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「 オーストラリアを舞台とした 

自分探しの旅 」 

 

第 27 回 大野城市中学生・高校生交流の翼 

団長  前 田 宏 

（大野城市立大野東中学校校長） 

 

“Thank you very much for giving us this wonderful opportunity.” 

英会話を苦手とする私が、オーストラリアに出発する前に、何度も口ずさみ、覚え

ていったフレーズです。今回の交流訪問先は、Kelso High School、All Saints´ College、
老人ホーム、市役所ということでしたので、共通して使えるフレーズとして準備して

いた言葉です。「このような素敵な機会を与えてくれて大変感謝しています。」という

意味ですが、本研修を終え２ヶ月経った今では、単なる社交辞令としての言葉ではな

く、心の底から、気持ちを込めて、この言葉を述べたいという強い思いが残る、忘れ

られない言葉になっています。事後研修をしている団員の言動を見ていますと、団員

14 名も同じ思いでいるんだなと感じさせられています。 

第 27 回大野城市中学生・高校生交流の翼の団員として選ばれた 14 名は、６月９

日、10 日の宿泊研修を皮切りに、９泊 10 日のオーストラリアバサーストでの本研修

を含む 10 回の研修を行いました。 

研修当初に、私は、まず、団員として選ばれた誇りと感謝の気持ちを忘れない言動

をとることを確認し、「昨年の交流の翼の時と同じように、『あなたが好きになったか

ら、日本が好きになりました。』と言われることを目標に、オーストラリアに行きまし

ょう。」という講話をしました。 

そして、教育長吉富 修様からは、「オーストラリアは、『自分』を映し出す鏡です。

オーストラリアを舞台とした自分探しの旅をしてきてください。」というお言葉をいた

だきました。団員たちは、オーストラリアでのことを思い描き、胸を弾ませてのスタ

ートとなりました。団員は、まず、日本のことを紹介するために、改めて日本のこと

を見つめ直し、日本の文化を紹介するプレゼンテーションの作成、ソーラン節の演舞

の練習を行いました。さらに、各々、ホストファミリーとの交流を思い描いての事前

準備に取り組んでいきました。 

事前研修を経て、ついに、オーストラリアへの出発、現地研修が始まりました。ホ

ストファミリーとの対面もありました。それぞれ、どのような体験をしたか、どのよ

うな感想をもったかについては、この報告書の団員レポートと報告会での発表に委ね

るとしますが、団員それぞれが貴重な体験をさせてもらったことだけは確かです。出

会い、そして感動、充実感、もっとこうすればよかったという後悔、いろいろな思い

をもったことでしょう。今までの自分とは違った自分に出会った団員もいることでし

ょう。すでに、成長した自分に気づいた団員もいることでしょう。 

この研修の目的である「ホームステイ等を通じて外国の文化や自然を直接体験する

ことにより、語学、文化及び習慣等を学び」については、達成できたと思います。次

は、「国際的な視野を持つ青少年」の達成です。この達成については、団員たちのこれ

からに期待したいと思います。 

最後になりましたが、このような研修の機会を設けてくださった大野城市、そして

企画・運営してくださったこども未来課、（公財）国際青少年研修協会、我々団員を快

く受け入れてくださったバサースト市の皆様に深く感謝を申し上げ、団長のあいさつ

といたします。 
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平成３０年度 第２７回大野城市中学生・高校生交流の翼 

事業概要 

 

１．目的 

次代を担う中学生及び高校生を海外に派遣し、ホームステイ等を通じて外国の文

化や自然を直接体験することにより、語学、文化及び習慣等を学び、国際的な広い

視野を持つ青少年を育成する。 

 

２．研修期間 

平成３０年６月９日（土）～１０月２１日（日） 

うち、海外研修は８月１２日（日）～２１日（火） 

 

３．海外研修地 

オーストラリア（ニューサウスウェールズ州 バサースト） 

 

４．研修実績 

◆第１次研修・・・６月９日（土）～１０日（日）【１泊２日】 

仲間づくりのためのレクリエーション、団長講話、野外炊飯、班別課題研修等 

◆第２次研修・・・・・６月２４日（日） 

１次研修の振り返り、日常英会話研修①、班別課題研修等 

◆第３次研修・・・・・７月８日（日） 

教育長講話、経験者アドバイス、班別課題研修等 

◆第４次研修・・・・・７月２２日（日） 

引率指導員からのアドバイス、班別課題研修等 

◆第５次研修・・・・・８月５日（日） 

日常英会話研修②、班別課題研修等 

◆第６次研修・・・・・８月１２日（日）～２１日（火）【９泊１０日】 

ホームステイによるホストファミリーとの交流 

ケルソ・ハイスクール及びオールセインツ・カレッジでの授業体験・ふれあい交流 

老人ホームでの異世代交流、バサースト市長表敬訪問 

牧場体験活動、世界遺産ブルーマウンテン及びシドニー市内参観研修等 

◆第７次研修・・・・・９月２日（日） 

第６次研修の振り返り、報告書および報告会発表のための役割分担、作成等 

◆第８次研修・・・・・９月９日（日） 

報告書作成、報告会発表資料作成 

◆第９次研修・・・・・９月２３日（日） 

報告書作成、報告会発表資料作成、事後活動団体紹介 

◆第 10 次研修・・・・・１０月８日（月・祝） 

報告書作成、報告会発表資料作成、報告会発表練習 
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◆報告会リハーサル・・・・・１０月２０日（土） 

報告会全体練習 

◆報告会・・・・・１０月２１日（日） 

研修の総括報告 

 

５．募集人員および応募条件 

（１）募集人員 

中学生及び高校生  合計１４名以内 

（２）応募条件 

次の全てに該当すること 

①大野城市在住の中学１年生～３年生または高校１年生～２年生 

②心身共に健康で協調性に富み、規律ある団体行動ができること 

③一人でホームステイできる強い意志があること 

④交流の翼事業終了後、青少年教育活動団体もしくは国際交流活動団体に加入す

ること 

⑤過去に、国・県及び市から公的助成を受けて海外研修に参加した経験がないこと 

⑥オーストラリアの生徒が大野城市を訪問した際に、ホストファミリーとしてホームステ

イの受け入れを行うこと 

⑦事前研修及び事後研修の全てに参加できること 

⑧上記全てのことにつき、保護者の理解と同意があり、協力が得られること 

 

６．引率者 

◆引率者３名 団長１名（市、教育委員会・市立中学校長会で選出） 

 引率指導員１名（（公財）国際青少年研修協会） 

 事務局１名（こども未来課職員） 

 

７．参加者負担金 

団員  ８万５千円（１名） 

（パスポート申請費用、旅行傷害保険等にかかる費用は別途個人負担） 

 

８．周知方法 

広報「大野城」平成３０年４月１日号に募集記事掲載 

市内全中学校に、募集ポスターを掲示及び全生徒に募集チラシ配布 

筑紫地区及びその周辺の高等学校に募集ポスター及びチラシを配布 

 

９．実施体制 

市、教育委員会、中学校校長会、平成３０年度団員の保護者代表で「大野城市

中学生・高校生交流の翼実行委員会」を結成し、本事業を行う。なお、事務局はこど

も未来課に設置する。 
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欄所
らんしょ

 春
はる

花
か

 
○第一印象 

怖そう 
○今の印象 

優しい、お姉さんぽい 
○動物に例えると 

孔雀 

   

安河内
や す こ う ち

 璃子
り こ

 
○第一印象 

大人っぽい 
○今の印象 

子供っぽい 
○動物に例えると 

ハムスター 

磯田
い そ だ

 和花
の ど か

 
○第一印象 

猫っぽい 
○今の印象 

優しい 
○動物に例えると 

猫 

尾川
お が わ

 侃
かん

 
○第一印象 

頭が良さそう 
○今の印象 

話しやすい 
○動物に例えると 

ナマケモノ 

   

中村
なかむら

 美
み

優
ゆ

 
○第一印象 

優しそう 
○今の印象 

にぎやか 
○動物に例えると 

ポメラニアン 

樋口
ひ ぐ ち

 智也
と も や

 
○第一印象 

頭が良さそう 
○今の印象 

個性豊か 
○動物に例えると 

アルパカ 

諸賀
も ろ が

 璃娃
り あ

 
○第一印象 

勉強ができそう 
○今の印象 

天然 
○動物に例えると 

ハリネズミ  
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田上
たのうえ

 彩
あや

花
か

 
○第一印象 

しっかりしている 
○今の印象 

明るい 
○動物に例えると 

犬 

   

上田
う え だ

 桃子
も も こ

 
○第一印象 

明るい 
○今の印象 

なんでも出来る、積極的 
○動物に例えると 

猫 

大隈
おおくま

 早
さ

紀
き

 
○第一印象 

スポーツができそう 
○今の印象 

面白い 
○動物に例えると 

犬 

真弓
ま ゆ み

 凜
りん

花
か

 
○第一印象 

ほんわか 
○今の印象 

とても優しい、天然 
○動物に例えると 

チワワ 

   

堤
つつみ

 小雪
こ ゆ き

 
○第一印象 

大人しそう 
○今の印象 

本が好き 
○動物に例えると 

リス 

関谷
せ き や

 樹璃
じ ゅ り

 
○第一印象 

おっとり、天然 
○今の印象 

英語ができる 
○動物に例えると 

リス 

武内
たけうち

 朋
とも

花
か

 
○第一印象 

真面目そう 
○今の印象 

面白い 
○動物に例えると 

犬  
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研修報告 
◎研修スケジュール（全体） 

 実施日 場 所 内 容 

第１次研修 
６月９日（土） 

 ～６月１０日（日） 
県立社会教育総合センター 

野外炊飯 

班別課題研修 

団長講話 等 

第２次研修 ６月２４日（日） 
市役所 本館３階 

３１１・３１２会議室 

日常英会話研修① 

班別課題研修 

第３次研修 ７月８日（日） 
市役所 新館４階 

４２６会議室 

教育長講話 

経験者アドバイス 

班別課題研修 

第４次研修 ７月２２日（日） 
市役所 本館３階 

３１１・３１２会議室 

引率指導員アドバイス

班別課題研修 

第５次研修 ８月５日（日） 
市役所 本館３階 

３１１・３１２会議室 

日常英会話研修② 

班別課題研修 

第６次研修 

（本研修） 

８月１２日（日） 

 ～８月２１日（火） 
オーストラリア（バサースト市） 

海外研修 

（次ページ参照） 

第７次研修 ９月２日（日） 
市役所 本館３階 

３１１・３１２会議室 

報告書作成 

報告会準備 

第８次研修 ９月９日（日） 
市役所 本館３階 

３１１・３１２会議室 

第９次研修 ９月２３日（日） 
市役所 本館３階 

３１１・３１２会議室 

第１０次研修 １０月８日（月・祝） 
市役所 本館３階 

３１１・３１２会議室 

報告会 

リハーサル 
１０月２０日（土） 

大野城心のふるさと館 

講座学習室 
報告会リハーサル 

報告会 １０月２１日（日） 
大野城心のふるさと館 

講座学習室 
報告会 
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◎研修スケジュール（第６次） 

月日 曜日 都 市 名 現地時間 交通機関 摘     要 

8･12 日 大野城市 

 

福岡発 

香港着 

香港発 

13：00 

13：30 

16：40 

19：15 

21：35 

 

専用バス

KA381 

 

CX161 

大野城市役所にて出発式 

市役所→福岡空港へ 

キャセイ・ドラゴン航空にて香港へ 

香港にて乗継ぎ手続き 

キャセイ・パシフィック航空にてシドニーへ 

（機中泊）

8･13 月 シドニー着 

 

バサースト着 

8：45 

 

16：00 

 

専用バス

専用バス

入国手続き 

ワイルド・ライフ・パーク（動物園）へ 

ホストファミリーとの出会い 

（ホームステイ）

8･14 火 バサースト 

 

終日 

 

 

専用バス

 

 

ケルソ・ハイスクールへ 

生徒達との交流活動、班別課題発表（日

本の紹介） 

  （ホームステイ）

8･15 水 バサースト 終日 専用バス ケルソ・ハイスクールへ 

生徒達との交流活動、ソーラン節披露 

  （ホームステイ）

8･16 木 バサースト 終日 専用バス 老人ホームにて異世代交流 

バサースト市役所にて市長表敬訪問 

牧場体験 

              （ホームステイ）

８･17 金 バサースト 終日 専用バス オールセインツ・カレッジへ 

生徒達との交流活動、班別課題発表（日

本の紹介）、ソーラン節披露 

  （ホームステイ）

8･18 土 バサースト 終日  ホストファミリーと過ごす休日 

  （ホームステイ）8･19 日 

8･20 月 バサースト発 

 

シドニー発 

 

8:30 

 

21：55 

 

専用バス

 

ＣＸ138 

ホストファミリーとの別れ 

世界遺産ブルーマウンテン、シドニー参観

キャセイ・パシフィック航空にて香港へ  

乗継ぎ手続き（機中泊） 

8･21 火 香港着 

香港発 

福岡着 

5：15 

9：35 

14：00 

 

