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My time at Minato Sogoh High School has been amazing.  All of the students 

and staff were so helpful and kind.  I truly appreciate everything that I have 

learned and experienced here.  I have made memories that will last a lifetime.  

Thank you so much for having me! 

Even I stayed only one day, everyone was kind.  I am so happy that I made many friends.  Be-

cause you came to me although you were shy, I was really thankful.  Anytime if you want, you 

can send me “Line.”  Please don’t hesitate.  Thank you so much that I could make a lot of good 

memories.  I hope my message can be sent well to you.  Awesome Minato Sohgoh, good bye! 

Astree（フランス）
2016.8～2017.6 

Sophia（アメリカ）
2017.6.20～7.20 

Alissa（アメリカ）
2017.5.29～7.7 

Grace（アメリカ）
2017.6.22～7.20 

Akaydia（アメリカ）
2017.6.20～7.20 

Mirim（韓国）
2017.7.20 

 

 

 

 

 

今年もたくさんの留学生が来てくれました。まずは、帰国した生徒からのメッセージです！ 

Welcome to Minato! 
  9月からともに過ごす留学生を紹介します。お互いに貴重な経験ができるといいですね！ 

 留学生への４つの質問 ①日本へ来ようと思った理由は？ ②みなと総合高校の印象は？ 

  ③みなと総合（日本）にいる間にやってみたいことは？ ④みなと総合の生徒へ一言！ 

Siiri  シーリ（フィンランド） 2017.9～2017.12 

 ① I was interested about the very different culture. 

 ② 皆はとても親切です。 

 ③ たくさん東京へ遊びたい。 

 ④ よろしくおねがいします。 

Marius  マリウス（ノルウェー） 2017.9～2018.6 

 ① Japan seemed like a very interesting country to live in,              
    and I wanted to learn Japanese. 

 ② Very relaxed and friendly school with nice students. 

 ③ Climb Mt. Fuji. 

 ④ Please take good care of me :) 

Janae  ジェネー（アメリカ） 2017.5～2018.3 

 ① 日本のぶんかがすきです。おもしろいです。 

 ② みなとそうごうはいいこうこう、いっぱいのしんせつ人です。 

 ③ とうきょうにいきたい。 

 ④ よろしくおねがいします。 

Leander  レアンダー（ドイツ） 2017.9～2018.6 

 ① I was always curious about Japanese ancient culture.  

 ② Modern and open-minded!  Nice students and teachers. 

 ③ I want to travel a lot...to Kyoto, Osaka and Hiroshima.  

 ④ I will learn as fast as possible and hope to get friends with 
  you all fast! 

Frieda  フリーダ（ドイツ） 2017.9～2018.6 

①  日本語のひょうげんがみりょくてきだとおもったからです。いろいろなたん 
 ごとかんじはきれいですから、日本でべんきょうしたい。       
 日本のがっこうとがくせいをしりあいたいです。               
② せかいに対してオープンで、りゅうがくせいをこころよくむかえてくれる。    
 がくせいはがいこくのものとげんごにきょうみがあるとおもいます。       
③ クラブに入りたいです。日本語のべんきょうをがんばります。みんなとはな    
 したいです。                           
④ はじめまして！私はみんなとたくさんべんきょうをしてじゅうじつした１年
 かんをすごしたいです。よろしくおねがいします！ 

 

2017年度前期 国際交流活動 

4月 台湾 東山高中来校  

 本校吹奏楽部と音楽を通してコンサート 

交流を行いました。  

 

 

６月 外務省訪問 30名参加 

 外務省を訪問し、日本政府と世界各国の

かかわりや、外務省の役割について学びま

した。 

 

7月 ウォーキングツアー  

 留学生に横浜の魅力を伝えるため、バディが横浜の街を案内しました。 

 

7月 YSF-J ＠横浜商業高校  

 高校生による学生会議に参加しました。今年度のテーマは「労働」。  

他校の生徒に混ざりながら一生懸命発言している姿が印象的でした。 

 

7月 British Hills 英語生活体験キャンプ ＠福島県 天栄村 

 自分たちで「英語を使う」「違うクラスの人と仲良くする」などの目標を

定め、意欲的に学習していました。このキャンプをきっかけに、英語を学ぶ

モチベーションが高まった生徒がたくさんいました。 

 

 

 

 

 

 

9月 上海国際交流プログラム  1７名参加 

 姉妹校である上海市工商外国語学校を訪問しました。 


