
＜みんなの日記＞ 

３月２４日 

 中１ 男子 

 今日はまず、飛行機に乗った。飛行機に一人で乗るのは初めてで、少し緊張したが、羽田に着いてから

はその緊張はどこにもなかった。羽田ではまず、中村さんと合流し、そこで陽介さんと会い、成田空港、

ホテルで全員と会った。自己紹介、ゲームを行いそれぞれのニックネームを決めた。ゲームで負けた人の

罰ゲームがとても面白かった。お互いの仲も深まり、リーダー、数字係などの役割を決めた。歌は「もり

のくまさん」ダンスは「ようかい体操」に決まった。出発する日が楽しみだ。 

 

高２ 女子 

今日は初めて一緒にニュージーランドに行く五人と会いました。今回は研修期間が短いこともあって

最初からテンションを上げてみんなの積極的に仲良くなっていこうと決めていたので、行動に移しやす

かったです！熊谷もいてくれたしね♡とっつきやすい子が多くて事前学習も楽しかったです。事前学習で

はお互いの名前を覚えるためのゲームや仲良くなるためのゲームをしました！罰ゲームのラッスンゴレ

ライ三連発は面白かったです。日本文化紹介でする『妖怪体操第一』の踊りや『森のくまさん』の歌の

練習をしました。妖怪たいそうにチェリーがアレンジを加えてくれて面白い出来になりました！！ 

私はニュージーランド班の班長となりましたが、正直言って責任重大で不安です...自分がやるべきこと

をきちんとやりこの旅をより良いものにしていきたいです。明日は飛行機に乗り日本を出発します。ホ

ストがどんなひとか、迷子にならないか、どんな学校生活をするのか、と不安はたくさんありますが、

自分のためになる旅ができるように頑張りたいです。 

 

３月２５日 

中１ 男子 

 今日はとにかく移動でした。朝起きて荷物をまとめ、朝食をとり、バスで成田空港まで行きました。成

田空港は広くたくさんの人がいてさまざまな言語を話す人がいて、日本から離れる気がしました。飛行機

に乗り、４時間半ほどのフライトのうち 1時間たつかたたないかのところで、僕はオレンジジュースをこ

ぼしました。ズボンはかなりぬれ、シートにもかかり大変でした。床のにもこぼれましたが、奇跡的にサ

ンダルの中にすべてはいっていました。係員を何度も呼んだのですが、いつまでたっても来ませんでした。

自分の力でなんとかして、きれいにふきとりました。飛行機に乗る時は落ち着いて一つ一つの行動をゆっ

くり行ったほうがいいと思いました。ハブ空港に着き、自由時間でいろんなものを見て、オークランド行

きの飛行機に乗りました。 

高２ 女子 

今日は移動だけの長旅でした。香港では 3 人と 4人に分かれてフライトまで 2 時間半自由行動でした。

中国語と英語ばかりでいっきに孤独感が増したことで不安だったけど Can I use Japanese moneyと質問

したら OKと言われてすごくホッとしました。この待ち時間でお金の価値感を学びました。その国のもの

を買うと安いけど他の国のものを買うと高いと分かりました。それと英語での自己紹介を練習しました。

自分で考えた時点では英文が間違っていたり、文が短かったりしたけど みんなの自己紹介を聞いて直す

と、最後の方はちゃんと言えるようになりました。ホストファミリーや友達に言う時には、はっきりと積

極的に伝えたちと思います。今日は丸一日みんなと一緒だったけどみんなの出身が違うので会話をして

いても面白いなと感じました。今日はみんなとの距離が近くなってより仲良くなれたと思います。  

 

 



