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ただ今留学中 6 月現在、3 名の高校生が留学中です。行き先は、それぞれ、ド
イツ、ハンガリー、アメリカです。留学レポートがとどきましたので、紹介します。

留学生センターニュース №２２７ ２０１６年６月１７日発行

テロの影響
I31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

4 月の初めに暖かくなって春が来たかと思え
ば、また雪が降りはじめ 4月の終わりまで 0℃
の日が続いていましたが、やっとしっかりした
春がきてすごく嬉しいです。長くて寒い冬を乗

り越え春がくるとドイツ人は大喜びで、太陽が

でるとすぐ外にで、散歩したりバーベキューし
たりします。そして夜 22 時頃まで太陽がでて
るのですごく 1日が長く感じて変な感じです。

3 月後半からは、春休みがあったりとでたく
さん旅行をしました。オランダのアムステルダ
ム、ハンガリー、ドイツ東部、ドイツ南部、フ

ランスのパリ。同じヨーロッパなのに全然国の

雰囲気がそれぞれ違うくて楽しかったです。で
すが、たくさんの警察が街にいるということは

どの国に行っても共通します。きっと、テロの

影響です。特に 11 月にテロがあったパリはそ
こらじゅうに銃を持った警察がいました。どこ

に入るのにもカバンをチェックされ警備がしっ

かりされています。3 月にはベルギーでもテロ
があり、隣の国のドイツもいつテロが起こって

もおかしくない状況です。ヨーロッパの治安が
だんだん悪くなっていくのは悲しいし、怖いで

すが、なかなか防げないことだなぁと思います。

4 月の初めにはスケートの小さい国際試合に
出させてもらい、1位をとることができました。
そして夏まで一旦氷がなくなるのでその日でス

ケートは最後でした。9 月
からドイツ語のわからない
私に英語で教えてくれたコ

ーチ、良くしてくれた友達、

もう会えなくなると考えれ

ばすごく寂しいです。こう
いう風に留学生活あと少し

になりだんだん別れを言わ

なければいけない人もいて
寂しいですが、残り少しに

楽しみたいと思います。

（2016.518受信）

ミネソタからカリフォルニアへ
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

5 月になって、気温がかなり上がり、半そで
のＴシャツなどの薄着でも登校できるようにな

りました。日本のように蒸し暑いわけではない
のでとてもすごしやすく、外に出たくなるよう

なちょうどいい天候です。学校では、卒業生た

ちがすでに卒業し、少し静かになったように感
じています。さて、今月は、先日、行った一週

間のカリフォルニアへの旅行のことについて話

したいと思います。
4 月の最後の週に、学校を一週間休ませって

もらって、カリフォルニアに行きました。その

旅行は、アメリカに来ている留学生とそのホス

トブラザーかホストシスターだけが参加できる
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ものだったので、日本人のほかの留学生とも会
える、とてもいい機会でした。他にも世界中か

らの留学生とも会え、話ができるということで、

行く前はとても楽しみにしていました。
カリフォルニアには、たくさんの観光名所が

あります。ロサンゼルスには、ハリウッドや、

ディズニーランド、ユニバーサルスタジオもあ

り、サンフランシスコにはゴールデンゲートブ
リッジや、アルカトラス、そして、アメリカ最

大級のチャイナタウンなど、有名な所がとても

たくさんあります。

中でも一番楽しかっ
たのが、ユニバーサル

スタジオです。ユニバ

ーサルスタジオへは、
日曜日に行きました

が、とてもすいていて、

ほとんどすべてのジェ
ットコースターに乗る

ことができるほどでし

た。僕は UNIVERSAL
TOUR というものが一
番好きでした。そこで

は、映画を撮影するた

めに使われたセット
や、道具などがそのま

ま置かれてあり、その中を小さい乗り物に乗っ

て見て回るというものでした。ニューヨークの
風景のセットや、西部開拓時代の古いセットな

どがあり、どれもかなり細部までこだわってつ

くられていました。特に、飛行機が墜落した後

のシーンで使われるセットは、本当の飛行機を
一台買ってそれから作ったものだったので、と

ても驚きました。僕はこのようなものがまだ残

っていて、見られるとまったく思っていなかっ
たので、とても感動してしまいました。他にも、

ジェットコースターで使われているような３Ｄ

映像の仕組みなども、映像を見ながら知ること
もできました。さらに、あるセットで、山での

洪水のシーンを作り出すセットや、地下鉄の駅

での火災や事故などを再現するために実際に使
われたセットで、実際に、僕たちの目の前で再

現をしてもらえました。日本ではできない貴重

な体験ができて、とても楽しかったです。
もうほとんど残りの日数もなくなってきたの

で、お世話になった人たちにできる限りの恩返

しをしてから帰りたいと思います。

（2016.5.29受信)

