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世界は今、急速にグローバル化が進んでいます。 

その中で最も大切な問いは「Who are “YOU”？」です。 

 

「ローカルに活躍すること」も「グローバルに活躍すること」も、 

どちらを選択することも間違いではありません。 

 

ただ、今世界で足りない人材は、「Culture Conflict を解消できる人材」です。 

私も実は国内外より多くのオファーをいただいておりました。 

その際に必ず言われるのが、「Multi Culture で Conflict」が解消できる人材が足り

ない、グローバル化を進めていく中で組織内での対立が起こり、組織として機能しなく

なってきている、助けてほしい。ということです。 

 

Diversity が重要視される時代です。 

様々な組織がグローバル化される中で、様々な culture とその対立を解消できる人材こそが、今後 50 年先まで必要

とされる、と言われています。そのためにも中高生のうちに、何らかの形で Study Abroad をし、ぜひチャレンジを進めて

下さい。当然、海外に出ることはリスクも伴います。ただ、それも全ては自ら選択し、自ら取った行動に対して、責任を取

る。これも大人になる中で、極めて重要なことだと思います。また、今の自分の常識は、自分を取り囲む環境によって作

り出された共同幻想でしかありません。ぜひ、広い世界を知り、視野を広め、経験し、それを持って帰ってきて下さい。 

それこそが、世界に貢献する第一歩になると思います。 

 

勇気と慎重さ、そしてダイナミックさが要求されます。人の話を聞き、その真意を知り、相手に寄り添いながら、自分の 

話もしてみる。そして、自らの使命に気づき、自分にしかできない「哲学」を身につけていきましょう。 

それこそが、「Who are “YOU”?」への答えにもなり、世界を平和にする第一歩になると信じています。 

素晴らしい経験をすることを祈っております。 

 

 
 
 

4月から、ルーヒー・レイシさん、メリッタ・ホーマンさんが来ました。来年 1 月まで滞在します。 

 

 
 

Ruhiyyh Raisiさん 
4年青・オーストラリア出身 

 

 

学校長 日野田直彦先生 
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藤井一真さん（ハンガリー） Petrik Lajos Ket Tanitasi Nyelvu Vegyipari, Kornye 留学中 

ziasztok!こんにちは、藤井一真です。 

あのルービックキューブを発明した国をご存知ですか？私は今、ヨーロ

ッパの中心に位置する国“東洋の真珠ハンガリー”の首都ブダペストに

留学しています。 

 ハンガリーはとても面白い国です。

皮肉が大好き、自由で個性豊かで

す。少し貧乏で道路はがたがた、車

がいかに耐久性を備えているかを実

感しました。凄くおしゃべりで、いつどこ

にいても騒がしいです。ホストファミリー

が知らない人と話している事は日常茶飯事で

す。オーストリアで観光していた時、騒がしいと思

ったらみんなハンガリー人でした。そして賢いです。

あるホームレスの方がピアノを演奏してお金を手に入れようとしていて、上手！と思ったら

自動演奏機能に合わせて手を動かしているだけでした！そんなハンガリーがとても好きで

す。また、高層建築物がなく、山と歴史的建物が沢山あるので、とても美しいです。ハン

ガリーで見る夕焼けは絶景です。“知る人ぞ知る魅力的な国”に、皆さん行きましょう！ 

 ご紹介したい事は沢山ありますが、残念ながら割愛させていただきます。 

それでは、Jó szórakozást! 

 

 

小岩千夏さん （アメリカ） Pine View High School 留学中 

の留学生活は７ヶ月が過ぎました。あっという間にも感じ

る７ヶ月間は楽しいだけでなく辛く大変だったこともありま

した。私は現地について最初の１、２週間目から、薬を

飲んだり病院に行ったり、その地の環境に慣れるのに少し時間がか

かりました。 

学校や生活に慣れてきた１０月ごろ、私の得意なピアノを活かし

たいと思い、学校のミュージカルのピアノのオーディションを受けまし

た。不安と緊張の中でも挑戦できたことはその後の自分の自信にな

りました 。 

１１月、この月は１番辛く、１番記憶に残っている１ヶ月です。

１１月１４日、私は高校のバスケットボールチームのトライアウトを

受けました。留学生ということもあり受けるまでにも、時間と手間が

かかりました。入ってからも技術、言語の違いについていけず、毎日１日中“やめたい”と考えるように

なりました。毎日夜の８時まで練習があったためホストファミリーとの時間もなくなってしまい、その時も

１人で抱え込んでいました。それでも体がボ

ロボロになりながら頑張り、シーズンは今月で

終わってしまいましたが、それまでの間は本当

に楽しい毎日でした。写真の爪はその時に取

れてしまった物で、練習も試合も、チームメー

トも、全ての記憶が辛かった時があったからこそ特別だと感じます。 

 今月からは時間ができたので、ホストファミリーとの時間、教会

に行くなど、今まで出来なかったことを取り戻すため頑張ろうと思

います。 

S 

私 
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高橋咲樹さん （カナダ） Parkland Secondary School 留学中 

ello everyone. How are you doing? I hope you guys are 
doing well! I’m Saki staying in British Columbia, Canada. 
The time I’m spending here has passed by very quickly 

both experiencing difficulty and joy.  
Before I come here, I’ve read newsletters which was written 
by senior students. So, I feel wonder that it’s my turn. 
Sidney where I’m staying is very nice and has lots of nature. 
Also, there have oceans nearby towns, and I can see seals 
and dolphins there! I was surprised when I saw them because 
I’ve never seen wild seals and dolphins before. This town is 
very good for me because I love marine.  
Canada has time change in March and November. It makes us confused. Hahaha. 
Here is warmer than I’ve thought, so I’ve never used disposable heat packs. I think last year 
and this winter was warmer in Tokyo than in Canada. 

