
先輩留学生の声

Ｑ：留学をしようと思ったきっかけは何ですか？
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Ｑ：実際に行ってみて、ギャップを感じたことはありましたか？

Ｑ：留学期間中にチャレンジしたことはなんですか？

Ｑ：留学経験をどのように活かしていきたいですか？

「僕のキーワードは、挑戦です」

吉田錦弘さん   Kanehiro Yoshida 

僕は、子供の頃からＴＶや雑誌で、海外の世界遺産や風景を見てそのスケールに憧れいつか海外で過ごしたいとい

う夢を持っていました。生まれてこれまで海外旅行の経験もありませんでしたが、高校卒業を機に特に興味があっ

たカナダと言う「新しい世界」に飛び出そう！という意気込みで留学という選択をしました。

まず1つ目は、ホームステイで感じたことですが生活のリズムが日本のそれと違い戸惑いを感じたことです。例え

ば、10時以降はシャワーを浴びることができないことや、その時間には基本的には寝てしまうことなど、日本での

生活とのギャップは大きかったです。家族と違ってわがままは通じにくいですね笑。2つ目は、カナダ人のフレン

ドリーさ、についてです。ビリヤード知り合った子がいるのですが毎日のようにビリヤードに誘ってくるようにな

りました（笑）とにかく日本人の友達感覚とは違い、いかに自分が保守的だったかと痛感しました。良い意味でこ

れまでの自分から脱皮できそうです。

今は語学学校で英語を学んでいますが、一日も早く英語を上達させ大学の授業

に入り、多くの分野を英語でガッツリ学びたいです。チャレンジとは違うかも

しれませんが、留学中の間にカナダの自然をめい一杯謳歌したいですね。勿論

勉強第一ですけどね（笑）

大学卒業後の社会人である自分自身はまだ想像の域を超えられませんが、外資系の日本企業で国外を相手にビジネ

スプレゼンテーションや交渉をしたり語学をマスターしているだけではできないレベルの高い仕事をしていきたい

と考えています。

Ｑ：最後にこれから留学を考えている人にメッセージをお願いします。

海外留学の選択は勇気がいることですが、一歩を踏み出し、新しい扉をノックしてほしいですね。言葉も食べ物も

文化も違う新たな世界で「０」からのスタートを切ってみることはとてもエキサイティングです。

僕のキーワードは「挑戦」です。カナダにいらした時は是非、お会いしましょう！！



留学の動機は、幼少のころから好きだったハリウッド映画の監督になりたいという大き

な夢を叶えるためでした。特に影響を受けたのは「バックトゥーザフュユチャー１」で

した。マーフィーが時間ギリギリで現在に戻れたシーンは最高でしたよ。アメリカに行

くしかない！その気持ちを決定付けた映画でした。大学留学しよう！アメリカに行けば

必ず大きな可能性が見出せる！今思うととても熱い思いでしたね。そして幸いにして両

親の暖かい理解があり、アメリカ留学という新しい旅立ちが実現しました。

先輩留学生の声

私の場合、英語が話せない状態で留学しましたので最初の２ヶ月は戸惑いの連続でした

。アメリカンスタイルへの順応、例えば食べ物、生活、会話、お金の下ろし方、全てに

おいて戸惑いを感じました。でもその文化に縛られるので、自然と慣れ順応できていく

ものです（笑）クラスメートをはじめ私を支えてくれる人はいましたしね。

こうしてインタビューを受けて改めて留学で学んだことを思い返してみると本当に大き

いものを学んだと感じます。当時は激動の時代でした。ベルリン崩壊、バブル絶頂期、

湾岸戦争･･･。特に湾岸戦争のことは忘れられません。ルームメイトが戦場に行くことに

なり、そのルームメイトが私に遺書を渡して来ました。「僕が死んだらこれを家族へ渡

して欲しい･･･。」まだそれこそ２０歳に満たない学生です。そんな情勢の中を私はアメ

リカで生き、国際政治に対して強い関心を持つようになりました。そして世界的な視野

を持ったことで日本の国についてもこれまで以上によく分かるようになりました。自分

が日本にいて、内側から見た日本というものがいかに狭いものでしかなかったかを痛感

し、その一方で広い視野を持つ自分を実感するようになりました。

留学で得た経験や学びは一生活かせるほどのものです。英語を学ぶため、という目標でもいいでしょう。私のよう

に映画監督になりたい、という夢の実現が動機でもｏｋです。やはりその思いを行動に変え大きな一歩を踏み出す

ことが大事でしょう。

Ｑ：留学をしようと思ったきっかけは何ですか？
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Ｑ：実際に行ってみて、ギャップを感じたことはありましたか？

