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オレブロ大学 （スウェーデン）

今月はプレゼンテーションが成功してとても安心しました。グループの一人が体調不良
で当日参加することができませんでしたが、何とかメンバー同士で協力できたので良か
ったです。臨機応変に対応したり、自分から行動したりできるようになり、成長を実感
する月でもありました。友人ともとても良い関係を気付くことができており、とても安
心して楽しく過ごせています。

ウィーン大学 （ドイツ）

 留学目標の一つとして「非英語圏で英語をコミュニケーションのツールとして使い、更
なる英語力の向上を目指す」を掲げ、英語を使う機会も多いのですが、英語を聞き取る
ことに必死で会話に参加することさえとても大変です。3月は話を振られた時にしか話
すことができず、会話を広げることができませんでした。3月にできた友達の中では、
私と同じ趣味を持った人がたくさんいて、その趣味についてより深く話したかったので
すが、うまく話せることができなかったので、実践的な英語力の向上を目指して頑張ろ
うと思いました。 

 また、日々のドイツ語のスキルに関しては、2月と比べてとても成長できたと考えてい
ます。私の留学をサポートしてくれるバディがタンデムのように常にドイツ語で話して
くれたり、またうまくいえない時にこう言ったらいいよ、などアドバイスをしてくれた
り、ドイツ語を学びながら、とても楽しんでいます。特に日本でドイツ語を学ぶ時には
ドイツで使われているドイツ語を学びますが、オーストリアで使わないドイツ語を喋っ
ていた時に直してくれるのが本当に勉強になります。少し勉強するだけで自分がしたい
こと、話し合いたいことがだんだん言えるようになってくるので、普通の日常生活、例
えばカフェやレストラン、スーパーでオーダーをするときに全てドイツ語でできた時に
は大きな達成感を感じます。 

ウィーバー州立大学 （米国）

今月は一週間の春休みがあり、とても良いリフレッシュとなりました。中間テストも 終
わって、今学期も残すところ半分となりました。 春休みを利用してモアブに行き、アー
チーズナショナルパークとキャニオンランド ナショナルパークに 3 泊４日で行きまし
た。ハイキングと景色を楽しみました。あまりに も絶景で、レンジャーになってここで
働いてずっといたいと思ってしまうほどでした。壮 大な自然に心が浄化されました。ユ
タの、高大な砂漠地帯が核廃棄物や化学兵器などの処 理場所となっていることを学んだ
あとだったので、自然を守りたいなという気持ちが強く なりました。そして、USU の
化石博物館にもより、恐竜の歴史やユタの地層やその成分 などを学びました。実際に恐
竜の化石をみて、感動しました。

今学期の、体感速度がとても速く、早くも 3 月は残り一週間です。本当に、日本に帰り
たくない気持ちが強く、あと、２ヶ月ないことを考えると落ち込んでしまいます。残り
の 期間、勉強を頑張りながら精いっぱい楽しみたいと思います。
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メモリアル大学 （カナダ）

Life in Bowater  -  In March, there were a lot of fun events for residents in Bowater.
Bowater is the residence where I have lived throughout my two semesters in
Canada. It is the best place for me in my entire experience in Canada. There are
nine residences in the same area called Paton College including Bowater House,
and we are one of the “Party Houses” in Paton College. Therefore, our residence is
always very exciting. Although there are some inconveniences in the residence,
such as sharing laundry rooms and (mostly dirty) washrooms, I like this place so
much because people here are very friendly. Therefore, living Bowater has made it
easy to make friends from all over the world. I will introduce a couple of events
held in this month in Bowater below. 

(i) Weekly Trivia Night (Every Wednesdays) 
This trivia event has already started from last semester and continued this
semester. Trivia Night takes place every Wednesday evening. Although most of the
questions are difficult, we always enjoy attempting to answer the questions. 

(ii) Movie Night (March 5th)
We watched the movie Interstellar together on a big screen in one of the lecture
rooms in the university. 

(iii) Bowater Day (March 26th) 
There was a day called Bowater Day on March 26th, and we had a lot of fun
activities in Bowater House. For example, we had a football game, a scavenger
hunt and we had breakfast and dinner together. We had a Bowater Day in October
of last semester too, but we celebrated it again this semester to welcome some
new members living here. 

(iv) Bowater Formal Party (March 18th) 
There was a formal party for residents in Bowater. We went to a restaurant in
downtown St. John’s and had dinner together. Plus, we gave out the Bowater
Awards in the party. These are awarded in multiple categories to the person “who
is most likely to …” in our residence. We voted for the award before the party, and
a person for each category was chosen by other residents in Bowater. Fortunately,
I was awarded as “the person who is most likely to get away with murder.” I was
very happy to be chosen in the Award and had fun time with my friends. My
roommate also got the award called “the person who is most likely to get
arrested,” which is almost the opposite award to mine. Anyway, we had fun time
together and it will be an unforgettable moment in my life. 

Thus, I love Bowater and my friends here. Although I understand our residence is a
little bit too noisy to focus on studying for some people, I think this place is the
best for new and exchange students including me because there is a lot of
opportunities for us to get involved in activities to make friends from around the
world. I have already missed my friends here, but I will enjoy my life in Bowater in
the rest of the days here.


