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留学生自己紹介 前号で紹介した現在滞在中の留学生に、日本語で自己紹介を書い

ていただきました。タイとオーストラリアの姉妹校からの4名の留学生の滞在は短期間です。機会があれば、ぜ
ひ話しかけてください。

留学生センターニュース №２２５ ２０１６年４月２５日発行

にほんのたべものだいすき
Claudia Suarez Urena

AFS年間留学
出身：コスタリカ

期間:2016.326～ 2017.2.4頃

わたしは、クラウディアです。
わたしは 17さいです。わたしは、
コスタリカじんです。
わたしはバレエだいすきです。
わたしはしゃしんだいすきで
す。わたしはチョコレートと
にほんのたべものだいすきで
す。わたしはにほんごとにほ
んぶんかのべんきょうをした
いです。

天ぷらとお寿司いっぱい食べたい
季 学平

出身:姉妹校 南京外国語学校(中国）
期間：2016.4.9～ 7.9

みなさん、こんにちは。私は季
学平で、南京から来ました。日
本語を勉強してもう三年以上
になりました。
日本語を勉強し始めた時

は、どうすれば日本語が上手
になれるか迷ったことがあり
ます。先輩にすすめられて、
日本のドラマと映画を見始め
ました。気付かないうちにもう
三年以上経ちました。今の私は日

本に興味を持っていて、留学に来ることができる
のは本当に幸せだと思っています。
私の家族は三人で核家族です。両親と私です。

今南京に住んでいます。私は、日本料理が好きで
す。特に天ぷらとお寿司が大好きです。これから
も日本でいっぱい食べたいです。
スポーツと言えば、私はダンスが大好きです。

子供のころは七年間も民族舞踊を習いました。今
は、ストリートダンスに興味を持っています。

日本でみなさんと仲良くしたいです。よろしく
お願いします。

すしがすき
Kirra Marsden

出身:姉妹校 St. Patrick's College (ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)
期間:2016.4.10～ 5.6

わたしのなまえはキラです。わ
たしは 15 さいです。オースト
ラリアからきました。
わたしは、1 か月にほんにい
ます。わたしはオーストラリ
アでは、スーパーでしごとを
しています。
しゅみは、バスケットボール、
クリケット、ネットボールで
す。わたしは、すしがすきです。

おとうとがひとりいます。にほん
ごにきょうみがあります。すうがくとかがくがす
きではありません。わたしはしぜんかがくをべん
きょうしています。

自分の馬を持っています
Thomas De Ruyter

出身:姉妹校 St. Patrick's College (ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)
期間:2016.4.10～ 5.6

ぼくのなまえはトマスです。オ
ーストラリアのタスマニアから
きました。ぼくの学校はセン
トパトリックスカレッジで
す。ぼくは十五さいです。ぼ
くのしゅみはじょうばとフェ
ンシングです。ぼくは、自分
の馬を持っています。一週間
に三回くらい馬に乗っていま
す。食べ物は全部好きです。日

本の食べ物ではすし、うどん、み
そ汁、ラーメンを食べたことがあります。
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たくさん友だちをつくりたい
Kenya Wongpaiboon(Kenya)

出身：姉妹校 Roong Aroon School(タイ）
期間:2016.4.5～ 5.8

私はなまえはケンヤーです。今
は十六さいです。タイのルンア
ルンがくえんからきました。
日本語が好きですから、日本
語がうまくなりたいです。私
は日本のおかしが大好きで
す。もちとソフトクリームと
だんごは大好きです。私は一
年日本語を勉強しています。
しゅみはえいがをみることと、

どくしょです。日本で旅行に行き
たいです。日本でたくさん友だちをつくりたいで
す。どうぞよろしくおねがいします。

日本の文化ぜんぶ大好き
Natnichar Suetrong (Ploy)

