
 
1 

明星大学

国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科
2010 /7 /7

Volume 2 ,  Issue  1

留留学学
NNEEWWSSLLEETTTTEERR  

2010 年度 前期・通年 留学報告第 1 弾！ 
2010 年度の前期出発学生 40 名が、全員無事現地に到着しました！ 

そこで、渡航後の 6 月初旬に留学生に下記のアンケートを実施しました。 

また、定期連絡の中から抜粋し、現地レポートを掲載します！ 

       ① 留学前に日本でやっておけば良かったと思うことは何ですか。 
       ② 留学前に書いた「目標」を今現在何％くらい実行・達成できていると思いますか。 

※締切日までに回答があった学生のみ掲載

①ここへ来る前に、たくさんの動詞にあたる単語（phrasal verb も含め）を覚

えておけばよかったと思います。基本的な単語でも会話はできると思います

が、たくさんの単語がわかれば、スムーズに話せたと思います。 

②どのくらい達成したか、目標に近づいているかはわかりませんが、少しは

達成したと思います。次のセッションも同じクラスの人だと思うので、もっと話

しかけるようにしたいです。K. K 

 

①日本の事や世界情勢にもう少し詳しくなっておくべきだと思いました。うち

のホストファザーは世界情勢の話が大好きで、夕飯には他の留学生とよく

討論していて、うちはただそれを聞いているだけ・・・。なのでせめてニュース

関係の単語をある程度使えるようになっていれば、と思いました。 

②んー、今のところは 0％  T. H 

 

①アメリカ人と会話するときに知らない単語が多すぎるので、日本にいると

きにやっておけば良かったと一番思うことは、もう少し単語を勉強して、 

より難しい単語を知っておけば よかったと思います。 

②留学前に書いた目標ははっきりとは覚えていませんが「英語を話せるよう

になること」と「アメリカの文化に触れること」を目的として留学しています。ホ

ームステイなので、アメリカの文化に直接触れることができています。英語

力は、英語の聞き取り能力は少しは良くなったと思います。会話力はまだそ

こまで実感がわかないので、正直現在何％達成できているかはわかりませ

ん。Y. I 

 

①私は特に何もやらなくてもいいなと思いました。何故なら現地に行って会

話せざるおえない状況になるので、単語をひたすら覚えることがいいと思い

ます。 

そのほか、いろいろ勉強してきましたが私の勉強の仕方が悪かったせいか

意味がないなと思いました。なので単語はしっかり抑えておきたいとこです。

一言に単語といっても莫大の単語がありますので普段日本語で何気なく使

う単語を英語にできればアル程度は苦労しないと思います。 

②0％です。まだ私はなんにもしていません。ゆっくりと時間を使って少しず

つあげていきたいと思います。H. K 

 

①やっぱり単語覚えておくことですね。あとはやっておけばよかったというよ

り、持ってくればよかったと思う物の方が多いです。例えば洗い流さないトリ

ートメント、ニキビクリーム、ホワイトニングクリーム、虫除けスプレーとかム

ヒとか、今はそれくらいしか思いつかないです。あと耳かきは持ってきて正解

だと思いました。 

②３０％くらいですかね。 H. N 

 

①日本のことを説明できるようにしとけばよっかたと思います。それから単

語をできるだけ多く覚えること。 

② まだ５パーセントくらいです。帰る頃には１４５パーセントくらいにはしたい

です＾＾ 

M. M 

 

 頑張って生きてます！！ 

今一番大変なことは同じクラスのサウジアラビアの人の英語がすごく聞き取り

づらくてペアワークの時間ではよく場が凍ってしまいます。しかも今日は怖めの

人とペアを組んだんですが、全然聞き取れない私にだいぶイライラしてたみた

いです。 

その人は「英語なんて簡単だよｗｗ」と言っていましたが、レベル 3 のクラスでし

かも問題を間違っている彼を見ると全く説得力が感じられませんでした。 

 ホームステイ先はとてもにぎやかでみんなで食べる夕飯はいつも笑いが絶え

ません。T. H 

 

 Thses days my friend talks to me in English because I asked him to speak 

English. In my opinion, there isn't the difference between talking with 

Japanese and talking with someone from other countries in English. Because 

they are not native speakers. 

 I talked to an old man who is my neighbor tonight because I had an 

assignment that was an interview to someone who I don't know. I was 

surprised because his wife is Japanese, and he can speak Japanese a little 

bit. I usually see him sitting on the chair outside the evening. K. K 

 

NO,20 Regular Contact 

Today, CSUS starts again! I improved next level(4). I'm happy!! 

I want to make more friends!! Bye!! Y. I 

 

Hello, 

There are about 10 people in my class. They are almost Saudi and 

Japanese.lol  I’m scary I will be fat because my host mom gives me too 

much foods. M. M 

写真提供：H. K 

写真提供：H. N 

写真提供：Y. I 

ｱﾒﾘｶ・ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州立大学 

ｻｸﾗﾒﾝﾄ校（留学学生 6 名） 



 
  
 

ｱﾒﾘｶ・ｵﾚｺﾞﾝ州立大学（留学学生 3 名） 

ｱﾒﾘｶ・ﾐｼｼｯﾋﾟｰ州立大学（留学学生 1 名） 

ｶﾅﾀﾞ・ﾖｰｸ大学（留学学生 4 名） 

 

①もっと単語を覚えておけばよかった！ 

②ほぼ 100％ A. S 

 

①勉強 

②８０％ Y. S 

 

①もっと単語を覚えていった方が良かったなと思っています。 

少しずつやってはいたけど、やるだけ損はないのでできる限りやって

おいた方がいいです! 

