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新しい留学生と先生・研修生の紹介
ディアさんは、タイからの留学生です。来年の 2 月初旬までの滞在です。日本語はまだ初心者です。英語で
もコミュニケーションができます。エリカさんは、コロラドカレッジからの 9 人目の研修生です。授業の手伝
いのほか、生徒対象の「レッスン制度」を担当します。

趣味は本を読むこと
I21

I have many hobbies

Piyamon Pimchai( Dear ディア)

Erika Hiromitsu

AFS 交換留学生
出身国：タイ
出身校：Bodindecha(Sing Singhaseni)School
期間（予定）2018/8/27 ～ 2019/2/10

コロラドカレッジからの研修生
出身国：アメリカ
出身校：Colorado College
期間（予定）2018/8/27 ～ 2018/7/31

はじめまして。わたしのなま
えはディアです。17 さいです。
タイからきました。趣味は本
を読むことで、フィクション
がすきです。わたしのかぞく
は、4 にんです。ちちはけい
さつかんで、はははしゅふで
す。そして、おとうとは 11 さ
いで、しょうがくせいです。
どうぞよろしくおねがいします。

こんにちは、私はエリカで
す。アメリカのコロラド州か
ら来ました。5 月にコロラド
カレッジを卒業しました。
I have many hobbies. I like
to play sports, such as Ultimate
Frisbee and rock climbing. I like
nature so I enjoy hiking too. I
enjoy drinking tea or coffee while reading a book
or watching a movie. And lastly, I love eating
food! It is difficult to choose a favorite, but I love
cold soba in the summer time. I am looking
forward to this year with all of you. If you see me
at school, please introduce yourself. よ ろしくお
ねがいします！

****************************************************************************************
かべるだろうか。太陽だろうか、息子だろう
か、もしかすると某アニメ映画の獣の姫を思
い出す人もいるかもしれない。しかし、最も
諸事情により本号の発行が遅れました。そのため、留学中のレ
ポートの紹介が遅くなりました。ご了解ください。
多いのはこの答えではないかと私は思う。数
字の 3。ほとんどの人は町中でたまたま「サ
ン」という音を聞けばこの言葉を思い浮かべ
「サン」の魔力
ると思う。私はずいぶん長いこと、これを日
I21 メイソン可憐
本人だけの思考だと思っていた。そうは思わ
姉妹校交換留学
ないだろうか。日本語はかなり特殊な言語で
Roong Aroon School(ﾀｲ)
ある。数字だって、特別で然るべきだろう。
7/14~8/25
しかしそうではなかった。それを私は昨年
の始め、2 度目か 3 度目の中国語の授業で知
「サン」、という音を聞いた時、何を思い浮

ただ今留学中
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った。中国語で数は一、二、三、四と書く。
読み方はイー、アー、サン、スー。そう、「サ
ン」、である。なるほど数字というものはきっ
と海を越えてはるばる古代中国からやってき
たのだなと私は思った。そう、その時の私は
特に何も考えず、ただ面白いなと思いながら
その事実を受け入れたのだ。
月日は流
れ、今年、
私はタイに
留学するこ
とになった。
そして、無
事に到着し
て理解不能
な言葉を聞
いていてふ
と、おや、と思ったのだ。プリントを数える
時、人数を確かめる時、写真を撮る時、彼ら
はこう言っていた。ルン、ソン、サン、と。
間違いなくそれはタイ語の一二三だった。物
心つく前に知った日本語の 3 も含め、3 度目
の出会いだった。またしても、「サン」だ。私
は驚くと同時に、どうしようもなく心が高揚
するのを抑えられなかった。しかし、同時に
疑問も湧いてきた。これほど「サン」に行き
あたるとは、いったいいくつの言語が 3 を「サ
ン」、と発音しているのだろうか。調べてみる
と、この世界には、3 を「サン」と発音する
言語が少なくとも 4 つあることが分かった。
「サン」ではないが、ちかい音のものもいく
つか存在している。いずれもアジア圏の言語
だった。始めがどこかは分からないが、やは
りどこかのアジアの国から広まっていったの
だろう。この事実に気づいた時、私の胸は高
鳴った。まるで、海の向こうに浪漫を求めた
明治時代の船乗りにでもなったような気分だ
った。もしかすると、例えば言語学者のよう
な専門の方にとってはこれくらい一瞬で解決
するようなつまらない物事かもしれない。し
かし未だ親の庇護下にあるような卑小な身の
私にとってはこれは大きな発見だった。人生
最大の発見と言ってもいい。しかしよく考え
てみれば、世界に 4 つしか存在しない「サン」
のうち 3 つに、私はほとんど偶然行きあたっ
たことになる。これはなんとも面白いことだ
とは思わないだろうか。
古来より東西南北様々な国で「3」という数
字は特別なものとして扱われてきた。キリス
ト教の三位一体、仏教の三界や三相、日本神
話は三貴神、楊貴妃たちは三大美女。時間は
過去、現在、未来の 3 つにわけられ、1 日は
朝昼晩に分けられる。ヨーロッパのおとぎ話
では 3 度チャンスに巡り会い、モテ期は 3 度
やってくる。三度目の正直、三年坂…数えだ
したらキリがない。そんなどうでもいいとこ