出身：姉妹校 Roong Aroon School（タイ）
期間：2016.4.5～ 5.8

私はプロイです。プロイはタイ
語でルビーという意味です。タ
イのルンアルンがくえんから
きました。アニメやきものや
食べ物など日本の文化はぜ
んぶが大好きです。私は二
年くらい日本語をべんきょ
うしています。日本語はむず
かしい。でも私は、れんしゅ
うします。私のしゅみはクッ

キングと、マンガを読むことです。
日本のいちごもすきです。かきごおりとおかしは
いちばん大好きです。日本の花もみたいです。よ
ろしくおねがいします。

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

留学レポート
昨年夏から3月まで、アメリカの姉妹校に留学し

た伊藤さんのレポートを紹介します。

留学で得たたくさんの宝物
I31 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

見知らぬ町で、約 7か月間見知らぬ人とともに母
語ではない言語を使って生活することは私にとっ
てとても魅力的でワクワクすることであり、また
不安だらけでした。まず私には自信がありません
でした。自分の英語力に関してはもちろんですが、

自分自身にすら自信がもてずにいました。
ほとんどキリスト教徒しかいないキリスト教主

義の学校で過ごした 1 年間は私にとってとても価
値のあるものとなりました。キリストや神に関す
る理解を深めることをはじめ、クリスチャンの視
点での物事の考え方や聖書の言葉を知ることは新
鮮で興味深かったです。毎週日曜日は教会へ通い
ました。

また、新約聖書の授業をとっていました。その
結果、もっとキリスト教について知りたいと思う
ようになりました。それから毎週聖書の勉強会へ
行ったりしました。それらを通して私のなかで特
に変わったことといえば「許せるようになった」
ことかなと思います。キリストの生き方を知り、
なんて心の広い人なんだと思い、見習いたいと思
ったからです。聖書の授業ではレ・ミゼラブルを
見てそれをキリスト教徒の視点から考えて、レポ
ートを書く課題などが、さらに理解を深めるのを
助けてくれました。
さらに、学校では授業にあくまでも普通の生徒

として出席しなくてはなりませんでした。それに
苦労しました。私の通っていた学校では生徒が各
自のスケジュールで教室移動しなくてはいけませ
んでした。場所も何もわからないけど、英語は流
暢に話せない、さらには知っている人はいない環
境での生活は明らかに苦しかったです。テストや
課題もしなければなりません。アメリカ人が 30分
で終わらせてしまう課題をするのに 4 時間かかっ
てしまうのもまれではありませんでした。まして
や留学生扱いなんてしてもらえません。ホストブ
ラザーたちは全く助けてくれませんでした。ラン
チを１人で食べる日もありました。それが嫌で悔
しくて一刻も早く友達を作ろうと努力しました。
例えば宿題は何かと隣の人に尋ねたり、授業につ
いて聞いたり、聞かれてないけど自己紹介をして
相手の名前を聞いたりしました。そうして気が付
けばたくさんの友達ができて、毎日すごく楽しく
過ごせていました。放課後や休みの日はよく友達
とすごしました。ホームパーティーへ行ったりモ
ールで買い物をしたりダウンタウンの探検をした
りしました。いろんな学年のいろんな人種の友達
ができました。悔しい気持ちがあり友達もでき会
話の力も上がり、成績もアメリカ人と同じくらい
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とれるようになりました。
この留学を経て、たくさんの宝物を得ることが

できました。別れがつらくて泣いてくれたり、今
も電話をしたりして連絡を取っている友達をはじ
め、自信もついたし人前で話すことと失敗するこ
とが全く怖くなくなりました。また、当たり前が
そうではないことに気づけたし、それとともに感
謝することと努力をすることの大切さと、失敗や
悔しい気持をばねにして次につなげられるという
ことを改めて実感しました。こんなに素晴らしい
機会をいただけて私の周りの人に感謝しかないで
す。

短期留学のレポート
春休みを利用して行われた約2週間の姉妹校への
短期留学の参加者のレポートです。今回はBコース
（アメリカ・ミシガン州Grand Rapids Christian
High School）に参加した上野くんと青山さんのレ
ポートです。

