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入学式　於：三原国際外語学院　16.04.08 

今年度４月期生として中国・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。入学式では、
新入生代表でミャンマー出身のス

イさんが宣誓をしました。これから日本での留学生活が
始まります。それぞれ
の目標が達成できるよ
うに一歩ずつ進んでい
きましょう。 
お花見　16.04.11 
年々桜の時期が早くなっ
てきていますが、河原
の桜は、今年も新入生たちを待っていてくれました。新
入生たちにとっての初めての日本でのお花見は、終りか
けの桜となりましたが、桜餅をいただきながら日本の桜
を楽しみました。桜をバックに思い思いにシャッターを
きり、新入生たちも先輩たちと少し馴染めたようです。
今年もフォトコンテス
トを実施しました。 

ソロプチミスト交流会　於:三原国際ホテル 16.05.18 
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。日本の文化や日本の歌も教えていた
だきました。おみこし体験など毎年思考を凝らしたプロ
グラムで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、本当にあ
りがとうございます。 

授業風景　 
新入生たちが入学して2
か月が経ちました。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
たちも先輩らしくなって
きて、７月に日本語能力
試験を控え、毎日元気
に日本語の勉強に励んで
います。6月中旬には前
期中間試験、実力テスト
やなど忙しい毎日ですが、暑さ負けず頑張っています。 
広島城南ロータリーC 海の交流会　於:広島観音マリーナ 
16.06.19 
広島城南ロータリーク
ラブの皆様から海の交
流会にお招きいただき
ました。ヨットレースの
体験とBQで楽しい一時
を過ごしました。当日
行われたレースに参加のヨットに乗船させていただいて
海の風を感じながらのクルージングは爽快でした。 
進学説明会　16.06.06～07.11 
継続生たちは今年は受験
の年になりました。進学
に向けて今年も説明会が
始まりました。今年は夏
休み前までに３回実施。
しっかり目標を定めてが
んばりましょう。

Mihara International Academy of Language

予定 
7月3日　　　　　　　　日本語能力試験 
7月６日　　　　　　　 七夕皆実みどり幼稚園訪問 
7月14日   第１回交流会 
7月16日～8月21日 夏休み 
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七夕幼稚園訪問  16.07.06　於：皆実みどり幼稚園 
幼稚園を訪問して子供たち
と七夕のお祝いをしました。
短冊にそれぞれ願いを書い
て笹に飾らせてもらい、一
緒に七夕のお話を聞いたり、
歌を歌ったりして楽しく過
ごしました。日本語は子供

たちのほうが少し先輩？小さな先輩たちの前でも、やはり
日本語での国の紹介は少し緊張したようでしたが、うまく
伝えられたでしょうか？子供たちの屈託のない笑顔に癒さ
れて、笑顔いっぱいの交流の一時となりました。 
交通安全教室  16.07.11 
夏休みを迎えるにあたり、交通安
全と防犯について、三原警察署か
らの講師の方にご指導いただきま
した。安全な留学生活が送れるよ
うに普段からの心がけが大切です。今年もみんな、事故の
ないように過ごしましょう。 
総会・第１回交流会16.07.14　 
於：フォレストヒルズガーデン 
留学生友好会総会と今年度の第１
回交流会を新入生を迎えて開催し
ました。留学生たちには会場までのバスは小旅行気分。夏
休み前の楽しい１日となりました。総会では活動内容など
についての協議を行いました。交流会では、恒例の花見フォ
トコンテストやクラス対抗歌合戦などで楽しく過ごしました。
新入生にとっては初めての交流会でしたが、会員の皆さんに

温かく接していいただいて緊
張もすぐに和らいだようでし
た。日本語を使う機会をいた
だいて大いに励みになったよ
うです。次にお会いする時は
もう少し上手にお話しできる
ように頑張りましょう。 

やっさ祭り・ほんごう夏祭り  16.08 
日本の夏といえば、祭りに花火。夏休みには、留学生たち
も三原の祭りに参加して、やっさ踊りに花火にと楽しく過ご
しました。今年も、ほんごう国際交流協会に祭りにお招き
いただいて会員の方々と交流させていただきました。 

如水館中学交流ツアー 16.09.28　倉敷 
国際交流ツアーにご招待いただ
き、如水館中学校の2年生の皆
さんと岡山県倉敷市へ。中学生
たちがグループごとに企画準備
して倉敷の美観地区を案内して
くれました。はじめはお互いに
緊張していたようですが、中学生の皆さんとしっかり日本
語で交流できたでしょうか。留学生たちにとっても貴重な
経験になったことと思います。 
10月期入学式  16.10.06 
今年度の１０月期に５カ国から
の新しい仲間を迎えました。入
学式では、新入生代表でミャン
マーのPhyu Thweさんが宣誓
をし、三原での留学生活のスタートを切りました。初心を
忘れないで実りある留学生活になるよう頑張りましょう。 
進学説明会  16.10.17 
県内外から大学や専門学校にお越
しいただいて、進学説明会を実施
しました。そろそろ進路を決める
時期を迎えて、説明を聞く姿も真
剣そのもの。いよいよ進学に向け
てラストスパートです。 
研修コース修了式1６.10.31 
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
終え一足先に修了を迎えました。
これからの技能研修も頑張ってください。 

 

