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入学式　於：三原国際外語学院　19.04.09 

今年度４月期生として中国・ベ
トナム・シンガポール・ミャン
マー・バングラデシュ・イン
ド・ネパール・スリランカの８
カ国からの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、新入

生を代表して中国出身の譚くんが宣誓をし、三原での留学
生活のスタートをきりました。い
よいよ日本での留学生活が始まり
ます。留学生活が実り多いものに
なるように、それぞれの目標に向
かって頑張りましょう。 
お花見　19.04.10 

恒例の新入生を迎えてのお
花見は、今年は満開の桜が何
とか新入生たちを待っていて
くれました。学校のそばの河
原を散歩しながら、新入生に
とって初めての日本の桜を楽
しみました。桜吹雪が舞う中

桜をバックに思い思いにシャッターを切っていました。今
年のフォトコンテストにはどんな
写真が出てくるでしょうか。桜餅
を皆んなで一緒に食べて、先輩た
ちと楽しい一時を過ごしました。 
校庭のさくらんぼ　 19.05 

校庭にある桜の木。そのうちの
１本が実は「佐藤錦！！」今年
も真っ赤な実をたくさんつけま
した。みんなで小さな実を摘ん
で美味しくいただきました。 

国際ソロプチミスト三原交流会　
於:三原国際ホテル 1９.05.1５ 

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。二年生となった留学生が参加さ

せていただき、日本の折り紙
などを教えていただいたりし
て日本文化に触れる貴重な機
会となりました。留学生たち
は、民族舞踊や国の歌を披露
したりそれぞれの国の生活に
ついて発表したりして、楽し

く交流させていただきました。いつも温かいおもてなしを
いただき、ありがとうございます。学生たちもいつもより積
極的に日本語で交流できてい
たようです。 

進学説明会　19.04～07 
日本での進学を目指す学生た
ちのための進学説明会を春か
ら４回にわたって実施しまし
た。留学生たちのほとんどは日本語を学んだ後、大学など
への進学を希望していますが、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　 
6月になり、新入生たちが入学
して３か月が経ちました。前期
中間試験を終え、三原での生活
にも慣れて留学生活を楽しんでいるようです。先輩になった
継続生たちは、6月の日本留学試験、7月には日本語能力試
験と、ますます忙しい毎日ですが、日本語の勉強に励んで
頑張っています。　

Mihara International Academy of Language

予定 
7月3日　　　　　　　　七夕幼稚園訪問 
7月7日　　　　　　　   日本語能力試験 
7月10日   第１回交流会 
7月13日～8月19日 夏休み 
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七夕- 幼稚園訪問  19.07.03　於：皆実みどり幼稚園 
恒例の七夕の幼稚園訪問で、今
年も皆実みどり幼稚園へ伺い七
夕の行事に参加しました。園児
さんたちと一緒に日本の七夕の
お話を聞いたり、笹飾りを飾っ
たりして、日本での七夕の風習

を体験しました。国の紹介や七夕の歌などで和やかな交流
となりました。子供達か
ら可愛らしい笑顔をいぱ
いもらって留学生たちも
自然と笑顔になっていま
した。短冊に託したみん
なの願いをお星様が叶え
てくださいますように。 
交通安全・防犯教室  19.07.10　於:三原国際外語学院 

夏休みを前に、今年も三原警
察署からの講師の方においで
いただいて、交通安全と防犯
についてご指導いただきまし
た。新入生も入学して３ヶ月
が経って、生活にも慣れてきた

ようですが、これからも事故などのない安全な留学生活が
送れるように気をつけましょう。 
総会・第１回交流会19.07.10　 
於：フォレストヒルズガーデン 
今年度の留学生友好会総会と第1回
交流会を新入生を交えて行いまし
た。総会では事業,会計報告や今年度
の事業計画についてより充実した交流が持てるよう協議い
ただきました。今回は新入生にとっては初めての交流会でし
たが、すぐに緊張もほぐれて、歌などで楽しく交流できまし
た。今年はやっさ踊り振興協議会の講師の方に踊りを教え
ていただき、最後はみんなで総踊りで盛り上がりました。
留学生たちもこれですっかり”三原っ子”になれました…？ 

