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さようなら、クラウディアさん
留学生クラウディアさん（Costa Rica出

身）の 10 か月の滞在が終わりました。去
る 1 月 26 日（木）放課後、礼拝堂に大勢
のクラスメートや関係者が集まり、修了

式が開催されました。集まったたくさん

の仲間が彼女の存在の大きさを物語って

いました。

私たちに「理解されるよりも理解する

こと」の大切さに気付かせてくれ、クラ

スでもほっと安心を感じる存在であった、

という池田副校長の挨拶に始まり、仲間

のスピーチ、ホストの方の感謝のことば、

そしてサプライズ合唱とサプライズ動画。

学園祭で共に歌った思い出の「群青」は歌う方も、歌われる方も涙でした。ホストファミリーに贈

る色紙にも「群青」という字を選びました。

♪今 旅立つ日 見える景色は違っても 遠い場所で 君も同じ空 きっと見上げてるはず♬

異国の少女が、日本で独力頑張る姿は本校生に勇気と希望を与えたようでした。修了式のプログラ

ムが一通り終わったところで、サプライズのビデオレターが上映されました。ICC の 1 年生は全員
（海外留学中の 2名も登場）、先生方も登場しました。
クラウディアさんのスピーチを紹介します。
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人生のなかで一番の一年
I11 Claudia Suarez Urena

AFS 年間留学
出身：コスタリカ

期間:2016.326 ～ 2017.1.27

こんにちは。ついにこの時が来ました。わ

たしは、今までの りゅうがくせいがさような

らのスピーチをするのを見て、自分のスピー

チは、まだまだ時間があると思いました。し

かし、そのときが来ました。

わたしは、はじめに行った ICC オリエンテ
ーションキャンプのことをまだ とてもよく覚

えています。クラスメートに会って、とても

楽しかったです。さいしょは、コミュニケー

ションが むずかしかったですが、だれもがわ

たしを たすけようと してくれて とてもうれ

しかったです。私がここでしたことは あまり

にも多く、ぜんぶのことに かんしゃする時間

がありません。

そして、なにか もんだいが あるときは、

いつでも 助けてくれた、こくさいぶ にも「あ

りがとう」を言いたいです。たくさんの せん

せいたちはがっこうせいかつや あたらしいこ

とを おしえてくれました。
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そして、I11 にもかんしゃです。I11 は、私
の今まででさいこうのクラスです。私がりか

いできなかったときでも、みんなはいつもや

さしくしてくれて、たすけてくれました。わ

たしは、とても良いともだちをつくれました。

これからも、ともだちでいることをねがいま

す。そしてみんなにもういちど会いたいと思

います。

ホストファミリーにもかんしゃです。ほん

とうのかぞくの一員のようにしてくれました。

そのことを、ぜったいに忘れません。

わたしの人生のなかで一番の一年でした。

みんな私をたすけてくれて、いろんなことを

おしえてくれた。

ここの生活と出会ったともだちをのこして、

去るのは、つらいです。ふたたび みんなと会

えるのが いつかわからない。

日本でほんとうにたくさんのことを学びま

した。書道や茶道、絵を描くこともそうです

が、コスタリカで時間がなくてできなかった

ことを、たくさんしました。

そして、大切なことも学びました。ともだ

ちになるには、考えや意見が違っても、関係

ないということです。それと、家族もひとつ

だけじゃないということも学びました。

もし、だれかがコスタリカへ旅行に来るな

ら、おしえてください。みんなにコスタリカ

をしょうかいしたいです。

ありがとうございました。

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

ただ今留学中
また違う発見が

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

8 日から 11 日までホストファミリーの用事
で別のホストファミリーの家にステイしまし

た。そのホストファミリーは去年の 11月に修
学旅行で来られた先輩を受け入れた方で、日

本や中国にも旅行に行ったことがあるそうで

す。ですから、日本と中国、オーストラリア

の違いをよく知っていて日本に興味のある方

でした。

2 月にはまた日本に旅行に行くらしく、日
本に行ったら絶対しなければならないことは

何かと質問されました。私はいきなり質問さ

れて、まったく答えが見つからず、日本食と

いうありきたりな返答をしてしまいました。

すると、"Japanese always says Japanese food.
Always food."と笑われました。さらに、地元
の特産物や琵琶湖についても質問されました