「みんな違ってみんないい」
J22 上野 聖真

今回の留学を通して「積極的にする」ことの大
切さを学びました。分からないことがあっても聞
けば教えてくれました。しかし、聞かないと何も
変わりませんでした。だからまず「聞く」という
ことの第一歩を踏み出すことが大切だと感じまし
た。
僕はホストファミリーと出会うまで、不安なこ

とがたくさんありました。しかし、ホストファミ
リーは優しく家族のように接してくれ、それまで
の不安はなくなりました。また、簡単な英語に直
して言ってくれたり、いろいろな所へ連れて行っ
てくれたりして、たくさんのことを経験すること
ができました。
僕の今回の留学での目標は、アメリカの文化を

学び、アメリカの良いところを様々な視点から探
すことでした。アメリカの学校は「聞く」という
ことを大切にしていました。聞くことをきっかけ
に、質問する時間を作りました。また、アメリカ
の学校はゴミがいろんなところにありました。だ
から、その面で日本はいいのかと思いました。で
も、アメリカの人はみんな優しく接してくれまし
た。スーパーマーケットや飲食店などでは、いつ
も「良い一日を！」や「楽しい旅にしてね！」な

どという言葉をたくさんの人が言ってくれてうれ
しい気持ちになりました。日本では「ありがとう」
だけなのにアメリカの人は誰にでもフレンドリー
に話しかけることができていてすごかったです。
誰にでも優しく、同じように接していくことが大
切だと改めて気づかされました。
「私と小鳥と鈴と」という詩人の金子みすゞさ

んの詩の最後のフレーズ「みんな違ってみんない
い」はまさにアメリカの教育だと思います。一人
ひとりの意見をすごく大切にするという意味の言
葉だと思います。アメリカは日本よりもどこに行
っても一人ひとりを大切にしてくれました。
これからは分からないことはすぐに聞き、誰に

でも優しく、同じように接し、一人ひとりを大切
にできる人になれるような努力をしていきたいと
思います。そして、どんなことにもチャレンジし
ていき、自分の可能性をどんどん広げていきたい
です。
今の自分を更に変えていき、いろいろなところ

で活躍できるようになることを目標に日々を過ご
していきたいです。

「？」を大切にすること
I21 青山 颯希

留学を通して学んだことの中で、私が一番印象
に残っていることは「？」を大切にするというこ
とです。
アメリカの生徒は、人の目を見て話を聞き、疑

問に思ったことはその場で解決し、Yes, No はは
っきりさせていました。私は今まで伝えたいこと
があっても、先の失敗を気にしてなかなか上手く
コミュニケーションを取ることができませんでし
た。しかし、アメリカの生徒 a たちの積極的な姿
勢を目の当たりにしてからは、自分からコミュニ
ケーションの幅を広げていこうと思えるようにな
りました。
姉妹校では、実際に数学や外国語の授業に参加

させてもらいましたが、音楽を聴きながらテスト
を受けたり、机の上に足を乗せてたりするクラス
もあれば全員が真面目に話を聞き、質問が飛び交
っているクラスもあり日本との違いに少し驚く場
面もあり、とても新鮮でした。
姉妹校付属の小学校に一日訪問をして日本の文

化や遊びを紹介しました。私はその中で書道をし
ましたが、みんな興味を持ってくれて一緒に書い
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ている中で「教える」ことが楽しいと感じること
ができました。私は 10年間、書道を自分のために
してきましたが、あんなに喜んでもらえたことが
無かったので、初めて書道を最後まで諦めず続け
てよかったと思いました。
ホストファミリーは 5 人家族の 3 人兄妹で、最

初は緊張しかなくて質問に対して答えることで精
一杯でした。しかし、学校までの行き帰りの車の
中で、かかってる音楽について話したりするうち
に緊張もなくなり、「もっと話したい！」と思える
ようになりました。
家に帰ってからは、ホストマザーと学校での出

