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国際的な体験を通して
S25

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

この 6 か月間沢山の体験をさせてもらって、
一番心に残ったものが、カリフォルニアへの旅
行でした。
この旅行はアメリカに来ている留学生を対象
とするもので、今年は、81 人の留学生が参加し、
一週間一緒に過ごすというものでした。この旅
でとても印象に残ったことが、二つあります。
一つ目は、どこの国の人達もですが、非常に
英語が上手だということです。ほとんどネイテ
ィブの人と同じように英語を使いこなし、英語
での会話をたのしんでいます。僕が全く分から
ない単語を簡単そうに使っていたり、とてもき
れいな発音で、かなり早く話していたりしたの
で、最初とても苦労しました。聞いてみると英
語を習い始める年齢が違うそうです。タイの学
生は小学校に入る前から、簡単な単語習い始め、
小学校中学年になると、もう文法などを習い始
めるそうです。他にもマレーシアや、インドネ
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シアの人もそれぐらいの年齢から習い始めてい
るそうなので、かなり上手で、きれいで、早い
英語を話します。ヨーロッパの方でもやはり小
学校 2、3 年で習い始め、文法なども徐々に習う
ということだそうです。僕は最初、どこの国で
も日本と同じように 12 歳程度から始めると思っ
ていましたが、全く違いました。日本人は最初
留学に来たとき、最初の数ヶ月は英語に苦しむ
ということを聞いたことがありますが、それは
日本以外の留学生にはほとんどなく、最初から
楽しんでいることが普通だということです。日
本人の留学生の英語があまり上手ではないとい
うことはかなり有名で、学校の先生方もよく苦
労しているそうです。そして僕は他の日本人の
留学生と比べてもかなり下手な方だったので、
このレベルが普通だと思っていた僕はかなりシ
ョックで驚きましたが、同時に本当に周りの人
が僕に対してどう思っているのかが分かる機会
だったので、貴重な経験をしたように思いうれ
しかったです。
もう一つは、他の留学生の人格の明るさです。
留学生ということもあって、明るく、フレンド
リーに話しかけてくれたり、会話ができたりす
るのですが、やはり他の留学生たちは、自分た
ちの会話を自分たち自身で楽しく面白くするこ
とがとても上手です。待ち時間やバスの中でも、
会話はほとんど途切れることがなく、笑ってし
まうような面白いことも時々言ってくれるので、
話をしていて全く飽きません。会話のスピード
もかなり速く、どんどん進んでいくので、最初
全く会話に入れませんでした。そのせいもあっ
て、最初はあまり友達ができませんでした。ど
うしても友達がほしかった僕は、大きく変わる
ことに決めました。その前まで相手から話しか
けられるのを待っていましたが、それからは自
分からハイタッチや握手を求めるようにしまし
た。昼間はほとんどが自由時間で、各自その友
だちと自由に行動するのですが、僕は、グルー
プの中に知っている人を見つけて、その仲間の
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会話の中に入っていくために、知っている人に
働いている場合が多く、もうこの年になると大
話しかけるようにしました。以前の僕はそのグ
人とみなされる年齢でもあるため、自立してい
ループの会話が壊れてはいけないと心配し、見
る人が多いようです。人に気を配りながら、自
て見ぬふりをするように立ち去ることしかでき
分のすることもしっかりとしている人たちを見
なかったのですが、それをすることによって話
ることは、僕にとってとてもいい刺激になりま
の中にうまく溶け込み、友達もだんだん増えて
した。
くるようになりました。
このカリフォルニア旅行で、いろいろな国の
もう一つ、他の留学生について気づいたこと
人と出会い、話す機会があったことを、とても
は、周りに対してとても気が利くということで
うれしく思います。それぞれ違った文化があり、
す。ディズニーランドなどへ行ったとき、常に
そのことについて話し合ったり、聞いたりする
周りの人が何に乗りたいと思っているかを考え
ことは、あまりできる経験ではないと思うので、
ながら、かなりスムーズに予定を決めていまし
とてもありがたく思います。また、他の場所で
た。そしてお土産を買うことも分かっており、
もたくさんの人に出会うことができました。と
ここを通るときに少し買ってしまおう、などと
ても貴重な経験をさせてもらったことへの感謝
積極的に意見を口にしながら決めていました。
を忘れず、この経験をこれからの人生に絶対に
聞いた話によると、外国では、両親どちらもが
生かしていきたいです。
****************************************************************************************

