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留学生の見た日本
学園には現在、3名の留学生が長期滞在し、学んでいます。一番長いのは4月から滞在するクラウディアさんです。

他の2人は8月末からのミシェルさんとリリーさんです。3人に現在の心境やこれからの希望を書いていただきました。

留学生センターニュース №２３５ ２０１６年１１月７日発行

日本の文化をもっと学びたい
I11 Claudeia Saurez Urena(クラウディア)

AFS年間留学生
出身:Centro Fomativo Nuevo Milenia(コスタリカ)

期間：2016/4/8～ 2017.1.29

私はコスタリカからきたク

ラウディアです。私が日本に

来て、6 か月になりました。そ
して私は、日本文化を学んで

います。初めは、コスタリカ

と日本の文化がとても違うよ

うにみえました。しかし、今

は、もう慣れて、自分のクラ

ス I11 や部活や学校を楽しんで
います。私は茶道部に入りました。茶道や、部員

をとても気に入りました。茶道はとてもきれいな

芸術で、日本の文化についてたくさん知ることが

出来ました。私は本当に茶道部が気に入っていた

けれど、他の日本芸術を習うため美術部と、もっ

と多くの漢字をならうために書道部に入りました。

残された数少ない何か月間で、たくさんの友達を

作り、文化についてもっと学んで、たくさんの漢

字や日本語を勉強して自分の日本での生活一日一

日を楽しみたいと思います。

オランダと日本
I21 Michelle Adriana Cornelia BOHR（ミシェル）

ロータリークラブ交換留学生

出身：Trevianum Scholengroep（オランダ）
期間：2016/8/25 ～ 2017/7/15

私の名前は、ミシェルです。私は 17 歳で、オラ
ンダ人です。私の趣味はテニスとサッカーと音楽

です。私の国は小さいです。ヨーロッパの西にあ

ります。オランダの人口は 1,700 万人です。日本

の人口は、1億 2,700万人以上です。だから私の国
はちょっと小さいです。でも

私はオランダが大好きです。

たくさん外国人がいますか

ら。オランダの言葉はオラン

ダ語です。しかし、ほとんど

の人は英語も話します。オラ

ンダ語が話せなくても英語で

会話ができます。オランダの

料理はシンプルです。でも、

私はオランダの料理が好き。

オランダ人はストレートで真面目な性格です。で

も日本人は思いやりがある性格です。私は日本の

山が美しいと思います。伊吹山に登りたいです。

いろいろな風景を見たいです。たくさんの新しい

人と喋りたいです。

制服の方が便利
P13 Aureile Grandjean（リリー）

AFS 年間留学生
出身：CO de la Gruyere- La Tour de Treme(スイス）

期間：2016/8/25 ～ 2017/7/8

スイスと日本の違いは、た

くさんあります。たくさんあ

りすぎて、ここに書くのは難

しいくらいです。例えば、昼

休みのとき、スイスは家でお

昼ご飯を食べます。それかカ

フェテリアです。どちらでも

良いですが、弁当を持ってく

るのはダメです。またスイス

の学校は、部活がありません。

みんなは、別の場所でスポーツとかコーラスをし

ます。それと、学校には制服がありません。毎日

服を選ぶのはけっこう大変ですから、制服の方が

便利だと思います。
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留学レポート

肌で感じたタイ
I11珠久 渚
姉妹校交換留学

留学先：Roong Aroon School(タイ)
期間：2016/7/16 ～ 2016/8/27

私がこの留学に参加した目的は、4つあります。
1つ目、タイの現状を自分の目で見ること。
2つ目、タイの英語教育について知ること。
3つ目、大学を見ること。
4つ目、友達を作ること。
でした。この留学でそのすべてを達成することが