３月２６日 

                                       高１ 女子 

今日はちゃんと寝たのか寝ていないのか分からず少し疲れた。初めての飛行機で初めて座って寝たし

身動きも取れず１番自分が寝やすい体勢で寝れなかった。しかし、ニュージーランドに着くと、この２日

間の苦しい飛行機生活が吹っ飛ぶくらい気持ちが楽しくなった。気温も過ごしやすくネルソン空港に着

いたのは午後６時だというのにまだまだ明るかった。また、ニュージーランドは全くないと言っていいほ

どビルがなく、ほぼ 1 階の家が並んでいて空がとても広く感じた。ホストファミリーに会い、車の移動

中、少し緊張したが Thank  you をたくさん使って自分を落ち着かせた。くまが引っ張ってくれて英語を

教えてくれたり、答えてくれたりして安心した。私をもっともっと積極的に話しかけたい！！夕食のあと

ビーチまで５分の距離なので散歩しに行った。本当に言葉にできないくらい穏やかでのんびりしていて

私はずっとここで住んでいたいなと思うほどだった。また、夜だからか、少し肌寒くも感じた。私たちが

日本から持ってきたプレゼントにはホストファミリー3人とも喜んでくれて嬉しかった。また、チェリー

さんの言った通り、洗い物など家事を行う主夫で、日本では考えられない事だなと思った。積極的に話す

という目標を達成させた。 

 

高２ 女子 

今日もほとんどが移動でした。朝、飛行機の中で目を覚まして、時間感覚がぐちゃぐちゃになったまま、

ニュージーランドのオークランドに着きました。私はそこの空港の『パイフェイス』と言う可愛いパイの

お店でアップルパイと水を買いました。その後また飛行機に乗り、午後６時頃にホストファミリーの家に

着きました。最初は何を言っているのか全然聞き取れなくって、私たちが英語を学びに来たという事を知

ると、ゆっくり分かりやすく話そうとしてくれました。夕食を食べたらビーチに行って、日本では見られ

ないような美しい景色が見られました。家に帰ったあと、日本からのお土産を渡しました。ホストファミ

リー達は、みんな喜んでくれたので嬉しかったです。ホストファミリーの中にはドイツから来た＇ソフィ

ー’と、言う留学生がいました。ソフィーはもう６ケ月もＮＺにいて、英語がペラペラで、とても驚きま

した。私もいつかソフィーの様に成りたいと思いました。 

 

３月２７日 

中２ 女子 

今日は、羊を見に行きました。初めて見たけど、めっちゃ可愛い。犬に追いかけられている時が一番可

愛い。後、帰るときにマギー(犬)が追いかけて来てくれて連れて帰りたいと思った。羊が毛を刈られる時、

嫌がるのかと思ったけど気持ちいいのか大人しかった。羊の毛をもらった。パブロバ、めっちゃ美味しか

った。まさか食べれると思わなかったからすごく嬉しかった。今日は、ホストファミリーと初めてちゃん

と話せた気がする。お父さんが洗濯物を干してた。日本じゃあんまり見られない光景やと思った。 

 

高１ 女子 

今日は、初めて学校に行った。ネイランドカレッジはとても広く、生徒が自由にのんびり暮らしている

所で、とても羨ましかった。生徒もユニークで陽気なので、初対面の人達にも明るく笑顔で挨拶をしてく

れた。Gavinも陽気で面白い先生だった。午後は農場体験をしに行った。羊の他にも牛ややぎ、鶏などを

飼っていた。とても驚いたのは２つ。１つ目は、たくさんいる羊のうち５匹ほどしかオスがいないという

事。もう１つは、番犬がとても頭がいいという事。私も犬を飼っているのだが、全く違っていた。賢い！！

帰ってきてから思ったより疲れていたのか１時間ほど昼寝をし、その後、みんなでスーパーマーケットに

買い物に行った。とにかく、広さも商品のサイズも大きく、コストコに来ているようだった。そこで今日



の夕食のピザと明日の夕食で作る寿司の材料を買った。また、ホストシスターがニュージーランドで有名

なチョコレートを教えてくれて買った。ピザは生地から手作りで好きな具を入れて作った。だんだん、少

しずつだが、英単語が頭に入ってきているような気がしてきた。積極的に話しかけられるようにもなり、

通じて答えてくれると本当に嬉しい気持ちになった。 

 

