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ただ今留学中

留学生センターニュース №２２３ ２０１６年３月８日発行

アメリカ史の授業
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

アメリカでの生活も残り 2ヵ月を切り、ようや
く帰国という言葉が頭に浮かんできました。

今、アメリカ史の授業で第二次世界大戦につい

て学んでいます。授業内容が日本で学んだときと

は全然違っていて、興味深いのでそれについて話

したいと思います。まず、わたしの記憶の中の日

本の教育ではなぜ第二次世界大戦が起こったの

か、第二次世界大戦によって日本がどのような被

害を受けたのかが主な点だと思います。原子爆弾

や沖縄の地上戦などについてです。アメリカでは

WWI（第一次世界大戦）の後ドイツがどのよう
な状況や考えに至ったのかについてやヨーロッパ

の中での戦いから始まります。ヒトラーやヒトラ

ーが指導者になった経緯についても詳しく学びま

した。そして原子爆弾や沖縄戦についてはあまり

詳しく学びませんでした。

原子爆弾を落としたのはこのまま世界大戦を続

けて日本を倒すよりも経費が安く済むというこ

と、原子爆弾を落とすことが一番早く戦争を終わ

らせる方法だったということ、戦い続けるよりも

亡くなる人が少ないということ、そして天皇を殺

したらたくさんの人が自殺するということをアメ

リカ人は知っていたので、東京などの大きな都市

を攻撃せずに天皇を生かしておくことが大事だと

思ったからだ、と教えられました。日本人として

は複雑な気持ちです。

たとえコスト削減や多くの命を落とすことが避

けられたとしてもアメリカには原子爆弾を落と

し、たくさんの人を未だに苦しめているという事

実と罪をこれから先ずっと覚えていてほしいと思

います。

そして、広島や長崎での悲惨さを学んだわたし

はその時先生の話を聞いて怒りさえも覚えまし

た。アメリカと日本の教育を比べて良し悪しを判

断するつもりはありませんが、興味深かったこと

と違いに驚いたので、この話をしようと思いまし

た。

そして今月は、黒人歴史月間と言い、黒人の人

々のルーツや歴史、ヘリテージについて学んだり、

話を聞いたりしています。奴隷として連れてこら

れ名字も奪われ人権もなかった時代から時は過

ぎ、黒人の大統領も生まれました。ただ、やはり

黒人だけにかかわらず人種差別は根強く残ってい

ます。アジア人やメキシカンもその対象です。ド

ナルド・トランプという人が大統領選挙に立候補

していますが、人種差別主義者です。わたしの周

りの人は、もしトランプが大統領になったらアメ

リカ人をやめてカナダに移住する、と言っていま

す。
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それはさておき、わたしも実際に何度かアジア

人だから〇〇と言われたり、人種差別的な発言や

行動によって嫌な気持ちにさせられたりしたこと

はあります。人種差別主義の考えは未だに消えな

いようです。 (2016.2.11受信)

