
Monthly Report （留学レポート）
Shiga Gakuen Junior and Senior High School

 Report Due date: Wednesday, February 12th

Date[ ] Name [ ]

【School Life】

Term 1の時間割 　 ※教科名を日本語で記入してください。

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

1

2

3

4

5

6

登下校について（通学方法、所要時間、同行者など）

【Homestay Life】

ホームステイ生活について

約束事（別紙）：　常に守れている　／　時々守れていない　／　守れていない

夕食：　家族と食べることが多い　／　一人で食べることが多い　／　その他

会話：　良く話す　／　まあまあ話す　／　あまり話さない　⇒　1日平均（　　　　　）分

  自分から積極的に話している　／　話しかけてくれるのを待っている

主に誰と、どのようなことを話していますか？

来月の目標：

【Evaluation】

From your host family (ホストファミリーからの評価・コメント)

【Others】

アドバイザーについて（アドバイザーとの会話内容や相談内容）

自分のNZ携帯番号：（　　　　　　　　　　　　　　　　　）※常に繋がる状態にしておくこと！

February

Attitude (生活態度)

Tidiness (自分の部屋の片づけ)

Helpfulness (協力的かどうか)

Willingness to become part of the family
(家族とのコミュニケーション度)

Average daily time spent with host family members
(家族との１日の平均会話時間)

 bad       not so good      ok        very good        great
 悪い　              良くない　　  　     問題なし　             とても良い     　     素晴らしい

 bad 　　　 not so good 　　 ok　　　　 very good       great

 bad 　　　 not so good 　　 ok　　　　 very good       great

 bad 　　　 not so good 　　 ok　　　　 very good       great

0 minutes   15mins   30mins   45mins   60mins   75mins  90+ mins
   0分　    　15分     30分　　  45分      60分     75分    90分以上

Other comment (その他):



Monthly Report（留学レポート） Shiga Gakuen Junior and Senior High School

 Report Due date: Wednesday, March 11th 

Date[ ] Name [ ]

【School Life】

ESOLについて（クラスの規模、国籍、授業内容、理解度、満足度など）

授業変更をした場合は、下に記入してください。

旧教科（　　　　　　　　　　）　⇒　新教科（　　　　　　　　　　　）

旧教科（　　　　　　　　　　）　⇒　新教科（　　　　　　　　　　　）

部活動や放課後、昼休みの過ごし方、昼食を一緒に食べている人の名前

【Homestay Life】

１日の過ごし方（平日＆休日）について

  6:00   10:00   14:00   16:00   20:00

平日

休日

ホームステイ生活について

約束事：　常に守れている　／　時々守れていない　／　守れていない

会話：　良く話す　／　まあまあ話す　／　あまり話さない　⇒　1日平均（　　　　　）分

  自分から積極的に話している　／　話しかけてくれるのを待っている

ホームステイ生活で気づいたこと、好きな料理、ホストと一緒にしていることなど

【Evaluation】

From your teacher （先生からの評価・コメント　※教科担当の先生の名前も記入）

Other comment (その他):

Attitude,participating, using
time wisely(授業態度)

 bad        not so good         ok         very good         great
 悪い 　　　　良くない　　    　問題なし　　　　とても良い　　　素晴らしい

never 　　almost never　 　sometimes　　often　　　always
悪い　　　　　良くない　　　   　ふつう　　　　　良い　 　　　常に

Following school rules
(校則を守れているか)

March

On time and prepared for
class (授業準備・時間を守る)

never 　 　almost never　 　sometimes　   　often
always

Homework complete
(宿題・課題の完成度)

never 　　almost never　 　sometimes　　often　　　always
悪い　　　　　良くない　　　   　ふつう　　　　　良い　 　　　常に



Monthly Report （留学レポート）
Shiga Gakuen Junior and Senior High School

 Report Due date: Monday, March 30th

Date[ ] Name [ ]

【School Life】

学校の自慢

ニュージーランドの学校で学んだこと、日本の学校との違いなど

来年の生徒へのアドバイス（ためになった教科とその理由、規則、過ごし方、友達の作り方など）

【Homestay Life】

ホームステイ生活について

約束事：　常に守れている　／　時々守れていない　／　守れていない

会話：　良く話す　／　まあまあ話す　／　あまり話さない　⇒　1日平均（　　　　　）分

  自分から積極的に話している　／　話しかけてくれるのを待っている

よかったこと、楽しかったこと、嬉しかったこと　ベスト３

【Others】

来年の留学生へのアドバイス（心構え、持ち物、ホームステイ生活など）

帰国後の目標

★帰国準備は出来ていますか？（部屋の掃除・荷物整理、お世話になった方へのお礼）

November



Monthly Report （留学レポート）
Shiga Gakuen Junior and Senior High School

 Report Due date: Wednesday, April 8th

Date[ ] Name [ ]

