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Shine! 2018年度 ～世界で輝く城西生～ 2019年 2月号 

「Shine!」とは、中期留学生の留学先での学校生活やホストファミリーとの生活の様子を、毎月、HPをご覧の皆

さんにお伝えするものです。 

【高校１年生 野村 優太郎 くん 【ニュージーランド Henderson 高校】  

「 My first time studying abroad 」 

Since this was my first time traveling abroad, I 

did not understand anything during my first week. 

But as I spent time with my host family, I grew 

accustomed to my life here. 

We went to Dominion language school to study 

for a week. I could feel the English atmosphere 

because we couldn’t speak any other language than 

English at this language school. It is a good memory 

being able to make friends outside of Josai High 

School. When the language school ended, I started 

attending Henderson High School. I had a hard 

time during the first week because I did not 

understand anything, but I managed to get over it 

thanks to the help of students there who taught me 

many things. I want to make friends and increase 

my English skills during the remaining month and 

a half. 

I spend time with my host family on weekends. 

We go shopping and to the beach. Sometimes, I go 

to the city to go shopping with my friend. It is fun 

because I can go to places I have not been to before. 

I went to the soccer stadium to watch a soccer 

game on February 15. The Japanese famous soccer 

player Keisuke Honda participated in the match. I 

belong to the football club so it was a great 

experience. I want to go and see the next soccer 

game. 

「初めての留学」 

私は、今回が初めての外国で、始まって 1週間は何

も分かりませんでしたが、日々、ホストファミリーと

過ごすことで、少しずつ、現地のネイティブな英語の

スピードにも慣れることができました。 

私たちは、1週間、ドミニオン語学学校というとこ

ろに英語研修をしに通いました。その語学学校では、

英語以外は話してはいけないので、そこで英語コミュ

ニケーションのコツを掴むことができました。城西高

校以外の友達もできて、とても良い思い出になりまし

た。 

ドミニオン語学学校が終わると、ヘンダーソン高校

に通い始めました。分からないことだらけで最初の 1

週間はとても苦労しました。ですが、現地の人が優し
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く教えてくれるので、何とか乗り切ることができまし

た。残り約 1ヵ月半で、今よりももっと友達を増やす

とともに、英語の能力も一緒に上げられるように、心

掛けて生活していきたいです。 

休日は、家族と過ごすことが多いです。ショッピン

グやビーチに行くこともあれば、1日ゆっくり家族と

一緒に過ごすこともあり、いつも充実した休日を送る

ことができています。時々、学校の友達と一緒に街に

買い物に行くことがあります。友達は、いつも私がま

だ行ったことのないところに連れて行ってくれるの

で、とても楽しいです。 

2月 15日に、サッカーの試合を観に行きました。

本田圭佑選手が出場しました。オーストラリアリーグ

（Aリーグ）には、ニュージーランドのチームも入っ

ています。私はサッカー部に所属しているので、この

試合を観戦することができ、とても良い経験になりま

した。次の試合も観に行きたいです！ 

 

【高校１年生 藍 桃香 さん 【ニュージーランド Massey 高校】  

「 A nice encounter 」 

 

My first day of my study abroad stay in New 

Zealand! I had taken an airplane for 10 hours so my 

lower body was uncomfortable. When I met with my 

host family I was really nervous; however, I was 

glad to talk with them. I made two friends whose 

names are Shaun and Seoyeon. Seoyeon is older 

than me but she is nice person who talks warmly to 

me!! 

One day, I went to Mission Bay Beach with 

Seoyeon. She introduced six of her friends to me. 

We celebrated the birthday of one of her friends at a 

seafood restaurant near Mission Bay Beach. We ate 

a lunch of delicious seafood such as mussels and 

oysters and meat. At Mission Bay Beach we did 

many activities such as a swimming battle, trying 

to go off the coast and more. I was very tired but it 

was a fun day! 