KA342 

香港にて乗継ぎ手続き 

キャセイ・ドラゴン航空にて福岡へ 

入国手続後、福岡空港にて解散式 

※時差：  シドニー ／日本時間＋１時間 （日本時間 １２：００  ⇒  シドニー １３：００） 

香港   ／日本時間－1 時間 （日本時間 １２：００  ⇒  香港   １１：００） 
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第１次研修 １日目 〈レクリエーション・団長講話・野外炊飯・班別課題〉 

６月９日（土）

 

ついに今まで楽しみにしていた交流の翼の第１次研修が始まりました。最初

はまだ団員の名前が分からず、研修を無事全うするこ

とができるか不安がありました。 

研修地の「福岡県立社会教育総合センター」に到着

し、まず研修施設のルールや日程の説明があり、レク

リエーションが始まりま

した。レクリエーションで

は、自己紹介や団長の年齢

当てゲーム等をやることで、徐々に団員同士が仲良

くなりました。ゲームを終えたころには、最初に抱

いていた不安もなくなり、団員同士とたくさんしゃ

べることができ、お互いの思いを分かち合うことが

できたことが、うれしくもあり、ホッとしました。 

昼食後は団長講話がありました。「日本人の良さ、

思いやり、あいさつ等」団員としての心構えや、行

動について団長の前田校長先生にお話をしていた

だきました。 

次に、班ごとに分かれ野外炊飯を体験しました。

メニューはカレーでした。班の中で役割分担をして

作りました。僕の役割の一つに薪割りがありました。

初めての体験で慣れずにとても大変な面もありま

したが、団員同士で協力して作ったカレーの味は格

別で、最高の出来となり、うれしかったです。この

野外炊飯体験の中でも仲間と沢山話すことができ、

コミュニケーションの大切を実感しました。 

入浴後、いよいよ本研修に向けてグループで初め

てのミーティングをしました。ミーティングでは、

現地で行う班別課題内容

についてしっかり話し合い、報告書作成等のそれぞれ

の役割担当について分担しました。この宿泊研修で生

まれた団員同士のきずなを大切に、本研修に向けてひ

とつひとつ挑戦し、頑張ろうと心に決めました。 

 

≪１班 樋口 智也≫ 
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第１次研修 ２日目 〈班別課題研修〉 

６月 10 日（日）

 

朝、全員が遅刻せずに起きることが

できました。朝のつどいでは、ラジオ

体操と、施設の方からの話と、私たち

交流の翼の団体紹介がありました。団

体紹介は私が担当しました。初めての

人前での挨拶だったので緊張してい

たけど、昨日から何回もリハーサルし

たかいもあり、うまくできたので良か

ったです。 

朝食は、焼き立てのパンがでてきて、

お腹がいっぱいになるまで、食べまし

た。その後のミーティングでは、前日

に決めきれなかった、全体でやる出し

物、老人ホームでの出し物の内容を決

めました。前日からのいろんな活動を

通して、団員同士のコミュニケーショ

ンがとれてきて、一人ひとりが意見を

出し合った結果、良い考えがたくさん

出てきました。 

退所点検では、どこの部屋も問題なくスムーズに終えることができたので良

かったです。退所式では、施設の方へ２日間のお世話になった感謝を告げて第

１次研修が終わりました。今回の研修では、本研修に向けて、団員同士の仲を

深め、お互いの性格や特徴などを知ることができたと思います。この団員全員

で後悔のない 10 日間となるように、お

互いを助け合いながらこれからの研修を

頑張っていこうと思いました。 

 

≪２班 真弓 凜花≫ 
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第２次研修 〈日常英会話研修①・班別課題研修〉 

６月 24 日（日）

 

第２次研修からは市役所で活動しました。しかしみんな５分前には集合完了

していて、とても良かったです。 

 まず、第１次研修の反省をしました。「積

極的に意見を出せた。」、「みんなが楽しむ

ことが出来た。」など良かった点がたくさ

ん出ました。一方で「５分前行動が徹底で

きていなかった。」、「忘れ物が多かった。」

などの反省点も出たので改善していこう

と思いました。 

 午後からは日常英会話研修がありまし

た。講師として、市のふるさとにぎわい課

から、国際化推進員の江上さんに来ていただきました。自己紹介や空港・飛行

機で役立つ会話、日常で使える英語等を学びました。私は英語を話すことがあ

まり得意ではないので話せるか不安にな

りましたが、コミュニケーションをとる

ため、自分から積極的に話すことが大事

だと思いました。 

 そして最後に班別課題のパワーポイン

ト作成を行いました。私はパワーポイン

トを作成したことがあったので、みんな

に使い方を教えて協力して作成すること

が出来ました。このように誰かができな

いことを誰かが補って、効率よく作業を進

めていけるようにしたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

《１班 中村 美優》 
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第３次研修 〈教育長講話・経験者からのアドバイス・班別課題・活動準備〉 

７月８日（日）

 

今日は、教育長講話がありました。 

講話中では、可能自己（こんな私になりた

いという期待）を持っておくことが大切だと

いうことや、学生時代にどれだけ苦労するか、

簡単な道に行かずに成長できるような道を選

ぶかによって未来が変わってくるということ

を、お話いただきました。交流の翼の団員と

して、オーストラリアに行く特別な機会を手

にすることができて良かったと思い、この研

修を無駄にしてはいけないと思いました。 

その後は、経験者からのアドバイスとして、

昨年度の交流の翼の団員の方々の話を聞かせ

ていただきました。オーストラリアでの活動

の様子やホストファミリーとの交流等、為に

なる話を沢山聞くことができ、ますますオー

ストラリに行くのが楽しみになりました。 

そして、全体発表の準備でパワーポイントを作成した後、ソーラン節の練習

をしました。パワーポイント作成時、団員

が協力して行っていたので仕事がとても早

く、スムーズに進みました。わからないと

ころがあったら、１班２班関係なく、わか

る人がフォローに入り、とてもいい雰囲気

で準備することができていました。団員同

士の仲が深まっていることを感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪２班 田上 彩花≫ 
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第４次研修 〈引率者からのアドバイス・プレゼンテーション練習・全体発表練習〉 

７月 22 日（日）

 

午前中は、プレゼンテーションやボランティア活

動等の仕上げを行い、予定どおり作業が進み、後で

リハーサルをすることになりました。 

この日の午後、本研修の引率をしていただく新屋

敷さんから、アドバイスをいただきました。最初に

レクリエーションをして、とても明るく親しみやす

い人だと思いました。その後、入国カードの書き方

や、手荷物と預ける荷物の分け方など、オーストラリアに行くための準備につ

いて、具体的に説明

をしてもらいました。

本研修が近づいてき

ていることを実感し

ました。 

プレゼンテーショ

ンのリハーサルでは、

ゆっくり原稿を読むことを意識していましたが、思うようにパワーポイントと

のタイミングが合わないなど、課題が多く残るものになりました。そこで、パ

ワーポイントのアニメーションを変えたり、

読むスピードを考え直したりして、みんなで

協力して修正を行い、2 回目のリハーサルに

望みました。各班とも、１回目の反省点を生

かして、うまく発表することができました。

これも、研修の回を追うごとに、団員同士の

仲が深まり、チームワークが高まってきたた

めだと感じました。 

また、ソーラン節の練習では、たくさんある動画の中から振り付けをみんな

で統一したり、確認しあったりして、素晴らしい踊りを作り上げることができ

ました。オーストラリアで披露することが楽

しみになりました。 

事前研修でチームワークを活かした活動を

することができているので、本研修も良いも

のになると期待できました。 

 

≪１班 諸賀 璃娃≫ 
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第５次研修 〈日常英会話研修②・班別発表リハーサル〉 

８月５日（日）

 

午前中は英会話研修がありました。講師

のモーゼス先生は、団員のうち数人を学校

で教えてくださったことがあり、会った瞬

間に、みんなが笑い出したので驚きました。

自己紹介などを英語でしてくださり、様々

なことを話してくれました。私は、半分く

らいしか聞き取れなかったり、聞いたとき

意味を思い出せない単語があったりしたの

で、少し焦りました。でも、みんなで昼ご

はんを食べているときに、モーゼス先生が、

その輪に入ってきて、自分のことを面白く

話してくれたので、とても楽しかったし、

がんばろうと思いました。 

午後からスライドを使う日本文化の紹介

の練習をしました。それぞれの担当のせり

ふを言う練習をしたり、意味や発音が分からない単語を調べたり、せりふを考

えた人に訊いたりしました。ふと横を見たら、みんなせりふを覚えようと必死

になって、小声で復唱している姿が見えて、テスト前の教室みたいで、少し面

白いと思ってしまいました。全体の発表を通し

てやってみたときに、どうしても表情が硬くな

ってしまったり、声が小さかったり、話すのが

速くなってしまったりと、課題がまだまだある

と思いました。発表を盛り上げるために、クイ

ズの正解を言うときにせりふを全員で言うな

どみんなで工夫して、少しずつ良くなっていき

ました。研修中、あと一週間でオーストラリア

だと思うと、どうしてもそわそわした気分にな

ってしまいました。 

 

 

 

 

 

≪２班 堤 小雪≫ 
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第６次研修 １日目 〈出発式・福岡空港～香港空港～シドニーへ〉 

８月 12 日（日）

 

この日はまず市役所へ集合し、出発式が

ありました。井本市長をはじめ、各中学校

の校長先生、保護者の方々など沢山の皆さ

んに激励の言葉をいただき、本研修を良い

ものにしようとより強く思いました。ケー

ブルテレビも取材に来ており、和花と智也

がインタビューを受けました。 

出発式が終わるとバスに乗り、福岡空港へ向

かいました。国際線のターミナルは外国の方ば

かりで既に日本とは違う空気を感じました。フ

ライトが４時間遅れるというアクシデントも

ありましたが、待ち時間は話したり、お店を周

ったりしてそれぞれ時間を過ごし、団員もあま

り緊張はしていないようでした。 

そして、いよいよ飛行機に搭乗し、香港空港

へ向かいました。窓から見えた夜景がとても綺

麗でした。機内では映画を見たり、音楽を聴い

たりして過ごしました。３時間程のフライトだ

ったので、あっという間に感じました。 

香港空港で入国手続きを終えた後、２人１組

で外国の方にインタビューをしました。緊張し

てしまい、１人目の方に話しかけるまでに時間

がかかりましたが、とても優しく受け答えをし

て下さって嬉しかったです。英語を話す良い練

習となったと思います。その後、シドニー行き

の便に乗りました。機内には日本人のキャビン

アテンダントの方がいなかったので、もちろん

会話はすべて英語でした。事前研修で練習して

いたので、スムーズに会話することができました。 

香港を出発した時間はだいぶ遅かったので、すぐに寝ている団員もいました。

次の日の朝にはシドニーへ着いていると思うと、とてもわくわくしました。次

の日のことを考えながら機内食を食べた後は、眠りにつきました。 

 

《１班 欄所 春花》 
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第６次研修 ２日目 〈入国・動物園・ホストファミリーとの出会い〉 

８月 13 日（月）

 

今日の朝は機内でずっと過ごしました。夜中に香港空港に着き、シドニー行

の飛行機に乗りました。機内泊は人生初で、なかなか眠ることができませんで

した。朝はもう少し寝たかったですが、朝食を食べ損ねそうだったので無理や

り起きて食べました。CA さんが朝食の希望を聞いてきて、（朝食は２種類あり

ました。）片方は分かりましたが、もう片方が分から

なかったのであえてそちらにしてみました。出てき

たのはおかゆで、美味しかったので良かったです。 

機内の窓から見た景色は日本とは全く異なってい

て、オーストラリアは日本に比べてはるかに大きい

し、緑がたくさんある（日本は緑もありますが、そ

れよりも建物が密集していて、緑より茶色の面積が

大きいとわたしは思いました。）と思いました。 

シドニー空港に到着し、少し心配していた入国審

査を無事に通過しました。到着ゲートを出ると、そ

こにコーディネーターのイアンさんが待っていま

した。これからとてもお世話になる方です。 

空港では、私たち以外はみんな英語を話していて、

標識も全て英語で「本当に海外にきたんだ。」と思

いました。教科書やテレビでしか見た事のなかった

景色が目の前に広がっていて、何かの物語に迷い込

んだのかなと、

ついつい錯覚してしまいました。でも、この

研修は自分で選択したことが明日、明後日、

ひいては未来の自分を創っていくと思うと、

私の物語なのではないかと思いました。 

 初めて海外の地

に降り立って、とて

も嬉しかったと共にこれから自分が少しでも成長でき

るように頑張ろうと思い

ました。 

 

≪２班 上田 桃子≫ 
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オーストラリアに着き、動物園に行きまし

