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さようなら留学生
4月はじめから約一ヵ月、オーストラリアとタ

イの姉妹校からの交換留学生が滞在しました。

留学生たちは、ホストファミリーやクラスメー

トと温かい交流をしたり、留学生のための特別

学習で、浴衣着付け、生け花、琴演奏などの日

本文化に触れることができました。日本語の上

達をするには短すぎる期間ですが、日本語学習

への動機付けをすることができたようです。5月

2日（火）に行われた修了式でのスピーチを紹介

します。
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みんなにありがとう
P23 Sam Tys

出身:姉妹校 St. Patrick's College(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）
期間：2017/4/6～ 5/6

ここで過ごした時間は

たのしかったです。みん

なに感謝したいです。海

外で留学生になることは

大変ですが、みんなのお

かげでぼくは大丈夫でし

た。

ぼくのクラスのみんな、

我慢強くぼくを助けてく

れてありがとうございま

した。

そして、ぼくのホストファミリー、おいし

い食事をさせてくれて、ぼくのひどい日本語

につきあってくれてありがとうございました。

りょうま、かずま、毎日ぼくを学校につれて

きてくれてありがとう。

国際部の先生たち、いつもぼくを助けてく

れて、ありがとうございました。

みんなの名前をちゃんと発音できていなか

ったらごめんなさい。

最後にもう一度みんなにありがとうを言い

たいです。みんなのことをずっと忘れません。

学園でのすばらしい経験
G26 Frances Clarke

出身:姉妹校 St. Patrick's College(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）
期間：2017/4/6～ 5/6

みなさん、こんにちは、

私はフランキーです。

まず初めに、私の担任

の小野先生にお礼を言い

たいです。わたしを素晴

らしいクラスの仲間にし

てくれて、私を丁寧に面

倒みてくれて、本当にあ

りがとうございました。

いつもクラスでの連絡事

項など私が分かるように丁寧に説明してくれ

て、私の日本語にも付き合ってくれて、本当

にうれしかったです。ありがとうございまし

た。

次に、私のクラスメイトでバディー生徒の

たなかみきさんと、たなかみちかさんにとく

にお礼を言いたいです。私が、ちゃんと、時

間割通りに、授業に行けているかどうか、確

認してくれたり、私の本当によい友達として

会話をしてくれたり、ゲームにいれてくれた

りしました。ランチタイムは本当に楽しかっ

た！みきさんと、みちかさんのおかげで、私

のヴォーリズ学園での思い出はとても良いも
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のになりました。

次に、国際部の先生に、お礼をいいたいで

す。これはなんと言うの？これはどういう意

味？と何回聞いてもいつも助けてくれました。

留学生のクラスはとても楽しくて、役立つク

ラスばかりでした。他ではまなべないような

日本語や日本文化をここで勉強することがで

きました。もう留学生のクラスや先生に会え

なくなると思うと、とてもさみしいです。

最後にそして最大の感謝をホストファミリ

ーの野口さんと古林さんに伝えたいです。私

は 2 週間ずつ二つの家族にお世話になりまし
た。どちらの家族もわたしをとても大切に、

お世話してくれました。全く知らない外国の

人を受け入れるということは大変なことだと

思いますがどちらの家族もこころよくわたし

を受け入れてくれました。

寝る場所や、ご飯を食べさせてもらっただ

けではなく本当の家族として過ごすことがで

きました。一緒にした楽しいことや、わたし

にしてくれた、たくさんのことをずっと忘れ

ません。ホストファミリーのおかげで、この

一ヶ月は忘れられないものとなりました。

最後に、ここにいるすべての人に、もう一

度ありがとうと伝えたいです。わたしが思い

描いていた以上にヴォーリズ学園での経験は

すばらしいものでした。

BEST MEMORIES OF MY LIFE
I21 Pabhawarinth Sitthichoti (Sai)

