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興味のある人は、ぜひ参加してください！！ 

【日  時】 2019 年 6 月 10 日（月）15：30～ 

【場  所】 雪頂講堂（説明会）、中高食堂（個別相談） 

【内  容】 ①海外大学進学について校長講演  

②MEC(留学サポート団体)より 

③オーストラリア大使館より 

④各大学プレゼンテーション  

⑤個別相談 

【対  象】 在校生 ・中 1～3 希望者  

             ・高 1 ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ選抜、ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ選抜、他希望者 

             ・高 2 国際交流コース、他希望者 

             ・高 3 希望者 

        ＊保護者もご参加いただけます。 

【参加大学】・ ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ大学ﾄﾘﾆﾃｨ-ｶﾚｯｼﾞ：Trinity College（The University of Melbourne Foundation Program) 

・ ニューサウスウェールズ大学：University of New South Wales 

・ アデレード大学：The University of Adelaide  

・ モナシュ大学：Monash University 

・ 西オーストラリア大学：University of Western Australia 

・ ロイヤルメルボルン工科大学：Royal Melbourne Institute of Technology（RMIT） 

・ クイーンズランド工科大学：Queensland University of Technology (QUT) 

 ・ ボンド大学：Bond University 

・ ニューカッスル大学：Newcastle University 

 ・ グリフィス大学：Griffith University 

＊   は、オーストラリア G８の大学（G8＝Group of Eight 特に優れたトップ 8校） 

 

 

 

5 月 9 日（木）に高 1～高 3 の希望者を対象に TOEFL ガイダンスを実施しま

した。本校では、海外大学進学希望者の増加を見据え、今年度から TOEFL 受験

を推奨していきます。 

当日は、CIEE 国際教育交換協議会の方に TOEFL をはじめとする英語運用能

力試験の種類や受験への利用の仕方、また、TOEFL 対策の仕方など貴重なお話

を沢山頂きました。 
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去る 4 月 20 日（土）に標記の国内外夏季研修プログラム説明会を実施しました。 

当日は、400 名以上の生徒・保護者のみなさまにご参加いただき大盛況でした。ありがとう

ございました。 

MIT アントレプレナーシップ研修は 31 名の応募があり、

皆さんご参加いただける予定です。Katsuiku サマーキャ

ンプは、120 名以上の応募がありましたので、当初日程

の他、追加日程でキャンプを実施することになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊昨年夏から高３緑組の生徒 18名が 10か国に長期留学をしています。今回はその内の 4名からのおたよりをご紹介します。 

寒河江 萌さん（アメリカ） 

Pine View High School 留学中 

～留学でやりたかった事が叶えられて満足！～ 

いもので、St. George に来てから 7 ヶ月が経ちまし

た。正直、いざ振り返ってみると、これまで乗り越えてきた

時間は嫌になるくらい長く感じます。私はこの半年間、ど

んなに怖くて自信がなくても、やりたいと思った事は全て実行する事を

心がけていました。どんなに小さいことでも、「今を逃したら次はな

い！」と思って、いい意味でイエスマンになっていたら、自然と出会いが

生まれ、情報を上手く取り入れることができていました。そして気づい

たら、今年から憧れだったダンスカンパニーを含む 5 カ所でダンスを踊

っていたり、留学でやりたかった事が叶えられて、とても満足しています。 

早 

４月から高校１年緑組

に留学生 Amelia Poh

（アミリア・ポー）さんが

来ました。（マレーシア

出身） 

1 年間よろしくお願いしま

す。 

アミリア・ポーさん 
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ホストファミリーとも、家族の普通や、何より宗教

をシェアするのはとても大変で、未だに苦労はす

るけれど、ホストのおかげで英語は喋れるように

なったし、たくさんの体験ができたと思います。こ

れからも、最後の１日まで手を抜かずに、笑って

日本に帰れるように楽しみたいです。 

I’m so excited to come back to Japan and see y’all. 

And genuinely, I appreciate bunch of your supports! see you Soon ;) 

 

根本 真奈さん（カナダ） 

Royal Bay Secondary School留学中 

  ～ダンスの授業のおかげで友達がすぐにできました～ 

ello, I’m Mana Nemoto. 