Ｑ：留学経験はどのように活かされていますか？

Ｑ：最後に、これから留学を考えている人へメッセージをお願いします。

「多国籍の仲間達の中で芽生えた、
　　　　　　　　　　　政治への関心」

袋井市議会議員　山本貴史 さん　　Takashi Yamamoto
　

留学で学んだことは？と聞かれたとき、語学力というのは私としては３番目、４番目。それより大きい学びは「日

本にとどまっていては得られなかった視野の広がり」そして「自分で自分の道を切り開く精神」です。

映画監督という夢への憧れは捨てたわけではありませんが、この留学で私は「日本は変らなければいけない、日本

人が忘れているものを呼び覚まさせたい。学生に対しても、多くの人達に対しても、国に対しても。」そういった

熱い気持ちを持つに至りました。そして現在、私はその思いを実現するために塾を経営し子供達の学力向上だけで

なく心の成長を促す教育をしています。また、市議会議員として国や市という視点からの活動も進めています。



私の留学のキッカケは、アメリカ留学に行っている先輩からアメリカでの生き生きとした

留学生活の話を聞かされ強く感化されたというごく単純な理由でした。当時１８歳だった

私としては環境が変わる継ぎ目だったためか留学に対する抵抗は全くありませんでした。

先輩留学生の声

私、正直、英語力がまっさらに近い状態で留学しました。生活する上でのコミュニケーションは数ヶ月でできるよ

うになりましたが、逆にまっさらだから留学後、割りと短い期間で英語が頭に入ってきたと思います。

一人で生活しましたが、戸惑うほどの大きなギャップはありませんでした。日本で見る

外国人は目立ってイケメンなのですが（笑）、なぜか現地ではそう感じることは少なく

萎縮せずにフレンドリーに接することができました。ギャップという点で今でも鮮明な

のが、学校で色々な国籍の学生と接し、日本がいかに豊かであるかというのを知ったこ

とです。違う世界に一歩出てみると、また違う事実や真実があるんだなということを強

く感じたのを今でも覚えています。

留学で学んだことは英語力だけではありません。ポジティブな気持ち、広い視点で物事

を考える意識、円滑なコミュニケーション能力、違う文化や考えの理解と沢山あります

。私は今、静岡でフリーアナウンサーをしています。仕事で外国人と接する時もありま

すが、アナウンサーという仕事柄、日本人との接点が殆どですが、留学中で自然と身に

付いたことが確実に仕事に活かされています。もう１つは「人脈形成」。日本ではさよ

うなら、アメリカではＳＥＥ　ＹＯＵ　ＡＧＡＩＮ　、ＳＥＥ　ＹＯＵ　ＬＡＴＥＲ　

ＬＯＮＧ　ＴＩＭＥ　ＮＯ　ＳＥＥ　また会いましょう！が基本です。出会った人たち

とアッサリした関係で終わらないで、一人一人の出会いを大切にするアメリカ流が、私

の日本での人脈形成に大きく役立ちました。

私の留学のキッカケは正直、大きな目的はなく留学への憧れ、これ１つでした。しかし明確な目的がなかったとは

言え、留学という経験を経て社会で役立つ一生ものの多くのことを学んだと思います。留学に対し強い目的があれ

ばなお良し、ですが、私のように新しい世界に足を踏み入れたい、そんなキッカケでも全く問題ないと思います。

きっと日本では一生体験できない経験ができ社会に出た時に大きく役立つ力を自然と身につけられると思います。

Ｑ：留学をしようと思ったきっかけは何ですか？
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Ｑ：英語は得意だったのですか？

