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本校への留学生アリーシャさん、短期留学の吉野くんの体験記 
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アリーシャの本校留学体験記 

This year at Ohmiya has been an unbelievable 

experience. With a very welcoming atmosphere and 

hardworking staff and student body, I was able to 

grow and learn far more than expected. The fact 

that I was able to meet new friends and make 

lasting memories inspires me to be more outgoing 

and friendly no matter where I am. Having the 

courage to approach a new student, whether 

foreign or not, is impressive and from what I have 

seen here Ohmiya students certainly have courage 

in spades. Both the students and teachers were 

very patient with me despite my lack of fluency in 

Japanese. One of the most comforting and uplifting 

aspects of Ohmiya as a foreign exchange student 

was how friendly and considerate everybody was. 

Something that surprise me was the Tankyuu 

(humanities research) class in which students took 

surveys, conducted interviews, made 

presentations, and even did fieldwork in other 

countries in order to make Miyazaki a better place 

to live. I feel that schools often unintentionally put 

students into an unmotivated attitude. With learning 

taking place almost exclusively in classrooms, 

many students also “Why am I here? What’s the 

point?” However, a class such as the Tankyuu class 

here at Ohmiya creates a practical learning 

environment, bringing the wide gap between 

classroom lessons and real-world application of 

taking place almost exclusively in classrooms, 

many students ask “Why am I here? What’s the 

point?” However, a class such as the Tankyuu class 

here at Ohmiya creates a practical learning 

environment, bridging the wide gap between 

classroom lessons and real-world application of 

knowledge. It was so exciting and inspiring to be a 

part of. 

Needless to say I am extremely grateful to 

everybody at Ohmiya for helping me and 

befriending me. I will never forget the memories I’ve 

made here and the lessons I’ve learned. 

（２年Ｊ級アリーシャ） 



 

 

 

 

 

短期留学体験記 

私は今夏、AIU 保険主催の高校生国際交流プログ

ラム、High School Diplomats (HSD) に参加しました。

このプログラムは、全国から選抜された 40 名の高校

生外交官が三週間、アメリカ東海岸を中心に、Tour, 

Homestay, Exchange の 3 つのプログラムパートに参

加します。Tour パートでは、ワシントン D.C.の要所を巡

り、アメリカの政治、経済、文化、歴史を学びます。

Homestay パートでは、バージニア州の現地家庭で過

ごしアメリカの日常生活を体験します。Exchange パー

トでは、プリンストン大学にて米国高校生と 10 日間一

緒に様々なアクティビティーに取り組み、国際交流を

越えた「人間交流」を体験します。 

私がこの 3 つのプログラムパートの中で最も印象的

だったのは、Tour パートです。ワシントン D.C.では、米

国防省(Pentagon)、IMF、世界銀行などアメリカ、世界

の政治の中心機関を訪れることができました。ニュー

ヨークでは、国連、9/11 メモリアル、AIG 本社（AIU 保

険 親会社）など幅広いアメリカの姿を見ることができ

ました。IMF、世銀、AIG 本社では、現地で働いている

日本人の方とお話する機会をいただきました。世界で

活躍するために必要な資質や、海外で働くことの魅力

など、そこで働いてこそわかる様々なことを教えていた

だけました。 

私はこの 3週間のプログラムを通して、多くのことを

学ぶことができました。アメリカのことはもちろんです

が、今まで知らなかった自分自身を知ることができま

した。今の自分の強みは何で、何が足りていないのか

を気づくことができました。海外に行くときに、留学する

ときに最も壁となるのは、やはり言語です。英語ができ

る、それ以上のアドバンテージはないと思います。で

も、私が今思うのは、たとえ英語ができなくても、海外

に行くべきだということです。言語はあくまで、コミュニ

ケーションのツールに過ぎません。コミュニケーション

の本質は、何を伝えるかということです。相手と向き合

が、今まで知らなかった自分自身を知ることができ

ました。今の自分の強みは何で、何が足りていないの

かを気づくことができました。海外に行くときに、留学す

るときに最も壁となるのは、やはり言語です。英語がで

きる、それ以上のアドバンテージはないと思います。で

も、私が今思うのは、たとえ英語ができなくても、海外

に行くべきだということです。言語はあくまで、コミュニ

ケーションのツールに過ぎません。コミュニケーション

の本質は、何を伝えるかということです。相手と向き合

って、頑張って自分の意見を伝えようとすることが大

切だと思います。もちろんまだまだ、英語力が足りない

部分もあります。自分自身プログラム中、英語力のな

い故に何度も辛く、悔しい思いをしました。しかし、私た

ちにはまだ時間があります。上手く伝えられなかったと

いうその経験をばねに、さらに英語を勉強して話せる

ようになれば、その経験には大いに有意義なものにな

ります。私は、この学生の間に海外に行くこと、留学す

ることに大きな意味があると思います。トビタテ留学

JAPANの広告に、「留学したことを後悔している人に、

会ったことがない。」というものがありますが、本当にそ

の通りだと思います。留学をすれば、大きく世界観が

変わりますし、今まで知らなかった自分、みんなとは

違う自分になるができます。得しかないと思います。

今は、留学を支援する多くの制度、プログラムがありま

す。是非、そういうものを活用して、日本を飛び出す

挑戦をしてみてはどうでしょうか？？（２Ｊ 吉野光陽） 