まで行かなくてもいい。もっと根本的なとこ
ろ、例えば物体を支えるのに最適な数も 3 で
ある。3 は紛れもない特別な数字なのだ。そ
んな特別なこの数が、全く違う言語をもつい
くつもの国で同じように呼ばれている。何百
年も、何千年も、ほかの言葉が置き換えられ、
ねじ曲げられどんどんはなれていっても、ず
っとずっと、変わらずに。このある意味神聖
な事実に気づいた時、私は背筋が寒くなるよ
うな感覚を覚えた。数千キロの距離の場所で、
全く別の文化とともにありながらも変わらな
いサン。もしかすると、3 という数字はこの
世界のひとつの真理なのかもしれない。

何もかもが初めての体験
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岸田

侑夕

姉妹校交換留学
Roong Aroon School(ﾀｲ)
7/14~8/25
タイに留学して約 2 週間が経ちました。私
は海外に行くのが初めてだったので、1 人で 6
週間行くことに不安しかありませんでした。
タイは今は夏ではないですが、とても蒸し暑
いです。タイ人同士ではみんなタイ語で話す
ので、全く理
解できません
が、みんな英
語がとても上
手なので私に
は英語で話し
てくれます。
タイ人の英語
は少しなまっていて、聞き取れないことがよ
くあります。でも、ホストファミリーたちは
ゆっくり話してくれたり、簡単な英語にして
くれたりするので、初めは慣れませんでした
が、だんだん理解できるようになってきまし
た。
私のホストファミリーは、3 人家族です。
お母さんがとても元気な人で、よく私に話し
かけてくれます。ホストファミリーも学校の
人たちもみんなすごく優しいです。私は高校 3
年生のクラスに入っていますが、その人たち
だけでなく、喋ったことのない人でも、出会
うと、笑顔で挨拶をしてくれます。
ルンアルン学園はとても自然が多くて森の
中の学校みたいな感じです。初めは、日本で
は見たことのない大きさのトカゲがいたり、
珍しい動物がいたりして、とてもびっくりし
ていました。この学校はとても自由で、給食
の前に毎日お菓子が出たり、デザートがでま
す。今回の留学では、みんなと一緒に受ける
授業は少ないですが、滅多に体験できない、
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タイの伝統や文化を学ぶことができるのでと
ても楽しいです。8 月 9 日には、学校のイベ
ントがあり、その時に私たち 2 人で、タイ舞
踊のダンスを披露します。難しいですが、し
っかり練習していい演技にしたいです。また、
これらの授業で学んだことを日本に帰ってき
たら、ぜひ活かしたいです。
私達がみんなと一緒に参加する授業は、体
育と英語と日本語の授業です。日本語の授業
は少人数ですが、みんな楽しそうに日本語の
授業を受けていました。英語の授業では、み
んなペラペラ英語を話していてすご
いと思いました。私はこの前、テストを一緒
に受けました。そのテストでは、見たことの
ない単語ばっかりですごく難しかったです。
また、私たちが参加しているクラスは今度の
10 月に滋賀県に来るそうです。だから、私た
ちは先週の木曜日に滋賀県についてのプレゼ
ンしました。うまく英語で伝えられるか心配
でしたが、みんな真剣に聞いてくれて、しっ
かりと反応してくれたので嬉しかったです。
そして今は、タイの祝日のため 4 日間の連休
です。一緒に留学しているメイソンさんのホ
ストファミリーが、私も一緒に 2 泊 3 日の旅
行に連れていってくれました。タイの有名な
水上マーケットやお寺などいろいろなところ
に連れて行ってくださり、充実した連休が送
れていることにとても感謝しています。
残りの 4 週間、1 日 1 日を大切にたくさん
のことを学び、悔いのない素晴らしい経験に
したいです。

色々な出会いをくれた経験
I11

中村

のが病院食として出てきたりしました。また、
日本とは違って必要最低限の治療以外しなか
ったりします。
そんな日々を送っていく中で、看護師さん
が同じ病棟に入院していた方の旦那さんを紹
介してくださいました。彼は日本人で、ニュ
ージーランドのこと、自分の経験したことを
初めて会った私に話してくれました。彼は、
色々なことを経験していて、ニュージーラン
ドに来てからも、たくさん大変なことがあっ
たと話してくれました。私が入院中、教会で
私のために祈ってくれました。彼はキリスト
教徒でキリスト教についても深く話してくれ
ました。この話は、私がキリスト教に対する
考え方が変わるきっかけとなりました。また、
学校で行っている礼拝がどれだけ大切か改め
て感じさせられました。彼は私を教会に誘っ
て、一緒にお祈りをしました。その教会で、
私を担当してくれた看護師さんに会いました。
偶然だったので、本当に驚きました。また、
その教会のみんなが私に家族のように接して
くださいました。ニュージーランドの人々の
優しさや心の温かさを感じることができまし
た。
これらの経験をとおして学んだことは、ニ
ュージーランドでは色々な国の人との交流が
盛んだということです。実際に、その病院に
も色々な国の人が働いていて、その中には日
本人もいました。
最後に、私の将来の夢は海外で看護師とし
て働くことです。間近で、その場を見ること
ができて、私の夢にも変化を与えたできごと
でした。この出会いをくれたできごとに感謝
したいです。将来は、ニュージーランドで看
護師として働きたいです。