ただ今留学中

現在、7 名の本校の高校生達が、オーストラリア、ニュージーランド、タイの姉妹校へ留学中で
す。そのうち、5 名の高校生から留学中のレポートが届きました。
なくて脱いで過ごす家もあったことです。私は
どこの家も靴を履いたまま生活をするものだと
沢山の文化の違い
思っていました。
I11 野口 芹菜
学校では友達と出会ったら必ず挨拶をしてい
姉妹校交換留学
てみんな仲いいなあといつも思いました。ホス
留学先：St. Patrick's College(オーストラリア)
トシスターはアクアカルチャーというこの学校
期間：2016/7/16 ～ 2016/8/27
にしかない授業を選択しています。その授業で
は養殖をしたり魚について学んだりします。私
は授業に参加させてもらってとてもいい経験が
できました。他の生徒は日本の学校にはないよ
うな珍しい授業などを受けていました。例えば
psychology や child study があります。

オーストラリアに留学してから 2 週間が経ち
ました。そこで日本との文化の違いについて沢
山学びました。外国の文化を学ぶことはわたし
の目標の一つだったので良かったです。留学を
する前に現地の生活や文化について調べました。
生活の中でとても驚いたことは洗った食器は水
で流さずそのまま乾かすか、タオルで拭くとい
うことです。他には外国は靴を履いたままじゃ

学校が休みの日はいろんなところに連れて行
ってもらいました。買い物にも連れて行っても
らって、映画も見ました。『ファインディングド
リー』を見ました。日本の映画館とは違ってチ
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ケットはレシートのようで、座席は階段みたい
に急な席ではありませんでした。ですから、と
ても見やすかったです。
ホストファミリーは沢山の動物を飼っていて、
その中で馬を飼っていることにびっくりしまし
た。ホストシスターの友達の家に行ったときも
飼っている馬を紹介してくれました。飛行機の
窓の外を見たら羊や馬が沢山いました。タスマ
ニアには自然が沢山あります。
日本のあやとりや折り紙についても知ってい
る人がいて驚きました。ですから、もっと奥深
く日本の文化を伝えられるようにならなくては
いけないなと思いました。
今回の留学で一番学んだことは日本でも外国
でも人とのつながりやコミュニケーションの大
切さについてです。英語が流暢ではない私は、
外国に来て思いが伝わらず悲しい思いをしまし
た。言葉だけでは伝わらない気持ちがあること
も学びました。日常でよく使う単語はもっと調
べておけばよかったと後悔をしています。
残りの 4 週間でもっと沢山の文化の違いを見
つけたいと思います。そして、私のもう一つの
目標は生きた英語を学ぶことことです。ですか
らクラスメイトともっとコミュニケーションを
取れるように頑張ります。(2016/07/29 受信)

明るいホストファミリー
I11 古林 澄花
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

オーストラリア・タスマニア島に来てから 2
週間が経ってここでの生活ももうあと 1 か月ほ
どになりました。学校にも慣れてたくさんの友
達ができ、毎日楽しく過ごせています。

みんなにニックネームをつけてもらったり、
日本語を教えたり、英語で色々な話をしたりし
ています。授業も勉強をしながら、日本語を「教
えて」と言いに来る人がいたり、写真を撮った
り、楽しく受けることができています。
たくさんの友
達が自分の英語
を褒めてくれま
すが、今の英語
力ではまだまだ
だなと思うこと
もたくさんあり
ます。
St. Patrick's College には私たちの他にも、フラ
ンスやドイツ、あるいは、アフリカやアジアの
留学生がおり、様々な国の人と関われるので、
とてもいい経験ができているなと思います。
St.Patrick's College には夏にはスキューバダイ
ビングをする授業があり、海の中に潜ってタツ
ノオトシゴやきれいな魚を見ることができると
友達が教えてくれました。日本では経験するこ
とのできないものなのでその授業を受けてみた
かったです。
ホストフ
ァミリー
は、ホスト
シスターと
妹とお父さ
ん、お母さ
んの 4 人家
族です。お
母さんはと
ても明るくて面白い人でお母さんの作る料理は
とてもおいしいです。妹とホストシスターもお
母さんに似ていて、とても明るく、すぐに仲良
くなれました。お父さんはオーストラリアの本
島の方で仕事をしてるので、私が次のホストフ
ァミリーのところに行くまでにもう一度会うこ
とはできません。
この前 の日
曜 日には 、タ
ス マニア の動
物 園に行 って
き ました 。こ
こ にしか いな
い 動物た ちを
見 ること がで
きたり、いろんな動物の写真を撮ったりするこ
とができました。
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この前の金曜日に
は、みんなで巻き寿
司を作ってお味噌汁
と一緒に食べました。
作り方を教えたら、
すぐに覚えてたくさ
んの巻き寿司を作っ
てくれました。生の
魚を食べるのは初め
てだったようでおいしさにびっくりしていまし
た。最後にはきれいな巻き寿司がたくさん出来
たのでよかったです。
とても良いホストファミリーだったのであと
1 週間ほどで次のホストの所へいかなければな
らないことがとても悲しいです。
(2016/07/19 受信)

