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授業開始・オリエンテーション　21.04.08 
新年度を迎えましたが、新型コ
ロナウイルス感染症の影響によ
る入国規制が緩和されず、今年
も４月期入学式は延期となりま
した。新入生たちはしばらく国
で課題をしながらの待機とな
り、継続生のみでの少し寂しい

スタートとなりました。引き続き、マスクに検温,手消毒と
感染対策をしながらの学校生活です。新しい仲間を１日も早
く迎えられることを願いながら、皆んな頑張っています。 

お花見　21.04.08 
年々桜の開花は早くなっていま
すが、今年も何とか新学期の留
学生たちを待っていてくれまし
た。去年はお花見も中止となり
ましたが、今年はみんなで学校
のそばの河原でお花見を楽しみ

ました。満開を少し過ぎていましたが、桜吹雪がとてもき
れいで、特別な日本の春の風物詩が体験できました。 
おんがえしプロジェクト三原-Ⅱ　21.05.21 
２月に続き、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様による
ご支援をいただきました。同セ
ンターのおんがえしプロジェク
トの第２弾として、コロナ禍で
困窮している学生支援のために
三原市のみなさんのご厚意の食糧支援品を留学生たちにお
届けくださいました。お米や缶詰など多くの方からお寄せ
いただいたそうです。ご支援ありがとうございました。 
模擬試験・前期中間試験　20.06 

今年は、６月の日本留学試験、
７月の日本語能力試験ともに実
施されることになりました。昨
年はどちらも中止となり、受験
機会が少なく大変でしたが、今
年は無事行われることになり、
本校留学生たちも受験予定で

す。６月はそれに向けての校内模擬テストや前期中間試験な

どで勉強のほうも少し忙しくなってきました。広島県を含
む１０の都道府県に出されていた「緊急事態宣言」が沖縄
県以外はよやく解除され、学校では引き続き感染対策を徹
底し、授業を行っています。　 
七夕 於:皆実みどり幼稚園/三原国際外語学院  21.07.07 

恒例の七夕の幼稚園訪問は今年
も叶いませんでしたが、ビデオ
レターでの交流をしました。留
学生たちが日本語でメッセージ
を届け、園児のみなさんからは
お礼の可愛い歌声が届きまし
た。「家族みんなが元気に過ご

せますように！日本の大学に合格できますように！エンジニ
アになれますように！…」留学生
たちの願いを託した短冊は、学校
の小さい笹飾りに飾りました。 

進学説明会　21.04～07 
来春の進学に向けて、今年も春か
ら学内での進学説明会を実施しま
した。コロナの影響は今年も進学
にも。まもなく夏休みを迎えます
が、それぞれの目標に向けて計画
的に準備していきましょう。 
友好会役員会　於:三原国際外語学院  21.07.07 

５月から延期となっていた役員会
がようやく開けました。昨年度の
事業・会計報告や今年度の活動に
ついての検討をし、総会で会員の皆
さんにご協議いただく原案を策定
いたしました。昨年来のコロナ禍

で活動が制限される中、会員の皆さんからのご理解ご協力
で、昨年も支援金の授与などの活動が実施できました。心
より感謝いたします。今年度もよろしくお願いいたします。　　　　　　 
～コロナに負けず頑張っています。よろしくお願いします～ 

Mihara International Academy of Language

予定　　7月20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  21.07.19於：三原国際外語学院 
夏休みを前に今年も三原警察
署から講師の方をお招きし、
交通安全と防犯についてご指
導いただきました。長引くコ
ロナ禍で思わぬ事故や事件が
増えてきているそうです。留学
生も夏休みを迎えると気が緩みがちに。事故が増えるもの
この時期です。コロナに事故に気をつけて過ごしましょう。 
実力テスト・夏休み・補習 　21.7～8　 

今年度も夏の交流会は新型コロ
ナウィルス感染症拡大の影響に
より残念ながら中止となってし
まいました。夏のやっさ祭りも,
花火も中止でしたが、実力テス
トや補習はもちろん予定どおり
実施。コロナ禍に大雨と少し残

念な夏でしたが、TVでのオリンピック観戦などでそれぞれ
夏休みを楽しんだようです。 
支援金の授与 21.09.22　 
対面での活動が制限される中,
ご検討いただいた留学生たちへ
の支援金の授与を友好会の事業
として今年度も実施しました。
坂元会長からビデオで学生たち
への激励メッセージを届けていただき、昨年同様に一人
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。アルバイトなどにまだ影響のある学生も多くコロナ禍
の不安な日々を過ごす学生たちにとって大きな励みになっ
たようです。温かいご支援をありがとうございました。 
ビデオメッセージ　21.10 
留学生友好会の会員の皆さん
にお会いする機会が持てない状
況が続いていますが、留学生た
ちが自分たちの様子を見てい
ただきたいと自己紹介のビデ
オを作りました。一人一人が
ご挨拶のメッセージを入れました。外語学院のホームペー
ジ内の友好会会員ページで見ていただくことができますの
で、ぜひご覧いただければうれしいです。 