②５０％くらいですね。 

ホテルを見て回ると毎日日記を書くのを目標にしていたんですが 

ホテルについては、全くやってないです。。 

日記はほぼ毎日書いてます!! K. S 

①日本の政治について、もっと知っておくべきだったと思います。 

②０％です。 A. O 

意味では勉強に集中できるしいいと 

思います。でもアメリカ人は長期の 

休みに入っちゃって大学にいないので

人が全然いません。自分から行動しな

いと英語を話す機会がないのが現状 

です。 M. K 

 

 涼しくて住みやすい場所だと思いま

す。ここは遊ぶところがないのでそうい 

写真提供：R. M さん 

 

 寮は、２人で住んでいてルームメイトと仲良くやればなんとかなります。

でも国・年齢・生活習慣が違うから多少のストレスは、たまります！ 

まあ、それはあきらめてます。（*^_^*） 

私のルームメイトは、寝るのがとても早く毎日気つかいます。でもだんだ

ん慣れてきました。R. M 

 今こっちは晴れが続いて過ごしやすい気温です。でも、例年に比べて涼

しいらしいです。 
あと、自分は最近自転車を買いました。総額１３０００円くらいで手に入り

ます。もっと早く買えばっ良かったと後悔しています。 
なぜなら、移動手段が少なく不便なので通年でいる人には購入すること

をオススメします。K. M 

 土曜日にお好み焼きとおにぎりを夕飯に作ってみました。 

なぜかおにぎりが不味くて仕方なかったです。 

でもファミリーはおいしい言って食べてくれました。感動です。 

でも長女はお好み焼き残してました。子どもは正直ですね！！！ 

 土曜日の午前中は次女のサッカーの試合をファミリーとグランマと応援

しに行きました。 

 夜は家の地下にスクリーンがあってそこでみんなでＤＶＤを見ました。 

すごい家だなと思いつつもコミュニケーションとれた濃い１日だったと思い

ます！！！！H. N 

①やっぱり、単語をもう少しやっておけばよかったなと思います。 

それから、本当に基本的な文法とか。 

学校から渡されるプリントも、買い物をするスーパーでも、レストランでも、

全部英語なので、最初は本当にどうしようってなりました。 

例えば寮で洗濯機やシャワールームの使い方がわからなくて聞こうと思

っても、全部英語で聞かなきゃならないし、もちろん説明してくれるのは英

語なので、よくわからなかったりしました。 

なんだかんだなんとかなるけど、もうちょっと勉強しておけばよかったなぁ

って思いました！たぶん行く前に勉強しておけばしておくほど、着いてか

らの留学生活が楽しくなると思います！ 

あとは飛行機に乗ってからの入国カードと税関用カードの書き方がよくわ

からなかったので、乗り換えのときに大変でした。 

もっとちゃんと調べてから行けばよかったなと思います。 
②今はまだ、たぶん全然達成できてません。 

でも毎日けっこう忙しくて、やりたいこともたくさんあって、充実していま

す！Y. O 

写真提供：Y. O 

 こんにちは。 

最近は宿題が多くてたいへんです。 

鍋でお米が上手に炊けるようにな 

りました。元気です！ Y. O 

 

  最近は毎日いろんなことをしています。 

ピクニックに行ったり、レストランに行ったり、ジムでヨガをしたり、ボーリン

グに行ったり、料理をしたり、充実してます。 

友達もたくさんできて、この間はアメリカ人の友達にテレビをもらいまし

た。部屋にいるときは大抵いつもつけています。 

こっちの授業は全部自分に必要な内容な気がして、積極的に受けていま

す。宿題も多くて大変ですが、一週間やり切ると達成感があります。 
話をすればするほど、もっと聞きたいしもっと伝えたいと思います。 

ただ生活しているだけで英語に対するモチベーションがあがるので、本当

に来てよかったなと思っています。Y. O 

②まだまだこれからですので、まだ１５パーセントくらいです、これから積極的に現

地の友達などを増やしていき自分の能力を向上したいと思います。K. M 

①単語の勉強、長文読解。あとなんでもいいから英語に触れること。 

文を読む練習をしておいたほうがいいと思った。（こっちでは英語でなんでも読ま

ないといけないため） 

②まだわからない。でも思ったよりうまくいかない。アメリカ人との交流がないか

ら。M. K 

 

①日本でやっておけばよかったことは、会話の練習です。 
いくら単語を覚えても会話をしないとコミュニケーションがとれないから

です。 
何か一般の会話の本を買って１冊声にだして覚えてくるとよかったです。 
私は、来てからコミュニケーションがとれなくて、来て少し余裕がもてた

ときぐらいから覚えていきました。それでは、とても遅いと思いました。 
②目標達成は、まだまだしてません。 
なぜかというと、まだまだ他の国の人とコミュニケーションがとれてない

からです。R. M 

 

①やはり日本で１年前くらいくらいから、文法と単語、英会話を勉強しとけばよか

ったとすごく後悔しています。確実に準備は必要となってきます。持ち物の足りな

い面はなんとかカバーできるのですが、勉強の面はやっておいたほうがよいで

す。 

 

 There are rices!!  I ate every dinner with hostfamily. 