来事や自分の家族について話すことが増えたので、
自分からどんどん話せるようになりました。ホス
トシスターの友達のバースデーパーティーでは 11
人もの友達を作ることができました。次の日から
は会話の輪も広げることができてとても嬉しかっ
たです。
友達を作れたのは高校だけでなく、近くの大学

の日本語を専攻している人たちとも新しく友達に
なれました。お互いに日本語や英語を教えあい、
今でも連絡を取っていて、私が英語で書いた手紙
に対し日本語で返してくれた上に、その手紙を部
屋の机にかざってあることまで教えてくれ、私に
とって大切な宝物となりました。
いろんな人たちと出逢う中でコミュニケーショ

ンを取ることの楽しさや難しさを知りました。
しかし、会話のスピードについていけなくて、

なかなか聞き取れないときは自分の力不足を感じ
辛かったこともありました。そんなとき、私が理
解できるようにゆっくり話してくれたり心配をし
てくれたホストファミリーには感謝でいっぱいで
す。
いろんな場面でお世話になったペグマン先生に

「あなたはきっといい先生になるよ。」と、私の将
来の夢を知らないのにそう言ってもらえた時が私
は一番嬉しかったです。
短い期間でしたが、必ず疑問をそのままにしな

いという大切なことを学びました。今回出会った
人たちとの繋がりを大切にして自分の将来の夢に
向けて努力していきたいです。

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

ただ今留学中

ハンガリーのイースター
I31 早川 京佑

YFU 留学生
留学先：ハンガリー

期間：2015.8.12 ～ 2016.7.1

三月に入りました。ハンガリーは、少し暑い気
がします。ハンガリーの学校は日本の学校に比べ
て休みがとても多いです。3 月には、一週間以上
のイースター休暇がありました。日本ではあまり
馴染みのない文化なので、何をするのか興味があ
りました。イースターといえば卵がまず頭に浮か

んでくると思います。ハンガリーではまず卵に色
と模様をつけます。
やり方は、とても簡単でした。まず、雑草や花

をとってきて卵に巻きつけ玉ねぎの皮と煮込むだ
けでできます。いろいろな模様ができるのでとて
も面白いと思いました。

 イースター当日に、家族全員が集まりました。
ハンガリーでは、その日に男性が女性に詩を伝え
ます。もし女性が男性の詩がいいと思ったら、男
性が女性に頭から水をかけるという風習がありま
す。これを、家族ひとりひとりしました。もちろ
ん僕も参加しました。さすがに自分ひとりでは無
理なので、事前にホストファーザーに教えてもら
いそれを暗記しました。ハンガリーの詩は、日本
の詩より意味が伝わりやすいと思いました。

YFU の集まりでハンガリーの国会議事堂に行き
ました。ホストに、めったにそこには入れないと
言われたのでとても楽しみでした。国会議事堂は
ドナウ川沿いに建っていて、外見は全く国会議事
堂には見えません。議事堂の中はほとんどが撮影
禁止になっていました。内装はとれもきれいでい
たるところに金が使われていました。

(2016.3.31受信)

ホストファミリー募集中
国際部では、年間を通じてホストファミリー

を募集しています。留学しなくても、自宅に留
学生を受け入れることによって、親密な国際交
流ができます。あなたも、ホストファミリーに
なって、世界に友達を作りませんか。詳しいこ
とは、国際部に気軽に問い合わせてください。
国際部は、希望館 1 階にあります。また、各部
署に国際交流委員の先生がいますので、担当の
先生に尋ねてください。

○2016年度 中高部国際交流委員
中 学 校･･･････林 正樹
高校学年制 1年･･･西堀結衣

学年制 2年･･･山岡玲央
学年制 3年･･･庄島圭介

高校単位制･･･････山本昭子
高校 ICC･････････服部佑香
国際部････豊田秀三、谷口 毅、西元靖怜子、

伊藤幸代、中原葉月