Ｑ：実際に行ってみて、ギャップを感じたことはありましたか？

Ｑ：留学経験はどのように活かされていますか？

Ｑ：最後に、これから留学を考えている人へメッセージをお願いします。

「何物にも代えがたい自分を表現する力」

浜松エフエム放送株式会社

パーソナリティ　小川綾乃さん　Ayano Ogawa　　



先輩留学生の声

Ｑ：留学をしようと思ったきっかけは何ですか？
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Ｑ：実際に行ってみて、ギャップを感じたことはありましたか？

Ｑ：留学中に一番苦労されたことは何ですか？

Ｑ：最後に、これから留学を考えている人へメッセージをお願いします。

「自分の言葉で語れる
　　　　　リアルな経験が留学の醍醐味」

中本育代さん   Ikuyo Nakamoto 

中学3年生の時にシアトルにホームステイしたのがきっかけです。その時お世話をして

くれたホストファミリーが非常に良い方だったのですが、最初の海外だったこともあり

、うまくコミュニケーションが取れなくてすごく悔しい思いをしたんです。帰国後もし

ばらくは文通をしていましたが、考えや思いをうまく表現することが難しくて。そのも

どかしい思いがいつの間にか、海外でもう１回チャレンジしたい！という気持ちになっ

ていました。

私が留学したグランドジャンクションは、自然がいっぱいある地元の街と雰囲気が似ていたこともあって、自分で

思っていた以上にリラックスして過ごすことができました。違いを感じたのは、人種くらいですね（笑）

ずばり、和製英語が通じないことです。自分では言いたいことを言っていても、「ああ

、きちんと通じていないだろうな」と思う瞬間が何回もありましたね。語学学校では、

正確な英語を話すのは先生だけなんです。しっかりと相手に意思が伝わる英語を少しで

も早く話せるようにならないといけないと思いました。幸い私はホストファミリーに恵

まれていたので、良かったかもしれません。お仕事をリタイアされたおじいｊちゃんと

おばあちゃんの家庭だったため、常に家にいらっしゃったんです。必然的に話さなけれ

ばならない場面が多くて、自然とネイティブの英語に鍛えられましたね。ただし、ホス

トファミリーはこちらが留学生なのでそれなりに気を使って会話をしてくれますが、例

えば街で買い物をするなど、リアルな場面ではやはり苦労しました。きちんと会話がで

きるようになるまでには、半年位かかりましたね。

留学をしたいというぼんやりとした意識を持っている人は結構多いんじゃないかな、と思います。映画とかドラマ

の影響はすごくあって、イメージは先行しているでしょうね。

ただし、留学すれば楽しいことばかりかというと必ずしもそうではないと思います。正直、甘くないですし、手を

差し伸べてくれる人はいません。待っているだけでは、何も起こりませんし、何も変わらないと思います。ただ、

だからこそいく意義があるんじゃないかと私は思います。アメリカ人だけでなく、様々な国の人が集まっていて、

皆それぞれに目標をもって学んでいる。そんな環境の中で生活しながら、私は必死に自分が留学することの意義を

見出そうとしました。結果、自分の変化を自ら実感することができましたね。やらされている感覚でない勉強はこ

んなにも楽しいのか、という発見もありましたし、行って培ったものはあらゆる場面で今の自分にプラスになって

います。

今の時代はいつでも情報が得られる環境ですから、皆知識だけはすごいある。でも実際に経験することでしか分か

らないことってあると思うんです。自分が経験したことは、何よりも力があります。留学はそういうリアリティを

身につけられる貴重な経験だと思います。



「自分で選んで、
　　自分で進む力をもらった」

小学生から高校生までいるクリスチャンコミュニティですが、特徴を一言でいうと、「驚くほど生徒の仲がいい学

校」です。生徒の国籍はアメリカが多いのですが日本、韓国、中国とアジア圏もいます。場所はグランドジャンク

ションということもあり、自然が多い場所ですね。

先輩留学生の声

松永眞侑さん　Mayu Matsunaga

私は１０ヶ月間留学していましたが、英語が全くできない状態からのスタートでしたので、授業についていくのは

とっても苦労しました。でも、１０ヶ月いると耳が英語慣れしてきて日常会話も普通にできるようになります。英

語のテレビニュースも聞き取れるようになったのは自分でも驚きでした。

