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7/7（日） セントラルハイランズ市

 高校生との交流会

事前研修（5/13～7/20）
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壮行式（7/24 一関市役所）

一関市長、藤沢町国際交流協会長、中学校長の皆様から激励をいただきました
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派遣事業（7/24～8/3）

エメラルドにあるショッピングセンター「The Plaza」で軽めのランチ トートン公園内にある昔の建物を見学

出発前に成田空港のロビーで「いってきまーす」 7/25　早朝。ブリスベン空港国内線到着

7/24　JR一ノ関駅・いよいよこれから出発 移動中の東京駅にて 成田空港での外貨両替

国内線乗り継ぎでエメラルド空港に向かいます リンダさんとジョシュさんが空港に出迎え モートン公園にある高さ25ｍの「ひまわり」の前で

セミナーハウス入口 ショッピングセンター店内の様子。「coles」 セミナーハウスに到着。「Fujisawa House」
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大きいトラックのタイヤの前で 旧藤沢町が建設した日本庭園でライオネスクラブのみなさんと

セミナーハウスから見えるブラックウォー
ターのシンボル「ウォータータワー」

7/26　朝セミナーハウス前で 迫力あるアボリジナルダンスを間近で見学

ジェランバ鉱山の見学。とにかく広大。 バケット部分に乗ってみました スケールの大きな鉱山を走るトラック

アネットさんから日本庭園についての説明 園児とカラフルなマカロニでネックレス作りに挑戦 みんな真剣に遊びます

オーストラリアでの初めてのディナーは「21 Doon」で。ちょっと緊張 NAIDOC march イベントに参加。お揃いのシャツで
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園には子ども用のパソコンも完備

子ども達と真剣に遊ぶ男子２人

これからサファイア探し。まずは石を洗います。

日差しが強いけど頑張ります

地道にサファイアを見つける作業

女子は真剣です

7/29　午後セントラルハイランズ市役所訪問。議場にて なかなか座ることのできない市長の椅子です 男子２人は議員席でパチリ

アボリジニーペイントがステキな玄関前で記念撮影 7/29　午後ジェムフィールドに到着

残念ながらこの日市長は不在でした 7/30　ブラックウォーター州立高校訪問

7



ホストファミリーと一緒に

古典の授業「ロミオとジュリエット」

ここにもアボリジナルアートが

物理の時間ですが特別にUnoを、、、

副校長先生に記念品の贈呈ブラックウォーターノース州立小学校の日本語授業の様子

休み時間に屋外でリラックス 休み時間にみんなでバスケットボール

7/31午前　ギンディ州立小学校を訪問 みんなの前で自己紹介

ソーラーパワーで動くレゴに興味津々

レゴブロックを使った授業の様子

レゴブロックを使った授業の様子
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美玖さんとお世話してくれた生徒

7/31午後　スプリングシュア小学校での日本語のレッスン

「今から鬼ごっこするからねー」 全校生徒のみんなと一緒に

みんな真剣に聞いています

屋外シェードの下みんなでモーニングティー 自由時間に砂場で遊びます

広い広いグラウンドでサッカー

男子、折り紙に挑戦。
上手にできるかな？　

屋外でのモーニングティーの様子

お客さんが来てくれて嬉しい子ども達

今日は特別なモーニングティーなのでみんなとても楽しみ

お母さん方が今日の日のために
準備してくれたお料理の数々　
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7/31夜　さよならパーティーの会場の様子 一言ずつ英語での自己紹介

こちらも折り紙に挑戦 鶴が完成。うまくできました こちらも鶴に挑戦中。

なかなか個性的な折り紙に挑戦しています アネットさんが司会進行をします ケリー・ヘイズ市長のあいさつ

今年の干支である「亥」を贈呈 テーブルには交流の様子をまとめた
ブックレットがありました　　　　

8/1早朝　最終日のセミナーハウスで
の寄せ書き 　　

日本語のクラスに記念品を贈呈 日本語クラスのみんなと記念撮影
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せっかくなので波打ち際まで行ってみます