ハンガリーの高校生活
I21早川京佑

YFU 留学
留学先：ハンガリー

期間： 2015.8.12 ～ 2016.7.1

5 月が終わり、早いもので僕の留学生活も残
り 1ヶ月となりました。ハンガリーでは夏にな
り暑い日々が続いています。ほぼ毎日 25 ℃を
超えています。

僕の学校では学年に関係なくクラスで毎年 2
泊 3日で旅行をします。自分のクラスは、Szeget
(セゲット)と呼ばれるところに行きました。首

都、Budapest(ブダペスト)から電車で３時間と
villamos(ヴィラモッシュ：日本でいう路面電
車)で 30分で到着しました。旅行の内容はとい
うとプログラムはほとんどが自由時間でした。

宿舎は、ホテルではなく教会のようなところ

に部屋がたくさんありそこで寝泊りしました。

ルールは特になく、夜は 12 時までに宿舎に戻
ることぐらいでした。

最終日には、ハンガリーの歴史博物館に行き

ました。中は公園のような感じで当時を再現し
た建物がたくさんありとても興味深かったで

す。本当は、アーチェリーが体験できたのです

が残念ながら雨で中止になってしまいました。
僕の学校では 5月にもう一つ恒例のイベント

がありました。それは、クラス別のスポーツフ

ェスティバルです。フットボール・バスケット

ボール・卓球・バレーボールがありました。そ
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れぞれの競技にクラスから代表を選び試合をし
ます。僕はバスケに選ばれました。バスケは