出身：姉妹校 Roong Aroon School(タイ)
期間：2017/4/6～ 5/6

日本に来て、4 週間が過
ぎました。日本の学校で勉

強しました。時間がすぎる

のは早いです。今日が私の

最後の日だとは思えませ

ん。初日から今日まで、毎

日幸せでした。

滋賀で私は色々なことを

しました。I21 の友達と一
緒に勉強したときは楽しかったです。みんな

はやさしくて親しみやすいです。ICC キャン
プのときもとても楽しかったです。キャンプ

の食べ物はおいしかったです。毎日友達と教

室でお弁当を食べた時間が好きです。最後に

みんなとしゃべった時間はうれしくて、大好

きです。

大橋ファミリーのおばあちゃん、お父さん、

お母さん、ふたばさん、まひるちゃん、なる

とつくとあき、色々お世話になりました。み

なさんは優しいです。会えなくなると思うと、

さみしいです。

ありがとう、先生。毎時間が、おもしろく

て、楽しかったです。

I21 のクラスのみんなへ。私に親切にして
くれて、おもしろいことを言ってくれたりし

てありがとう。みんなから私は毎日幸せをも

らいました。このクラスに入れたこと、とて

もうれしかったです。みんなが毎朝おはよう

と笑顔で言ってくれたこと、うれしかったで

す。

Thanks for making my 3 weeks be the best time
and best memories of my life.

本当の家族のように
P33 Chanidapa Phaopaisitsrianun (Ping)
出身：姉妹校 Roong Aroon School(タイ)

期間：2017/4/6～ 5/6

皆さん、こんにちは。

私はピンです。この一か

月は楽しくて、嬉しかっ

たです。ここに来る前、

私は日本での生活が難し

いと思っていましたが、

そうではないとわかるよ

うになりました。例え違

う文化と言語をもってい

てもホストファミリー、

先生、そして P33 クラスと留学生の皆さんは
いつも親切でした。ですから、皆さんとの話

すのが怖くなくなりました。

一か月とは短い時間でしたが、その間皆さ

んと出会ったり、友達が出来たり、色んなこ

とを勉強できたり、色んな場所に行ったりし

ました。ここで過ごした時間は、私にとって

一番幸せだと思います。

皆さんにお礼を言いたいと思います。まず

は、私のホストファミリーです。私を家族の

一人として受け入れてくださってありがとう

ございます。おかげさまでこの一か月、寂し

くなるときは一つもありませんでした。一緒

にいる時間は、いつも楽しかったです。一緒

に出かける時も、夜遅くまでお話したり、テ

レビを見たり、ゲームをしたり、宿題をする

ときも、楽しかったです。毎日のお弁当と晩

ご飯はおいしかったです。コウちゃんもタツ

ロウ君も好きです。とくにタツロウ君の手品
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が素晴らしかったです。服を選ぶときも、メ

ークするときにも手伝ってくださって本当に

ありがとうございました。ホストファミリー

の皆さんはまるで本当の家族のようです。あ

りがとうございました。お世話になりました。

次は、先生の皆さんにお礼を言いたいと思

います。いつも親切に教えて下さってありが

とうございました。お世話になりました。

そして、クラスメートの皆さん、どうもあ

りがとうございました。P33 クラスの皆さん
にいつもお世話になりました。特にマヒル、

カミノ、ウリア、シーナ、そしてウメ。いつ

も話しかけてくれてありがとうございます。

うれしかったです。ICC のみなさんもありが
とうございました。一緒に勉強したことがな

くても、京都に行った旅行と、キャンプは楽

しかったです。

留学生の皆さんにもありがとうございまし

た。皆と一緒にいるのが楽しかったです。こ

れからは寂しくなると思います。

皆さん、本当にありがとうございました。

ここでできた良い思い出を大切にします。

ゆかたの着付けと華道を体験した留学生

ただ今留学中
My Last School Holiday In Australia

I21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

I had two weeks of school holidays which were
absolutely fulfilling and I had a lot of experiences
with my home stay family and my friends.

Firstly, I stayed in the Sunshine Coast for a
week with my host family. I visited many places,
but I especially liked visiting Australia Zoo. The
first thing I did at Australia Zoo was that I touched
a serpent, quite a huge lizard and a koala. Because
I don't like reptiles and koalas are an endangered
species, it was the first time for me to touch these
animals. The reason why I touched the reptiles is

that I wanted to challenge myself with new things
and I like doing different things to others. The
main animals in Australia Zoo were crocodiles so I
watched crocodile shows, which were amazing. I
saw the large crocodiles stalking trainers quietly
and attacking their food. I not only saw the
crocodiles, but I also saw many Australian animals
such as kangaroos, wombats and Tasmanian Devils.
Of course I took some pictures with the kangaroos
because we were allowed to touch them. It was
rainy on that day so I'd like to go to Australia Zoo
again when it's sunny.