ビーチサンダルを準備していた賢い女子２名 空はちょっと曇ってるけどみんな良い笑顔。
この後ショッピング

8/2午前　カランビン野鳥園入口 これからコアラを抱っこして撮影です入場ゲートにある料金表もオシャレです

カンガルー、かわいかったね 野鳥園は広大で、緑がいっぱいでした シドニー市内を案内してくれた
ベテランのガイドさん　　　　

8/1午後　ゴールドコーストに到着

夕方サーファーズパラダイスのきれいなビーチをバックに

ハーバーブリッジとオペラハウスが見える美しいスポット 8/3午前　JR一ノ関駅無事到着。家族に会ってほっとしました
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海外派遣事業で得られたもの 桜町中学校　　阿　部　喜　斗

　私は今回の海外派遣事業でオーストラリアに行き、さまざまなことを学びました。またホストファ

ミリーとの交流がとても楽しく、良い経験になりました。内気だった自分が殻を被り成長すること

ができたと思います。

　海外派遣が決定してから実際にオーストラリアに行くまでの私は海外に行くという実感がわかず、

何をすればよいか分からない状態でした。その状態で相手の生徒を受け入れたので、本当に何をす

れば分からず仲良くなれたのは最後の方でした。私はこのことをオーストラリアに行くまで、後悔

していました。

　オーストラリアに着いて最初に思ったことは思っていたよりも寒くないということでした。季節

が冬といってもとても乾燥していて過ごしやすかったです。

　次にさまざまな場所に行きオーストラリアの文化にふれました。学校や露天掘り、また近くに生

息している動物などを見て、どれも日本とは違い新鮮でとても楽しかったです。特にオーストラリ

アの学校は日本の学校とは違う所が多く勉強も自由な感じで楽しそうでした。

　ホストファミリーとの交流は最初はまた何もすることができないのではないかと思って緊張し、

あまり話すことができませんでした。しかし土日に一緒に海に行ったり買い物に行ったりしてだん

だんうちとけていき、一緒にスポーツをするほど仲良くなりました。またホストファミリーとの

会話がとても楽しく、ジョークを言ったりして笑いながら生活することができました。お別れパー

ティーでは、離ればなれになるのはとても辛く、泣きそうにもなりましたが、また家に来ていいよ

と行ってもらえたのがとてもうれしかったです。

　海外派遣事業で学んだことなどを今後の生活に役立てることができたらうれしいです。

海外派遣事業を通して 桜町中学校　　泉　　　妃　莉

　私は今回の海外派遣事業に参加して、オーストラリアのホストファミリーと一緒に過ごしたり、

現地の高校の授業を受けたりと貴重な体験をすることができました。どの体験もこの事業に参加し

ていなかったら、できなかったことです。本当に参加することができて良かったと改めて思いました。

　この事業に参加し、オーストラリアへ行くまでは本当に私の英語が通じるのかやホームステイを

無事に過ごすことができるのかという不安な気持ちでいっぱいでした。しかし、サラやホストファ

ミリーは明るく、優しく話しかけてくれました。時には分かりやすい英語でゆっくりと。そのため、

私は楽しくホストファミリーの思いやりに包まれながらホームステイを終えることができました。

最後のパーティーでは、お別れするのがとても名残惜しくて、さびしい気持ちでいっぱいでした。

また、必ず会えることを信じていつか再会できるといいと思いました。最初に心に抱いていた不安

はいつのまにか消えていて、一生の思い出となる５日間を過ごすことができました。

　ホームステイの他にも、現地のブラックウォーター高校や小学校などで生徒とふれ合うことがで

きました。日本の学校とオーストラリアの学校は大きく違っていて、とてもおもしろかったです。

また、生徒さんが積極的に話しかけてくれて、たくさんコミュニケーションを取ることができて楽

しかったです。一生に一度のこの体験を大切にしたいと思いました。

　このように、オーストラリアでたくさんのことを学んで日本へ無事帰国できたのも引率の方々や

事業を支えている方々のおかげです。本当にお世話になりました。この経験を、将来へと活かして

いきたいです。

派遣生徒レポート集
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TT
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海外派遣事業に参加して 藤沢中学校　　北　村　陽　菜

