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韓国姉妹校、昌原南中高の一泊ホームステイ受け入れ
2001年から続く交流です。互いに

修学旅行での交流のほか、交換留学の
制度もあります。今年は、24名の中
高生が4名の先生の引率で、一泊のホ
ームステイをしました。
1月22日（金）午後3時半から礼拝

堂で歓迎会が開催されました。両校の
校長先生の挨拶が行われ、またそれぞ
れの生徒代表が相手の国の言葉でエー
ルを送り合いました。その後、恒例の
クイズ大会、じゃんけんゲーム、ビン
ゴゲームで盛り上がり、和気藹々、楽
しい時間を過ごしました。歓迎会に参加したのは、研修旅行の韓国コースのほか、ICCの韓国語クラスの生徒
たちも活躍しました。その夜は、一行はそれぞれのホストファミリーの家でホームステイをし、翌日、ホスト
の接待で、京都観光をし、夕方京都駅へ集合し、お別れをしました。この冬最大の寒波の予報でしたが、大過
なく日程を送り、27日（水）無事に韓国に戻りました。
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大切な思い出
韓国・昌原南高等学校

김준태校長

안녕하세요！アンニョンハセヨ こんにちは。
近江兄弟社高校の皆さんの温かい歓迎に心から

感謝申し上げ
ます。
私は昨年学

生 14 名と共
に貴校を訪問
しました。そ
の時の温かい
歓迎を未だに
忘れられませ
ん。今年は中
学生 10 名を
含む全 24 名
の学生と共に
再び来日する
ことができま
した。
昨年の交流

に参加した学
生達の意見によると、7 泊 8 日の日本訪問期間
中、最も楽しかった時間は、近江兄弟社高校と
の交流の時間だったと言います。
本校の学生達は姉妹校の学生である皆さんと

の交流の時間を非常に重要と考えており、長い
間大切な思い出として心に留めています。今年
は昨年できなかったホームステイ体験をするこ
とができ、大変幸運に思っております。受け入
れてくださった近江兄弟社高校に感謝申し上げ
ます。
短い時間になりますが、学生達にとって意味
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のある大切な時間となることを願いながら、両
校の出会いの場を用意してくださり、温かい歓
迎をしてくださった貴校の皆さんにもう一度感
謝申し上げます。
ヴォーリズ先生の創立理念によって、益々の

発展をされる近江兄弟社高校に、いつまでも神

様の恩恵が共にありますようお祈り致します。
감사합니다（カムサハムニダ） ありがと

うございました。
（日本語訳：I21宇野瑞穂・I21望月咲希）

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

さようなら、カオパンさん＆マイクくん
4月から滞在していたAFSの年間留学生の二人が帰国しました。1月26日（火）に礼拝堂で行われた修了式

には、クラスメートやクラブの仲間が大勢参加しました。

また会いましょう
I21 Mapha Jaicharoen (Kaowpang）

AFS年間留学
出身：Chonkanyanukoon School(タイ）

期間：2015.4.8～ 2016.1.29

学校に来た最初の日、4 月 8 日にみんなの前
で自己紹介をしたことを、今でも覚えています。
その時はとても緊張をしました。今もみんなの
前で話しているので、緊張しています。でも 4
月の雰囲気と、今はちょっと違います。4 月は
出会いの新鮮な気持ち。時間はあっという間に
過ぎます。今はお別れのさみしい気持ちです。
近江兄弟社高校は、大きいです。校舎の建物

の形や色が同じに見えます。実は一度だけ迷子
になったときもありました。授業中はねむいと
きもありましたが、寝ないようにしていました。
授業はときどき分からないときもありました
が、日本語のリスニングができました。先生、
ありがとうございました。

4月の最初は、「友達ができるかな？」とか、

「だれか話しかけてくれるかな？」と心配しま
した。でもみんなは優しかったです。毎日、み
んなは話しかけてくれました。最初の頃、まだ
日本語がよく話せませんでした。みんなの言っ
ていることは分かるけれど、言葉で伝えられま
せんでした。実はわたしはおしゃべりが大好き
です。だからみんなが話しかけてくれると、と
てもうれしかったです。ありがとう。毎日一緒
に学校に通学してくれたり、毎日あいさつをし
てくれたりしてくれてありがとうございまし
た。毎日一緒にお昼ごはんを食べてくれたり、
いろんなことを手伝ったりしてくれてありがと
うございました。いっぱい話せて、いっぱい楽
しいことを一緒にできました。私が気がつかな
いうちに失敗したりして、みんなを嫌な気持ち
にさせていたりしたら、ごめんなさい。今週末
でもう I21 クラスのみんなと過ごせなくなるの
で、悲しいです。今まで I21 クラスで過ごせて
とても幸せでした。
日本に来る前から部活に入りたいと思ってい

