
留学生の声
Voices of International Students

Homestaying Experience
ホームステイ体験

Meet Santa Claus
サンタさんとの出会い

Here comes Santa Claus! Children shouted looking at the 
roof of the Kindergarten. Santa Claus carrying a big bag filled 
with many presents was actually one of our international 
students.

Contents
留学生がサンタに扮し、屋根の上から登場するというサプ

ライズを行いました。大きなプレゼントの袋をもって現れたサン
タさんに園児たちは皆喜びの歓声を上げていました。

活動内容

I got information from my colleague that kindergarten 
was looking for a person to act as Santa Claus. I was really 
happy to hear the news because I love children. After 
meeting the children, my heart was filled with joy and 
happiness, I wanted to stay there with children more. I want 
to take another opportunity to be a  Santa Claus again, if 
there is a chance.

Impression
研究室の仲間から幼稚園でサンタ役

を探しているという話を聞き、子供が好
きなこともあり引き受けました。子供たち
の笑顔にこちらまでとても幸せな気分に
なり、別れるのが名残惜しかったです。
また機会があったらぜひサンタ役をやっ
てみたいです。

子供たちに世界には様々な国や文
化があることを伝えたいと思い、積極的
に国際交流活動に参加しています。こ
の日はマレーシアの食べ物や国旗の意
味、宗教、スポーツなどについて話をしま
した。子供たちの純粋な姿に自分が教
えられることも多く、これからも活動を続
けていきたいと思います。

感想

Mr. Gaja Ortega Alex
（Spain/Special Research Student, Graduate School of Engineering）

ガハ・オルテガ・アレックスさん
（スペイン／工学研究科・特別研究学生）

In December, 2014/At a Kindergarten in Tsu
Outline of Activity

2014年12月/市内幼稚園
活動概要

I wanted to have family in Japan. I believe that I can learn 
Japanese lifestyle and their way of thinking and also I can 
improve Japanese proficiency by having host family to have 
some time with.

Why did you join?
日本での家族がほしいと思ったからです。ホームステイを

体験することにより、日本人の生活スタイルや考え方を知り、
日本語の上達にもつながると思いました。

参加のきっかけ

I have wonderful time with my family in Japan. I usually 
enjoy talking with them. They took me to a famous 
sightseeing spot, Nabana-no-sato, and on the way, we talked 
about the history of China and exchanged ideas on further 
friendship and the relation between China and Japan. It 
became one of the best memories. I would like to keep in 
touch with them to have closer friendship in the future.

How did you feel?
素晴らしく有意義な体験をさせてもらっています。ホストファ

ミリーとはいつも色 な々話をしますが、なばなの里に連れて行っ
てもらった際、車中で中国の歴史を古代から現代まで話した
り、中国と日本の今後の友好関係について語り合ったこともい
い思い出です。今後も引き続き交流を続けていきたいです。

感想

Ms. Lu Zhenzhen
（China, Special Research Student, Graduate School of 
Humanities and Social Sciences）

ロ・シンシンさん
（中国/特別研究学生・人文社会科学研究科）

Since November, 2014/in Tsu city/with a family of four in 
two-generation family/day visit

Outline
2014年11月～/津市内/2世帯4人家族/日帰り

参加概要

I believe that this gives me a great opportunity to meet new 
people and make friends and also it is useful for me to learn 
Japanese.

Why did you join?
新たな人や友人と出会ういい機会であること、また日本語

の習得に役立つと思い参加しました。

参加のきっかけ

I really enjoy talking with their two children both in 
English and Japanese. We meet each other once a month 
and they take me to many different places such as Mie 
prefectural office, Nagisa-machi and various events. They 
also invite me for their home party and enjoy eating 
Japanese food. If there is a chance, I would like to cook food 
of Uganda for them.

How did you feel?
ホストファミリーの2人の子供たちと日本語と英語の2か国

語でおしゃべりすることが楽しみです。月に1度会う際には、
県庁やなぎさまち、イベント等に連れて行ってもらったり、家に
招いてもらってごちそうしてもらったり、楽しい時間を過ごして
います。今度機会があればウガンダの料理を作って食べて
もらいたいと思います。

感想

Since December, 2014/in Tsu city/with Ishitani Family with 
four in two-generation/day visit

Outline
2014年12月～/津市/石谷家（2世帯4人家族）/日帰り

参加概要

UNESCO Gathering for Children
こどもユネスコの集い

International Students from  Cameroon, France and Malaysia 
participated in UNESCO Gathering for Children and had 
discussion session with the children regarding nature, industry 
and lifestyle of respective countries, as well as the importance of 
understanding the culture of each other and being respectful.

Contents
カメルーン、フランス、マレーシア出身の3名の留学生と市

内在住の小中学生がそれぞれの自然・産業・人々の暮らし
について話し合うことによりお互いの文化を理解し、尊重し
合うことの大切さを学びました。

活動内容

I want the children to know that there are many different 
countries and cultures in the world. This has become a 
trigger for me to participate in the international exchange 
activities. On this day, I shared some knowledge on food, the 
meaning of our national flag, religion, and sports in Malaysia. 
Besides that, I also learned a lot from these innocent 
children, which sparked my interest to continue joining in 
these events.

Impression 感想

Mr. Sanmuga Arumugam
（Malaysia/B4, Faculty of Engineering）

サンムガ　アルムガムさん
（マレーシア／工学部4年）

In July, 2014/Tsu Region Plaza/10:00-14:30
Outline of Activity

2014年7月/津市リージョンプラザ/10:00～14:30
活動概要

Mr. Felix Mangali
（Uganda, Japanese Studies Student, CIER）

フェリックス・マンガリさん
（ウガンダ/日本語日本文化研修留学生・国際交流センター）
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