た。動物園には、コアラや、カンガルーなど、

オーストラリアでしか見られない動物がたく

さんいました。カンガルーなどのえさをオー

ストラリア人のお客さんにゆずってもらいま

した。すごくフレンドリーだなと思いました。

私ももっといろんな人に話しかけれるよう

になりたいと思いました。カンガルーにえ

さをあげると、意外にカンガルーの餌を抑

える力が強くて驚きました。 

昼になり、動物園でランチを注文する際

は、なかなか英語が伝わらず、苦戦しまし

た。この先が少しだけ不安になりました。 

動物園からバサーストへ向かいました

が、200km 以上の長い道のりで、少し疲

れました。途中で見たオーストラリアの街

並みは、本当に日本とは違ってすごくおし

ゃれでした。また、草原や山の中にはカン

ガルーが沢山いたことにも驚きました。 

そして、ついにホストファミリーと会う

予定の場所に着きました。私のホストファミリーは、マズという優しそうな人

で安心しました。マズの家は平屋ですごく

大きかったです。マズが私たちの部屋を教

えてくれました。部屋に入ると、けん玉や

だるま落としなどが置いてあって、日本が

好きなことがすごく伝わってきました。夕

食の後に、デザートのアイスとチョコケー

キを出してくれました。すごくおいしくて、

アイスをおかわりしました。 

マズとは、緊張してあまり話せなかった

けど、優しい人で私たちが分かりやすいよ

うにと、ゆっくり、はっきり英語を話して

くれました。ホストファミリーとの出会い

を終え、一安心して、長い移動の疲れをい

やしました。 

 

≪１班 安河内 璃子≫ 
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第６次研修 ３日目 〈ケルソ・ハイスクール訪問〉 

８月 14 日（火）

 

今日は、ホストファミリーと過ごす初めての朝でした。ホストマザーが「Good 

morning！」と言って起こしに来てくれたとき、今私はオーストラリアにいる

と、改めて感じました。子供たちが作ってくれた朝食は、スクランブルエッグ

と、パンでした。食べやすくてとてもおいしかったです。集合場所に行くと、

みんながいて、ホストとの生活の話で盛り上がりました。特に、みんなが驚い

ていたことは、一つ一つの家が日本と比べて大きいことでした。 

バスに乗って出発し、マウント・パノラマという

サーキット場に寄りました。普段は一般の車も走る

ことができ、小高い場所からバサーストを一望でき、

広大なオーストラリアを感じることができました。 

その後、ケルソ・ハイスクールに着きました。そ

こでは、生徒のみんなが待っていてくれて、私たち

を温かく迎えてくれました。スクールは、様々な学

年の人がいて、私より学年が低いのにもかかわらず、

大人びていてびっくりしました。日本語教室という

のがあり、そこで最初にオーストラリアバージョン

のじゃんけんを見せてもらい、実際にやってみまし

た。私が知っているじゃんけんとは違って、国によ

ってさまざまなじゃんけんの仕方があるのだと知り

ました。その後も様々なアクティビティをやること

で、生徒たちと仲良くなることができました。オー

ストラリアには、モーニングティーというのがあり、

オーストラリアのお菓子や、フルーツがたくさん出

てきて、日本にもこの制度が欲しいと思いました。 

その後、英語と日本語でビンゴをしました。日本

語のビンゴで、生徒たちが数字を日本語で言ってい

たので、すごかったです。次に校舎を見学しました。校舎はとても広く、牛や

馬、羊などの動物がいて、豪華でした。見学をしているときにたくさんの学校

の生徒が、こんにちは、と言って挨拶をしてくれたのでびっくりしました。 

そして、事前研修で準備していたプレゼンテーシ

ョンを行いました。練習の成果もあり、上手く発表

できたので、みんな盛り上がっていました。 

 

≪２班 真弓 凜花≫ 
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お昼は、何人かで円になって外で食べました。ホストマザーが作ってくれたサ

ンドイッチはとても美味しかったです。小

さめのりんごもそのまま入っていて、自分

が想像していた海外の学生のお昼ご飯と

いう感じで嬉しかったです。ケルソの生徒

達はとてもフレンドリーで、お昼を食べて

いるときも「こんにちは～」と日本語で声

を掛けてくれたり、ハイタッチをしたりし

てくれました。少し驚いたのは、お昼休み

が終わるブザーが鳴っても、とてもゆっくり生徒が

移動していたことです。特に私が通っている学校は

５分前行動が基本なので、私が急いでしまいそうで

した。オーストラリアと日本の違いを感じました。 

お昼からは、老人ホームでやる予定だった、遊び

などを行いました。福笑いや折り紙などをして、交

流を深めました。 

学校を出た後は、イ

アンさんが公園へ寄

ってくれたので少し

だけ遊びました。私は

少し疲れていたので

座っていましたが、みんなは鬼ごっこやスライダーなどをしていて楽しそうで

した。 

ホームステイ先のお家へ帰ると、ホ

ストブラザーと一緒にトランポリン

で遊びました。 

お庭がとても広くて、置いてあるトラ

ンポリンもとても大きかったので、３

人同時でも十分に遊べる大きさでし

た。夕食のときに、ホストも一緒に「い

ただきます」と「ごちそうさま」をし

てくれたのがとても嬉しかったです。夕食を食べた後も、ホストと一緒にゲー

ムをしました。日本にはないものだったので、ルールがわからなかったけれど、

丁寧に説明してくれたので理解して楽しく遊ぶことができました。ホストとも

だいぶ打ち解けることができて、学校でしたことや家族のことなど沢山話しま

した。素敵な一日でした。 

 

≪１班 欄所 春花≫ 
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第６次研修 ４日目 〈ケルソ・ハイスクール訪問〉 

８月 15 日（水）

 

この日は、学校に行く前に大熊ガーデンに行きまし

た。ここは、バサーストの姉妹都市の福島県大熊町が

整備した日本庭園がありました。とてもきれいに整備

されていて、とても気持ちがいい朝のひと時を過ごし

ました。 

２日目となるケルソ・ハイスクールに行くと、ま

ずオーストラリアと日本のクイズをしました。その

クイズで「プリクラ」や「コギャル」という単語な

どを説明しました。日本語でも説明に戸惑うような

ものばかりなのに、英語で伝えるのは非常に困難で

した。困難であればあるほど、通じたときは嬉しかったです。このゲームを通

して、たくさんの人と会話することができました。 

その後、ダンパーパンと言われるオーストラリア

の伝統的なパンを作って食べました。作り方は、ケ

ルソ・ハイスクールの生徒がとても親切に教えてく

れました。食べてみると、日本のパンとは違って水

分量が少なく、スコーンに似ていました。そして、

ソーラン節を披露しました。その後に、ケルソ・ハ

イスクールの人も一緒に踊りました。私たちの真似

をしながら踊る顔がとても楽しそうで、披露した私

たちも嬉しかったです。 

そして、ガーデニング体験をし、サーカスやダン

スなどの授業を見学しました。ガーデニング体験で

は草抜きや苗植えなどをしました。サーカスの授業

があることに驚き、本当の体操の選手のように、い

ろんな技を見せてくれたのでとても感動しました。

また、授業だけでここまで上手にできるのは、すご

いことだと思いました。ダンスの授業でも披露して

くれて、とても体が柔らかくて上手でした。ど

ちらの授業も、日本では受けることができない

ので新鮮だったし、日本でも今後このような授

業ができると楽しいだろうなと思いました。 

 

≪２班 田上 彩花≫ 
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昼食は皆で一緒に食べました。隣で一

緒に食べた子と、お互いの生活や、部活

のことを話しました。日本とは生活習慣

が全然違ったことに驚きました。その後、

記念ポスターを作りました。そして、ケ

ルソーの子達とお別れをしました。本当

に良い人達ばかりで、とても良い思い出

になりました。 

帰りにイアンさんが、バザーストで人気のアイスクリーム屋さんに連れて行

ってくれました。昼食を一緒に食べた子から bridal track という味が人気だと

聞いたので、それを食べました。チョコ

レートの中にマシュマロが入っていて、

とても甘かったです。このことを車の中

でホストファザーに話したら、すごく話

が盛り上がって嬉しかったです。 

家に帰って、ジェフがエミリーとトー

マスをスイミングスクールに送る間、私

と彩花と末っ子のケイティーでトラン

ポリンをして遊びました。久しぶりのトランポリンに、私も彩花も我を忘れて

はしゃぎました！私達が途中で疲れ果ててしまったので、トランポリンの上で

おしゃべりをしました。そこでケイティーは私達にいろんな話をしてくれまし

た。途中でケイティーによる発音講座が

始まって、バザーストの正しい発音まで

教えてくれました。普段は動物の鳴き真

似ばかりで、あまりちゃんと話したこと

が無かったのに急に真面目に話し始め

て、とても驚きました。ケイティーとた

くさん話せたことが本当に嬉しかった

です。一生の思い出になりました。 

 

≪１班 磯田 和花≫ 
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第６次研修 ５日目  〈老人ホームと市役所訪問・牧場体験〉 

８月 16 日（木）

 

今日は老人ホームにいきました。まず思

ったことは、老人ホームなのに若い人がた

くさんいたことです。学校だけと思ってい

たモーニングティが老人ホームでもあり

ました。おじいちゃん、おばあちゃんもみ

んな明るくてとても接しやすかったです。

私は、和

食について話しました。一生懸命踊ったソー

ラン節は、みんなしっかり見てくれてよかっ

たです。老人ホームで１人の高校生と友達に

なりました。まさか老人ホームで友達ができ

るとは思っていなかったのでとてもうれしか

ったです。その高校生はボランティアで、学

校があるけど、ボランティアを優先していて

すごいなと思いました。帰るとき、オースト

ラリアの国旗とコアラが書いてある、しおり

とグミの詰め合わせをいただきました。その

中に蛇の形のグミが入っていて驚きました。

食べてみると日本のお菓子と比べて甘いと思

いました。

でも、丁寧にラッピングしてくれていたので、

その心遣いにとても感動しました。 

その後、バサースト市役所に行きました。

市長は急な会議が入ってしまい、会うことが

できませんでした。少し残念でしたが、代わ

りにモニカ元市長と２人の秘書が対応してく

ださいました。ここでも、モーニングティがあり、おいしいお菓子を食べなが

ら、モニカ元市長と話しながら過ごしま

した。モニカ元市長は、とても気さくに

私たちと話をしてくれたので、何人かの

団員と一緒に、お土産にもらったメモ帳

にサインをもらいました。 

 

≪２班 武内 朋花≫ 



22 
 

この日の午後はまず農場に行きました。そこでは最初に少し小さめの鶏に餌

をあげました。日本の鶏と違って足の部分までしっかりと羽が生えていて特徴

的でした。次に餌をあげた子羊は、親がいないので農主さんを母親だと思って

いるそうです。初めて手であげたけど舐められまくっ

て、とてもくすぐったかったです。でも、毛を触わる

ととてもフサフサで気持ちがよかったです。続いては

、アルパカです。アルパカは羊と違って大きくてラク

ダに毛が生えたようでした。でも餌を与える時は子羊

とあまり変わらず、思いっきり手をなめられました。 

とにかくいろんな動物がいることに驚いていると、

豚がいました。まだ３歳なのにかなり大きくて２００

キログラム以上あるということでした。餌を与えると

きはしつけられていて、まず、お座りをさせ、右足を出すとお手をしたので、

大きなスプーンにのせた餌を口の中に入れてあげまし

た。大きかったけどかわいかったし、豚が僕の言う事

を聞いたので感動しました。隣にいた馬にもエサをあ

げました。豚と同様にしつけられていてニンジンを与

えた後に「more?」と聞いて頷いたらさらにあげるよ

うになっていました。ユーモアがあって面白いと思いました。最後に大きめの

鶏とカルガモに餌をあげました。そこで初めて産みたての卵を触りましたが、

まだ暖かかったです。味としてはカルガモの卵のほうがおいしいと言っていま

した。僕も食べ比べてみたいと思いました。 

その後は、みんなでＢＢＱをしました。僕が想像し

ていた日本のＢＢＱと違ってパンにソーセージをはさ

んで食べるのがオーストラリアのＢＢＱらしく、つま

りはホットドッグだったけどアツアツでおいしかったです。食べた後はトラン

ポリンや犬と遊んだり、写真を撮ったりして楽しみました。 

農場を後にし、バサーストの町で買い物をしました。女の子たちはみんなノ

リノリで買い物に行っていました。スーパーは日本と違ってまとめ売りみたに

なっていて、その量に驚きました。洋服屋に入ると、店員さんが声をかけてく

れたけど、全く理解できなかったので悔しかったです。もっとチャレンジすれ

ばよかったと思いました。自分が良いと思った物が冬物ばかりだったので買わ

なかったけど、みんなはいろいろ買って楽しんでいたようでした。 

この日の夜ご飯は、手作りのお寿司で具材も刺身でとてもおいしかったです。

まさか、オーストラリアで、お寿司が食べられるとは思わなかったし、ホスト

ファミリーは誰に作り方を教えてもらったのだろうと思いました。 

 

≪１班 尾川 侃≫ 
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第６次研修 ６日目  〈オールセインツ・カレッジ訪問〉 

８月 17 日（金）

 