留学レポート

毎日が新しいことばかり
P12岡田 彩瑚
姉妹校交換留学

留学先：West High School (Traverse City アメリカ）
留学期間：2015.10.10 ～ 2016.1.5

私のホストファミリーは、ホストファーザーと

マザーとまだお腹の中にいた赤ちゃんと中国から

の留学生のサラというホストシスターの 4人でし
た。私がアメリカに着いて初めてホストファミリ

ーに会ったとき、満面の笑顔で温かく迎えてくれ

ました。彼らはいつでも明るくて冗談を言うこと

がとても好きな温かいファミリーでした。私が英

語をしっかり聞き取れなくて答えられなかったと

きや、わからないことがあるときは、簡単な英語

に直してゆっくりと話してくれるなど、とてもや

さしい家族でした。

彼らは、毎週日曜日の朝に教会に行きます。お

祈りをしたり、讃美歌を歌ったりします。日本で

は教会に行くということをしていなかったのでと

てもいい経験ができました。

ホストマザーはショッピングをすることが好き

なのでよくダウンタウンなどに行って買い物に行

きました。私も買い物が好きなのですごく楽しか

ったです。ホストファーザーは、ケーキやクッキ

ーを作ることが好きなのでよく作ってくれまし

た。それはすべておいしかったです。

アメリカの学校では驚くことばかりでした。ま

ず、コンピュータを使う授業が多いです。そして

学校で朝食も食べられ、昼食の時間は 3回に区切
られており、食べる時間が生徒によって異なりま

す。そして、すべての授業は移動教室、クラスメ

イトも変わります。私が通っていた学校には、中

国の留学生やヨーロッパから来た留学生がたくさ

んいました。中国からの留学生とはとても仲良く

なって、休日のときなど一緒に遊びに行ったり、

たくさん話したりしました。

学校に慣れてくるのと同時にアメリカの友達も

どんどん増えました。彼らは、日本のことについ

てよく聞いてくれました。お昼ご飯を一緒に食べ

たり、クリスマスのプレゼント交換をしたり、遊

びに行ったり、たくさん写真を撮ったりして、と

ても楽しかったです。今でも、仲の良かった友達

とは連絡を取り続けています。

この留学で印象に残っている思い出は、ニュー

イヤーのことです。私は、2016 年に変わるとき
にカウントダウンをするためにダウンタウンに行

きました。そこはたくさんの人で溢れていました。

みんな音楽に合わせて踊ったり、歌を歌ったりと

ても賑やかでした。日付が変わる時間が近づくと

みんなでカウントダウンを始め、チェリーの形を

したものが上から落ちてきます。そして日付が変

わると同時に花火が打ち上げられます。日本では

冬に花火は見られないのでびっくりしました。と

てもすばらしい新年を迎えることができました。

また、印象に残っている出来事はアイススケート

に友達と行ったことです。私は今までアイススケ

ートをしたがなかったので、うまく滑ることがで

きませんでした。でも、友達が私を助けてくれて、

一緒に手をつないで滑ることができました。とて

も楽しかったです。ハローウィン、クリスマス、

ハッピーニューイヤー、そして Thanksgivingをア
メリカで体験することができてよかったです。

この留学は私にとってとてもいい経験でした。

この 3ヵ月間は毎日が新しいことばかりでたくさ
んのことを学ぶことができました。留学をして英

語をしゃべりたい、海外で生活したいという思い

がもっと強くなりました。

一歩踏み出して
I21平井シーナ
姉妹校交換留学

留学先：Central High School (Traverse City ｱﾒﾘｶ）
留学期間：2015.10.10 ～ 2016.1.5

私は 3ヵ月間アメリカミシガン州トラバースシ
ティという所に留学をしました。以前にもアメリ

カミシガン州グランドラピッズに 2週間の留学を
したことがありましたが、気持ちは、初めて留学

に行った時のように不安でした。シカゴ空港に着

いた途端にアメリカ人に囲まれて、景色も変わっ

ていて、さらに不安でいっぱいになりました。け

れどもホストファミリーがトラバースシティの空



- 3 -

港で迎えに来てくれたとき、笑顔で出迎えてくれ

てたので安心はしましたが、どんな家族か分から

ないから少し心配になりました。家の中は、ホス

トマザー、ホストシスター（中国人の養子）、中

国からの留学生、タイからの留学生と私の五人で

した。私は、他の留学生と同じ部屋でした。正直

言って、ルームシェアは嫌だなと思っていました

が、ルームシェアをしたおかげで仲良くなること

ができたし、お互いの国の言語や文化に触れ合う

ことができたのでとても良いことだと見直しまし

た。そして、自分たちが困った時に支え合うこと

もできました。悩みがあった時に相談をしていて

英語で話すから通じないだろうと思っていたけ

ど、留学生同士だから気持ちを分かってくれ、ま

た、励ましてくれました。学校から帰ってからの

短かい時間でしたが、仲を深めることができたと

思います。

学校では、私は、近江兄弟社高校からの初めて

の留学生だったので、先輩のアドバイスなどを貰

うことがなく不安でいっぱいのまま留学生活が始

まりました。やはり、学校での初日が一番大変で

した。誰も付き添ってくれなくて、たった 5分の
短い休み時間のうちに、自分一人で移動などをし

なければなりませんでした。初めてだし、自分の

英語にも自信がなかったので泣きそうになりなが

らも近くにいる生徒に尋ねました。でも、ショッ

クなことにアメリカ人は自分の意見を言うことに

は積極的なだけでフレンドリーではないと気づき

ました。私は、なかなか友達ができなくて落ち込

んでた日がたくさんありました。しかし、もう一

度よく考えて、ネガティブになっていた自分と積

極性のない自分にも気がつきました。自分から話

しかけなければ後悔してしまうだろうと思って一

歩踏み出してクラスの人に話しかけました。する

と、アメリカ人は見た目がこわそうですが、話す

と温かい人たちだなと思いました。先生がよく言

っている、元気よくアイコンタクトをとりながら

話すということが一番大切だなと思いました。

私にとっての留学は、とても素晴らしい経験に

なったと思いました。日本でもあまりしたことが

ないボランティアの良さも知ることができたまし

た。また、アメリカについてだけでなく、他国に

ついても学ぶことができ、友達もたくさんでき、

最高でした。

ホームシックになっていた間、このままでは本

当に帰りたいという気持ちにしかなれないのかと

心配していました。しかし、最終的に楽しくなっ

てきて、帰りたくなくなりました。出会えた家族

や友達とのお別れが辛かったのは、やっぱり思い

出が詰まったからだと思います。ここから先は、

離れていても友情を育てて行きたいし、またいつ

か出会えた時のためにも英語にもっと自信を持っ

て話せるように頑張って行きたいです。

ただ今留学中
他の留学生との交流

P14 片岡 誠之朗
AYUSA留学

留学先：Patrick Henry High School(アメリカ・ミネソタ州）
期間：2016.1.13～ 6.13

2 ヵ月目に入って、だいぶん英語にも慣れ、友
達とも会話ができるようになり、学校生活などが

楽しくなってきました。友達に勉強を教えてもら

ったり、先生やホストファミリーに助けてもらう

などして、少し余裕ができ、ホストファミリーに

いろいろなところへ連れて行ってもらうことも多

くなりました。

今月は、ホストファミリーを通じて知り合った

他の留学生との交流について書きたいと思いま

す。

僕は今月、3 人の留学生に会いました。一人目
は中国からの男の子、二人目はスロバキアからの

女の子、もう一人がロシアからの女の子です。3
人とも同じホストブラザーと一緒に住んでいま

す。お互いのホストマザーが一緒に社交ダンスを

されていて、留学生の一人も練習しているので、

よくその練習場で会うことがあります。そして、
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そのダンスのショーの時にスロバキア人の留学生

