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入学式　於：三原国際外語学院　18.04.09 

４月期新入生を迎えて入学式とオリ
エンテーションを行いました。入学
式ではご来賓や在校生が見守る中、
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・
インド・韓国・スリランカの９カ国

からの新入生を代表して中国出身の郭くんが力強く宣誓を
しました。いよいよ日本
での留学生活が始まりま
す。皆んな少し緊張した
表情でしたが、気持ちも
新たにしたようです。初
心を忘れず留学生活に取
り組んでいきましょう。 
懇親会（お花見）1８.04.10 

新入生を迎えて毎年行なっているお花
見ですが、今年はすっかり葉桜となっ
てしまい、新入生を待っていてくれま
せんでした。満開の桜は来年までお預
けとなり

ましたが、新入生と楽しい一
時を過ごしました。桜餅を皆
んなで一緒に食べて、少しだ
け日本の春を感じることがで
きました。新入生たちも先輩
たちと少し馴染めたようです。 
国際ソロプチミスト三原交流会　
於:三原国際ホテル 18.05.16 

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。三原の名所や風習をご紹介いただいたり、日本舞
踊をご披露や折り紙などで日本の文化について触れる貴重
な機会となりました。 

留学生たちも民族衣装や歌など母国につ
いて発表し、楽しく交流させていただき
ました。毎年、貴重な機会をいただき、
本当にありがとうございます。 

進学説明会　18.04～07 
ほとんどの留学生たちが日本
語を学んだ後,大学などへの進
学を希望しています。今年度 
卒業し進学を予定している留
学生のための進学説明会を今
年も４月から毎月実施してい

ます。受験生としての心構えはできたでしょうか。もうすぐ
受験シーズンに突入します。目標を定め、志望校合格を目指
してしっかり準備して受験に臨みましょう。ガンバレ受験生！
授業風景　 

新入生たちが入学して３か月
が経ち、留学生活にも慣れて
きたようです。日本語の勉強
はだんだん難しくなってきま
したが、先輩たちともすっか
り馴染んで、楽しく学校生活
を送っています。継続生たち

は６月の日本留学試験に７月の日本語能力試験と、ますま
す忙しくなってきました。今年は猛暑の夏となるようです
が、毎日,日本語の勉強に励んでいます。

Mihara International Academy of Language

予定 
7月1日　　　　　　　　日本語能力試験 
7月4日　　　　　　　   七夕 
7月11日   第１回交流会 
7月14日～8月19日 夏休み 
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七夕幼稚園訪問  18.07.04　於：皆実みどり幼稚園 

毎年恒例の七夕の幼稚園訪問で、皆実みどり幼稚園の園児
さんたちと一緒に七夕の行事に参加しました。七夕は、中
国をはじめベトナムなどでも節句の一つですが、それぞれ、
国によっていわれや風習が違うようです。園児さんたちと 
一緒に日本の七夕のいわれを聞いたり、笹飾りを飾ったり
して、日本での風習を体験しました。小さな日本語の先輩 
たちとの交流は、国の紹介や七夕の歌などで、笑顔いっぱ

いの時間になりました。 
みんな短冊にはどんな願 
いを込めたでしょうか。 

総会・第１回交流会18.09.06　 
於：フォレストヒルズガーデン 
7月に予定されたいた今年度の留
学生友好会総会と第1回交流会が西日本豪雨の影響で延期と
なっていましたが、皆様のご協力で夏休み明けに改めて行
うことができました。総会では、年次報告に続いて新年度
の活動などについて協議いただきました。交流会は、4月期
の新入生を交え、留学生たちのパフォーマンスなどで、なご
やかで楽しい一時となりました。広島空港近くの会場へは
バスに乗って小旅行のようで、留学生たちも夏の終わりに

楽 し い 思 い 出 に
なったようです。 

進学説明会  18.09.10 
今年度は福山で行われた合同学校説明
会に参加しました。県内外から様々な大学や専門学校が集
まり、直接説明が聞けるとあって、留学生たちはそれぞれ志
望する専門のブースを回り熱心に情報収集していました。こ
れから進学に向けて進路を絞り込む大切な時期を迎えます。
受験生という自覚ができたでしょうか？ガンバレ受験生！ 

如水館中学校交流会  18.09.028  
如水館中学校の国際理解研修の事前学
習に本校から各国代表の学生が講師と

して招かれ,中学生さん
たちと交流を持ちまし
た。研修前の中学生たちの熱心な質問に、学
生たちも日本語で一生懸命応じていました。
日本語のいい練習にもなって,留学生たちに
とっても大いに学びの場となったようです。 

10月期入学式  18.10.09 
今年度は１０月期に6カ国から新入
生を迎えました。入学式では、新
入生を代表してベトナム出身のの
THIENくんが宣誓をし日本での留
学生活のスタートをきりました。
新入生を迎え、留学生の出身国も

10カ国となりました。在校生たちも新しい仲間を迎えてま
すますはりきっているようです。いよいよ検定や進学へのラ
ストスパートです。目標に向かって頑張りましょう。 

三原やっさ祭り  18.11.04 
毎年、夏に行われる三原やっ
さ祭りが今年は豪雨の影響で
延期となり、１１月に行われ
ました。三原市の企画による
お祭りJAPANチームに参加さ
せていただきました。例年と
は少し趣が違う秋のやっさ祭

りでしたが、留学生たちはやっさ踊りに花火にと楽しく過
ごしました。習いたてのやっさ踊りも元気さと笑顔でカ
バー。来年は夏のお祭りにも参加して楽しんでください。 

 