今日は、オールセインツ・カレッジに行きまし

た。そこで日本語を教えているデイビット先生は、

以前日本に住んでいらしたらしく、日本語がとて

も上手で驚きました。また、日本語学級の教室は

和 風 の 造 り な の に 土 足 で 、 部 屋 の 名 前 が

「OHKUMA」でした。 

この日、私はアンガス君と一緒に行動することになりました。まず、理科の

授業で、鉄か鉄じゃないかという授業内容で全部わかったけれど、英語で答え

る術がなかったので伝えられず少し悔しかったです。OHKUMA に戻り、準備

していたお茶・坊主めくり・福笑い・書道を小学生と行いました。どれもみん

な楽しそうでした。意外にもお茶は好評で、

小さな子供が美味しそうに飲んでいました。

その後、校庭に出てソーラン節を踊りました。 

 その後は音楽の授業で、先生が音楽の歴史

のようなものをずっと話す講義形式の授業で

した。次は英語の授業で、図書室でずっと本

を読みました。英語はいつもこのような授業

なのかと尋ねたら、ほとんどそうだと答えてくれました。日本の国語は、話を

読解していく授業が主で、本と触れ合う時間

はとても少ないので、今日の授業はとても良

いなと思いました。でも、日本語は英語より

も難しくて奥が深いからこそ読解の授業があ

るのかなと私は思い、日本語を話している自

分が誇らしくなったと同時に、もっと美しい

日本語を使っていくべきだと思いました。ま

た、オーストラリアでは同じ年齢の生徒がクラスに集まって授業を受けるので

はなく、年齢もバラバラで少人数の授業でした。みんな自分の興味のある授業

を選択していて、日本とはまるっきり異なる学校生活でした。 

 バディのアンガス君は意外と無口なほうであまり話してくれませんでした。 

私も話すのは得意な方ではないので少し困りましたが、自分で疑問に思うこと

を拙いですが英語で話すことができました。でも、自分ではもっと英語で話し

たかったという後悔がずっとあります。 

 

≪２班 上田 桃子≫ 
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シドニーに着いた時から、僕のホストファミリーのイアンが運転するマイク

ロバスで移動しています。だから今日もマイクロバスで送ってもらい、オール

セインツ・カレッジに向かいました。ここは私立の学校で、幼稚園、小学校、

中学校、高校が付属していて、学校の敷地範囲は広大で日本の学校敷地の２～

４倍以上あったと思います。教室へ入るときは「言葉が通じるかな」と心配し

ましたが、バディのアレックス君からゆっくり分かりやすく話しかけてくれま

した。とても明るくユニークな青年ですぐに仲良くなることができました。 

昼食は、食堂でバディのアレックス君と一緒

に、カレーに似た料理とリンゴを食べました。

オーストラリアはパン食が多いと思っていま

したが、米を使った料理も多く驚きました。

さらに驚いたのが、食堂以外の場所で自由に

昼食をとることができることで、僕の学校で

は考えられないことでした。 

昼休みはアレックス君が所属している音楽クラブで音楽を聴き、リラックスし

た時間を過ごしました。学校に着いたときは

緊張していましたが、現地の生徒と一緒に遊

ぶうちに緊張もほぐれていきました。 

午後からは、パワーポイントを使い日本の

お菓子を紹介しました。事前研修で練習した

ことを思い出し、「重要な単語に強弱をつける。

発表するスピードをゆっくりする。」などに心

掛け、グループ全員で無事発表を終えることができました。緊張しましたが、

現地の生徒たちの反響もよかったので、ホッ

としました。そして、「ソーラン節」を踊り、

これもまた失敗することなく一致団結して頑

張ることができました。最後は、オールセイ

ンツ・カレッジの生徒と一緒に踊ることがで

き、とても楽しかったです。 

そして、スクールを後にするときアレックス

君とハグし、連絡先を交換することができました。スクールで過ごした時間は、

初めて目にする光景もたくさんありましたが、たくさん友達ができ楽しく最高

の時間となりました。オーストラリアは４期制

で、各学期 10 週間で各学期間に２～３週間休

みがあるそうです。日本とのシステムの違いを

たくさん感じ新たな発見をすることができま

した。 

≪１班 樋口 智也≫ 
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第６次研修 ７日目  〈ホストファミリーと過ごす休日〉 その１ 

８月 18 日（土）

 

休日をゆっくり過ごすために、ホストファミリーが所有する牧場や、知り合

いの人の牧場に連れて行ってくれました。大きな角が生えた牛や、子牛など数

種類の牛が一緒に飼育されていて、別のとこ

ろにアルパカもいて、動物園にいるみたいに

たくさんの動物がいました。かわいいと思っ

てみていたら、角を持った牛二頭が頭突き合

いの喧嘩を始めて、少し危ないからとすぐに

離れたところに避難しました。そのときは少

し怖かったけれど、日常では触れ合えない動

物との、貴重な経験ができて楽しかったです。 

見渡す限りの広大な牧場で、牛や鶏がどちらも二十頭近くいて、牛やロバも

飼われていたのに、ホストファミリーに笑い

ながら「small farm」と言われたので、とて

も驚きました。ホストファミリーの女の子の

ケイトが、馬に乗って駆け回っているところ

を見せてもらいました。ずっと見ていたいと

思うくらい、かっこよかったです。牧場から

戻った後、もっと大きな六十頭くらいの牛が

いる牧場を持っていると聞かされて、嘘だと

思ってしまうくらい、本当に驚きました。 

午後にはショッピングモールに連れて行っ

てもらいました。スーパーには見たことのな

いような食材がたくさんあって、さらに冬な

のに西瓜が売られていて、衣料品コーナーに

は夏物の服がたくさんあったりもして、様々

な日本との違いを見つけられました。ホスト

ファミリーが大きなブロック肉をぽんと二つ

もかごに入れたときは目を疑いました。服や

お菓子、簡単な英語の本などを見たり、買っ

たりもしました。一日驚きっぱなしで、とて

も楽しかったです。 

 

≪２班 堤 小雪≫ 
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第６次研修 ７日目  〈ホストファミリーと過ごす休日〉 その２ 

８月 18 日（土）

 

十時半くらいに家を出て、ケイティーのネットボールの試合を見に行きまし

た。ネットボールは、サッカーとバスケが融合したようなスポーツで、小さい

子から私達と同じくらいの子まで、た

くさんの子が楽しんでいました。昼食

はネットボール場でミートパイを食べ

ました。そこで、凜花と春花のファミ

リーとも合流して、午後はみんなでシ

ョッピングに行きました。 

日曜日はとても寒くなると聞いたの

で、凜花と一緒に Australia と書いて

あるパーカーを買いました。10 ドルと書いてあったのでお得だなと思って購入

したのですが、本当は 10 ドル引きの 44 ドルだったみたいで、少し後悔しま

したが、これも良い経験です！ 

その後、凜花のファミリーの家で過

ごしました。ケイティーがあやとりマ

ジックを教えてくれて、とても盛り上

がりました。それから、私達はカウン

ターに座ってお菓子を食べながら話し

ました。その周りを、ケイティーとバ

クサーが走り回っていて、とても賑や

かでした。バクサーは、春花と朋花のホストファミリーの子で 11 歳なのです

が、とてもお調子者で面白いことをたくさんしてくれました。みんなでたくさ

ん笑って、たくさん食べて、楽しい時間を過ごしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪１班 磯田 和花≫ 
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第６次研修 ８日目  〈ホストファミリーと過ごす休日〉 その３ 

８月 19 日（日）

 

あっという間にホストファミリーと

過ごす最後の日がやってきました。寂

しいけど最後の一日なので楽しく過ご

そうと思いました。朝食を食べて、牛

を見に行きました。ホストファミリー

の家にはまるで牧場のような大きな敷

地があって、そこで牛、馬、鶏、犬な

どのたくさんの動物を放し飼いにして

いました。牛はわたしたちが近寄ると

逃げていき、離れると近寄ってくる姿がかわいかったです。 

そのあとは、ホストマザーとショッピングに行きました。自分がほしいもの

を英語で説明するのは難しかったけど、店員さんやホストマザーに聞いて、ち

ゃんと買えたのでうれしかっ

たです。オーストラリアのスー

パーは日本のスーパーより品

数も種類も豊富で、見て回るだ

けでも楽しかったです。 

午後からはホームパーティ

ーがありました。ちゃんと自己

紹介できるか不安だったけど、

笑顔であいさつしたら笑顔で返してくれたので、勇気を出してあいさつして良

かったと思いました。夜はホストマ

ザーとたくさん話しました。明日の

朝でお別れだと考えると本当に寂

しかったけど、きちんと自分の思い

を伝えることができ、「ありがとう」

を言えたのでよかったです。家から

見た今までに見たことがないくら

いきれいな二つの虹と、ホストファ

ミリーと過ごした時間は、かけがえ

のない思い出になりました。 

 

≪２班 大隈 早紀≫ 
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第６次研修 ８日目  〈ホストファミリーと過ごす休日〉 その４ 

８月 19 日（日）

 

今日はホストファミリーと過ごす最後の休日

です。とても寒くて、ベッドから出られませんで

した。まずは、朝早くからみんなで教会に行きま

した。そこには時々行くそうで、歌を歌ったり、

お祈りをしたりしました。とても貴重な経験にな

りました。 

お昼ごはんは近くのショッピングセンターの

カフェで食べました。「ナチョス」というスナッ

クにソースをつけて

食べる料理で、美味し

くていっぱい食べま

した。 

午後はボーリング

場へ行きました。ボー

リングをするのは久しぶりだったけど、ストライク

もスペアも出せました！ホストファミリーととても

盛り上がって、楽しくて、帰りたくないなと思いま

した。 

夜はホストファミリーへの手紙を書きまし

た。子供たちにも手紙を渡したら、翻訳アプリ

を使って日本語でお返事を書いてくれて、とて

も嬉しかったです。 

また、ホストマザーの妹さんが来てくれて、

女子会をしました。初めは上手くしゃべること

が出来なかった英語もなんとか伝わるように

なって、とても盛り上がりました。 

 オーストラリアでの１０日間、本当にあ

っという間で、一瞬だったけど多くのことを

学ぶことができ、かけがえのない最高の思い

出となりました！ 

  

《１班 中村 美優》 
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第６次研修 ９日目  〈ホストファミリーとの別れ・ブルーマウンテン見学 

・シドニー市内参観>

８月 20 日（月）

 

今日は、バサーストで過ごす最後の日…。 

朝起きて、髪を整え、顔を洗って  ここまではいつもと一緒…だった…。 

でも…リビングに行くとジェイン（ホストマザー）が起き

ていて、「Good morning, today is your last day. Are you 

sad？」と笑顔だけどワントーン下がったような声。もうこ

れが最後なんだと悲しく思って、美優と一緒に話しながら朝

食をとっていました。 

集合場所のコートハウスに行く車の中では、ほとんど話さ

ずいつも騒がしかった子供達も静かでパッとしない顔

でした。もう最後になっちゃった。という気持ちでした。

団員が集合した後、ホストファミリーの前で揺れる気持

ちの中、最後のソーラン節を踊りました。 

そしてホストファミリーとの本当に最後の時間にな

り、みんな手紙を渡して喜んでもらっていました。また

会うことを約束しました。最後に感謝の気持ちを伝えて

ハグをして、涙を流している人もいました。私も離れる

のは、悲しかったけど、しっかりまた来ることを伝える

ことができました。 

バスに乗り込む時、たくさん手を振ってお別れをしました。バスの中からは

街並みを見て、訪問した学校、たくさんのお菓子を買ったスーパー、買い食い

したアイスクリーム屋に心の中でまた来るねと言いました。バスの中では「戻

りた～い」「インフルになって戻ってきたって言いたい」などバサーストに戻

りたいという言葉がたくさん飛んでいました。みん

なも、私と同じように戻りたいんだ、と思いました。 

お別れが終わり、世界遺産のブルーマウンテン！

自由行動で、私が「絶壁！」を「ゲッペキ！」と間

違ったので、みんなで爆笑していました。ブルーマ

ウンテンはすごく綺麗で日本とは違い終わりがない

と感じるぐらい山々が遠くまで続いていました。みんなたくさん写真を撮って

楽しんでいました。私は売店ではポストカードを買いました。 

次はイアンの秘密の場所、ブルーマウンテンのシークレットスポットへ！そ

こはすごく綺麗でスリーシスターズの裏側が見えました。私たち以外誰もいな

くて、とても綺麗でしたが、絶景ポイントに行くための橋の下が透けていたの

は、すごく怖く、私にとっては絶叫スポットを通らなければなりませんでした。 

そしてシドニーへ、さあ出発！車の中では、「日本

語の衰えがすごいね！」と話していました。オースト

ラリアとも、もうすぐお別れです。 

 

≪２班 関谷 樹璃≫ 
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ホストファミリーとのお別れのあとは、ブルーマウンテンに寄ってシドニー

に着きました。シドニーでは、始めにマリー

ンミュージアムに行きました。大きな船の模

型が展示されていたり、船の操縦室に入るこ

ともできたりして、とても迫力がありました。

その後、ショッピングモールで、買い物をし

ました。私は彩花への誕生日プレゼントと、

かわいいペンを買いました。店員さんがフレ

ンドリーで改めてオーストラリアの方々の温

かさを感じました。 

買い物を終え、ハーバーブリッジとオペラハ

ウスが見える公園へ行きました。ハーバーブリ

ッジはすごく大きくて、オペラハウスはとても

独特な形をしていました。ハーバーブリッジと

オペラハウスが同時に見えるので、公園には沢

山の観光客がいましたが、とても雰囲気

が良くて、もっと長く居たかったと思い

ました。 

とうとうシドニー空港に到着して、イ

アンさんともお別れをすることになり

ました。イアンさんはオーストラリアに

着いてずっとお世話になったので、みん

なで書いた色紙を渡しました。イアンさんとのお別れはすごく悲しかったけど、

またオーストラリアに来て会おうと思いました。そして、ついにオーストラリ

アともお別れする時がきました。オーストラリアでは、沢山の人との出会いが

あって、とてもいい経験ができました。オーストラリアにもう一度来て、今回

出会った人とまた会いたいと思いました。飛行

機の窓からオーストラリアが見えなくなると、

すごくさびしくなりました。でも、日本に帰っ

て、この研修を通して成長できた姿を、色々な

人に見せたいと思うと、早く日本に帰りたくな

りました。 

 