予定 １２月 4日（日）　日本語能力試験 
　　 １２月 7日（水）　後期中間試験 
       １２月８日（木）　如水館高校との交流会 
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第２回交流会 1６.11.1６　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。今年も留学
生たちが力を合わせて作った母国
料理がテーブルに並び、研修コー
スのタイの学生も加わって、賑や
かな交流会となりました。今回は、
留学生たちが自分たちの国を知ってもらおうと、８カ国から
の留学生の代表が国の紹介を日本語で発表し、会員の皆さん
に聞いていただきました。新入生は初めての交流会で少し緊
張した様子でしたが、和やかな雰囲気の中、学生の発表やゲー

ムなどで楽しく過ごしました。
今年はタイ、ベトナム、中国、
バングラデシュの４カ国の自
慢料理をみんなで心を込めて
作りました。お味はいかがで
したでしょうか。 

ミハラ アドベンチャーツアー in さぎしま16.11.23　 
三原市主催の国際交流ツアーに
地域の外国人の方々と一緒に参
加しました。みかん狩りなどで
佐木島の自然を体験。島の皆さ
んと交流したり、きれいな海に
美味しいみかんに‥と、島なら
ではの魅力を満喫しました。本当に素敵なところでした。 

壮行式 ＋ 点灯式 16.12.05 
12月になりましたが、いよいよ
能力試験の時期を迎えて、年末の
楽しい気分はもう少しオアズケで
す。せめてツリーのイルミネーショ
ンを楽しもうと新入生がが飾り付

けてくれました。明日は日本語能力試験。みんなガンバレ！！ 
NUS短期日本語研修 16.12.05～於:三原国際外語学院  

今年もシンガポール国立大学か
ら短期日本語研修に日本研究科
の学生たちを迎えました。日本
語研修の他、在校生たちと茶話
会で意見交換したり、高校訪問
やフィールドトリップなどで日

本文化も体験して、多くのことを学んでくれたようです。 

如水館高校交流会16.12.08　 
如水館高校を訪問し、高校生たち
と交流しました。今年も留学生が
国について色々なテーマで発表し
グループでディスカッションした
りして、交流会を持ちました。高
校生たちの生き生きとした姿に圧倒されたようでしたが、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。 
防災防火訓練、講話16.12.9    
三原消防署のご協力で、防災
防火訓練を行いました。地震
や災害などに備えて日頃からの
心がけが大切です。 
企業見学 17.02.08 於：マツダ(株)・広島平和公園 

今年はマツダと平和公園、平和記
念館を見学しました。マツダでは
車の歴史や最新技術についてご説
明いただき、工場見学をしました。
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、改めて平
和について考えるいい機会となりました 
校内スピーチコンテスト 1７.02.1７　 
卒業前の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。留学生活の中で学んだことか
らそれぞれテーマを選び、日本語で発表
しました。先生方や後輩の前でのスピー
チは緊張したと思いますが、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。 
三原 おひな祭り　1７.02.20 
今年で４回目となる祭りのメイン
イベントの石段を飾る石のお雛様
を三原観光協会の方に教えていた
だき作りました。少しエキゾチッ
クで個性的なお雛様ができました。

Mihara International Academy of Language

予定 
３月  ４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3日～）
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外国人留学生によるスピーコンテスト 　16.02.29　 
　於:　福山エフピコRim 

広島県東部地区で学ぶ留学生に
よるスピーチコンテストが福山
市で行われ本校から代表でブラ
イアンくんが出場しました。日
本での留学体験を通して学んだ
ことや日本語の魅力について発

表し奨励賞を受賞しました。日本語でのスピーチはやは
り緊張したようでしたが、新しい挑戦は留学生活の締め
くくりに大いに自信にもつがなったようでした。 
卒業式　17.03.05　於：三原国際ホテル 

平成28年度は、8カ国４０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。卒業式で
は一人一人に卒業証書が手渡さ
れ、在校生代表のカウサルくん

から卒業生への送辞に卒業生を代表してブライアンくん
が謝辞を述べました。来賓の皆さんや在校生に祝福され
て、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 
第3回交流会を卒業式に
続いて行いました。交流
会では恒例の奨励表彰が
行われ,今年度の優秀賞にブライアンくん,精勤賞にカルロ
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。また,卒業生たちには友好会からの記
念品として三原だるまキーホルダーが贈られました。卒
業生は感謝の気持ちを込めて会員の皆さんにお花を手渡
し、それぞれに卒業後への決意を新たにしたようです。
友好会の皆さんとの最後の交流会は、卒業生にとって忘

れがたい特別なものとなり
ました。これからも三原で
の経験を生かし励んでくれ
ることと思います。お世話
になりました。ありがとう
ございました。 

卒業生来訪、大学生研修など 
今年も懐かしい来訪者を迎えました。結婚して家族とと
もに顔を見せに来てくれた第１期生の李くん他、日本で
就職して活躍している卒業生や大学などへ進学した卒業
生たちが、長期休暇や進学,就職などの節目に、三原を訪
ねてくれました。また、出張で来広した際に立ち寄って
くれたタイからのサドンポンくんなど、中国やシンガポー
ルからも懐かしい卒業生たちが顔を見せてくれました。
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
いるようです。 
また、今年も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。 
☟1993年度卒業李くん    ☟1997年度卒業サドンポンくん 

☟2007年度卒業生韓くん　　     　☝2008年度卒業朱くん　　 
    2015年度卒業 
     フィラスくんと 
      　ヌンさん ☞ 
　 2011年度卒業 
 張くん,メリーサさん 

☟2016年度卒アクターくん    ☟ 　　2013年度卒 丁くん☟ 

入学式 17.04.08　於：三原国際外語学院 
2017年4月期生として
6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)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。
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