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アジアの高校生を受け入れて
海外研修旅行で交流を深めている、マレーシアとシンガポールの学校から、昨年 11 月に受入をしまし

た。マレーシア（Wesley Methodist School)）は、11月 20日から 23日まで、シンガポール（St. Andrew's Jr.
College）は、11 月 27 日から 29 日までの滞在でした。ホストしてくれたみなさんから感想が寄せられま
した。紙面の都合によりそれぞれのコースから一人ずつ掲載します。
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マレーシアコース

英語はコミュニケーションの道具
G26松原 和寛

受入留学生 Choo Shinn You

私はホームステイの受け入れを通して、自分の
英語力、日本人の英語に対する意識のなさを実感
しました。私がマレーシアにホームステイに行っ
た時は、向こうの人が何でもしてくれたので、片
言英語でもなんとかなりました。
しかし今回は自分が主体とならなければならな

いので、いろいろ説明したり質問に答えたりする
のにとても苦労しました。わたしのゲストは中国
系のマレーシア人で、中国語はもちろん、英語、
インド語が第一言語として使っているそうです。
小学校で中国語と英語をマスターし、中学校でイ
ンド語とマレー語を勉強すると聞いて、日本の教
育に少し疑問を持ちました。
なぜマレーシアの人はそんなに多くの言語を話

せて、日本人は自国語しか話せないのかというこ
とです。確かにマレーシアは多民族国家でそれら
の言葉を使う機会がたくさんあります。 しかし、
日本もこれからの国際社会を生き抜くため、もっ
と真剣に「話せる英語力」を身につける努力をす
る必要があると思います。教科書の勉強よりもっ

と実践の場を設け、一人一人の英語に対する意識
を強める教育が大切です。だから私はこの経験を
活かして英語を勉強のための勉強ではなく、コミ
ュニケーションをとるための道具として勉強して
いきたいと思います。

シンガポールコース

交流は一生の宝
G28梅次 萌夏

受入留学生 Tan Kai Yee

シンガポールから帰ってきてちょうど 1 週間
後、ホームステイをさせてもらった Tan とその
クラスメイトたちが兄弟社に来てくれました。そ
の一週間がとても待ち遠しかったです。ですから、
再会できた時はとても嬉しかったです。日本の学
校を体験してもらい、そして、放課後はみんなで
食事会場まで行くのがとても楽しくて他の子達と
も交流をしながら沢山笑いながらホテルまで歩い
たのを思い出します。食事会場のホテルでもとて
も盛り上がってずっと興奮していて笑い疲れまし
た。ホテルから帰る時は家族が車で迎えに来てく
れて初めてそこで私の家族と Tan が会い、会う
前にすごく緊張していた Tan も私達の完璧とは
言えない英語で会話して行くうちに緊張もほぐれ
て良かったです。
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1 日目は家に帰ってきて Tan が大好きと言って
いたプリンや、日本のお菓子として苺大福などデ
ザートを食べてお風呂を入り寝ました。デザート
は一番美味しい！と言ってくれてお母さんも安心
すると言っていました。お風呂はシンガポールの
お風呂とは全然違う！と言って、湯船があること
に一番ビックリしていました。2 人とも学校で遊
び疲れていて、夜はすぐに寝ました。

2 日目はシンガポールで行動していた班で草津
のイオンへ行き一日を過ごしました。イオンでは
またみんな揃ったことで賑やかになり、より一層
楽しくなりました。その中でも一番楽しんでくれ
た場所は、ゲームセンターと駄菓子屋さんでした。
すべてが珍しいものばかりだったと後で聞いては
しゃいでいた理由が分かりました。駄菓子屋さん
では自分で作って食べられるお菓子をみんな何箱
も買っていました。他のお菓子や日本の昔のおも
ちゃなどを珍しそうに見ていました。私達が普段
何気なく見ているお菓子がこんなに人気があるの
かと逆に驚きました。
ゲームセンターでは景品を頑張って取ろうとし

ていて惜しかった時はみんなで「惜しい!」と言
いながら盛り上がったり、女子はプリクラを撮っ
て「目が大きい!」など言いながら全員が楽しめ

ました。
お昼はラーメンやたこ焼きを食べて日本のご飯

をご馳走しました。
夜は女子だけで八幡山へロープウェイに乗り登

りました。山に登るのが初めてだと言う子もいた
り、その頃山の木々は紅葉もしていたりととても
日本らしい良いところを見せられたかなと思いま
した。2 日目は夕食は寿司とお鍋でした。どちら
も美味しいと言って、沢山食べてくれました。
日本の食べ物はとても美味しいと言ってくれまし
た。日本での生活はすべてがエキサイティングだ
ったと思います。
別れの日はとても寂しくて楽しかった時間はす

ぐに過ぎ去っていったのが悲しくなりました。英
語力があったらもっと最後に自分の想いが伝わっ
たのかなとちょっと後悔しました。
こうして私の家で二泊三日と言う短い期間だっ

