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この夏、武蔵野大学高等学校の短期留学先は、MIT（マサチューセッツ工科大学）、ハーバード、タフツ

大学などのあるアメリカ最大の学術都市ボストンになります。（これまでのオーストラリア、カナダ短期留学は、

来年度はありません。） 

「英語を学ぶ」だけではなく、今、最も世界で必要とされているアントレプレナーシップを「英語で」学べる貴重

な機会です。特に、答えのない時代に突入しつつある中で、世界最高の課題解決メソッドやマインドを起業家

たちから学び、最終的には起業家たちにプレゼンテーションを行い、フィードバックをもらえる、最高の舞台を用

意しました。英語力はなくても大丈夫！本当に「世界を変えたい」「世界に貢献したい」「チャレンジしたい」とい

う気持ちを実現したい人は、ぜひ、応募して下さい。 

 

期   間： ２０１９年 ７月 22 日（月）～ ８月 ６日（火） 

申込〆切： 5 月上旬頃 

場   所： MIT（Massachusetts Institute of Technology） 

         Harvard, Tufts, アメリカ・マサチューセッツ州 

金   額： 約 65 万円（燃油サーチャージ除く） 

 

※ 詳しくは、4月中旬に改めて説明会を実施します！ 

＊MIT は、アメリカ・マサチューセッツ州にある私立工科大学で、全米屈指のエリート名門校の 1 つです。 

現在は、ノーベル賞受賞者数でハーバード大学を上回り、世界最高峰の大学として不動の地位を築いています。 

 

TOEFL ガイダンスのお知らせ 

大学入試の英語 4 技能本格導入化、海外大学進学希望者の増加を踏まえ、本校では、2019 年度か

ら、これまでに行っていた TOEIC IP テストに代え、TOEFL 受験を推奨していこうと考えています。TOEFL の

種類や効果的な受験の仕方について、新年度早々にガイダンスを開きますので、大学受験に TOEFL が必

要だという人、または、ゆくゆく海外大学への進学を考えている人は、ぜひガイダンスに参加してください。詳しく

は 4 月にお知らせします。 
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昨年夏から 5 年白組生徒 18 名が 10 か国に長期留学をしています。今回は、その内の５名から留学先での

様子をお便り頂きましたので、ご紹介します。 

喜瀬 ゆりか （ベルギー） 

Atheueum Brasschaat 留学中 

～ 毎日とても新鮮です！ ～ 

J の皆さんこんにちは。お元気ですか。あっという間に留学の折り返しを迎

え時の流れの速さをしみじみと感じています。 

ベルギーでの生活は日本と大きく異なり毎日とても新鮮です。 

ベルギーは自転車大国の一つで私もまた自転車

通学をしています。オランダに続いて低地国の為、

坂がほとんどありません。坂による苦楽は無く、ひた

すらペダルをこぐ毎日です。低地国特有で私はと

ても気に入っています。一つだけこの国のネガティブ

な点を挙げるとすると、とっても天気が悪いです。

基本的に毎日晴れません、曇りと雨です。ベルギーに来てから、晴れ間が見えた時に

はファミリーが「今日は本当にいい天気！」と顔を太陽に向けて浴びていました。来た

当初は私にとって、日本にとって、いつも通りのよくある天気だった為彼らの言うことが

理解できませんでしたが、今となっては晴れ間が見えた時には私も彼らと一緒になっ

て貴重な太陽の陽を浴びています。天気は本当に大事だと気づきました。

他はとっても素敵な国です。突然バスの中で見知らぬ人と会話を始めた

り、スーパーのレジで小話を始めたりと、おしゃべりが大好きでとてもフレンド

リーです。そしてベルギーの特にオランダ語圏は勤勉でよく働く真面目な人

が多いです。私のマザーはほとんど毎週土日も働いています。ですがバカン

スはしっかりと休み、メリハリがあり生きるのが上手な人たちです。彼らを見

習い、残りの限られた時間を私も上手に使っていこうと思います。 

それではまた夏に。Tot zo! 

  

  井澤 咲耶 （アメリカ） 

Cattarangus-Little Valley High School 留学中 

～ 動物が可愛くて仕方ありません ～                     

ey guys! What’s up!? I’m Saya Izawa. 

It has been about 5 months since I came to America. I really 

miss Japan, especially my family and friends. But I’m enjoying 

America.  

My American life is awesome. I love my school and my friends are 

great. I don’t have lots of friends.. but I have super great friends. So I 

always have wonderful days. And I play sports every seasons. It makes 

M 
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https://frame-illust.com/?p=12482
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me busy and also it makes lots of wonderful memories. On 

February 8th, I turned 17. Almost all my friends from school 

celebrated my birthday with me. I had a great day and I was 

very happy.  

By the way, I will only be in America for 5 more months. I feel 

very sad but I keep trying my best to study and have wonderful 

memories. I don’t want to waste my time! 

TIME IS MONEY!!!! 

