
International Affairs Center (IAC)は、来日間もない海外機関から着任され
た研究者へ、仙台で最初の生活基盤を整えるサポートを行っています。
サポート内容の詳細は下記ホームページをご覧ください。
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/support/foreigner/index_08.html

What’s New

What is IAC ?
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アライバルサポートについて：
IACでは、AIMRに着任した外国人研究者のために①区役所での入国手続き
②銀行口座開設 ③宿舎入居立会い などのアライバルサポートを行っています。
詳しくはホームページをご参照ください。
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/support/foreigner/index_08.html

この他、着任した後に事務手続きが分からないなど、困ったことがありましたら、い
つでも、ＡＩＭＲ本館５階にあるＩＡＣ事務室を気軽に訪ねてください。

□■アンケートにご協力ください■□

IACでは外国人研究者に対してアンケートを実施しております。皆様から寄せられ

たアンケート内容をもとに、充実したサポートを提供していきたいと思いますので、
アンケートへのご協力のほど、よろしくお願いいたします。

以下URLよりご回答ください↓ m(_ _)m  無記名式で簡単に回答できます。

URL：http://goo.gl/forms/aYwX2iLbfa

http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/support/foreigner/index_08.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/support/foreigner/index_08.html
http://goo.gl/forms/aYwX2iLbfa


Sendai Living Information

■イベント情報 ～第19回 みちのくYOSAKOI まつり～

「東北（みちのく）はひとつ！」「日本一のまつりをめざそう！」をテーマとして、今年も
“みちのくYOSAKOIまつり”が仙台市内で開催されます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

■開催日： 10月8日（土）～9日（日）
※会場によって開始・終了時間が異なります。

■場 所： 仙台市１０の会場
（会場詳細 ⇒ http://michinoku-yosakoi.net/schedule）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

地元の民謡の一節を組み入れた楽曲をBGMに、仙台の秋の風物詩である鳴子を手に、参加チームは
４分３０秒内で、一体感のあるパワフルな踊りを披露し、観客を魅了します。

本まつりの歴史は、さかのぼること１９年前の１９９７年、公募で集まった１５０名の踊り手がSENDAI光
のページェントにおいてYOSAKOI踊りを披露したところから始まります。それからというもの、おおよそ
２００ものチームが毎年参加し、秋の仙台を熱く盛りあげています。

みなさまも是非、生のYOSAKOI踊りを見て、踊り手から伝わってくる情熱を共有してください！

みちのくYOSAKOIまつりオフィシャルサイト：
http://michinoku-yosakoi.net/
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YOSAKOIまつり踊り手の必需品
音具： 鳴子（なるこ） ↓

参加チームは、１チーム１０人以上１５０人以下（旗持ち、楽器奏者含）の構成で、鳴子
を奏でながら踊ります。

まつりの伝統や地域性を強調する振付や衣装からも、チームの表現力を感じることが
できます。
また、みちのくYOSAKOIまつりは、「礼に始まり、礼に終わる」精神で、日本一マナーを
大切にするまつりを目指しているそうです。

http://michinoku-yosakoi.net/schedule
http://michinoku-yosakoi.net/


My Hometown

第3回 ニコシア（キプロス）
原子分子材料科学高等研究機構
Prassides研・助手
メネラウ メリタさん
在日歴（在仙歴）：1年3か月

－今日は前回のインタビュイー、フロリアンさんからご紹介いただきましたメリタさんにお話を伺いた
いと思います。メリタさんは東地中海にある島国、キプロス共和国の出身です。メリタさん、ホームタ
ウンのニコシアについておしえてもらえますか。
ニコシアは、キプロスの首都で、EU加盟国の中で最も東南に位置する首都になります。キプロスは
とても小さな国なので、ホームタウンを含めたキプロスのことを話してもいいですか？

－もちろんです。日本では、キプロス出身の方にお目にかかる機会があまりないので、この機会に
是非聞かせてください。
キプロスは地中海で3番目に大きい島です。（四国の半分とほぼ同じ大きさ。）人口は100万人弱です。
国土の4割近くは緑豊かな森で、島の中央には標高1951mのオリンポス山を中心に山岳地帯が広

がっています。公用語はギリシア語ですが、普段は、ギリシア語でもキプロスの方言で話します。ギ
リシア神話に登場する愛と美の女神、アフロディテ（ローマ神話のヴィーナス）が生まれた場所として
も有名ですね。キプロスはヨーロッパ、アジア、アフリカ大陸に囲まれた重要な位置にあり、歴史的に
大きな役割を果たしてきました。1974年に起きたTurkish invasion of Cyprus後には、グリーンラインと
呼ばれる境界線で国が南北に分断されたのですが、ホームタウンのニコシア自体も2つに分断され
ています。分断されている首都はヨーロッパではひとつだけです。

