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授業開始　20.04.08 
新型コロナウイルス感染症の影
響により予定していた入学式が
延期となり、継続生の授業のみ
開始となりました。例年とは違
う新年度のスタートとなりまし
たが、毎朝,検温と体調確認、手
の消毒をし、３密を避けながら

の学校生活が始まりました。校庭の桜は今年もきれいな花
を咲かせてくれましたが、恒例の新入生を迎えてのお花見も
今年は中止となり残念です。国で待機中の新入生たちが早く
入国できることを願いながら、皆んな頑張りましょう。 
新入生オリエンテーション　20.05.13 
緊急事態宣言に伴う休校要請を受けて、GW明けに延期して

いた入学式が中止となり、継
続生たちも４月末からしばら
く休校に。課題と登校日、新
入生もオリエンテーションと
登校日のみでしばらく待機す
ることに。 

オンライン授業　20.05 
５月に入り、休校が延期された
ため継続生たちはオンラインで
の授業を受けることになりまし
た。自分の部屋での受講も悪く
ない？いつもの授業より集中力
が必要なようですが、熱心に取り組んでくれました。 
授業再開　20.06 
ようやく６月から対面授業が再開と
なり、これまでは課題と登校日で待
機していた新入生もようやく学校で
の授業が始まりました。継続生たち
はやっぱり学校で皆んなと一緒に勉
強するほうがいいと実感したようで
す。検温にマスクに換気と学校も新
しい学校生活様式となっています。
6月の日本留学試験、7月の日本語
能力試験ともに中止となり、異例づ
くしの今年度ですが、日本語の勉強
に励んで頑張っています。　 

七夕　於:三原国際外語学院  20.07.07 
毎年、七夕には幼稚園を訪問し
て、園児さんたちと一緒に七夕
の行事に参加しているのですが
今年は感染拡大防止のために、
留学生たちだけで学校の小さい
笹飾りに短冊を飾りました。～
早くコロナがおさまりますよう

に～日本語の試験に合格できますように…　皆んなの願い
がお星様に届きますように！ 

進学説明会　20.04～07 
ほとんどの留学生たちが日本で
の進学を目指しています。春か
ら３回にわたって今年も進学説
明会を実施しました。今年はコ
ロナの影響が進学にも出てきているようです。早めに目標を
定め計画的に取り組まなくてはいけません。ガンバレ！ 
支援金授与式　於:三原国際外語学院  20.07.22 

コロナ禍の影響を受けた学生たちに多
くの皆さんから温かい励ましの言葉や
ご厚志をいただき、心より感謝いたし
ます。このたび友好会では別途ご報告
のとおり緊急支援として留学生全員に
一人10,000円の支援金を授与させてい
ただきました。校長が代理で手渡しま
した。引き続き友好会では寄付などを
募集し支援を予定しております。　　　　　　
～ご支援ありがとうございました～ 

校内もキープディスタンス！ 4月生よろしくお願いします　　

Mihara International Academy of Language

予定　　7月28日～8月19日 夏休み 
　　　　8月20                      授業開始
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交通安全・防犯教室  20.07.27於：三原国際外語学院 
三原警察署から講師の方に今年
もおいでいただいて、交通安全
と防犯についてご指導いただき
ました。コロナ禍で事故や事件
も増えてきているようです。夏
休みを前に気持ちを引き締めて

事件や事故に遭わないよう気をつけましょう。 
実力テスト・夏休み 20.8　 
今年は,楽しみにしていた友好会の交流会が中止となり,会員
の皆さんにお会いできないまま夏休みを迎えることになって
しまいました。夏休みも休校期間の影響でいつもより少し
短くなり,夏の祭りも,花火も中止に…。感染予防して安全な
留学生活が送れるように,もう少し我慢が必要なようです。 
進学説明会  20.09.10　於: RiM-f リム・ふくやま 
毎年,福山で行われる合同学校説明会に来年進学予定の2年生
が参加しました。これから進学に向けて大切な時期を迎え
ます。今年は留学試験の中止などコロナが進学にも影響を与
えていますが,それぞれ志望する専門へ進学できるよう前向
きに励んで欲しいところです。今年は思うように学校見学に
行けないので直接説明が聞ける貴重な機会となりました。 
職場体験の高校生来訪　20.10.23 

三原高校のキャリア教育の一環
で職場体験の高校生を迎えまし
た。留学生が日本語を学ぶ教室
に入り,少し緊張の様子でしたが
とても楽しい一時だったようで
す。見学した高校生から「留学

