュ プ リ ス

John Duplice先生

グローバルセミナーは、今年度の新しい講座のひとつです。
日本で生活している外国人にとって日本はどう映っているのか、「外国人の目」を通してみ
る日本の魅力、日本で住んでいてちょっと困った、理解できない日本人の習慣等について、
日本語が話せる外国人講師に話していただきます。
John先生は、
10月29日の講座を担当されます。
（日程・申込等に関しては、
Ｐ7をご覧ください。
）
こんにちは、ジョン・デュプリスです。カルフォ
ルニア北部（アメリカ）の出身です。大学卒業後、
関西外大の交換留学院生として来日しました。こ
の最初の 1 年で日本の文化や人びとに完全に心を
奪われてしまい、大学院の専攻をヨーロッパの歴
史から言語学と教育に変えてしまったほどです。
2 年目は文部科学省から大学院奨学金を受けて
名古屋で研究したのち、東京に引越しました。そ
こで人生の転機があって結婚。そして、出身校で
あるカリフォルニア州立大学チコ校で仕事を得ま
した。
日本に戻ってきたのは2012年です。私たちは夫
婦ともに大の犬好きで、犬や動物の救済団体を支
援して、
うちには大きくて怠け者の犬が2匹います。
2014 年には私たちに双子の赤ちゃんが生まれまし
た。私は今、亜細亜大学、立教大学で教鞭を取る
かたわら、都内でビジネス英語を教えています。
グローバルセミナーにぜひ参加してください。
様々な視点からの興味深い論議の場になると思い
ます。お会いできるのを楽しみにしています。

川崎市国際交流センターの
あ れこれ・い ろ い ろ 紹介

Hello, My name is John Duplice. I am originally from
Northern California. I first came to Japan as a graduate
exchange student at Kansai Gaidai University. This was my
first experience with Japan, and I absolutely fell in love with
the culture and the people. So much so, that I changed my
graduate school major from European history to linguistics
and education.
During my second year in Japan, I received a Monbusho
graduate scholarship to do research in Nagoya. Following my
year in Nagoya, I moved to Tokyo. While working in Tokyo,
two major changes took place. I got married and was offered
a teaching position at California State University, Chico.
I and my wife came back to Japan in 2012. We are both
extreme dog enthusiasts and support many dog and other
animal rescue organizations. We currently have two large,
but lazy, dogs. In 2014 my wife gave birth to twins. I currently
work full-time as an English teacher at Asia University and
part-time at Rikkyo University and numerous companies
teaching business English in Tokyo.
Please come out and join us at the seminar. It should be
an engaging discussion from different perspectives. We are
looking forward to seeing you there!
（John Duplice 先生）
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川崎市国際交流センターの
“HI・MI・TSU”を知ろう!! ②
川崎市国際交流センターには国内外
からの特別な寄贈品等がありますが、
いつも何気なく通り過ぎてはいませ
んか ? そんな当センターの HI・MI・
TSU を引き続き、皆さんにご紹介さ
せていただきます。

答えはココだよ!

発表

正解者の中から抽選
で、5 名の方にキャラ
クターグッズを差し上
げます。

（公財）川崎市国際交流協会
キャラクターの名前が決まりました !!

名前をつけてね !

❶
❷
「こうりゅうこうちゃん」「

あーすん 」

◆締切:10月31日（月）午後5時
◆回答方法:国際交流センターの受付においてある
回答用紙に答えと必要事項を書いて応募箱に入
れてください。正解は次号(冬号)に掲載します。
なお、発表はグッズの発送をもって代えさせて
いただきます。
（文 : 協会多文化共生課長）

SIGNAL 夏号
クイズの正解
クイズ

タイルの数：249枚

① この石は、どこにあった石でしょうか?
② この石の重さは何キログラムでしょうか?
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たくさんのご応募
ありがとうございました !

かわさき国際交流センターニュース

ご応募ありがとうございました !
これからも、よろしくお願いします!!
※名前をつけてくださった方には、キャラクター
グッズをお送りします。

No.134＿秋号

