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8 月から、フィンランドからの留学生、Pieta Tuononen（ピエタ・トゥオノネン）さんが高校 1 年紫組の一員と 

なりました。1 年間、どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

8 月から、ジャネル先生（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ出身）、アンバー先生（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ出身）が JET ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（The Japan 

Exchange and Teaching Programme）の先生として来られました。お二人からのメッセージをご紹介します！ 

 

ia ora from New Zealand. My name is Janelle Waterworth 

and I am currently on the JET Programme. I will be helping 

to teach the English classes here. I previously lived in 

Auckland, which is famous for being the City of Sails and having the 

tallest building in New Zealand, the Sky Tower. Despite growing up 

in a big city by New Zealand standards, I have never lived anywhere 

as big as Tokyo before. I look forward to learning more about the 

Japanese culture and ways of life during my time here.  

In New Zealand I was a primary school/elementary school teacher 

for more than 5 years. It has always been a strong interest of mine 
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to help others with their learning and to make learning more enjoyable. I 

studied English and Film, Television and Media Studies before studying 

Education at university. I believe that English can be lots of fun to learn.  

I have been interested in learning about other cultures and the activities which are special to 

each culture. At my school in New Zealand I helped to organise celebrations for Samoan, 

Maori, Indian, Tongan and the Cook Islands language weeks. We preformed traditional 

dances and prepared traditional foods. I am excited to experience some traditional Japanese 

activities.  

My favourite activities to do during my spare time are reading, exploring and basketball. I am 

excited to go to some basketball games here in Tokyo. Hopefully I will get to watch my 

favourite player, Yuki Togashi.  

I look forward to getting to know the staff and students during my time here. 

 

’day from Australia! My name is Amber Aquilina, and I am 

excited to be living and working here in Tokyo! I am a 

participant on the JET Programme, so I will be helping to 

teach English here. I was born in Melbourne, but moved to a small 

town named Port Macquarie, before coming to Japan. I am 24 years 

old, and am looking forward to spending my birthday in Japan with 

all these amazing cakes!  

I have always liked to study languages, so when I got the 

opportunity to study Japanese and English at university, I was very 

excited – getting a degree in English is the reason I’m here today! 

Before I started teaching in Japan, I was an English teacher in 

Australia, so I have some experience teaching junior and senior high school students. English 

is really fun to study, so I hope I can have fun studying Japanese too!  

My hobbies are listening to music and playing video games, and I enjoy sports like hockey 

and tennis. I’m very excited for the 2020 Olympic Games in Tokyo, so I hope I 

can get a ticket!  

I’m looking forward to working with everyone here at Musashino Junior and Senior 

High School, so make sure to say hello if you ever see me around!  

 

この夏、高 2 青組の生徒 27 名がぞくぞくと長期留学に出発しました。

留学先は、アメリカ(4)、カナダ(10)、オーストリア(1)、チェコ(1)、デンマ

ーク(1)、フィンランド(1)、フランス(2)、ドイツ(1)、ハンガリー(1)、イタリ

ア(3)、オランダ(1)、ニュージーランド(1)の 12 か国です。次号から彼女

たちの留学の様子を随時ご紹介していきます。お楽しみに！ 
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この夏(7/22~8/5)、中３～高３までの生徒 30 名が、アメリカ最

大の学術都市ボストンにてアントレプレナーシップ研修を学んできまし

た。MIT（マセチューセッツ工科大学）、バーバード、タフツ大学などを

訪問しながら、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、フィードバックをもらいながら正解のない問題に対して自ら答え

を導き出す力を鍛えてきました。 

参加者の感想文をご紹介します。 

 
高 1青組 舟橋 れもんさん 

私は、今年の夏アントレプレナーシップ海外研修に参加しました。 

アントレプレナーシップというのは新しい企画を考えることに高い創造意欲を持ち、様々なリスクに対しても積極的に挑

戦していく姿勢などを示す企業家精神のことです。私達はそのような能力を養うためアメリカのボストンへ行き、自分達に

とって身近な課題を解決するために様々な体験をしてきました。 

事前の日本での研修では自分にとってどのようなことが課題であるかを決めたので、アメリカでは実際にその課題に直

面している人の話を聞いたり、課題を新しい視点から考えたり、課題解決に必要になる商品の開発を行いました。 

特に私が一番覚えているのは現地の人インタビューをしたことです。インタビューは名門大学のマサチューセッツ工科大

とハーバード大学のキャンパス内で行いました。現地の人が話す英語のスピードはとても速く聞き取れない部分も多くあり

ましたが、自分が知っている単語でコミュニケーションを取ったのは普段の学校の授業では体験することができないものだと

思います。 

そして最後には、課題の解決方法を企業家の方に英語でプレゼンテーションを行いました。プレゼンテーションにたどり

着くまで意見がまとまらなくて夜中まで考えたり大変なことも多くありましたが、現地の人と仲良くなれたり、日本では学べ

ないことをたくさん学ぶことができました。この海外研修がただの思い出で終わってしまわないように学校生活などで活かし

ていきたいと思います。 

 

