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学校最終日の様子
私が到着したときはまだ授業中でしたが、5分ほどで終了し、証書をいただきました。
授業中は先生の問いかけに笑い声なども聞こえ、英語を理解していると同時に
授業を楽しんでいる様子がうかがえました。クラスには日本人以外の留学生も
3人ほどいましたので、日本語ばかりにもならなかったと思われます。
生徒さんたちの授業の感想は、先生によってわかりやすい話し方の人とそうで
ない人がいました、との事です。
最終日クラスの先生は「皆さん頑張っていました。能力に個人差がありました
が、お互いにカバーし合ってそれぞれが良い方向に延びたと思います」とおっ
しゃっていました。
生徒さんたちは語学学校が終わることよりも友達と離れることの方を心配していました。
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長期留学生報告
＂I will never forget about my life in
New Zealand＂
I want to New Zealand for about one year from
the 6th of January to the 11th of November. So
now I feel that my English is better. I lead a great
life with the friends and people I met.

to me when we met the first time for the day and
finished the lesson.
Next, I did a home stay. My favorite dinner was
lasagna, it’s so yum.

Everything I saw was exciting and it was

Lunch was always sandwiches. New Zealand

like an adventure for me. For example the

snacks are very sweet so if you eat them, you

atmosphere, it’s completely different from Iwate.

should be careful not to eat too much. There

If you have seen foreign dramas etc. they feel the

are a lot of botanical gardens in New Zealand.

same. I was excited to walk or to see the street

I want 3 place. It made me tired because I had

everyday. I had yearned to go overseas. Then

to walk a lot. But after getting tired, lunch is so

I made a decision to study abroad. I attended

nice. It is beautiful in is a summer. New Zealand

St Catherine’s College from February. I could

best beach Oriental Bay. It is so nice when it is

make nice kiwi friends. I couldn’t have believed

a sunny day. I took many photos at there. I rode

when I was a junior high school student that I

a ferry with my host mum on a day off then my

could make many friends from other countries.

hair was blown about by the sea breeze. We

Thanks to them I was able to enjoy my school

were laughing a lot. Sometimes we went to the

life. My best friend’s name is Nora. She is a twin.

cinema. It was fun because I could understand

I always stayed with them. But the other twin’s

the story of movies.

name Senia, she was in a different class to us,

Time slipped away, my friends said “Don‘t

but we were in the mathematics class. This class

leave me. “,” I will miss you.”,” you should

was my favorite class and subject because the

stay at my house more!” etc…. I was so glad

class was bustling. I was always helped with

and I wasted to cry. I shared a hug with them

everything by friends but I could tell them about

more than usual. I’m thankful to my family, my

mathematics every time. And we always roared

host family, my adviser Ms. Masae, my school

with laughter and Ms. MacDonald got angry. But

teachers and my good friends. I will never forget

she was laughing too. At break time, my friends

about my life there and them. I really enjoyed it.

were dancing or singing, I joined in sometimes

I’m going to study English more.

SCC’s are so friendly, they always say `Hi Reiya!`
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齋藤 怜弥（前沢中学校出身）