Then we gathered from time to time. We went to 

eat Korean chicken, and went to the music festival 

with my host family on the Waitangi Da. 

Sometimes I learn Korean from her and teach 

Japanese to her. They left New Zealand before me, 

but we promised to meet in Japan and Korea. I was 

very sad because I talked with her various things. 

We thanked each other; I was encouraged very 

much. 

There were various encounters this month. I 

think I got a very good start. 

「初めての留学」 

留学初日、ホストファミリーに会う時、飛行機に

10時間も乗っていたので、心身ともにあまり優れてお

らず、その上、とても緊張していたのですが、それを

吹き飛ばすくらいとてもフレンドリーなホストマザ

ーが私を優しく迎えてくれました。そして、韓国の大

学から来た留学生のソヨンとホストマザーの親友の

ショーンを紹介してくれました。彼らは、とてもフレ

ンドリーで、すぐに打ち解けました。 

ある日、ソヨンとミッションベイビーチへ行きまし

た。彼女は 6人の友達を紹介してくれました。その日

は、友達の誕生日だったので、バースデイソングを歌

ったり、いろいろな話をしたりしました。ミッション

ベイビーチ近くのシーフードレストランで、昼ご飯を
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食べました。ニュージーランドは島国なので、海鮮類

はとても美味しかったです。ちなみに、ムール貝の直

訳の“mussel（マッスル）“と、筋肉が発達している方

の”muscle（マッスル）“は、現地の人でも発音だけで

は分からないそうです。勉強になりました。ビーチで

は、水泳競争をしたり、ここの海は遠くにいっても足

がつけるほど浅いので、沖の方まで行ったりして遊び

ました。疲れたけれど、とても楽しい時間でした。 

それから私たちは、時間があると一緒に遊びに出掛

けるようになりました。韓国のチキンを食べに行った

り、ホストマザーとその息子家族と Waingtani day 

music festival を楽しんだりしました。韓国語と日本語

を教え合ったり、文化の違いについて話したりと、と

ても良い国際交流ができました。彼女たちは、私より

も先に韓国へと帰ってしまいましたが、私たちは韓国

と日本でまた会う約束をしました。ほんの少ししか一

緒にいる時間はなかったけれど、いつもとても親切に

私の世話をしてくれた、頼れるお姉さんと出会えてよ

かったです。 

この 1ヶ月は、様々な素敵な出会いがありました。留

学の良いスタートダッシュが切れたと思います！ 

 

【高校１年生 丸山 啓太 くん 【ニュージーランド Henderson 高校】  

「 My first time studying abroad 」 

I had never studied abroad before this so I was 

nervous when I met my host family; however my  

host mother is very kind. On my second day, I went 

shopping with my host mother. I was surprised to 

see that there was a bigger shop than in Japan. 

 

Three days later, I began attending Dominion 

English School. I interacted with people coming 

from various countries. We went to a zoo during  

orientation and we were able to interact with the 

other classes. It was a lot of fun learning English 

there. When the school finished, I went shopping 

with my host mother, went to an amusement park 

with some Josai students, and had a barbecue. It 

was so much fun.  

Four consecutive holiday days later, life in 

Henderson High School began. Henderson is 

different from Dominion. I hear English spoken 

every day, so I think my English listening skills 

have improved. When I entered, the school held a 

swimming day and a sports day. I could feel a 

different atmosphere than in Japan. I could make 

friends with people in my class and do physical 

education together. When I don’t know something 

during English class my classmates help me by 

teaching me the material so I feel improvement 

every day.  I want to try hard so that I can have 

more positive interactions and improve my English 

even more during the next month.  

