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入学式　於：三原国際外語学院　17.04.08 
２０１７年４月期に中国・
ベトナム・タイ・シンガポー
ル・ミャンマー・バングラ
デシュの６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

表でベトナム出身のタオさんが宣誓をし留学生活のス
タートをきりました。日本での留学生活が実り多いもの
になるよう、それぞれの目標に向かって頑張りましょ
う。 
お花見　17.04.10 

恒例の新入生を迎えて
のお花見は、今年も学
校のそばの河原を散歩
をしながら楽しみまし
た。新入生たちにとっ
ての初めての日本の桜
は満開を少し過ぎてい

ましたが、桜吹雪が舞う中、桜をバックに思い思いに
シャッターをきっていました。
今年もフォトコンテストを実施
しました。桜餅を一緒に食べ
て、新入生たちも先輩たちと少
し馴染めたようです。 
ソロプチミスト交流会　於:三原国際ホテル 1７.05.1７ 

国際ソロプチミスト三原の皆さんに今年も交流会にお招
きいただきました。今年は三原築城450年ということ
で、三原歴史博物館の館長さんから三原の歴史や日本の
文化について教えていただきました。鎧兜で凛々しく変

身。とても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。 

進学説明会　17.04～07 
今年度受験の年を迎
える継続生のための
進学説明会を４月か
ら今年も毎月実施し
ました。今年は夏休
み前までに４回実
施。年々競争率が高

くなり厳しくなっています。しっかり目標を定めてがん
ばりましょう。 
授業風景　 
７月になり、新入生たち
も入学して３か月が経ち
ました。皆すっかり学校
生活にも慣れて日本での
留学生活を楽しんでいるようです。継続生たちは少し先

輩らしくなってきました。6月
中旬には前期中間試験、実力
テスト、７月には日本語能力
試験と忙しい毎日ですが、暑
さ負けず頑張っています。

Mihara International Academy of Language

予定 
7月3日　　　　　　　　日本語能力試験 
7月5日　　　　　　　   七夕 
7月12日   第１回交流会 
7月1５日～8月2０日 夏休み 
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交通安全教室  17.07.10 
新入生も入学して３ヶ月が過ぎ、
まもなく夏休みを迎えます。今
年も三原警察署からの講師の方
においでいただき、交通安全と防犯についてご指導いただ
きました。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。 
七夕幼稚園訪問  17.07　於：皆実みどり幼稚園 

今年は、7月5日に予定されいた
七夕の幼稚園訪問が、台風で中止
になってしまいましたが、留学生
たちが用意していた小さなプレゼ
ントのお返しに子供たちから手作
りの可愛らしいプレゼントが届き、

小さな交流が生まれました。園児のみんなありがとう。留
学生たちの願いを書いた短冊は、今年は学校の小さな笹に
飾りました。みんなの願いが叶いますように。 
総会・第１回交流会17.07.12　 
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。総会では年次報告や新年度の活
動などについての協議を行いました。新入生を迎えての交流
会では、初めての学生たちは少し緊張した様子を見せてい
ましたが、三原やっさ踊り振興協議会の皆さんによるやっ

さ踊りの手ほどきやベトナムバン
ブーフルート演奏などでなごやか
で大変楽しい一時となりました。
郊外の会場へバスに乗って小旅行、
夏休み前の楽しい１日となったよ
うです。 

やっさ祭り・ほんごう夏祭り  17.08 
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。間近で見る花火は迫力満点でした。 

広島城南ロータリーC 海の交流会　於:広島観音マリーナ 
17.08.11 
今年も海の交流会に広島
城南ロータリークラブの
皆さまからご招待いただ
きました。今年は広島の
大学のヨット部の皆さんに小型ヨットに乗せてもらい、
瀬戸内海を体感しました。暑い日でしたが、クルージン
グ体験は爽快で、BQやゲームなどで楽しい一日となりま
した。ありがとうございました。 
進学説明会  17.09.25 
留学生たちも進学競争率が年々高く
なり厳しくなってきています。今年は
春先から数回校内で進学に向けて説
明会を持ちましたが、今回は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。進路を決める時期を
迎えて、みんな熱心に説明に耳を傾けていました。 
10月期入学式  16.10.10 
１０月期に今年も新入生を迎え入学
式を行いました。式では、新入生代
表で中国の馮乃文くんが宣誓をし、
新入生たちは、少し緊張した様子で
したが、日本での留学生活に気持ちも新たにしたようでし

た。新入生と研修生を迎え、7カ
国からの学生で少し賑やかになり
ました。在校生も先輩になっては
りきっているようです。検定や進
学に向けて忙しい時期になります
が、目標が叶ようにしっかり頑張
りましょう 

研修コース修了式17.10.31 
今年度も研修コースにタイからの研修
生の皆さんを迎えました。本校での日
本語学習で大変熱心に学んでくれまし
た。これからもいい研修ができるように頑張ってください。

  

予定 １２月３日（日）　日本語能力試験 
　　 １２月６日（水）　後期中間試験 
       １２月７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 17.11.24　於：三原国際外語学院 
今年度第２回交流会は、10月期の新
入生や研修コースのタイからの学生
を迎えて、とてもにぎやかな交流会
となりました。恒例の留学生たちに
よる母国料理は、今年は中国、タ
イ、バングラデシュの３カ国の自慢
の料理がテーブルに並びました。
今回は、国紹介に代えて、ミャン
マー、シンガポール、ベトナム、ス
リランカの民族音楽や民族衣装など
が披露され、和やかな雰囲気の中、
楽しい一時を過ごしました。 