日本にいたらいつでも家族が手を差し伸べてくれます。でもそれは甘さでもあると思います。私は１年弱の期間の

留学でしたが、自分で何でもやらなければいけない環境に身を置いて自立心が芽生えたと思います。自分で選んで

自分で決めていく、これからの自分に必要なものを学んだと感じています。

　成績優秀者に与えられるPresident’s Award for

 　Educational Excellenceを松永さんが受賞！

　頑張った成果が報われましたね。

　松永さん、おめでとうございます！

Ｑ：クリスチャンコミュニティの雰囲気はどうでしたか？
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Ｑ：英語は得意だったのですか？

Ｑ：留学期間中にチャレンジしたことはなんですか？

Ｑ：留学で得たものは何ですか？

　『松永さんが大統領表彰を受賞しました！』

学校でチーム別研究というのがありました。私のチームのテーマは「日本刀の研究」で、その歴史を研究しまとめ

ました。アメリカ人は日本の文化に興味があるようでとても注目され、グランドジャンクションエリアではこの研

究がトップに選ばれたんです。あと少しでコロラド州１位だったのですが、惜しくも他の研究にリードされてしま

いました。コロラド州１位を逃したのはとっても悔しかったですが、何にも代えられない思い出です。

Presented to 
Mayu Matsunaga
in recognition of Outstanding 
Academic Excellence 2010.



「未知の世界で新しい

      自分を見つけたい」

ネットや旅行誌で海外のことを見る機会が沢山あったので、小さいころから何となく海外への憧れがあったんです。

ただ、どうせ行くなら旅行や観光ではなくて、もっと自分のためになる方がいいんじゃないかと思っていました。

実は伯父がアメリカに留学したことがあって、その話を聞いていたこともあり、何となく留学っていう形がいいんじ

ゃないかなと思っていたんです。そんな時に家族で海外旅行に行き英語に触れる機会があって、それまで何となく抱

いていた思いが一気に大きくなりました。とにかく行きたい！今しかない！という感じになってしまいました（笑）

先輩留学生の声

 堀江　可奈子さん   Kanako Horie

言葉が不安じゃない？ってよく聞かれるんですけど、一番は食事です（笑）和食大好き

人間なんですよ。でも恥ずかしいんですけど、今はまだ料理が得意じゃないので、渡航

するまでにある程度向こうの食材でも自分で食べたいものが作れるようにしておかない

となと思っています。言葉はとにかく向こうに行って英語を浴びて修行するつもりなの

で、不安というよりは、頑張る覚悟を固めてるって感じです。行ってみないと分からな

いですから。行く前からあまり心配しても仕方ないかなあと（笑）

小学3年から中学3年までバスケットをやっていたので、向こうの友達と一緒に

プレーしたいです。あとはピアノをやっているので、セッションができるよう

なサークルに入りたいですね。スポーツや音楽はどこの世界でも共通だと思う

ので、言葉だけじゃなくてそういうものを通してコミュニケーションが出来る

といいなあと思ってます。それから、向こうの友達に教えたいと思っているの

が、書道です。海外では漢字がクールみたいですが、日本の文化を紹介してあ

げたいなって思います。留学を通じて沢山のものをもらえると思いますが、私

が持っているものも教えてあげられたないいな、と思っています。

やりたいと思ったことはやれるうちにやった方がいいと思います。私は昔から思い立ったらすぐに行動に移してし

まう性格でしたけど、あの時やらなければよかった、と思えることはひとつもありません。もちろん親とか周りの

人達に相談することは大事ですが、迷っているなら思い切ってやってみることが大事な気がします。私は将来、英

語を活かせる仕事に就きたいと思っているので、留学中に沢山のことを吸収したいと思ってます。日本で生活して

いるのとは違って、新しい自分の一面を見つけることができるのではないかと思うので、すごく楽しみです。

Ｑ：留学をしようと思ったきっかけは何ですか？
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Ｑ：可奈子さんはもうすぐ渡航されますが、