「初めての留学」 

私は、今まで留学に行ったことがありませんでした。

ニュージーランドに着くまでは、楽しみな気持ちが強

かったですが、空港に到着してホストマザーと会う時
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には、とても緊張しました。しかし、ホストマザーは

とても優しくて、緊張は一気にほぐれました。 

ホストマッチングの翌日は、ホストファミリーと過

ごす日でした。私は、マザーと一緒に買い物に行きま

した。日本よりもお店が大きくて、びっくりしました。

3 日後には、ドミニオン英語学校も始まりました。そ

こでは、色々な国の人と交流しながら英語を学びまし

た。オリエンテーションとして全員で動物園に行った

り、他のクラスの人と交流してコミュニケーションを

高めたりしました。とても楽しく、英語を学ぶことが

出来ました。学校が終わると４連休があり、ホストマ

ザーとショッピングに行ったり、城西の他の留学生と

遊園地に行ったり、バーベキューをしたりして、とて

も楽しかったです！ 

  その後、いよいよヘンダーソンハイスクールでの

生活が始まりました。ヘンダーソンでは、ドミニオン

とは違って、授業やホームルームクラスでは周りがニ

ュージーランドの人に囲まれているため、毎日、英語

を聞いています。そのため、若干ではありますが、前

 

より英語が聞き取れるようになった実感があります。

入ってすぐに水泳大会があったり、体育祭があったり

して、日本とはまた違った雰囲気を味わえて良かった

です。授業でも同じクラスの人と仲良くなり、体育で

一緒にチームを組んだり、英語の授業で分からないと

ころを教えてもらったりしていて、毎日がとても充実

している気がします！もっと色々な人に積極的に話

しかけていき、今以上に英語が上達できるようにする

という目標で、来月以降も頑張っていきたいです。 

 

【高校 2年生 渡辺 麻佑 さん 【ニュージーランド Hobsonville Point 高校】  

「 My first overseas life 」 

 
One month has passed since I came to New 

Zealand. Time passes very quickly and I’m having 

fun. New Zealand is so hot. I’m getting struck by 

heat now. So, New Zealand is a lot of different 

things from Japan. For example, everyone is kind 

and friendly. If I went past people on the street, 

people greet me with a smile. My host family is very 

kind. I think that many people with a positive 

character because they speak one after another. I 

feel easy to speak actively. Since my host family 

gave me a lot of questions, I was able to 

communicate. The first picture is a picture when I 

went to eat dinner on the first day we met. I went to 

stay at Omaha beach. I went to a birthday party 

and played with cricket with my host family. 

For the first week, I went to a language school 

using a ferry. It was a mysterious feeling it was my 

first school riding a ferry. Second picture is my 
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teacher. I can understand English little with him. 

The school in New Zealand is different from 

Japanese school and it’s surprising and fun. 

However, I’m suffering from understanding what 

my teachers are saying because they speak English 

too fast. I took classes in English and history, music, 

ESOL, technology. I’m eating lunch with my buddy 

and my friends talking in English. It’s fun to talk 

because there are people from various countries. 

I won the school event called Amazing Races. My 

school was split into different groups to compete 

with each other. When I had a mission in the city, I 

lost it and I danced alone playing music in the 

middle of the city. I was very embarrassed, but it 

was a good memory. I’m happy that I can enjoy 

school life every day.  I hope I can make more 

memories and I want to make everything better 

than before. 

