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中期留学に参加している生徒から初めてのレポートが届きました。ニュージーランドでの留学生活が始ま

って約 1ヶ月。最初は戸惑うことも多かったようですが、現地に馴染もうと頑張っているようです。中期

留学は約 3ヶ月と短い期間ですが、その中で目標を持って、たくさんのことを学んで帰ろうという決意が

感じられます。 

高校 1年生 菊池 大輝 くん 【 Howick College 】 

「Enjoy school」 
I go to Howick college from January 31st. I enjoy it 

because there are many kind of country student and 

interesting student in school. Also because I like talk to 

other country’s student and  interesting  student in other 

country.    

When I went to school, I was surprised by the school  

facility and building  and interesting teacher to talk with 

me. School buildings  are grouped according to subject. 

For example, all mathematics is same group from year 9 to 

year 13. The student  move to teacher’s class. Teachers 

stay same classroom every day. So every day I can walk in a 

day. 

And in Japan we do not have rubbish bins on school’s road 

but New Zealand’s school has rubbish bins on school road, 

because New Zealand ‘s school student can eat lunch on the 

road with friend. 

Why I chose interesting teacher to talk with me , because 

when I have question , I asked to them, they always talk to 

me about an interesting story. Also the Japanese teacher 

sometimes says interesting stories in the classroom so, I like New Zealand’s teachers. 

I want to talk with other countries’’ students more than now in English and ask the teacher about my 

questions more than now and enjoy the school life and New Zealand’s culture in the time I’m here. 

私は１月３１日から HOWICK COLLGE に通っています。私が、学校が楽しいと思う理由は二つあります。

一つ目は、そこ通っている生徒と一緒に話すのが好きだからです。二つ目は、学校には、他国からの面白

い生徒がたくさん来ているからです。私が初めて学校に行った時、初めて見る学校施設の教室配置や、先

生と話すのは面白い事だなと、驚いたり考えさせられました。 

なぜなら、施設が教科によって使う場所が違ったり、最初のテストの結果で使う教室や建物が違い、

やる教科も少し変わってくるからです。例えば、year9から year13までの全ての学年の数学は、同じグル

ープの建物だということです。先生は同じ教室にいるので、生徒が授業の教科の教室に行かなければいけ

ないのです。だから毎日、歩くという運動ができます。 

もう一つ施設で驚いたことは、日本の学校内の道にはあまりゴミ箱が置いてないけれど、ニュージー

ランドの生徒は、道とかに置いてあるベンチやいすとかに座ってランチを食べていいので、ニュージーラ

ンドの学校内のほぼ全ての道には沢山のゴミ箱が置いてあることです。 

最後に、なぜ私は先生と話すのが楽しいというのを選んだのかというと、私が、質問が有る時、先生

方に聞きに行くと、全て終わった後に毎回面白い事を言ってくれます。日本人の先生方は時々しか言って

くれないのでニュージーランドの先生と話すのが好きです。 

今後の目標は、今までよりも先生に質問をしたり、他国の友達と頑張って英語で今まで以上に会話を

したいのと、学校生活やニュージーランドの特殊な文化や生活を楽しみたいなと思います。 

 

高校 1年生 白石 雄大 くん 【 Pakuranga High School 】 

「My life in New Zealand」 
I arrived in New Zealand on 21st of January. I was surprised at Auckland International Airport 

because of the birds there. I transferred to the language school. 
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I met Ms. Chieko White who is my adviser. After I l had my orientation, I met my host family as well. 

They have been very kind, but I really worried about whether my English got through to my host 

family. The next day, I went to Countdown. It is a supermarket. I bought some daily necessities.  

On the 23rd of January, I went to language school for the first time and I took a test, but I could not 

do it at all. I went to language school for a week. I met a man there. His name is Takamitsu Ujihara. 

He is my school friend. He told me how to use the NZ-phone, culture, and how to use English. He is 

like a philosopher.  

On the 30th of January, I started to go to Pakuranga College. I chose dance and math, etc. Dance 

class is interesting, but math is very difficult. I made a lot of friends. They are kind and very friendly. 

When I couldn’t find my classroom, they taught me where it was. Still I have a lot of problems, but I 

think I will overtake them. I will be able to improve my English.  
２０１７年１月２１日、私はニュージーランドに到着した。私がはじめに驚いたことはオークランド国