≪１班 安河内 璃子≫ 



31 
 

第６次研修 10 日目  〈香港空港～福岡空港・解散式〉 

８月 21 日（火）

 

今日は香港に５時 40 分ごろつきました。行き

とは逆で、最初に９時間乗ると、『あとは、３時

間だけ』と思い気が楽になりました。でも、香港

での待ち時間がとても長くて退屈でした。掲示板

に私達が乗る飛行機の案内が表示されるまでに

時間がかかって、なかなか動けませんでした。よ

うやく搭乗ゲートに移動することになったとき、電車みたいな、空港内を移動

する乗り物に乗りました。電車みたいだけどいすがありませんでした。スピー

ドが速くてすぐにつきましたが、とても広い空港だというこ

とに改めて気づきました。搭乗ゲートに着いてから、お店を

見に行きました。少しお腹がすいたのでクロワッサンを食べ

ました。買うとき、オーストラリアドルで買ったらおつりが

香港ドルで返ってきて使い道に困りました。15 ドルぐらいで

お菓子を買いました。食べると甘いチョコの中にさらに甘い

キャラメルみたいなものが入っていて、めちゃくちゃ甘かっ

たです。全部食べきれませんでした。 

その後、福岡行きの飛行機に乗りました。いよいよ日本に着くと思うと、オ

ーストラリアが恋しくなって逆ホームシックになりました。帰りは、みんな行

くときより、テンションが低くなっていました。福岡に着いて、まず入国審査

を受けましたが、機械式だったのでびっくりしま

した。何事もなく入国できたので、荷物を受け取

りに行くと、すぐに荷物が出てきました。しかし、

桃子のスーツケースが壊れていて保険の手続き

をしている間少し待ちました。そして、ついにゲ

ートから出て家族に会いました。 

到着ロビーで解散式を行いました。彩花が感謝を忘れず、事後研修も頑張ろ

うと、団員を代表してあいさつしました。私も一生懸命、事後研修に取り組も

うと思いました。そして、最後に 10 日間お世

話になった新屋敷さんに手紙を渡し、お別れし

ました。また、少しさみしい気持ちになりまし

たが、久しぶりに家族と会って安心しました。 

 

《２班 武内 朋花》 

 



32 
 

第７次研修 〈本研修振り返り、報告書・報告会スライド作成〉 

９月２日（日）

 
いよいよ今日から事後研修がはじまりました。今

日は、本研修の振り返りをしました。 

1 人 1 人よかったところと、悪かったところを

発表して、これからどう生かしていくか考えました。

報告会のテーマ決めでは、本研修で仲が深まってい

たおかげで、思っていたより早く決まったので良か

ったです。 

その後は、報告書を作る人とパワーポイントを作

る人に分かれて作り始めました。みんな作業がはや

く、ほとんど 1 日で終わりそうな勢いでした。夏休

み明けでみんな気が抜けるかなと思っていたけど、

やる時とやらない時のメリハリを、きちんとつけら

れていたので、よかったです。 

 

 

第８次研修 〈報告書・報告会スライド作成〉  

９月９日（日）

 

今日は、第七次研修で決めたテーマに沿った報告書とパワーポイントの作成の

続きをしました。今日は朝からみんなやる気があっ

て黙々と作業に取り組んでいました。パワーポイン

トの班は画像が一枚に入りすぎていると注意され

てほとんど最初から作り始めました。でも、今日一

日でほとんど終わりました。中学生たちも積極的で

自分でパソコンを出してきて作業をしようとして

いました。 

前日が体育祭だったのでお昼の時は体育祭の話

で盛り上がりました。お昼休憩が終わった後も気を

抜かず集中して、一人一人が分担された作業に取り

組んでいました。みんなで協力しながら、効率よく

作業を進めることができていると感じました。 

 

≪１班 尾川 侃／2 班 大隈 早紀≫ 
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第９次研修 〈事後活動団体紹介、報告書・報告会スライド作成〉 

９月 23 日（日）

 

今日は、それいけ☆青年組と中学生リーダーズ

クラブ、国際交流協会の「TOMORROW」の方々

が、それぞれの団体を紹介するために来てくださ

いました。地域のために活動したり、異文化交流

をしたりすることはいいなと思いました。中には、

オーストラリアで学んだことをこれからに生かす

ために、参加を考えている団員もいました。 

午後からは、報告書とパワーポイントを作成しま

した。途中で山﨑さんがお菓子を持ってきてくださ

ったので、みんなのモチベーションがあがりました。

そのあとも、みんなで協力して、作業を円滑に進め

られました。次で最後の研修なので、残りの時間を

大切にしていきたいです。 

 

 

第 10 次研修 〈報告書・報告会スライド作成、発表練習〉  

10 月 8 日（月・祝）

 

今日は、最後の事後研修でした。来られない人が何人かいたけど、来た人た

ちだけで作業を進めました。時間を決めて読み

合わせをしてみました。最初はみんな声も小さ

かったり、棒読み感が抜けなかったりしたけど

、少しずつ調整していってうまく発表できるよ

うになりました。 

午後からは、パワーポイントの手直しをして

もう一度やってみました。始めにやった時より

みんなうまくなっていたので、この調子で報告会のリハーサルまでいきたいで

す。次は、最後のリハーサルなので今日来ら

れなかった人たちも、しっかり追いついてこ

られるように頑張ってもらいたいです。 

 

≪１班 尾川 侃／2 班 大隈 早紀≫ 
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✿オーストラリアの自然✿ 

オーストラリア基本情報 

✿面積 7,692,000㎢ 

 ⇒日本の 21 倍の大きさで、世界で６番目に大きい。 

✿人口密度 2.8 人/㎢ 

⇒ちなみに日本の人口密度は 335 人/㎢！ 

 

オーストラリアの動物 

✿コアラ 

その愛らしい顔と仕草で人気を集めるコア

ラ。オーストラリア南東部に生息していて、私

たちは動物園で見ることができました。コアラ

の一日の睡眠時間は約 18～20 時間でいつも寝

ているイメージですが、起きていて、かわいい

姿を見みせてくれました！ 

✿カンガルー 

オーストラリアでは、野生のカンガルーを見ること

ができます。道路の脇には草原が広がっており、そこ

にはたくさんのカンガルーが飛び跳ねていました。カ

ンガルーは最大で飛距離は９ｍ、高さは２ｍにも及ぶ

そうです！カンガルー注意の道路標識もあり、日本で

は見られない光景です。 

✿ウォンバット 

ウォンバットはずんぐりとした体に反して短

距離では時速 40ｋｍ程の速さで走ることができ

ます。また、泳ぎも上手です。オーストラリア

では、ウォンバットをペットとしている人もいるそうです。日本では個人や販

売目的で輸入することができないため、ペットにすることはできません。 

特集１ 
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オーストラリアの気候 

✿季節は日本と逆？！ 

オーストラリアは南半球なので日本と季節が逆

です。８月は冬なので、日本との気温差が激しく、

体が追いつきませんでした。私たちが行ったバサ

ーストは、温帯性気候地域で四季がはっきりして

います。しかし夏は日本より暑くなく、冬は１日

の気温差が激しいです。 

✿日差しが強く、乾燥している！ 

オーストラリアは雨が１ヵ月に約 6 日しか降ら

ないのでとても乾燥しています。肌が乾燥し、保

湿クリームが必需品です。また、オーストラリア

は紫外線が強く、車を運転する人はサングラスが欠かせません！ 

 

オーストラリアの世界遺産 

✿絶景のブルーマウンテンズ 

９日目に世界遺産のブルーマウンテンズに行き

ました。100 万ヘクタールに及ぶ巨木の森林が広が

っており、みな心を奪われました。この地は神秘的

な青いかすみに包まれることから、この名が付けら

れたそうです。私たちが行ったときはよく晴れてい

て、遠くのほうまで見渡すことができました。 

また、有名な「スリーシスターズ」という奇岩もみることができました。ア

ボリジニの美しい３姉妹が、村の長老によって岩に変えられてしまったという

伝説にちなんで、名づけられました。独特の存在感を放っていました。 

✿オペラハウスとハーバーブリッジ、オセアニア屈指の絶景 

９日目の夕方に、シドニー観光をしました。そこ

で見たのは、まるで帆船の帆のような屋根をしたオ

ペラハウスと、シドニー湾に架かる美しいアーチが

特徴のハーバーブリッジ。ちょうどその日は夕日が

きれいで、その２つをバックにみんなでたくさんの

写真を撮りました。 
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Australia’s school 
 

☆Ｋｅｌｓｏ Ｈｉｇｈ Ｓｃｈｏｏｌ☆ 
 

学校が広い！！ 
 

全ての校舎が１階建てだった

けど、とにかく敷地が広かったで

す！ 

学校内に牧場のようなものが

あり、牛や馬、羊などの動物が飼

育されていました。 

 

 

 

学校にいる時間が短い！！ 
 

オーストラリアの学校では、９時に登校して３時には下校する

のが一般的だそうです。日本では７時３０分☀に登校し部活終

わりの人の下校は夜の７時３０分☽だと伝えると、とても驚いて

いました！ 

 

  

特集２ 



37 
 

モーニングティー の時間がある！！ 
 

30 分ほど、フルーツやスナック菓子を食べていい時間があり

ました。フルーツは、学校が準備してくれていました！ケルソ・ハ

イスクールで食べたいちごは、みずみずしくて、とても美味しか

ったです！ 

 

 

 

授業選択ができる！！ 
 

スポーツ、家庭科、ダンス、サーカスなどの授業を選択するこ

とができます。スポーツの中にはガーデニングも入っていて、ケ

ルソの生徒と一緒に、ラディッシュを植えました。  
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★Aｌｌ Ｓａｉｎｔｓ’ Ｃｏｌｌｅｇｅ★ 
 

制服がかわいい！！ 
 

日本では見かけない色合いの制服

で、みんな似あっていてかわいかった

です♥ 

日本の制服とは違ったデザインをみることができて、よ

かったです！ 

 

 

 

ランチは給食！！ 
 

オールセインツは私立

の学校なので、給食があり

ました。日替わりのメニュ

ーで自由にトッピングすることができ、パンにベジマイト

を塗って食べている人もいました。お米は、私たちには少

し固く感じたけど、おいしか

ったです！！ 
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モーニングティーがある！！ 
 

オールセインツのモーニングティーは、小さな広場にり

んご、青りんご、みかん、バナナなどのフルーツが置いて

あり、好きなだけ取ってよくて、たくさん取っている人も

いました。りんごなどは１つを丸かじりしていてすごかっ

たです！ 

 

 

 

車で親が送り迎え！？ 
 

私立は、生徒が住んでいる場所がみんな違っていて、遠

くから通学する人もいるので、車で送ってもらっている人

がほとんどでした！ 
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１．平屋が多い！！ 
 

オーストラリアは土地が広く、家などの建物すべてが、１階建

てでした！日本では２階建ての一軒家のほうが多いので、日本

人の私たちから見るととても新鮮でした！ 

 

 

 

２．トランポリンやプールがある！！ 
 

オーストラリアでは、どこの家にもだいたいトランポリ

ンや、プールがあります。 

トランポリンは日本では

あまり見ない大きさで驚き

ました！ 
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３．睡眠時間が長い！！ 
 

オーストラリアの人々は、8 時 30 分には寝室に入って、

寝る支度をしていました！ 

そして、朝起きるのは 7 時 30 分くらいでしたので、お

よそ 11 時間も寝られていて、うらやましかったです！ 
 

 

 

４．時間にルーズ！！ 
 

オーストラリアの人は、時間をあまり気にせずに過ごし

ていました。日本人は時間に厳しいので、そんな姿を見る

ことができ、実際に過ごして、とても感動しました！ 
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A.①ベジマイト 

ベジマイトとは、様々な野菜を、

イースト菌で発酵させたもので、

におうと強烈な臭いがします。 

量を間違えると、おいしくないですが、少しだけパンに塗って食

べると、とてもおいしいです。 

 

②BBQ 

オーストラリアの BBQ は、日本でいう BBQ とは違い、屋外でソ

ーセージを焼いて、パンにはさん

で食べるものが主流です。 

だから、オーストラリアで BBQ

と聞いてあまり浮かれないように

しましょう！ 

  

Q&A

特集３ 
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③ダンパーパン 

ダンパーパンとは小麦粉を主

原料とする、オーストラリアの伝

統的なパンです。私たちもケル

ソ・ハイスクールで作りました！ 

スコーンに似ていて、とてもおいしかったです！ 

 

A.スーパーマーケットはレジが３つに分かれており、１つ目は日本で

も見るような一般的なレジ、２つ目はセルフサービスのレジ、３

つ目はベルトコンベアーの上に物を置いて会計をするという日本

にはないタイプのレジがあります。 

 