－住んでいる町が分断されるというのは、想像もつかないことで、何と言ったらいいか分かりません。
1974年というと、メリタさんが生まれたときは既にニコシアは2つに分かれていたのですね。

そうです。私はその当時まだ生まれていませんでしたが、父は戦いに行きました。父は警察官です
が、後日、本を執筆しました。その本は、1974年の侵攻やキプロスの英雄についても書かれていて、
キプロス中の図書館に置いてあります。

－お父様がご無事で何よりでした。キプロスの気候はどうですか。

気候は典型的な地中海性気候で、四季があります。冬でも海側は温暖で、夏は暑いです。島の中央
にあるトロードス山脈では、冬に雪が降ります。子どもの頃は冬になると、両親に雪遊びに連れて行っ
てもらいました。この山以外で雪が降ることは一切ないのですが、私が子どもの頃一度だけ町に雪が
降ったことがあります。積もるような雪ではなかったのですが、国中の人が驚き、この事態にどう対応
すればいいのか誰も分からず、学校も休校になりました。私たち、子どもは大喜びです。小・中・高12
年間の学校生活の中で学校が休校になったのは、この時が最初で最後です。

－面白いエピソードですね。次はキプロスのお勧めスポットを
おしえてもらえますか。
キプロスにはユネスコ世界遺産に登録された文化遺産が3つあり
ます。1つ目は1998年に登録されたヒロキティアです。
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My Hometown

キプロスは古代からの長い歴史を持つ国ですが、幸い沢山の遺跡が残っていて、その中でもヒロ
キティアには新石器時代である紀元前7000～4000年頃に形成された農耕民族の集落の跡と墓

地が残されています。東地中海に残る先史時代の遺跡の中でも保存状態が良好で、最も価値の
ある遺産の一つとされています。

いえいえ、父は例外です。通常は日本と同じ、一人っ子や二人兄
弟が多いです。美しいビーチと言えば、キプロスの北西にあるアカ
マス半島もお勧めです。ここには手つかずの自然が残されていて、
多種多様な動植物がいます。南の入り江にあるララビーチは毎年、
絶滅危惧種であるアカウミガメが産卵に来ることで有名です。また、
この半島には、アフロディテが水浴びをしたと言われている〝アフ
ロディテの泉″もあります。一方、３つ目の世界遺産は、海のリゾー

ト地とは全く違う魅力を持った山岳地帯にあります。トロードス山脈
の村はずれにある、ギリシア正教の9つの聖堂と1つの修道院です。

そこでは、ビザンティン様式の美しいフレスコ画を見ることができま
す。

そうですね。ニコシアには1955年から1959年に起こった反イギリ

ス独立闘争後に建てられた国立戦争博物館があるのですが、や
はり子どもの頃から校外学習で何度も足を運び、その年齢に合っ
た内容の国の歴史について詳しく学びます。

話はそれますが、キプロスでも学生は、小学生から高校生まで制
服があるんですよ。

－エメラルド色の美しい海の側で夏を過ごすなんて羨ましい！それにしても大家族、名前を覚
えるのも大変そうですね。キプロスでは皆さん子沢山なのですか？

－メリタさんも行ったことはありますか？
もちろん！学校の遠足や校外学習で度々訪れました。

－子どもの頃からこの様な世界遺産に触れる機会があって
ラッキーですね。

国立戦争博物館

－それは知りませんでした。メリタさんも少し前は制服を着た女子高生だったのですね。
その他の世界遺産には何がありますか？

２つ目は、島の南西部にある海沿いの街、パフォス。街全体が世界遺産に登録されています。パ
フォス地区は海、山、そして遺跡が楽しめるキプロスでも訪れるべき最も美しい場所の一つです。
パフォス城やアフロディテ生誕の地と言われる場所もこの地区にあります。夏には様々なお祭り
が開催され、海辺のリゾートに多くの観光客が訪れるのですが、父がこの地区のクロラカスという
海辺の村出身なので、私と弟も子どもの頃、夏休みは毎年この村でいとこ達と過ごしました。ビー
チにもよく行きました。父は10人兄弟と大家族の出身なので、親戚で集まる時はもう大変。レスト
ランを貸し切らないと入らない程の人数になります。

キッコー修道院
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はメロン等のフルーツに添えて、ワインのお供に食べると最高です。
スブラキは肉の串焼きですが、串のまま食べたり、ピタに挟んでサンドウィッチにして食べます。キ
プロスでは通常豚肉ですが、チキンやラムもあります。

