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１月から、ジェフ先生（フィリピン出身）が来られました。メッセージをご紹介します！ 

Magandang umaga from the Philippines! I’m Geffel Lou Antid 

Rodrigora and you can call me “Geff.” I am in the Teach in Japan program 

under Envizion Inc. and I worked as an Online English Tutor for more than 

two years in the same company. I really enjoyed teaching junior high school 

students and senior high school students online so I decided to teach in a real 

class!  

I was born in Cagayan de Oro, a really small city in my country. We 

don’t have a lot of tall buildings there, which is why I was so amazed when I 

saw the skyscrapers in Shinjuku, Harajuku, and Shibuya. My city is famous 

for White Water Rafting and a lot of tourists make sure to try this extreme 

activity when they visit. You can ride an inflatable boat with 4-8 people and 

experience an adventurous ride through the biggest river in the city! 

When I was in high school, I was a cheerleader and a 

cultural dancer. I also joined a few volleyball competitions back then. 

Now, I mostly just enjoy going to the karaoke with my friends. I know 

some of you have the same interests as I do, so let’s talk more about 

that in class next time! I am looking forward to having exciting 

lessons with all of you! 

 
昨年、4 月から本校に留学に来ていたアミリアさんが 10 か月の留学を終え、マレーシアに帰国します。いつも明るく、全く 

話せなかった日本語がとても上達し、美術部、剣道部でも頑張りました。3 月からマレーシアの大学に進学するそうです。 

またいつか会える日を楽しみにしています！ 

ジェフ先生 

（フィリピン出身） 

 

アミリアさん 

（マレーシア出身） 
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長期留学期間も半ばを迎えました。世界中で奮闘中の彼女たちからのお便りをご紹介します。 

廣瀬 加奈さん（ドイツ） 

Auguste Viktoria Gymnasium留学中 

allo！ Wie geht’s？ ドイツ派遣の広瀬加奈です！ 

私はトリーアというドイツの西端にあり、ルクセンブルクに面している

町に住んでいます。私のホストファミリーはマザーと 2 人のホストシ

スターで、みんなすごく仲が良くとても素敵な家庭です。長期休暇には毎回

旅行に行っていて、秋にはオランダに行きました。そして年末年始はアイスラン

ドで過ごす予定です！ドイツでの生活にはやっと慣れてきましたが、最近でも

日本との違いに驚くことがよくあり、日本の良いところや改善するべき点に気

づくことができました。またドイツでの

生活を通して、初めて将来したい事を見つけることもできました！今までとは違う

場所で、自分のことを知っている人は誰もいない環境で、上手くいかない事が続

いた時には本当に辛く、落ち込みましたが、そんな時に助けてくれるファミリーや

友達にはその度本当に感謝しています。ドイツ語に加え、テストに向けての勉強

など大変ですが、日々成長できるように頑張りたいと思います。皆さんも体調に

気をつけて過ごしてくださいね。Tschüss！ 

 

  岡崎 文美さん（カナダ） 

Royal Bay Secondary School留学中 

i, I’m Ayami. How are you guys doing? I’m doing well in 

Canada. Five months have passed since I came here. I’m 

finally getting used to the cold in Canada because my host 

mother gave me a blanket and socks which are very thick as Christmas 

presents. My host family is very nice 

because they often take me to famous 

places, and they have four pretty cats!! 

I’ve made a lot of foreign friends at 

this school. It was one of my goals of this study abroad, and all of my

friends are very friendly and nice, so I like Royal Bay. 

I joined the Equine academy this September. We learn about horses  

and we ride horses once a week. Horseback riding is not common in  

Japan, so I recommend you to ride horses if you come to Canada. 

カナダには、日本では体験できないようなことがたくさんあります。自然豊かで、毎日のようにうさぎやトカゲ、鹿に遭遇しま

す。動物が大好きな私は、飽きずに動物に会うたびにスマホを構えています(笑)  

この 5 か月、猫に噛まれて病院に行ったり、馬に噛まれたり、カフェテリアのクラスで指を深く切ってしまったり、バスルーム

で転んで頭などを打ったり、体調面で大変なことが多かったので、残りの 5 ヶ月は、より英語の学習に集中できるよう

に、 体調に気をつけて過ごしたいです。留学前に立てた目標を達成できるように最善を尽くしたいと思います。 
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 杉野 春奈さん（フランス） 

Lycee Albert Camus留学中 

omment ça va ? Et bonne année à tous ;)  

こんにちは！フランスに留学中の杉野春奈です！皆さんお

元気ですか？フランスに来て 4 ヶ月が経ちました。私の街ニ

ームは、フランスのほとんど最南端に位置しており、夜は星が美しく輝

き、自然も多いながら中心街に行けば様々なお店があり、また、古代

ローマ時代の歴史が今もなお色濃く

残る街で、当時の闘技場や神殿もある、素敵な街です。 

私はホストファザー、マザー、そして 3 人のシスターと共に暮らしています。家ではシスタ

ーたちと永遠に駆け回ったりお喋りしたり、その日あった出来事を家族みんなで共有し

たりして過ごしています。私にとってこの 4 ヶ月間は一度も経験したことのない 4 ヶ月間

でした。留学生活は想像していた以上に大変で、右も左も分からない状態でした。し

かし、いつでも支えてくれる家族や友達のおかげで乗り越えることができました。自分と

向き合うことも多くなりました。留学に来たからこそ気づくことができた事も沢山あります。

留学生活も残り半年、どのように過ごすかは自分次第です。実りのある留学生活を送

りたいと思います！それでは、à bientôt ! 