高２ 女子 

 ニュージーランドに着いてからちゃんと起きられるか不安だったけど起きられて一安心！！朝ご飯と

昼ご飯は、やっぱり自分で作る感じでした。日本での私の朝ご飯といったら基本パンにバターなのです

が、ニュージーランドでも同じように食べていたらホストマザーにありえないとびっくりされました。

ここではバターだけでなく、バター＋ジャムが普通らしいです。ホストマザーが学校の先生なので車で

一緒に行きました。学校では最初に学校の案内をしてもらいましたが広すぎて何が何だかわかりません 

でした！そして授業が選択制なところ...あこがれます！その後は英語の授業を受けました。自己紹介メ

インの授業でした。午後からは牧場へ行って羊や牛を見ました。羊たちがご飯のリンゴに群がる感じが面

白かったです。景色は、とても綺麗でした！ＢＢＱはホットドックみたいに食パンの上にウインナーをの

せて食べました。次には羊の毛刈りを見ました。初めて見たけど羊がなんか可哀想でした...解散してか

らはホストシスターとその友達とその子のホストシスター(日本人)とボーリングに行きました。日本人の

子は、はなみちゃんって言って学校のプログラムでニュージーランドに来ていたらしく、明日で帰ってし

ますそうです。ボーリングをした後は、マックへ行きました。ホストシスターがマックのコーラフロート

を買ってくれましたが、サイズが大きくて飲みきるのに一時間ぐらいかかってしまいました。最後の方は

溶けてコーラフロートじゃなくて、コーラになってしまいました。フィッシュ&チップスを食べたのです

が、塩加減が絶妙で美味しかったです！家に帰ってからはホストシスター二人と UーTube でキャメロンデ

ィアスというシリーズの動画を見ました。夜は、リビングで、みんなでハプニング動画集のテレビを見ま

した。部屋に戻ってからは、日本のお母さんに手紙を書きました。明日送っときます。私のホストファミ

リーはフレンドリーでとても楽しい家族です。 

 

３月２８日 

中２ 女子 

今日は Saturdayマーケットに行った。めっちゃ楽しかったけどお金使いすぎた。どうしよう。自分は、

絶対ホームシックにならないって思ってたけど後 1週間、家に帰れないと思ったらなんか寂しい。 

今日、一番びっくりしたことはジブリを見せてもらったこと。風立ちぬ。全然、期待しないで見たら感動

した。さすが！宮崎駿！しかもよく考えたら 2 年前ぐらいのやつだからわざわざ買ってくれたんやと思

う。 

 

高１ 女子 

今日は１０時からホストシスターの友達も合わせて４人でサタデーマーケット巡りをした。新鮮な野菜

やアクセサリー、お菓子や羊の毛で編んだものなど様々なものが売られていた。試食ばっかりしてあま

り買えなかった。驚いたのはないニュージーランドで味噌を作っている日本人がいたこと。この 4.5日

英語だらけの生活だったが、日本語で会話する事ができ、味噌汁も試食する事ができ、改めて日本って

いいなと思ってしまった。久しぶりに食べた味噌汁は最高に美味しかった。夕食は手巻き寿司を作っ

た。卵を焼いたり、きゅうりを切ったり、ご飯を炊いたり、具は少なかったがそれでもホストファミリ

ーは it's cool! very nice!!と言ってくれた。素直に嬉しかった。そのあと家にあったゲームを家族で

やった。英語でゆっくりと丁寧にホストファミリーが教えてくれたので、段々と理解する事ができ、笑



ったり会話したりと、とても楽しかった。段々と聞こえるようになってきたものの、とっさに言葉が出

ず戸惑ってしまう事がある。勉強不足だと思ったが今ある自分の知識とジェスチャーを使ってもっとわ

かりやすく伝えたいと思った。 

 

                                 高２ 女子 

今日はサタデーマーケットに行くと言われていたのに 9時くらいに起きたので相当焦りましたが余裕

で間に合いました。さすがニュージーランドの人はマイペースです。サタデーマーケットはホストファ

ミリーとは行きませんでした。1時に迎えに行くからねと、言われて地図をもらって、さきと 2人で行

きました。お店の人はみんな優しくてまけてもらったり、一緒に写真を撮ってもらい良い物を沢山買え

ました。次に海に連れて行ってもらいました。今は寒いから行かないけど夏は歩いてよく行くと教えて

もらいました。確かに海には人が全然いませんでした。今日は夕食の準備も後片付けも手伝う事ができ

ました。大分英語が聞こえてくるようになりました。でも 家族同士が話しているのは全くわかりませ

ん。夜は、『風立ちぬ』を見せてもらいました。日本語だったし、最近のものなので私たちが来るから準

備して買っておいてくれたのだと思うと本当に優しいホストファミリーです。 

 

