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ピンポンゲームや椅子取りゲーム、可愛いスパイダーも

作成しました。 
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去る、10 月 25 日（木）にハローウィンパーティーを行いました。

毎年恒例の Jack o’ Lantan 作り。大きなカボチャに思い思いの

顔を描き、包丁を使ってくり抜く作業は、カボチャが硬くて大変でした

が、それぞれ個性的な Jack o’ Lantan が完成！仮装

をした先生方と英語を使いながらゲームや工作を楽

しみました。その時の様子を写真でご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

中１～高２まで入れ替わり立替わり、58 名の生徒達が一緒にパーティーを楽しみました！ 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2bL9HOS5l&id=96303DDA77F644631EEFE8978A138FECC50AB38B&thid=OIP.-L9HOS5lh7Gdn8j_q9D6mAHaGq&mediaurl=http://www.fumira.jp/cut/hoikuen/img3/takibi.gif&exph=450&expw=500&q=%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e7%84%bc%e3%81%8d%e8%8a%8b&simid=608022678658942722&selectedIndex=19&qpvt=%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e7%84%bc%e3%81%8d%e8%8a%8b
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青木 智美さん （カナダ）  

 Chilliwack Secondary School 留学中  

んにちは！カナダ、チリワック派遣の青木智美です！この約 3 ヶ月間、

様々な新しいことを経験してきました。私はホストにも学校にも恵まれ、

特に深刻な悩みもなく楽しい生活を送っています。ホストは私を含め 6

人家族で、年下のブラザーが 3 人います。とても賑やかな家族です。毎日誰か一

人は泣いています(笑)そんな中、マザーは明るく優

しく私のことを気遣い、ファザーは私にカナダの事や

英語を沢山教えてくれます。初日からずっと私を受

け入れて下さっているこの家族には感謝の念が絶え

ません。 

次に学校です。本当に学校が楽しくて、祝日なんて要らないと思う程に大好きです！最

初はとにかく日本に興味がありそうな人や 1 人でいる人に声をかけ、それにより日本が大

好きなスペイン人やタイ人とアニメの話題を通じて友達になり、そ

こから段々と友達が増えていきました。カナディアンも同じく、とあ

る子は授業初回から私に話しかけて来てそのまま友達になった

り、物静かな人でも話しかけてみたらとても優しかったりと、人に恵

まれ、最近では悲しさよりも嬉し泣きの方が多いです。こんな私

ではありますが、日々感謝の念を忘れず仲間と共に頑張りたいと

思います。 

 

南 優菜さん （チェコ） 

  AKADEMICKE GYMNAZIUM 留学中 

hoj! Jsem Yuna v česky. 

 I said, “Hi! I’m Yuna in Czech” in Czech language. Long time no see. Two months 

passed since my life in Czech started. I’ve gotten used to both new environment and 

Czech language.  

My host family is really kind and friendly to me. I live with mommy, daddy, three little sisters, 

grandma and two dogs. And I also have many relatives, maybe more than twenty. That’s so 

huge family, isn’t it? My Japanese family is huge too like them, 

and I feel same things from both family. However of course 

there are some differences. My host likes outdoor so we 

usually go to somewhere once a week. We’ve been to harvest 

festival, Mt. Sněžka, Prague Castle and more. All of them 

were incredibly special memories. Especially a festival for 

celebrating 100 anniversary of Czech and Slovakia was really 

wonderful. Czechoslovakia Republic was born on October 
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28th 100 years ago, and last October 28th  we greeted a Memorial Day 

of the first century of our country. That was really fun and interesting, 

and I felt very happy to come to Czech this year. But it’s not always. 

Last day I taught origami to my sisters. We made crane, Kabuto, 

shuriken, jumping frog and so on. They seemed they had enjoyed and 

youngest sister plays with her origami still now. It made me so happy 

and I thought I want to make more with them and other friends too. 

Moreover I taught Japanese to my parents a little. I taught Japanese 

alphabet, Hiragana, Katakana and Kanji. However that was really 

difficult for them and I also thought Japanese might be most difficult 

language in the world. From then I feel czech is not so difficult than 

Japanese and I could learn it with relaxing. 

 At school, I could make kind friends and they help me. In these days 

I talk in Czech with them. When I had mistakes, they thought me so 

I think my Czech keep being improved! We’re having ball party next 

month and I’m really excited now!  

 Sometimes I suddenly miss Japan, but I like Czech much better and 

I don’t want to leave here! That’s all!  

 Díky a nashledanou!  

 

  清水 彩生さん （メキシコ） 

Instituto Blaise Pascale 留学中 

ola:)メキシコ派遣の清水彩美です。メキシコに来て、二ヶ月と少

しが経ちました。メキシコの文化にも慣れて来て、楽しい学校生

活を送っています。私はメキシコについた次の日から学校が始まっ

たので、最初の一週間はとても忙しく、スペイン語しか聞こえてこない学校生

活なので不安ですごく辛かったです。しかしメキシコ人はとてもフレンドリーなの

で直ぐに友達を作ることが出来ましたし、学校中の

皆が日本人の私に興味を持ってくれて、沢山の生

徒が話しかけてくれたのが凄く嬉しかったです。私の学校はディスカッションのような授業よりグル

ープワークが多いです。私のホストファミリーは、同じ学年のシスター、ファザー、ファザーの叔父

です。メキシコの若者には週末にパーティーに行くという文化があり、私はシスターがよく誘ってく

れるので私もよく行きます。パーティーには違う学校の生徒、大学生など学校生活を送るだけ

では出会わない人達とも出会うこと

ができるので友達を作るいい機会だ

と思っています。私はオアハカという地域にいるのですが、ここ

は映画のリメンバーミーのモデルにされたところなのでハロウィン

の週は沢山観光客が訪れました。街全体が骸骨やお花の飾

り付けがされていて、いつも以上に可愛い街並みになっていま

した。あと約 8 ヶ月、メキシコ留学楽しもうと思います。 
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ダグラス先生、ジェームス先生、レイチェル先生、アン先生と 

一緒にゲームをしたりクリスマス制作などを楽しみませんか？ 

★ 日時 ： １２月１３日（木） 

★ 時間 ： 12：30～13：30（終礼後） 

★ 場所 ： ECR 

＜申込方法＞ 

参加希望の方は、国際教育部のドアに貼ってあるサインアップシートに

お名前を記入して下さい。 

 

 

萩谷 円香さん （イタリア） 

 Instituto Scolastico Arangio Ruiz 留学中 

タリアに着き、ホストファミリーと出会い早くも 2 ヵ月が過ぎた。確か

に先輩達が言っていた通り辛いと思う時もある。けれどそれより楽し

いと思う時の方が多い。今暮らしている街は小さく、日本人が私だ

けだ。でも、多くの人が日本に関心を抱いてくれる。学校のクラスの皆が特に

そうだと感じた。 

私は運が良く家族、学校、食べ物など

に不満はない。それはホストシスターが

去年メキシコに留学しており、私の気持ちや連れて行くべき場所などを分かってくれ

ているからかもしれない。だからこそ私は早く皆と会話がしたい。ほとんどの人が 3 ヵ

月で会話出来ている事

を知っているからこそ少し

焦りもある。会話が出来

ない自分がもどかしい。でも、このように思うのも留学ならでは

だと思う。だから前向きに頑張りたい。また、始めの頃は、街を

歩いている時、見られることが嫌だと思っていたが、今は “私

が有名人だから見られている”と思えるようになった。このように

考え方さえ変えれば何もかもポジティブにとらえられる。そう信

じて残りの 8 ヵ月も楽しみたい。 
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