ツリー点灯式 17.12.04 
留学生たちにとって、12月は一つの目標となる
日本語能力試験のある特別な月で、いよいよ進
学に向けて忙しい時期を迎えます。今年も、日
本語能力試験を控えた先輩たちにも楽しんでも
らうため、新入生たちがクリスマスツリーを飾り付けました。 
NUS短期日本語研修 17.12.04～於:三原国際外語学院  

シンガポール国立大学日本研究科か
ら、今年も短期日本語研修に学生た
ちを迎えました。本校留学生との交
流会では、日本語を学ぶ仲間同士、
お互いに大いに刺激になったようで

した。日本語研修の他、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、積極的に取り組んでくれました。三原での
研修を今後の勉学に生かして頑張ってください。 
如水館高校交流会17.12.07　 

如水館高校への訪問で、高校生たちと交流を持ちました。今年
も留学生たちが自分たちの国を知ってもらおうと、７カ国から
の留学生の代表が国の紹介を日本語で発表し、高校生の皆さん
に聞いてもらいました。グループでのディスカッションや、学
校の見学などで、日本の高校生活を少し体験でき、楽しい時間
を過ごしました。高校生たちのクラスやクラブ活動に取り組む
様子は、彼らにとってもとても印象的に映ったようです。 

節分 豆まき18.2.2    
「福はうち～、鬼はそと～」
皆んなで声を揃えて大きな声
で、節分の豆まきをしました。
新しい一年もみんな健康で実
り多い年になりますように。 
フィールドトリップ 18.02.08 宮島 

今年は宮島へフイールドトリップをしました。
宮島観光協会のガイドの方から、宮島の歴史や
文化について説明していただ
き見学しました。世界遺産で
ある「宮島」は、広島にいる
うちに一度は訪れたい場所で
すが、なかなか機会がない学

生が多く、思い出深い一日となりました。 
校内スピーチコンテスト18.02.1９　 

この春卒業を迎える学生たちの学習
発表として、今年も校内スピーチコ
ンテストを行いました。それぞれが
留学生活で学んだことを日本語でス
ピーチをし、後輩たちは先輩たちの

堂々としたスピーチに熱心に耳を傾けていました。晴れやかな
表情でスピーチを終え、少し自信が持てたようです。 
三原 だるま作り　18.02.20 

友好会から卒業する留学生への卒業記念として、三原だるまを
贈ることとになりました。講師の方に教えていただいて、三原
だるま作りを体験しました。三原だるまは、振るとコトコトと
音がなり、願いがなり叶うそうです。それぞれの夢がなっるよ
うに願いを込めた個性的な表情のだるまができあがり、三原の
大切な思い出の品となりました。ありがとうございました。

Mihara International Academy of Language

予定 
３月  ３日（土）　　 卒業式・第３回交流会 
２月22日～4月６日  春休み（10月生3月４日～）
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平成２９年度卒業式　18.03.03　於：三原国際ホテル 
本校での日本語学習を終え、今
年度,６カ国44名の留学生が卒
業を迎えました。卒業式では、
校長から一人一人に卒業証書が
手渡されました。在校生代表の
馮乃文くんからの卒業生への送

辞に、卒業生を代表して王悦さんが三原での留学生活を振
り返って謝辞を述べました。三原市長をはじめご来賓の皆
さんに祝福していただき、晴れやかな笑顔で旅立ちの日を

迎えることができま
した。在校生たちの
温かい拍手に見送ら
れ、少し誇らしげな
表情で会場を後にし
ていました。 

第3回交流会　於：三原国際ホテル 
今年度第3回交流会を卒業式に
続いて行いました。卒業生にとっ
てホストペアレンツの皆さんと
過ごす最後の交流会は思い出深
いものとなりました。三原での
思い出や将来の夢などを卒業生

たちと語りあい、ゲームなどで楽しい一時を過ごしました。
今年度の友好会からの表彰は、優秀賞に王さん、皆勤賞に
ジミーくんが選ばれ、校内スピーチコンテスト入賞者のカウ
サルくん,李さん,オウと共に表彰を受けました。卒業生へは
友好会から記念品として、三原だるま面相がき体験とだるま
が贈られ、卒業生たちからは感謝のお花がお世話になった

会員の皆さんに手渡
されました。三原で
のたくさんの思い出
と経験を持って、次
の進路でも活躍して
くれることを願って
います。 

ほんごうグランドゴルフ大会　18.03.18 
ほんごう国際交流協会主
催のグランドゴルフ大会
に今年もご招待いただき
ました。参加した留学生
たちは初めてのグランド
ゴルフでしたが、地域の
みなさんとスポーツを通 

して交流させていただいて、一緒に楽しく過ごしました。 
卒業生や大学研修生などの来訪　 
今年も卒業生の訪問やシンガポール国立大学日本研究科か
ら大学生たちを迎えました。帰国後、久しぶりに訪日した
際に立ち寄ってくれた中国からの孫さんほか、奥さんと一緒
に訪ねてくれた韓くんなど、今年も懐かしい卒業生たちが学
校を訪ねてくれました。また、大学や大学院の卒業を機に連
絡をくれ、春からは社会人になるという嬉しい知らせを届
けてくれた卒業生たちも。みんなそれぞれの進路で頑張って 
いるようで頼もしい限りです。 
☟2007年度卒業 韓くん　　　    2008年度卒業 孫さん☟ 

☟シンガポー
ル国立大学
短期研修生 

☝2013年度卒業 石さん　 20１5年度卒業 ヌルルくん☝ 
入学式 1８.04.09 
新年度９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,イ
ンド,韓国,スリランカ)から
の留学生を迎えました。 
どうぞ、よろしくお願いいたします。

Mihara International Academy of Language