「初めての海外生活」 

私がニュージーランドに来てから、1ヶ月が経ちまし

た。この 1ヶ月間は、とても早く、楽しいものでした。

ニュージーランドは、とても暑いです。日本は冬です

が、私は今、夏バテをしています。 

また、ニュージーランドは、日本と違うところがた

くさんあります。例えば、初対面の人にも優しく、フ

レンドリーなところです。もし、私が道で歩いていた

ら、目が合った人が、笑顔で挨拶してくれます。私の

ホストファミリーも、とても優しいです。私は、ニュ

ージーランドの多くの人が、積極的な性格だと感じま

す。なぜなら、次々に言葉を発するからです。その環

境の中にいると、私も言葉を発しやすく、自分の思っ

たことを行動に移しやすいです。私のホストファミリ

ーは、会った時からたくさん質問してくれて、すぐに

コミュニケーションを取ることができました。1枚目

の写真は、留学初日に夕食を食べに行った時の写真で

す。ホストファミリーとオマハのビーチに泊まりに行

ったり、誕生日パーティーに行ったり、クリケットを

して遊んだりしました。 

最初の 1週間は、語学学校にフェリーで通いました。

船に乗って通う学校は初めてだったので、不思議な気

持ちでした。2枚目の写真は、私の先生です。多くの

人と関わって、英語を少しずつ理解できるようになっ

てきました。ニュージーランドの学校は、日本の学校

と全く教育が違って、驚くこともあり、毎日が楽しい

です。ただ、英語の授業は、先生が話すのが速いので、

何を言っているか理解に苦しみます。私は英語と歴史、

音楽、ESOL、技術の授業を取っています。昼食は、

バディや友達と食べて英語を話す生活をしています。

さまざまな国から来た人がいるので、話していて面白

いです。 

また、アメイジングレースを各グループで競い合う学

校行事では、1 位になりました！アメイジングレース

中、街中でミッションをしたときには、私はじゃんけ

んで負け、一人街中で音楽をかけて踊らなくてはなり

ませんでした。とても恥ずかしかったですが、良い経

験になりました。毎日、楽しく学校生活を送ることが
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できて、本当に嬉しいです。もっと良い思い出を作れ

たら良いなと思います。そして、留学前より成長でき

る生活を送れるようにしたいです。 

 

【高校 2年生 平林 夏奈 さん 【ニュージーランド Hobsonville Point 高校】  

「 Life in NZ 」 

 

We went to a language school for five days. I 

used a ferry because it was far and it was 

something I couldn’t experience in Japan. I learned 

English grammar taught with only English. I also 

learned things that I didn’t know in Japan. 

Furthermore, I made a friend there. She is from 

Korea. She is the same age, but she could speak 

English very well. I thought I should try harder at 

English.  

My homestay is in Strugnell’s family. My 

host family is very kind. They took me to many 

places for my sake. For example, they took me to a 

church, and they took me to a barbecue with 3 

families at their grandmother’s house. Because of 

that, I had many chances to talk with the local 

people. I was nervous at first. However, I thought 

that speaking is more important than being correct 

with grammar.  Thus, I felt that talking in English 

became more fun. I remember conversational 

expressions and I want to talk more. 

I went to the host family’s second house for 4 

days. I experienced riding a paddleboard there. I 

was able to ride on my first try. It was my first 

experience, so I was excited. I felt as if I was 

walking on the sea. It was fun. At night I saw many 

stars on the terrace. It was beautiful and more 

numerous than what I see in Japan. I thought there 

are many stars in the world. It was moving. 

「ニュージーランドでの生活 」 

ニュージーランドに到着すると、まずは語学学校に

5 日間通いました。語学学校までは、遠かったのでフ

ェリーを使って通いました。通学手段がフェリーとい

う、日本ではなかなかできない経験ができました。学

校では、英語で英語の文法を学びました。日本では知

らなかったことを学べました。内容が深くて、とても

勉強になりました。ここで私は、韓国の子と友達にな

りました。彼女は私と同い年です。しかし、英語がと

ても上手でした。「自分も頑張らなきゃ！」と、思う

ことができました。 

私は、Strugnell さんの家にホームステイをしてい

ます。ホストファミリーは、とても優しいです。私の

ためにたくさんのところに連れていってくれます。例

えば、協会、3 家庭が集まってのバーベキュー、祖母

の家などです。ホストファミリーのお陰で、色々な人

と英語を話す機会があります。最初は、とても緊張し

ました。しかし、留学生活を送る中で、正しい文法よ

りも話すことが大切だと思うようになりました。する

と、英語を使うのが、楽しくなりました。話すことが
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楽しくなったので、これからは会話表現をどんどん身

