
  ⑤留学してから今までで、一番良かったこと、楽しかったことは何ですか。 

  ⑥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。 

  ②そのつらい状況をどのように乗り越えましたか。 

  ③ホームシックになりましたか。 

  ④ホームシックをどう乗り越えましたか。 

  ①留学してから今までで、一番大変だったこと、つらかったことは何ですか。 

どのように過ごしているのか、5 月末にアンケートを行いました。 ※アンケートは原文のまま掲載しています。 

 前回の留学 News Letter では、留学目標を掲載しましたが、実際に留学をスタートした学生が目標に向かい、 

留学後現地レポート第一弾！ 
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①”R”と”L”の発音です。 

 舌の使い次第で、言葉が通じましぇん。ちなみに、日本人  

 は”R”と”L”ですが、アラビックは”P””と F”みたいで 

 す。 

②日々、正しい発音を心がける。 

③親には申し訳ないくらい、ホームシックにはなっていないです。  

 逆に帰りたくないくらいです。 

④逆に、帰りたいと思えるかが心配です。 

⑤アメリカの地を踏んでいる事。そして、いままで全く興味のなか

 った国の人と友達になれたこと。 

⑥１５％。帰国してみないと、分からない気がします。 

 

 

①自分の英語がなかなかホストに通じない。 

 ホストがスパニッシュ系の英語を話すので 

 何を言ってるのか最初はほとんど聞き取れませんでした。 

②ホストに直接『もう少しゆっくり話してほしい。』言いました。

③④なりませんでした。 

⑤韓国人が多いのですが、日本に対する見方が変わってくれたこと

 です。偏見とか先入観から日本人があまり好きじゃなかった人が

 私たちと友達になって変わったと言ってくれたことです。 

⑥まだまだ０に近いです。 

 

 

①宿題の量が半端じゃないくらい出たときが一番大変でした。そし

 てつらかったです。 

②とにかく終わらせることを最優先に考えて、乗り越えました。あ

 とは気分で…。 

③とにかく日本食が恋しくなりました。 

④Japanese store に行って日本食を買いました。 

⑤ 一番良かったことは、友達がたくさん作れたことで、楽しかっ 

 たことは学校のイベントでやるパーティーでした。 

⑥60％くらいです。英語を流暢に話せるなるようになるのはまだま

 だですね。友達はかなり増えましたけど、友達になったばっかり

 の人で、もう会えない人がたくさんいるのが残念。 

 

 

①食事。やっぱり日本食が一番だと思いました。 

②慣れるしかないですね。 

③④ならなかったです。 

⑤他の国の友達ができた。 

⑥１０％ぐらい。 

 

 

①留学してからつらいことはまだありません！正確にいうと not yet 
 です。 
②きっと踏ん張るでしょう。 
③ホームシックというより弟や友達に会いたくてしょうがない。 
④窓から空見上げて同じ空見てるんだろうな～とか思いながらすぐ忘

 れます。 
⑤やっぱり友達ができたこと。世界中に知り合いがいるって素晴らし

 い。モノマネが通じたこと。 
⑥まだ序の口です。自分の目標達成には多くの人間関係が必要だから

 今は友達作り。 

 

 