Ms.Reiya Saito

St.Catherine’s College 一年留学

私は1月6日から11月11日までの約1年間ニュージーラン

ボタニカルガーデンに行きました。 ニュージーランドに

ドに留学してきました。そして今、私の英語力が上達した

は沢山のボタニカルガーデンがあります。私は3ヵ所に行

と感じています。 私は出会った友達やたくさんの人々と

きました。 たくさん歩かなければいけないので疲れます。

すてきな時間を過ごすことができました。

でも疲れた後の昼食はとても美味しいです。 夏はとても

私にとってすべての事や物がワクワクで冒険のようで

キレイで1番ステキなビーチはオリエンタルベイです。 晴

した。 例えば雰囲気です。 岩手とは全然違います。 もし

れた日に行くともっとステキで、私はそこで写真を撮りま

海外の映画やドラマを見たことがあれば、 まさにそのま

した。 私はホリデーのときにフェリーに乗りました。 そ

まです。 私は毎日ストリートを歩いたり見るだけでワク

の時、海風によって私の髪の毛がぐちゃぐちゃになりまし

ワクしました。 私はずっと海外に憧れていました。 そし

た。私達は沢山笑いました。たまに映画館に行きました。

て私は留学することを決めました。2月からSt. Catherine’s

映画の内容が理解できて楽しみました。

Collegeに通いました。 私は現地でステキな友達を作るこ

時間が過ぎるのは早く、私の友達は「帰らないで」
「恋し

とができました。 私が海外の友達をたくさん作れるなん

くなるよ」
「私の家に住んで」など言ってくれました。私は

て中学の私には信じられないことでした。 私は学校生活

とても嬉しくて泣きたかったです。 いつもよりみんなと

を楽しむことができ、彼女らに感謝しています。親友の名

ハグをしました。私は家族、ホストファミリー、アドバイ

前はノオラです。彼女は双子で私はいつも2人と居ました。

ザーのまきえさん、先生そしてステキな友達に感謝してい

しかしもう1人の双子のセニアとは違うクラスでした。 で

ます。 私は一生この留学生活やみんなのこと忘れません。

も数学の授業は彼女とも一緒でした。 数学は私のお気に

ホントに楽しかったです。 これからもっと英語力を高め

入りの授業と教科でした。 なぜなら私はいつも友達たち

ていきます。

にすべての事で助けられましたが、数学の時間は私がみん
なに勉強を教えることができました。 お昼休みはみんな
ダンスしたり踊ったりしていて、たまに私も混ざっていま
した。SCCの生徒はみんなフレンドリーで、いつも1日の始
まりや授業終わりに“Hi Reiya!”など声をかけてくれます。
私はホームステイをしました。 私の好きな夕食はラザ
ニアです。 それはとても美味しいです。 昼食はいつもサ
ンドウィッチで、ニュージーランドのおやつはとても甘い
のでもし食べるなら食べすぎには注意です。 私はホスト
マザーのディアナといろんな所に出掛けました。 私達は
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留学生徒 近況報告
2019年 2月12日（火）
1-2

佐藤 明菜さん（下小路中学校出身）

Newlands College
三ヶ月留学

明菜です。こんばんは。米澤先生のメールアドレス教えてもらいました。misson inpossibleを見ながら文
字を打っています(^▽^)/
語学学校を無事終了し、今日でNewlands collegeの二週間目が終わりました。とてもいい学校です。学校
に通えるのも、あと六週間です。最近は慣れてきたのと友達が出来たりで楽しく過ごしています。
男女どちらの友達もできました。 共学ならではのこともあって共学にしてよかったと思っているところ
です。
パソコンを毎日使って授業しています。来週は、BBQ、sports festival、教科でFoodをとっているので調理
実習があり、楽しみです。
今日、ESOLの先生にreadingが上手いと褒められてとても嬉しかったです。毎日日記を書き続けています。
期間が短いので後悔をしないようにと何事も積極的に取り組んでいます。 日本の家のホームシックには
ならなかったのですが、今の家に来たとき、前の家のホームシックになりました。
今のホストファミリーとはMartinboroughに行きました。必ず別れがあるので、残りの時間大切に過ごし
たいと思います。
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留学生徒 近況報告
2019年 2月8日（金）
1-3