３月２９日 

中３ 男子 

今日は朝早くからサンデーマーケットにホストファミリーと一緒に行きました。新鮮な野菜や果物の

他に、アクセサリーなども売っていました。十分に買い物をした後、海へ行きました。足だけ浸かりまし

たが、とても冷たかったです。その後、ピザ屋でピザを注文し、ファミリーの家で食べました。一人一枚

だったので、とても多くて残してしまいました。くつろいだ後、家に帰って家族で Wiiのゲームをしまし

た。めっちゃ楽しかったです。     

 

高２ 女子 

この家の朝は基本のんびりとしています。家から出て Graceは友達の所へ行き、マザーは学校で仕事を

しにいってしまいました。残された Ellaとファザーと私はファザーの友達の所へ魚をもらいに行き、

Ellaの学校の陸上大会の決勝戦を見に行きました。その後 Graceとマザーを車で迎えに行ってから海へ

ピクニックランチに行きました。海へ着いてサンドイッチを食べていたら雨が降ってきてしまい、ゆっ

くりとすることは出来ませんした。ファザーがスナイパーみたいなこと言って魚を指していたのでえ

っ？スナイパーってどんな魚だろう、って思っていたら snapper、鯛のことでした。初めて知りまし

た。海から移ってマオリ族の大切な地みたいな所へ行きました。なんで大切か聞いたら水が綺麗で傷の

手当とかに使ったからとマザーが教えてくれました。森を歩いて行くと小さな池があってその水の中に

は洞窟がありダイビングできるそうです。上から見ても綺麗だったので潜ったらもっと綺麗なんだろう

なとか思いました。家に着いたらファザーのお姉さん夫婦がいて、みんなでクリケットのワールドカッ

プを見始めました。長くて退屈だったのでクッキーを作らせてもらいました。その時初めて ingredient

という単語を習いました。今まで materialと言っていたのですが ingredientは料理の材料を指すみた

いです。クッキーは無事出来上がったのですが、日本で作る方が上手ですね。粉砂糖が見つからなかっ

たので、サクサク感の欠けるクッキーなってしまいましたが、食べられる味だったとは思います。夜ご

飯は、ファザーが作ってくれて、もらった魚を食べました。美味しかった♡ 

 

 

 



高２ 女子 

今日は、午前中ネルソン市内の丘の上にあるセンターオブニュージーランドへ行ってきました。２０

分くらいかけて丘の上に登ると、そこからは、360°ネルソン市内を眺める事が出来て、とても綺麗でし

た。私たちはそこで写真を撮り、降りてきました。その後、サウスストリートギャラリーと言う昔なが

らの小さい可愛い街を見て、その近くの崖の上からとっても綺麗な青い海を眺めて家に帰ってきまし

た。家に帰ってからは、お昼ご飯にＢＢＱでソーセージを焼いてパブロアと言うＮＺのデザートを食べ

てサイクリングに出かけました。サイクリングの途中で雨が降ってきてしまいましたが、ホストマザー

が機転を利かせショッピングに連れて行ってくれました。そこで私は、お菓子を買ったり色々な物を見

たりとっても楽しい一日でした。 

 

３月３０日 

中２ 女子 

今日は、初めてバディと授業を受けた。最初の授業は、寝てしまった。次は、バドミントンをした。意

外と楽しかった。お昼は、パンを買って食べた。美味しかった。みんな日本語に興味があるみたいで嬉し

かった。今日、学校から家まで歩いて帰った。本当にしんどかった。晩御飯で白ご飯が出てびっくり！バ

ディが万華鏡、喜んでくれて良かった。 

 

高２ 女子 

今日は、一日中学校でした。2時間は international class で 3時間は buddyの授業でした。授業の

前に点呼みたいなものがあって、こで自己紹介をしました。年齢がバラバラだったので、なぜ同じ教室

にいるのか不思議に思いました。その後すぐにチャイムがなってすぐ移動しました。授業は、選択制で

各教科毎に教室が違いました。日本の学校とは全然違いました。buddyの授業はよく分からなかったけ

ど、すごく優しく話してくれました。聞き取れなくても、OK!と言って笑ってくれました。みんなすごく

表情が豊かです。buddyはドイツからの留学生だったのでドイツの international class の授業も受け

ましたが、難しかったです。日本人やタイ人のいる international classはすごく分かりやすかったで

す。学校の授業と全然違うのに単語も文法も読んで話す力を全てが混ざっていて、すごく良い授業で、

面白かったです。帰りは、家まで歩きました。坂が多いので大変でしたが 2～30分で着きました。明日

も歩いて帰るそうなので、ちょっとショックです。日差しが強かったのでしっかり日焼け止めを塗って

いこうと思います。 

 