たけど Tan と過ごせました。家に違う国の人が
いるというのはとても刺激になりました。私はホ
ームステイとホストファミリーを経験して人と触
れ合う素晴らしさと大切さを学ぶことができまし
た。言葉は違っても同じ人間同士なんだなと思い
ました。この交流の経験は私の一生の宝です。

********************************************************************************************

さようなら、ベニータさん・マウリシオくん
2015 年 4 月から滞在していた

YFU 年間留学プログラムの留学生マ
ウリシオ君とベニータさんが留学を
終え、帰国しました。12月 18日（金）
放課後、二人の修了式が礼拝堂で開
催されました。ホストファミリーの
ほか、クラスメートや二人が所属し
ていた弓道部の仲間が集いました。
池田副校長から修了証書が手渡され
ました。日本語授業の習字の時間に
書いた色紙が二人からぞれぞれのホ
ストファミリーに贈られました。二

人のスピーチを紹介します。また、ベニータのクラスメートのスピーチも掲載します。

一期一会
P22 Mauricio Espinosa Torres マウリシオ

YFU年間留学生
出身国：アメリカ（メキシコ）
期間：2015.4.8～ 2015.12.22

一期一会、これは、私の一番好きな言葉です。
日本に来る前に、すごく心配でした。飛行機に乗
りながら、｢友達は、全然作れない。｣とか｢日本
語は苦手。｣とか、思いました。この留学生活の
中で、私は、たくさん友達を作ったり、たくさん
学んだり、たくさん、体験しました。そして、忘
れられない思い出をたくさん作りました。そして、
この留学の生活は、みんながいなければ、全然思

い出に残りませんでした。
ホストファミリーに、ぼくをホストしてくれて、

本当にありがとうございましたと言いたいです。
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ぼくのためにしてくれた全部のことに、感謝して
います。お母さんが作ってくれたご飯は、全部お
いしかったし、いつも楽しみにしていました。
弓道部のみんな、本当にありがとうございまし

た。部活は、とても楽しかった。いろんなことを
教えてくれて、ありがとう。
もう一度、みんなひとりひとりに、ありがとう

を言いたいです。ぼくのありがとうの言葉だけで
は伝わらないくらい、みんなに感謝しています。

楽しくて、美しい思い出
I11 Benita Laidig (ベニータ）

YFU年間留学プログラム
出身国：ドイツ

期間：2015.4.8～ 2015.12.22

わたしは、日本にあと 3週間しか、いれません。
学校にこられるのも、あとふつかです。もう日本
にきて、9ヵ月がすぎたとは、しんじられません。
ドイツに帰りたくないです。
学校に初めてきたとき、豊田先生にほかの留学

生と一緒に学校をあんないしてもらいました。近
江兄弟社高校はとても大きくて、ぜんぶ、同じに
見えて、まいごになった気がしました。
学校が始まった日、私は、とてもきんちょうし

ていました。日本語を話せなかったし、クラスメ
イトが良い人たちだといいなと思っていました。9
ヵ月がすぎてたくさんあたらしい友達ができて、
今はこの学校のことが大好きです。だから、ドイ
ツには帰りたくないです。ありがとうございます。

I11 のみんなと、一緒に学校ですごして、おべ
んとうを毎日食べました。ありがとう。
みんなと、会えなくなるのが、とてもさみしいで
す。みんなが卒業する前には、またみんなに会い
にきたいと思っています。みんなとずっと連絡を
とっていたいと思います。
ドイツには部活はないです。私は初めて日本で

部活をしました。弓道を教えてくれて、ありがと
うございました。最初は、弓道は難しかった。で
もすごく楽しかったです。私は、部活で友達もつ
くることができました。ありがとうございました。
私の、ホストファミリー、日本語と日本の文化

を教えてくれてありがとうございました。そして、
毎日おべんとうを作ってくれて、ありがとうござ
いました。そのおべんとうが、なくなってしまう
ことはさびしいです。
そして、先生たち、毎日、日本語と日本文化を

教えてくれて、特別なところに一緒にいきました。
ありがとうございました。私の、このスピーチも
てつだってもらいました。ありがとうございまし
た。ドイツに帰ったらもっと日本語を勉強したい
です。そして、いつかだれにも助けられずに日本
語が話せるようになりたいです。
みんなのことが大好きです。楽しくて、美しい

思い出をありがとう。私の日本語につきあってく
れて、ありがとう。近江兄弟社が、一番好きな学
校です。ありがとうございました。

ベニータへのクラス代表スピーチ

ベニータ一年間ありがとう。
I11 山本 芙生

今日までずっと、一緒にいたベニータがもう少
しで、会えなくなるとさみしくて仕方がありませ
ん。私たちは、4 月に入学した次の日からベニー
タと一緒でした。だから、I11 のみんなと同じよ
うにベニータも一緒にこれから I21、I31 になっ
ていく気がします。こうやって、今ベニータの修
了式をしていても、まだベニータとこれからも一
緒にいる気がします。一年は、ほんとうに早かっ
たですね。ベニータは本当に優しい人です。そし
て、努力家です。私たちが英語分からないときに
はいつも優しく教えてくれました。何回も、何回
も、｢この単語発音してみて！読んでみて！｣と、
しつこく尋ねても、いつも快く手伝ってくれまし
た。誰かが、風邪をひいていたら、｢大丈夫？｣と、
優しく気遣ってくれました。この一年で、私たち
はたくさんのベニータの優しさに助けられまし
た。ありがとう！
また、私たちが英語を学ぶのと同時に、ベニー