 

実際に行って気づいたこと 

◆量が基本的に多い！ ex)薄切り肉が売っていない 

◆一回に買う量が多いので、カートが大きい 

◆カンガルーの肉が売ってある 

◆「フリーフルーツ」がある 

※フリーフルーツとは、保護者が買い物をしている間同行して

いる子供たちが自由に食べていいフルーツのこと 
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A.オーストラリアは世界でも有数のスポーツ大国です。 

ここでは２つのスポーツを紹介します。 

①オーストラリアン・フットボール 

オーストラリアン・フットボールとは、オーストラリアで人気の

スポーツで、1858 年か

らプレーされている最

も古いスポーツです。 

また、世界で一番激し

い球技とも言われてい

ます。 

 

②クリケット 

クリケットは「優雅に時間をかけて楽しむ」という心身ともに良

い影響を与えるスポーツです。なので、長いときには一試合が終わ

るまでに一週間かか

るそうです。 
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私が交流の翼に応募した理由は、自分の英語力が現地でどのくらい通用する

か知り、自分の言葉で日本の文化を伝えてみたかったからでした。英語が好き、

人と話すことが好き、この思いは研修を通してさらに強くなりました。 

事前研修では、初めて会う学校も学年も違う人たちと上手くやっていけるか、

正直不安でしたが、そんな心配はすぐに消えてしまいました。高校生の団員が多

い中、中学生がどのようにしたら意見を言いやすいか、学年を超えて親しくでき

るか、班長として自分にできることを精一杯考え、行動し、本研修に挑むことが

できたと思います。 

本研修での私の目標は、「英語を話すことを恐れない」ということでした。簡

単そうに聞こえるかもしれませんが、実際に現地の方を目の前にすると「間違っ

ていたらどうしよう」「伝わらなかったらどうしよう」と、何度も不安になりま

した。けれども、実際に話してみると、自分が思っているよりも相手は理解して

くれるし、「英語上手だね」とほめてもらえることもありました。少しずつでも、

ゆっくりでも、間違っていても、とにかく話す。その精神がとても大切だと感じ

ました。また、ホストファミリーや学校で出会った生徒達と話していると、自分

の伝えたいことの半分程しか伝えられないことも多く、自分の語彙力の無さを

悔しく思ったと共に、もっと英語を学びたいと強く感じました。 

ホストファミリーと８日間一緒に過ごして、オーストラリアの日常生活、食事、

文化等、沢山のことを経験させてもらいました。お別れするのが本当に辛かった

けれど、素敵なホストファミリーと出会えてとても良かったです。これからも連

絡を取り合って、絶対にまた会いに行こうと思います。 

 こんな素敵でかけがえのない研修を経験することができたのは、団長の前田

校長先生、新屋敷さん、市役所の方々、そして家族など、沢山の人の協力や支え

のおかげです。本当にありがとうございました。 
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私の将来の夢は、「世界で活躍する」職業に就くということです。 

その夢の第一歩としてこの交流の翼に応募しました。選考会の面接では、あま

りハキハキと答えられなかったので、自信がなかったけど、合格の通知が来た

ときはすごくうれしかったです。 

事前研修では、まず一泊二日の宿泊研修に臨みました。そこで私は高校生も

沢山いる中で立候補し、副班長になりました。班をまとめられるかとても不安

でしたが、自分なりに挑戦してみようと思いました。その後の研修では班員の

みんなに助けられながら、課題を完成させることができました。 

そして迎えた本研修で、オーストラリアに着くと、周りは英語だらけでこれ

から８日間、ホストファミリーと過ごしていけるか、すごく不安になりました。

しかし、ホストファミリーに出会い、単語を並べて話してみると、思いのほか

伝わり、自信がつきました。 

私の一番の思い出は、ケルソ・ハイスクールでの交流です。ケルソ・ハイス

クールで、最初は緊張していましたが、ランチの時、自分で友達を作ろうと思

い、他の団員とは別の場所で、和花とランチを食べました。すると、たくさん

のケルソ・ハイスクールの人達が話しかけに来てくれて、オーストラリアの人々

の温かさを感じました。 

この研修ではたくさんの出会いがありました。英語が全然話せない私を受け

入れてくれたホストファミリーや、楽しいランチの時間を過ごしたケルソ・ハ

イスクールの仲間たちなど、本当に良い人たちとめぐり合うことができたこと

に、とても喜びを感じています。 

この交流の翼の研修で、私は夢への一歩を踏み出すことができました。そし

て、もう一つオーストラリアでの研修を通して分かったことがあります。それ

は、何事にも挑戦する心が大切だということです。私は、ホストファミリーに

自分の言葉で言いたいことを伝えるため、単語を並べて話すという挑戦をしま

した。この交流の翼での経験を、これからの人生に活かしていきたいと思いま

す。 
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私は、今まで勉強してきた英語力を本場で試してみたいと思い、交流の翼に

参加しようと思いました。しかし、私のところのホストファミリーは子供が４

人いて、お父さんもお母さんも忙しくしていたので、最初の何日かはあまり話

しかけることができませんでした。日本の文化なんて、とても紹介できる雰囲

気ではありませんでした。 

家で自分の実力を発揮できずにモヤモヤしていた私は、昼間の研修でその分

を取り返そうと積極的に話しかけるようになりました。老人ホームを訪問した

時、最初は盛り上がらなかった会話が、「今日の朝、ベジマイトを食べたんだけ

ど、それがすごく美味しかったんです！」と言ったことで、とても盛り上がり

ました。私はその時、何を話したら現地の人と仲良くなれるか、考えながら話

すことが大切なのだと気づきました。そう気づいた日から、少しずつホストフ

ァミリーとの会話が円滑に進むようになっていった気がします。忙しくしてい

る中でも、常にチャンスを伺って話す機会を逃さないようにしました。そうし

て、最後にはホストファミリーとの良い思い出がたくさんできました。 

私はこの研修を通して、受け身にならず、自分から積極的にチャンスをつか

みに行くことが成長に繋がると考えました。これからの人生の中でも、上手く

いかないことの方が多いとは思いますが、諦めずに自分からチャンスを掴みに

行きたいと思います。 

また、全体の研修を通して、共に楽しみ、悩み、協力し合った 14 名の素敵

な仲間ができました。おそらくこれからも付き合っていく仲になったと思いま

す。それぞれ違う道に進むとは思いますが、そんな仲間がいることが心強く、

これからもみんなで頑張っていきたいと思いました。 
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僕が今回のオーストラリア研修で学んだことは、自分は自分が思っている以

上に出来るということです。例えば、ホストファミリーの家では、年下の智也と

一緒だったので、自分が引っ張らないといけないと思って、英語を聞き取ること

を一生懸命にやったら、相手がわかりやすく話してくれていたのもあるけれど、

意外とよく聞き取れるようになりました。また、前田校長先生から「楽しい？」

と聞かれたときに、とっさに「Ｙｅｓ」と答えてしまって自分でもかなり集中し

ているなと思いました。他にも日本とは環境が違ったことで、モノの感じ方が変

わりました。本研修前は、男子が少なかったこともあって、みんなともあまり話

せていなっかたけれど、オーストラリアに行って自然と入り込むことができま

した。そして、最終的にはみんなで写真も撮ることができました。 

また、オーストラリアの学校で感じたことは、日本と違って学年関係無く仲が

良くて、みんながフレンドリーだということです。だから、あまり英語が話せな

い僕でも、日本人と話す楽しみとは違う楽しみを感じることができました。その

時に、英語を使って話すことが、こんなにも楽しいものだということを初めて感

じました。 

将来、獣医になりたいという夢とこの研修を照らし合わせてみると、とても良

い経験になったと思います。なぜなら、実際に現地の動物を見ることができたし、

自然の豊かさを感じることができて、日本で働くのではなく海外で働いてみた

いという新たな考えを持つことができたことで、大きく夢が広がりました。 

ホストファミリーと一緒にいて感じたことは、とても家族を大事にするとい

うことです。日本でも家族を大事にしますが、毎日家族全員がそろって食事をし

たり、テレビを見たりはしないと思うので、オーストラリアと日本での違いを感

じました。 

最後に、すべての研修を通して自分は大きく成長できたと思います。仲の良い

人としか話せなかったけど、自分から話しかけに行くことができ、みんなでスラ

イドを作って、プレゼンテーションを成功させることができました。この研修で

作り上げてきたものは、すべて成功につながるものだったと思います。だから、

これらの成功体験を、これからの将来へとつなげていき、最後に夢を成功させた

いと思います。 
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私は高校生になって何か大きなことに挑戦して、自分の可能性や世界観を広

げたいと思い、この交流の翼に応募しました。 

事前研修では、全体発表や班別課題に、団員全員で協力して取り組みました。

今回の団員は、高校生が多く、私はなかなかみんなをまとめることが少なかった

のですが、意見は積極的に出し、できるだけみんなとスキンシップをとれるよう

に頑張りました。 

そして、いよいよオーストラリアの地へ降り立つと、そこは日本とは全然違っ

た雰囲気で、たくさんの刺激を受けました。ホストファミリーも温かく私たちを

迎え入れてくれて安心しました。しかし、言いたいことを上手く伝えられなかっ

たり、相手の質問にも上手く答えられなかったり、私は戸惑ってばかりいました。

それでも、ホストファミリーのみんなは、私の話を真剣に聞いてくれるし、話す

時はゆっくりしゃべってくれました。だから、私も一生懸命伝えられるように努

力しました。ジェスチャーを使って、そしてとにかく笑顔で頑張りました。最後

にはお互いに心を開き、コミュニケーションをとることが出来て嬉しかったで

す。このことは、私にとってとても良い経験になりました。 

私は、全体を通して全員が活躍できるような素晴らしい研修になったと思い

ます。それはみんなが個性を大切にし、それぞれの違った個性を認め合ったから

だと思います。私は、このことは文化の違いを理解することと同じだと考えます。

オーストラリアは、日本と違って多くの文化や人種がある国です。そこではお互

いに助け合い、その違いをきちんと受け入れている。ホストファミリーのみなさ

んも、私たちのことや日本の文化を受け入れてくれたから、安心して８日間を過

ごすことができました。私たちも周りのいろんな個性を尊重し、認め合うことが

大切だと思います。だから私も視野を広げて、大きな心を持てる人間になりたい

です。 

また、私には将来小学校の先生になりたいという夢があります。交流の翼で経

験したことや学んだこと、英語の大切さや楽しさを伝えられたらいいなと思い

ます。そしてこれからも様々なことに挑戦して、人生の経験値を高めていきたい

です。 
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僕は、「自分に自信をつけ、主体的な行動がとれるようになること」「コミュ
ニケーションを大切にしたい」、この 2 つの理由から、交流の翼に挑戦しました。
僕は、これまでの学校生活の中で主体的な行動がとれているとはいえず、そん
な自分を変えたいと思いました。また、異国の地、慣れない環境の中で、自分
に何ができるのか常に考え、家族から離れ一人で外国へ行くという挑戦の中で、
英語を身近に感じ、コミュニケーション力を高めたいと思ったからです。交流
の翼の団員になれることを知ったときは、うれしさと不安が入り混じったよう
な気持ちでしたが、事前研修の時に仲間の優しさに助けられ、一つ一つ自分の
力で挑戦していこうと思うようになりました。 

8 月、いざ本研修先のオーストラリアのバサーストへ出発しました。猛暑だ
った日本とは逆に、バサーストは真冬で、寒さが苦手な僕にとっては１つの試
練でもありましたが、とても広大で自然豊かな風景を目のあたりにし、すっか
り寒さを忘れてしまっていました。道路や家、食事など様々なものが日本と異
なり、日常的にカンガルーも視界に飛び込んでくるし、驚きの連続でした。 

いよいよ、ホストファミリーと対面する瞬間がやってきました。僕は、これ
までに経験したことないような緊張感が高まり、なかなか言葉が出ませんでし
た。少しずつ慣れてきて、自分が使える単語やジェスチャーを使うことで、な
んとか自分の気持ちが伝えられたときは、とてもうれしかったです。 

現地では学校を訪問し、現地の生徒と遊ぶうちに、僕の異国の地に来たとい
う緊張感も徐々に薄れていきました。学校では、事前研修で練習を重ねてきた
『ソーラン節』を踊ったり、日本のお菓子を紹介したり、団員と協力して発表
を終えることができたことで、人の前で話すことに自信がつきました。また、
牧場へ行き、羊やアルパカなどのえさやり体験や、ホストファミリーと共に生
活している馬に乗ったことは、初挑戦で緊張とわくわくの連続でした。ホスト
ファミリーと過ごす休日は、ラグビー観戦に行きました。生で見るラグビーは
とても迫力があり面白く感動的でした。最後の夜は、ホストファミリーとバー
ベキューをしました。最後の夜と思うと、最初あんなに緊張していたのがうそ
のようで、さびしくなりました。お別れの朝、「今までありがとうございました。」
と、感謝の気持ちを込めて手紙を渡しました。僕は、ホストファミリーとの時
間や、学校行事に参加したことを思い出し、泣きそうになりました。 

