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ただ今留学中 年末から年始にかけて届いたレポートを掲載します。
すでに帰国した生徒の分もあります。

留学生センターニュース №２２１ ２０１６年１月２６日発行

Weihnachten（クリスマス）
宿題の無いドイツの冬休み

I21安藤優里香
YFU 留学生

留学先：Eric-Kandel-Gymnasium（ドイツ）
期間 2015.7.31 ～ 2016.7.8

こんにちは。ドイツではクリスマスが一年の中

で最も重要なイベントで、9 月後半からなんとな
くクリスマスの雰囲気が漂っていましたが、つい

この前から街中にクリスマスマーケットができる

など、クリスマスの雰囲気が盛り上がってきまし

た。クリスマスの 4週間前の日曜日（今年は 11月
29 日）から 12 月 25日までを「アドヴェント」と
呼び、クリスマスに向けて準備が始まります。ア

ドヴェントが始まる前にはリースに 4 本のロウソ
クを並べた飾りを作り、アドヴェントが始まる日

曜日に 1 本火をつけ、日曜日ごとに 1 本ずつ点灯
していきます。そして 4 本のロウソクに火がとも
ればクリスマスはもうすぐそこ、ということにな

ります。他にもアドヴェンツカレンダーというも

のがあります。それは 12 月 1 日から 24 日までの
24 個小さい袋があり、中には小さいプレゼントが
入っています。それを毎日 1個ずつ開けると一日 1
個ずつプレゼントがもらえる、というものです。

チョコレートバージョンもあり、それも一日 1 個

ずつ食べられます。毎日「明日は何のプレゼント

かな〜、美味しいチョコかな〜」などと考えなが

ら寝てそれを楽しみに起きるという幸せな日々を

送っています。

そして、なんと、ドイツではサンタクロースの

他にニコラウスという人（3 世紀に生まれ多くの
奇跡を起こしたらしい）がいてプレゼントが 2
回もらえるのです。そのニコラウスがやってくる

のは 12月 6日。私はその日デンマークのコペンハ
ーゲンに旅行していて、朝起きるとブーツにお菓

子などのたくさんのプレゼントがはいっていて、

嬉しかったです。

2 回目にプレゼントがもらえるのは日本と同じ
24 日です。これだけ聞くととてもクリスマスを楽
しみにしている国だなぁと思います。でも、なぜ

かクリスマスツリーは早くてもクリスマスの 1 週
間前にしか飾りません。本物のモミの木を前から

買っていて庭にしばらく置いておくのです。庭に

置いておくくらいならさっさと飾ってしまえばい

いのにもったいない！と思いますが、それがクリ

スマスツリー発祥の地ドイツのやり方です。そし

て、クリスマスが近づいてきた今、学校や色々な

ところでパーティが開かれています。私は習って

いるバレエ教室のパーティにいき、みんなで踊っ

たりケーキを食べたりしてとても楽しかったです。

学校最終日には各クラスでパーティがあり、私の

クラスは朝ごはんをみんなで食べてから「ホーム

アローン」を観るというのんびりした雰囲気でし

たが、他のクラスでは教室でクレープを焼いたり、

音楽がガンガンにかかってたりと様々で、日本の

学校の最終日とは真逆でした。「日本では最終日に

こういうことしないの？」と聞かれたので、「日本

ではみんなで掃除するの。それで冬休みの間にし

なくちゃいけない宿題もたくさんある」と答える

ととてもびっくりされて、「なんで？そんなの休み

じゃない。」と言われました。みんなで学校の掃除

をするのは日本のいいところだと思いますが、な

ぜ休み期間中に宿題がたくさん出るのかは私にも

わからなかったので答えられませんでした。やる

ときはやる、休むときは休む、という習慣がある
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ドイツ人からしてみるととてもおかしいそうです。

