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コロラドカレッジ研修生にインタビュー
コロラドカレッジ（Colorado College)は、W.M. ヴォーリズ先生の出身大学です。同大学からの

研修生の受入は、2009年度から始まりました。昨年夏から滞在しているJonathan Zouさんは、7人目
の研修生です。インタビューをしました。

留学生センターニュース №２４４ ２０１７年６月２２日発行

《高校生時代どんな学生でしたか？》
上海にある公立高校のインターナショナル

学科に通っていました。勉強はもちろん、部
活も頑張りました。部活は、バドミントン部
と陸上部に所属していました。バドミントン
男子ダブルスでは上海地区で優勝し、また陸
上部ではやり投げと三段跳びで上海 3 位に入
賞しました。僕が通っていた学校は陸上部は
運動能力の高い学生を選抜して入部させるシ
ステムを取っていたので、陸上部で活躍でき
ることが嬉しかったです。

《今回の滞在で一番楽しかった思い出は？》
一番楽しかったことは、近江牛を食べに行

ったときです。神戸牛と同じくらい美味しい
お肉が、こんなに近くで味わえると知ったと
きはとても嬉しかったです。また、もりの風
こども園を月 2 回程度訪問しました。子ども
たちは僕にすぐに馴染んでくれて、彼らと遊
んでいるときはとても楽しかったです。

《研修生として一番びっくりしたことは？》
学生からプライベートな質問、｢彼女はい

る？｣｢何歳？｣などを聞かれることや、授業中

質問に明るく答えるJonathan Zouさん

に僕の話を聞かずに私語をしている学生をみ
たときはびっくりしました。

《日本の学生の印象は？》
とても部活熱心だなと思いました。夜遅く

まで、また休日も部活動をしていることはす
ごいと思います。私も学生時代に部活動をし
ていましたが、放課後の練習があっても、5
時半には帰宅していました。日本の学生は毎
日忙しそうに見えました。

《なぜ日本語を勉強し始めましたか？》
任天堂のゲームボーイを 9 才ぐらいのとき

に買ってもらいました。日本語のポケモンの
ソフトを使っていたので、日本語が分かれば
もっと楽しくなると思い、日本語に興味を持
ち始めました。その後、色々なゲームで日本
語に触れる機会が増え、コロラドカレッジに
入学してから本格的に日本語を勉強し始めま
した。

《研修期間終了後はどうしますか？》
オハイオの大学院で教育学を勉強する予定

です。将来は英語、中国語、出来れば日本語
も教えられる先生になりたいと思っています。

《日本で一番好きな場所はどこですか？》
札幌です。スキーをするのが好きですし、

海鮮類も新鮮でおいしいです。また関東で好
きな場所は、秋葉原です。初めて秋葉原に行
ったのは高校 3年生の時でした。「さすが、ア
ニメの聖地！」と感動しました。今でも東京
に行くと必ず秋葉原に行きます。

《「近江兄弟社中高のここが素晴らしい！」
というところを教えてください。》
近江兄弟社の学生の皆さんはとにかく明る

いと思います。バス停の反対側にいる学生も、
僕を見つけると、通りを挟んで大声で「ジョ
ナサン！」と手を振ってくれて嬉しかったで
す。
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また、ヴォーリズ学園の食堂は僕が学生時
代を過ごした中国やアメリカの食堂と比べる
と、非常においしかったです。特にお気に入
りは日替わりの肉メニューで、いつも昼休み
の時間をたのしみに食堂に行っていました。

《兄弟社中学、高校生にメッセージを！》
努力すれば良い結果が出ると言うことを伝

えたいです。でも努力をしないと、決して良
い結果は出ません。僕がバドミントンを始め

たのは高校一年生のときでしたが、最初は結
果が全く出ませんでした。でも 3 年間努力を
し続けた結果、上海のチャンピオンになるこ
とが出来ました。今、努力をしていてもすぐ
には成果がみえないかもしれませんが、あき
らめずになにかを続ければ、良い結果は必ず
出るので、みなさんも勉強に部活動に頑張っ
てください。

ただ今留学中
"Quantity is important,

but quality is more important"
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

It's already the end of May, and my last month
in Australia is approaching. I've been busy
recently but that means it's satisfying every day.
I'm studying English at International College and
I'm also studying Maths, Business and Art in the
mainstream. At the beginning of this term, I was
told to go to the mainstream in Business and Art
class. I was pleased about that, because I
wondered if I could experience it just like my
classmate, Keika, who studied abroad in America.