ました。弓道部に入りました。近江兄弟社高校
は弓道部があるからラッキーです。最初のころ
はとても疲れました。毎日学校の周りを 2、3
週走って、腕立て伏せ 100回、腹筋もしていま
した。最初に本当の矢を打たせてもらったとき
は、色んなところに当たりました。土、かべ、
草、そして屋根の上まで行きました。絶対に当
たらない物が一つだけありました。それは、的
です。でもみんながサポートしてくれたから、
私はうまくなりました。時々部活に行かなくて
ごめんなさい。部活は楽しかった。みんなはや
さしいです。弓道を教えてくれてありがとうご
ざいました。
そして、ホストファミリーのお母さん。毎日

早く起きて、お弁当作ってくれて、駅に送って
くれてありがとうございました。私を本当に娘
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のようにあつかってくれて、ありがとう。私は
どきどき迷惑をかけていたり、疲れさせたりし
たと思います。ごめんなさい。私が大変だった
ときに助けてくれて、本当にありがとうござい
ました。
最後に、もう一度ありがとうと言いたいです。

全部のことにありがとうございました。私の留
学生活はきれいな思い出でいっぱいです。まだ
国に帰りたくないです。私はこの美しい思い出
をずっと覚えています。みんなも私のことを忘
れないでほしいです。ホストファミリーが大好
きです。弓道が大好きです。I21が大好きです。
先生と近江兄弟社も大好きです。さよならは言
いたくないです。なぜなら、さよならはさみし
く聞こえるから。ですから、私は、いつかまた
会えるように、「また会いましょう」と言いた
いです。

一生忘れない
P12 Michael William Bodell (Mike）

AFS年間留学
出身：Killara High School（オーストラリア）

期間：2015.4.8～ 2016.1.29

近江兄弟社高校で過ごした日々は、僕の人生
で一度きりの忘れられないものとなりました。
日本での異文化体験、出会った人々、経験させ
て頂いたことは一生忘れないです。
僕を歓迎してくださった学校の皆さんに、感

謝します。受け入れてくれたクラスは素晴らし
く、学校で楽しい毎日を過ごすことができまし
た。オ－ストラリアにいたら、経験できなかっ
たことを、僕はホストファミリーと経験するこ
とができました。ホストファミリーは僕を受け
入れてくれて、身の回りの世話をしてくれて、
学校生活を満喫できるようにサポートしてくれ
ました。
行儀が悪かったことを謝ります。みかんを投

げて口に入れて食べたことです。誰かと廊下で
すれ違うときに、ハイタッチをする素振りをし
て、しなかった。そして逃げました。それはジ
ョークですが、あまり良いことではありません
でした。
クラスのみんな、こんな僕に付き合ってくれ

てありがとうございました。関西弁を教えてく
れて毎度おおきに。僕がおなかが減っていると
きにおやつを恵んでくれてありがとうございま
した。毎日楽しかったです。
そして、テニス部のみなさんにも感謝してい

ます。暑い日や、寒い日など、あまり部活に行
かなかったけれど、テニスはとても楽しかった
です。もっと部活に参加していればよかったと、
後悔しています。
最後に、ホストファミリーのお母さんに僕を

受け入れてくれてありがとうと伝えたいです。8
人家族という大家族の中、留学生の僕をホスト
しようと思ってくれたことにびっくりしまし
た。僕にご飯を作ってくれてありがとうござい
ました。僕はたくさんご飯を食べるので、お母
さんは大変だったと思います。本当にありがと
うございました。DVD を借りてくれたり、お
弁当を作ってくれたり、感謝しきれません。
このスピーチをあまり長くしたくないし、も

う僕の伝えたいことは伝わったと思います。僕
が日本に来たばかりのころ、僕が思っているよ
うに自分自身を表現できるか心配でした。
今でもそれはできていないけれど、でも思っ

ていたより自分を表現できていると思います。
新しい友達もできて、新しい「敵」も作ること
ができました。そして、新しく家族ができたこ
とも誇りに思います。
みんな、ありがとうございました。みんなの

ことが大好きです。みんなのことを忘れません。
でも何人かの名前は忘れるかもしれません。ご
めんなさい。
この異文化交流でお互いの文化をより深く理

解し合い、生涯に続くような強い友情を築けた
らと思っています。

ただ今留学中

ハンガリー語の文法
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

6 ヵ月が経ちました。新年なのでブタペスト
内は、お祭りのような騒ぎでした。街中ではロ
ケット花火を打っている人もいて、日本では見
たことがない光景でした。日本ではほとんどの
家族が年末年始を一緒に過ごすのが一般的です
が、ハンガリーでは親と子は別々に年末年始を
祝います。親と子はそれぞれ別にパーティを催
します。
また、今月はもうひとつ一大イベントがあり