ドイツでは休み中に宿題がないと知ってとても嬉

しく、幼稚園以来、久しぶりに宿題のことを何も

考えなくていい充実した冬休みが過ごせそうです。

（2015.12.19受信）

留学の折り返し点
I21安藤優里香

少し遅くなりましたが、あけましておめでとう

ございます。2015 年最後の日は日本がとても恋し
くなって、そのまま年を越しました。こちらでは

年越しそばを食べながらテレビを見てのんびり過

ごす日本とは真逆で、大晦日の夕方ぐらいから色

々な場所で花火が打ち上げられ、0:00 には打ち上
げのピークになり、それぞれの家が花火を打ち上

げていて綺麗でしたが少し戦地にいる気分でした。

ダンスをしたり、みんなで騒いだりと楽しかった

のですが、やっぱりなんだかしっくりきませんで

した。お正月も特に特別なことはなくシーンとし

ていて、おせちとお雑煮食べたいな〜などと思い、

しんみりした気分でした。きっとそんな気分にな

っていたのは大晦日の日でドイツにきて 5 ヵ月目
の日だったということもあると思います。

もうすぐ折り返し地点にくるのにこのままでい

いのか、この 5 ヵ月でなにか成長したのか、考え
れば考えるほどマイナスなことばかり思い浮かび

ます。友達も思うようにはできず、授業もわから

ないことが多いし、 アメリカから来た留学生はネ

イティブと同じスピードで喋るぐらいドイツ語が

できるので自分と比べてしまい落ち込みます。留

学にくる前の私は、留学に行けばペラペラになる

と思っていました。確かに、全く無知の状態でき

てもネイティブに囲まれて生活しているとある程

度はしゃべれるようになります。

ですが、そこから 先に伸びようと思うと自分で

努力するしかありません。考えてみると、私は友

達ができないと言いながら自分からドイツ人の中

に入っていこうとはしていないし、授業も本当に

わかろうとはしていないし、私には全然努力が足

りていません。Philosophy の授業の時、私が思う
自分の性格を紙に書いて、その裏にペアの相手が

思う私の性格を書くという授業がありました。私

は友達と騒いだりいっぱい話しをしたりするのが

好きなのが自分の性格だ、と思って書いたのです

が、ペアの相手は「ゆりかは静かな子、あまり喋

らない子」と書いていて、とても自分に落ち込み

ました。日本では友達を作るのはどちらかという

と得意だったし、それが言語のせいで自分をあま

り出せず友達をたくさん作れないのがとても悔し

いです。

他にも悔しいことが一つ。この間、留学生だけ

が集まるパーティがありました。アメリカ人、ス

ペイン人、メキシコ人、エストニア人、など色々。

こんなに色々な国の人たちが集まる場所には初め

て行って、色々な言語が飛び交っていてとても楽

しかったのですが、日本から来た、というとたく

さん質問されました。「福島は今どうなってるの？

もう大丈夫なの？もう人住める？」など。そして、

私は全く答えられませんでした。自分が今まで日

本に興味がなく、日本のことを知らなかったから

です。他の国の人は自分の国のことをよく知って

いて、他の国と比べてどこが良い、どこが悪いか

をよく知っていて話してくれます。日本は島国だ

し、他の大陸国に比べたら他の国のことを知りに

くいけども、もう少し視野を広げて考えるべきだ

と思いました。

こんなふうに今月は落ち込むこと、悔しいこと

が多かったですが落ち込んだままだとどうにもな

りません。残り半分後悔しないように頑張ります。

(2016.1.18受信)

充実した留学生活
P12岡田 彩瑚
姉妹校交換留学

留学先：West High School (Traverse City アメリカ）
留学期間：2015.10.10 ～ 2016.1.5

帰国まで約 1 週間です。この留学でたくさんい
い思い出を作ることができました。

アメリカでは 11月 25日は Thanksgiving Dayで
した。この日は家族と一緒にご飯を食べて、いろ

んなことに感謝する日です。私のホストでもホス

トファミリーの家族を家によんでお腹いっぱいに

なるまで食べました。この日にはチキンやターキ

ーをアメリカの人は食べます。私のホストファー

ザーも朝から大きなチキンを焼いていました。と

ても美味しかったです。みんなといろんなことを

たくさん話をして食べてとても楽しかったです。

Thanksgiving Dayの次の日は Black Fridayという
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のがあります。その日にはみんな買い物に出かけ