進学説明会  19.09.10　於: RiM-f リム・ふくやま 
夏休みが終わり前期の授業も終盤となりました。２年生達
にとっては進学に向けていよいよ大切な時期を迎えます。今
年も福山で行われた合同学校説明会
に参加しました。留学生たちは志望
する専門のブースを熱心に回って情
報収集していました。留学生の進学
も年々厳しくなってきています。受
験生の自覚が芽生えたでしょうか。 
10月期入学式 　19.10.15　　於:三原国際外語学院 

１０月期に新入生を迎えて、入学式,
オリエンテーションを行いました。入
学式では、新入生代表でベトナム出身
のTHAOくんが宣誓をし、留学生活の
スタートをきりました。５カ国からの
新しい仲間を迎えて、在校生たちも先

輩になってはりきっているようです。これから検定対策期を
迎えて、検定試験や進学へ向けていよいよ山場です。模擬試
験や受験準備などで忙しい時期になりますが、目標に向
かって頑張りましょう。 

三原っ子フェスタ　19.11.05    於：三原小学校  
三原小学校の英語発表会にご招待いただき、小学生たちと
英語や日本語で交流しました。「三原の良さを伝える」を
テーマに三原の歴史や名所につ
いて６年生の皆さんが調べたこ
とを英語で発表したり、ゲーム
をしたりして交流を持ちまし
た。留学生たちには、三原につ
いて知るいい機会にもなったよ
うです。 

予定 １２月１日（日）　          日本語能力試験 
　　 １２月５,6/12,16日          後期中間試験 
       １２月10日（火）　          如水館高校との交流会 
 　   １２月11/18日～1月６日  冬休み

Mihara International Academy of Language
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第２三原っ子フェスタ交流会 19.11.05於：三原小学校  

三原小学校六年生の国際交流イベントに
ご招待いただき、小学生たちと交流し
ました。小学生たちが外国語学習の発
表として「三原の良さを伝えよう」と題
して三原の歴史や祭りなどについて発表

してくれ、ゲームや合奏などで楽しく過ごしました。 
第２回交流会 19.11.20於：芸術文化センター ポポロ  

昨年好評だったイルミネーションを楽し
みながらの第２回交流会。今年も10月
期の新入生を迎えてポポロ で行いまし
た。三原の冬の風物詩となったイルミ
ネーションはSNS映えポイントがいっ

ぱい。民族衣装で参加の留学生もいてとても華やかな交流会と
なりました。新入生たちの初々しい自己紹介やクイズなどで、
楽しく過ごしました。日本語検定や受験
の時期を迎えている留学生たちもしばし
忘れて少し早いクリスマス気分を味わえ
楽しい一時となったようです。 
検定対策/模擬試験 1９.11 

後期のこの時期は、留学生たちが目標
とする試験を控え,対策授業に模擬試験
にと忙しい時期。進学する学生たちはそ
ろそろ入試もスタートします。目標に向
かって頑張りましょう。 

ツクリスマスツリー点灯式 1９.12.03 
今年も新入生たちと一緒に学校のクリス
マスツリーに飾りつけをしました。いよ
いよ１２月。日本語能力試験に、受験
シーズンも本格的に始まります。 

如水館高校交流会1９.12.1０　 
恒例となった高校生との交流会。今年
も如水館高校を訪問し,中,高校生たちと
交流を持ちました。今年は「若者文
化」をテーマに各国の代表が日本語で
発表し、高校生の皆さんに聞いてもら

いました。グループに分かれてディスカッションやゲーム、学
校の見学などで日本の高校生活を少し体験できました。高校生
たちの勉強やクラブ活動に熱心に取り組む姿に,刺激を受けて、
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 19.12.17～ 
日本について学ぶ大学生の短期日本語研
修に今年もシンガポール国立大学日本研
究科から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を交換したり、高校訪問
やフィールドトリップなどで日本文化を体験したりしました。 
節分 豆まき 20.02.02    
「鬼はそと！福はうち！」一年の健康を
願って、豆まきをしました。みんなのと
ころにたくさん福が訪れますように。 