が、特に何も思いつかず、日本人なのに何に

も日本のことについて知らないと情けなくな

りました。

今さらですが、オーストラリアに来る前に

もっと母国のことを学んでおかなければなら

なかったと後悔しています。

家はとても静かで、今はホリデー期間です。

隣の家の鶏たちに餌をやりにいったり、夜は

大きなトランポリンの上で寝転がって星を眺

めたりと、とても自由で穏やかな家庭でした。

オーストラリアでは星の他にも日本や中国、

アメリカがたくさん宇宙に放つ人工衛星がま

れに観られるそうです。これにはすこし驚か

されました。一緒に中国人の学生もステイし

ていたのですが、その子の地元では、空気汚

染の関係で、青い空すら見られないそうです。

その点、オーストラリアは自然豊富で空気も

澄んでいて、環境に関してはピカイチです。

彼らはオーストラリア人なので、よくオー

ストラリア英語を使って話していました。私

の普段のホームステイはイギリス人なのでイ

ギリス英語を話すので新鮮でしたが、たまに

理解できない時がありました。チョコレート

はチョキーでビスケットはビキーです。チキ

ンなんて短い単語でさえ省略するオーストラ

リア英語(chook)はとても興味深いです。ソー
セージも省略して言っていましたが、まった

くと言っていいほどソーセージ(sausage)から
かけ離れた単語(snag)になっていて覚えられ
ませんでした。

短い期間でしたが、たまには違うホストフ

ァミリーの家ににステイするのもまた違う発
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見があって面白いと思いました。

明日からは一学期が始まります。仲のいい

日本人の子とは英語で話すよう

に気をつけ、新しい生徒もたく

さん来ると思うので、半年間オ

ーストラリアで勉強した英語で

新しい友達が作れるように頑張

ります。（2017/01/22受信)

留学レポート
毎日が新しい発見

I21小田 桃加
姉妹校中期留学

留学先：昌原南中學高等学校（韓国）

期間:2016/10/5 ～ 2016/12/28

私はこの留学で、たくさんの体験をしまし

た。日本と韓国は様々な違いがあるとともに、

似ていることもあり、毎日新しい発見があり、

一日一日、まったく飽きることがありません

でした。

人生初めてのホームステイは初めの頃、辛

かった記憶があります。私はホームステイ初

日、緊張に緊張して、全く自分から話しかけ

る勇気が出ず、家の端で固まっていました。

ホストの家はマンションでしたが、韓国のマ

ンションは広い家が多く、トイレとお風呂が

家に二つあることが普通で、二つの内、どち

らを使えばいいのかわからない状態。その上、

冷蔵庫も勝手に開けていいのかもわからず、

のどが渇いてつらかったです。ただ、その状

態が続いていてはこれから韓国で生活してい

くのに不便であるし、勇気を出すこともしな

くてはならないと思い、一日ももうすぐ終わ

るころにホストに聞きました。それからは、

打って変わって何ごとも気になればすぐに聞

く、ということができるようになりました。

ホームステイ先は三回の変更があったので

すが、聞くタイミングをつかみ、一軒目のよ

うな辛さはなく、すぐに環境に対応できまし

た。

韓国の中学・高校は、共学であっても男女

別のクラスである学校がほとんどで、男子校、

女子校が日本と比べ、とても多かったです。

なぜクラスを分けるのか聞いてみると、「男女

で学力や考え方の差があるため」や、「男女間

の仲が悪くけんかするから」という答えが返

ってきました。二つとも、確実な意見ではあ

りませんから、日本で男女同じクラスで過ご

してきた私には納得いく意見ではありません

が、日本人と韓国人の性格の差なのかもしれ

ません。

韓国の人たちは、優しい人がすごく多かっ

たです。道端で困っている人がいれば自分か

ら話しかけて助けてあげる。また、写真撮り

ましょうか、と声をかける。前の私なら、話

しかけてほしくないと思って目を背けてしま

っていました。でも、韓国人のそんな姿をみ

て、兄弟社で隣人愛を学んでいる自分よりも

隣人愛を自然とできていることに驚き、自分

もこれからは進んで助けたいと思いました。

留学から帰ってきてからも韓国の友達と連

絡を取り合っていて、毎日近況報告をしてい

ます。たくさんの経験と、たくさんのやさし

さに触れられました。関わって

くださった方々に、喜びと感謝

の気持ちを伝えたいです。あり

がとうございました。
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韓国の姉妹校、昌原南中高からのホームステイ

高等学校の研修旅行の取り組みの一環とし

て、今年も韓国の姉妹校、昌原南中学・高等

学校から 42名の生徒と 4名の先生方が来校し
ました。昨年までは希望者の中から選ばれた

人だけが来日していましたが、今年は新しい

校長先生の意向で希望者全員を連れてこられ

たそうです。ホームステイ先のほとんどは高

校 2 年生の韓国コースの生徒たちが引き受け
てくれました。1 泊 2 日と短期間でしたが、
心のこもった受け入れをしていただき、昌原

南の生徒達にとって貴重な体験となりました。

21 日（土）はホストファミリーで過ごして
もらいましたが、生徒達だけで京都を観光し

た人もいれば、保護者も一緒になって地元を

案内してくれた家族もあったようです。コミ

ュニケーションは英語が中心なので、それぞ

れに苦労があったと思われますが、一日を一

緒に過ごすことで心の中で大切な思い出を残

すことができたと思います。日本と韓国の間

には未だに様々な歴史的問題が残されていま

すが、このような交流によって作られた絆が、

必ずや将来、問題を解決する力になるものと

確信します。

21 日（土）は 16:10 京都駅中央口前を集合
場所としました。全員時間通りに集合し、笑

顔で手を振りながら昌原南の生徒達を見送り

ました。


