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入学式　於：三原国際外語学院　14.04.08 

中国・ベトナム・タイ・
シンガポール・ミャン
マー・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
で中国出身の王海蘭さ

んが宣誓をし、留学生活のスタートをきりました。それ
ぞれの目標に向かって一歩ずつ進んでいきましょう。 
お花見　14.04.11 

今年も河原の桜が新入生
たちを待っていてくれ、
何とかお花見ができまし
た。あいにくのお天気で
したが、新入生たちは初
めての日本の桜に感激の
様子。桜餅をいただきな
がら日本の桜を楽しみま

した。今年もフォトコンテスト
を実施。桜をバックに思い思い
にシャッターをきっていました。
一位に選ばれた作品です。☞ 
校庭のさくらんぼ　14.05 

楽しみにしていた校庭のサクランボ…
今年もたくさん実を付けていたのです
が一歩違いで鳥たちに先を越されてし
まいました。来年までおあずけです。 

ソロプチミスト交流会　於:三原国際ホテル 14.05.21 

今年も国際ソロプチミスト三原の皆さんに交流会にお招
きいただきました。新入生たちは初めての交流会に少し

緊張の様子でしたが、折り紙や日本の歌を教えていただ
き、楽しく交流させていただきました。毎年ご支援をい
ただき、楽しい一時を本当にありがとうございます。 

授業風景　14.05～0６ 

新入生たちが入学して2か月が経ち、皆すっかり日本での
生活にも慣れて留学生活を楽しんでいるようです。継続
生たちも先輩になり少し頼もしくなってきました。７月
に日本語能力試験を控え、毎日元気に勉強に励んでいま
す。非漢字圏の学生が増えて、漢字クラスも賑やかに。
漢字に苦戦しながらも大変熱心に取組んでくれています。
6月中旬に前期中間試験を終えようやく一息です。 

第1回進学説明会　14.05.29　 
来年進学予定の学生たちの
ための第1回進学説明会を
実施しました。まだまだ先
のことと思っていた学生た
ちも受験生の自覚が少しは
出たでしょうか。目標を定
めてがんばりましょう。

Mihara International Academy of Language

予定 
6月27日   第１回交流会                     
7月2日　　　　　　　　七夕皆実みどり幼稚園訪問 
7月2０日～8月19日 夏休み       
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総会・第１回交流会14.06.27 
於：フォレストヒルズガーデン 
今年度の第1回交流会と総会を
広島空港のそばにあるホテルで
行いました。郊外の会場へはバ
スに乗ってすっかり遠足気分。
新入生を迎えての交流会は、初めての経験に留学生たち
は少し緊張した様子を見せていましたが、日本語の歌の
パフォーマンスなどでなごやかな楽しい一時となりまし

た。総会では、活動報告と
役員改選が行われ、新会長
に角張幹事, 副会長に坂元
幹事, 吉池幹事が選ばれま
した。活動内容について熱
心な審議が行われました。 

七夕幼稚園訪問  14.07.02　於：皆実みどり幼稚園 

幼稚園の七夕行事に参加させていただきました。子供た
ちと一緒に歌を歌ったり、国の紹介をしたりと、小さな
日本語の先生たちとの交流を楽しみました。短冊に託し
た願いが叶いますように。 
交通安全教室  1４.07.14 
夏休みを前に三原警察署から
講師にお越しいただき、交通
安全と防犯について指導して
いただきました。事故なく安
全に留学生活を送れるようしっかり注意しましょう。 !三原やっさ祭り  14.08.08 
揃いのはっぴで夏祭り。まさに『日本の夏』今年も三原
やっさ祭りに参加しました。事前練習で踊りも、ばっち
りのはずが、今年はあいにくの大雨…。でも、雨の中、
元気いっぱい最後まで踊りました。ずぶ濡れのやっさ祭、
忘れられない楽しい夏の思い出になりました。 

10月期入学式  14.10.07 
10月期の新入生を迎え、入学式を行いました。新入生代
表でシンガポールのTANさんが宣誓をし、日本での留学
生活のスタートを切りました。新入生と研修生も加わり
９カ国からの留学生が揃い、少しにぎやかになりました。

進学説明会  14.10.20 
関東,関西地区からの大学専
門学校を迎えての進学説明
会を実施しました。直接各
校の先生から話を伺い,気持
ちを新たに、検定や進学に
向けてラストスパートです。 
新入生もようやく学校生活に慣れてきました。会員の方
から野菜とお米の差し入れをお届けいただき,寮生皆で分
けて美味しくいただきました。ありがとうございました。

 

予定 １２月 ７日（日）　日本語能力試験 
　　 １２月10日（水）　後期中間試験 
       １２月11日（木）　如水館高校との交流会 

Mihara International Academy of Language
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第２回交流会　14.11.21　於：三原国際外語学院 