関口 遥菜さん（見前中学校出身）

St. catherin's College
三ヶ月留学

こんにちは！
今日でNZに来て1ヶ月経ちました。すっかりこちらの生活にも慣れ、毎日元気に過ごしています。
ニュージーランドの人は本当にみんなフレンドリーで優しくていい人ばっかりです。 私が驚いたのは、
信号機のない横断歩道を渡るとき、車がすぐに止まってくれることです。 それもみんな！なんて優しい
んだろう、、と横断歩道を渡るたびに感動しています。ホストファミリーも優しいです。ホストファザーは、
いつもいろんなことを教えてくれるので勉強になります！
そして、ニュージーランドは食べ物がすごくすごく美味しくて、ついつい食べすぎてしまいます笑
夜ご飯はいつもホストファザーが作ってくれるのですが、本当に美味しいので、食べることが毎日の楽し
みになっています
3週間の語学学校生活は、とても楽しかったです！
授業内容も興味深いものばかりでした。
（4割しか理解できませんでしたが）午後は街を探検したり、テパ
パに行ったり、ケーブルカーに乗ったりと、様々な場所に行くことができて嬉しかったです！
そして1月28日から学校が始まりました。
すごく緊張していましたが、すぐに友達ができました。みんなフレンドリーでテンションが高くて、面白
くて、優しくて、最高です笑
しかし、授業は理解するのがとても難しいです。特に宗教の授業は本当に難しく、なにを言っているのか
全くわからなくて、悔しくて泣きそうになったこともあります笑
でも理科だけはなんとか理解できているので、家での復習を頑張っています。とりあえず、自分の出来そ
うな教科に力を入れようと思っています。
英語が聞き取れなくて、自分の言いたいことがなかなか言えなくて、辛いこともありますが、自分なりに
努力をして、あと2ヶ月、最後まで頑張ります！
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留学生徒 近況報告
2019年 2月14日（木）
1-7

佐藤 凛さん（城東中学校出身）

Tawa College
三ヶ月留学

家族とは順調です。
留学生の生徒とも、遊びにいったりなどしています。
学校ではランチタイムは現地のニュージーランドの生徒とご飯を食べて、帰りだけは日本人の友達と帰っ
ています。毎授業ごとに移動するのは大変ですが仲良くしてくれるのでたのしいです。
ホームシックにはなっていません。
まだ遠い話ですけど、帰国の日は制服で帰っていくんですか？？？
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ニュージーランド語学学校
（エリート マネジメント スクール）

住所

Level4, Grand Central, 76〜86 Manners Mall,
wellington

学校のタイプ

私立 / 語学学校

ロケーション

特色

【学校名】
St. Catherine's College
（セント・キャサリンズ・カレッジ）
【住所】
Kllblrine, Wellington
【学校のタイプ】カソリック系 私立 女子校
【生徒数】約245名
【学年層】Form ３ to ７（13才〜18才）
【制服】有り
【特徴のある科目】
日本語、現代言語学、ビジネススタディ、マ
オリ文化、ＩＴ、フードテクノロジー、デザ
イン・テクノロジー、ドラマ、アート、楽器演
奏等
【ロケーション】
ニュージーランドの首都ウェリントンは丘陵
地帯に広がる坂の多い町。近代的な高層ビル
が建ち並び、街往く人々のファッションもど
こか洗練された印象をうける。爽やかな風の
ふく、美しい港町である。セント ・ キャサリ
ンズ ・ カレッジはウェリントン市内からバス
で10分ほどの、小高い丘の中腹にあり、周辺
は静かな落ち着きのある住宅地である。近く
には綺麗な海岸がある絶好の教育環境にあ
る。
【特色】
小型の学校の部類に入り、親しみやすく、家
庭的雰囲気の豊かな校風がある。カソリック
系の学校のため、
「慈悲深く、賢く」をモットー
としている。 小クラスで、 先生の目の届く、
生徒一人一人の個性を尊重したきめ細かい教
育、指導が行われている。海外からの生徒の
受入に熱心で、 留学生のための英語コース、
担当教員も準備されている。スポーツや野外
学習のカリキュラムが豊富で、特に音楽や文
化活動の分野
（演劇、楽器演奏、賛美歌、ディ
ベート、ロータ
リークラブ、マ
オリ・ポリネシ
ア文化発表な
ど）では伝統を
誇っている。

ニュージーランドの首都ウェリントンの市街地に程近い、便利な
立地です。ウェリントンハーバーや、ショッピングエリア、市内
のいくつかの大学キャンパスも近くにあります。
2003 年設立の新しい学校です。大学など高等教育機関との関係
が深く、ニュージーランドで大学進学を目指す学生のための
IELTS コースなど、アカデミックな英語の指導を熱心におこなっ
ています。ビクトリア大学進学のための英語コースや、最近では
ポリテクニックとの提携でビジネスコースも展開しています。
一般英語、進学準備コース、IELTS 準備 など