①友達とのコミュニケーション。やはり日本人同士で日本語ばかり使

 っていると英語力が上達しないどころか周りの留学生から少し距離

 を置かれてしまいます。 

②当たり前のことですが、ちょっとした一言でも英語を使うようにす

 ること。実際こっちに来ると日本人と喋ることに安心感を懐いてし

 まい、結局日本人で固まってしまいます。他のルームメイト達と一

 緒に食事をするなど小さなことから始めれば良いと思います。 

③④ホームシックにはなりましたｗ 出発前は日本が退屈に感じまし

 たが、外国へ来るとその日本の生活が不思議と恋しくなります。で

 すが、いつまでもくよくよしていると貴重な時間を浪費してしまい

 ます。寂しくなった時は友達に相談をしたり Skype などを使って家

 族や日本の友達と話すこともできると思います。きっと周りはあな

 たに元気を与えてくれるはずです！！ 

⑤まずは色々な人種の友達と交流ができたことです。実際、喧嘩もし

 ました。しかし、そこから学んだことは数多くあります。人種によ

 って物の捉え方が違うので初めは「何で理解してくれないの？！違

 うのにっ！！」と困惑するかも知れません。実際にあなたの目の前

 に高い壁は沢山出現することでしょう。しかし、それが後になって

 留学生活の良いスパイスだったと感じるのだと思います。 

 もう１つはパーティーです！パーティーは外人の友達を増やすチャ

 ンスの場でもあります！君も是非っ！笑 

⑥偉そうなことを言ってきましたが実際、僕の英語はまだまだです。

 笑 

 テストの日程を聞き間違えたりして泡食ったこともあります。目標

 達成率は・・・盛って 20％くらいだと思います。悲 

 自ら率先して頑張らないと英語力の伸びはやはり遅いです。頑張り

 ます。。。 

 

 

 

 



 

①やはり外国に行くのですから、何はともあれ言葉がうまく通じな

 いことが大変でした。 

 一番つらかったことは、現地に到着したは良いが、寮のカギがも

 らえず自分の部屋に入れなかったことです。その時はなんて説明

 すれば良いかもわからず、かなり困りました。 

②言葉に関しては話してて何を喋っているのかわからなくても、積

 極的に話して理解しようとしたことと、自分が落ち着ける空間を

 作りました。 

 トラブルに関しては、もしトラブルが起きたらどうすれば良い 

 か、落ち着いて考え、どこに連絡すれば良いか確認し、助けを求

 めました。 

③ホームシックにはなっていないです。 

④留学してから生活が変わり、忙しくなったため、ホームシックに

 はなってないです。 

⑤一番良かったことは、友人が出来たこと。一番安心したことと言

 っても良いかもしれません。楽しかったことは友人と遊びに行っ

 たこと 

⑥まだ 1 カ月しか経っていないということもあるため 8％というこ

 とで(汗) 
 

 
①とりあえず、食べ物です。寮なので自分で作るのが大変。少し主

 婦の気持ちがわかりました。  

②まだ乗り越えてません。。。 今日本食を勉強中。  

③④ホームシックにはなってません。日本のことは思いだします 

 が。。。 

⑤現地の人以外にも、様々な国の人と仲良くなれたこと。日本の文

 化を教えたり、他の国の文化を教わったり。 

 同じフラットの人が気軽に話してくれたこと。不安が一気に消え

 ました。ライブのチケットが安すぎる。 

⑥何％と言われると困りますが、行く前に考えていたよりも、様々

 なものを学べます。今現在だと１０％くらいすかね。笑 

 

 

①僕は今のところはホームステイなので、食事について、あらゆる

 家事においては苦労していませんが、一番大変だったことは、や

 はり外国人登録など難しい手続きを行うことが一番大変だったと

 思います！ただでさえ難しい手続きをさらに英語で行うというの

 は大変だと僕は思いました！ 

 後は年上の人が多いことですかね！話が合わないことが多々あり

 ます！ 

②何としてでも会話について行けるように、集中して聞く！ 

 それぐらいしかないと思います！その辺りは自分でうまく乗り越

 える！ 

 もし最近の出来事などを話しているようであれば、新聞を読むな

 ど！ 

③はい！ 

④これはすごい難しいと思います！ 

 連絡を取り合うなど、電話をするなど！ 

 後はもうどうにかしてポジティブに考える！といっても限界があ

 ると思うので、定期的に連絡を取り合うのが一番だと思います！

⑤楽しかったことは、新しいことを知って、みんなでそのことにつ

 いて話し合ったり、共通して何かを得た時です！ 

⑥目標は TOEIC で 630 点以上を目指すことだったんですけど、目標

 が高すぎました笑 

 それに向かって実行しているのは、６５％くらいだと思います！

 

 

 
①やっぱりまわりにいいたいことがなかなかうまく伝わらないのと、

 それに対しての劣等感というか自己嫌悪のようなものがつらかった

 です。今もまだまだそういうこともありますが・・・ 

②もう悔しい気持ちをばねにしてがんばるしかないし、やればやった

 分だけ自分のためになって身につくのでポジティブに考えるように

 しました。 

③なりました。でも最初の２～３日だけです。 

 最初、パソコンのネット接続がわからなくて連絡手段などもなくこ

 の世界に一人取り残されたような気分でした。笑 

 そしてなんとか日本にいるお母さんの声が聞けたときには泣いてま

 した。笑 

④２～３日すると少し寂しい気持ちはありましたが、なれたようでい

 つの間にか平気になりました。 

 今は全然帰りたくないです。 

⑤一番は他国の友達ができたことです。 

 新しく友達を増やす機会があるのでパーティーにさんかすることは

 はいいと思いました。 

⑥明確なものはわからないです。今はただ他国のともだちつくって毎

 日楽しく過ごせればいいです。 

 