際空港で鳥が飛んでいたことだ。その後、私はわくわくしながら語学学校に移動した。 

そして私はアドバイザーの千恵子・ホワイトさんに会った。そして、オリエンテーションを受け、ホス

トファミリーに会った。彼らはとても親切であり優しい方々であったし、今でもそうだ。しかし、私は、

ホストファミリーに自分の英語が通じるか心配であった。しかし彼らは私が話した事を理解しようとして

くれた。翌日、私はカウントダウンに行った。それはいわゆるスーパーマーケットである。そこで私は日

用品を買い集めたのだった。 

１月２３日、私は語学学校に行き、テストをした。しかしそのテストはとても難しく私の不安をより一

層掻き立てた。しかし私はそこで一人の男と出会う。彼の名前は氏原貴充。彼は私の学校の友だちだ。彼

は私に NZの携帯電話の使い方や文化、英語の使い方を教えてくれた。彼は哲学者のようであった。 

１月３０日、私は Pakuranga高校に通い始めた。私はダンスや数学などを選択した。ダンスは私にとっ

て初めての挑戦であったがとても面白く、数学は慣れ親しんだものであったがとても難しい。私はたくさ

んの友達をつくれた。彼らはとても親切で、とてもフレンドリーだ。私が自分の教室がわからなくなった

時、彼らはどこにあるか教えてくれた。 

私にはまだたくさんの問題があるが、私はそれらを乗り越えるだろう。残り約２ヵ月で、私のコミュニケ

ーション能力と英語は上達するだろう。 

 

高校 1年生 榎田 みさき さん 【 Elm Christian College 】 

「My host family」 
A month has passed since I came to 

New Zealand. At first I could not 

communicate well with my host family. 

But as time gone on I can talk a little 

bit at a time. I was happy to have a 

conversation in English.  

On weekends I had rock climbing and 

went to the beach and my host family 

took me to various places. Last week I 

cooked pizza and banana cake with 

host mother. Host mother is very good 

at cooking and teaches me cooking. My 

host family told me that I would like to 

eat okonomiyaki so I made 

okonomiyaki. Everyone said it was 

delicious.  Also, because the host 

family said that he wanted to use 

chopsticks, I taught him how to use chopsticks. It was good not only to learn about foreign cultures 

but also to teach Japanese culture. 

ニュージーランドに来てから 1ヶ月が経ちました。最初はホストファミリーとうまくコミュニケーショ

ンがとれませんでした。でも時間が経つに連れて少しずつ会話ができるようになりました。私は英語で会

話ができて嬉しかったです。 

週末はロッククライミングをしたり、ビーチに行ったり、ホストファミリーにいろいろなところに連れ

て行ってもらいました。 先週はホストマザーと一緒にピザとバナナケーキを作りました。ホストマザー
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は 料理がとても上手く、私に料理を教えてくれます。ホストファミリーがお好み焼きを食べてみたいと

言ったので私はお好み焼きを作りました。みんな美味しいと言ってくれました。また、ホストファミリー

は箸を使いたいと言ったので私は箸の使い方を教えてあげました。海外の文化を学ぶだけでなく日本の文

化を教えることができて良かったです。 

 

高校 1年生  飯村 仁哉 くん 【 Pakuranga College 】 

「Auckland war memorial museum」 

I went to many places like 

botany or new market, but I 

memorable Auckland war 

memorial museum.  

It was exhibition first floor 

about Maori, second floor about 

animal that survive long ago and 

third floor about the Second 

World War. I was interested Zero 

fighter on the third floor, but 

many of the exhibits at the 

museum were interesting and I 

stayed there all day.  

Especially memorable thing of a 

museum is the bird call Moa. 

Why did about Moa memorable, It is overall length 4 meters, And It was extinct because it was 

predatory.  I was surprised when I heard that. 

So I want to go a museum again. And I think that I want to be a Vet and Archaeologist in the future. 

I felt that study abroad is spread my world. 

I reflection first month, I felt not just study English and the study abroad is learn various ideas of 

many people , face with myself and A place to grow as a person. 

I’m happy. Because it is good place a lot of nature and very kind people in New Zealand. 

僕はこの一か月でボタニーやニューマーケットなど沢山の場所に行ったのですが、一番印象に残ってい

るのはオークランド戦争記念博物館です。 

博物館は３階建てで 1 階はマオリ、2 階は昔ニュージーランドに生存していた生き物、3 階はゼロ戦な

ど戦争に関する物が展示してありました。僕はゼロ戦が展示されていると聞きそれが目的で行ったのです

が 1階から目を奪われる物ばかりでその日は一日中そこにいました。 

 展示物の中で特に目が奪われたのはモアという生物のはく製です。はく製は全長 4メートルもあり、ひ

と際目立つ展示物でした。そしてその巨鳥をマオリの人々が狩って食べていた事にも驚きました。もう一

度行ける機会が有れば行きたいです。僕は今、ニュージーランドに昔存在していた生き物にとても興味が

あり特に「モア」という鳥は見た目のインパクトと絶滅した理由からとても印象に残っています。このこ

とから僕は将来獣医師だけでなく考古学者という道にも進んでみたいなと考えています。やはり留学する

と自分の世界が広がるなと改めて感じました。 

 一ヶ月過ごしてみて、留学はただ英語を学ぶということではなく、たくさんの人から色々な考え方を学

んだり、自分自身と向き合ったり、人として成長できる場だと感じました。 

 ニュージーランドはたくさんの自然があり、親切な人たちもいてとても良いところなので happy です。 