コース

St.Catherine’s
College

●OKCスタッフ&
日本人アドバイザー

EMS（Elite Management School）

学校名

Sacred Heart
College, Lower Hutt

Mieko Monnaさん Masae Smithさん

St Mary’s College

【学校名】

【学校名】

（セイクレッド・ハート・カレッジ、

（セント・メリーズカレッジ）

Sacred Heart College, Lower Hutt
ロウワーハット）

【住所】

St Mary’s College

【住所】

Guilford Terrace, Thorndon, Wellington

65 Laings Road LOWER HUTT

【学校のタイプ】私立 女子校

私立 女子校

【学年層】Year 9 to 13（13才～18才）

【学校のタイプ】
【生徒数】

【制服】有り

【特徴のある科目】

約780名

【学年層】

Year ９ to 13
（13才〜18才）

【制服】
有り

【特徴のある科目】
日本語

生物学、科学、フランス語、
イタリア語

【生徒数】約620名

等

【ロケーション】

ウェリントンより15分ほどの中流以上の家
が建ち並ぶ閑静な住宅地に位置している。

【特色】

フランス語、ドイツ語、日本語、会計学、経済、
統計学、デザインテクノロジー など

【ロケーション】

国会、行政機関が建ち並ぶウェリントン中
心地にほど近い、歴史の古いエリアにあり、
伝統と近代的要素の両方を体感することが
できる。バス・電車どちらからのアクセス
も便利である。

【特色】

1850年設立。ウェリントンの中でも屈指の
伝統校である。 大学進学を目指す生徒が9
割という、進学校でもある。 生徒が生涯を

各生徒の個性を充分に伸ばす事を目的とし、

通じて興味を持てる対象を見つけられるよ

卒業後も社会に充分適応できる女性の育成

う、バラエティに富んだ カリキュラムを提

に努めている。外国からの生徒の教育にも

供している。 また何かしらの形で社会に貢

多くの経験を持っている。

献できる人材の育成を目指している。

【施設】

コンピュータールーム、音楽室、美術室、
体育館、オーディオ・ビジュアル室 など
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●英語研修

2020年
1月3日㈮~7月6日㈪

(現地校1校に1～2名
で分散し現地校授業
に参加)：4学期間

1年間

●英語研修

2020年
1月3日㈮~11月9日㈪

(現地校1校に1～2名
で分散し現地校授業
に参加)：4学期間

留学期間

(現地語学学校で
英語研修)：３週間

●現地校編入

1月3日㈮ 1月4日㈯

(現地語学学校で
英語研修)：３週間

留学期間

●現地校編入

1月3日㈮ 1月4日㈯

ニュージランドへ出発→ウエリントン着。 オリエン
テーション後、各ホームステイ先へ（日曜は、終日ホ
ストファミリーと過ごします）

※現地到着後、 現地学校生活等について日本人アドバイ
ザーによるオリエンテーション

1月6日㈪~1月24日㈮

現地校編入準備期間
英語コース（３週間）受講＆現地生活オリエンテーショ
ン

ニュージランドへ出発→ウエリントン着。 オリエン
テーション後、各ホームステイ先へ（日曜は、終日ホ
ストファミリーと過ごします）

※現地到着後、 現地学校生活等について日本人アドバイ
ザーによるオリエンテーション

1月6日㈪~1月24日㈮

現地校編入準備期間
英語コース（３週間）受講＆現地生活オリエンテーショ
ン

※語学校にて英語のスキルアップおよびアカデミックスキ
ルを目指します。また、現地生活のオリエンテーションを
行います。
※編入準備コース終了後、１月26日
（日）に現地校のホーム
ステイ先に移動します。

1月27日㈪~4月9日㈭

現地校の2020年１学期へ編入
（約11週間）

4月28日㈫~7月3日㈮

※語学校にて英語のスキルアップおよびアカデミックスキ
ルを目指します。また、現地生活のオリエンテーションを
行います。
※編入準備コース終了後、１月26日
（日）に現地校のホーム
ステイ先に移動します。