ました。それは、YFU キャンプです。キャン
プは、2 泊 3 日で行われ、留学生活が半分終了
したので、振り返り、反省、これからの目的、
計画などを話し合いました。今回も話し合いで
使 うの は英 語 で す 。 8 月 の時 の Arrival
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Orientation では、僕は全く理解できずにいたの
ですが、今回の Orientationは、何を話している
のかが、より正確に理解することができました。
また、聞けるようになったことで、自分の意見
や留学生活の中で思ったことを言えるようにな
りました。Orientation では、ハンガリー語のテ
ストもありました。結果から言うとボロボロで
した。日常会話程度なら、理解はできますが、
とても難しいです。なにが難しいのかというと
文法です。
今回は、ハンガリー語の文法について少し紹

介したいと思います。まず、ハンガリー語を学
ぶに当たって自分が一番重要だと思ったのが
「動詞」です。ハンガリー語の動詞は日本語や
英語のように色々な形に変化するのですが、そ
の数がとても多いです。主語が変われば動詞も
変わり、さらに時制によっても動詞は変わりま

す。ですから、活用した動詞を言えば、「誰が」
「いつ」「何をした」が、一単語で伝えられる
ので、ハンガリー人は基本的に主語を使いませ
ん。とても、便利なのですが、全てが規則的に
変化するわけではありません。英語同様不規則
に変化する動詞もあります。これらの量はとて
も膨大なので、地道に覚えていくしかありませ
ん。
留学する前は、一年間の留学はとても長いも

のだと思っていました。しかし、いざ来てみる
と案外短いものなんだなと分かりました。あと
残り半年、目一杯この留学生活を楽しもうと思
います。（2016.1.26受信）

最低気温は－30℃
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

今月は最初の月だったので、たくさん驚くこ
とや、大変なことがありました。
まず、驚いたことは、気温です。ホストファ

ミリーの家があるところは、最低気温がマイナ
ス 30 ℃にまでなる場所で、とても寒いという
ことです。マフラーなどで口をおおっていない

と顔が痛くなり息が凍って苦しくなってしまい
ます。僕は、寒さにあまり慣れてないので、毎
日とてもつらいです。
初めて雪かきをしました。その時は、あまり

雪は降っておらず、重い雪ではなかったような
のですが、とてもしんどかったです。この作業
を雪が降るたびに毎回しないといけないのがと
てもつらいです。
しかし、家の中はどこでもとても暖かく、快

適です。T シャツとパーカーでいても寒くあり
ません。特に寝室が暖かいのがとてもありがた
いです。夜も布団に入るとすぐに寝られるし、
朝も布団からすぐに出られます。僕は冬の朝は
とても苦手でした。アメリカは家じゅう暖かい
と聞いていたので、まだ起きやすいかなと思っ
ていましたが、想像以上に暖かく安心していま
す。

今月特に楽しかったことが、2 つあります。
一つは、ホストファミリーと一緒に行った、

"Japanese Shinnenkai"(新年会)です。そこでは
琴や日本刀、着物などが展示されてありました。
なかでもけん玉は人気で、日本のものよりもと
てもダイナミックでした。そしてその新年会で、
僕は一週間ぶりに日本料理を食べました。三色
団子や雪見大福などの日本では普段あまり食べ
なかったようなものもたくさんおいてあり、一
つ一つがとてもおいしかったです。新年会の最
後にアジア系の女の人たち 10 人ほどが、盆踊
りをされていました。日本でもあまり盆踊りを
見る機会がなかったので、とても新鮮で懐かし
かったです。
もう一つは、ホストファミリーに日本料理店

に連れて行ってもらったことです。そこでは日
本人の方も働いていて、その人が寿司を作って
おられました。僕がそこで寿司を注文すると、
その人がシェフであるにもかかわらず持ってき
てくださり、僕に日本語で付近の気候について
などを教えてくださいました。日本語で言って
いただいたので、とても分かりやすくありがた
かったです。アメリカの寿司は日本のものより
も小さかったものの、とてもおいしかったです。
日本の味が海外にもしっかり伝わっていて、そ
れがとても人気だったことにとても驚きまし
た。
英語はまだまだ話していても分からないこと

があるので、もっと勉強してたくさんの人と話
し、どんどん上達させていきたいです。

(2016.1.28受信)