今挫折したま～～～～っす！！英語わかんないです！！ 

結構自信あったのですが打ち砕かれてきましたｗ 

でも頑張って生きます。 H. K 
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ｶﾅﾀﾞ･ﾄﾛﾝﾄ大学（留学学生 3 名）

①とりあえず勉強ですね。特に Vocabulary です。 

あとは……人見知りの解消……直しようがないかもしれませんがこれも結

構苦労していますね。 

②10％です。 

まだまだ目標達成なんていうレベルではない気がします。 

でも自分の目標以外に発見はとても多いと思います。T. A 

 

①日本についてよく知ること。 

こちらに来てからまいにちまいにちいろんな国の友達ができて拙い英語を一

生懸命使って話しをすることが楽しくて仕方ありません。その誰もがそれぞ

れの国の歴史や文化に誇りと愛を持ていますから一度話し出したらとまりま

せん。しかしいざ自分の順番が来てたいしたことが言えない、質問に答えら

れないとなるとこれほど恥ずかしいことはありません。確かに感じるのは日

本の人気が高いということ。食、人柄、技術・・・いろんな面で多くの人が日

本に興味を示しています。旅行はもちろん、仕事がしたいという人も。そんな

人たちを見るたびに伝えなくてはと感じる日々です。あとはとにかく英語の勉

強というのは言うまでもないでしょう。 

②100％ 

カナダでサッカーチームを作りたい！という夢、実現しました。しかも公式で

す。ですがこれからもマガジンを使わせてもらって広告しさらにメンバーを集

めたり、練習やいろんなイベントを開催していいチームにしたい。実は大学

のリーグ出れることになったんです。200％300％にできるかはわたし第！！

H.. K 

 

①私の場合これといって特にないのですが、あえて挙げるとするなら日本の

歴史や政治などについてもう少し勉強してくればよかったかなと思いました。

他国の人たちは自分の国のことについて本当によく知っているし、質問する

としっかり答えてくれます。だけど逆に私が質問されたとき、詳しいことを説

明出来たのは本当に数回でした。せっかく他国の人が「日本はどうなの？」

と興味を示してくれてるのに、それにうまく答えられないのはすごくもったい

ないし、何よりすごく恥ずかしかったです。 

こっちに来てから、自分は英語だけを学んでいるわけではないんだというこ

とをすごく実感しています。いろんな国の文化や考えに触れて、得るものは

すごく大きいです。 

でもそのためには自国のことを説明できないと、なかなか広がっていかない

ような気がします。少なくとも私はこっちでそう感じました。 

話したいことがあれば、下手くそな英語でもどうにかなるものです！コミュニ

ケーションをとるための topic を出来るだけ多く持ってこれたら、もっともっと

実のある留学になるのではないかと思いました。 

②５０％！ 

周りの学生を見てるとまだまだだなと思うことが多いです。 

常に１００％は絶対に無理ですが、帰国する時までには１２０％達成できて

いるように頑張ります！！A. T 

 こっちにきてもう１週間以上経ちましたが、やっぱり言葉の壁にぶち当たっ

ています;; 

比較的スクールに日本人が多く、つい日本語で会話してしまうということと、

他のスチューデントのアグレッシブなスピ-キング力に圧倒してしまって、コミ

ュニケーションの機会があっても聞き手にまわってしまうことが多く、少し落

ち込んでいました。 

 でもこのままじゃいけないのはよくわかっているので、だめだめな英語でも

いいから、とにかく今は積極的に話そうと思っています。 

スピーキング力が欠けているということ以外は何も悩んでいないです！ 

 ホストファミリーはすごく良くしてくれるし、毎日他国の人と触れていい刺激

を受けています！！近々観光名所も行くつもりなので、写真を撮ってレポー

トに添付しますね＊A. T 

  

 ２nd セッションが終わってショートホリデーを過ごしています。 

セッションごとにあるファイナルパーティーでは全てのコースの生徒が集まり

ますが、今回なんとその大勢の前でわたし表彰されてしまいました。いや～

びっくり！UofT の ELP にサッカーチームを作ったこととそれに貢献したとの

こと。ますます自分の世界を広げたいと思った瞬間でした。H. K 

 

写真提供：T. A 

 学校が始まり、カナダの生活も慣れてきました。 

家から学校まで約４０分くらいです。 

耳が慣れてきたのか、会話が聞き取れるようになったきがします。 

学校の先生もとてもいい人で毎日授業が楽しみです。 

ホストファミリーもとてもいい人で富士山の写真をみせたらよろこんでいました。

毎日天気がよくてとても快適に暮らしています。Y. S 

 

 只今Ｇ20 のおかげでダウンタウンに行けない次第です！ 

そして私の家に新たな留学生が来たのですが、連絡が行き届いてなかったの

か、動物嫌いな男の子がきました！うちには 2 匹犬がいます。なのできっと家

を変えると思います。そんな感じでいろんなことがあり楽しくすごしています！

はは。 

友達とカラオケ行ったり、host mother とネイルしに行ったりしてます！ 

明日は mother と映画に行きます！楽しみです♪A. S 

 

 今日は私のファミリーについて、紹介したいと思います！ 

私のファミリーはトルコ系カナディアンのお母さん、お兄さん、お姉さんの３人家

族です。お兄さんはヨーク生で、YUELI の conversation パートナーのアルバイ

トをしています。さらに、彼は日本に留学したことがあり、日本 speaking 力はす

ばらしいです！！将来は日本で英語の先生になりたいそうです。先生を目指し

ていて、さらに私と同じ”語学留学生”の経験者というだけあって、彼はときどき

私の英語に対する姿勢について厳しいコメントをするのですが、私は本当に良

い環境に出会えたと思っています。ファミリーは本当に熱心に英語を教えてくれ

ます。彼らに早く成果をみせたいです・・・。A. O 

 

 先週の休日はほとんど家にいました!!ホストマザーと買い物に行ったり、ブラ

ザーと買い物に行ったり、ゆっくり勉強してたりしてました!! 