－メゼは色々な種類の料理が食べられて楽しそうです。韓国の前菜に似ている様ですね。美味しく
いただいて、健康になれたら最高です。キプロスの特別な飲み物は何かありますか？

クレオパトラも虜にした、世界最古のワインと言われている、甘いデザートワインのコマンダリアや、
キプロス独自の葡萄で造られたアルコール度数が45度もある蒸留酒ジヴァニア等があります。コマ

ンダリアは冬、特にクリスマスには必ず飲みますね。ジバニアナは無色透明で、ほのかなレーズン
の香りがします。

メゼ

－次は伝統的な行事を教えてください。

お正月は、0時になると花火が上がります。それを合図に家族が集まり、ヴァシロピ
タという、オレンジとブランデー風味の美味しいケーキでお祝いをします。家長であ
る父親がケーキを切り分けます。最初の一切れは神様の分、次の一切れは貧しい
人の分、3番目が家長、そして奥さん、その他の家族、友人・・・と年功序列でサーブ
されます。ケーキの中にはコインが一つ隠されていて、見事コイン入りの一切れに
当たった人は、その年幸運に恵まれると言われています。

コマンダリア

－それは楽しそうですね。メリタさんはコインを当てたことありますか？

今思い出しましたが、実は今年、私がコインを引き当てました！

－それはすごい！今年、何かいいことはありましたか？
そうですね、一番のいいことは、日本に長く滞在し、日本の美しさを
探求できたことですね。

－都市部から隔離された山深い村にある聖堂や教会を訪ねるというのは、中世時代の村にタイム
スリップした様な錯覚を味わえそうですね。次はお待ちかね、料理についておしえてください。

キプロス料理は、世界でも最も健康的と言われている地中海ダイ
エット（地中海沿岸地方のオリーブオイルなどを使った典型的な食
事法で心臓疾患などの生活習慣病の予防効果がある食事法とし
て提唱されている）が基本になっています。例えば、メゼ（小皿料
理）は、小皿に載った十数種類のアペタイザーをテーブルの中心に
おいて、皆でシェアします。ハルーミは、羊と山羊のミルクから作ら
れるキプロスのチーズです。融点が高いので、フライやグリルにし
て食べることが多いです。サンドウィッチやサラダに入れたり、また
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－そう言ってくれてありがとうございます！今年もあと4か月ありますから、さらにいいことが起
こると思います！
そうですよね！

－さてさて、小さな島に魅力が満載のキプロスには、どの様に行くことができますか？
簡単な方法は、東京からカタールのドーハかUAEのドバイに飛んで、そこからキプロスで1番
大きな空港、ラルナカ国際空港へ直接飛ぶ方法ですね。毎日2便飛んでますから。



－最後に、キプロス内の治安や、観光手段をおしえてくれますか？
キプロスはとても治安がいいんですよ。女性が夜に歩いても問題ありません。少し前までは、
家の鍵も閉めない程でした。鉄道は通ってないですが、バスの利用は分かりやすく、観光にも
問題ありませんが、車は日本と同じ右ハンドル左側通行なので、日本の運転に慣れている人
にはレンタカーが便利かもしれませんね。

－いいですね。このインタビューを読んで、次のバケーション先をキプロスにする人もいるか
もしれませんね！メリタさん、キプロスの魅力と素敵な思い出をシェアしてくれてありがとうご
ざいました。

2016年8月22日
AIMR本館コンビネーションルームにて

インタビューアー：鵜浦さやか

My Hometown

■とっておきの日本酒 ～Japanese SAKE～

今月は、宮城県塩竈市に本社蔵を構える「浦霞～うらかすみ～」をご紹介いたし
ます。

浦霞醸造元 株式会社 佐浦は、1724年（享保九年）に創業、日本酒文化の伝
統を重んじ、長い酒造りの歴史の中で、常に“品格のある酒”造りを目指している
酒蔵です。

地域の特産物に密着した佐浦の酒造りは、宮城県産米の使用にこだわりを持っ
ており、程よいコメの旨みがでて、味と香りのバランスがよく、まろやかで上品な
酒に仕上がります。豊富な水揚げ量を誇る塩竈の海の幸、特に生鮮マグロや、
松島でとれた牡蠣等ととてもよく合うお酒です。

浦霞は、全国新酒鑑評会や各種鑑評会に於いては数々の賞を受賞した実績が
あり、世界最大規模・最高権威に評価されるワイン・コンペティション「インターナ
ショナル・ワイン・チャレンジ」のSAKE部門（2007年に設置）でも賞を獲得する等、
ワールドワイドに活躍しています。