　私は、今回の海外派遣事業に参加したことで、いろんな経験をし、たくさんの思い出をつくるこ

とができました。

　その中でホームステイが一番の思い出となりました。ホームステイ先は、両親と弟との４人家族

の女の子の家でした。オーストラリアの家はとても大きく、庭も広く、家具の大きさにも驚きました。

広い空間でゆったり過ごすことができ、リゾート気分を味わうことができました。ホームステイ１

日目は、近くのお店に行って買い物をしたり、アイスを食べたり、石炭センターに行ってとても大

きなクレーンを見たりしました。２日目は、遠くまでみんなで出かけました。長い移動時間でしたが、

車内で英語で歌ったり、会話したりとても楽しかったです。ホストファミリーのみなさんは明るく、

優しくて、おもしろい人達でした。動物園へコアラやカンガルー、エミューを見せに連れて行って

くれたりもしました。２日目に一緒にバーベキューやテニスをしたのもとても楽しかったです。毎

日の食事もスパゲッティーやハンバーガーやパンケーキなど私の好きなものばかりでとてもおいし

かったです。ホストファミリーのみなさんのおかげでとても楽しい日々を過ごすことができ、一生

残る思い出がつくれました。ホストファミリーのみなさんには感謝感謝です。お別れはとても悲し

かったけど、また会えることを信じてこれからも頑張るぞという気持ちになりました。

　ホームステイ以外では学校やオペラハウス、動物園を訪れ、貴重な体験をすることができまし

た。オペラハウスなどがある場所は、ホームステイをした、のんびりとした自然豊かな場所とは違

い、ビルなどがあり都会的で日本で言う東京のような場所でした。行くところ、見るもの、すべて

がはじめてのものばかりで、とても新鮮な気持ちになりました。不安になることなく、楽しい時間

を過ごすことができ、支えて下さった引率の方、一緒に行った仲間たちには、とても感謝していま

す。今回の海外派遣事業では、自分の英語能力やコミュニケーション能力を高めることができました。

この良い経験を生かして、もっと英語を勉強し、オーストラリアにまた行きたいと思います。

海外派遣を通して学ぶ 東山中学校　　佐　藤　穂　佳

　私は、オーストラリア海外派遣に参加してたくさんのことを学びました。その中でも特に２つの

ことが印象に残っています。

　１つ目は、ホームステイしたことです。ホームステイしたことは、今までにない経験だったので

学んだことがたくさんありました。例えば、朝起きて、朝食を食べに行くと、ホストファミリーが「お

はよう。調子はどう？昨夜はよく寝れた？」と挨拶をしてくれます。なので私も、「おはよう。私は

元気です。昨夜はよく寝れました。」と挨拶をします。そして、夜も、「おやすみなさい。」とホストファ

ミリーが挨拶をしてくれたので、私も、「おやすみなさい。」と挨拶をすると、ホストファミリーが

ハグをしてくれました。ホストファミリーは私に限らず、家族全員にこのような挨拶をします。と

ても愛情のある家族だなと思いました。私の家ではハグもしないし、「おはよう。」などの挨拶だけ

なので、このホストファミリーはとても良い家族だなと思いました。私も家族に愛を表現できるよ

うになりたいです。

　２つ目は、オーストラリアの文化や歴史について学べたことです。特にアボリジニについてたく

さん学ぶことができました。実際にアボリジニの行事に参加して、ダンスをしたり、アボリジニの

がらを使ってブーメランを作ったりしました。体験することで、もっとオーストラリアについて知

りたいなという興味がわきました。

　この海外派遣では、始めてのことばかりでしたが、引率の方々や派遣生達で協力し助け合えた場

面が多く見られました。なのでとても楽しく、良い学びや経験を得ることができました。そして、

私を受け入れて下さったホストファミリーのみなさんには感謝しかありません。これからは、さら
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に英語を習得し、いつかまた、オーストラリアに行きたいと思います。このオーストラリア海外派