でもあまりにも暇だったのでほとんどお兄ちゃんとテレビ見てたり、話したりして

ましたｗ お兄ちゃんは一生懸命英語を教えてくれて話す機会をたくさん作って

くれます!! K. S 

写真提供：K. S 写真提供：A. S 

毎週現地の人と遊ぶ

機会ができました。

先週はそのひとの誕

生日だったので写真

を載せておきます。

 

写真提供：H. K 
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ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ・ﾘﾑﾘｯｸ大学（留学学生 4 名）

①ボキャブラリーを増やすこと。 

構文がめちゃくちゃでもある程度の意思は伝わりました。しかし、ボキャブラリ

ーについては地道に覚えていかないとどうにもならないと感じました。 

 ②２５％くらいです。友達も出来たし、最近は英語の上達を感じれるようにもな

りました。 

でも、目標にはまだまだ遠いです。S. T 

 

①やっぱり単語の勉強ですね。こっちにきてとにかく感じたのがボキャブラリー

不足。 

講義中でもしょっちゅう知らない単語が出てくるので、その度に辞書を調べてる

と講義に追いつけません。 

なので今は知らない単語があったらとりあえずどこかにキープしておいて、後

に調べています。 

あと英英辞書を使うのをお勧めされました。勿論分からない単語を調べる時に

さらに分からない単語が増えるのですが、大抵それらは基本英単語なのでい

い勉強になります。 

話し方や文章の構成の仕方って、ボキャブラリーがあって初めてできるもので

すし。 

②ギターをやるつもりでいましたが、英語の勉強と友達付き合いでいっぱいい

っぱいです。 

自炊もしなくちゃいけないし、その為の買い物もあってギターは無理そうです。

ただでさえ勉強量が足りないので、やっぱり第一目的の英語能力向上を優先

しようと思います。 

けど英語力は確実に伸びてると実感してます。つい先日、寮の管理をしている

方にも褒められてめっちゃうれしかったです！ 

異国の友達もだんだん増えてきたので、25％ほど満足してます。 

というのも只今 2 ヶ月で、ちょうど全体の 25％くらいですし。T. K 

 

①的外れな意見ですが、日本と同じスタイルでも過ごせるみたいで、もっと服を

持ってくれば良かったと思いました。それと、私のホストファミリーはおく日本人

を受け入れるみたいで、日本グッツが沢山あり、もっと意外性をついた物を持

参すれば良かったです。でも、何より…アイルランドはカードより現金を使って

払う人が多く、学食も現金です。ので、もっと、現金持ってくれば良かった…！と

酷く後悔しています。 

②15％です。毎日は充実していますが、そんなに現実は甘くありません。まだ

目標のスタート地点に来たばかりですし、スタート地点にすら立てていない目

標もあります。けれど、確実に目標達成には近付いているので、少しおまけし

て 15％です。まぁ、九ヶ月のうちたった二ヶ月で達成できる目標なんて立てて

いませんから、これくらいが妥当だと思います。 M. K 
 

写真提供：T. K 

朝はコーンフレークにパンでいつもホストマザーが出してくれます。 

バターとチーズが結構おいしくて今はまってます＾＾ 

昼は大学の学食で食べてます。 

値段は決して安くはなく、味はまあまあ美味しい・・・・って感じです！ 

でもポテトは間違いなく美味しいですよ！！ 

夜はビーフ・チキン・パスタ・ポテト・チキンヌードルスープ・・・etc 

初めは期待していなかっただけに、結構美味しかったです＊＾＾ワラ 

しかし、どうしても好きになれないのがホストマザーのパスタ料理 

びっくりしたのがカレー味のパスタですね。 

なんと言うかカレーの味はするのに深みがないんです・・・・思わずホストマザ

ーが居なくなった時に塩と胡椒を振ってしまいました（汗） 

確実にまた出ると思うので今度写真とってきます！ 

 でもチキンヌードルスープはめちゃくちゃ美味しいです！ 

これは是非とも習得して帰りたい一品です＾＾ 

 まだ×2 報告したい事がたくさんあるのですが、今日はこの辺りで失礼しま

す。S. T 

  

やっぱり食事は一番大事ですよね、学食も悪くないけど週 2，3 程度はお弁当

作ります。 

後インスタントなお米見つけたので、チャーハンにも挑戦してみます(´∀｀) 

写真ということなのでスパゲティの写真をペタリ、市販のソースに人参とレタス

を加えたとてーも簡単なものです。 

パスタは１ユーロもしないので主食となってます、あとパンも安いかな。 

初の自炊ですが、それなりに楽しめております！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新セミスターが始まりました。そしてやりました・・・目標にしてた上のクラスに

行くことができました！ 

日本人が自分ともう一人元からいたのりこさんって人だけで、後は 3 人のスペ

イン人・２人の韓国人・サウジ、それと中国人が一人だけの前よりずっとグロー

バルなクラスになって嬉しいです！でも講義がめっさ早いです。教科書の内容

は理解できるんだけどいかんせんスペインの人達早すぎる。 

先生の大体そのスピードに合わせてるので、今のとこ全然追いつけてませ

ん。こりゃまた違った形の勉強が必要です。前期はボキャブラリーを増やせば

講義自体はゆっくりだったんで楽でしたが、今度はボキャブラリーだけじゃ足り

ない。英文を読む・書く経験が足りないです。 

そんな訳で日記かいたり、ラジオ聞いたりしてます。すぐに結果がでないのは

もう重々分かってるので気長にやっていこうと思います。T. K 

 

 