First of all, I was quite interested in business,
because I never learnt it before. However, I found
it really difficult, because there are many technical
terms for business that I never heard before.
Furthermore, the business teacher speaks really
fast, so I still don't understand exactly what I'm

doing. Luckily, my business teacher told me to
meet him at morning tea time. I was actually
feeling hopeless, but after I talked to him, he
taught me everything I couldn't understand.
Nowadays, my motivation for business has been
getting higher and I'll overcome all difficult
situations.

Like the business class, I had some problems
in art class as well. I was worried about doing art
for about three months because I really don't like
art and I prefer picture coloring. As I expected, all
the students in the class are good at art. Moreover,
even though it is an art class, students have to
make a power point for a presentation. Now I
don't have to do it, but if I had to do it, I would
have no idea what to do. Because art is my least
favorite subject, I didn't choose it at high school,
so it's a good experience.

As I mentioned, I'm studying English at
International College. At first, I was slightly
disappointed to miss some classes at International
College for secondary subjects, because I really
like studying there. One day, I was upset and felt
overwhelmed, because there was too much work
to do and I was only thinking about catching up
with the other students' work. However, the other
day, my mind was changed and I felt relieved by
talking to some teachers. A teacher said that
"quantity is important, but quality is more
important". That means even though I'm doing a
large amount of work, I'm not developing my
skills. Therefore, it is fine to take a bit longer to
catch up with the other students, or to manage all
the work done if each piece of work is done
properly. Since I heard that, I've been doing work
at my own pace. It is definitely hard to do well in
International College studies and secondary
subjects, but I'm going to keep on doing it.

(2017/05/30受信)
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留学生を受け入れて
（ホストファミリーの感想）

4月はじめから約1か月滞在した、オースト
ラリアとタイの留学生を受け入れたホストフ
ァミリーからの感想文を紹介します。

内容の濃い時間
I21 野口 芹菜

ゲスト: Frances Clarke
St. Patrick's College（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）

今回初めて
留学生のホス
トファミリー
をして、たく
さんのことを
学び、良い経
験 を し ま し

た。引き受けるまでは不安や心配な気持ちが
ありました。
留学生に日本での留学経験は良いものだっ

たと思ってもらえるように心がけました。フ
ランキーさんに、「日本ではどこを訪れてみた
いか」と尋ねると、私の行きたいところが良
いと言ってくれたり、日本食に対して苦手だ
と言わずに何でもチャレンジしてくれました。
私はそのことにとても感心しました。
私の思い出に残ったことは沢山あります。

その一つは、今回、留学生に日本の文化や建
物などを紹介したときに、同時に私も日本に
ついて改めて学ぶことができたことです。
このような経験はそんなに数多くは無いの

で、会話ができるときはたくさんしようと心
がけました。私の家にホームステイをしてく
れた 2 週間はとても短く感じました。けれど
も、彼女と過ごした時間はとても内容の濃い
ものでした。次出会う機会があれば自分の成
長した姿を見せられるように、これからも頑
張っていこうと思います。そして、早く再会
したいものです。

コミュニケーション能力の高い人
I31 北村亮磨
ゲスト：Sam Tys

St. Patrick's College（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）

また一人友だちが増えました。彼と共に過
ごして英語の発音の難しさが改めて身に染み
て分かりました。"Food"という簡単な単語さ
え彼に伝わらなかったときは、正直に言って
気持ちが萎えました。お互いにモゴモゴとし
た話し方で理解しにくかったですが、理解す
るまで言い合ううちに笑い出してしまったの
を覚えています。

彼はコミュニケーション能力の高い人です。
僕の家族はもちろん、まさか駅の駐輪場のお
ばちゃんにまで自己紹介していたのは驚きま
した。片言の日本語ではありましたが、頑張
って会話していました。誰とでも話せる彼に、
僕は見習うべきだと思いました。人と話すこ
とで、心が通じ合い、“楽しい時間が持てる”
そう思いました。修了式の時にもらった彼が
筆で書いた「心」の文字に人と人との繋がり
の大切さを感じました。またいつか彼に会え
る日を楽しみにしています。

ガールズトークで盛り上がり
I21 珠久 渚

ゲスト：Chanidapa Phaopaisitsrianun (Ping)
Roong Aroon School(タイ)