遣に関わったみなさん、ありがとうございました。

海外派遣事業に参加して 藤沢中学校　　渋　谷　龍　治

　僕は、今回の海外派遣事業に参加して、たくさんの人との交流をしました。最初は、緊張してな

かなか話しかけるのが難しかったのですが、ホストファミリーがどんどん話しかけてくれたおかげ

で、だんだんコミュニケーションがとれるようになりました。

　ホストファミリーとの自由行動では、焼きマシュマロをしたり、海や動物園へ行ったりしました。

特に、ワニ園に行って、クロコダイルを抱っこしたのが、とても心に残っています。そこで食べた

ホストマザーの手料理はどれも、おいしかったです。

　また、体育館へ行き、サラさんたちと、バスケットボールをしたり、夜に家で映画を見たりしました。

どれも、とても楽しかったです。

　僕は、とても明るく、とても暖かいホストファミリーに迎えられてうれしく、楽しかったです。

そして、さよならパーティーでは、ライリーやフィンと久しぶりに会えてうれしかったです。いっ

ぱい話をしたり、写真を撮ったりしました。とても楽しい時間でした。でも、もう会えなくなると

悲しい気持ちになりました。いつかまた会いに行きたいと思いました。

　ブラックウォーターを離れた後は、ゴールドコーストへ向かいました。ゴールドコーストの海は、

とてもきれいでビーチがとても広くてびっくりしました。その後にシドニーへ向い観光しました。

オペラハウスを見に行きました。オペラハウスを生で見て、本当に大きすぎて圧倒されました。い

ろいろな所を、観光できて満喫することができました。

　最後に、こんなに楽しかった経験ができたのも、引率者の熊谷さんや阿部さん、事業計画の方々

のおかげです。本当にありがとうございました。この経験を将来のために生かしていきたいと思い

ます。

海外派遣事業レポート 藤沢中学校　　千　葉　愛　奈

　私は、今回の海外派遣事業を通して様々なことを学んだとともに、たくさんの思い出を作ること

ができました。中でも、ホームステイは忘れられない思い出となりました。私の家にホームステイ

をした人とは違う人の所に私がホームステイをすることになり、不安がありました。でも、ホストファ

ミリーのみんながとても優しく接してくれて、嬉しかったです。５日間のホームステイでは、BBQや

キャンプファイヤー、ショッピングをしたりとても楽しい日々を過ごすことができました。

　高校訪問では、たくさんの現地の高校生と日本語、英語で会話をすることができて良かったです。

日本に来ていて仲良くなったみんなとも再会することができ、嬉しかったです。また、日本とは違

う学校生活や授業に触れ、貴重な体験をすることができました。

　ゴールドコースト、シドニーでの観光は、あっという間でした。たくさんの観光地を巡り、良い

時を過ごすことができました。

　最後にオーストラリアでの生活がとても充実し、忘れられない経験となれたのも、引率の熊谷さん、

阿部さんをはじめ、この事業を支えてくださった方々、一緒に行ったメンバーのおかげです。本当

にありがとうございました。そしてまた、オーストラリアに戻ってきたいです。
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海外派遣事業を通して 一関第一高等学校附属中学校　　西　村　優　菜