３月３１日 

高２ 女子 

今日は、3日目の登校日&最後の学校でした。buddyがすごく明るくて友達がたくさんいる子だったので

紹介してもらって沢山友達ができました。日本から持ってきたお菓子やお土産は、全てあげる事ができ

ました。昨日、お菓子をあげたときにドイツのお菓子を持ってくると言っていて、今日本当に持ってき

てくれました。あと私のbuddyは、友達の相談に乗ってあげていて、内容はよく分からなかったけど、す

ごく思いやりのある優しい人でした。さよならパーティでは、すごく景色の良い場所と世界各地の料理

を用意していただきました。今回は、運が良くてネルソンカレッジの留学生の卒業式と一緒にやりまし

た。私たちと卒業生が順番に出し物をしましたが私たちはトップバッターでした。すごく緊張したので

すが、思いっきりやりきりました。反応が良かったので嬉しかったです。その後、他の国のダンスや映

像を見ました。泣いている人がいたので、こんなに大切なパーティに呼んでもらえた事に感謝します。

なんと南十字星も見れました。本当に楽しくて、思い出に残る1日でした。帰る時に、buddyに明日も学



校行くの？と聞かれたのでもう行かないと言ったらビックリしてハグしてくれました。バディーだけじ

ゃなくて、一緒にいた友達も悲しいと言ってハグしてくれました。私も寂しいです。今日は、日記に書

ききれないほど沢山の思い出ができました。でも1番は、KSKKのメンバーは学校に通った日がすごく短い

にも関わらず、他の留学生と一緒に卒業証書を頂いた事です。サプライズだったので本当に嬉しかった

です。一生忘れません。 

 

４月１日 

中１ 男子 

 今日は待ちに待った国立公園に行く日だった。しかし、朝から気分が悪く少し不安だった。まず学校に

行き、みんなと会った。そこでチェリーさんが「ホストファーザーがひざの手術をして、感染症にかかっ

てしまったから、私も危険なので今日の内に日本へ帰ります」と言った。とてもびっくりした。リーダー

を助けて自分の仕事をしっかりしなければならないと思ったが、それはウソだった。今日は 4/1でエイプ

リルフールだ。チェリーさんの話はウソだったのだ。まんまとひっかかった。ゲビンが運転するバスに乗

り、国立公園へ行った。景色がとても綺麗だった。船に乗って少し離れた無人島に行き山に登った。山と

いうより、高い丘だった。残りの時間、海に入り目や口に海水が入って大変だった。とても楽しい一日だ

った。今日は荷物をまとめて寝たので、寝たのは 11時くらいだった。 

 

高２．Ｙ．Ｋ 

今日はボートに乗ってタスマン国立公園に行きました。しかし今日のミーティングで、いきなりチェリ

ーさんが、『お父さんの膝の感染症で急に日本に帰らなきゃいけなくなった』と言い出しました。それを

聞いた私たちはすっごく驚きましたが、それは、エイプリールフールの嘘でした。その、リアリ過ぎる嘘

に私たちはすっかり騙されてしまいました。タスマン国立公園では、丘の頂上までハイキングをして、そ

の後、海で泳いで遊びました。海の水は少し冷たくて、着替えを持っていなかったので、膝までしかつか

らないつもりだったけれど、『もーいいや！』って、最後には全身海に浸かって遊んで、とても楽しかっ

たです。タスマン国立公園からネルソンに戻って来たら、インターナショナルオフィスの先生のゲビンが、

全員分のミックスベリーアイスをご馳走してくれました。そして、（自然の川で）ウナギを飼っている、

カフェでウナギに餌やりをして帰って来ました。 

 

４月２日  

中３ 男子 

今朝、ホストファミリーと最後の別れを告げ、空港へ行きました。そして、オークランド～香港の飛行

機の中でご飯を食べたり、映画を見て有意義に過ごしました。まだ、明日にも移動があるので大変です。 

 