【School Life】

授業について（好きな教科、苦手な教科＆その理由について）

今学期にあった良かったこと、楽しかったこと、嬉しかったこと　ベスト３

【Homestay Life】

ホームステイ生活　及び　ホリデーの計画について

約束事：　常に守れている　／　時々守れていない　／　守れていない

夕食：　家族と食べることが多い　／　一人で食べることが多い　／　その他

会話：　良く話す　／　まあまあ話す　／　あまり話さない　⇒　1日平均（　　　　　）分

  自分から積極的に話している　／　話しかけてくれるのを待っている

ホリデーの計画

今月頑張ったこと

【Comments】

Comments from your friend(s)　（友達からのコメント）

【Others】

Term2の目標（学業面、ホームステイ、部活動、習い事など）

学業：

ホームステイ：

その他：

アドバイザーについて（アドバイザーとの会話内容や相談内容）

NZの携帯は常に繋がる状態にしていますか　　　はい　／　いいえ

April



Monthly Report （留学レポート）
Shiga Gakuen Junior and Senior High School

 Report Due date: Wednesday, May 13th

Date[ ] Name [ ]

【School Life】

Term 2の時間割 ※教科名を日本語で記入してください。

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

1

2

3

4

5

6

7

友人について（放課後、昼休みを誰とどのように過ごしているか、新しくできた友達について等）

【Homestay Life】

ホームステイ生活について

約束事：　常に守れている　／　時々守れていない　／　守れていない

夕食：　家族と食べることが多い　／　一人で食べることが多い　／　その他

会話：　良く話す　／　まあまあ話す　／　あまり話さない　⇒　1日平均（　　　　　）分

  自分から積極的に話している　／　話しかけてくれるのを待っている

頑張っていること　／　気を付けていること

【Messages】

担任の先生への近況報告

【Others】

新しく挑戦したこと、これから挑戦しようと思っていること

May



Monthly Report （留学レポート）
Shiga Gakuen Junior and Senior High School

 Report Due date: Wednesday, June 17th 

Date[ ] Name [ ]

【School Life】

今月の自己評価

学業：

友人：

その他：

来月の目標

学業：

友人：

その他：

【Homestay Life】

ホームステイ生活について

約束事：　常に守れている　／　時々守れていない　／　守れていない

会話：　良く話す　／　まあまあ話す　／　あまり話さない　⇒　1日平均（　　　　　）分

  自分から積極的に話している　／　話しかけてくれるのを待っている

よかったこと、楽しかったこと、嬉しかったこと　ベスト３

【Messages】

日本の家族へのメッセージ

【Others】

ニュージーランドと日本の違い

アドバイザーについて（アドバイザーとの会話内容や相談内容）

NZの携帯は常に繋がる状態にしていますか　　　はい　／　いいえ

June



Monthly Report （留学レポート）
Shiga Gakuen Junior and Senior High School

 Report Due date: Wednesday, July 1st

Date[ ] Name [ ]

【School Life】

学校の自慢

学校（ホスト）のお勧めランチメニュー※何のどんなところがお勧めなのか、その値段

【Homestay Life】

ホームステイ生活

約束事：　常に守れている　／　時々守れていない　／　守れていない

夕食：　家族と食べることが多い　／　一人で食べることが多い　／　その他

会話：　良く話す　／　まあまあ話す　／　あまり話さない　⇒　1日平均（　　　　　）分

  自分から積極的に話している　／　話しかけてくれるのを待っている

ホリデーの計画

【Evaluation】

From your host family (ホストファミリーからの評価・コメント)

【Others】

今学期の自己評価（学業面、英語力、積極性など）

学業面：

ホームステイ：

その他：

来学期の目標（学業面、ホームステイ、部活動、習い事など）

学業面：

ホームステイ：

その他：

July

Attitude (生活態度)
 bad   　　  not so good    　 ok       　very good   　　    great
 悪い　        良くない　　     問題なし　  　とても良い         素晴らしい

Helpfulness (協力的かどうか)  bad 　　　　 not so good 　　 ok　　　　 very good           great

Other comment (その他):

Tidiness (自分の部屋の片づけ)  bad 　　　　 not so good 　　 ok　　　　 very good           great

Willingness to become part of the family
(家族とのコミュニケーション度)

 bad 　　　　 not so good 　　 ok　　　　 very good           great

Average daily time spent with host family
members (家族との１日の平均会話時間)

0mins  15mins  30mins  45mins   60mins   75mins   90+ mins
 0分　 　15分    30分　　 45分     60分     75分     90分以上



Monthly Report （留学レポート）
Shiga Gakuen Junior and Senior High School

 Report Due date: Wednesday, August 12th

Date[ ] Name [ ]

【School Life】

ESOLについて（クラスの規模、国籍、授業内容、理解度、満足度など）

授業変更をした場合は、下に記入してください。

旧教科（　　　　　　　　　　）　⇒　新教科（　　　　　　　　　　　）

旧教科（　　　　　　　　　　）　⇒　新教科（　　　　　　　　　　　）

【Homestay Life】

１日の過ごし方（平日＆休日）について

  6:00   10:00   14:00   16:00   20:00

平日

休日

ホームステイ生活について

約束事：　常に守れている　／　時々守れていない　／　守れていない

夕食：　家族と食べることが多い　／　一人で食べることが多い　／　その他

会話：　良く話す　／　まあまあ話す　／　あまり話さない　⇒　1日平均（　　　　　）分

  自分から積極的に話している　／　話しかけてくれるのを待っている

Term2のホリデーの出来事

【Messages】

担任の先生への近況報告

 