 Dolans はパブの名前です。音楽メインのパブって感じでした。

演奏された曲は大学の KIVA っていうクラブが主催で、 

世界の楽器っていう感じでやっていました。あと、写真はないん

ですが、Oyster pub っというパブにも行ってきました。 

川沿いのシーフード料理がメインのお店でした。 

写真提供：S. T 

アイリッシュが土

日の朝に食べる

食事（蜜柑はおま

け）。 

写真提供：K. O 

食事はちゃんとした物を食べてますよ。 

サウジアラビアの女の子が優しくて、色々と面倒をみてもらっちゃってます（苦

笑）ただ、なまりが強いので聞き取れない部分も多く、苦労も多いですね。 

驚いたことにサウジアラビア人は全員結婚していて、（つまり 2 家族が私のク

ラスにいます）片方のカップルは子持ちです。 

男女 4：3 の割合で、サウジアラビアの男の子 2 人女の子 2 人＆中国の男の

子 2 人＆日本は私一人です。 

 こんにちは。クラスは私を含めて 7 人です。 
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ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ・ﾏｯｾｲ大学（留学学生 9 名） 

ﾘﾑﾘｯｸ留学中の学生から、国際教育ｾﾝﾀｰに絵葉書をもらいました！ 

ﾘﾑﾘｯｸ大学留学中の M. K さんが現地レポートを“突撃!隣の留学生?!”というタイトルの新聞にして送ってくれています！！！ 

留学を考えている後輩にとって、とても有意義な生きた情報となっています！（※国際教育ｾﾝﾀｰ内でのみ閲覧可） 

①私はもっと英語の文法や単語を勉強すればよかったと思っています。特

に単語が一番重要だと思います。こっちに来て実感したことは、別に文法が

できないからって話せないことはなく、むしろ文法は日本でも勉強できること

です。こっちで単語を覚えることは日本にいるときに比べてそこまで難しいこ

とはありません。それは自分から意識してその単語を何回か使うことによ

り、それは自然と覚えていきます。ただし、必要最低限の単語をしらないと先

生の言っている意味もわからず、テスト内容ややり方もわかりません。という

ことで、私が留学前にやっておけばよかったと思うことは、特に単語をたくさ

ん覚えることです。 

②１００％中３０％かと思います。たくさん書いた目標は当たり前のことで、で

もそれを外国で実行することはとても大変だと思います。また今回私たちは

人数も多くなかなか達成できないことも多々あります。ただ少しながらもそれ

を前にかざして進んでいこうと思っています。 S. M 

 

①英語の勉強！！！ 

②10 分の 1。 E. T 

 

①単語勉強をもっとやっとけば、もっと留学先での勉強がはかどったと思う。

②１００％の達成出来てるのもあれば、２０％も達成できてないのもありま

す。S. K 

 

①日常生活で使いそうな単語を少しずつ覚えておけばよかったと思います。

受験の単語集などではなく、日常生活用の単語ですね。 

そして単語も詰めて勉強するわけではなく、1 日に少しずつで良いと思いま

す。留学に来て、楽しく勉強することも大切だと思いました。 

②50％くらいですね。笑 

まだ来て 2 か月経ってないのでそう余計そう思います。 

まだまだこれからですね！ 

目標を実行するには、どんだけ自分を強く持つか・積極的に行動するかが

すごく大事になってきます。 

自分が正しいと思った道にまずチャレンジすることが始まりです。A. K 

 

①留学前に単語を猛烈に勉強すればよかったと感じました。「この単語聞い

たことあるけど意味が思い出せない…」とゆうことが多々あります。 

そしてスピーキングの練習もたくさんしておけばよかったです。。。。 

②目標達成率は 40％くらいです。今のところ無遅刻無欠席くらいしか達成で

きていません。甘ったれて日本語を喋ってしまう自分がいます。N. S 

 

①留学前にやっておけばよかったと思ったことはとくにありません。 

②今のところ 100％目標実行してます。達成は帰国日にならなければわか

りませんが、100％目指します。 K. F 

①文法、ボキャブラリー簡単なものでも中学、高校の復習。 

 自分の中で再確認してから行くと話すのもずいぶんらくだと思います 

②２０パーセントぐらい？ 

目標を抽象的なものにしてしまったからなんともいえませんが形に現れるも

ので目標は作っていったほうがいいと思います。 M. A 

 

①単語の勉強と、基礎的な英語の勉強ですかね。あとは、明星のコミュニケ

ーション外国語の授業をしっかり受けて、課題とかも、もっとしっかりやって

おくべきだったかと（最低限はやっていたつもりですが）。 

留学に来たばっかりの時、ほかの大学から来ている日本人とのレベルの差

を感じるました。 

率直にもう少し日本にいたとき、普通の英語を勉強しておけばよかったと思

いました。 

②まだ、２０～３０％といったところです。K. N 

 

①しっかりと文法を勉強しておけばよかったです。今、授業で文法が出てくる

と分からないところが出てきているので、日本語で文法を説明されるやるよ

り英語で説明されるほうがやっぱり難しいです。 

②正直あまり実行できていないです。友達をたくさん作るとかは出来ても、

会話を長く出来なかったり、通じなかったりして改めて英語で伝えるのは難

しいと感じてます。なので 20％ぐらいです。H. U 
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写真提供：E. T 

 昨日は、無事パーマストンノースに到着して、ホームステイ先で有意義な時間を過

ごしました。ホストファミリーは非常に親切で温かい人たちで、ついてすぐに街中をド

ライブしながら案内してくれました。そして、学校まで自転車でも１０分かからないでも

つくくらいの距離なのでよかったです（ちなみに自転車をかしてくれるそうです）。 

 そして、今日は学校に初登校をしてテストを受けました。結果は・・・・きっと良くはな

いでしょう。ですが、英語でホストファミリーや先生と話をしても案外通じているので、

なんか安心しました。この調子で頑張りたいです。 

 健康や精神も本当に日本にいた通りにぴんぴんしております。 

では、これから家族とおそらく mobile phone を買いに街に出かけま～す。K. N 

 

