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 去る、10 月 29 日に「パンプキン・カ

ービング」を開催しました。              

毎年恒例の Jack-

o’-lantern 作り、大

きなカボチャに包丁を

入れ、それぞれ個性

的なジャック・オ・ランタ

ンができました！          

                            

 

 

 

 

 

  

 

11 月 7 日と 21 日に中学生、高校生

それぞれの「ランチタイム イングリッシュ」を

開催しました。留学生のアミリアさんやピエ

タさん、外国人の先生方と気軽に英会話

をしながら、ランチを楽しみました。 
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高 2青組の生徒 27名がそれぞれの国に留学して、3 か月がたちました。異国の地で日々奮闘している彼

女たちからのメッセージをご紹介します。 

益子 莉緒さん（カナダ） 

～憧れの Drumlineに入りました～  Abbotsford Senior Secondary School留学中 

ow've you been recently?  

こんにちは！カナダのアボッツフォードに留学している益子莉緒

です。カナダにきて早くも 3 ヶ月目を迎えようとしています。 

私の住んでいるアボッツフォードは郊外のようなところで、学校の近くにはシ

ョッピングモールやレストランがあるので学校帰りは友達とそこに行ったりし

ています。私はこの街が自分に合っていて大好きです！私の通っている

学校は様々な国からの留学生がいるので、毎日色々な言語を耳にします。(笑) 留学生の友達、学校の友達には本

当にいつも感謝をしています。学校ではいくつかのクラブに入り、ずっと憧れていた Drumline にも入ることができました！

忙しく充実した日々を過ごしています。最近では Halloween があり本場の trick or treat はすごく楽しくて貴重な

体験になりました。私のホストファミリーはとても忙しい方なので、自分から

時間を見つけて話すように努力をしています。留学はまだまだ始まったばか

りで慣れないこともありますが、毎日が新しい発見でいっぱいです。もちろん

楽しい事だけではなくて、大変なことも多くあります。でも何事も自分から

動かなくては、周りは変わりません。残りの留学生活も多くのことに挑戦し

ていきたいです！  

Take care everyone. Hope you have a wonderful day！  

 

  当麻 美咲さん（ニュージーランド） 

～多くの友情が芽生えました～               Te Puke High School留学中  

ia Ora. I’m Misaki. How’re you guys doing? I’m well as 

usual. I think it’s getting much colder in Tokyo but in New 

Zealand, the days are growing longer day by day because 

summer is finally coming here! It has been about 4 months since 

I came to New Zealand. My life in Tauranga is so nice. Especially, 

the view from top of the 

mountain which I often 

climb up. I live in an area 

which is abundant in nature and is a comfortable place to 

live. It's a very relaxing island where one can enjoy all the 

beauty of nature. So if you climb up Mt. Maunganui, you can 

see extremely beautiful scenery. I have many friends in 

school. They are so great, very kind and friendly. It's 

awesome to be friends with them. 

ニュージーランドはとにかく自然が豊かで周りを見れば緑、山、海。私が住んでいる Papamoa は住宅が多く、ビーチがと

ても近いです。学校まではスクールバスで 30 分程かけて Te Puke という隣町まで通いますが、道の途中には特に何

もなく、バスの窓から見えるのは緑と馬と牛と羊だけです。私の通う Te Puke High School には留学生がとても多
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く、色んな国の生徒が一緒に学んでいます。その為来たばかり同士で助け合うことで多くの友情が芽生えました。一方ホ

ストファミリーとは良い関係を築くことができたものの、つい最近ホストチェンジをしました。1 番の理由は 3 人の子供達の

泣き喚きでした。想像を超えるひどさで家に帰るのが苦に感じていることに気づいた時、私はここにいて自分の為になるの

かなど色々考えました。もっと私の留学生活に充実感を与えてくれる居場所があるのではないかと思った時にチェンジする

ことを決断しました。残りの約 7 ヶ月間、新たな環境に慣れながら、自分らしく充実した留学生活を楽しみたいです。 

 

蒲原 あずささん（イタリア） 
～学びを深め精進します～     Liceo Scientifico Michelangelo Grigolett 留学中 

iao tutti!! Come state?  