できました。

ホームステイ先で不自由な思いをすることは特

にありませんでした。タイの中でもバンコクは急

発展をしていて大きなビルが立ち並んでいました。

その建物は大阪の建物を超えてきれいで大きくて

デザインも斬新でした。日本のものはパッケージ

がタイ語になっただけでお菓子も日用品も漫画も

なんでもそろっています。ビルはすごいですが、

その周りはとても古びたお店や屋台が並んでいま

す。帰国してタイで見た街並みを周りの大人に話

してみると日本の 50年くらい前の頃に似ていると
いっていました。だから昔のものと現代のものが

混ざっている感じがしました。

タイでは英語教育を小学 1 年生から始めている
そうです。私が一番驚いたことは、英語の授業で

先生が「これは英語の授業なんだから今から英語

で喋りましょう。」と声をかけたら生徒たちが今ま

でタイ語で話したことを英語で話し始めたことで

す。日本の高校生でできる人は多くないと思いま

す。日本では少なくとも 6 年間は、ほとんどの人
が学校で英語を勉強していますが、今の若いタイ

人ほど話せる人は少ないと思います。大人になっ

て社会に出たときに、今のままの英語力では通用

しないことを痛感しました。

ホストファミリーにタイの大学にも連れて行っ

てもらいました。近代的なきれいな大学とそうで

ない大学の 2 つを見ました。日本円にすると学費

は安く感じますが、タイの物価からするとかなり

高いそうです。ルンアルン学園からは、日本の難

関大学にすでに進学している人や、これから受験

する人もいました。

タイの学校はオープンで自由で穏やかでした。

先生や生徒は、フレンドリーでたくさん話しかけ

てきてくれました。授業も受け身ではなく、生徒

が考えて作り上げていく感じでした。友達もたく

さんできましたが、タイ語の名前の発音が難しく

覚えるのは大変でした。

他に驚いたことは、トイレのことです。トイレ

は水洗式ですがトイレットペーパーは便器に流す

ことはできません。トイレのごみ箱に捨てます。

私が連れて行ってもらったアユタヤという場所は

都会ではないので昔ながらの水を汲んで流すトイ

レでした。まだ下水がしっかりと整備されていな

いのだろうと思いました。

ホストファミリーは道や店の場所がわからない

とき、すぐに周りの人に話しかけて聞いていまし

た。そうすると百発百中で親切に教えてくれます。

ホストファミリーは私を色んなところに連れて

行ってくれて、たくさんのことを学ばせてもらい

ました。日々、タイ人の温かさに触れることがで

きました。

今回の留学で学んだことは、実際に現地で 1 か
月半生活することによって、観光で行くだけでは

わからないタイの雰囲気を肌で感じることができ

ました。タイ人は日本人よりもコミュニケーショ

ンを多く取ろうとすることなど学ぶべき点も多く

ありました。

そして、タイの高校生と勉強や将来の目標につ

いて話しました。世界中に頑張っている同年代が

たくさんいることがわかり、良い刺激になりまし

た。

この留学はたくさんの人に支えてもらって行く

ことができました。貴重な体験をさせていただき、

ありがとうございました。

オーストラリアでの生活
G15田中 望貴
姉妹校中期留学

留学先：Citipointe Christian College（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）
期間：2016/7/16 ～ 2016/8/27

留学でよかったことは、オーストラリアでの生

活です。なぜなら、向こうの学校の時間割と、日

本の学校の時間割は少し違います。そのうちの一

つは、朝一気に約 2時間勉強した後に 35 分の Tea
Time があり、その後はお昼まで勉強し、また 35
分の Lunch Timeで、またその後帰るまで勉強です。
そのため、オーストラリアの学校には 1日に 35分
という長い休憩時間があり、より一層授業に集中

できるということです。
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また、ホストファミリーとの生活も充実してい

