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入学式　於：三原国際外語学院　15.04.08 

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・フィリピンの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
ベトナム出身のヒエンさんが

宣誓をし、留学生活のスタートをきりました。三原での
留学生活が実り多いものになるよう頑張りましょう。 
お花見　15.04.09 

毎年恒例の沼田川土手で
のお花見。三原で一番遅
くまで楽しませてくれる
河野の桜も今年はギリギ
リ。少し葉桜になってい
ましたが、新入生たちと
一緒にお花見が楽しめま
した。先輩たちとの顔合

わせで少し打ち解けた様子で、
桜をバックに思い思いにポーズ
を決めていました。今年もフォ
トコンテストを実施しました。　
学生の作品です。☞ !
ソロプチミスト交流会　於:三原国際ホテル 15.05.20 

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。心のこもった
おもてなしに緊張し
ていた新入生たち

も和やかに交流させていただい
ていました。茶道のお手前や日
本舞踊など日本の文化に触れる
ことができ、楽しい一時を過ご
しました。毎年ご支援をいただ
き本当にありがとうございます。

授業風景　15.05～0６ 

新入生たちも少しずつ日本
での生活に慣れてきました。
6月中旬に前期中間試験を終
えようやく一息です。 
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。今年は短期生をアメリカから迎えました。新
しい仲間と一緒に楽しく留学生活を送っています。 

!
第1回進学説明会　15.05.29　 
進学コースの学生たちは来春の進学を控え、これから少
しずつ受験生として準備を始めます。新年度が始まって
まだあまり実感がないようですが、それぞれの目標が達
成できるようしっかり準備をしていきましょう。

Mihara International Academy of Language

予定 
6月24日   第１回交流会                     
7月1日　　　　　　　　七夕皆実みどり幼稚園訪問 
7月18日～8月24日 夏休み        
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総会・第１回交流会15.06.24 
於：フォレストヒルズガーデン 
広島空港の近くの会場で総会に続
き第1回交流会を行いました。総
会では昨年度の活動報告や今年度の活動についての協議
を行いました。交流会では、新入生を迎えて留学生によ
るバイオリン演奏などでなごや
かな楽しい一時を過ごしました。
恒例のクラス対抗歌合戦では、
それぞれ趣向を凝らした日本語
の歌を披露してくれました。 
七夕幼稚園訪問  15.07.01　於：皆実みどり幼稚園 

幼稚園の七夕の行事に参加させ
ていただき、子どもたちと歌を
歌ったり、国の言葉で遊んだり
して交流しました。短冊に願い
を託して一緒にささ飾りにつけ、

子どもたちの笑顔にみんな元気をもらったようでした。 
交通安全教室  15.07.13 
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
てご指導いただきました。交通
リールを守って安全な留学生活
が送れるよう注意しましょう。 
海の日フェスタ　15.07.19　広島港湾地区 

広島港湾振興協会のお招きで「海
の日ありがとうフェスタ」に参
加しました。港湾施設の見学や
広島港クルーズなどで皆さんと
交流させていただきました。広

島名物もみじ饅頭作りにロープワーク体験とたいへん思
い出深い一日となったようです。 
やっさ祭り・ほんごう夏祭り  15.08 

三原の祭りに参加して、やっさ
踊りや花火に、日本の夏の風物
詩を体感しました。また、今年
もほんごう国際交流協会にご招
待いただいて夏祭りにも参加し、

留学生たちは、夏休み中それぞ
れに日本の夏を満喫したようです。
10月期入学式  15.10.13 
15カ国からの新入生を迎え入学
式を行い、新入生代表でベトナム
のHIEUさんが宣誓をしました。新しい仲間を迎えて、在
校生たちも気持ちを新たに勉強に励んでいるようです。 
進学説明会  15.10.19 
大学専門学校の先生から直接お話
を伺える機会とあって、真剣に説
明を聞いていました。進学の目標
は少し定まったでしょうか。 
如水館中学交流尾道ツアー 15.10.21　尾道 
如水館中学校の国際交流ツアーに
ご招待いただきました。中学生
たちが企画準備して尾道の町を案
内してくれました。中学生の皆さ
んと日本語で交流して日本語の勉
強の励みになったことでしょう。
研修コース修了式15.10.30 
研修コースで学んだタイからの研
修生の皆さんが日本語学習を終
え修了式を迎えました。これか
らの技能研修も頑張ってください。
実りの秋　新入生たちも学校生活に慣れてきました。会
員の方からお米をお届けいただき、留学生みんなで分け
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 ６日（日）　日本語能力試験 
　　 １２月 ９日（水）　後期中間試験 
       １２月10日（木）　如水館高校との交流会 

Mihara International Academy of Language
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みはらフィールドワークツアー　15.11.03　於：三原 