これから留学するにあたって一番不安に思うことは何ですか？

Ｑ：では逆に、楽しみにしていることや

　　　　チャレンジしたいと思っていることを教えてください。

Ｑ：最後にこれから留学を考えている人にメッセージをお願いします。
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こんにちは。久保木 沙貴といいます。ISC留学センターからアメリカに

留学中です。

私が留学を志望した理由は、英語が使いこなせるようになりたいという

思いと、将来は世界を視野に入れた仕事をしたいという思いがあったた

めです。それとアメリカには色々な 人がいて、色々な考え方や文化に触

れてみたいというのも大きな理由の一つでした。

私は大学受験に失敗して一浪しましたがその原因だったのが「英語」。　英語は一番苦手な科目でした。とは言って

も英語が嫌いというわけではありません。そして私は勇気を出してアメリカ留学に踏み出しました。

学校の授業の内容はそれほど難しくはないけれど、最初は先生の言っていることを理解するのに苦労します。

それでも何とかそれを繰り返していると次第に耳も慣れてくるものです。英語力を高める場は学校だけではあり

ません。休日での 買い物、ホストファミリーとの生活の中など沢山あります。最初は 結構大変ですが、やっぱり怖

がらず積極的に会話をしていくこと  が大切だと感じています。　自分の言いたいことが伝えられ、相手の言いた

い事がわかるようになると嬉しいものです。

これから留学しようと思っている方に私なりにメッセージをお送

りします！

留学する・しないで迷っている方は結構いらっしゃるのではない

でしょうか。人からアドバイスをもらうにしても、留学に対してポ

ジティブな方、ネガティブな方、色々いらっしゃる中でのアドバイ

スでは、中々ご自身の決意が固まるには至らないことも多いと思い

ますから。私自身もそん中の一人でした。でも、迷っているなら留学

をするべきだと思います。今は自身を持ってそれをいえます。思った以上に得るものが沢山ありますし、日本にと

どまっているよりも視野が広がっている実感があります。留学には日本で過ごしていたらできないようなことや、

これまで経験したこともないことの連続です。大変さ、感動、驚きの連続パンチ（笑）。こうした素晴らしい刺激を

毎日受けながら、日本にいた時とは比較にならないくらい充実し、成長をしているという実感を得ているのです。

一人でも多くの仲間にこの気持ちが伝われば最高です！

�⇥⇤⌅⇧⌃⌥� Saki   Kuboki  
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はじめまして。中野明宏と言います。現在、ISC留学センターを通じてアメ