す。私が礼拝で一番驚いたことは、礼拝中にぶ
どうジュースとパンが配られたことです。本当
はぶどう酒とパンだそうですが、礼拝なのでぶ
どうジュースです。キリスト教では、パンはキ
リストの肉体でぶどう酒はキリストの血である
と認識され、この考え方は聖餐論と呼ばれるそ
うです。ですから、ぶどう酒とパンをいただく
ことは神に深く感謝することを意味するそうで
す。オーストラリアの礼拝はとても興味深いで
す。

ライブのような礼拝
I11 伏木彩澄菜
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 ～ 2017/6/24
オーストラリアの 7 月の日中は暑く、夕方は
肌寒いです。日本の夏のように急に雨が降り始
めます。
私の通う Citipointe Christian College は留学生
などの専用クラスがあります。登校初日と 2 日
目にテストをし英語のレベルでクラス分けされ
ました。自分と同じレベルの人が集まるので、
基礎から学べて授業はとても楽しいです。授業
は日本と違って、隣の人とたくさん話して、た
くさん発言や発表をしなければいけません。前
に 出る 機会 が多 いので大 変です 。International
College は中国人が多く、中国語がよく聞こえて
きます。オーストラリアだけでなく中国につい
ても知ることができ、学校生活は充実していま
す。
日曜日の朝はチャペルに行って、礼拝をしま
す。私は礼拝はオルガンの音に合わせて讃美歌
を歌って、人の話を聞くものだと思っていたの
で、オーストラリアの礼拝に驚きました。オー
ストラリアの礼拝は、オルガンを弾くことなく、
ギターやドラムなどを使います。オーストラリ
アの人たちはノリノリで熱唱しています。まる
でライブのようです。日本の礼拝と同じように、
一つのテーマについて話を聞きます。話すスピ
ードが早く、英語を理解するのが難しいですが、
この留学期間中に理解できるようになりたいで

車で出かけることが多く、外の景色を見ると
視界に入るのは、自然です。オーストラリアは
緑が豊かです。ガムツリーがたくさんあり、早
朝にはコアラを見ることができるかもしれない
そうです。道路標識にはコアラやカンガルーの
絵が書いてあり、オーストラリアでしか見られ
ないことだと思いました。
これから一年間のオーストラリアでの生活を
存分に楽しみたいです。(2016/07/29 受信)

ホストファミリーとの生活
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
私のホストファミリーは 4 人家族で、お父さ
ん、お母さんと姉妹です。その姉妹は 1 歳と 4
歳でとても可愛いです。家ではいつも、2 人と
庭でトランポリンで遊ぶなどして、毎日楽しく
過ごしています。
ここでの生活で、日本と違うところはたくさ
んあります。そのいくつかを紹介したいと思い
ます。その中の一つは、毎週日曜日に朝から教
会に行くことです。そこでも驚いたことが二つ
あります。一つは、ベビールームがあることで
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す。親がお祈りしている間子どもたちを預かっ
て教会の人たちがその間面倒を見ていることで
す。もう一つは、教会なのにライブみたいに歌
を歌ったり、踊ったりとても楽しいということ
です。私の教会のイメージは、讃美歌を歌うだ

タイで驚いたこと
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
私は今、タイで優しいホストファミリーと友
達に囲まれて過ごしています。私のホストファ
ミリーはお父さん、お母さん、お姉ちゃん、ホ
ストシスターです。みんなすごく仲が良くて楽
しいです。毎日、「学校は楽しかった？」「ごは
んは美味しかった？」「疲れていない？」「何か
困ってることあったら言ってね。」と気にかけて
くれてくれます。

けだと思っていたので、とてもびっくりしまし
た。
また、学校生活は毎日中国人、韓国人、日本
人の私たちが一緒に勉強しています。私の隣は、
中国人の女の子でとても楽しく毎日授業を受け
ています。 そこでお互い教えあったりしてたく
さんのことを一緒に学んでいます。そして私は、
それをこれからに生かしていきたいと思います。
そして、私のホストファミリーは私をたくさん
のところに連れて行ってくれたり、行きたいと
ころに連れて行ってくれたり、とてもいいホス
トファミリーで、もっとオーストラリアにいた
いなぁと思うことがたくさんあります。ですか
ら感謝しないといけないと思います。
私は、少しずつ日本にいるときよりも成長で
したと思います。なぜなら、いつも家ではしな
い洗濯物をたたんだり、ベッドメイキングをし
たり、部屋を片付けたり、食後のお皿の片付け
の手伝いをしているからです。ですから、日本
に帰ったときもそれを継続してやっていきたい
と思います。そして、あと 5 週間しかないので
たくさん勉強し、いろんなことに挑戦して enjoy
したいと思います。(2016/07/31 受信)