 

①大変だったことは、交通機関を利用するとき使い方が全然違うし、

 日本みたいに時間できっちり動いてないし、頻繁に動いてないので

 不便なことです。日曜日は特に、バスがあんまりないので時間はあ

 っても交通機関が限られて思うように出かけられないことが大変で

 す。 

②とにかく、自分でバスの運転手に聞くなり、周りの人に聞くなり、

 ホストファミリーに電話したり、とにかく自分でできることは実行

 してなんとかしました。 

③ホームシックにはなってません。日本の家族とそっくりで、全然違

 和感がなく、毎日楽しんでます。 

④たまに、日本の家族とスカイプしたりしてるので、平気です＾＾頻

 繁にポストカードも親に送っているので＾＾  

⑤一番良かったことは留学が始まって今までの私でも留学終って日本

 にいる私でも、同じ答えだと思いますが、やはり一番はこの 

 ホストファミリーに出会えたことです＾＾ 

⑥スポーツを通して、コミュニケーションを沢山とれるようにしてま

 すがまだまだ目標にはほど遠いので４０％で！！ 

 

 

①ヒースロー空港に着いたとき、ホストファミリーになかなか電話が

 つながらなかったことです。半分泣きそうになってました。笑 

②何回も電話して、一度留守番電話に入れたのですが、最後にもう一

 度かけたら出てくれたので、なんとか助かりました。 

③④特にならなかったです。 

⑤色々な国の友達ができたことです。授業の後はいつも一緒にお昼を

 食べたり、街に遊びに行ったりする何気ない日常がとても楽しいで

 す。後、家やパブなどで、ヨーロッパサッカーを LIVE で観られる 

 のが嬉しいです。 

⑥友達はできたのですが、まだ英語が上達したとあまり実感できてな

 いので、３０％くらいです… 

 

 

①空港に着いた時にホストファミリーが電話に出なかった時。 

②留守電にメッセージを残す。 

③④特になってない。 

⑤いろんな国の人と話す事が出来たり、観光が出来たこと。 

⑥10%くらい 
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①言葉の壁。 
②時が解決。 
③まだホームシックにはなっていません。 
④なったとしても寝ればなおると思います。 
⑤色々な人達に知り合えて、友達になれたこと。 
⑥５０％ 

 

 

①夏休みの旅行に行く飛行機が天候悪化で遅れてキャンセルまちで

 最終便まで乗れなかったこと。夕方にはつくはずだったが夜中に

 なった。 

②空港内にある HELPLINE でチケットをとりなおして目的地へ行く 

 飛行機のゲートを往復し、アナウンスを聞きながら待機してい

た。 

③はい。 

④パソコンから友人などに電話をしたり、手紙を書いたりしまし 

 た。 

⑤困ったときにはひとりで解決しようとしなくても声をかけたら多

 くの人が手助けしてくれることに気づいたこと。 

⑥20％くらい、何か本当にどうしようもなく困ったときに人に聞く

 ことにためらうことがなくなっていたことに気づいた。 

 

 

①留学して一番大変だったことはほかの国の人との文化の違いとか

 でイライラしたり悩んだりしました。 
②お互いの意見を言って、自分の国が基準という考えを消して、こ

 こはアメリカだから異文化を学ぶ感じで努力してる。 
③ホームシックにはならないけど日本食がすごく恋しくなりまし 

 た。 
④日本食が売ってる店に食材を買いに行って自分で作ったり送って

 もらった。 
⑤友達が次々にできていくことが一番うれしい。 
⑥３５％ 日本人の人とどうしてもいる機会が多いから次のセメス

 ターには帰国までなるべく日本人といないように努力しないと意

 味のない留学になると思う。 

 

 

