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ようこそ日本へ 4 月に受け入れる留学生です。タイとオーストラリアの姉妹校の留
学生は約 1ヵ月、中国の姉妹校の留学生は 3ヵ月の滞在です。AFSの留学生は、約 10ヵ月の滞在です。

留学生センターニュース №２２４ ２０１６年４月１５日発行

Kenya Wongpaiboon(Kenya)
（ケンヤー）
姉妹校交換留学
1999.12.13生
出身：Roong Aroon School(タイ）
ﾎｽﾄ：I21平井シーナ
期間:2016.4.5～ 5.8
クラス：I21

Natnichar Suetrong (Ploy)
（プロイ）
姉妹校交換留学
1998.7.1生
出身：Roong Aroon School（タイ）
ﾎｽﾄ：I21向井万貴
期間：2016.4.5～ 5.8
クラス：I31

Kirra Marsden
姉妹校交換留学
2000.7.24生
出身:St. Patrick's College (ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)
ﾎｽﾄ：I21 東 七海/I21 杉本亜沙香
期間:2016.4.10～ 5.6
クラス：S24

Thomas De Ruyter
姉妹校交換留学
出身:St. Patrick's College (ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)
2000.9.19生
ﾎｽﾄ：G3 岡田康希
期間:2016.4.10～ 5.6
クラス：P23

季 学平
姉妹校交換留学
2000.6.19生
出身:南京外国語学校
ﾎｽﾄ：I31伊藤明日花
期間：2016.4.9～ 7.9
クラス：P22

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

その他の受け入れ（予定）
５月 明倫高級中学(台湾）一日訪問

Calvin College（アメリカ）5/30～ 6/1
大学生受け入れ（日帰り訪問）

６月 Colorado College（アメリカ）
大学生受け入れ 詳細未定

７月 St. Patrick's College（オーストラリア）
短期受け入れ 7/4(月)～ 10(日)
生徒 15名（男 7、女 8）
引率の先生 4名

９月 AFS／ YFU長期留学生受け入れ

１０月 Woodbridge School (イギリス）
短期受け入れ 10/13(木）～約１週間
人数未定

１１月①Wesley Methodist School(マレーシア)
11/18(金)～ 21(月)ホームステイ
人数未定

② St. Andrew's Junior College（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）
11/25(金）～ 27(日) ホームステイ

人数未定

１月 昌原南中高（韓国）

短期受け入れ

詳細未定

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

Claudia Suarez Urena
(クラウディア）
AFS年間留学
出身：コスタリカ
1998.11.8生
期間:2016.326～ 2017.2.4頃
クラス：I11
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ただ今留学中
3月現在で、4名の本校生徒が留学しています。早