日本語検定対策・進学面接対策   21.10～11　  
短い秋休みを終えて後期を迎え
ました。しかし、今年も新型
コロナウイルス感染症の影響で
新入生を迎えるのはもうしばら
く先になり少し寂しい後期の
スタートです。在校生たちに
とってはこれからが検定試験や
進学準備の大切な時期です。模擬試験に対策授業と忙しく
なってきました。目標に向けて熱心に取り組んでいます。 
受験激励プレゼント授与・クリスマスツリー21.12.02 

日本語能力試験を控えた学生た
ちに友好会の皆さんから恒例の
激励プレゼントを届けていただ
きました。みんなで飾りつけた
クリスマスツリーの前でプレゼ
ントの受験グッズを手に試験に
向けて健闘を誓い合いました。

コロナは少し落ち着いてきましたが、残念ながら第２回交
流会も延期となってしまいました。会員の皆さんに早くお
会いできることを願っています。 
如水館高校生との交流会 21.12.14 於:如水館高等学校 

恒例の如水館高校生との交流会。
昨年は中止となった交流でしたが, 
今年は感染対策をおこなった上で
２年ぶりに実施できました。留学
生たちがそれぞれ国についての紹
介と日本に来ての気づきについて

高校生たちに発表しました。日本語での発表はかなり緊張
したようでしたが、校内の見
学やデイスカッションなどで
和やかな時間が過ごせまし
た。コロナ禍で対面での交流
の機会が持てないまま過ごし
ていた学生が多く、特別な経
験となったようでした。 

Mihara International Academy of Language

予定  １２月５日（日）　         日本語能力試験 
         １２月11/18,21日          後期中間試験 
         １２月15日～1月６日  　 冬休み
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ビデオメッセージⅡ 21.12 
新型コロナウィルス感染症拡大
の影響により、海外からの新規
入国規制は１１月に一時緩和と
なったものの再度停止され、新
入生たちの待機もまたしばらく
続くことになりました。友好会の冬の恒例行事交流会もやむな
く開催を見合わせることとなり、留学生たちが会員のみなさん
とお会いできるのも、しばらく先になってしまいました。留学
生たちは冬休みを迎えましたが、元気な様子を第２弾のビデオ
メッセージとして届けてくれました。今回は留学生たちの出身
国の紹介と日本へ来て気付いたことについての発表となってお
ります。前回より少し成長した？留学生たちの発表は前回と同
様に三原国際外語学院ホームページ内の留学生友好会会員限定
ページでご覧いただけます。ぜひアクセスしてみてください。 

節分 豆まき 22.02.03   於：三原国際外語学院 
「鬼はそと！福はうち！コ
ロナ退散！！」節分の恒例
行事の豆まきは今年もキー
プデイスタンスで。長引く
コロナ禍が1日も早く終息す
るように願いを込めて元気
よく豆をまいて健康祈願を
しました。今年もみんなの

もとにたくさん福が訪れますように。 

フィールドトリップ 22.02.09    
広島県がコロナのまん延防止等措置区域
に指定されたため、今年のフィールドト
リップは尾道へ行くこととなりました。
尾道は隣町ですが、意外にもほぼ全員が初めての訪問で、JRの
電車の車窓からの瀬戸内海の景色や尾道の街の散策を大いに楽
しんでいました。今回はグループごとに日本らしさや違い,観光

客へのおもてなしなどテー
マを決めてのフィールド
ワークを実施し、後日、グ
ループごとに発表を行いま
した。コロナの影響で、あ
まり出かける機会もなかっ
た学生たちには、思い出の
1日となったようです。 

卒業・期末試験22.02.21,22　 
コロナの影響で今年もさまざまな
行事が中止や変更となりました
が、勉強の厳しさだけは変わら
ず、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。いよいよこれが最後の試験です。補習が予定されてい
ますが、追試や補習にならないように、これまでの学習の成果
を十分に発揮することができたでしょうか。 

校内スピーチコンテスト　22.02.24　 
この春卒業を迎える学生たちによ
る恒例の校内スピーチコンテスト
を行いました。日本語学習の発表
として毎年行なっているものです
が、テーマも多岐にわたり練習の
成果が表れていました。やはり日
本語でスピーチするのは、かなり