ました。なぜそう思ったのかというと、家に帰る

とずっと英語を話すことができるし、たくさん勉

強できるからです。

もう一つの良かった理由は、私のホストファミ

リーは、毎週土曜日どこかに私を連れていってく

れたことです。中でも、もっとも楽しかったのは、

Movie World です。これは、USJ みたいなところ
で乗り物もとてもたくさんあり、日本には絶対な

いだろうなというものもたくさんあったからです。

さらに、嬉しかったのは、オーストラリアで有

名な動物のコアラやカンガルーも見ることができ

たことです。そして、毎週日曜日はホストファミ

リーと教会へ行き、ライブみたいな礼拝に参加し、

たくさんの教会の歌を歌ったり、お話を聞いたり

して、とても英語力が伸びました。

留学で反省することはいくつかあります。その

うちのいくつかを挙げたいと思います。一つ目は

学校です。私が通っていた Citipointe International
Collageにはいくつかクラスがあり、私のクラスは、
中国人 8 人、韓国人 1 人、日本人 4 人のクラスで
した。そこで、授業中たまに中国人たちが中国語

を話しているのを聞いて、私たち日本人もたまに

日本語で話してしまっていたことです。なぜこの

ことが悪いことだと思ったのかというと、私はオ

ーストラリアに日本語を話しに行ったのではなく、

英語を学び話すために行ったのに、母国語で少し

話してしまうことがあったからです。

もう一つの反省することは、嫌いな食べ物を食

べなかったことです。それは、お昼のランチタイ

ムのときのことです。ランチボックスの中には、

カリフラワー、ブロッコリー、ニンジン、生芋が

入っていて、これらすべて私の嫌いなもので、私

はやっぱり食べることができませんでした。です

から、家に帰ってホストマザーに"I couldn't eat
today's lunch."と、私が言うと、彼女は"OK, don't
worry about this."と言ってくださいました。しかし、
後から少し考えてみると、そのお弁当に入ってい

た食べ物を見た目だけで判断し、食べないと即座

に決めてしまっていたように思います。それを食

べるのがオーストラリア、他国の文化を知るチャ

ンスだったのに、なぜそれを食べなかったのかと

後悔しました。もう少し考えてから行動しようと

これを通して思いました。

最後に、後悔することが二つあります。まずそ

のうちの一つは私のホストファミリーには 4 歳と
1歳の女の子がいて、4歳の女の子とはたくさん話
して、たくさん遊んでいろんなことをして楽しん

でいました。しかし、1 歳の女の子はまだ言葉が
発せられず、音だけとっているという状況であま

り話したりできませんでした。それでも、4 歳の
女の子といる時間が長かったので、1 歳の女の子
とはもっと遊んであげればよかったと後悔し反省

しています。

心を通わせること
I11野口 芹菜
姉妹校交換留学

留学先：St. Patrick's College(オーストラリア)
期間：2016/7/16 ～ 2016/8/27

私は以前からオーストラリアへ留学することが

夢でした。今回留学のチャンスをいただいたこと

により、決まったときからとても楽しみな気持ち

でいっぱいでした。しかしその反面、留学させて

もらうのが私で大丈夫なのかと何度も不安な気持

ちになることもありました。いただいたせっかく

のチャンスが無駄にならないように、自分なりに

努力をしようと思っていました。

初めてホストファミリーと出会ったとき、とて

も緊張してしまいました。日本で想像していたよ

り、外国の人と話すことはとても難しく感じまし

た。ですが、文法を気にしつつ会話を進んで話し

ていくことを努力しました。そうすることにより

少しずつ会話ができるようになりました。最初は

簡単な答えしか返せなかったのですが、日が経つ

につれていろんな文法を使っていけるようになり

ました。その中で学んだことは言葉の壁を乗り越

えるために心を通わせることが大切だということ

です。
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今回の留学での目標は 2つありました。
一つ目は日常会話を学ぶことです。この目標は