 今ほんとうに毎日充実しています。 

最初はどうなるかとすごく不安だったのですが 

いろいろな経験ができて楽しく学べて友達もたくさんできて本当に良いです。今もうす

でに日本に帰るのは嫌だなあと思い始めています。笑 

今日授業の先生に次の学期からクラス上がれると言われ今日はすごく嬉しかったで

す♪ 

気を抜かずに、でも楽しく留学生活進めたいと思います。A. K 

 

 今日は家にこもって勉強してました！あとホストマザーとマフィン作りました。 

ホストマザーは他にもキャロットケーキとパブロバっていう NZ のおかし作ってまし

た。雨が降ると洗濯もの干せなくて困ります・・。めっちゃ降りますからね。E. T 

 

 テストも無事に終わり、今日はパーティーでした。 

明日はもう授業がないので天気がよかったら私のクラスと、隣のクラスで公園に行く

予定みたいです♪ 

今日のパーティーにはジャパニーズカレーをもって行きました！前日の夕方に男の

子たちと一緒に作りました。ホストファミリーにも食べてもらえたので、よかったで

す。H. U 

 

 最近韓国から大量の留学生がきました! 新しい友達が増えてうれしいです! 

しかし授業ではたまに文法につまづく時があります。 遅れをとらないようにわからな

いところはしっかり質問するようにして頑張ります! N. S 

 

 学校も二日目に突入し宿題もいろいろと出されています。 

HOST FAMILY もとてもやさしく、やりたいことは大抵 OK してくれます。 

私は先日自転車を貸してもらいました。これで町までの移動も楽になります。 

夜は６時くらいを過ぎると本当に暗くなります。 

今日映画を観にいきました。アリス IN ワンダーランド。英語でしたけども、面白く笑え

ました。最近たまに日本語が出ないときがあります。なんか以外でした。慣れてきは

ものの、疲れがまったくとれません。 

やはりまだまだですね。これから慣れるかな・・ S. M 

 

 昨日無事、旅行から帰ってきました。ロトルアはなかなかにぎやかなせいか車の通

行量も多く運転が荒かったので危なかったです。また、危なそうな人もいましたが一

人で行動することはなかったので大丈夫でした。タウポは観光というより、本当にの

ほほんと暮らす感じのスポットでした。次の休みはスキーがしたいなと思います。K. F

 

 私はクリスチャンではないけど最近はクリスチャンの人といることが多いです。土曜

日は毎週イングリッシュコーナーに行ってます。フリーのチャット場です。それがお昼

に終わるのでそのあと友達とお昼たべて午後からはクリスチャンの友達とおしゃべり

タイムです。日曜日はミサに行ってそのあと友達の家に行ってお昼食べたりカードゲ

ームで盛り上がってます。最近の生活なんでこれからどうかわるかわからないけどこ

こ２、３週間はめっちゃ楽しんでます。もちろん勉強もしてますが笑 

来て一ヶ月間はなかなかナーバスな感じがぬぐえなかったしめちゃくちゃネガティブ

であんまり出かけることもしてなかったんですけど新しい友達ができて、自分の居場

所ができた気分になって落ち着くことができました。 

どこの国でも友達はやっぱり大切なものだなって思います。M. A 

 

 明日で最初の学期は終わりです。今のところ無遅刻、無欠席です。S. K 

 

写真提供 S. M 

写真提供 S. K 

写真提供 K. F 

 
6 



 
  
 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ﾌﾘﾝﾀﾞｰｽﾞ大学（留学学生 6 名）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①日本でやっておけば良かったことは、単語の勉強です。 

単語が幾らか分かっていれば、会話もどうにかなると思います。 

こっちにきて、結構苦戦しています。 

②目標の 30 パーセントは達成していると思います。 

これからもっと現地の人と交流したり、勉強も頑張りたいと思っています。M. A 

 

①私にとってこの留学は２度目であって、一度目の留学で単語力のなさにあまりにも

大きなショックをうけたので、一度帰国した時は英語の新聞を読んでみたり、映画も

英語で観てみたり、ランゲージラウンジにたくさん参加したり、TOEIC の問題集の単

語をひたすら覚えるしかありませんでした。２度目の留学真っ最中の今、後悔するこ

とは、英語の Writing にもう少し力を入れればよかったかな、、、と思います。なんと

なく英語で毎日 Diary を書いてたりしたら、Writing の力をキープできたのではないか

と、後悔しています。Speaking は不思議にもランゲージラウンジ、講義のおかげでキ

ープするという目標以上に、上達して、空港でホストファミリーに会ったときビックリさ

れたのを覚えています。あとは、日本でも少しでも英語を聞く時間を作ることが大事

だな、と思いました。ウォークマンに英語のニュースをダウンロードしたり、やれること

はたくさんあると思います。 

②留学前の私の目標は、”楽しみながら英語をものにする””他の国の言語も友達を

通じて学ぶ”でした。去年同様そんなに暇することなく、予定がいい感じにつまりなが

ら、毎日充実した生活を送っています。自分の英語力は伸びたかなんて自分ではさ

っぱりわからないけれども、周りの反応、先生からの言葉に励まされながら、自分に

も徐々に自信がついてきています。二つ目の目標に関しては、外国人の友達と会話

の中で自分たちの母国語を教えあって、遊び感覚で勉強しています。英語のクラス

のレベルがあがってきて、英語にうんざりさせられるとき、友達とそうやって喋ると、

楽しいし、いい気分転換にもなります。M. I 

 