【Others】

アドバイザーについて（アドバイザーとの会話内容や相談内容）

NZの携帯は常に繋がる状態にしていますか　　　はい　／　いいえ

August



Monthly Report （留学レポート）
Shiga Gakuen Junior and Senior High School

 Report Due date: Wednesday, September 16th 

Date[ ] Name [ ]

【School Life】

部活動や放課後、昼休みの過ごし方、新しくできた友達など

お勧めの教科とその理由

先生について

【Homestay Life】

ホストとの会話　及び　ホリデーの計画について

約束事：　常に守れている　／　時々守れていない　／　守れていない

会話：　良く話す　／　まあまあ話す　／　あまり話さない　⇒　1日平均（　　　　　）分

  自分から積極的に話している　／　話しかけてくれるのを待っている

ホリデーの計画

【Evaluation】

From your teacher （先生からの評価・コメント　※教科担当の先生の名前も記入）

【Others】

今月の自己評価（学業面、英語力、積極性など）

ニュージーランドの好きなところ、留学してよかったこと、お勧めポイントなど

September

Attitude,participating, using time
wisely(授業態度)

 bad         not so good    　     ok      　   very good         great
 悪い 　　　　　良くない　　　　       問題なし　　　　とても良い　　 　素晴らしい

On time and prepared for class
(授業準備・時間を守る)

Other comment (その他):

never 　 　almost never　 　sometimes　   　often　　   　always
守れていない　　ほぼ守れていない　　　時々守れている　　ほぼ守れている　　常に守れている

Homework complete
(宿題・課題の完成度)

never 　 　almost never　 　sometimes　　   often　　  　always
出来ていない　　ほぼ出来ていない　　　時々できている　　ほぼ出来ている　　常にできている

Following school rules
(校則を守れているか)

never 　 　almost never　 　sometimes　   　often　　   　always
守れていない　　ほぼ守れていない　　　時々守れている　ほとんど守れている　常に守れている



Monthly Report （留学レポート）
Shiga Gakuen Junior and Senior High School

 Report Due date: Monday, October 14th 

Date[ ] Name [ ]

【School Life】

今学期にあった良かったこと、楽しかったこと、嬉しかったこと　ベスト３

ニュージーランドの学校で学んだこと、日本の学校との違いなど

【Homestay Life】

ホームステイについて

約束事：　常に守れている　／　時々守れていない　／　守れていない

会話：　良く話す　／　まあまあ話す　／　あまり話さない　⇒　1日平均（　　　　　）分

  自分から積極的に話している　／　話しかけてくれるのを待っている

ホームステイ生活で学んだこと

帰国準備の状況確認（部屋の掃除・荷物整理等）

荷物（日本への郵送するもの）　郵送済み　／　まだこれから　⇒　そろそろ郵送を！

【Comments】

Comments from your friend(s)　（友達からのコメント）

【Others】

来月の目標（学業面、ホームステイ、部活動、習い事など）

来年の留学生へのアドバイス（心構え、持ち物、ホームステイ生活など）

October



Monthly Report （留学レポート）
Shiga Gakuen Junior and Senior High School

 Report Due date: Wednesday, November 11th

Date[ ] Name [ ]

【School Life】

来年の生徒へのアドバイス（ためになった教科とその理由、規則、過ごし方、友達の作り方など）

【Homestay Life】

ホストとの会話　及び　NCEA期間中の過ごし方について

約束事：　常に守れている　／　時々守れていない　／　守れていない

会話：　良く話す　／　まあまあ話す　／　あまり話さない　⇒　1日平均（　　　　　）分

  自分から積極的に話している　／　話しかけてくれるのを待っている

NCEA期間中の計画・過ごし方

帰国準備の状況確認（部屋の掃除・荷物整理、お礼等）

荷物（日本への郵送するもの）　郵送済み　／　まだこれから　⇒　早急に郵送を！

【Evaluation】

From your host family (ホストファミリーからの評価・コメント)

【Others】

帰国後の目標

日本の家族へのメッセージ

November

Attitude (生活態度)
 bad   　　  not so good    　 ok       　very good   　　    great
 悪い　           良くない　　     問題なし　     　とても良い     　     素晴ら
しい

Helpfulness (協力的かどうか)  bad 　　　　 not so good 　　 ok　　　　 very good           great

Other comment (その他):

Tidiness (自分の部屋の片づけ)  bad 　　　　 not so good 　　 ok　　　　 very good           great

Willingness to become part of the family
(家族とのコミュニケーション度)

 bad 　　　　 not so good 　　 ok　　　　 very good           great

Average daily time spent with host family
members (家族との１日の平均会話時間)

0mins  15mins  30mins  45mins   60mins   75mins   90+ mins
 0分　 　15分    30分　　 45分      60分     75分     90分以上