達成できたと思います。なぜなら、短い挨拶や現

地でしか使われていない言葉、スラングなどを学

べたからです。これらを学んで新しい単語も知る

ことができ、とても勉強になりました。

二つ目の目標はオーストラリアの文化を学ぶこ

とです。そこでたくさんのことを学びました。例

えば、四季は日本と逆で季節は冬でした。雪が一

度だけ降りましたが、タスマニアでは雪が降るの

は珍しいことで、あまり降らないと現地の人から

教えてもらいました。料理は色んなものを食べさ

せてもらいました。時々お米を使った料理もあり

ました。その中で印象的だったのは、お米はタイ

米のような長細いものが使われていて、日本料理

のお店では日本米が使われていたことです。毎日

違う料理を食べさせてもらえて、とても感謝して

います。

ホストシスターと調理することがたくさんあり

ました。そのことがきっかけで、私は料理に興味

をもつようになり、料理が作れるようになりたい

と思うようになりました。オーストラリアの食文

化だけでなくその他の文化で日本の文化と似てい

ることが多かったです。学校での授業は生徒が自

由で気軽に参加できたので授業を受けるのが毎日

楽しかったです。

ホストファミリーにはいろんな場所に連れて行っ

てもらいました。

今回学んだことを生かして、もしまた行ける機

会があったらもっと英語力を上げて再挑戦したい

と思います。

難題を乗り越えて
P13岸 龍生
姉妹校留学

留学先：Bethlehem College(ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ)
期間：2016/7/16 ～ 2016/10/8

今回の留学は僕にとって、大きな価値と意味と

を持つものであり、大きな影響を与えてくれるも

のでした。

この留学が僕の初めての海外経験であり、同時

に一人で親元を離れるというのも、初めてでした。

ですから、出発前、そして飛行機に乗って、飛び

立つくらいまでは、ただひたすらにわくわくして

いました。生来の好奇心の強さが幸いしたのだと

思います。

不安や怖さを感じ始めたのは、成田を経由し、

ニュージーランドのオークランド空港に到着した

あたりからでした。当然ながら校内の表示はすべ

て英語表記でその下に中国語やヨーロッパ圏の言

語が書かれている程度、その上、標準よりサイズ

の大きい僕の電子辞書は鞄の中にしっかりとしま

ってあったため、手荷物受け取りや、入国審査な

どへはほぼ表示のイラストを頼りになんとか辿り

着いたというような有様でした。しかし、不安や

心配は｢まいっか｣と大抵ながしてしまう質なので、

数時間後にはまたわくわくしていました。

ホストファミリーの方も明るく社交的というか、

僕以上に積極的にコミュニケーションを図ってく

ださるような人たちで、あの人たちのぐいぐいき

てくれるような姿勢に救われたことは何度もあり

ました。

忘れ物、乗り遅れなどもせず、幸先の良いスタ

ートを切れた留学でしたが、もちろん壁も課題も

難題も数え切れないほど、ぶち当たりました。当

時は新鮮さをあらゆるものに感じ、どんなミスや

壁も前向きに受け止めるよう心がけていたため、

そのときに落ち込むことはありませんでした。一

つだけあったのが、テストで、日本で日本語のテ

ストでは見たことがないようなおぞましい点数を

とってしまい、母国語でなく、内容も習ってなか

った部分が多かったとはいえ、このときばかりは

ショックを受けました。

向こうでは様々な難題にぶつかり、乗り越えま

した。楽しみながら取り組んだものも数多くあり

ましたが、それらが実際に僕が｢体験した｣ことで

あり、実際に｢難題に取り組んでいた｣と実感した

のは日本に帰って来てからでした。

考えてみればそれも当然で、異国の地であまり

得意だと胸を張れはしない言語のみで生活すると

いう前提条件自体がそもそも｢難題｣だから、その

上で何をしても、｢楽しもうとすること｣でさえ、

一つの課題となっていたからです。もちろん、そ

のことに不満は一切ありませんし、物凄く貴重な

体験であったと考えていますが、一つ一つの課題

の｢ディテール｣にこだわることができなかったこ

とは少し残念です。

もし、次の機会を得られるのであれば、次は今

回以上に一つ一つを注視して、取り組みたいと思

います。