春莉

姉妹校留学
Bethlehem College
7/14~10/6

"Samurai Japan"
A23

私はニュージーランドに来てすぐに、体調
をくずし、病院に行きました。来てすぐだっ
たので、自分の身に何が起こったかもあまり
理解できていませんでした。また、伝えたい
ことが上手く英語で伝えられなかったりして、
不安と恐怖でいっぱいでした。
ニュージーランドの病院ではたくさんの文
化の違いで
衝撃を受け
ることが何
度もありま
した。例え
ば、日本の
病院では絶
対出てこな
いようなも

澤田ひなた

姉妹校留学
Citipointe Christian College ( ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）
7/14~9/29
Two weeks have passed since I came to
Australia. I have a good time in Brisbane, and I go
to Citipointe Christian Collage.
First, I will write about the first day at the
school. I felt a little nervous and I expected
myself, friends, teachers and my new life. It was
the opening ceremony day. The ceremony is called
"assembly." A headmaster of the school gave an
address. He praised "Samurai Japan" because they
cleaned a rocker room after they finished matches.
I was proud of Japanese.
Second, I will write about my host family. They
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are Christian so they go to church on Sundays. I
went to church with them. I drank wine and ate a
piece of bread. I have ever heard that Jesus shared
wine and bread with a lot of people. I remembered
Bible classes of last year. A clergyman said to me,
“ You are a daughter. You are loved." I was
impressed by the words.
Third, I will write about a sport class. I chose
"campus tennis" because I learned tennis as an
elementary school student, and I belonged to a
tennis club at junior high school. Girls in the same
class are very friendly so I was able to make
friends with them quickly. I became a close friend
who is from Hong Kong. She lives in Australia for
two years and a half. She said, "I sometimes
become homesick." I was becoming homesick
then, so we soon opened up to each other. She is
18 years old. She will be able to meet her family
after she graduates from the school. I will talk
with her again next week. I love her and I want to
know more about her. I was glad to make friends
to chat with through my favorite sport, tennis. I'm
looking forward to going to school next week!

many students and they teach me some Chinese
phrases and Korean phrases.
Secondly, when I talked with a Korean student, I
was asked "Do Japanese people dislike Korean
people?" I made a heavy silence because I couldn't
decide whether I should tell him a lie or the truth.
As a result, I said, "Some Japanese dislike Korean
because we have some political problems, and
others like Korean because some Korean idol
groups are famous in Japan. In my opinion, I think
Korean people are unkind and I don't like
Korean." I was worried what I would be told.
However, he answered "I'm glad to hear your
opinion and the truth. Korea should be a better
country." Is my answer wrong or correct?
Probably, there is no correct answer to that
question. I realized that I am representative of
Japan from a foreign point of view. I think I
should have awareness as a Japanese and learn
more about my country. In addition, I have to
learn other countries and their history.
Thirdly, I went to the church for the first time
last Sunday. I was given an explanation about the
Bible by a pastor. As he spoke in English, I
couldn't understand almost most of the
explanation. I often said "pardon?" I think I have
to improve my listening ability. For that, I will try
to talk with my host family, my teachers, and my
classmates. After explanation of the Bible, we
sang along with the band. Australian worship is
fancy and
interesting.
Then, we had
lunch with
other families
and talked
about religion.
My host asked me "Please explain about your
religion Buddhism." But I couldn't explain in
English well. I regretted it. I think I should learn
Buddhism deeply and practice teaching it more
than before I came to Australia. I think learning
religions is necessary to be a person who can see
things from different angles. I want to learn
various religions.
In conclusion, my English skills aren't good
enough, so I have to improve them and increase
vocabulary which I use in conversation. For that
purpose, I must study hard every day. I can stay
here only for 11 weeks. I want to challenge new
things to strengthen myself.

Australia is a beautiful country
H21

加藤

丈寛

姉妹校留学
Citipointe Christian College( ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）
7/14~9/29
I have spent
two weeks in
Australia and
I learned a lot
of
new
things. I live
with my host
mother, father, sister and two brothers. My host
parents are quite kind and host brothers are so
funny. I practice speaking English with them every
day. Let me write about my some experiences.
Firstly, there are so many Chinese in the school,
and I'm the only Japanese boy. So, I have to talk
English with students from other countries.
However, during the first few days, I couldn't talk
to them because I was nervous and I didn't have
confident to speak in English. In fact, I'm not
good at speaking English. I thought I should
change myself and become mentally strong than
now. Then, I pushed myself to say to Korean and
Taiwanese students "Why don't you have lunch
with me?" They answered "Of course! Please
teach us about Japan" I found it important to talk
to people positively. Now, I enjoy talking with
-4-