フィールドトリップ 20.02.05  於：宮島  
今年は宮島へフイールドトリップをし
ました。世界遺産の「宮島」は一度
は訪れたいと思いながらも、なかな
か行くチャンスがない学生が多い場
所で、行きのバスの中からワクワク。
宮島では厳島神社の歴史や文化につ

いて宮島観光協会のガイドの方から説明していただき見学しま
した。みんな揃っての小旅行は、少し寒かったですが、思い出
深い一日となったようです。 
校内スピーチコンテスト20.02.19　 
この春に卒業を迎える学生たちの日本
語学習発表として恒例の校内スピーチ
コンテストを行いました。三原での留
学生活でそれぞれが学んだことからスピーチをしました。日本
語でのスピーチで緊張していたようですが、晴れやかな少し自
信をもてたような表情を見せていました。 
三原だるま作り　20.02.21 
卒業生へ友好会から卒業の記念として
今年も三原だるまの面相描き体験が贈
られました。それぞれの思いを込めて

描いただるまは卒
業生たちの大切な
思い出の品になることと思います。「七転び
八起き」の精神で前向きに励んでください。

Mihara International Academy of Language

予定 
３月  ７日（土）　　卒業式 
２月25日～4月６日  春休み（10月生3月3日～）
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令和元年度卒業式　20.03.07　於：三原国際外語学院 

今年度の卒業式は、新型コ
ロナウィルス感染症の影響
を受け,場所を学校に移して
学内のみでの実施となりま
した。卒業式では、本校で
の学習を終え晴れて卒業の

日を迎えた９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,スリランカ,ネパール,日本(メキシコ))からの
留学生一人一人に校長から卒業証書が手渡され、卒業生を代表
してミャンマー出身のボア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。在校生代表のネ
パール出身のルパックくんからの卒業
生への送辞に、卒業生たちは卒業証書
を手に皆,誇らしげで、例年とは違う形
での卒業式となりましたが、お陰様で
晴れやかな笑顔でみな旅立ちの日を迎えることができました。
ここ三原で学んだことや経験を生かしてこれからますます活躍
してくれることを心から願っています。 
例年、卒業式に続き開催している第3回交流会もご案内の通り
残念ながら今年はやむなく中止となりましたが、卒業式後に簡
単な表彰式を行い、今年度の優秀賞ボアさん、奨励賞 譚くん、
皆勤賞ビナさん、努力賞ダンさん、校内スピーチコンテスト入
賞者のボアさん、ケンくん、リンさんを表彰いたしました。ま
た、今年も友好会から卒業生たちに、花と卒業記念品として三
原ダルマの面相がき体験とダルマを贈呈させていただきまし
た。今年度の各賞の学生にも例年どおり友好会から賞品を授与
いたしました。卒業生たちは、お世話になった友好会の皆さん

に直接お礼を伝える
ことができず,とても
残念そうでしたが、

それぞれの夢に向かって巣立っていきました。ご指導ご支援あ
りがとうございました。 
卒業生や大学研修生などの来訪　 
今年度もシンガポール国立大学からの短期日本語研修生や、懐
かしい卒業生たちが学校を訪ねてきてくれました。アメリカか
ら久しぶりに来日し訪ねてくれたステーブさんは今は故郷のカ
リフォルニアで音楽教育の分野で活躍しているそうです。学校
へは卒業して以来,久しぶリに三原に立ち寄ってくれた中国の張
さん。同郷のミャンマーからの在校生の激励に来てくれたピョ
ウさん。就職して1年目のインドのスガンさん。大学生に進学
した中国の劉くんなど、日本で活躍中の卒業生たちも懐かしい
顔を見せに来てくれました。皆それぞれの道で活躍してくれて
いるようで嬉しい限りです。 
☟1996年度卒業スティーブさん　  2013年度卒業 張さん☟ 

　   ☝2001年度卒業 
　　   ピョーさん 

☝2018年卒業　　  ☝シンガポール国立 
　スガンさん　    　   大学短期研修　   　2018年度劉さん☝  
入学式 20.04. 08                             
9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,インドネシア,ネパール,スリランカ)から留学生を迎える
予定です。よろしくお願いいたします。

Mihara International Academy of Language