川君はハンガリーへ、安藤さんは、ドイツへ、片岡

君と伊藤さんは、アメリカへ、それぞれ長期の留学

中です。伊藤さんは、3 月末の帰国です。現地から
のレポートを紹介します。クラスは、2015年度。

伝統的なハンガリー料理
I21早川 京佑

YFU 留学生
留学先：ハンガリー

期間：2015.8.12 ～ 2016.7.1

2 月に入り、だ
いぶ暖かくなりま

した。ホストがも

うそろそろ春が来

ると言っていまし

た。学校の授業は

少しずつ理解できるようになりました。単語を聞き

取れても理解はできないのでまだまだ語彙力が足り

ないと自覚しました。

この前、ホストに連れられて伝統的なハンガリー

料理が食べられるレストランに行きました。この料

理は、ホストによると生肉だそうです。実物は、も

う少し赤い気がします。食べ方は軽く焼いたトース

トに塗るだけです。生臭い感じがするのだろうなと

思って食べたのですが、驚くほど美味しく全く生臭

さがありませんでした。

2つ目は、豚
の脳とポテト

のフライです。

名前を聞いた

だけで少し気

持ちが悪くな

りました。僕

がこれを食べるまでは何のフライなのか教えてもら

えませんでした。「あなたに、教えたら絶対に食べな

くなるから魚だと思って食べて」とホストファザー

に言われました。この時は、何が入っているかなど

と検討もつきませんでした。食べてみると柔らかく

豆腐のような食感で、とても生臭かったのを覚えて

います。あまりにも魚だとは思えなかったので、ホ

ストに「何が入っているの？」と聞いたらホストが

「実はこれ豚の脳なんだ」と言われました。予想外

な答えだったのでとても驚きました。ナイフで切っ

たところを見てみると、本当に脳のかたちになって

いて気持ち悪くなりました。ですから、それ以上は

食べられませんでした。少し気になって「このよう

な料理はほかにもあるの？」と聞いたら、血を煮込

んだものがあるといっていました。

留学をしていると時間がとても短く感じます。残

りの約 4 ヵ月を大事に過ごそうと思います。
（2016.2.29受信）

世界はやっぱり広い
I21安藤優里香

YFU 留学生
留学先：Eric-Kandel-Gymnasium（ドイツ）

期間 2015.7.31 ～ 2016.7.8

毎日曇りや雨で天気が悪いですが、たまに太陽が

出てくるのを楽しみに元気で過ごしています。ドイ

ツに来て最初の 3 週間のオリエンテーション期間中
にお世話になったホストファミリーに、2 月の始め
に会いに行きました。夏には英語だけで会話をして

いたので、今、ドイツ語だけで会話するのがおもし

ろく感じました。そして、自分の成長を感じられて

安心しました。会いに行った一番の目的はカーニバ

ルです。ホストが住んでいる西部のケルンでは、ド

イツで一番大きいと言われているカーニバルが開か

れていました。みんな仮装をしてお祭り騒ぎでした。

Helau! Alaaf! などカーニバル独特の言葉を叫ぶと、
カーニバル列車からお菓子や花が飛んできます。結

構なスピードで物が飛んでくるので、ちょっと目を

離すと顔に当たり痛かったです。

私が今、住んでる北部のハンブルクにはカーニバ

ルがなく、北部に住んでる人々は西部や南部地方を

ちょっと小馬鹿にする習性があります。それで、こ

このホストもカーニバルには行ったことがなく、私

が家族の中で初めてでした。「酔っ払いがいて大変だ

よ！カーニバルに行くの？！」など色々言われたの

ですが、楽しかったです。

2 月の終わりには 5 日間の YFU のセミナーがベル
リンでありました。留学生活の半分が過ぎたので、

その振り返りと環境問題や政治を学ぶセミナーでし
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た。アメリカ、ブラジル、フランス、スウェーデン、

聞いたこともないような国など 10ヵ国以上の国から
30 人ほどの留学生が集まりました。こんなにも外国
人が集まると何をするにも大変です。北アメリカ人

はどこにいてもスピーカーで音楽を流して踊ってい

ました。ヨーロッパ人は基本的にゆっくりしていま

す。そして、みんな自己主張が強いです。「最終日に

パーティーを開こう！」ということになり、みんな

で何をするかなど色々話し合いをしました。ところ

が、みんながみんな、違う意見を言い合い、それぞ

れが自分の意見を通したいので 1 時間半ずっと討論
でした。日本では何人かがリーダーになり、その人

たちを中心に多数決などで物ごとを進めることが多

く、話しが早くまとまります。でも、みんなの意見

を聞いて、自分の意見を言って、それをまとめてい

くのもいいなぁと思いました。

そのパーティーでは各国のメンバーで何かを企画

しようということになったので、チームアジア（日

本とタイ）はソーラン節を踊りました。2 年生が研
修旅行でソーラン節を踊ったのを知っていたので、

「いいかも！」と ひらめきました。予想以上に盛り

上がり、「みんなで踊ろう！」、「ヨッコイショ！」

と掛け声をかけあっておもしろかったです。

このセミナーはたった 5 日間でしたが、とても充
実したものになりました。ここで出会った留学生た

ちとは家族のような存在になり、みんなで留学生活

のことを話したり、こう思っているのは自分だけじ

ゃなかったと安心できたりで、もうちょっと頑張ろ

うと、よい刺激になりました。色々な国の文化も知

れ、たくさんの考え方を聞き、世界はやっぱり広と

いうことを実感しました。

5 日間の日程が終わり、みんなとバイバイすると
きは寂しかったです。もう二度と会えない人もいる

んだろうなと思いながら暗い気持ちでステイ先に帰

るとホストファミリーがおかえりー！と迎えてくれ

て、すごく安心しました。そして今はもう確実にこ

こが自分の家になっていることに気が付きました。4
ヵ月後にはここの家を離れて日本に帰る、と考える

と少し変な気持ちで寂しいです。絶対に後悔しない

ように残された期間を頑張ります。(2016.3.7 受信)

日本のことを違う視点から
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わずか。嬉しくてワクワ

クしている反面、とても悲しいです。いい人にたく

さん出会い、もっとその人たちのことを知りたいと

思ったのに、もう帰国しなければならないからです。

そして、日本語が全く通じない別世界の環境での学

びからは、たくさんのことを得ることができました。

この前、留学生

として兄弟社に来

ていたマウリシオ

に会うことができ

ました。久しぶり

に会えてすごく嬉

しくて、いろんな

話をしました。彼

はとにかく JRが恋
しいと言っていま

した。はじめは日

本語で話していま

したが、なんだか

英語で話す方がし

っくりきて、自分

でも驚きました。

まだまだ英語が理解できない時もあるけれど、自分

の思っていることを日本語で言うよりも英語で言う

方が楽で、頭で考えるときもいつのまにか英語で考

えるようになっていました。

今、アメリカンヒストリーの授業では 1950s と
1960s について学んでいます。アジアの中でのトラ
ブルについても学びました。そのときに日本の話が

よく出てきて、その場にいるのが辛かったです。な

ぜなら、日本はアジアを侵略しようとしたり、中国

や韓国でひどいことをしたという話をひたすら先生
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は話してたからです。そのとき同じクラスにいた人