三原市主催のフィールドワークツ
アーにご招待いただき、地域の外
国人の方々といっしょに参加し交
流しました。三原の名所旧跡をガ
イドいただきながら訪問したり、
座禅や三原だるま作りなどの文化
体験をさせていただきました。三

原に住んでいても、なかなか機会のなかった場所を訪れ、季節
を感じながら日本文化に触れることができて、三原の魅力を再
発見できたようでした。すっかり三原の観光大使？になった気
分で、早速SNSなどで母国へ三原の情報を発信したようです。 
三原第２回交流会　15.11.18　於：三原国際外語学院

学校を会場に、第２回交流会を10
月期の新入生とタイからの研修コー
スの学生を迎えて行いました。毎
年恒例の留学生たちの手作り母国
料理は、みんなで協力して作った
中国の水餃子とタイのチキンカレー
でした。他の国の学生たちも教え

られながら慣れない手つきで、一生懸命に作りました。新入生
たちにとっては初めての交流会で、習
いたての日本語での自己紹介などは少
し緊張していたようでしたが、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、ゲームなどで楽し
い一時を過ごすことができました。 
NUS短期日本語研修 15.12.8～於：三原国際外語学院 

シンガポール国立大学の日本研
究科の学生たちが来日し、本校
で短期日本語研修を行いました。
在校生との茶話会では本校の9
か国からの留学生たちと意見交
換をしました。また、高校訪問
やフィールドトリップなどの行

事を通して日本語学習とともに文化体
験をしました。短い期間ながら大変有
意義な研修となったようです。在校生
たちも同じ日本語を学ぶ大学生との交
流は、多いに刺激になった様子でした 

如水館高校との交流会15.12.10 
今年も如水館高校を短期研修の大
学生たちとともに訪問し、高校生
たちと交流を持ちました。留学生
たちがそれぞれ選んだ各国に関す
るテーマについて高校生たちの前
で日本語で発表し、国の文化の紹
介、歌や民族衣装の披露などをし

ました。高校生たちとの交流やクラブ活動見学などで日本の高
校生活を少し体験できて、印象深い
貴重な経験となったようです。 
節分 豆まき16.02.03             
「鬼は外、福は内！」大きな声で皆
そろって元気よく豆まきをしました。
今年も元気で過ごせますように。 
フィ-ルド・トリップ   16.02.12　宮島 

宮島へのフィールドトリップは、今
年は暖かな天候に恵まれました。ガ
イドの方から世界遺産である宮島の
歴史や、厳島神社や五重塔などにつ
いて詳しくご説明いただき、日本の
歴史や文化についても学ぶことがで

きました。バスと船での小旅行は、卒業生たちにも思い出深い
Ⅰ日になりました。 
校内スピーチコンテスト 
16.02.19　 
毎年恒例の校内スピーチコ
ンテストは、卒業を控えた
学生たちにとって日本語の
学習発表の場でもあります。今年も、それぞれが日本での留学

体験から学んだことや文化の違いなどに
ついて日本語で発表し、堂々としたス
ピーチを後輩たちに聞かせてくれていま
した。日頃の学習の成果を発揮できて少
し自信につながったでしょうか。

Mihara International Academy of Language

予定 
３月  5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　16.03.05　於：三原国際ホテル 
平成27年度卒業式
が行われ、7カ国28
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。
卒業生たちは来賓の
皆さんや在校生たち

に祝福され、卒業証書を手に晴れやかな笑顔を見せてい
ました。在校生代表の張さんから卒業生への送辞に、卒
業生を代表してレティヒエンさんが謝辞を述べました。 
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
の優秀賞にヒエンさ

ん、皆勤賞にフイくんが選ばれ、校内スピーチコンテス
ト入賞者らとともに表彰を受けました。今年度は友好会
から卒業生への記念品として三原だるまキーホルダーが
贈られ、卒業生たちからはお
礼のお花が会員の皆さんに渡
されました。三原での経験を
生かしてこれからも励んでく
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 　15.02.29　 

　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から
代表でヒエンさんが出場
し、日本での留学体験や

将来の夢について発表し、奨励賞を受賞しました。大勢
の聴衆を前に緊張したようでしたが、立派にスピーチを
終えていい経験となったようでした。 

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。日本で就職し出張
で来広した際に立ち寄ってくれた中国からの魏くんほか、
帰国後久しぶりの訪日旅行でタイやシンガポールからも
卒業生が三原を訪ねてくれました。１０年ぶり２０年ぶ
りに戻ってきてくれた卒業生もいましたが、みんな卒業
後それぞれの分野で日本語を使って活躍してくれている
ようで、嬉しい限りです。お父さんお母さんになって子
供連れでの来訪する卒業生もだんだん増えてきました。 
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。 
☟2013年度卒業パスカルさん　☟1998年度卒業魏くん 

☜1993年度卒業曹くん 
☟2008年度卒業生 

☟2004年度卒業ベンさん　　　アデリアさんと周さん 

 
入学式 16.04.08 
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