①今までで一番大変だったことはルームメートが合わなかったこと

 です。夜中に彼氏を連れてきたり、宿題をやっているのにテレビ

 の音がうるさかったり何かと大変でした。 

②ポジティブに考えてあまり深く考えないようにしました。 

 だから最後のほうは彼氏が来てもなれちゃいました。 

③ルームメートのことで大変だったときなりました。 

④skype で家族と話したりしました。 

 あと、友達といるとホームシックも忘れられるのでできるだけ友

 達といました。 

⑤一番つらかったことはルームメイトで、楽しかったことは友達と

 みんあで遊んでいるときです☆ 

⑥目標はまだ 30%ぐらいしか達成できてません（＞＜） 

 

 

①こっちにきてすぐひどい風邪を引いてしまったこと（フルじゃな

 いです） 

②日本からもってきてた薬を飲んでたけど良くならなかったので、

 学校内の病院に行きました。はじめは薬が自分の身体に合うのか

 心配だったけど、その後体調もよくなってお金も安く済んだので

 よかったです。 

③はい 

④日本にメールや電話をしました 

⑤日本人以外に仲の良い友達ができたこと、週末にいろいろな所に

 いけたこと 

⑥まだまだ達成できてないと思います 

 

 

①特になし。 

②授業に集中していたので考える暇がありませんでした。 

③なったのかな？多分なってないです(笑) 

④周りの状況には自然と慣れていくので、目の前のことに一生懸命

 取り組むのが良いと思います。 

⑤沢山の優しさに触れることができた。男女かかわらず色々な国、

 現地の学生とお話しているので毎日楽しいです。 

⑥まだ３０％くらいです。英語力が上がったという実感がまだあり

 ません。ただいろんなことに挑戦しようと思うようになりまし 

 た。イベントがあれば行くようにしているし、現地の学生さんに

 頼んで会う回数を増やしてもらったり、以前より積極的になった

 思います。 

 

 

①I can hardly understand English in class, so what should I 

do now? But everyone in class understands what teacher says, 

so I am lonely now. 

②I am still thinking how to get it over. 

③Yes, of course. Because I can't understand and speak 

English well, so I always wanna come back to Japan. 

④I didn't still get it. Please tell me how to do. 

⑥30%,I think. Because I can speak English a little. but I 

have accustomed myself to the cold weather. 

 

 

①財布すられたあとの手続きとかも大変だったんですけど、１番は

 Ｊリーグが見れないことです。 
②まだ乗り越えていないですが、来週スタジアムでフットボールを

 みることができるので、楽しみです。  
③④ホームシックにはなってないです。  
⑤一番良かったことは本場のフットボール文化に触れられることで

 す。  
⑥まだ２０％くらいです。 

 

 

①②まだ特にありません。たぶんこれから起こると思います 

③現地に着いてから２日間はずっとホームシックでした 

④環境に慣れたり、学校が始まってからは、充実して徐々になくな

 っていきました 

⑤他国の人とコミュニケーションをとれた事がよかったです。 

⑥まだ１０％くらいしか実行できていないです 
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①英語ができないので人と話せない。日本の時のような友達がいなくて 

 つらい。飯がマズすぎる。働けないので収入源がない。 一番は友達が 

 いない、働けないです。 

②乗り越えられていません。 

③ホームシックには全くなりません。悩みが解決すれば帰りたくないで 

 す。 

④今後もならないと思います。 

⑤特に思い当たりません。友人とお金があれば変わってくると思います。

⑥達成できてるとは言い難いです。自分は期間が短いので今以上に勉 

   強等に打ち込みたいと思います。 

 

 

①日本を離れて３週間しか経っていませんが大変だったことは、友

 達を作る難しさを実感した！！ヨーク大学は、サウジアラビアの

 人が半分近く英語を学んでいる為国同士で母国語を話して固まっ

 ているのでなかなか声が掛けにくいことに苦労しました。 
②そのことから乗り超えるために自分から声をかけようと努力し 

 た。 
③④ホームシックになっていません。 
⑤今まで良かったことは、ニューヨークの旅行が楽しかったです。

 

 

