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入学式　於：三原国際外語学院　13.04.09
４月度生として、中国
ベトナム・シンガポー
ル・ミャンマー・タイ
バングラデシュ・ネパ
ールの7カ国から新入生
を迎え入学式を行いま
した。新入生代表の任
艦航くんが宣誓をし決

意を新たにいよいよ留学生活のスタートしました。三原
で有意義な留学生活が送れるよう頑張りましょう。

お花見　13.04.16
学校のそばの河原で新入
生歓迎のお花見をしまし
た。満開の桜が新入生た
ちを待っていてくれ、桜
餅をいただきながら日本
の桜を
楽しみ

ました。新入生は緊張が今年のフォトコ
ンテストで一位に選ばれた作品です。☞
校庭のさくらんぼ　13.05

校庭のサ
クランボ
が今年もたくさん実を付
け、皆で収穫しました。
自然の恵みを美味しく頂
きました。

ソロプチ交流会　於:三原国際ホテル 13.05.15
今年も国際ソロプチミス
三原主催の交流会にお招
きいただき日本舞踊を鑑
賞させていただいたり、
日本の歌を教えていただ
いたりと、楽しく交流さ
せていただきました。 

授業風景　13.05～07
新入生も学校生活にな
れ、毎日元気に勉強に
励んでいます。来春進
学予定の学生たちは進
学説明会に参加しまし
た。6月には日本留学
試験７月には日本語能
力試験を控え、少し緊

張感を持って取り組んでほしいも
のです。
七夕幼稚園訪問13.07.03　
於：皆実みどり幼稚園
皆実みどり幼稚園を訪問し園児た
ちと、短冊に願いを込めて笹飾り
に飾り、七夕の歌などで交流しました。園児たちの可愛
い笑顔に癒されて、楽しい一時を過ごしました。

交通安全・防犯教室　13.07.10　
三原警察のご協力で交通
安全と防犯教室を開催し
交通ルールや生活での注
意などをご指導いただき
ました。安全に留学生活
を送れるよう交通安全と
防犯に心がけましょう。

三　原　国　際　外　語　学　院　　留　学　生　友　好　会

Mihara International Academy of Language

予定
7月17日   第１回交流会
7月2０日～8月19日 夏休み
8月9日   やっさ祭り参加
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総会・第1回交流会　13.07.17 
於：フォレストヒルズガーデン 

広島空港近くの緑に囲まれたフォレストヒルズガーデン
にて、今年度の友好会第1回交流会を総会とあわせて行

いました。バスでの移動のためいつもより多少大変でし
たが、さわやかな初夏の空気を満喫でき、学生も喜んで
いました。交流会では、留学生によるパフォーマンスの
他、この夏のやっさ祭りに参加するために、三原やっさ
踊り保存会の方々にお越しいただき、踊りを教えていた
だきました。この4月に就任された天満市長にも率先し
て盛り上げていただき、留学生たちも意外に上手にステッ
プをふみ、笑顔いっぱいの交流会となりました。 
沼田本郷夏祭り　13.07.20 

本郷国際交流協会の皆さんに
夏祭りにご招待いただきまし
た。民族衣装で交流会に参加
させていただきました。なん
だかハローウィンのようです
ね。 
三原やっさ祭り　13.08.09 
交流会でのやっさ踊りの練習
の成果を試す日がきました。日本の祭りは初体験。踊り
は、かなりカスタマイズされているようでしたが、本人
たちはとても楽しそうでした。地域のイベントに参加す
る機会を多くしたいのですが、時間と費用的な問題もあっ
て難しいだけに、友好会のご支援にはとても感謝してお
ります。 

研修クラス開始　13.09.04 
今年も福山市の企業のタイからの研修生を迎え、３ヶ月

の短期日本語クラスをスター
トしました。しっかり日本語を学
んで、日本でいい研修ができるよ
うに頑張ってください。 
10月期入学式　13.10.07 
10月期の新入生を中国、ベトナ
ム、バングラデシュ、タイから迎

え、入学式を行いました。
新入生代表で中国の易峰くんが宣誓をし、日本での留学
生活のスタートを切りました。オリエンテーションでは、
先輩たちが大活躍でした。 
10～11月　授業風景 
新入生もようやく学校生活に
慣れてきました。11月になれ
ば、検定対策時期を迎え、と
ても慌ただしくなりますが、
頑張ってほしいと思います。

Mihara International Academy of Language

予定 
12月1日（日） 日本語能力試験 
12月6日（金） 後期中間試験 
12月10日（火） 如水館高校との交流会 
12月11日～21日 シンガポール国立大学短期日本語研修 
12月14日（13日）～1月5日 冬休み