タイに来て驚いたことがたくさんあります。
まず一つ目は、街の様子です。バンコクは都会
で、特にサイアムという街は若者が多くて栄え
ています。ショッピングモールは東京並みかそ
れ以上に綺麗で大きいです。でも、外を見ると
古びた店がたくさんあって同じ場所とは思えな
いくらいです。また、交通は安全とは言えませ
ん。車線変更や割り込みが多いです。横断歩道
が少ないので道を渡るとき、次々とバイクや車
が突っ込んでくるので周りをよく見ておかない
と危ないです。法律に違反していますが、バイ
クの 3 人乗り、4 人乗りもよく見かけます。
何も悪いことはしませんが、野良犬がたくさ
んいてコンビニの入り口の前や車の近くにいま
す。タイには日本にないトゥクトゥクや、BTS
というモノレールのような綺麗な電車があるの
で面白いです。新しいものと古いものに差があ
り、急速に発展しているのが目に見えて驚きま
す。
二つ目はどこに行っても絶対に日本のものを
見かけることです。日本の料理、アニメや漫画、
ドラマなどすべてが人気です。また、韓国のも
のも多いです。ホストシスターのおじさんは「タ
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イ人は日本と韓国が大好きなんだよ」と笑って
教えてくれました。学校で日本語の授業がある
ので友達が「好きな教科は日本語！」「去年日本
に行ったよ！」と日本に興味を持っている人が
多いです。これだけ日本は注目されているのだ
と気づかされて、私自身、日本文化がもっと好

きになりました。
三つめはタイ人の英語についてです。周りの
大人や先生よりも生徒のほうが流暢に英語を話
しているように思います。たくさんの人がタイ
語なまりの英語でアクセントや音の長さが違う
ので聞き取るのが難しいです。でも、特にホス
トファミリーとは会話が大切だと思うので、お
互いゆっくり話して通じたと思うところまで話
すようにしています。ですから、ホストファミ
リーとの会話はとても楽しいです。
今は、一緒に留学している先輩と共同で、こ
ちらの学校の生徒に向けて日本についてのプレ
ゼンテーションを作成しています。この 2 週間
は生活に慣れることが精一杯でしたが、これか
らは日本のことをみんなに伝えていきたいです。
(2016/07/31 受信)

とにかくやってみる
P23

大橋舞妃月

姉妹校交換留学
留学先：Roong Aroon School(タイ)
期間：2016/7/16 ～ 2016/8/27
タイに来て 2 週間が経ちました。タイでは 4
月が、一番暑く今は雨季なので少し涼しいそう
ですが、それでも日本より暑いです。
休みの日に、お寺や大きなデパートやレスト
ランなどいろいろな所に連れていってもらいま
した。
お寺はノースリーブ、半ズボンなど露出の多
い服を着ている人は中に入ることができません。
私もその日ノースリーブを着ていたので止めら

れてしまいましたが、上着を持っていたのでそ
れを着て中に入ることができました。私以外に
とても多くの人が着替えをしてから中に入って
いました。同じ仏教徒でも信仰のスタイルが違
うんだなと感じました。
また、タイには日本のものがたくさんありま
す。デパートの食料品売り場に行ったとき、日
本のお菓子やアイスがたくさんありましたが、
値段をみると結構高く売られていました。ジャ
ンボやパピコなどのアイスがハーゲンダッツよ
りも高いということが日本ではないので変な感
じがしました。
私の通っている学校は、日本と全然違います。

一番驚いたことは昼食を生徒が分担して作って
いるということです。また、自分のお皿、フォ
ーク、スプーン、コップを持っていて、使った
ら自分で洗っているということです。
学校の授業はとても活発で、自分で考えて行
動することが多いです。私は陶芸、タイ音楽、
タイダンス、機織、英語などの授業に参加しま
したが、どの授業も自分で考えてとにかくやっ
てみるという感じだったので、最初は難しいと
感じましたがやってみると楽しいと感じるよう
になりました。
他にもタイ語を教わっています。タイ語の発
音や文字はとても難しいですが、ホストファミ
リーや先生に教えてもらいながら、少しでも多
く覚えようと思います。ホストファミリーはよ
く私に" Just try. "と言います。タイに来て、「と
にかくやってみる」ということを学びました。
(2016/07/31 受信)
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Roong Aroon School