生たちの日本語を学ぶ姿勢に感銘を受けた！」とお褒めの
言葉をいただきました。将来,国際関係の仕事に就くことが
目標とのこと、留学生たちとの一時が進路への一助になれ
たならうれしいです。夢が叶うことを願っています。 
進学対策・面接対策   20.10～11　  
後期が始まりましたが、新型コロナウ
イルス感染症の影響で今年は後期も例
年のような新入生を迎えてのスタート
は叶いませんでした。しかし,留学生の入国規制が緩和され
ることとなり,待機中の学生たちも11月の入国へ向けて準備
をしています。在校生たちは進学準備も終盤となり、面接対
策の授業にも熱が入ってきました。 

新入生入国・14日間待機  20.11 
コロナ禍で入国できず国で待機していた学生たちの入国規
制が,入国時の移動制限と14日間の待機という条件付きでよ
うやく緩和されました。学校からバスで関西空港へ迎えに
行き,新入生たちは待機施設での14日間の待機生活が始まり
ました。毎朝の検温に体調確認,
少し不自由な生活となりますが,
オンラインで授業を受けながら
元気に過ごし,無事に待機を終え
ることができました。 
受験激励プレゼント授与・クリスマスツリー20.12.03 

今年度第２回の交流会も残念なが
ら実施することができませんでした
が,友好会の皆さんから日本語能力
試験受験を控えた学生たちへの恒
例の激励プレゼントを届けていた
だきました。いただきた受験グッズ

を手に週末は試験に挑みます。今年は,学生たちみんなでク
リスマスツリーを飾り付け点灯して、健闘を誓いました。 
10月期入学・開講式  20.12.08 於:三原国際外語学院 

14日間の待機を終え,ようやく10月
期入学式,オリエンテーションを行
うことができました。入学式では,
新入生代表でベトナム出身のDINH
くんが宣誓をし留学生活のスター
トをきりました。待ちわびた新し

い仲間を迎えて,少し賑やかに
なりました。それぞれ目標に
向かって頑張りましょう。 
支援金の授与　20.12.25      
友好会の今年度の事業として
行った学生への支援金の授与を10月新入生にも実施いたし
ました。入国遅れで少し遅い冬休みを迎える新入生たちに
も,一人10,000円の支援金を代理で校長より授与させていた
だきました。ご支援ありがとうございました。 

Mihara International Academy of Language

予定  １２月６日（日）　          日本語能力試験 
         １２月８日（火）　　　　１０月期入学式 
　　   １２月11/18,21日          後期中間試験 
         １２月16/23/26日～1月６日  冬休み
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新年授業開始 21.01.07 
冬休みが終わり、新年の授業がは
じまりました。新しい年を迎えて
もコロナ禍で不自由な日々はしば
らく続きそうですが、休みを終え
みんな元気に顔を揃えました。新
入生たちもようやくこちらでの生活に徐々になれてきたようで
す。例年は秋入学は１０月に始まりますが、今年は11月中旬に
ようやく入国１４日の待機を経てのスタートとなり、年明けに
は中間試験も控えています。先輩たちはいよいよ年度末に向け
てラストスパートです。悔いのないようにがんばりましょう！ 

節分 豆まき 21.02.02   於：三原国際外語学院 
節分の恒例行事の豆まきを行いま
した。「鬼はそと！福はうち！コ
ロナ退散！…」今年は、いつにも
ましてみんなの切なる願いのこ
もった豆まきとなりました。年の
数だけ福豆をいただいて、みんな

で健康を祈願しました。１日も早くコロナが終息して、日常が
取り戻せますように。そして、みんなの
もとにたくさん福が訪れますように。 

おんがえしプロジェクト三原 
21.02.19    

三原市社会福祉協議会三原市ボラン
ティア・市民活動サポートセンターか
ら、留学生たちへの食糧支援をいただ
きました。平成３０年西日本豪雨災害
時のボランテイアの方々からのご支援
への恩返しとしてコロナ禍で生活に困

窮している学生たちを支援するために企画され、それに賛同し
た三原の皆さんから提供いただいたものです。コロナの影響で
アルバイトもままならず不安な留学生たちにとって、皆さんか
ら寄せていただいた温かいご厚意は何よりの贈り物になったよ
うです。支援の品々をお届けいただき心から感謝いたします。

ありがとうございました。 

三原だるま作り　21.02.22 
三原に春の訪れを告げるお祭り
「神明市」も今年は中止となっ
てしまい名物の三原大だるまは
見ることができませんでした
が、留学生友好会の皆さんから
今年も卒業記念として三原だるま

の面相描き体験を贈っていただきました。三原だるま工房の先
生に教えていただき、今年も個性的なだるまが出来上がりまし
た。三原だるまをふると小さな音がなります。願いが「なる」
叶うという思いが込められているそうで
す。三原だるまのように小さいながら転
んでも起き上がる強い気持ちでチャレン
ジしていけば、きっといつか「なる」時
が訪れる。その日まで小さな三原だるま
が見守ってくれることと思います。 
卒業・学期末試験　21.02.24,25　 