ます。私も買い物に行きました。人がいっぱいで

大変だったけどとても楽しかったです。

クリスマス前にダウンタウンに行きました。ダ

ウンタウンには大きなツリーが飾ってあってとて

も綺麗でした。そしてそこでは音楽祭みたいなの

もあってとても賑やかで楽しかったです。トナカ

イも見ることができました。初めてトナカイを見

たのでとてもいい体験をすることができました。

クリスマスが近づくとパーティがよくあります。

私は学校で留学生のためのクラスの ESL クラスを
受けていました。そこではよくパーティがありま

す。クラスメイトが何か食べ物を持ってくる Food
Party や Christmas Party がありました。その
Christmas Partyではプレゼントの交換をしました。
私はお菓子と置き物をもらいました。それはとて

も可愛くてうれしかったです。また、Christmas の
歌を何曲か歌いました。みんなとてもノリがよく

てとても楽しかったです。私は毎週日曜日の夕方

にサラと教会に行きます。そこで高校生が集まっ

てゲームをしたり、勉強をしたりします。そこで

も Christmas Partyがありました。クッキーのコン
テストみたいなものをやったりゲームで遊んだり

歌を歌ったりしてとてもいい時間を過ごすことが

できました。ホストファミリーのパーティにも何

度も参加しました。

私のホストファミリーはキリスト教のグループ

に関わっています。私たちは毎週火曜日に集まっ

て一緒に食事したあとにイエスや聖書のことにつ

いて話します。私はこのグループでキリスト教の

ことをもっと学ぶことができたしアメリカ人のキ

リスト教に対する考え方などを学ぶことができま

した。私にとって最後のグループの日には日本食

を作りました。肉じゃがと寿司とうどんを作りま

した。みんな喜んでくれて良かったです。

12 月 22 日は私にとって最後の学校でした。最
後だったのでみんなでたくさん写真を撮ったりし

ました。仲のいいアメリカ人の友達の何人かは泣

いてくれたりハグをしてくれたりしました。とて

もうれしかったです。そしてその日に仲のいいア

メリカ人の友達二人とクリスマスプレゼントの交

換をしました。日本の人形とハンドクリームとた

くさんのアメリカのキャンディーをくれました。

その二人はとてもいい子でとても仲がよかったの

で別れるのは本当につらかったです。また会いた

いです。

12 月 24 日はクリスマスイブでした。クリスマ
スイブのお昼は教会に行きました。そこでパーテ

ィが行われました。とても楽しかったです。夕食

はホストファミリーの友達を家に招待して一緒に

ご飯を食べました。そのために友達が来る前はそ

の準備をしました。たくさんの食べ物を並べたり

して準備する時間も楽しかったです。

25 日のクリスマスではハイキングに行きまし
た。とても綺麗なところでした。この日の夕食で

はホストファミリーの家族を家に招待しました。

食べ物もクリスマスイヴとは違う食べ物で全部美

味しかったです。ご飯を食べ終わった後にホスト

マザーとホストファーザーからプレゼントをもら

いました。もらえるなんて思ってなかったのでと

てもうれしかったです。それも私の好みのものば

かりでちゃんと私のために考えてくれたんだなっ

て思いました。とても素敵なクリスマスを過ごす

ことができました。

クリスマスの 2 日後にはホームレスの人たちに
たくさんの食事を振舞いました。たくさんの人た

ちが集まってくださって食事を渡すたびに「あり

がとう」と行ってくれてうれしかったです。そし

てそのホームレスの方たちといろいろな話をしま

した。 話したことによって社会の厳しさとか今私

たちが当たり前にできていることへのありがたさ

などを学ぶことができました。私のホストファミ

リーはこのようなボランティアにたくさん積極的

に参加しています。ホストファミリーを尊敬する

ところの一つだなと思います。

この留学を通して日本では体験できないことを

たくさん体験することができたし、学ぶことがで

きました。この留学で私を支えてくださった先生

や家族、ホストファミリー、友達には本当に感謝

しています。この留学で改めて英語をもっと習得

したいっていう気持ちが強くなりました。とても

充実した留学生活を送ることができました。

（2015.12.29受信）

コミュニケーション
I21平井シーナ
姉妹校交換留学

留学先：Central High School (Traverse City ｱﾒﾘｶ）
留学期間：2015.10.10 ～ 2016.1.5

アメリカに来て 12月がとても楽しかったです。