MIAL Education Newsletter

 2013年11月～2014年２月 会報 Volume Ⅲ

第２回交流会　13.11.19　於：三原国際外語学院
秋入学の新入生と短期コースのタイ
からの研修生も参加した第2回交流
会。恒例となった母国料理は今年
も学生たちが腕によりをかけて協
力して作りました。和やかな雰囲気
で緊張気味の新入生たちも少し打
ち解けられたようです。

短期コース修了式  
13.11.19

短期コースで研修を行ったタイ 
の学生たちが修了を迎えまし 
た。一足早く修了する彼らを在 
校生みんなで見送りました。

如水館高校との交流会 13.12.10
如水館高校を訪れ、日本の高校生た
ちと楽しい一時を共に過ごしまし
た。高校生たちに校内を案内しても
らい授業などを見学して、高校生活
がしばし体感できました。留学生た
ちからも出身国について紹介し、意
見交換では若い高校生たちの好奇心
に少し押され気味になりながらも笑
顔いっぱいの交流となりました。日本の高校生は彼らにい
い刺激を与えてくれたようです。
節分 豆まき13.02.03
「鬼は外、福は内」豆まきで邪
気を払い、いい一年となるよう
年の数だけ豆をいただきまし
た。

フィ-ルド・トリップ   13.02.14 宮島・厳島神社
今年は宮島へのフィールド
トリップを行いました。広
島県と言えば日本三景の
「安芸の宮島」、聞いた
ことはあってもなかなか
行く機会がなかった学生
が多く、思い出深い一日
となりました。ガイドの

方に宮島についての説明をし
ていた だき、厳島神社では、
熱心に願い事をしたり、大鳥
居を バックに記念撮影をした
りと、日本文化に触れるいい
機 会となったようです。
校内スピーチコンテスト 
14.02.19　

日本語学習の締
めくくりとし
て、今年も校内
スピーチコ ンテ
ストを行いまし

た。この春、卒業を迎える学生たち が、一人一人日本で学
んだことや体験などについて日本語で発表しました。先輩
たちの堂々としたスピーチは後輩たちにもいい励みになっ
たようでした。。
卒業記念三原だるま作り  14.2.19

卒業生たちは、
三原での勉強も
残りわずかとな
りまし た。留

学生活の締めくくりとなる卒業
試験を控え、最後 までもう一
息、頑張っています。

三　原　国　際　外　語　学　院　　留　学　生　友　好　会

Mihara International Academy of Language

予定
3月  1日（土）　　 　卒業式・第３回交流会
2月22日～4月7日　 　春休み（10月生3月7日～）
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卒業式　14.03.01　於：三原国際ホテル 

平成24年度卒業式が行われ、7カ国31名の留学生が三原
での留学生活を終え、卒業を迎えました。卒業生を代表
して任艦航くんが謝辞を述べ、校長より一人一人に卒業
証書が手渡されました。来賓の皆さんや在校生たちに祝
福され卒業生たちは晴れやかな笑顔を見せていました。 
第3回交流会　於：三原国際ホテル 

卒業式に続き第3回
交流会を行い、卒
業生を囲んでの交
流会はゲームなど
で温かく思い出深

いものとなりました。今年度の優秀賞に任くん、皆勤賞
に王さんが選ばれ、校内スピーチコンテスト入賞者パス
カルさんらとともに表彰を受けました。今年度も卒業生
への記念品として三原だるまが
友好会から贈られ、卒業生たち
はお世話になった会員の方々に
感謝の気持ちを込めてお花を手
渡しました。三原での経験を生
かしてこれからも一層励んでく
れることと期待しています。 
外国人留学生によるスピーコンテスト  
14.03.02　於:福山市立大学　 
福山で行われる恒例の広島県東部の留学生スピーチコン

テストに本校代表のパスカルさ
んが出場し、日本の印象や将来
の夢について発表し、奨励賞を
受賞しました。スピーチを終え
多くの方に激励の言葉をいただ
きいい経験となったようです。 

卒業生、大学生研修などの来訪　 
今年も懐かしい来訪者を迎えました。友好会第1回親善
ツアーで訪問した初年度留学生の出身校中国吉林省東北
師範大学の穆先生と洪先生が20年ぶりに来訪されました。
また、卒業生の皆さんも三原を訪ねてくれました。日本
への出張途中に来訪してくれた中国山西省からの王小華
くんほか、日本での就職や転勤などの節目に訪問してく
れました。今年はシンガポール国立大学日本研究科から
日本語短期研修に大学生たちも迎えました。 
☟東北師範大学穆先生,洪先生☟シンガポール国立大学 

☟1998年度卒業生王くん ☟2008年度卒業生張さん 

☟2004年度卒業生姜さん　2004年度卒業生孫くん☟ !

2012年度卒業生 
ヒューくん☞　　　　　 
入学式 14.04.08 
7カ国(中国,ベトナム,バング
ラデシュ,タイ,シンガポール,
ミャンマー,ネパール)からの
学生を迎えました。どうぞ、
よろしくお願いいたします。

Mihara International Academy of Language


