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GLOBAL MIND  
開智中学校・高等学校 国際交流委員会 

 

～ DGS 交流派遣プログラム ～  

Dartford Grammar School との交流派遣プログラムとして、Ife Adeyemi 君が約１カ月間、中等部５年

２組に在籍しながら生活を共にしました。最後の１週間は修学旅行にも参加し、中等部５年の生徒達とかけ

がえのない時間を送りました。11 月には中等部 5 年の松藤沙奈さんが約 1 か月間、Ife 君の家庭にホーム

ステイしながら Dartford Grammar School に通う予定です。 

 

 

 [英国大使館にて] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 生徒会との交流会 ] 

生徒会役員が IFE 君と意見交換会を行いました。Ife 君は DGS では 

Student Council President（生徒会長）。双方の生徒代表同士が、 

生徒会活動や放課後の時間の使い方、大学進学などについて活発に 

意見交換を行いました。このように、今後も交流校の生徒会同士が 

繋がり、意見を出し合いながら互いの学校を良くしていきたいです 

ね。短時間でしたが素晴らしい時間でした。 

 

[ 各クラブに積極的に参加 ] 

放課後は、剣道部に参加して岸本先生のサムライ魂を経験したり、 

バスケ部に参加して、本校生徒と一緒に汗を流しました。 

クラブ生が練習内容や顧問の指示を英語で必死に伝えてくれていた 

様子がとても印象的でした。また、ＥＣＳクラブの活動にもゲスト 

参加し、英国との文化の違いなどについて活発なディスカッション 

が行われました。 

 

[ プログラム体験談・将来の夢 ] 

中４・５年、高１・２年全生徒の前で、このプログラム体験談と 

将来の夢を日本語でスピーチしてくれました。夢は経済学者。 

Ife 君はもっと日本語を勉強し、特にアジア諸国の経済を専門に 

したいとのこと。「将来はもっと日本語を上手になって、皆さんに 

会いに戻って来ます」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ Messages from Ife Adeyemi （帰国後の Ife 君から開智の皆さんへ）＞ 

Firstly, I am very honored and grateful that I received the opportunity to once again go to Japan. This experience has 

been amazing, from the food to the immersion in the culture. I am also very grateful to Mr.Byrne from Dartford 

grammar school and to Mr.Nishiyama for making this opportunity possible. My host family, the Mastufuji family, were 

all very kind, warm and welcoming. I am very glad I was able to make friends with them and experience their 

hospitality during my stay. During my stay I didn't only attend school, but I also attended lessons. This allowed me to 

be fully immersed in the language and culture, causing my Japanese to gradually improve. At first I believed the 

lessons to be impossible, but as I continued taking them, I gained the ability to understand the lesson here and there. I 

was also privileged with the opportunity to take part in many clubs such as basketball club, kendo club and ECS. These 

clubs were all very enjoyable and helped me to make more friends within the school. Everybody in the school was 

extremely kind and I couldn't have asked for more from them. Outside of school I visited various places and 

experienced the true Japanese culture. I look forward to Sana coming in November and giving her the same experience 

I was given. I am very grateful to Kaichi for this wonderful experience and I hope more people are able to experience 

this exchange in the future.  

 