週間テストに定期試験、検定模擬試
験と数々の試験を受けてきました
が、卒業生たちにとってはこれが最
後の試験となりました。今年はコロ
ナの影響により、休講やオンライン
授業などで休みも少し短く、忙しい

一年となりました。勉強の成果はどうだったでしょうか…？ 
校内スピーチコンテスト　21.02.26　 

三原での日本語学習の締めくくり
として毎年行なって　いる校内ス
ピーチコンテスト。今年も中,上級
クラスの卒業予定の留学生たちが
それぞれテーマを選び日本語でス
ピーチを行いました。留学生活で

学んだこと,得た経験,将来の目標,社会問題などさまざまなテー
マについて留学生ならではの切り口でのスピーチはなかなかの
力作揃いでした。校長先生や後輩たちの前でのスピーチはやは
り緊張していたようでしたが、彼らの日本語でスピーチする
堂々とした姿は後輩たちにも大いに刺激となったようです。 

Mihara International Academy of Language

予定 
３月  ７日（土）　　卒業式　 
３月  17.18日　　　１０月期生後期末試験 
３月５日～4月７日  春休み（10月期生：3月２０日～）） 
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～ありがとう三原～清掃活動 21.03.04 於：三原市内 
この一年はコロナ禍で様々な制約の中
での留学生活となりましたが、友好会
や三原市の皆さんからご支援や温かい
励ましをたくさんいただき、お陰様で
無事卒業を迎えることができました。
卒業を前に留学生たちから温かいご厚

意にお礼がしたいとの声が上がりました。「自分たちにも何か
できないか？何ができる？」皆んなで話し合い「お世話になっ
た三原の町をきれいにしよう！」と全員で清掃活動をすること
にしました。「三原はきれいな町だなあ」「何だか気持ちが良
かった」など、いつも通る道もゴミを集めながら歩くと改めて
気づいたことも。町の方から声をかけていただいて、恥ずかし
そうにしながらも熱心に取り組んでいました。掃除を終えると
誰からともなく慣れた様子で分別する姿
に成長を見ることができ少し嬉しく思い
ました。留学生たちとって今回拾い得た
ものはゴミだけではなかったようです。 
令和二年度卒業式　21.03.07　於：三原国際外語学院 

新型コロナウィルス感染症の影響は卒業
まで続き、ご案内のとおり今年度も場
所を学校に移して学内のみでの卒業式
となりました。三原の地で一年から二
年日本語を学び晴れて卒業を迎えた９

カ国(中国,ベトナム,バングラデシュ,ミャンマー,インド,スリラン
カ,ネパール,インドネシア)からの留学生一人一人に校長から卒
業証書が手渡され、卒業生を代表してスリランカ出身のヤスミ
さんが感謝の言葉を述べました。三原市長はじめ皆さんからい
ただいた祝辞や在校生代表バングラデシュ出身のブイヤンさん
からのお祝いとお別れの言葉に、卒業生たちは感慨も一入だっ
たようです。卒業生たちは
卒業証書を手に皆,誇らし
げな笑顔を見せていまし
た。お陰様で、この特別な
一年を乗り越え,皆健康で
無事に旅立ちの日を迎えら

れ、それぞれ目標に向かってまた一歩踏み出すことができまし
た。ご指導ご支援をいただきありがとうございました。 
卒業式後に例年開催している留学友好会第3回交流会もやむな
く中止となり、卒業生たちは友好会の皆さんにお会いして直接
お礼を伝えることができず残念そうでしたが、式の後に簡単な
表彰式を行い、各賞の表彰と記念品の授与を行いました。今年
度の各賞は優秀賞にスリランカのヤスミさん、奨励賞にネパー
ルのジュヌさん、皆勤賞にベトナムのタオさん、努力賞にミャ
ンマーのドゥイさんが選ばれ、校内スピーチコンテスト入賞者
のヤスミさん,ルパックさん,レンジロさん,アウンさんと共に表
彰いたしました。例年通り友好会から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,今年度の各
賞の学生にも友好会から賞品を授与いたしました。 

卒業生の来訪　 
今年度は新型コロナウィルス感染症の影響で、予定していたシ
ンガポール国立大学短期研修も中止となり少し寂しい一年にな
りましたが、今年も卒業生たちが懐かしい顔を見せに来てくれ
ました。タイからのジミーさんは日本で仕事をする予定、大学
院を修了して帰国予定の馮さんはこの春から上海の製薬会社で
研究員として働くそうです。京都の大学に進学したメキシコ出
身のケンさん、福岡からはベトナムのビーさんなど、皆んなそ
れぞれの場所で元気に頑張っているようで心強い限りです。 
☟2017年度卒業 ジミーさん　  　2019年度卒業 ビーさん☟ 

　2018年度卒業 馮さん☝　　  ☝2019年度卒業 ケンさん 
Mihara International Academy of Language