①単語をもっと覚えておけばよかったと思ってます。特に動詞と形容詞ですね。 

それと、住んでたとこの観光地はよく調べておけば良かったです。 

②１０％。十都市は経済的、時間的に無理だということがわかりました（笑） 

あと、サークルにも入ってないので。生活できてるってことで１０％です。N. A 

 

①英語をもっと勉強しておけば良かったと思います。本当に単語を知らないと何をい

ってるのかわからないし、言いたいことも伝えられなかったのでもっと勉強しておけば

良かったと毎日思ってます。あとは基礎的な文法とかを復習しておいたほうが良いと

思います^^！やっておけば良かったと思うことはたくさんありますけど、1 番はやっぱ

り勉強です！ 

②15％くらいです。友達が出来て毎日楽しいですが、英語はまだまだだし、2 ヶ月で

こんなもんかって感じで毎日すごくあせってますっ！Y. T 

 

①とりあえず日常会話話せたら、すごいよかったと思います。あと喋るスピードがす

ごく早いので、リスニングを鍛えたほうがいいと思います。 

②30％です。まだホームステイの人が言ってることを、すべて理解できません。T. H

 

①もっと language lounge に行って外人の先生と話しとけばよかった。あと、単語だけ

でももっと勉強しておけばコミュニケーションがとれたと思った。 

②留学前に書いた目標はほぼ達成したようなものですが、自分では納得していない

ので、これからもその目標をさらにひろげていこうと思っています。だから 80%はでき

ていると思います。U. K 

  今の目標は、日常会話をより楽しめるよう語彙を増やすことですかね。

そうすれば話に幅を持たせられると思うので。 

土日に携帯電話の平型ジャックを 3.5mm のイヤホンに接続する変換ケー

ブルを探しに、10 件近くの電化製品店に行きましたがどこも取り扱ってま

せんでした。改めて日本との違いを見た気がしましたね N. A 

 

  足は治って試合にでたんですけども、今度は、昨日の練習で顔にボー

ルが当たって、頬が少し腫れてますが、今週の試合には出るので、大丈

夫です！！＾＾  

明日はホストマザーとホストシスターと学校終わりに皆でダイエットでプー

ルに行きます！M. I 

 

 ホストファミリーは相変わらず優しくて、ホストマザーはバス停まで送って

くれたり、帰りが遅くなると心配してくれたり、ハウスメイトの中国人はいろ

いろと家のことを教えてくれて本当にみんな親切です！ 

学校の授業も大変そうだし心配ばっかりですけど、なんとか頑張りまー

す。Y. T 

 

 最近はちょっと生活に慣れてきた気がします～友達もたぶん出来てま

す。 ご飯は日本の方が１００倍いいです！風呂入りたい！ 

こないだＩＥＬＩの日本人学生でミドルスクールの寿司づくりを手伝いに行っ

たんですけど、ほんと現地の人は容赦ないスピードで話してきてびっくりし

ました。でも楽しかったです。T. H 

 

 最近ここの生活に慣れてきました。 

学校ではいろんな国の友達ができて、楽しいです。 

最近のアデレードはとっても寒い！！！ 

先週から、ラクロス始めました。M. A 

 

 こっちではフリスビーを使うアルティメットという競技のクラブに入ること

ができました。そして毎週金曜にサッカーも今やってます。これで目標に

書いたスポーツを二つ以上やるというのは達成できたんでしょうか^^ 

たまにテニスもやってます。でも持っていったラケットのガットが切れてしま

い、今直してくれるところをホストマザーが探してくれてるんですが見つか

らずマイラケットが使えない状態です。 

まあ、ラケットは IELI で借りれるから問題はないんですけどね。 

ところで 7 月にそのアルティメットクラブが違う町にほかの大学と試合をし

に行くらしいんですがもしかしたらそれに一緒に連れていってもらうかもし

れません。U. K 

写真提供：T.H  写真提供：Y. T 

写真提供：U. K 

写真提供：N. A 

写真提供：M. I 

  ホストシスターの卒業式で

した。海外の卒業式に参加

できて、本当にラッキーでし

た！お姉ちゃんにコスチュー

ムを着せてもらったりして、

とても貴重な体験でした。 
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中国・黒龍江大学（留学学生 1 名） ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ﾏｯｺｰﾘｰ大学（留学学生 3 名） 

 こんにちは、中国の美容院は２回行きましたよ！ 

一回目は染めてとてもムラがあってやってる時はちゃんと全体的に染まるか

心配でしたよ。しかし、きれいに染まってました。日本円で 3900 円でとても安

かったです。２回目は髪を切ってセットしたのですが、日本円で 400 円だけど

ちゃんときれいにセットしてました。でもトリートメントをしてないから安かった

んだとおもいます。 

  こんにちはー＾＾今日も元気ですよ！！ 

今日はロシア人とボーリング行きました。かなり楽しかった！ 

 