蔵ガイド付きの見学会も催されていますので、試飲しつつ、浦霞の歴史に触れて
みてはいかがでしょうか？

※ 浦霞醸造元 株式会社 佐浦 http://www.urakasumi.com/
蔵ガイド：英語対応可（要問合せ）
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地元にお帰りの際、ご家族やご友人の方々へのお土産として、話
の種として、仙台銘菓はいかがでしょうか？

〜仙台きなこシリーズ〜
宮城は、日本有数の大豆の生産地です。

「きなこ」は煎った大豆から作られます。香ばしい香りと甘さがあり、
栄養が豊富で、昔から和菓子などに使われてきました。

「仙台きなこシリーズ」は、宮城の大豆から生まれた新しい仙台み
やげです。

お米を使った「クランチ」「おかき」、黒蜜のお餅にきなこをまぶした
「きなこもち」の３種類のお菓子に加え、自分でアレンジ次第で楽し
める「仙台きなこ」があります。

また、このお菓子は東日本大震災の被災地の復興を支援するた
め、津波被害を受けた地域（東松島市野蒜地区）で栽培した大豆
を使用しています。
〜大豆でおいしく、人も地域ももっと元気に〜というキャッチコピー

のもと、 「仙台きなこシリーズ」は、ここ仙台から、これまでにない
新しいきなこスイーツを届けます。

【店舗案内】

「仙台きなこシリーズ」は仙台駅の売店で手軽に購入できます。
http://www.sanzen.co.jp/info/2016/04/post-27.html

■イチオシ手土産情報

エスパル東館店
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■グルメ・レストラン情報 ～うす皮たい焼き 鯛きち～

鯛焼きは、餡子を小麦などから作る生地に包み「鯛」の形に焼き上げた昔な
がらのお菓子です。鯛きちでは、焼きたての鯛焼きを味わうことができます。

お店の前には行列ができることもしばしばです。

鯛きちの特徴は、定番の小倉やクリームに加え、期間限定で登
場するオリジナルメニューです。「ガーリックジャーマンポテト」
や「濃厚チーズクリーム」、「サクっとアーモンドチョコ」「Wソー
セージ＆牛すじカレー」…など仙台でしか食べられない鯛焼きば
かり。ひとつ100円台のお手頃価格も人気の理由です。
オリジナルメニューの情報はTwitterで随時更新
（@taikichi_sendai）。是非、お気に入りの味を見つけてください。

【店舗案内】
・名掛丁店（10:30～19:30／青葉区中央2-1-30 (須田ビル1F)）
・仙台駅前店（11:30～19:30／青葉区中央3-6-3）
・木町通店（10:00～18:00／青葉区木町通2-4-31）
・三越店（ 10:00～19:00 ／青葉区一番町四丁目8番15号

三越仙台店本館地下1階菓子売り場）

■鯛きちHP↓
http://www.taiankichijitsu.com

↑ この看板が目印

http://www.sanzen.co.jp/info/2016/04/post-27.html
http://www.taiankichijitsu.com/


■□■とっさの一言■□■

これまで日本語で重要な挨拶をご紹介してきましたが、今回は、
挨拶におけるジェスチャーをお伝えしたいと思います。
このジェスチャーも国よって様々だと思います。

挨拶をする時、外国の多くでは「握手」をしますが、日本では「お辞
儀」をすることがほとんどです。「お辞儀」は、お互いに向かい合っ
て、軽く頭を下げるジェスチャーです。

頭を下げて挨拶をする。日本文化における大切な習慣ですので、
皆さんも是非、覚えておいてください。
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Share your ideas!

■以下の情報をお持ちでしたら、ぜひAIMRの教職員の皆さんと情報をシェアしませんか？
皆様の情報、お待ちしてます！

・『母国に、地元に帰る際に必ず買っていくお土産はなんですか？』
・『本当は教えたくないんだけど・・・行きつけのランチ場所はありますか？』
・『外国人研究者も集いやすい飲み屋さんを知っていますか？』
・『その他、皆さんとシェアしたい情報ありますか？』
・『母国にあるおススメのレストランはどこですか？』
★情報提供者には粗品プレゼント！

Contact:
Tohoku University IAC Office
E-mail: iac@grp.tohoku.ac.jp
Tel / Fax: 022-217-5971/6343
Address: 2-1-1 Katahira Aoba-ku

Sendai city, Miyagi

mailto:aimr-rrc@grp.tohoku.ac.jp
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