リカに留学中です。まず最初に僕が留学を決めた理由から簡単に。

僕は将来、親の仕事を継ぎたいと考えており、そのビジネスでは海外との

取引きは欠かせないものとなります。それには英語力はもちろん、外国人

との円滑なコミュニケーションが不可欠となります。僕はそのための必要

な力を得るために留学を決めました。

さてこちらアメリカでの過ごし方も興味を持たれる部分だと思いますが、僕の場合、休日は友人と買い物に出かけ

たり、一緒にスポーツをしたりしています。スポーツは大体バスケットボールですね。あとはやっぱり学校の宿題

をこなしたりしています笑。日本の大学と違って課題は多いです。心して臨むべし！！（笑）

留学をして実感していますが、やっぱり最初の頃のコミュニケーションが大変。それはホストファミリーとの間で

も最初はありました。それに買い物をするにあたって店員さんにうまく自分の意思を伝えることができず、苦労す

る時もあります。例えばメガネを買うときに色々がんばって店員さんと話したのですがうまく伝わらず、何となく

メガネを買ってしまい、結局あとで度が合わず返品したことがあります。そういう経験も思い返せばよい経験です

笑。留学の醍醐味は日本には無い多くの体験できていることだと思います。自分の中の価値観が大きく変わったと

思います。留学を終えたあと、社会に出て仕事をしていきますが、留学で得ている価値観や考え方は大きくプラス

になると信じています。

最後に僕から留学を検討されるみなさんへメッセージです。この留学とい

う道を選んだからこそ言えることですが、「何事も挑戦してみること。」その

一言です。英語もそうですが、わからないからやらないのでなく、わからな

いなりにやってみる。

最初は色々と苦労するかもしれません。僕もそうでした。でも意外となんと

かなるものです。間違える中でその度に修正して英語を覚えていく方が早

いと感じています。留学という経験はおそらく今後の人生でずっと活きてくる経験となると考えています。せっか

く留学されるのでしたら後悔しないようにいろいろなことに挑戦してほしいと思います。
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Ｑ 留学を希望したきっかけは何ですか？

私が留学したきっかけは、以前から外国に興味があった、英語を学びたかったという理

由ではありません。

私の場合、一人では何もできない自分が嫌で、このままではいけないと思い「自立する」

という目標で海外に行くことを決めました。誰も頼る存在がいないし、まして言葉も通

じない所に行くのは、私にとってとても勇気のいるものでした。しかし、成長するには

留学はとても良いきっかけだったと思います。留学することによって、自分の行動は自

己責任ですし、自分から積極的に行動することにより、成長でき自立できるからです

今では、もっとここで生活して、たくさんの国の人と英語で会話したいと本気で思える

ようになりました。

また、日本と違った生活、文化をもっと知って自分自身の視野を広げたいです。

Ｑ 現地で受けたカルチャーショックは何ですか？

最初、バンクーバーに来たころは、どこに何があるのか、どのようにして目的地に行けば良いのか等わからないことだらけでし

た。そんな時、現地の人は私から尋ねる前に声をかけてくれて、笑顔で説明してくれました。こっちに来て何人の人に助けても

らったか・・・。現地の人たちは本当にフレンドリーでとても親切で感動しました。逆に日本ではどうだろう、と考えた時、よ

り一層自分の中でそのことがカルチャーショックに感じましたね。

Ｑ 留学中、新しい趣味ができましたか？

バンクーバーに来て、Facebookを始めたことです。私は元々モバイルに興味がなかったので始めようと思っていませんでした

が、学校で友達ができるたびに「Facebookやってる？」と聞かれました。そして、みんなに勧められ始めることにしました。

すると、Facebookを通じて、パーティーの誘い等のメッセージが来たりして一気に友達の輪が広がりました。今では、私も活用

して遊びに誘ったりしています。また、写真も見れるので友達の様子を見るのも今の私の楽しみの一つです。もちろん帰国後も

Facebookを通じてバンクーバーでできた友達と連絡をとっていくつもりです。

Ｑ 留学中に立てている目標はありますか？

実際のところ、バンクーバーに来た頃は、Yesか Noしか言うことができませんでした。こんなか

んじだったので、もちろん英語で話しかけられても全く理解できませんでした。今、６ヶ月いて、

やっと耳がなれ自分の意思も伝えられるようになりました。相手が言いたいこともわかり、英語

で会話のキャッチボールができたときは本当に楽しいです。具体的な目標はまだありませんが、

とにかく今は自分の英語力をもっともっと伸ばして、いつかは英語を活かせる仕事をしたいと考えています。

長原可奈さん、ありがとうございました！

�⇥⇤⌅⇧⌃⌥Kana   Nagahara  
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�⇥⇤⌅⇧⌃⌥�Kaito  Suzuki 