高２ 女子 

今日は自分の誕生日でした。朝からホストファミリーに祝ってもらい、プレゼントやケーキをもらっ

て大泣きでした。今日で日本に帰るという悲しさもあって、いつも以上に大泣きしたと思います。 

空港に着いてからも KSKK の仲間たちにプレゼントをもらい本当に嬉しかったです。マザーにもらった誕

生日ケーキを飛行機の中で食べました。そしたら、キャビンアテンダントのお兄さんに『誕生日なの？』

と聞かれ、最後には特別に帽子を被せてもらい、飴配りを任されました。最初は誕生日を迎えるなら飛行

機の中は嫌だと思っていましたが、結構楽しかったです。でもさんざん中学生に 18 には見えないと言わ

れてましたね！若いってことかな！！飛行機の中では映画を見たりして楽しかったです。思いがけない 1



日でした。『みんなありがとう♡』いい思い出になりました。 

 

４月３日 

                                       高２ 女子 

日本 到着！！香港での乗り換えはきつかったけど、無事帰ってこれました。そしてサプライズ誕生日

してくれてありがとう！みんな大好きです！ 

 

＜みんなの感想＞ 

        青森県 中１ 男子 

今回の NZホームステイで印象に残った事が沢山あるが、多すぎるのでホームステイ先の家の事と学校つ

いて書きます。僕のホームステイした家は「Hebberd」という家でした。お母さんの Helen,お父さんの

Rex、それにドイツ人、日本人、ブラジル人の留学生がいると事前資料には書いてありました。実際に家

に着くとタイ人２人が加わって 5人の留学生がいました。留学生にはプレゼントを準備していました

が、3人分しか持ってこなかったのでとても困りました。タイ人留学生は僕が家に着く 2日前に着いた

そうです。留学生がとても多く楽しい家でした。ドイツ人留学生の両親が家に来て食事をしたとき、

「Wow！International table!!」と言っていたのを覚えています。それぞれ母国語は英語ではないの

に、英語をみんな話して会話をして、つながり合えたのは他の家では経験できなかったと思います。 

ホストファミリーの家では、日本との違いが沢山ありました。まず、お風呂はお湯につからないでシャ

ワーだけの事と食器は泡で洗った後、すすがないでタオルでふく事、ほとんどの家が 1階建てという違

いがありました。シャワーが多い理由は、NZは水が少なく、お湯につかると水が多く必要な事、食器を

すすがない理由は洗剤が環境にとても優しく無害な事、1階建てが多い理由は、人口のわりに土地が広

く 2・3階建てにする必要がない事でした。ホストのお母さんはとても優しく、お父さんはいろんな事を

教えてくれました。留学生とはウノなどをしてとても楽しい時間でした。家から歩いて約 20分の所にあ

る学校もとても面白かったです。何より校舎も校庭が広く、全校生徒もとても多く、発見がいろいろあ

りました。スクールバディはとても優しく、僕がサッカーが好きという事を言うと、昼休みにサッカー

に連れていってくれました。しかし彼はサッカーは好きではないそうです。授業は、先生の話は 1つも

分からず、意味の分かった授業は数学だけ、社会はアメリカンフットボールのすごいプレーを見せら

れ、理科はなんかいろんな化学式を見て終わりました。英語はアジア系の留学生のクラスがあり、とて

も分かりやすかったです。学校はとても楽しかった！1週間という短い期間だったけど、英語への意識

が変わりました。中 1でこの経験をできたのは、将来役に立つと思うし、留学生を見て NZに行く前、日

常生活がだらだらしていた僕は意識が変わりました。とても楽しかったし、勉強になりました。ホーム

ステイに行く前は、部活に行きたくて NZに出発する事を拒否した自分が小さく見えました。NZで学ん

だ事は沢山あるけれど、なにより国境をこえて、地球の反対側の人と友達になれる楽しさと人と人とを

つなぐ英語の大切さを学びました。 

 