①勉強面：やっぱり単語です。単語がわからないとなんにもできません。それとと

りあえず英語に慣れておくことだと思いました。特に私は春休みを挟んで行ったの

で、こっちに来て最初は本当に大変でした。最初の１ヶ月も土日を挟むと月曜日

が大変でした。何故なら、出かけるときも日本人と出かけて、日本語しか話さない

からです。 

生活面：ある程度自分の行く国について調べておく事だと思います。例えば、私の

場合だと生活用品はこっちに来てから買おうと思っていたので、持って行かなかっ

たのですが、こっちは物価が日本より高くて、持ってくれば良かったと後悔しまし

た。特にノートとかティッシュとかの紙系は高いと感じます。 

友達面では他の国の簡単な挨拶を覚えておくといいと思います。例えば「こんにち

わ」「ありがとう」「お腹すいた」など。結構話の話題になりました。これをきっかけ

に「日本語ではコレなんて言う？」みたいな会話になりましたよ！あと個人的には

簡単なゲームを英語で説明できるようにしておけばよかったと思いました。この間

コレで結構大変な思いをしました。 

その他の面：こっちはインターネットが月額定額制ではないので、不便です。格ホ

ストファミリーによって違いますが、私の家はホストファミリーから USB ブロードバ

ンドの本体を借りてます。こっちの USB ブロードバンドは、recharge 制で私の機種

では２９ドルで２G/49 ドルで４G 分のインターネットが使えるのですが、３０日たつ

とリセットされてしまいます。ちなみに２G で youtube 再生１０時間らしいです。な

のでインターネットで後悔したことは、日本の月額定額制の USB ブロードバンドを

契約して持ってくれば良かったなと思いました。こっちに来て後悔してばっかです。

②３０％くらいです。何故かというと、大きなトラブルが起こらない！今までで一番

ドキッとしたのは、別のお店で買ったお菓子をエコバックに入れながら、他のお店

を見て回って出ようとしたら、引き止められて、盗んだんじゃないかって、疑われた

時は本当にびっくりしました。買ったお店はワゴン売りでレシートくれなくて、説明し

ても伝わらなくて、本当に大変でした（笑） 楽しい時間を過ごすも、それなりに楽

しいのですが、やっぱり日本の方が楽しいと思います！M. H 

 ジャズ＆ブルースのフリーイベントもやってました！本格的で無料にす

るのがもったいないくらいのイベントでした！ 他にも毎週土曜日にフリ

ーマーケットが開催されたりしていて、休日は忙しいです！たぶんもっと

探せば楽しいイベントがたくさん見つかると思います！ちなみにこの情

報は、学校の掲示板やチラシで入手しています！ M. H 

 

 先週の土曜日はサウジアラビアの友達の家に招いてもらって、みんな

でケプサ（伝統的な料理）を作ったりしました。まぁ私はその友達の 2 歳

の娘さんと遊んでましたが^^v めっちゃおいしかったです!!!!!! 

アラビックコーヒーもまた飲めました。アラビックコーヒーは色が黄色で味

は苦めなんですけど、一緒に甘いものを食べながら飲むんだそうです！

伝統に沿って甘いもの（説明できませんがスナックではないです）を食べ

ながらいただきました！ 

やっぱり異文化を肌でふれるってすごくいいですね!!!!!!^-^   S. N 

 

 放課後は図書室で勉強したり、買い物したり、そのまま帰って家で勉強

したり、カフェに行ってボーっとしたり、いろいろしています。 

この間の母の日は、ホストの父の実家に行って父の両親と姉と姉の子

供とランチしてサッカーしました。その帰りに母の実家に行って母の両親

と一緒にシンガポール料理を食べに食堂へ行きました。観光でも絶対に

行かないようなところに行けて貴重な経験だったと思います。 

この前の土曜日は友達と大学の図書館で勉強しに行きました！日曜日

は高校の学園祭に行って日本料理の出店の手伝いをしてお好み焼きを

つくりました！夜はオペラハウスの近くのバーへ行って夜１０時ぐらいに

家に帰りました！とても楽しい週末でした！！！ H. N 

*編集後記 * 
保護者の方から前回の留学 NEWSLETTER に対してメールをいただきました！ 
 『留学ニュースを見て同じ父兄として大変感動しました！ちなみに明日 26

名最後の一人が帰国します！ここに国際教育センターのご支援に改めて感

謝します！最後の一人の父親より』 

 このように、保護者の方々に留学生の成長を知っていただけたことは、私た

ちスタッフの大きな喜びとなりました。コメントをいただきました保護者の方に

御礼申し上げます。                国際教育センタースタッフ一同 

 

写真提供：N. Y さん 

写真提供：H. N さん 
写真提供：M. H さん 

①単語力をのばすこと。 

②３０％ぐらい。もっともっと楽しみたい！、という気持ちをこめて。H. N 

 

①個人的には、単語力をつけて行こうと思っていたんですが、結局勉強という勉

強はしませんでした。こっちに来て、やっておけばよかったことは、英語に慣れるこ

とです。例えば、英語の News をみたり、字幕なしの洋画（英語）をみたり、英語の

ラジオを聞いたり。洋楽もよいとは思いますが、私個人としては普通に話している

英語の方が、こっち（留学先）に来て英語に慣れやすいと思います。私も行く前に

何個か字幕なしで洋画を見ましたが内容はほぼ理解できませんでした。わかるわ

からないではなく、なるべく英語に触れ、もっと慣れておけばよかったなと思いまし

た。 

②留学前に書いた「目標」は"To make lots of friends from many countries"と"To 

communicate with many friends"で今のところ 95％ですね。最近になって、よく韓

国人と中国人の友達と遊ぶようになってから、目標達成を実感しています。こっち

に来て今まで目標を意識したことはなかったんですが、あまり意識しないと出来る

のかもしれません。これからも、後悔しないように、目標以上の事を目指してがん

ばっていきたいと思います。S. N 

①ないです。留学中にでもできます。 

あえていうなら日本食をたくさん食べておいた方がよかったです。

②７０パーセント。友達は１００人以上ってより倍達成しています！

友達に関しては 200 パーセントです！中国語で日記はたまにしか

書けていませんでした。しかし、中国語と日本語まぜて日記は書い

てます！N. Y 
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