　僕は2011年 9月からカナダのインターナショナル・ハイスクールに留学しています。１年間の英語環境での生

活で、通常の会話であれば８割程度は理解できるようになりました。僕の通うインターナショナル・ハイスクール

にはアジア各国、メキシコ、ロシアなどからの生徒が多数いますが英語力は様々です。学校だけでなく日常の生活

の中でどれだけ積極的に英語のネイティブスピーカーと話をするか、ということこそが大切だと感じています。間

違った英語を話すのが怖くて消極的になることはもったいないことですし、間違いを教えられると英語の上達も

違うと思います。僕は間違いを怖がらず積極的に話すことを常に心がけています。

　僕は日本にいたときは作曲が趣味でインターネットを介して色々な人と

コミュニケーションをとっていました。しかし、留学してからはスノーボー

ド、テニスなどのアウトドアにはまってしまって日本にいた時の趣味は一

旦息をひそめています（笑）。インドア派からアウトドア派に変わった自

分もまた再発見です。こうして日本から離れて暮らしていると、やっぱり英

語にしても、こちらでの生活の場面でも色々な意味で少しずつ成長してい

るのかな、と思っています。また日本にいたころの僕はわりと人の前に立っ

て話すというのが得意な方ではありませんでした。シャイな自分でしたが、ある授業で日本の学校ではありえない

ような、人前でのプレゼンを経験したり、ディスカッションを牽引する役割を担うことで、普通に人前で話ができ

るようになりました。自分でも驚くくらいの成長です。

　僕はインターナショナル・ハイスクールに留学しましたが、メリットと

しては、様々な国の人が集まっていますので、交流の輪を広げれば世界各

地に友達を持つことになりますし、一気に視野が広がるという点でしょう。

一方のデメリットは、僕のようにある程度の目的意識を持って留学をして

いる生徒もいる一方、世界各地の比較的裕福な家庭の子供で遊び感覚で来

ている生徒もいます。そういう学生の中には、同じ国の生徒だけで集まったり、途中でやめてしまったりするケー

スもあります。そういう人達に流されないようにしないといけません。

「留学はとにかくしてみる」その一言だと思います。 実際に、留学と言う選択をして、留学をしてみて初めて声を大

にして言えることで、その魅力はしてみないとわからない事ばかりです。

「留学をしてみよう」という思いに一人でも多くの人がなり、それを実現してくれたらうれしいです。
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　僕は今、カナダに留学しています。 留学のきっかけは僕の両親からの一言でした。それまで僕の中には留学とい

う選択肢が全くありませでした。僕の友達は地元の高校に進学しようとしていましたが、実際に志望校を見学した

り、説明会に行ったりしても、あまり興味を持てず、どこかパッとしないなと感じました。

「行きたい高校がない」と嘆いている僕に両親が「留学はどう？」と言いました。その言葉を聞いた瞬間

「そんな選択があったのか！」と驚き、留学を決めました。

　留学での一番の目標は英語を話せるようになることです。僕は最終的にはネイティブに近いくらい流暢に良い

発音で話せるようになりたいと思います。英語を流暢に話している自分を想像することは、とても良いモチベー

ションになっています。しかし英語の勉強をすることだけが留学ではありません。僕はマラソンをしていますが、

州大会を本気で目指しています。 

　海外での生活は日本で体験できないことの連続です。初めは少しの

買い物やバスでも緊張しましたが、新鮮さを味わうことができました

道に迷ったこともありました。 その時、僕はカナダの人は優しいなぁ

と思いました。道を尋ねれば親切に教えてくれるし、ある女性は地図

まで書いてくれました。あと、道を英語で尋ねることができた時、とて

も嬉しく感じました。生活の中で日本と違うところは両親がいないと

いうことです。日本にいるときは洗濯や掃除は任せっきりだったし、

困ったことがあればすぐに相談できました。しかし、留学ではほとん

どのことを自分で考え、行動し、解決しないといけません。最初は大変だと思いましたが、3ヶ月生活すると慣れて

きたし、成長を感じられることが多いので嬉しいです。

　僕は留学をお勧めします。正直、僕が留学という選択をして、そ

れが最良の選択であったと思えるからこそ言えるのですが。留学

にはたくさんのメリットがありますが、なによりも一番のメリッ

トはとても楽しいということだと思います。日本に留まっている

だけでは体感できないような経験・感覚をたくさん味わうこと

ができます。自分の知らなかった一面を見つけることもできます。

留学は自分を成長させることができるとても良い環境だと思い

ます。 

�⇥⇤⌅⇧⌃⌥⇤Takuya  Sunaoshi  
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砂押匠哉 さん　

中学卒業後 4月末からカナダに留学。学校の成績優秀者に選ばれるなど、充実した留学生活を送っている。