①②学校初日にバスの乗り方と行き方がわからなくなって大変だっ

 たことです！ 

 ホストマザーに教えてもらってはいたんですが、勘違いをしてい

 てバス停を間違え、全然違うバスに乗ってしまいました・・・ 

 来て２日しかたっていなくて学校への行き方もバスの乗り方も言

 葉もわからない中で、親切にもいろいろと教えてくださった方の

 おかげで行けたんですが、着いてからも校内で迷ってしまい、ま

 たも別の親切な人に連れて行ってもらいました、 

 しかもその日はテストがあって、時間も迫る中でのことだったの

 でさらに焦って泣きそうになりながら学校に行ったのを覚えてい

 す。 

③④ホストの方がとても良い人で、親切にしてくださっているおか

 げか、まだホームシックにはなっていないです！ 
⑤スクールトリップでナイアガラの滝に行ったのがとても楽しかっ

 たです！色んな人と会話出来たし、いろいろ得るものも多かった

 ので★ でもまだ来て１ヶ月もたっていないせいか、あまり色ん

 なところには行けてないのでこれから色んな思い出がつくれたら

 良いなと思っています！ 
⑥自分の中で決めた目標は常に意識して生活しています！ 
 でもこっちで出来た友達の話を聞いてると、自分の考えはまだま

 だ甘いんだなあと思うし、色んな指摘もしてくれるのをトータル

 して 30％くらいかなと・・・目標を達成出来るように努力した 

 いと思います！ 
 

 

①中国到着直後に韓国人に取り込まれ韓国語まみれになり、大学の

 諸説明でさえ韓国語で説明されたこと。一言も分からなかったの

 で一番つらかったです。 

②英語を使って周りの人とコンタクトをとったり責任者の携帯に電

 話したりして切り抜けました。 

③④ホームシックには今のところなっていません。 

⑤長春で大衆向けの笑いあり、歌あり、踊りあり、雑技ありの劇を

 みたこと。本当におもしろかったです。 
⑥留学前に書いた目標はＨＳＫ高級を狙うと書きましたがそれの達

 成率は０％だと思います、まだ試験を受けていないからです。 

 

 

 

①最初の頃は、休み時間や放課後に同じ国の人同士で集まっていろ

 いろな言語が飛び交っていたので、なかなか輪に入れずにに戸惑

 っていた。 

②まずはクラスメイトに話しかけて授業中に日本語を教えたり、ス

 クールトリップの時などにも積極的に行動を共にした。 

③YES! 

④親や日本にいる友達に電話をして近況報告をしました。 

⑤日本以外の国の人と英語でコミュニケーションがとれて、同じタ

 イミングで笑えると、自分の意思と英語が伝わってる実感がして

 最高です！ 

⑥５０％ぐらいしか・・・ 

 

 

①英語でのコミュニケーションをとることの大変さと改めて痛感し

 ました。 

②こっちには英語をうまく喋れる人が学校にも多いので最初はつら

 い思いをしましたが、今ではそれを逆手にとってなるべく日本語

 を喋れる知り合いと避けてうまく喋れる人（ネイティブの人）と

 わからなくても喋ろうという努力をしてます。 

③なりました。大体こっちにきて２、３週ごろから４、５週あたり

 まで日本が恋しいと多々思っていました。 

④その時期は家族とスカイプで毎日やり取りしてました。 

 アドバイスやら日本での様子など、あとはこっちでの状況なんか

 を話ていると自然と落ち着いてきましたね。家族のおかげです。

 あと日本の友達とメールしているとよけい辛くなる気がしたので

 止めました（笑） 

⑤やりたいことがやれていること。日本だと時間を気にして生活し

 ていますが、こっちではあまり気にしなくなりました。昼も長い

 ので一日がいい意味で長く感じます。 

 あとは異国の友達が出来たこと。日本に興味のある友達が居るの

 で、話の話題には事を欠きません。ただ、まだ異国の友達と遊ん

 だことがないのでどこか行けたらなと思っています。 

⑥約３０％。まだまだ語学も下手ですし、やりたいことをやり切れ

 てない気がします。残りの約７０％を出来るだけ減らせるよう努

 力したい。 

 

 

 