みなさん、こんにちは！イタリア派遣の蒲原あずさです。 

今イタリアに来て２ヶ月が経とうとしています。 

私の町はヴェネチアから電車で１時間程の所にある Pordenone と呼ばれて

いる町です。Pordenone はとても自然が豊かで緑が沢山あり、町の至る所

にお城や、ローマ帝国時代の遺跡がありま

す。町の中心地へ行くと、現代的な建物と

昔の建物を同時に見る事が出来るので面白いです。学校が始まった 1 週間は毎日

戸惑うばかりでした。学校は大きく、クラスメイトは変わらないのに毎回教室を移動する

という謎の行動、時には建物の端から端まで歩く事もありました。毎時間後、廊下は

人で溢れかえっています。イタリアは高校が主に４つ、言語、理系、文系、アートに分

かれていて、私は言語のクラスに入っているのですがクラスメイトは３ヶ国語を勉強して

いて最初は驚きを隠せませんでした。ホストファミリーはとても優しく色々な場所に連れ

て行ってくれ、ホストシスターはいつも笑わせてくれます。 

残りの８ヶ月間、学びを深め、成長出来るように日々精進します。 

 

志茂 七海さん（アメリカ）  

～夢へ近づけるよう頑張っています～           Desert Hills High School留学中  

i! みなさんお元気ですか？私はユタ州のセントジョージに来て早くも 3 ヶ月が

経ちました。セントジョージは末日聖徒イエス・キリスト教会の会員が多く、日

本とは違った環境を楽しんでいます。学校の友達やホストファミリーにも恵まれ

て、毎日楽しい生活を送っています。私はアメリカの大学に行く夢があり既に希望する大

学も決めています。先日その大学に行く機会があり、その時私はもっと努力しなければい

けないと強く感じました。でも、私の留学生活一日一日がその夢へ一歩ずつ近づいてい

ると思うと毎日とてもやりがいを感じていま

す。留学生活は英語での勉強に追いつく

ために、日本にいた頃より更なる勉強量と努力が必要で大変ですが、辛

いとは感じません。毎日沢山の新しい事を吸収できる事がとても楽しいで

す。今後も沢山の人に支えられている事を忘れずに、残りの時間も楽しく

充実した日にします。 

ここでは書ききれない話が沢山あるので、お土産話を待っていてください！ 

Have a wonderful day :p  
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松永 唯さん（カナダ） 

～毎日が驚きと学びの連続です～       Chilliwack Secondary School 留学中 

謝祭やハロウィンなど楽しい行事が過ぎ、既に 2 ヶ月が経ちまし

た。この 2 ヶ月は毎日が驚きと学びの連続で、知れること体験

出来ることがとても楽しいです。 

私は、5 歳、7 歳のホストシスターと 3 歳のホストブラザー、メキシコから来た

ステイメイト、ファザー、マザーの 7 人で生活しています。とても賑やかな家族

のおかげで寂しさは感じていません。大体、学校から帰って来たり、土日など

家にいる日は子供達と遊んだり、ステイメイトと何かをしています。学校のある

放課後は、友達と近くのカフェに行ったり、部活に行きます。私は、ジャズコーラスとカーリングに参加しています。土日は

友達と遊んだり、お泊まりをしたりします。チリワックは遊ぶところがあまりないので、誰かのお家で遊ぶことが多いです。食

事は、朝とお昼は自分で作り、夜はみんなで揃って食べます。マザー

は、ご飯を作るのが好きなので日本の料理やメキシカン料理、色々な

国の料理を作ってくれます。 

私は、まだ英語が上手く話せません。しかし、周りの友達は私の英語を

一緒懸命聞いてくれて、私と一緒にいてくれます。大変なことも多いけ

ど、その分幸せな瞬間や友達の大切さをこの 2 ヶ月で既に感じることが

できました。 

これからも、日々成長出来るように頑張ります。 

 

 

金田 優歩さん（ハンガリー） 

～心からこの国が大好きです～ kodolahyi Janos Kozepiskola es Kollegium 留学中 

ziasztok! 

ハンガリーの Székesfehérvár に留学中の金田優歩です。 

こちらで主にハンガリー語と英語を勉強しています。放課後にはギ

ター、ハンガリー語レッスン、演劇部などに参加していて、週末には乗馬に

通ったり、友達やファミリーと出かけています。 

こちらに来てからは何に対しても、その度感動していました。ハンガリーで

は、日本では考えられないくらいに美しい星空を見ることができます。ハンガ

リー人にとっては当たり前のことですが、

その違いに気付き、友達と共有する、そんな生活が本当に新鮮で、楽しいです。 

ヨーロッパの中でも異色と言われるハンガリー、そんな国でわたしは人々の優しさやフ

レンドリーさにたくさん救われています。人々や文化、言語、全てを含めて心からこの

国が大好きです。こちらに来て自分の留学だから、自分から行動して道を切り開くこ

とでより成長出来ると実感しました。少しの勇気で自分を取り巻く環境がどんどん変

わっていきます。 

これからも自分の留学に責任を持って、楽しく生活していきたいと思います。 

Köszönöm szépen!! 
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