最後になりますが、僕はこの交流の翼を通して、周囲を思いやる気持ちや協
調性の大切さを学びました。学校訪問やホストファミリーとの生活の中で、1
つ 1 つのことに挑戦し、言葉が通じる体験を通して、コミュニケーションの大
切さや主体的な行動を体験したことで自分に自信がついてきたように思います。
この研修で学んだことを生かし、常に自分へ挑戦していきたいです。まだ将来
の夢は定まっていませんが、もっと英語が話せるようになって外国の人と会話
ができるようになりたいです。そして、国内外に目を向けて進路を決定したい
と思います。この研修を体験させてくれたすべての人に感謝したいです。本当
に貴重な体験をありがとうございました。 
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今回、交流の翼の研修に参加したことで、オーストラリアの文化を知ること

ができ、日本の文化を伝えることができました。そして、私は、この研修でオ

ーストラリアの文化について、大きく２つのことを学ぶことができました。 

1 つ目は、オーストラリアの学校についてです。オーストラリアの学校は、

自由な校風だということは、聞いていましたが、実際は、想像以上でした。オ

ーストラリアの学校には、公立、私立関係なく、モーニングティーという時間

があります。この時間は、昼休みのように自由にすごし、お菓子を食べること

もできます。また、オールセインツに行ったときには、生徒が授業で使う持ち

物に驚きました。私たちが授業を受けるときには、基本的に教科書、ノート、

筆箱を使うのが当たり前だと思いますが、オールセインツの生徒が持っていた

のはパソコンでした。ノートにも、ちゃんとメモはしていましたが、教科書の

内容もパソコンに入っていて、日本に比べて、授業システムが進歩していると

いうことが分かりました。ケルソ・ハイスクールに行ったときには、選択制の

授業があって、スポーツ、家庭科、農業、ダンス、サーカスなど、見学しただ

けでもこれだけの分野がありました。日本も高校になると、ある学校もありま

すが、中学校など幼い時から、専門的な分野の選択があるところはなかなかな

いので、私達から見れば、とても珍しいなと思うとともに、日本にもこのよう

なシステムができてほしいと思いました。もし、私がケルソ・ハイスクールの

生徒ならサーカスを選択して、難しい技に挑戦してみたいと思いました。 

2 つ目は、人と人との距離がとても近いということです。親と子、先生と生

徒、友達同士など、様々な人との関わりがありますが、オーストラリアの人は、

それらのどの関係についても、距離が近いと思いました。例えば、先生と生徒

なら私達から見ると、それらの区別がつかないくらい仲が良かったです。親と

子でも、私達ぐらいの年代の人だと、親との間では摩擦ができることも多いけ

ど、オーストラリアでは、それは少なく、親と子、親戚とのキスは当たり前の

ようでした。でもこれは、日本では無理だと思いました。 

このように、オーストラリアに実際に行ってみて日本と大きく違う文化には

とても驚かされました。日本にあってほしいと思うような文化もあれば、日本

とはあいそうにない文化もありました。今後、パソコンを使った授業や選択授

業、できればモーニングティーも取り入れていってほしいなと思いました。 
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私は、以前から海外に興味があり、国際交流をする中で海外の文化や風習、

考え方や日本との違いなどを学びたいと思い、この交流の翼の参加を希望しま

した。 

事前研修では、これから一緒に活動していく団員とのコミュニケーションを

第一に、ボランティア活動の企画や準備、日常会話研修等に取り組みながら、

絆を深めていきました。私は班長として団員をまとめる立場になりましたが、

団員のみんなに頼られる存在になれるのか、リーダーシップをとれるのか、不

安もありました。しかし、団員のみんながしっかりしていたので、安心して事

前準備をスムーズに進めることが出来ました。 

本研修では、日本では経験できない非日常に、毎日が刺激的で楽しいもので

した。ホストファミリーが、本当の家族のように接してくださり、たくさんコ

ミュニケーションをとることが出来ました。末娘のケイティーの英会話レッス

ンで生きた英語も学ぶことができました。 

私は、普段「失敗してしまったらどうしよう」「間違えたら恥ずかしい」と、

ネガティブに思ってしまうことが多くありました。しかし、いつも通りの自分

では成長できないと思い、失敗から沢山学ぼうと、失敗しても落ち込まないこ

とを心がけました。ホストファミリーや学校の生徒と会話するときには、文法

がきちんと出来ていなくても、ジェスチャーなどを使って伝えようとすれば伝

わったし、全員が理解しようとしてくれて、一生懸命考えてくれました。失敗

しながらも、諦めずに前向きに行動すると、少しずつ自分に自信が持てるよう

になりました。また、意思疎通が出来た時の嬉しさは、忘れられません。 

この交流の翼でホームステイを経験し、オーストラリアの文化や風習、日常

生活を学ぶことはもちろん、自分の目で見て身を持って知ることの大切さや、

積極的な行動の結果の失敗は、成長の糧になる事を学ぶことができました。 

私の将来の夢は、英語を生かした仕事に就くことです。今回の研修で、様々

な人に出会い、たくさんの貴重な体験をして、その夢に一歩近づくことができ

たと思います。自分を成長させてくれたこの交流の翼での経験が、今後の人生

において価値あるものであり続けるよう、私を支えてくれた皆様に感謝し、夢

に向かって努力していきたいと思います。 
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あの 10 日間は私の人生の中で特別な 10 日間となりました。そして、この

研修での出会いも、また特別なものになりました。 
交流の翼のメンバーとの出会い、ホストファミリーとの出会い。私にとっては、

どれも鮮烈なものでした。交流の翼のメンバーはいわば仲間で、オーストラリア
に行くまで事前研修を行い、時間を共有してきました。私は副班長としてみんな
をまとめ、引っ張っていく立場でしたが、強烈な個性を持ったとても良い仲間に
恵まれたので、細かなところまで気を配ることができ、物事をスムーズに運ばせ
ることができました。また、本研修ではいつもとはまったく異なる環境下で、精
神的にも身体的にも疲労が積み重なっていた時、隣にいつものメンバーがいて、
そのメンバー達が自分の目標を達成するためや、この研修で何かを得るために
必死に頑張っていて、私もこんなところで挫けてはいけないと、何度も踏ん張る
ことが出来ました。自分にとってきつい環境でも、頑張りあえる仲間がいればそ
れを乗り越えていけるということを学びました。また、「頑張る」という行為は
することが難しいからこそ、「頑張り」から勇気や感動、そして原動力を貰える
のだと思いました。 

ホストファミリーや学校訪問でできた友人。お互いに言語が異なるので、コミ
ュニケーションを取ることが難しかったです。はじめの頃、私は英語を話すこと
を恐れていました。多分、自分の英語力に自信がなかったことが原因だと思いま
す。でも、黙ったままでは何も始まりません。でも、怖い。ずっとこの繰り返し
を心中でしていました。そんな時、中学生のメンバーが拙い英語で、一生懸命自
分の言いたいことを伝えていて、私はこのままでは駄目だと思い、ホストファミ
リーと 2 人きりの時に自分から話しかけてみました。全然自分の伝えたかった
ことを伝えられなかったし、相手の言っていることも聞き取れなかったけれど、
「自分から英語で話せた」という事実は、私の心を前に向けさせるには、とても
大きなものになりました。それからは、英語を話すことへの恐れは少しだけ残っ
ていたけれど、そのことが私の背中を何度も押してくれました。この経験から、
自分からアクションを起こすことが最も大切だということを学びました。 

仲間と出会い、オーストラリアに行き、過ごした時間は私の人生の中で、亡く
なるまでずっと輝き続けると確信しています。私は 16 年生きてきました。みな
さんは「たかが 16 年」とおっしゃると思いますが、私の中では「もう 16 年」
です。子供の 16 年は、大人の 16 年とはまったく異なると私は思います。子供
の 16 年は大量の知識と経験を蓄積します。大人になって蓄積する知識や経験
もあると思いますが子供の比ではありません。私はこの 16 年間で社会の様々
なことを知ってきたので、小さかった頃のような驚きや発見がなくなっていま
した。ですが、オーストラリアに行き、景色を見て、人や動物と接することでた
くさん驚いたり、発見したり、感動したりしました。その時、私は何気のないこ
とでも自分の心は動くということに気付き、私の心はまだ生きていたんだ、と発
見しました。とても嬉しかったとともに、この心はおばあちゃんになるまで守っ
ていきたいと思いました。 

この研修に参加することを賛成して、応援してくれた家族、研修を滞りなく行
うために、私たちの見えないところで働いてくれた大人の方々、本当にありがと
うございました。私はこの研修を糧にこれからの日本を創る一部として頑張っ
ていきます。 
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私は、自分の視野を広げて将来の夢に役立てようと思ったのと同時に、今ま

で培ってきた英語力を海外で試したいと思い、この交流の翼に応募しました。 

私の研修の目標は、積極的に自分から話しかけるというものでした。事前研

修では、最上学年として団員をまとめようと思い、積極的に自分から話しかけ

ることができました。しかし、本研修が始まると、初めての海外ということも

あり、自分から外国人に話しかけるということに不安がありました。香港空港

で友達に助けてもらいながら、初めて自分から外国人に話した時、緊張もあり

ましたが、相手に自分が伝えたいことを英語で伝えられているというところに、

感動しました。オーストラリアに着くと、ホストファミリーと積極的に話すこ

とができ、自分が話したかった日本のことについて、単語やジェスチャーなど

を使って伝えようと頑張りました。なかなか伝えられない時は悔しく、伝わっ

た時は嬉しい気持ちになりました。 

現地の学校では、楽しく会話をすることができ、学校を離れる時には、そこ

でできた友達と、離れることが悲しくなりました。別の学校では、日本のかる

たを小学生と一緒にやると楽しんでくれたので、これをきっかけに日本の文化

がもっと広がったらいいなと思いました。 

実際に現地に行ってみると、毎日が挑戦で、不安になることも多く、どうし

たら伝えることができるのか、どうしたら聞き取れるのかなどを考えました。

すると、最後には、よく聞くフレーズを覚え、相手の話が聞きとりやすくなり

ました。自分から積極的に挑戦し、考えることで、次には良い判断ができる。

そういった前向きな気持ちを忘れずに、これからは失敗を恐れないで、自分の

夢に向かって挑戦し続けようと思います。 

最後に、今回私達にたくさんの経験をさせてくださったすべての方々への感

謝を忘れず、交流の翼で学んだことをこれからの生活に役立ていこうと思いま

す。 
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私はひとりで何かに取り組むということが苦手で、それを克服するために、

この交流の翼に応募しました。第１次研修では、学年や学校も異なる人たちと

合宿に行き、はじめはみんなとの間に壁をつくってしまっていたものの、みん

なが優しく接してくれたおかげで壁を壊すことができました。その後の研修で

は、それぞれ自分の得意分野を生かしながら、オーストラリアでの学校訪問や、

老人ホーム訪問に向け、協力して頑張りました。 

そして、あっという間に本研修の日になりました。到着するまでは楽しみで

しかなかったけど、オーストラリアについて、いざホストファミリーを前にす

ると、緊張で全く話せませんでした。ホストファミリーの家に着いても緊張は

ほぐれず、初日はあまり話せないまま終わってしまいました。その日の夜、い

ろいろ考えて、私は日本を出発する前に「笑顔で積極的に話しかける」という

目標を、自分の中で立てていたことを思い出しました。それなのに、目標を達

成せずに帰るのは、オーストラリアにまで来て、ホームステイをさせてもらう

意味がありません。だから、次の日からは誰よりも笑顔で積極的にたくさん話

そうと、心に決めました。訪問した学校でも、そのことを忘れずに色んな人に

話しかけて、たくさんの友達を作ることができました。 

おかげで、ホストファミリーにも、初日に比べて最終日は自分の思いをはっ

きり伝えられるようになりました。たくさん話せるようになったからこそ、別

れはとても辛かったけど、きちんと自分で立てた目標を達成することができた

ので良かったと思いました。 

この研修を通して、前向きにチャレンジしていくことで、少しずつではある

けれど、苦手なことを克服していけるということを学べました。私は最上級生

として特別に何かできたわけでもないし、英語を話すことも得意ではありませ

んでした。でも、誰よりも笑顔で積極的に話しかけることができたと思ってい

ます。今回、私自身を変えてくれたこの研修は一生忘れることのない良い思い

出です。この研修に参加させてくれた両親、助けてくれた友達、支えてくださ

った市役所の方々、そして何より団員のみんなに出会えたこと、心から感謝し

ます。本当にありがとうございました。 
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団員選考結果がきたとき、どうして私が、と思いました。私は自己完結型で、