私は、タイからの留学生ピンちゃんのホス
トファミリーを 1 カ月間しました。ピンちゃ
んはおしゃべりが大好きで、みんなに優しく
て、勉強熱心で面白い人でした。だから、私
も家族も、近所の友達もクラスメイトも、ピ
ンちゃんのことがとても好きになりました。
ピンちゃんとは、毎週日曜日にお出かけしま
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した。着物で伏見稲荷に行ったり、円山公園
にお花見に行ったり、USJ で遊んだりしまし
た。でも、一番心に残っていることは、学校
の帰りの電車に乗っている時間です。2 人と
もクタクタの時もありましたが、元気な日は、
その日にあった面白かったことや楽しかった
ことを話して、ガールズトークで盛り上がり
ました。ピンちゃんは、家族や妹の話もして
くれました。ピンちゃんの家族にはあったこ
とはないけど、その話をきいていたら、会い
たくなりました。

留学は行くだけでもとても勉強になるけれ
ど、自分がホストファミリーをすることで、
私自身が留学先でどれだけ支えてもらってい
たのかということに、気づくことができまし
た。ホストファミリーをする前、受け入れに
対して大変だというイメージがあったけど、
実際は違っていて、楽しいことがたくさんあ
りました。大切な新しい家族がタイに帰って
しまったので、私が大学生くらいになったら
また会いに行きたいと思います。

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

募集 韓日交流 作文コンテスト 2017
韓国と日本は今、韓流・日流をはじめとする活発な文化交流により「隣国」

同士として非常に近い関係になりました。 まさに「共生・協力の新時代」を
迎えたと言っても過言ではありません。この流れを未来につなぐために、次世
代を担う両国の子どもから一般の方まで幅広い方々を対象に、互いへの想いを
伝え合い、新しい「絆」作りのためのエッセイ、川柳・俳句、韓国旅行記を募集します。ペアで行
く韓国への旅など、ステキな賞品を揃えて皆さんのご応募をお待ちしています！

（主催者の HPより）
【応募規定】
＜エッセイ＞ 日本語または韓国語 800文字以上 1,200文字以内（スペースを含む）
◇テーマ（次の中から択一）

A 「オリンピック」 B 「私が感じた韓国」 C 「私が考える韓日交流」
日本語エッセイ部門：中学生から一般の方までが対象

韓国語エッセイ 中高生部門：中学生から高校生までが対象 一般部門：一般の方が対象

＜川柳・俳句＞ 日本語または韓国語
◇テーマ：自由（但し、日本語川柳・俳句部門の場合、韓国または韓国語に関するもの）

川柳と俳句の区別はつけませんので、自由に作ってみましょう。
日本語川柳・俳句部門：小学生から一般の方まで対象 韓国語川柳・俳句部門：小学生から一般の方まで対象

＜韓国旅行記＞
◇テーマ：韓国旅行 日本語または韓国語 800文字以上 1,200文字以内（スペースを含む）

韓国旅行中に感じたことや思い出、エピソードなどを各部門の言葉で旅行記にして投稿して
ください。 小学生から一般の方まで対象

【全部門共通事項】
〇韓国語の部門（韓国語エッセイ部門、韓国語川柳・俳句部門、韓国語 韓国旅行記）は、「外国語
としての韓国語」を学習している日本在住の方を対象にしています（国籍不問）。その他の部門は、
対象枠に該当する方ならどなたでも応募することができます。
〇応募締切：2017年 8月 6日（日）必着（メールの方は同日 24時まで）
〇賞 ・最優秀賞（各部門 1名、計 7名）

賞状、副賞（韓国への旅 3泊 4日をペアで）、江原道平昌オリンピックグッズ
・優秀賞（各部門 2名、計 14名）

賞状、副賞（韓国への旅 2泊 3日）、江原道平昌オリンピックグッズ
・佳作（各部門 4名、計 28名）

賞状、副賞（ブルートゥース スピーカー）、江原道平昌オリンピックグッズ
・入選（各部門 12名、計 84名）

賞状、『韓国語学習ジャーナル hana』1年(6冊)購読権利、江原道オリジナル記念品

◇主催：駐日本国大韓民国大使館 韓国文化院、東京韓国教育院

◇共催：駐大阪大韓民国総領事館 韓国文化院

◆問い合わせ：駐日韓国文化院 03-3357-5970（平日 10～ 17時）
詳しい応募方法は、韓国文化院のホームページを参照してください。www.koreanculture.jp