の友達で、チェコから来た留学生の女の人とも会

いました。他の留学生の人たちは去年の夏からア

メリカで暮らしているため、とても英語が上手で

す。単語などがわからないときは他の言い方など

で応えてくれるので、とても助かります。パーテ

ィーでもスペインから来た留学生の男の子とも会

いました。同じ留学生で、とても話が合うため、

すぐに仲良くなることができます。とてもいい環

境で生活させてもらっていることが、とてもあり

がたいです。

そして先日、中国人とスロバキア人とホストフ

ァミリーと一緒にボートショーに行きました。ミ

ネソタはアメリカで一番、湖の多い州で、100 個
以上あります。冬の間は車が乗れるほど凍ってい

ますが、夏になるとボートなどで釣りをしたり、

泳いだりすることがごく一般的だそうです。ミネ

ソタの人は少しお金を持っていると、ボートを買

うそうなのでボートの種類はとても多く、見てい

て楽しかったです。ボートは僕が思っていたより

もかなり大きく、とてもリラックスできそうなも

のばかりでした。広い敷地の中にあるボートの種

類も一つひとつ違い、実際にすわったり、運転席

のハンドルを動かしたりできるので、とても刺激

的でいい体験でした。特に面白かったのが、船室

が付いたボートです。トイレやシャワールームが

あり、ベッド、ソファ、テレビなども備え付けて

あり、設備が整っていて、とても快適な空間でし

た。アメリカの長い夏休みの過ごし方の一つでも

あるボートがここまでたくさんのバリエーション

を持っていることが、とても興味深かったです。

英語にだんだん慣れてきましたが、まだ気を抜

くと会話の速さについていけないこともあるの

で、これからも友達とも積極的に話し、早く文化

の違いなど、ここでしか話せない事柄をたくさん

話せるようにしたいです。（2016.2.29受信）
********************************************************************************

第34回春季短期留学の実施
今年も、恒例の短期留学が実施されます。今回

で 34回目になり、2つのコースが実施されます。
B コースは、アメリカの姉妹校 Grand Rapids

Christian High School（ミシガン州）でのホーム
ステイで、計 11名：高校生 3名(男子 1、女子 2)
と中学生 8 名（男子 5、女子 3）が参加します。

E コースは、オーストラリアの姉妹校 St.
Patrick's College（タスマニア州）でのホームステ
イで、計 21名：高校生 6名（男子 1、女子 5）と
中学生 15 名（男子 5、女子 10）が参加します。

B コースは、国際部長・豊田秀三先生と中学校
英語科・大友かおり先生が、E コースは、高校社
会科・高橋由加理先生と中学校体育科・林正樹先

生が、それそれ引率します。

日程概要
Bコース
3/19（土)学園集合 13:15 バスで出発 14:00

中部国際空港発 18:40 DL630
--------日付変更線----
デトロイト着 18:15 ホテル泊

3/20（日）午前 デトロイト市内見学

午後 姉妹校でホストファミリーと対面

3/20（日）～ 3/30（水）ホームステイ
3/31（木）ホストファミリーとお別れ

ランドラピッズから空路、デトロイトへ

デトロイト発 12:30
4/1（金）中部国際空港着 15:15

学園着 18:45頃
Eコース
3/13(日)学園集合 15:45 バスで出発 16:00

関西空港出発 20:55 JQ016
ケアンズ経由でシドニーへ

3/14（月）シドニー着 13:05
市内見学 ホテル泊

3/15（日）シドニーから空路タスマニアへ
ローンセストン着 17:30
ホストファミリーと対面

3/15（日）～ 3/23（水）ホームステイ
3/24(木)ホストファミリーとお別れ

ローンセストンから空路メルボルンへ

メルボルン市内見学 ホテル泊

3/25（金）メルボルンからケアンズ経由で帰国
関西空港着 19:20
学園着 22:00頃

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

受け入れ予定（2016年4月から）
4月からまた新しい留学生を受け入れる予定です。全部で 6名の留学生が 4月にやってきます。
姉妹校からは、タイのルンアルン・スクールから 2名（女子）、オーストラリアのセント・パトリック

ス・カレッジから 2名（男女各 1）、中国の南京外国語学校から 1名（女子）の計 5名です。この他に AFS
の年間留学生 1名（女子・コスタリカ出身）が加わります。
自己紹介などは、4月の留学生センターニュースに掲載します。