タも日本語を学んでいました。ベニータは私たち
の日本語を理解しようと、日本語で話そうと毎日
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頑張っていました。最初の頃は、「こんにちは」
ぐらいしか言えなかったベニータは、一年経った
今では、関西弁を使いこなすほど、日本語が上手
になりました。ほんとうに一生懸命頑張ったのだ
と思います。私はそんなベニータをとても誇りに
思います。
この一年でベニータとの思い出は本当に多くあ

って、その思い出全部が私たちの宝物です。ベニ
ータがドイツに帰ったら、I11 のクラスはとても
さみしくなります。なぜならベニータは私たちの
大切なクラスメイトだからです。国や言葉が違っ
ても、私たちは友達です。ベニータがドイツに帰
っても、ベニータは変わらず、I11 の仲間です。
ベニータは近江兄弟社高校の生徒です。ICC のメ
ンバーです。I11 のメンバーです。ここはこれか
らもベニータの学校です。ベニータの教室です。
だからいつでも戻ってきてください。私たちはい
つでも待っているから。ドイツでも、ベニータら
しく、頑張ってね！本当に今までありがとう。

*
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*

****************************************

ただ今留学中

今はクリスマス一色
I21 伊藤明日花

姉妹校留学
留学先：Grand Rapids Christian High School(ｱﾒﾘｶ）

期間：2015.8.10 ～ 2016.3.25

こちらは 11月にもかかわらず、雪が降ったり 0
℃を下回りと、とにかく想像していたものよりも
はるかに寒いです。また、アメリカで迎える初め
ての感謝祭が終わり、クリスマスまで残りわずか
となりました。たくさんの家がクリスマスツリー
をだして、もう今はクリスマス一色です。
感謝祭は、おじいちゃんとおばあちゃんの家に

行き、親戚のみんなでターキーをはじめとする感

留学生の作品紹介
留学生は、毎週 11 時間の留学生のための

日本語・日本文化授業を受けています。その
中の一つに中川法夫先生の国語の授業があり
ます。最近の授業で、俳句を作りました。4
人の作品を掲載します。テーマは紅葉です。

「紅葉照る 太陽燃やす 山の木々」
マウリシオ

「紅葉たち 落ちるの見ると 寂しいな」
カオパン

「風が吹く 紅葉をつかみ あそびます」
ベニータ

「赤い茎 静脈のような 紅葉の手」
マイク

謝祭の料理を食べました。ターキーが丸ごと一羽
焼かれていて驚きましたが、とても豪華でした。
個人的には日本のお肉の方が柔らかくて味も良く
て好きです。日本のごはんが恋しくて仕方ないで
す。休みの日はほとんど毎日マクドナルドかタコ
ベルかバーガーキングのうちのどれかしか食べて
いません。（笑）日本の食生活に慣れすぎて、そ
んな小さなことでもすごいストレスです。日本に
帰ったら美味しい料理をいっぱい食べると心に決
めています。

わたしの住むグランド
ラピッズはとても寒く、
冬にはダウンタウンにア
イスリンクができます。
わたしはさっそくそこへ
15 人ほどの友達と行って
きました。彼らはよくわ
たしを遊びやパーティに
誘ってくれます。学年も
性別も関係なくみんなフ
レンドリーで、一緒に過

ごしているとどんなときでも、どこにいても楽し
いです。スケートをした経験があまりなく、下手
くそなわたしにみんなは気を使ってくれました。
一人で練習していると必ず誰かが来てくれて、声
をかけてくれたりしました。また、男の子も女の
子も関係なくわたしの手を握って、わたしを引っ
張ってくれました。日本では友達同士だとしても
男の子が女の子の手を握るのは少し変な感じがし
ますがこちらではそんなことはありません。時と
場合によりますが。
私たちはそのあとご飯を食べに行ったのです

が、周りはドイツ語の話をしたり、全くわからな
いことを話していて話に入れず自然とひとりぼっ
ちになっていました。でもその時に 1人の男の子
がそれに気づいて私の名前を呼び手招きをしてわ
たしをテーブルへ入れてくれました。彼は自然と

私に話を振ってくれたり質問してくれたり食べ物
を分けてくれたりしました。そうやってわたしの
ことを考えてくれる友達がいることに本当に感謝
しています。わたしは彼らのような、素晴らしい
友達に囲まれて本当に幸せです。残り少ない時間
を大切に過ごしたいです。（2015.12.6受信）


