ヌエーバ中学交換留学プログラム
３月末と５月初めにカリフォルニアにある
ヌエーバ中学校と交換留学を行います。通常
授業だけでなく、特別授業やヌエーバ生との
交流企画などいろいろな体験ができます。

２０１３年度２生生 A・Ｒさん
２０１４年３月にアメリカ・カリフォルニア
州にあるヌエバ・スクールの交換留学プログ
ラムに参加しました。
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They tasted good! And I went home Then I
told host family about my family. They gave

Day 1

me very interested in my family.

Today I enjoyed flight, shopping and

Day 7

sightseeing. In flight time, I saw beautiful view

I had assembly today. At first, I was nervous,

through the window. And I bought some

but I really enjoyed it. I had a good time. Then,

postcards and pens. Then we saw the

I watched Ada and her friends’ music practice.

Golden gate bridge. I ate BLT and pancakes

They were good at singing, dancing and

for dinner. It was delicious. I can’t wait to meet

acting. I was surprised at watching it. And

my host family tomorrow.

tonight we danced. It was very fun.

Day 2

Day 8

At first, I was really nervous, but host families

I was the parting with my host family today. I

greeted me with a smile. So I was relaxed.

was so sad. But my host mother said, “Don’t

We went shopping, and ate Mexican food

cry. Because we have very happy days with

and ice cream. They were so nice. Then, we

Ran. Let’s part with smile!”. So I sympathized.

went home and I gave some gifts to my host

At the airport, we parted with a smile without

family. They looked very happy. So I was

the drop shedding tears. I was able to make

happy too. And I ate dinner made by Ada.

many memories in this one week. And I grew

They were very good.

up!

Day 3

I think there was the cooperation of many

I attended classes with Ada. They were so

people and I was able to enjoy this program

difficult because all English. But we have

heartily.

Japanese class today, so I could understand
it. I really enjoyed school life. After school, I

“Nueva School”の印象

went home and played table tennis with Ada,

The classes of Nueva school overflowed in

her sister Tara, and her father. I also enjoyed

originality and made all the students come

it. And I ate Udon with Ada and her father. It

near.

was great!

The class of rock climbing was very fun.

Day 4

Actually, I have never done rock climbing. But

There was a class of rock climbing today. I’ve

I enjoyed. And I bent a glass in science class

never done rock climbing before, so I was a

and I programed in technique class.

little nervous. But I really enjoyed doing that, I

I also participated in the class of the high

think I want try it again. In lunch time, there

school students. They were very difficult.

was a band in music room. Everyone were

All the students of the Nueva school were

very excited. Then, I attended classes of high

very friendly. When I might not understand it

school student. It was fun. After school, we

by a class, they told me clearly.

went bowling. It was very fun too! Then I had

I was able to enjoy all the classes that I took

dinner for chicken hamburger with my friends.

at Nueva school.

放課後のアクティビティーも充実していて、
生徒の感想

ボーリングやアイススケートをしたりして、

私は、正直、最初はこのプログラムに乗り気

ホストの子だけでなく、たくさんの現地の人

ではありませんでした。海外に行くこと自体

と交流ができてとてもうれしかったです。ま

にとても興味はありましたが、その好奇心の

た、ハイキングに行って、丘の頂上から雄大

邪魔をしていたのは、英語に対する自信の無

な景色を見たり、美術館に行ってたくさんの

さでした。私は、今までにホームステイをし

作品を見たりして、とても貴重な経験をする

たことがなく、国も文化も違う人たちと話が

ことができました。金曜日の夜は、ダンスパ

通じるのか、
想像もつかずとても不安でした。

ーティーがあり、会場のみんなと踊りまくっ

しかし、このプログラムの参加者になること

て、とても良い思い出を作ることができまし

が決まってからは、英語やホームステイに対

た。

するモチベーションが変わりました。
「早く行

この一週間は、初日からホストファミリー

きたい！」という気持ちが強まり、今まで不

とのお別れまで、すべて鮮明に私の心に刻ま

安に思っていた自分がバカらしくなりました。

れました。慣れない環境で恐れることなく、

なぜ、前向きになれたかというと、別に英語

チャレンジできて、本当に気持ちよかったで

に自信がついたわけでもなく、やけくそにな

す。自分のコミュニケーション能力のアップ

ったわけでもありません。私とバディーを組

や、異文化との交流、そして、自立心を養え

むホストファミリーの子からメールが来たか

て、少しは成長できたと思います。この経験

らです。そのメールの内容は、あなたとバデ

を是非、今後の国際交流につなげていけたら

ィーを組めてうれしい、早くあなたに会いた

とてもうれしいです。

い！というものでした。
そのメールを見た時、
私は「バディーの子はこんなに私を歓迎して
くれているのだから、不安がったりする必要
はない」
「小さいことにとらわれず、
実際に現
地で刺激を受けていろんな事を学びたい。
」
と
強く思いました。それから、サンフランシス
コに行くことが楽しみで仕方なかったです。
ヌエーバスクールでは、クラスの人が、と
てもフレンドリーに話しかけてくれました。
そして、何より驚いたのは、授業です。同志
社とは、違う形のオリジナリティー溢れるス
タイルで、生徒一人一人が誰も飽きていなか
ったので、私は大変びっくりしました。生徒
全員が真剣に取り組んでいたので、雰囲気も
良くて、すごく良い環境でした。難しい内容
の授業もありましたが、ほとんどの授業に、
興味をもって取り組めたので、知識だけでな
く、たくさんのものが得られました。また、