緊張する様子でしたが、それぞれが留学生活から得た経験や人
との出会い,学びなどについて堂々とスピーチしていました。去
年は先輩たちのスピーチにただただ羨望の眼差しだった学生た
ちですが、今年は少し自信のついた様子で、立派にスピーチを
する姿は、とても頼もしく感じられました。 

三原だるま作り　22.02.28 
昨年に続き三原の春の風物詩だる
まで有名な神明市は中止となって
しまいましたが、留学生友好会の
皆さんから卒業記念に三原だるま
の面相描き体験を贈っていただき
ました。今年はコロナの影響で三
原だるま工房の先生方もオンラインでの指導となりましたが、
学生たちはいつもにまして熱心に取り組んでいました。今年も
だるまは力作揃いです。ふるとカラカラ「なる」三原だるまに
は目標が「なるー達成できるように」という願いが込められて
います。七転び八起き～だるまさんのようにチャレンジ精神を
忘れず、夢が叶えられるようにこれからも励んでください。 

Mihara International Academy of Language

予定 
３月  1～４日　　　   補習/日留試験模試　 
３月７日　　　　　    登校日 
３月  12日（土）　    卒業式　 
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『お世話になりました三原』-市内清掃活動 22.03.07  

この春,卒業を迎える
留学生たちが、お世話
になった三原に何かお
礼がしたいと市内の清
掃活動を行いました。
入学以来,コロナ禍で

の留学生活となり思いどおりの留学生活とはいかないことも多
かったと思いますが、幾度も留学生友好会や三原市の皆さんか
ら温かい励ましやご支援をいただいて、母国を離れて不安な留
学生たちにとって大きな励みとなったようです。感謝の気持ち
を込めて丁寧にゴミを集め、思いのほか熱心に取り組む姿に三
原での学びで少し成長した様子が見受けられました。「三原は
とてもきれいな町ですね」留学生活を過ご
した三原の町の掃除を終えた留学生たちは
とても清々しい表情をしていました。三原
の皆さん、大変お世話になりました。 

令和三年度卒業式　22.03.12　於：三原国際外語学院 
入学以来、新型コロナウィルス感染症に
翻弄される日々が続き、留学生活も例年
とは少し異なる形となりましたが、お陰
様で皆無事に卒業の日を迎えることがで
きました。本来ならお世話になった皆さ

んに卒業生たちの門出をお祝いいただきたいこところでした
が、ご案内のとおり今年度も学内のみでの卒業式となってしま
いました。卒業式では、ベトナム,バングラデシュ,ミャンマーか
らの卒業生たち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ドゥイさんが感謝の言葉を述べ
ました。留学生たちは、長い者で2年強,短い者でも1年４ヶ月
にわたり三原の地で学んできましたが、これからそれぞれ進路
に進みここで学んだことを活かして
大いに活躍してくれることと思いま
す。コロナ禍での留学生活となり、
皆さんと直接交流させていただく機
会が持てませんでしたが、三原市長
はじめ皆さんからのご祝辞、そして

今回友好会の皆さんからお寄せいただい
た温かいお祝いのメッセージに送られ
て、卒業生にとって忘れられない一日と
なったことと思います。卒業証書を手に
した誇らしげな笑顔がマスク越しに輝い

ていました。ご指導ご支援いただきありがとうございました。 

卒業生たちにたくさんのメッセージをお寄せいただき誠にあり
がとうございました。皆さんからのお祝いメッセージは卒業式
で披露させていただきましたが、卒業式の様子とともにホーム
ページ内でもご覧いただけますので、ぜひご覧ください。 
記念品贈答・表彰式　 
卒業式の縮小開催に伴い、昨年に続
き恒例の第3回交流会もやむなく開
催を見合わせることとなりました。
卒業生たちは友好会の皆さんに直接
お会することができず大変残念そうでしたが、卒業式に続き、
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
の優秀賞をミャンマーのドゥイさん、バングラデシュのブイヤ
ンさん、皆勤賞をベトナムのイーさん、バングラデシュのタリ
クルさん、ミャンマーのドゥイさんが受賞しました。校内ス
ピーチコンテスト入賞者のドゥイさん,ブイヤンさん,トゥンビン
さんと共に表彰いたしました。卒業記念品として例年通り、友
好会から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。また、フィールドトリップの際に実施したフォトコンテス
トに特別会長賞としてQUOカードを留学生に贈りました。留学
生からの最後のご挨拶もホームページ内でご覧いただけます。 

Mihara International Academy of Language