行動するときにいつも躊躇してしまいます。その間に誰かがしてしまって、も

っと早く行動していれば、と思ったことも少なくありません。周りのためにな

ることをできるようになりたい、思い立ってすぐに行動できるようになりたい、

そう思って応募しました。 

一次研修で集まったときから、ここの人たちはみんな責任感があって、行動

が早くて、目標にしたい人がたくさんいると思いました。私は、みんなみたい

にうまくできていないと多くの場面で思いました。事前研修でも、作業が遅く、

迷惑をかけてしまったと思います。パソコンを使ったり、資料を作ったり、こ

れからの作業の計画を立てるなど、この研修でしたことは、社会に出てからも

やっていくことだと思いました。そういった作業ができるように学ぼうと思い

ました。 

また、研修の中で一番後悔していて、心に残っていることがあります。私が

ずっとみんなに話しかけられずにいたことです。私の自己完結型の悪いところ

が出ていたと思います。そんなこと思う必要ないと分かっているのに、常にど

こかで、私はここにいていいのだろうかと考えていました。本研修の最中、泣

き出してしまったことは、本当に申し訳ないと思っています。そのとき、みん

な私に大丈夫かと訊いて、心配してくれました。団員のみんなにも、オースト

ラリアの学校の人たちにも、そのときのことは本当に感謝しています。 

それだけでなく全体を通して、私は「自分で考えすぎていただけだ」、「みん

なやさしいんだ」、「助けたい気持ちを持っているのだ」と感じました。この経

験をいつも覚えていて、どんなときでも、周りに向き合っていこうと思いまし

た。一番に周りの人の力になって、行動できる人になりたいです。今後はボラ

ンティアなど、この経験を生かせる活動を行っていきたいです。              
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交流の翼のメンバーになって、初めてみんなに会った時、みんな堂々として
いて、立派で、日本の文化を伝えたい、オーストラリアの文化を学びたいなど、
高い目標を持っていて、とてもすごい人たちばかりだと思いました。でも、私
は人前で話すのは苦手だし、オーストラリアでおいしいお菓子を見つけたいと
いう、みんなとは少し違った目標で、なぜメンバーに選ばれたのか不思議でし
た。そして、このメンバーの中に入ってうまくやっていけるのか不安でした。
でも、この目標が本研修で、私の心を響かせることになるのでした。 

事前研修で、高校生のメンバーと仲良くなり、高校生活や中学生の時どうし
ていたかなど、色々なことを相談できる先輩に出会い、たくさん話せたことが
よかったと思います。だから、本研修では「毎日必ず 3 人以上の人と会話する」
という目標もたてました。 

本研修は、とにかく初めてのことばかりで、特に 10 日間も親元を離れての
生活、ホームステイ先での新車（日本車）の納入、海外の公立・私立学校への
訪問などは、素晴らしい経験でした。バスタブには週１回しか入らず、入る時
は水着を着るというのは不思議でした。 

私は「おいしいお菓子を見つける」目標のため、ホストファミリーにスーパ
ーに連れて行ってもらい、どのお菓子が美味しいか教えてもらったり、おいし
いアイスクリーム屋さんを教えてもらったりしました。どれも日本とは違った
味で、ラミントンや、パン（甘くないメロンパン）、CHOMP、Caramello Koala、
Fantale はとてもおいしく感じました。そして、アイスクリームは凄く量が多
くて、最初のうちは、大丈夫なのですが、だんだん食べているうちに砂糖を食
べているような気分になりました。それでも私はおいしいと感じました。他の
メンバーは、口に合わない人もいました。私は何種類か日本食を紹介しました。
カレーライス、こんにゃくゼリー、ハイチュウは大好評。甘納豆は好き嫌いが
出て、黒豆はダメでした。日本人とオーストラリア人の味覚の違いをとても感
じる 10 日でした。 

美味しいお菓子を見つけるためには、現地の人と話をして自分が食べたいお
菓子を伝えたり、おすすめやどういう味なのかを聞いたりしなければならなり
ませんでした。また、日本のお菓子の感想を聞くために、どうしても英語を話
さなければなりませんでした。この少し変わった目標は本研修での目標達成に
も役立ちました。 
 私はこの本研修を通じて、海外でも生活できる自信がつき、もっともっと長
く居たいと強く感じました。そして、「またホストファミリーに会いに来る」「高
校生になったら留学する」という新たな目標ができました。 
 事前研修・本研修で自分の知らない新しい世界を知ることができ、新しい目
標ができました。だから、これからももっといろんな人がこの交流の翼の体験
をすることができたらいいなと思います。 
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私は、この交流の翼で新しい夢と目標ができました。それは「もっと英語が

しゃべれるようになってから、またオーストラリアに行く」という夢、目標で

す。オーストラリアの人はとても優しく、みんなフレンドリーな人ばかりでし

た。本研修での私の目標は、『友達を作る』でした。その目標は、２つの学校で

チャンスがありました。１校目のケルソ・ハイスクールでは、ラーニ先生が名

刺交換の機会を作ってくださったので、いろんな人と交換することができまし

た。その前に仲良くなっていた人が、覚えてくれたのでうれしかったです。 

２校目のオールセインツでは、ケルソ・ハイスクールのような機会はなかっ

たけど、ペアで行動することが多かったので、私はチャンスだと思い、ペアの

子と積極的にコミュニケーションをとろうとしました。すると、ペアの子もし

っかり話を聞いてくれたので、とてもうれしかったです。その後、休み時間に

メールアドレスを交換してくれました。『友達ができた！』と思い、さらにうれ

しさが増しました。帰ってから早速メールを送ると、返事が来てとても感動し

ました。夢の実現のために、これからも連絡を取りたいと思います。 

また、意外なところでも友達ができました。それは老人ホームです。老人ホ

ームのおじいちゃんやおばあちゃんではなく、ボランティアできていた高校生

で、少し話すと仲良くなりました。メールアドレスを交換したら、その日にう

ちに日本語のメールが届いたので、とてもおどろきました。私も負けないよう

に、英語の勉強をしようと思いました。自分の気持ちが伝われば、言葉が話せ

なくても一生懸命さは伝わるのだなと思い、まずは失敗を恐れず、挑戦するこ

とが大切だということに気づきました。 

今回の交流の翼は、私の将来に大きな影響を与えました。多くの人とのふれ

あいでたくさんの刺激を受け、いろんなことを感じたり、思ったりすることで

夢と目標ができたことが、とてもよかったです。そして、『もっと英語が喋れる

ようになってから、またオーストラリアに行く』という夢をかなえられるよう

に、これからも頑張ります。 
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『挑戦、そして成長し続ける皆さんへ』 
 
 

（公財）国際青少年研修協会 

引率指導員  新屋敷 菜海 

 
 

皆さんとの初めての出会いは、第４次研修でした。遠くから来たことへの労

りや感謝の言葉を自然と言ってくれ、和やかな雰囲気で迎えてくれました。皆

さんの様子に、安心して交流することができました。また、協力しながら懸命

に準備する姿を見て、一緒に本研修に臨めることを楽しみに思いました。 
香港空港では外国の人に話しかける課題を出しました。慎重さと気遣いから、

なかなか声をかけられずにいた皆さん。頑張りましたね。挑戦までに時間はか

かりましたが、一歩踏み出せば前進できること、仲間がいれば達成できること

を知る機会になりました。その後、日を追うごとに、仲間によって高められ、

積極的に、前向きな行動を取るように変化していきました。バサーストを離れ

ていくバスの中、「帰りたくない」と皆さんが言うのを聞き、それだけ楽しかっ

たのだと嬉しく思いました。「楽しい」はそれを支えてくれる人もいますが、何

よりも本人が生み出すものです。今回の研修で培った、臆せずに前進しようと

する力が、たくさんの「楽しい」を生み出しました。 
時は過ぎ、すっかり日常の生活に戻りました。身近なことや自分のことばか

りに目が向く毎日。変化の無い日常に、オーストラリアを懐かしく思うことも

あるでしょう。でも、皆さんは確実に変化し、新しい自分としてのスタートを

切っています。それは、交流の翼に応募しようと決心した時から起きているか

も知れません。交流の翼を通しての出会いや経験で、当たり前と思っていたこ

とが違ったり、「これでいいのだ」と思えたり、色々なことを感じたはずです。

それらは、みなさんの中で生き続け、影響を与えることになるでしょう。悩ん

だ時、人生の岐路に立った時、ふと思い出して下さい。解決のヒントや新しい

視点が見つかるかもしれません。 
皆さんにとってオーストラリア訪問は特別な経験だったに違いありません。

でも、私にとっても特別なものでした。私がバサーストを訪れたのは３回目で

す。同じ場所であっても、得るもの、感じるものは毎回違い、いつも新鮮な気

持ちです。その理由は、時間や状況の違いもありますが、何よりも出会う人が

違うからだと思っています。今回、皆さんからたくさんの新しい刺激を受けま

した。日常の悩み、未来への希望、さまざまな話を聞き、共に考えた時間もよ

いものでした。時々、皆さんの顔や研修を思い出し、「どうしているかな？」と

考えます。これからも幸せを願い続け、応援し続けます。交流の翼で皆さんと

出会えたこと、それを可能にしてくれた全ての人に感謝します。 
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「個性あふれる翼」 
 

大野城市 こども部 

こども未来課 こども育成事業担当 

係長  山﨑 克博 

 
 

秋になり、時より触れる冷たい空気を感じたとき、オーストラリアで見た光景

が目に浮かんできます。 
オーストラリアに降り立ったとき、みなさんは期待に胸を膨らませながら、目

を輝かせていたと思います。その日の夕方に、ホストファミリーと出会い、ホー

ムステイがスタートしました。始めはコミュニケーションが上手くできずに落

ち込むこともあったかもしれません。しかし、学校訪問や老人ホームなどでの交

流をとおして、徐々に言葉が伝わらない部分を、それぞれが工夫しながら補い、

楽しそうに会話をする姿は、とても印象に残っています。多少の間違えや失敗は

気にせず、後悔しないよう、積極的に会話する様子をみて、短い時間でみなさん

が成長していることを実感しました。 
しかし、そんなみなさんだからこそ、８日間お世話になったホストファミリー

と別れを惜しみ、後ろ髪を引かれながらバサーストを後にしたことと思います。

普段の生活で、そのような関係を築くためには、長い時間が必要となります。だ

からこそ、みなさんが言葉や文化、生活習慣が違う人と、家族のような関係にな

るほど充実した日々を過ごしたことが伝わってきました。もちろん、これは団員

を受け入れていただいたホストファミリーのみなさんが、暖かく接してくれた

おかげでもあります。ホストファミリーのみなさんには、とても感謝しています。 
約５ヵ月に及ぶ研修を積み重ねる中で、みなさんが団員同士の絆を深めてい

く姿を見ることも、楽しみの一つとなりました。その反面、個性あふれる 14 名

が、なぜこんなにしっかりとかみ合うことができるのか、不思議に感じたことも

ありました。 
冷静に全体を見つつ、優しさを持ってみんなをまとめた春花。これからもその

リーダーシップを持ち続ければ、多くの人に信頼される人になると思います。 
熱い思いを胸に秘め、みんなを引っ張った彩花。情熱をもってチャレンジする

ことで、多くの仲間を引き付けるような人になってほしいと思います。 
誰よりも向上心を持って臨んだ和花。自分を高めようとする姿は、人の手本と

なり、尊敬される存在になると思います。 
口数は少ないけど、存在感を示した侃。みんなが感じたその優しさで、もっと

人に頼られるようになると思います。 
一番元気よく、この研修を楽しくしてくれた早紀。思い切りのいいその行動力
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は、これからも多くの人に勇気をもたらすと思います。 
何事にも真剣に向き合い、自分の意見を伝えていた凜花。しっかりと自分の考

えを持って、決断できる人になってほしいと思います。 
どんなことにも全力でぶつかる桃子。もっと自分に自信を持てば、自ら道を切

り開く力がつくと思います。 
自分としっかり向き合いながら、成長を遂げた小雪。いろんなことにトライし

て、もっと広い世界を見てほしいです。 
とにかく明るい笑顔で、みんなを盛り上げた美優。その笑顔と人一倍熱心に取

り組む姿勢は、周りの人を前向きな気持ちにする力になると思います。 
自分の殻を破ろうと努力した智也。さらに自分を磨くために、これからも積極

的に人と接してほしいです。 
高校生にも負けない英語力を見せてくれた樹璃。国際化が進む社会の中で、そ

の語学力を生かして活躍してほしいと思います。 
落ち着付いた雰囲気に反し、ちょっとお茶目な璃子。失敗を恐れず一歩踏み出

せば、新しい発見があると思います。 
いつも明るく、気さくに振舞っていた朋花。周りを明るくするその性格は、誰

からも親しまれるような人になれると感じています。 
コツコツと頑張る姿が印象的な璃娃。その継続する力で、きっと大きな夢をか

なえると信じています。 
この 14 名の団員と約５ヵ月に及ぶ研修をやり遂げることができたことは、私

にとっても貴重な経験となりました。また、みなさんの笑顔に励まされ、真剣に

取り組む姿に力をもらいました。ありがとう。 
ブルーマウンテンで何気なく撮った写真は、私のお気に入りの中の１枚です。

みんな、自分が進もうとしている道の

先にある夢を見つめているかのようで

す。「Journey to find」みなさんは、ど

んな自分を探すことができたのでしょ

うか。この研修で見つけた新しい自分

に向かって、それぞれ個性ある翼を広

げて飛び立ってほしいと思いました。

そして、これからもみなさんを応援し

ていきたいと思います。 
団長としてこの研修が団員にとって充実したものになるよう導き、さらに私

にもたくさんアドバイスをいただいた前田先生。英語ができない私や前田先生

があたふたする姿を見て微笑みながらも、団員一人ひとりに目を向け、声をかけ

て励ましてくれた新屋敷さん。そして、この事業に関わっていただいた全ての方

に感謝して、私のあいさつとさせていただきます。 
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