に付けたいと思います。 

私は、週末の４日間、ホストファミリーのセカンドハ

ウスに行くこともできました。そこで私は、パドルボ

ードを体験しました。一発で乗ることができました。

初めての経験だったので、とてもわくわくしました。

まるで海の上を散歩しているようで、とても楽しかっ

たです。夜には、テラスでたくさんの星を見ました。

それは日本で見るよりも綺麗で、数も多かったです。

世界には、こんなに美しい星があるのだと、感動しま

した。 

 

【高校 2年生 加藤 秀規 くん 【ニュージーランド Henderson 高校】  

「 Everything is My First Time 」

 

It was the first time for me to come to New 

Zealand. “My life in New Zealand has started” I was 

deeply moved when I entered my host family’s 

house. At first, I thought the house was spacious. I 

felt the same when I studied abroad in Australia 

when I was a junior high school student. 

My host mother is a police officer and my host 

father is a builder. The family has two cats in the 

house. Sometimes my host father’s brother comes to 

the house. Everyone is very friendly and kind. My 

host mother enjoys hockey and cross-fit. My host 

father works on home projects in his spare time. 

The family likes to go for walks, visit beaches and to 

go shopping. 

The first week, I studied at the Dominion 

language school. I was able to learn English with 

people from various countries. Each one had his or 

her own mother tongue. I thought it was a very nice 

place to know the culture of New Zealand and other 

countries. 

Next week I started to go to Henderson High 

School. The first day, as I did not know my class, 

many staff helped me how to get to my classroom. 

My host family and I went to Rangitoto Island on 

the first weekend of the school term. We arrived 

there by train and ferry. It took an hour. The place 

was rich in nature. I felt a clear breeze. 

The week after, there was a swimming festival at 

school. I was in the Orange team. Everyone 

participated in their own color clothes with face 

painting. The teacher’s dance performance in each 

team was especially exciting for me. This festival 

made me want to make many friends and enrich my 

study abroad in New Zealand. 

「 全てがはじめて」 

私は、初めてニュージーランドを訪れました。 そ

して、ニュージーランドでの生活が始まりました！ホ

ストファミリーの家に入ったときは、とても感動しま

した。最初に感じたことは、家がとても広いことです。

中学生の時にオーストラリアに留学した時も、同じ気

持ちがしました。ホストマザーは警察官で、ホストフ

ァザーは建築家です。私の家には、2匹の猫がいます。

父の兄が、私たちの家にやってくることがあります。

みんなとても仲が良くて、優しくて親切です。ホスト

マザーは、ホッケーとクロスフィットが趣味で、ホス

トファザーは、フリータイムに日曜大工に取り組んで

います。私の家族は、ビーチに散歩に行ったり、買い

物に行ったりするのが好きです。 

私は、最初の１週間、ドミニオンの語学学校で勉強

しました。語学学校では、母国語が違ういろいろな国
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から来た人たちと一緒に、英語を学ぶことが出来まし

た。ニュージーランドの文化やその他の国の文化など

も知ることができて、とても良い場所だと思いました。

語学学習が終わり、次の週からヘンダーソン高校に登

校しました。 

初日、私は自分のクラスを知らなかったので、多く

のスタッフが私の教室への行き方を教えてくれまし

た。学校が始まった最初の週末に、家族でラギトト島

に行きました。その島に行くためには、電車とフェリ

ーを使って 1時間かかりました。そこは、とても自然

が豊かで空気が美味しい場所でした。 

次の週、ヘンダーソン高校でスイミングフェスティ

バルが開催されました。私はオレンジチームのメンバ

ーとして参加しました。みんな自分たちのチームの色

の服を着たり、フェイスペイントなどをしたりして参

加していました。特に、先生による各チームカラーの

ダンスパフォーマンスは盛り上がっていました。 

このフェスティバルをきっかけに作った沢山の友

達と、ニュージーランド留学を充実させていきたいと

思います。 

 