クリスマス近くなので学校で生徒たちが歌ったり

していました。そして、友達もこちらに来た頃よ

りもたくさんできたので、話したりふざけたりす

ることが増えました。正直言って学校最終日が嫌

です。

クリスマスブレーク（冬休み）は、要らないと

思いました。休みが要らないなと思ったのは、初

めてです。やっぱりそれだけ友達と過ごす時間が

楽しかったのだと思います。

クリスマスとは、アメリカにとってとても大き

な行事です。たくさんの料理がテーブルに並んで

いて、家族揃って過ごしてました。教会にも行き

ました。そして一番ワクワクしたのがプレゼント
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でした。

クリスマスのあとには、グランドラピッズのホ

ストファミリー

に会うことがで

きました。以前

に来た時よりも

たくさん話すこ

とができまし

た。そして、話

が通じるからか

笑うことがたく

さんありまし。

本当に良い思い

出になりまし

た。

そして、日本

でもあまりやっ

たことのないボランティアをアメリカでたくさん

しました。友達の付き添いで行きました。教会で

天使の服装を来てミサの時にみんなの前で立った

りしました。とても恥ずかしかったけど良い経験

になったと思いました。この経験を生かして日本

でもたくさんボランティアできたら良いなと思い

ました。

残りあとちょっとですが悔いのないようにたく

さん思い出を作りたいです。（2016.1.2受信）

改めて日本との違いに驚く
I21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

アメリカへ来て 5 ヵ月、楽しくて充実している
時間が過ぎるのはやはり、とてもはやく感じます。

アメリカでのクリスマスとお正月が終わり、少し

寂しいです。クリスマスはクリスチャンにとって

なによりも大事な日で、ほとんどの人が家族と過

ごします。そして大晦日の夜から年越しまでは友

達と過ごします。わたしもそうでした。また、年

が明けるのと同時にキスをするというなんとも言

えない習慣があることも初めて知りました。

皆さんは Directly Communication と Indirectly
Communication という言葉を聞いたことがありま

すか？ 簡単に説明すると、Directly Communication
とは物事を単刀直入に伝えることで、 Indirectly
Communication とはオブラートに包んで遠回しに

伝えることです。想像通りたくさんのアメリカ人

は自分の思ったこと、伝えたいことをそのまま言

います。対して日本人は遠回しに伝える傾向があ

ります。例えばレストランでティーと一緒に砂糖

が欲しいお客さんがいるとして、そこに砂糖がな

いとします。日本人の店員なら、「ティーと砂糖は

一緒にお出ししておりません。」などと伝えますが

アメリカ人の店員なら、「砂糖はない」とそのまま

伝えるでしょう。どちらが良い、悪いという話で

はなくてアメリカと日本では本当に様々な面で国

民性が正反対なので面白いです。

そして、もう一つはホストファミリーについて。

わたしのファミリーは、去年ここに留学に来てい

た兄弟社の生徒と同じホストファミリーです。家

族から未だにその女の子の名前で呼ばれます。一

回や二回ではなくて何十回も。やはり悲しいし、

わたしの存在感がないのかな？とかわたしじゃな

くてその女の子にいてほしいんかな？とか色々と

考えてしまいます。そして、様々な場面でその人

と比べられます。また、自分のしたいことや思っ

ていることがまだまだ伝えられません。仮に伝え

ても要件が通らないのは目に見えてわかっている

からです。

実際、わたしは何度も自分のしたいこと、行き

たいところを伝えましたが、またいつか連れて行

く、の一言で終わりです。わたしは何ヵ月も待っ

ているのにその要件が通ったことは全くと言って

いいほどありません。わたしが我慢すれば丸く収

まると思って言われたことはすべて受け入れて自

分のしたいことは何も言いません。でも、そのこ

とを相談できる相手もいないです。留学って楽し

いことばかりじゃないし、むしろ辛いことの方が

多いですが、自分の家族、友達、周りの人がどれ

だけわたしを気にかけてくれたり支えてくれてい

たかが本当によくわかります。そういう意味でも

家族や友達と離れて暮らすことを含めて留学は色

々なことに気づくことのできる素晴らしい機会だ

なと思います。良いことにも悪いことにも、すべ

てのことに感謝しています。 (2016.1.8受信)