残りの留学生活が残り 100 日を切り焦りも感じつつ友達、家族に

会えることが楽しみになってきた。カナダに到着して今日まであっとい

う間だった。学校初日、私は授業についていくことで必死だった。そんな中唯一

楽しいと感じたのがダンスの授業だ。ダンスの授業のおかげで友達がすぐにできた

こともあり、ダンスをやっていて良かったと改めて思った。私は外部のダンススクー

ルにも通っているが日本でやるようなダンスとは異なり、ダンスを通しても日本とカ

ナダの違いを感じられて面白い。また、同じ生活の繰り返しの日々の中でも 1

日 1 日違うことが起こり毎日の生活が刺激的だ。そして私は今学期カフェテリ

アというクラスをとっている。このクラスは海外ならではのクラスで、多くの食べ物を

作り、食堂のような場所で売り出すクラスだ。私はこのクラスのために学校に行っ

ていると言えるぐらいこのクラスが楽しい。このクラスは全員、驚くくらいに仲が良

い。私や日本に興味を持ってくれ

ているのか、私に日本語を聞きそれを覚えて私に話しかけたりしてくる。最

初はみんな怖かったが全くそんなことはなく、人種関係なく話しかけてくれ

るのもカナダの良いところだと改めて感じた。私はカナダに来てからカナダの

良いところをたくさん見つけた。私も日本のいいところを伝え、残り約 100

日無駄にせず、目標に向かい過ごしたいと思う。 

 

中村 理子さん（イタリア） 

Instituto Scolastico Legnani 留学中 

  ～毎日楽しく過ごしています！～ 

iao! State tutti bene? イタリア派遣の中村理子です。

イタリアに来て早くも 6 ヶ月が経ってしまいました。来たばかり

の頃はとても緊張していて、自分からなかなか話しかけられ

なかったり、下らないことで落ち込んだりすることもありましたが、フレンド

リーなイタリア人達の影響で、今は脳みそを空にすることを心がけて毎

日楽しく過ごしています。 

H 

C 
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イタリアの学校は授業が午前しかありません。授業が少ないのは楽ですが、友達と話せる時

間も減ってしまうのでその分物足りなく感じます。昼ご飯の後は、勉強や買い物をしたり、友

達の家で映画を見たり、昼寝をしたりして過ごします。 

また、週に一回ずつ日本語クラブと演劇部の活動にも参加しています。おかげで自分の得

意な事や好きな事で友達を増やすことが出来ました。 

休日は家族と出かけたり、家でゆっくりと過ごします。クリスマスの日には親戚が皆集まって、

朝から晩までごちそうを食べたりしてとて

も幸せでした。 

ここにいると毎日があっと言う間に過ぎ

て、一ヶ月が一日位に感じます。気づ

いたら毎日が同じことの繰り返しになりかねないので、新しい発見を

したり、興味のあることに挑戦していって自分だけの色濃い留学にし

ていきたいです。 

 

池辺 南帆さん（ハンガリー） 

Soproni szc IDEGENFORGALMI, 

KERESKEDELMI VENDEGLATO SZAKKEPZO ISKOLAJA ES KOLLEGIUMA留学中 

～ハンガリー語にドイツ語でコミュニケーションに苦戦、逆にモチベーションにも！～ 

ziasztok! Hogy vagytok? Én jól érzem magam 

Magyarországon! みなさんこんにちは！ハンガリー派遣の

池辺南帆です。 

8 月の後半からハンガリーで留学生活を送って今月で 7 ヶ月目になりま

す。あっという間だなあと思いながらもここまでくるのに長かったなあという

気持ちもあり、なんだか不思議な感じです。 

私はハンガリーの Sopron という地域に留学しています。Sopron はオーストリアの

国境の境にある国で、首都のブダペストに行くよりもオーストリアの首都ウィーンに行

く方が近いです。笑 その近さの影響もあり、英語の代わりにドイツ語を学んでいる

人々が多く、ハンガリー語をある程度理解できるまではコミュニケーションに苦戦しま

した。しかしそれがハンガリー語を学ぶモチベーションになっています。また、2 月の終

わりにポーランドにあるアウシュビッツ収容所を訪れました。あらかじめ行く前にどんな

ものがあるのか調べていましたが、実際に行ってその感想を書くとなるとここにはなか

なか収まりません。私の人生の中で本当に貴重な経験になりました。 

そして私の学校は料理の専門学校で週に一度料理と接客業務の実習があります。先日学校のイベントで日本食を作

る機会があり、手まり寿司を作りました。日本でなかなか料理をしていな

かったので不安でしたが、先生方や学校の生徒たちが美味しかったと言

ってくれました。 

残り 4 ヶ月もありませんが、後悔のない充実した留学生活を送れるよう

に自分なりにできることを精一杯頑張ります。 

夏に皆さんに会えることを楽しみにしています！bye bye;) 

S 