現地校の2020年２学期（約10週間）

1月27日㈪~4月9日㈭

現地校の2020年３学期（約10週間）

4月28日㈫~7月3日㈮

現地校の2020年４学期（約４週間）

7月20日㈪~9月25日㈮

現地校の2020年１学期へ編入
（約11週間）

※１月28日～２月７日（各現地校により異なる）に現地校に
編入し、授業を履修します。
※修了証と成績書は留学終了時ないし日本帰国後に現地校
より送付されます。

※１月28日～２月７日（各現地校により異なる）に現地校に
編入し、授業を履修します。
※ニュージーランドの第４学期終了は12月16日ですが、１年
間留学は11月6日までとなります。
※修了証と成績書は留学終了時ないし日本帰国後に現地校
より送付されます。

7月4日㈯・5日㈰

11月7日㈯・8日㈰

現地校の2020年２学期（約10週間）

ホストファミリーとお過ごしください。

7月6日㈪

早朝、ウエリントンを出発。
出国手続き後、
空路、
オークランド経由で成田へ。午後、
成田着
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10月12日㈪~11月6日㈮

ホストファミリーとお過ごしください。

11月9日㈪

早朝、ウエリントンを出発。
出国手続き後、
空路、
オークランド経由で成田へ。午後、
成田着

ーランド
ニュージ
ム

ログラ
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ー
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2019年4月27日（土）

《生徒及び保護者向け留学主旨説明会》

◆留学主旨の説明
◆概算留学費用のご案内
◆留学プログラム実施要項の配布 ◆現地受入候補校の概要説明
◆デポジットに関して
◆旅行お伺い書の配布
◆出発までの今後のスケジュールの説明
プログラムの内容説明だけでなく、 参加するための条件や資格な
どの説明が大変重要となります。 この説明会には参加生徒及び保
護者の全員参加が必須条件となります。
参加者：生徒、保護者、担当先生、JTB担当者、OKC担当者

7月下旬

《留学参加生徒の仮決定》
◆留学申込書の提出

現地校の「留学生枠」である学籍を確保するために必要となりま
す。9月以前のキャンセルの場合は全額ご返金となります。

8月24日（土）

《留学参加生徒・保護者向け説明会①》

◆参加生徒に留学規則、誓約書・同意書の配布
◆パスポート取得手続き開始
◆現地校&ホームステイアプリケーションフォームの配布
◆海外留学生保険、外貨、旅行用品など
◆現地銀行口座開設について
◆学生ビザ申請に関するご案内

《保護者および生徒に対する個別面談会》

◆生徒および保護者に留学主旨に関する最終確認と適正判断の実施
◆現地校&ホームステイアプリケーションフォーム
（提出期限：９月下旬まで）
◆学生ビザ申請書類（提出期限：11月上旬まで）
個別面談会で主旨確認や適正判断を行います。
参加者：生徒、保護者、担当先生、JTB担当者、OKC担当者

10月・11月

《生徒対象留学成功の為の事前研修》

①ニュージーランド概要
②現地校生活
③異文化コミュニケーションワークショップ
④ホームステイレクチャー
⑤ケーススタディ・ワークショップ
平日の放課後などに、計2日間予定
参加者：生徒、担当先生、OKC担当者

10月中旬

《留学費用残金お支払い》

◆JTBより請求書を各家庭に発送。留学費用全額からデポジット、
一時金を差し引き、 外貨などの追加請求分を相殺した請求書を
お送りいたします。

留学費用が正式確定。 入学許可証と領収証が現地校より送られて
まいります。

12月7日（土）

《留学参加生徒・保護者向け説明会②》

◆出発当日の集合、留学全体スケジュール
◆留学生活に関する諸注意、必要事項説明
◆トラブル発生時の対応と手順について
◆日本人アドバイザー、緊急連絡先のご案内
◆ホームステイ先のご案内

《渡航関係説明》

◆出発空港集合について
◆外貨、海外留学生保険証書の配布など
最終説明会も参加生徒及び保護者の全員参加が必須条件となりま
す。トラブル発生時の対応と手順について学校担当者、保護者、参
加生徒、JTB、OKC等の関係者全員が理解し、 確認を行い留学成
功のための最終説明を行います。
参加者：生徒、保護者、担当先生、JTB担当者、OKC担当者