私のホストファミリーの家は動物園みたいにたくさんの動物がいます。馬が 9 頭、ロバ

が 2 頭、犬が 3 匹、猫が 3 匹にオウムが 1 羽います。私は動物が大好きで、動物

園みたいな家に住むのが夢だったのでとても嬉しいです！私の休日はいつも barn 

chore から始まります。馬とロバのお世話です。すごく楽しく大好きなお手伝いです。

今ではほとんどの馬が懐いてくれていて、通りかかる度に頭や洋服をパクパクされま

す。とにかく動物が可愛くて仕方ありません！ホストファミリーとの仲もすごくよく、毎晩

ベッドに行く前にはハグをして Love you と言い合うようになりました。小さな変化全

てがすごく嬉しく私の活力になっています。私の地域はとても寒く、4 期生の中でも 1

番と言えるほどです。先日は-38 度まで下がり、雪も腰くらいまで積もることもあります。今ではこの気候に慣れ、0 度以

上になれば暖かく感じます。この調子で体調管理に気をつけて残りの留学生活も有意義に過ごしたいと思います。 

 

竹中 翠里 （カナダ） 

Mission Secondary School 留学中 

～ 不自由なく過ごせる田舎 ～                            

学期間の折り返し地点を過ぎ、生活も完全に慣れ、ファミリーの家も自

分の家かのように寛いで過ごしています。 

私の住んでいる Mission は一言で表すと「不自由なく過ごせる田舎」。

平日はファミリーと過ごし、週末はバンクーバーなどへ

友達とショッピングに行くことも多いです。私のホスト

は、キッズ 4 人(2,5,6,8 歳)、マザー、ファザーと留学

生です。自分のことは自分でするのが当たり前で、掃

除や洗濯、朝ごはんやランチを作ることにも追われ、キッズとも遊びながらバタバタと過ごす

日々です。また、カナダに来て自分一人で過ごすことの辛さを感じています。自分で管理

できると思っていたお金が気づいたらもうない。お腹が痛くて動けないけど誰も助けてくれな

い。ホストからすると私はもう大人で、自分の行動全てが自分の責任にあることを気付か

されます。高校の 1 年間留学で吸収できる

ことは言語や文化だけでなく、自立すること

もゴールなのかな…と思いながらも勉強を捨ててはなりませんね。まさに今、

楽しさと勉強のジレンマに陥っています。言語はただ生活するだけでは伸び

に限界があります。先日カナダで受けた TOEIC の結果を胸に、家族に感

謝しながら、残りの留学生活も楽しみながら、良きライバル白組のみんなと

刺激し合いながら、幅広く物事を学んでいきたいと思います。 

留 
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  空山 安衣美 （メキシコ） 

Instituto Profesional para la Ensenanza y Formacion Humana – AEROPUERTO 留学中 

～ 日本語を教えています ～ 

キシコといえば暑そうと思いますが、私の住んでいるトルーカ というところ

は少し寒いです。私は一度ホストファミリーを変えました。今のファミリー

はとても愛情あふれる家族で、私の事を 1 番に考えてくれます。子供

はいないので私を含め 3 人家族です。よく旅行にも行っています。冬休みには家

族とアメリカ旅行に行きました。 

留学団体の活動で日本語の授業を持っています。

現地の人たちに日本語を教えています。以前日本の経済マナーにつ

いてプレゼンテーションをしました。プレゼンテーションを行う際、浴衣を

着て臨みました。沢山写真を撮ってくださいと言われ、照れつつスター

気分を味わえました。トルーカ は日本人が全くいない地域なので、散

歩しているといきなり写真撮ってくださいと言われるほどです。にやけが

止まりません。私の学校は朝 7:00 から授業が始まり、15:20 に授

業が終わります。その後家に帰り、夜ご飯前の謎のご飯を食べ、ホストマザーとお散歩をした

りお買い物へ行ったり、映画を見たりして過ごし、夜ご飯を食べるという生活を送っていま

す。1 日 4 食あります。学校の授業でキックボクシングをやっています。ストレス解消にもってこいです。言語の上達はそこ

そこ順調です。ですが伝える能力にまだ伸びしろがあると思うのであと半年でレベルアップできるように励んでいます。 

 

丸山 夕凜 （スペイン） 

Institut Arguitecte Manuel Respall 留学中 

～ 学校がとても楽しく充実しています ～ 

ola! ¿cómo estás? Soc la Yuri.私はありがたいことに特

に問題なく留学生活を送り、目標に向かい経験値を積んで

いる途中だ。カタルーニャ州には公用語が２つあり、同時進

行で学んでいる。学校初日は全く理解できず、不安を感じたがすぐに友達

ができたので安心することができた。さらに、ここ数ヶ月は同学年との郊外学

習にも参加することが多くなってきた。私は他学年、他クラスの授業にも出るの

で幅広く多くの人と関わることができ、学校がとても楽しく充実している。まだ思

うように話せないことから言語習得の難しさを痛感しているが、相手と理解し合

える、会話が続くことが幸せなので、これからも勉強を続け、どの言語も中途半

端にならないようにしたい。また両言語を学ぶことによって今起きている独立問

題について考え、理解を深めていけると思う。 

私はホストファミリーのおかげで、スキーとハイキングの新たな趣味を見つけるこ

とが出来た。これからも色々なことを取り組みたいと思う。留学生活が始まり

もう半年、より残りの日数を気に生活するようになった。だからこそ期間に限り

があるということを心に留め、充実した日々を送れるように努力を続けていき

たい。最後に大好きなテニス部員・友達へ 引退までそれぞれの役割を果た

し、全員で思いっきり楽しんでね！！帰国して会うのを楽しみにしています！！では、adiós/adéu． 

メ 
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