10月期の新入生を迎えて、第２
回交流会を行いました。新入生
は初めての交流会で少し緊張し
た様子でしたが、会員の皆さん
に温かく迎えていただいて、和
やかな雰囲気の中、研修コース
のタイの学生も加わり、クイズ
などで楽しい一時を過ごしまし
た。今年も留学生たちが力を合
わせて作った母国料理もテーブ
ルに並びました。今年のメニュー
は、ベトナムの生春巻きとバン
グラディシュのカレー。みんな
で教え合いながら、心を込めて

作りました。お味のほうはいかがでしたでしょう。 
短期コース修了式  14.11.28 
研修コースのタイの学生たちが日本
語の学習を終え、一足先に修了を迎
えました。三原で学んだ日本語をこ
れから始まる技術研修で生かして頑
張ってください。 
如水館高校との交流会14.12.11 
如水館高校を訪問し、高校生たちと交
流を持ちました。クラブ活動にも飛び
入り参加させてもらい、歌や演奏に迎
えられ、若い高校生たちの生き生きと
した姿に終始圧倒されたようでした。
高校生たちとの交流は大いに刺激を受

け日本語学
習への励み
にもなった
ようでし
た。日本の高校生活を少し体験でき
て、思い出深い一日となりました。 !

節分 豆まき1５.02.03             
今年も元気に過ごせるよう、みんな
そろって大きな声で「鬼は外、福は
内」豆まきは何だか楽しい！ 

フィ-ルド・トリップ   15.02.13 
広島城・広島平和記念館 

今年は広島へのフィールドトリップを行い、広島城と平和公園、
平和記念館を見学しました。広島城では研究員の方からご説明
いただき、日本の歴史や文化について学びました。平和公園で
は、学生たちが平和への願いを込めて折った千羽鶴を添えて献
花を行い、皆で祈りを捧げました。記念館では、広島の歴史に
も触れ改めて平和について考えるいい機会となりました。 
卒業記念三原だるま作り  15.02.16 

友好会からの卒業記念として、三原だるま作りを体験をさせ て
いただきました。だるま工房から先生にお越しいただき指導を
受けながら慣れない手つきで筆をとり、面相書きに挑戦しまし
た。なかなか個性的な作品が仕上がりました。 
校内スピーチコンテスト 15.02.20　 
この春,卒業を迎える留学生たちの日本語学習の締めくくりとし
て、恒例の校内スピーチコンテストを行いました。留学生活の
中で学んだことからそれぞれテー
マを選び、日本での体験や夢など
について日本語で発表しました。
どの学生も立派にスピーチを終え
て、晴れやかな表情を見せていま
した。来年は後輩たちもガンバリ
マましょう。 

Mihara International Academy of Language

予定 
３月  ７日（土）　　 　卒業式・第３回交流会 
２月2５日～4月7日　   春休み（10月生3月5日～）
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卒業式　15.03.07　於：三原国際ホテル 

三原での１年から２年の留学
生活を終えた8か国３０名の
留学生が卒業を迎えました。
卒業式では、在校生代表HUI
くんからの送辞に、卒業生を
代表して王海蘭さんが謝辞を
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
祝福された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
行いました。卒業生を囲んで
和やかな一時を過ごしました。
今年度の優秀賞に王くん、皆
勤賞に徐くんが選ばれ、校内
スピーチコンテスト入賞者オー

ペイチーさんらとともに表彰を受けました。友好会から
卒業生への記念品として今年も面相書き体験をした三原
だるまを贈りました。卒業生たちから会員の方々に感謝
のお花を手渡しました。卒業生たちにとって、最後の交
流会は感慨深い特別な交流会となったようでした。 
野菜などのご提供　 
会員の方から留学生
に新鮮なお野菜やお
米などを届けていた
だきました。留学生
みんなで分けておい
しくいただきまし
た。ありがとうございました。 

卒業生の来訪　 
日本や母国で活躍中の卒業生の皆さんが今年も懐かしい
顔を見せに来てくれました。1993年度卒業生の曹宇くん
ら、東京や広島など日本で活躍している卒業生のほか、
日本への出張途中に来訪して　☟1993年度卒業生曹くん 
くれたタイからのサドンポン 
くん、シンガポールからイン
ターンシップで再来日したパ
スカルさんなど帰国した卒業
生たちも日本での短い日程の
中、訪問してくれました。 
留学生活のスタートとなった  ☟2000年度卒業生王くん 
この三原の地を第２の故郷の 
ように感じてくれているよ　 
うで、嬉しいかぎりです。 
その一部をご紹介いたします 
☟2004年度卒業生任さん 

2013年度卒パスカルさん☞ 

!
入学式 15.04.08 
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,フィ
リピン)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