2020年1月
ニュージーランドへ向け出発
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期間

2020年
1月4日㈯~1月13日㈪

案

（
海外研修
日時

月日

地名
盛岡駅発
東京駅着

1

4日㈯

東京駅発

6日㈪

4
5

はやぶさ20号

17：03 J R

成田エクスプレス43号

成田空港着
成田空港発
ロンドン空港着

ホテル

※夕食はレストラン

9：00

第1ターミナル着

11：55 N H6353
15：30

17：30頃

専用バス

ロンドン滞在

終日

8日㈬

ロンドン滞在

終日

10日㈮

8

11日㈯

9

12日㈰
13日㈪

語学研修 9：00～15：30
朝食：ホームステイ
（盛岡誠桜高等学校だけのクラス）
昼食：学校
※通学は各自
【ホームステイ泊】 夕食：ホームステイ

午前
午後

地下鉄

ロンドン滞在

終日

地下鉄
電車利用

ロンドン滞在

終日

地下鉄

ホームステイ発

朝食：ホテル
昼食：機内食
出国手続き後、全日空にてロンドンヒースロー空港へ
昼食：機内食
着後、入国手続き空港よりホテルへ移動
夕食：各自
（ L S I スタッフ同行）
【ホテル泊】
朝、ホテルから専用車にて学校へ（ L S I スタッフ同行）
L S I ロンドン・ハムステッド校にてオリエンテーション 朝食：ホテル
9：00～15：30（盛岡誠桜高等学校だけのクラス）
昼食：学校
夕食：ホームステイ
語学研修後、ホストファミリーまで送迎
【ホームステイ泊】
語学研修 9：00～15：30
朝食：ホームステイ
（盛岡誠桜高等学校だけのクラス）
昼食：学校
※通学は各自
【ホームステイ泊】 夕食：ホームステイ

8：00 専用車

7日㈫

7

9：00 専用車

語学研修 9：00～12：00
（盛岡誠桜高等学校だけのクラス）
現地高校の訪問予定（14：00～15：00）
【ホームステイ泊】
電車にて、オックスフォード研修
（9：00～16：00）（ L S I スタッフ同行）
マートン・カレッジ・プレナム宮殿等見学
【ホームステイ泊】
ロンドン市内研修（9：00～16：00）
（ L S I スタッフ同行）
ロンドン塔・大英博物館・バッキンガム宮殿・ピカデ
リー・サーカス等
【ホームステイ泊】
各ホームステイ先からヒースロー空港へ

ロンドン発

12：20 N H6354

出国手続き後、全日空にて成田空港へ

成田空港着

9：15
11：14 J R

成田空港第1ターミナルへ到着

13：20 J R

はやぶさ21号にて盛岡へ

成田空港発
東京駅着
東京駅発
盛岡駅着

【ホテル泊】

8：35 シャトルバス シャトルバスにて成田空港へ

17：00 専用車

ロンドン滞在

朝食：×
昼食：×
夕食：ホテル

成田空港第1ターミナルへ到着
（翌日の集合場所確認）

18：30

ロンドン滞在

9日㈭

食事

16：04

18：15 シャトルバス シャトルバスにてホテルへ

6

10

13：50 J R

成田空港発

ロンドン発

3

日程

17：57

ホテル発

5日㈰

交通機関

成田空港着

ホテル着

2

現地時間

朝食：ホームステイ
昼食：各自
夕食：ホームステイ
朝食：ホームステイ
昼食：各自
夕食：ホームステイ

朝食：ホームステイ
昼食：各自
【機中泊】 夕食：機内食

成田エクスプレス18号

12：14
15：33

朝食：ホームステイ
昼食：学校
夕食：ホームステイ

朝食：機内食
昼食：各自

無事到着、お疲れさまでした

■利用予定空港会社：全日空（NH)
■宿泊施設：全員ホームステイ 1家族2名様予定
※この日程は平成31年2月現在のものです。運輸機関のダイヤ改正、各地の道路状況により、多少行程が変更になる場合がございます。
※お客様の安全の為、バス走行中は常にシートベルトの着用をお願いします。

Morioka Seio High School
1-21-14 Takamatsu, Morioka City,
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