予定 １２月２日（日）　 日本語能力試験 
　　 １２月６-１０日 　  後期中間試験 
       １２月11日（火）　 如水館高校との交流会 
 　   １２月1３日～1月６日　 冬休み

Mihara International Academy of Language
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検定対策/模擬試験 18.11 
11月の日本留学試験,12月の日本語
能力試験と,留学生たちの目標とな
る試験を控え,対策授業に模擬試験
にと忙しい時期。ガンバりましょう 
第２回交流会 18.11.21於：芸術文化センター ポポロ  

10月期の新入生を迎えての第2回交
流会は,今年は趣向を変えて、三原の
冬の風物詩となったポポロのきれい
なイルミネーションを一緒に楽しみ
ながらの華やかな交流会となりまし

た。今回は、国の紹介やベトナム,ミャンマー,ネパール,インド
などの民族衣装,国の歌の披露などで、
楽しく過ごしました。留学生たちは,一
足早いクリスマスの雰囲気を盛んにカ
メラに収めて満喫していました。 

ツリー点灯式 18.12.03 
いよいよ日本語能力試験の12月,受験シーズン
の到来です。学校のクリスマスツリーを新入
生たちと飾り付けをして,受験する先輩たちに
エールを送りました。それぞれの目標に向け
てラストスパート.。ベストを尽くしましょう 

如水館高校交流会18.12.11　 
如水館高校を訪問し,高校生と交流を持ちま
した。今年は学校生活をテーマに各国の留
学生代表が日本語で発表し、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生き生きした姿
に圧倒され,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。 

NUS短期日本語研修 18.12.17～ 
今年もシンガポール国立大学日本研究科

から短期日本語研修に学生たちを迎えまし
た。日本語研修の他,本校留学生との茶話会
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ました。

短いながらも,積極的に取り組む姿は,同じ
日本語を学学生として在校生たちにも大い
に刺激になったのではないでしょうか。 

節分 豆まき 19.02.02    
新しい一年の健康を祈って、節
分の豆まきをしました。みんな
に福がたくさん訪れるように、
大きい声で鬼は外！福は内！ 

企業見学 19.02.0７ 於：マツダ(株)・広島平和公園  
今年のフィールドトリップはマツダ
ミュージアムと平和公園,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、留学生たち

が心を込めて折った千羽鶴をえ
て献花を行い、皆で平和へも祈
りを捧げました。記念館では、
改めて平添産和について考える
いい機会となッタようでした。 
校内スピーチコンテスト19.02.18　 

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。卒業を迎える学生たちが留学生活
で学んだことからさまざまなテーマで
スピーチをしました。先生方や後輩の

前でのスピーは緊張したようでしたが、
どの学生も立派にスピーチを終え、晴れ
やかな豊穣を見せてていました。 
三原 だるま作り　19.02.18 
留学生友好会から卒業生への記念品とし

て今年も三原だるまの面相描き体
験が贈られました。それぞれに個
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  ２日（土）　　 卒業式・第３回交流会 
２月21日～4月７日  春休み（10月生3月3日～）
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平成３０年度卒業式　19.03.02　於：三原国際ホテル 
今年度は、8カ国(中国,ベ
トナム,バングラデシュ,
シンガポール ,ミャン
マー,インド,タイ,スリラ
ンカ)からの留学生が本校
での学習を終え、晴れて
卒業の日を迎えました。

卒業式では、卒業生を代表してシンガポール出身のナタ
リー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。在校生代表のミャンマー出身のボアさんからの卒業生
への送辞に、卒業生たちは卒業証書を手
に誇らしげな笑顔を見せていました。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。三原で学んだことや様々な
経験をこれからの進路で生かし活躍して
くれることと思います。 
第3回交流会　於：三原国際ホテル 

卒業式に続き、今年度第3
回交流会を行いました。卒
業生たちにとっては三原で
の最後の交流会となりまし
た。卒業生たちと三原での
思い出や将来の夢などを語
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
秀賞にナタリーさん、ルベルくん、皆勤賞にナッティプラ
ダーさん、努力賞にクアンくんが選ばれ、校内スピーチコン

テスト入賞者の馮くんくん,ナ
タリーさん,チェくんと共に表
彰を受けました。好会から記念
品として今年も三原だるま面相
がき体験とだるまが贈られ、卒
業生たちからは会員の皆さんに

感謝のお花が手渡され、和やかな交流会となりました。 
卒業生や大学研修生などの来訪　 
今年度も卒業生が懐かしい顔を見せに学校を訪れてくれまし
た。三原へは卒業して以来約２０年ぶりと,ご主人とお子さ
ん連れで訪ねてくれた霍さん。帰国して大学で勉強している
タイのオウくんは久しぶりに訪日した際に立ち寄ってくれま
した。帰国前に来てくれた崔さん、日本の会社で活躍してい
る胡くん、ピョウくん。ピョウくんは独立して開業する予定
だそうです。また、大学や大学院を卒業し就職が決まって春
からは社会人になるという嬉しい知らせも届きました。そ
れぞれの道で活躍してくれることと心から願っています。 
☟2009年度卒業 崔さん,胡くん　  2000年度卒業 霍さん☟ 

☟シンガポール国立　 
　大学短期研修 

  ☝2001年度卒 
☝2013年度卒オウくん☝2013年度卒  徐くん   ピョーくん          
 入学式 19.04.09                               
８カ国(中国,ベトナム,バング
ラデシュ,シンガポール,ミャン
マー,インド,ネパール,スリラン
カ)から留学生を迎えました。
よろしくお願いいたします。

Mihara International Academy of Language