At my school, there are so many international students. 
Actually, there are only ⅓ Canadians at school!! I could 
make friends who from Canada, Germany, Brazil, Spain, 
Thai, Philippines, Italy, China, Mexico and so on. I’m really 
happy about that, but many of my friends already went 
back to their countries before semester 2, so to be honest, I 
miss them now.  
Sometimes I’m confused about school rules because there 
are so many differences with Japan which are like students 
can use phones, eat snacks and have water during classes, 

teachers go home soon after school is over, the students can send e-mail to the teachers if 
they have questions and so on. Almost these things are useful for 
me, so I’m worrying that I can’t do that in Japan. Hahaha.   
I have many things that I have to do every day except 
homework because English is my second language so I can’t 
understand classes clearly. But when I have time; after school 
and at weekends, I usually hang out with my friends and spend 
time with my host family which are great. What I most enjoyed 
so far among them is that went to forest to take pictures and 
hike with my host father and my important friends. I usually can’t do that at my hometown, 
so I’m really happy that I could do that and spent awesome time with them.  
My host family is so great! They are soccer crazy family, so I got interested in soccer now 
because of them. They are such an international family; mother is Thai, father and sisters 
are Canadians and grandparents are British, so I can learn many cultures. Actually, I 
changed host family kind of two times, so now I have 3 Canadian families. I know it’s kind of 
funny.  
My house is really close to school, so I usually go there on my foot for about less than 10 
minutes. If it’s rain, my host father drives me to school because he works there. 
Spring break is coming after a week. I’m really excited! But after this, I have only less than 3 
months left that I can stay in Canada. I’m really sad that I can’t see my friends usual after 3 
months. 
I’ll spend this precious time with my friends around me without wasting anything.  
See you guys in July! 
 

高見澤琴夏さん （ドイツ）Gymnasium des Wetteraukreises 留学中 

uten Tag. Wie geht es euch? Ich habe Spaß jeden 
Tag in Deutschland! 
ドイツ留学中の高見澤琴夏です。早いもので私の留学生活も折り返

し地点を過ぎ残り４ヶ月ほどになりました。私は今 Glauberg という小さな村に

暮らしています。初めはどこへ行ってもドイツ語が聞こえ、日本とは異なる文化を

持ったドイツでの生活に戸惑っていましたが今はだいぶ慣れ、それでもなお毎日

新しいことを吸収することのできる今の環境に感謝しています。 

H 

G 
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私のホストファミリーはホストペアレンツ、シスターと２人のブラザーで

す。兄弟がまだ小さいため毎日ケンカをして泣き声が聞こえます。そ

んな忙しい中でも私のことを気遣ってくれるホストペアレンツ、そして

私のことを本当な姉のように思ってくれている兄弟のことが私は大好

きです。金曜の夜は、『Familien Film Tag』という日で家族みんな

で映画を観ます。日曜日は基本的に『Familien Tag』でファミリー

と過ごす日になっています。この家族の素敵な習慣のおかげで私は

すぐに家族と打ち解けられましたし、たくさんのことを経験させてもらっ

ています。 

学校での授業は初めは全く理解できませんでしたが、最近は少し

ずつ理解できるようになってきました。わからないときは学校の先生

はもちろん、クラスの友達が簡単なドイツ語で解説してくれます。休

み時間や放課後はおしゃべりをしたり、ご飯を食べに行こうと誘って

くれる友達がいます。そんな恵まれた環境で生活できることをすごく

幸せに思っています。 

初めの３ヶ月は辛いことだらけでした。日本とこれだけ離れていれば、

言葉や文化だけでなく考え方も全く違います。ですが、それを乗り

越えて現地の人とたくさん関わりを持ってから、私は楽しいと思える

ようになりました。残りの時間は少ないですが、自分なりに最後まで

楽しみたいと思います。また白組のみんなに会えることを楽しみにしています。 

 

藤原千華さん （アメリカ） Children's Creative and Performing Arts Academy 留学中  

hat’s up guys it’s Chika!  

皆さんこんにちは、アメリカに留学して約 6 ヶ月が経ちました。私

は今、カリフォルニア州のサンディエゴという都市に住んでいます。

サンディエゴはメキシコに近いので、メキシカンが比較的多い町です。私のホ

ストファミリーもメキシカンで温かくそしてとても面白くて毎日家が賑やかです。

環境や生活リズムには慣れて楽しい毎日を過

ごしています。 

私の通っている学校は芸術学校で、ダンスや美

術、音楽などを専門的に学べる学校です。実

は生徒のほとんどがアジア人で最初はとても凹みまし

た。でも、マイナスに考えず英語で中国語を教わった

り、アメリカンのお友達と沢山お話をしています。ダンスと

いう趣味が友達を作る鍵となったので、すぐに友達が沢

山できたのが嬉しかったですし、自分の英語力も上がっ

たなと思います。授業に慣れるまでそんなに時間はかか

りませんでしたし、何より映画を字幕なしで楽しめている

事が一番の嬉しかったことです。週末はジムやダンスス

クールに行ったり、友達とショッピングを楽しんだり、ホストファミリーとも数え切れないほ

どの思い出があります。 

残りの約 3 ヶ月英語力の向上に励み友達と沢山思い出を作りたいと思います。 

W 

＊国際交流コースの生徒は全員受験 

＊3・4・5・6年生の希望者 

申込〆切４月 14日（土）13時まで！ 

4月 17日(火)15:45~16:45第 2視聴覚室 

4 月 21 日(土)13:30~第 2 視聴覚室 