①やはり中国に来たばかりの頃が一番大変でした。その時はまだ中

 国語も全然話せなかったし、英語もできないので、先生が言って

 いる中国語や英語がまったくわかりませんでした。あの時は本当

 に苦労しました。 

②毎日授業を受けているうちに、自然とわかるようになりました。

③中国に来たばかりの頃はよくなりました。今でもたまにすごく家

 に帰りたいと思う時もありますし、このままずっと中国に居ても

 いいと思う時もあります。 

④中国語をマスターして日本に帰るんだという気持ちを強く持ちま

 す。 

⑤嬉しかったことは、授業で習った文法や単語が中国人の人と話を

 していて、自分の口から自然に出でくる時もあります。その時は

 自分の中国語も毎日少しずつレベルが上がっているのかなあと思

 うので、すごく嬉しくなります。今は昼食を食べた後、クラスメ

 ートの家に行って DVD を見たり、一緒に卓球やビリヤードをする

 のが楽しみです。 

⑥今は 15％ぐらいです。 
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  イースターについて・・・ 

私はおじいちゃんとお母さんからウサギと卵のチョコレート 

をもらいました！！チョコレートを食べる時、チョコレートの 

中身が空洞になってるので、割って食べなきゃいけないんですが、 

割るためにふざけて私の頭を使われました！！！笑 

私もホストマザーの頭を使って割ってたべましたけど！笑 

  前の日に現地であった先輩に家族にイースターのときチョコを 

あげるといいよ！ってアドバイスをもらって、おもちゃが入った 

卵の形のチョコをあげました！！ 

 イースターホリデーはオーストラリアの人には特別なもので、 

みんな楽しみに待ち望んでる感じでした。イースターの日は 

お店もあんまりあいてなくて、前日の夜から休みいっぱい旅行 

に行く人が多いらしいです。：ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ﾌﾘﾝﾀﾞｰｽﾞ大学 I さん 

 

欧米の祝日について・・・  4 月 12 日（日）はイースター（キリストの復活祭）という祝日で、4 月 10 日（金）は

Good Friday（聖金曜日）と呼ばれ、この週末は 3 連休だったとのこと。 
 キリスト教では、クリスマス同様非常に大切なお祝いの日です。 

イースターレポート 

 

！ 
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アメリカは今日 Easter です。 
ボビーさん(ﾎｽﾄﾌｧｰｻﾞｰ)がウサギ