3on3 で試合をしました。結果は 1 回戦で負け
てしまいました。クラスメイトやほかのクラス
の人達があまりにも真剣だったので、なんで真

剣なのかと聞きました。この、スポーツフェス
ティバルで一番勝ち星が多いクラスが学校を 1
日だけ休めると言われました。これは、日本に

はない行事なのでとても面白かったです。
（2016.5.31受信）

短期留学参加者レポート 春休みを利用して行われた約2週間の姉妹校

への短期留学の参加者のレポートです。今回はEコース（オーストラリアの St.Patrick's College）に参加した
白木さんのレポートです。

言葉が伝わらなくても
J31 白木 凜

エメラルドグリーンの海、広大な牧場と数え
きれないほどの羊や牛、自然があ ふれる、そ

んなタスマニアでのホストファミリーとの生活

がスタートしました。

私のホストファミリーはお父さんとお母さ
ん、弟、そしてホストシスターの四人家族です。

私のホストファミリーはとても親切でした。初

め、私が英語で上手く話せなくて、伝わらなく
ても真剣に理解しようとしてくれました。また、

私が紅茶をこぼしてシミができた服も何も言わ

ずにキレイにシミ抜きをしてくれました。言葉
が伝わらなかったり、直接言葉を言わなくても

相手としっかり向き合い信じあえば心が通い合

うことを知りました。また、私のことを認め、

理解してくれるホストファミリーのあたたかさ
にふれられました。

放課後にはたくさんの場所へ連れて行っても

らいました。ホストファミリーが飼っている馬
や牛の所へ行ったり、滝を見に行ったり、スー

パーへ買い物に行ったり、ホストシスターと一

緒にセレモニーに参加をして山に登ったりしま
した。中でも、広大な土地の中にいる馬や牛に

えさをあげたことは貴重な体験になりました。

私は動物が苦手でしたが、えさやりなどを通し

て動物と触れ合っていくうちに動物嫌いを克服

することができました。

滝を見たり、山に登ったりした時はとても疲

れたましたが、歩いたからこそ見られる美しい
大自然の景色に魅了されました。日本にはない、

神秘的でなおかつ迫力のあるタスマニアの自然

の姿を見ることができました。

休日には家族でショッピングをしたり、お父
さんが持っているクルーザーに乗ってビーチへ

行ったりしました。ボートに乗っているとき、

お父さんが大きな波に乗ってボートを揺らしな
がら私たちを明るく盛り上げてくれました。夜

のバーベキューでは日本について家族と語り合

いました。その時私は自分の本当の家族のよう

に温かく迎え入れてくれていることを感じてと
ても幸せな気持ちになりました。

ホストファミリーが私にさせてくれた様々な

体験は私にとって大きな財産となり、貴重なも
のになりました。また、その経験は私自身を成

長させてくれました。動物をさわれるようにな

ったり、自分のするべきことには責任を持って
やり遂げるようになったり、英語でのコミュニ

ケーション力を高めることができました。また、

自然の素晴らしさやオーストラリアと日本との

文化の違い、勇気を出して発言することの大切
さを教えてもらいました。こうして私が成長で

きたのはすべて、ホストファミリーのおかげで

す。ホストファミリーが教えてくれたことをこ
れからの学校生活に生かし、この貴重な経験を

これからも大切にしていきたいです。

「言葉がなくても心がこもっていれば伝わる」
これが私の留学経験の一番の発見でした。

受け入れ予定
姉妹校からの短期ホームステイ
オーストラリアの姉妹校 St. Patrick's College

から、生徒 14 名と先生 4 名が来日し、国内旅
行をします。旅行期間のうちの約一週間、本校

を訪問し、ホームステイをします。

期間は、7月 4日（月）から 7月 10日（日）
の 6泊 7日です。滞在中、ホスト生徒のクラス
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の授業体験をするほか、日本文化の体験（たこ
焼き、ゆかた着付け、茶道、箏曲、華道、書道）

をしたり、弓道部の練習見学、国際交流部との

交流などをします。学校へ登校する最終日、6

月 8日（金）に修了式が予定されています。週
末の土曜日は、ホストファミリーと過ごすこと

になっています。

受け入れる生徒のみなさんは次のとおりです。（ ）内が受け入れる留学生。

J14 北川大海（Cooper) J22 上野聖真（Mitchel) J24 荒木雄介（Dylan) J25 増田 遙（Madeline）
J33上村悠貴（Joseph) I11田島輝乃（Mollie) G15中川 蓮（Hayden) G16山本海璃（Caleb)
P22寺澤聖香（Olivia) P23角田京香（Emmie) S25中田和花（Erin) G27三宅咲穂（Emily)
A21上林加奈（Mia) G38岡田康希（Thomas)

Cooper Smith Mitchell Berryman Dylan Pether Madeleine Pearn Joseph Cockburn Mollie Neuwhof Hayden Smith

Caleb Robinson Olivia Lawson Emmie Bunton Erin Lutterell Emily Rose Mia Iezzi Thomas Luyter

コロラドカレッジ大学生受け入れ
前号でも紹介したように、ヴォーリズ先生の

母校、アメリカ・コロラド州にある Corolado
Collegeから、大学生 11名と教授 1名が来日し、

2 泊 3 日を近江八幡で過ごします。市内の宿泊
施設に滞在しながら、学園を訪問し、交流する

予定です。

留学生の紹介
6月以降受け入れが決定している留学生を紹介しま

す。

このほかに、6/29(水)～ 7/15(金) 滋賀県高校

生派遣事業（姉妹都市交流交換留学）で、ミシ
ガン州の高校生 1名を受け入れます。

Aureile Grandjean
AFS留学生
出身：スイス
2000.10.6生
期間：2016.8～ 2017.7
趣味：絵画、コーラス、テコ
ンドー、乗馬、フィギュアス
ケート
クラス：P13

Thomas Ladouceur
(トーマス・ラドスール）
YFU留学生
出身：アメリカ
2001.2.10生
期間：2016.6.21～ 8.2
趣味：スキー、アウトドアス
ポーツ
クラス：S25

Michelle Bohr
ロータリークラブ交換留学生
出身：ドイツ
1999.3.25生
期間：2016.9～ 2017.8頃
趣味：音楽鑑賞、バイオリン
演奏、サッカー
クラス：I21