　今回の海外派遣事業を通して、とても大切なことを学ぶことができました。話す言語は異なっても、

コミュニケーションのとり方は会話だけではないということです。

　ホームステイ初日、私はホストファミリーと話すことができるか不安でした。英語をうまく話せ

るわけではないので意思疎通ができないのではないかと思っていました。しかし、ホストファミリー

は分かるまでゆっくり話してくれたり、手を使って表現してくれたりして、コミュニケーションを

とれるようになってきました。言葉や手ぶりだけでなく、笑顔など、顔の表情で感情を伝えることで、

たとえ言語が分からなくても通じ合うことができました。

　この経験から、言葉を話すことがもちろん大切だけれど、話せなくてもコミュニケーションはと

れるということが分かりました。ホストファミリーのおかげで本当に楽しい会話をすることができ

ました。

　また、オーストラリアではたくさんの体験をすることができました。乗馬やコアラの抱っこだけ

でなく、野生のカンガルーもみることができて、オーストラリアは自然大国だと改めて思いました。

また、私を受け入れてくれたソフィーはピザ屋さんで働いていて、一緒にピザを箱に入れたり、切っ

たりと貴重な体験もさせてもらいました。買い物も、日本よりサイズの大きいおかしや食べ物が売っ

ていて、とても新鮮でした。その時にオーストラリアの人はほとんどがスマホやカードで会計を済

ませていてキャッシュレス化が進んでいるんだなと思いました。

　オーストラリアではたくさんの人と交流することができました。本当にあたたかい人たちばかり

で離れたくありませんでした。私と関わってくれたすべての人に感謝します。またオーストラリア

を訪れたいと思います。

海外派遣研修を終えて 一関中学校　　栁　橋　美　玖

　海外派遣研修では、日本との異文化を間近で体験したり、ホームステイへ行ったり、現地の幼稚

園から高校まで参加したり、とても有意義な時間を過ごすことが出来ました。たくさんの思い出の

中でも、ホームステイしたことが、私の一番の思い出になりました。

　最初に、ホームステイ先のジョーダンをホストファミリーとして受け入れたとき、翻訳アプリな

しでは会話が成り立たなくて、自分がオーストラリアに行ったら何も話さずに終わってしまうので

はないかと、とても不安でした。そんな気持ちを抱えながらオーストラリアに到着し、ホームステ

イ初日をむかえました。迎えには、ジョーダンはラグビーの合宿で来れないので代わりに妹が来て

くれるということで、少し緊張していました。でも、妹のユミティーは緊張せずにとても仲良く接

してくれて、自分からも質問したり、英語でしっかり答えることができました。日本では恥ずかし

くなったり、気まずくなってしまうけど、オーストラリアの人々はとてもフレンドリーで、緊張は

すぐ解けて、ホストファミリーとたくさんの楽しい思い出をつくることができました。約１ヶ月ぶ

りに会ったジョーダンとは、庭で一緒にあそんだり、たくさん話したりもしました。一緒に学校へ

行く日では、高校の授業の内容を教えてくれた、ジョーダンの友だちも紹介してくれて、友だちも

たくさん作ることができました。このままオーストラリアに住んで住んでしまいたい、まだ日本へ

帰りたくないと思えたとてもいいオーストラリア研修にすることができ、良かったです。

　11日間という短い期間の研修でしたが、たくさんの人と交流し、チャレンジすることもできました。

この研修で学んだことをこれからの進路に活かし、次オーストラリアへ行く機会があったら、もっ

と英語を話せるようになってたくさんコミュニケーションをとれるようになりたいと思います。

　とても良い時間を過ごすことができました。研修に関わってくださったみなさん、ありがとうご

ざいました。
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一関市長へ帰国報告（8/5）
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事 例 発 表

　令和元年11月17日、一関市川崎町で開催された「令和元年度一関市多文化共生事業」にお

いて、今回の派遣事業の内容を発表しました。



■発行日　令和元年11月25日

■発　行　藤沢町国際交流協会

　　　　　URL http://www.fujisawa-kokusai.jp/

■印　刷　トーバン印刷株式会社

　　　　　岩手県一関市千厩町千厩字神ノ田30-9