のケーキを作りました。結構大き

いです。：米国ｶﾘﾌｫﾙﾆｶ州立大学ｻ

ｸﾗﾒﾝﾄ校 T さん 

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ﾏｯｾｲ大学 
U さん提供 

米国ｶﾘﾌｫﾙﾆｶ州立大学ｻｸﾗﾒﾝﾄ校 
M さん提供 

  私のクラスではイースターサンデーの週にイースターで使われる卵の

装飾を実際に体験しました。それぞれがゆで卵を持参して卵に色をつ

け、ラッピングをし、シールで飾りつけなどの体験をして楽しみまし

た。これは子どもたちがエッグハントと呼ばれる卵探しのゲームで使う

ものでその後、エッグハントをも体験しました。教室のある建物の周り

に約 60 個もの卵が隠れていてそれを探すというものでした。カプセル

型になっている卵にはお菓子が入っていて宝探しのようで楽しかったで

す。笑 
 アメリカの学生にはキリスト教ではイースターはイエスが生まれ変わ

った日なのでイエスの誕生日であるクリスマスと同じような、でもクリ

スマスよりちょっと小さいお祝いするのだと聞きました。そのためイー

スターが近づくとスーパーには本当に小さなクリスマスが来たようにお

菓子とケーキおもちゃの詰め合わせが並んでいて少し驚きました。 

：米国ﾐｼｼｯﾋﾟｰ州立大学 Aさん 

 イースターは小さい子向けのお祭りだと思うんですけ

ど・・・アメリカにはエッグハンター専用の卵につけるキ

ット？絵の具？みたいのが売ってます！！私たちも実際に

卵を探したけど、お菓子などたくさん用意してくれて楽し

かったです！！たぶん日本で言う節分だと思います！！ 
 たしか、イースターはキリスト教の行事で、この日は家

族で教会に行くんですが、この日だけ、女の子は新しいド

レスを着ていって、おめかししていくみたいです！！その

日は、教会に来た女の子のファッションショーを教会で行

うみたいでかなりみんな気合いを入れていくみたいで

す！！ただし、これも小さい女の子限定みたいです！！ア

メリカにとってはとても大きな行事の一つだとおもいま

す。：米国ﾐｼｼｯﾋﾟｰ州立大学 Eさん 

 夜、歩いていたら現地の人がドレスアップしていてすごくきれいでしたよ

♪この日は、みんな新しいドレスをきてファッションショーみたいになるら

しいです！ 

 昨日はH先輩とS先輩の友達にコロンバスまで連れてってもらいましたがイ

ースターでどこのお店もしまってました（＞＜）でも中華料理を食べて帰っ

てきたのでおいしかったです☆：米国ﾐｼｼｯﾋﾟｰ州立大学 Yさん 

米国ｶﾘﾌｫﾙﾆｶ州立大学ｻｸﾗﾒﾝﾄ校 

T さん提供 

米国ｶﾘﾌｫﾙﾆｶ州立大学ｻｸﾗﾒﾝﾄ校 K さん提供 

イースターの体験談についてなんです

が、私は学校のすぐ近くにある小さな

教会に行って歌を歌ったり、食べ物を

食べたくらいでそれほどイースターと

いうものを体験はしませんでした。: 

米国ｵﾚｺﾞﾝ州立大学 S さん 

朝起きたらベッドにウサギと卵の

チョコがおいてありました！ 

：ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ﾏｯｾｲ大学 F さん 

米国ﾐｼｼｯﾋﾟｰ州立大学 Aさん提供 
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米国ｶﾘﾌｫﾙﾆｶ州立大学ｻｸﾗﾒﾝﾄ校 M さん提供 

英国ﾘｰｽﾞ大学  K さん提供 

－編集後記－ 
 楽しいこと、困ったことなど、学生一人ひとり貴重な体験

を毎日しています。何より、元気で無事に、できる限りの冒

険をして、いろんな意味で成長してきてほしいと願いなが

ら、留学先から送られてくる学生のメールを、わくわく、どき

どきしながら楽しみにしています。 
（国際教育センタースタッフ一同） 

明星大学 国際教育センター  

〒191-8506 東京都日野市程久保 2-1-1 23 号館 407 室 

TEL: (042) 591-5176 

FAX: (042) 591-5733 

E メールアドレス:office@flc.meisei-u.ac.jp 
Web サイト: http://www.meisei-u.ac.jp/ 
ご感想、ご意見、またはご要望などございましたら、E メールアドレスまでお寄せ下さい。 

中国黒龍江大学 K さん提供 

旅行先の長春

にて熊と！ 

現地レポート！ 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ﾌﾘﾝﾀﾞｰｽﾞ大学 I さん提供 

英国ｸﾞﾛｽﾀｼｬ大学 K さん提供 

ﾊﾟﾌﾞでサッカ

ー観戦しなが

ら乾杯！ 

米国ｶﾘﾌｫﾙﾆｶ州立大学ｻｸﾗﾒﾝﾄ校 
        T さん提供 

ﾎｽﾄﾏｻﾞｰに

言われ、

初めて作

った、自

分のﾊﾞｰｽ

ﾃﾞｰﾊﾟｰﾃｨ

招待状！ 

多くの学生が、現地での様子を写真付きで送ってくれています！ 

米国ｵﾚｺﾞﾝ州立大学 N さん提供 

ﾗﾝｹﾞｰｼﾞｾﾝ

ﾀｰの学生

とﾌｯﾄﾎﾞｰ

ﾙ！ 

ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ﾘﾑﾘｯｸ大学 H さん提供 

留学生のみなさん、また現地のレ

ポートや写真待っています！ 

次回もお楽しみに！ 

米国ｶﾘﾌｫﾙﾆｶ州立大学ｻｸﾗﾒﾝﾄ校 E さん提供 

友達のﾊﾞｰｽ

ﾃﾞｰﾊﾟｰﾃｨ

で。 

英国ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ大学 U さん提供 
ｶﾅﾀﾞ ﾖｰｸ大学 M さん提供 

ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞﾅｲ

ﾄに行って来

ました！ 

ﾎｽﾄのﾎﾞﾋﾞｰ

さんがﾊﾞｰｽ

ﾃﾞｰﾊﾟｰﾃｨを

してくれ

た！ 

ﾖｰｸで日本語

を学んでい

る学生と。 
ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰと

LA へ旅行！

 
これまでに届いた中から、ほんの少しですが、ご紹介いたします。 
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