たちは、「日本って怖すぎ」や「気持ち悪い」など、

とにかく日本のことを悪く言っていました。その過

去の出来事はわたし自身が直接関与している過ちで

はありませんが、わたしの生まれ育った国の過ちな

ので、やはりわたしにも責任があるとも思います。

アメリカンヒストリーの授業ではいつもいろいろと

考えさせられます。そうやって日本のことを違う視

点から改めて学ぶということはとても意味があると

思います。

こちらでの生活も一週間少しとなりましたが、残

りの時間も無駄にせず、思いっきり楽しめるように

したいです。 （2016.3.15受信）

アメリカの学校生活のようす
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

春になって少し気温が上がりだしました。まだ花

は咲いていませんが、薄いコートで外に出られるほ

どにまで暖かくなり、学校にも歩いていくようにな

りました。会話も少しずつ楽になり、分かるように

なってきたので、今月は学校生活について書こうと

思います。

学校に着くと、まず朝食を食堂で食べます。ホス

トファミリーが仕事に行く時間がとても早いため、

朝食を食べる時間がありません。昼食を学校で食べ

ている生徒たちは無料で朝食も食べられるので便利

です。メニューは日によって異なり、どれもすべて

美味しいです。パンや卵が多いのですが、特に小さ

めのハンバーガーがおいしいです。卵か牛肉が中に

はいっており、とても柔らかく温かいので、朝に食

べると元気が出ます。

学校には自分の教室はなく、ロッカーに自分の荷物

を入れ、授業に向かいます。朝礼がなく、7:55 にす
ぐ 1 時間目が始まります。50 分の授業を７時間、毎

日同じ時間割です。日本のように週ごとに決まって

いるわけではありません。そして休み時間も 5分で、
毎時間違う教室に移動しなければならないので、と

ても休み時間は忙しいです。学校が広いので、ロッ

カーが学校の隅にある人は、すべての時間分の教科

書を一日中持ち歩かなくてはならないので、重そう

です。

昼食は全員食堂でとるため、3 回に分かれていま
す。その時が友達と話す一番の機会です。いつでも

会話がたえず、みんなで笑っているので、一緒にい

て楽しいです。時々昼食の時間にラップやブレイク

ダンスの小さいショーを生徒たちでやっていること

があります。みんな上手なので、食堂は大盛り上が

りです。アメリカではこういった小さなショーが日

本よりかなり頻繁に行われるので、生徒たちはみん

な、楽しみにして待っています。

授業は 3:00 に終わり、そのあと部活動の時間が始
まります。部活動は 3 つのシーズンごとにやること
が違い、今ちょうど移り変わりの時になっています。

スポーツの部活動だけでなく、クッキングやアニメ、

コンピューターの部活動もあり、どれもたくさんの

生徒が入っています。週一回だけというクラブも多

いので、いくつかのクラブに同時に所属している人

も見かけます。僕も今２つのクラブに所属していま

すが、どちらのクラブでも優しくいい人が多いので、

ありがたいです。

先日、学校でダンスパーティーがありました。一

年に一度のパーティーだそうなので、友達も楽しみ

にしていました。ダンスパーティーには DJがいて、
音楽を大音量で鳴らし、それにあわせて生徒たちが

踊るというものでした。真っ暗な中で照明が動いた

り、霧をたいたりなど、豪華で凝った仕組みになっ

ていました。ダンスもたくさんの種類があり、テン

ポの速い、ノリのいいダンスや、カップルで踊るよ

うなゆっくりとしたダンス、みんなで同じ動きをす

るダンスなどがありました。最初はどのように踊れ

ばいいかが分からず、戸惑っていましたが、友達に

いくつか教えてもらい、なんとか音楽にあわせて踊

ることができました。そのダンスパーティーはマス

クダンスのパーティーでした。みな自分のマスクを

持ってきていました。赤いもの、真っ白なもの、金

や銀できれいに光っているものもありました。形も

いろいろで、顔全面を覆っているものや、線だけで

きれいな模様を作っているもの、片目だけを覆って

いるものなど様々でした。それぞれのマスクが個性

的で、色鮮やかでした。アメリカの楽しい一面を知

ることができて、興味深かったです。

学校でも家でも常に誰かに助けてもらっているこ

とを忘れずに、また、恩返しができるよう常に考え

て残りの留学生活を過ごしていきます。

(2016.3.30受信)