高 2 紫組 沼田 摩耶さん 

この研修に参加する前、アメリカという慣れない土地で学年の違う人と 2 週間やっていけるか、自分達の課題を無事解

決してプレゼンまで持ってけるかなど不安でいっぱいでしたが、現地で英語でインタビューしたり、本音で話すことが出来た

り、様々な人に相談に乗ってもらい、なんとか最終発表までたどり着くことが出来ました。悩んだり行き詰まったりもしました

が、この経験から学べた沢山のことを今後に活かしていきたいと思いました。 

 

＊10月 19日（土）にMIT ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ研修、Katsuiku ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟの報告会を予定しています。 
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長期留学から帰国した高３緑組生徒の感想文を一部

抜粋してご紹介します。長期留学体験記をもっと読みた

い生徒は国際教育部まで来てください。 

 

  青木 智美さん（カナダ留学） 

カナダで過ごした 10 ヶ月間はとてもあっという間で、でも確かに私の価値観を大きく変えました。興味のあるものしか目を

向けなかった自分に「こんなのもいいんじゃないか」と言う新しい選択肢と視野を与えてくれました。今まで自分に否定的

で、「何をやったってどうせ上手くいく筈なんてない」と思っていた自分に「やってみないと分からない。ならばとりあえず、挑

戦くらいはしてみよう」と言う光を与えてくれました。何がとは伝えきれません。留学で得た経験全てがそれらを与えてくれ

たのです。今まで 1 人では出来なかったことを 1 人でやって、何度も励ましてくれる温かい心を知って、今までしたことも

無かった事を沢山やった留学を終えて帰ってきて見た地元の景色は、前見た時とは格段に違って輝いて見えました。今、

私は胸を張って自分は幸せ者だと言えます。この感謝の気持ちを一生忘れず、何事にも最初は逃げずに挑戦して自分

のやりたい事と真摯に向き合えるよう頑張ります。 

 

 池辺 南帆さん（ハンガリー留学） 

私のこの 10 ヶ月間を 1 番支えてくれたのはハンガリーで知り合った世界各国から来た留学生たちだ。彼らは私のどんな

話も聞いてくれた。ファミリーとうまくいかない時、学校で嫌なことがあった時。でも彼らはよく"そんなこと気にすんなよ"と言

った。一見適当に聞こえるが私はもしかしたら他人のことを自分のことよりも気にしすぎているのかもしれないと思った。自

己中心的になり他人から嫌われることを恐れていた。でもそれは違った。自己中心的になるのではなく自分の意見や選

択を定めることだった。この一年どうだった？と聞かれて簡単に一言で答えられない。帰りたいと思う時期も何度もあった。

言語は本当に難しくて何度も諦めて捨てたくなった。でも本当に帰りたくないと思う時期もあった。ハンガリーという素晴ら

しい国に来て、素晴らしい人々と出会えて、人生において素晴らしい 10 ヶ月間を過ごせて幸せだった。 

こんな素晴らしい 10 ヶ月間を与えてくれた両親、AFS、学校に感謝をしている。 

 

 喜瀬 ゆりかさん（ベルギー留学） 

私は、童話「フランダースの犬」の舞台となったベルギーの Antwerpen に留学しました。ベルギーでは、三言語の公用

語があるために、言語を始め文化や習慣、そして考え方の違う人々が共に同国民として生活しています。それによって

起こる問題も発生している中ではありますが、私は「”違い”を本当の意味で受け入れる」ということをベルギーで学びまし

た。親や友達に、人の目を気にし過ぎだとよく言われていましたが、この留学を通して私は大きく変わることが出来ました。

自分は自分。人は人。みんな違うのは当たり前であり、それを乗り越え共に共存していく。それからは私の人間力は向

上し、沢山の大切な人を、大好きな人をベルギーで作ることができました。この高校留学という特別な一年は今後どん

な道に進もうと、人生の糧になると確信しています。 

 

 寒河江 萌さん（アメリカ留学） 

留学前の私は根拠もなく、一年を終えれば自ずと成長して帰れると思っていました。しかし現実は、自分から行動しない

と何の経験も得られないばかりか、自然に英語も伸びません。帰って何も成長してないのではないかと不安に思う時もあ

りました。しかし、誰一人私を知らないところからスタートし、日々転がっているチャンスを必死に拾い、気づいたら周りをた

くさんの仲間に囲まれていました。その時に初めて、心からこの留学で得たものの大きさを知りました。この高校留学を通

して得た主体性をこれからも活かしていきたいと思います。 