 

森本 春香さん（アメリカ） 

Agawam High School留学中 

メリカはマサチューセッツ州、アメリカで一番最初にできた州とされ

る土地にて留学生活の半分を迎えました、森本春香です。 

ついにあの国際ニューズレターにお邪魔できるという事でワタク

シ、日本語も英語も曖昧になってきていますが頑張って書いていきたいと

思います〜。 

現在、私は言語習得も両立させながら、楽器という自分の特技を通して

様々な音楽活動に励んでいます。学校内ではマーチングバンド部とジャズ

バンド部、学校外では大人も参加している自治体のバンドを数個、それか

ら地区選抜の高校生バンドにもオーディションに無事受かり参加しています。再来週には州代表のオーディションも受け

る予定です。といった感じで、もはや音楽留学かといった状況です。ですがそれぞれのコミュニティを通して学内、さらには

学外にも知り合いができ、さらにその方々と会話をする事で自分の英語力向上に繋

がっていると思います。 

学校生活は現在だいぶ落ち着いてきました。というのも最初は自分から話しかける

事はおろか、現地の高校生達の話すスピードについていけず、お昼の時間などはもは

や友達が何を喋っているのかも、何に対して爆笑の嵐が起こっているのかもわからず、

1 人学食の煮豆と見つめ合うような状況でした。ぶっちゃけ言うと、今でもその状況を

打開するのは困難ですが、とりあえず会話に加わる事ができる時に、沢山話すように

しています。まあそんなこんなで自分の行動次第という事を日々痛感しています。そ

れと家族と友達のありがたみ。もう早く日本に帰りたいです！そして残された半年を

無駄にせず、胸を張って日本の地を踏めるように励みます！ではまた半年後！ 
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野田 慶子さん（フィンランド） 

Oulun Suomalaisen yhteiskoulun lukio留学中 

erve! こんにちは。フィンランド派遣の野田慶子です。フィンラン

ドに来てから、4 ヶ月経ちました。この 4 ヶ月は本当に辛くて、で

もそれ以上に楽しくて、早く感じました。素晴らしい多くの友達や

自然、家族にも恵まれました。特にこの 4 ヶ月で学んだことは、家族の大

切さです。一番大切なものは近くにあるという言葉がありますが、本当にそ

の通りだなと感じます。一緒にいて何も言わなくてもお互いを感じることが

できる日本の家族や友達の存在の大きさに、改めて気がつくことができま

した。 

私のホストファミリーはとても親切で、私が一つ質問したらそれを詳しく調べ

てくれて、1 を 10 で返事を返してくれるくらいです。そして私のわがままに答えてくれます。でもまだ私はフィンランド語を完

璧に話せるわけではないので、彼らと完璧に会話をするのは難しいです。

だから、まだ彼らが私を家族として認めてくれていなかったり、前の留学生

の方が良かったと言われた時は本当にショックで、涙が止まりませんでし

た。でもそれらの言葉を彼らの親切心として受け止めて、今はフィンランド

語学習を頑張っています。そして帰国するときには、「お前がいないと嫌

だ！」と彼らを泣かせたい！その一心で今は頑張っています。残り 6 ヶ月

しかありません。自分に今できることは何かを常に考えて、行動していきた

いです!! 

 

管野 千宙さん（カナダ） 

Memorial Composite High School留学中 

i, how are you doing lately? I am spending a lot  

of precious time in Canada! 

カナダのノバスコシア州に留学している管野です。私が今住んで

いる所は見渡す限り木と車です。 

何処に行くにも車が必要不可欠だったり、日本ではあまり好まれない言動

もこちらでは普通の事だったり、ホストファザー、ホストマザーそしてオランダ

人のホストシスターと共に始まった新しい生活。言語の壁だけでなく日本と

の暮らしの違いにも中々慣れず、楽しい事よりも辛い事の方が多かったか

もしれません。だからこそ、自分の成長を感じられた時の喜びは計り知れないものでした。留学生の為のイベントや、季

節の行事はどれも思い出深く、私は Thanksgiving Day、Halloween、 

Remembrance Day、Christmas、New Year’s Day を体験しました。 

行事ごとに新たな出会いがあり、この 4 ヶ月で学んだことは沢山あります。英語力の

成長は客観的に見ないと分かりにくいと思うので、1 番身近なホストペアレンツと積

極的にコミュニケーションを取るように意識して自分の成長を見てもらっています。 

また、何らかの壁にぶつかる度に自分自身と向き合うことが出来ました。ここで過ご

す時間は少しでも自分の力になると思うので更なる高みを目指して辛抱していきま

す。 
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