In the second week of the school holidays, I
spent most of the time with my friends. We went
to the shopping center to do our assignment
together (actually, we spent most of the time
shopping), went to Wet 'n' Wild and were invited
to go to our friend's house. Interestingly, I met my
best friend for three straight days. The funniest
memory of these three events was we visited our
Korean friend's house. She was living with her
mother for the holidays so I felt like I was in
Korea. We were welcomed with delicious Korean
foods which were gimbap and tteokbokki so we
cooked a chocolate fondue for dessert. The other
Korean thing was that we watched Korean TV.
Certainly, I didn't understand anything but my
friend explained it to me and I had fun in the end.
It was the first time for me to watch Korean
comedy. We enjoyed making Korean Food,
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watching Korean TV and whatever else we did, but
I especially enjoyed taking lots of pictures as the
sun went down quickly.

My school holiday was totally exciting and I
really enjoyed hanging out with my friends. It was
actually my last school holiday in Australia and
I've already started my final term. I'll going to
study hard and have a lot of great memories.

（2017/4/30受信）

留学レポート
アメリカ・ミシガン州の姉妹校での7か月の

留学を終えた岩田さんの帰国後のレポートを

紹介します。

2つの気づいたこと
I21岩田 圭果

姉妹校留学

留学先：Grand Rapids Christian High School (ｱﾒﾘｶ）
期間：2016/8/5 ～ 2017/3/25

私はアメリカのミシガン州、グランドラピ

ッズ市へ 8 か月間留学に行っていました。そ
の中でも私が気づいたことは、2つあります。
気づきの一つ目は、「物事一つ一つを楽し

んでいるか？」ということを考えるようにな

ったことです。

向こうでは学校が終わった後やクラブが終

わった後に友達、ホストファミリー、先生に

いつも"Did you have fun?"(楽しかった？)と聞
かれます。この会話は、授業の中でも、クラ

ブの中でも、どこかへ遊びに行ったときにも

使っていて、みんな楽しさを求めているんだ

ろうなあと思いました。そして、仕事や学校、

クラブを楽しんでいる人は幸せそうに暮らし

ているし、笑顔も多いです。私はこれまで、

「楽しい＝楽なこと」だと考えていました。

ですから、留学に行っても勉強してなかった

り、ユーチューブを見たりしている自分が嫌

いになったりしてました。留学に行く前、先

生に「留学は苦労を自分でしにいくものだ」

と聞いていて、行くときはまさにその通りな

んだろうなあと思っていましたが、その苦労

というものは誰によって決められるわけでも

なくて、自分で決めていいものだと感じまし

た。ですから、私は色々な部活に参加したり

しましたが、自分が苦労しようと思ってやっ

たわけではなくて、ただ楽しそうだった、い

い方向に進みそうだったからやった、という

部分もあるわけです。自分がワクワクして楽

しむ気持ちを忘れなければ、どこへいっても

私は大丈夫な気がします。

二つ目の気づきとしては、自分をどれだけ

大切にできるか、信じてあげられるかが大事

ということです。私は、自分の決断に迷いが

あって、自己嫌悪が激しかった時がありまし

た。いつも人の顔色うかがって行動していた

と思います。ですから、自分の弱さが嫌いだ

ったし、向き合うこともしてきませんでした。

留学のはじめのころ、太ることに嫌悪があ

った私は、太ったら日本にいるみんなから嫌

われる！などと、ばかげたことをずっと考え

ていていて、長距離の部活に入ったり、昼食

を食べなかったりしたことがありました。自

分が痩せたい理由が他人に嫌われる恐怖や不

安から来ていて、楽しいものではなかったし、

自分を大切にする前に相手の評価を気にして

いたのです。そしてストレスが溜まって、結

局たくさん食べてしまう、その繰り返しでし

た。

でも、留学先の学校の人たちは太っていよ

うが痩せていようが自分が一緒にいたいと思

う人と一緒にいるし、それを非難したり笑う

様子もありません。いろいろな人種がまざっ

て住んでいるアメリカならではだなあと思い

ます。その時の私にとってはとても居心地が

よかったです。 私の学校はクリスチャンスク

ールなので、ほとんどの人がキリスト教を信

じています。そして、私は友達に自分を嫌い

になったりしないの？と聞いてみました。す

ると、「キリスト教では自分を嫌いになるこ

とが罪になる。イエス・キリストは私たちを

全肯定しているから」と教えてくれました。

私は、近江兄弟社中・高で約 4 年間キリス
ト教について学んできたにも

かかわらず自分のことが嫌い

でした。そこに気づけたこと

は本当に自分の中で宝物にな

っています。