              京都府 中２ 女子 

初めて海外に行きました。今まで海外の方とちゃんと話した事もないのに、いきなり生活なんて・・・・ 

と何度も考えていましたが香港に着いた時点でもうそんな不安は消えました。つたない英語であっても

むこうは理解してくれる。言葉だけでなく、文化も違う人が！！その感動は、とても大きいものでした。 

けど、いざ生活してみるとなると、まず相手の言っていいる事が分からない。もう一度聞くけど、やっぱ

り分からない。何度も聞くのが悪い気がしてきて、会話が続いていかないの繰り返しでした。香港の時と

違ってネイティブの方だから発音が良すぎてて分からないしこっちの言っていることも聞き取れない様



子でした。一番ショックだったのが popularが通じない事でした。私は、こんな簡単な単語でさえ外国の

人には伝える事ができないんだなと思いました。（けれど私はむこうの人が言っていた『初めまして』を

聞き取る事ができませんでした）ホストファミリーは、日本人が数字が苦手という事を知ってかは分から

ないけど（多分知らない）時間などを言う時は神に書いたりしてくれました。私がお世話になった家はと

ても自由な家でした。家の決まりなんてものはなく、自由に過ごして！！という感じでした。 

Saturday Market やスーパなども行きたいと言えば連れて行ってくれましたが、言わなければずっと家

にいました。なので、1 日・2 日目はとても不安でした。だけど段々こういうホストファミリーなんだと

分かってきました。少し慣れてきたら、自分の住んでいる地域を紹介したりお好み焼きを作ったり 

抹茶を飲んでもらったり、楽しく過ごせました。色々楽しい事や嬉しい事がありましたが、特に嬉しかっ

た事は、ニュージーランドの人だけでなく他の国の人とも交流できた事です。特にタイの人と仲良くする

事ができました。お別れのパーティの時に、まだ出会って２･３日しかたっていないのにメールアドレス

を渡すのは どうかな？ととても迷いましたが、ここは、日本ではないのだしと、私は思い切って渡しま

した。今は、渡せて良かったなと思っています。今回、ホームステイをする事ができて、英語を話す事の

難しさはもちろん、普段何気なく使っている日本語を話せる事、書ける事がこれほどありがたいというこ

とが分かりました。 

 

京都府 中３ 男子 

今回、このような経験をする前はとても不安で前日の夜は眠れませんでした。一人で飛行機に乗り、無

事オリエンテーション会場までたどり着く事ができました。僕は人と打ち解け合うのに時間がかかるの

ですが、今回は積極的に声をかけたりしたので、すぐに打ち解ける事ができました。次の日は、朝早くか

ら出発し、日本を旅立ちました。香港では少しオリエンテーションをして自由行動をしました。少しだけ

見て回るとニュージーランドへの便に乗りました。ゲームができたり、機内食が出たりと充実していまし

た。そして長い機内を終え、ネルソン行きの便に乗りました。すぐに着き、現地ではホストファミリーが

迎えに来てくれました。とても優しそうでした。初めての夕食では、みんな緊張していたのかしれないけ

どひたすら無言で食べていました。そして色んな家の設備を教えてもらい、寝ました。 

学校では現地の人と喋ったりするのに、かなり苦労しましたが、伝わった時の達成感は良かった。他にも

農場や国際公園に日本のみんなと行ったり、ホストファミリーと夜景を見たり、とても広い運動場や海な

どに連れてってもらいました。とても楽しかったです。今回の旅で思った事は、もっともっと英語の勉強

をしとけば、勉強した分楽しかっただろうなと思いました。でも、今の実力でも簡単な会話ができて良か

った。そしてかけがえのない友達が出来たことです。この旅に参加してなかったら多分二度と会う事のな

いメンバーに巡りあえて良かった。最後に、チェリーさんありがとう！ 

 

     東京都 高１ 女子 

ニュージーランドに行った時間はあっという間に過ぎました。こんなに楽しく過ごす事ができたの

は、チェリーさんも含め８人のおかげです。１人１人が違う個性、特技を持ち色々な場所でそれが生か

されていました。この８人だったからこそ大きなトラブルもなく、無事に帰ってきてこれたのだと思い

ます。 

また、この 10日間で自分の英語への価値観が変わりました。英語の文法が書けるという事も大事です

が、その文法を使って言葉として表現できるか、話す事ができるかが最も大事だということを知りまし

た。そしてとにかく感動する日々の連続で自然の素晴らしさには圧倒されました。ホストファザーに連

れていってもらった CENTRE OF NEWZEALANDは、青い海、山々、ネルソンの町が 360°方向を見回す事が

できるのです。私が見に行った日は、空が青く雲が少なかったのでよりニュージーランドの自然の素晴



らしさを目の当たりにしました。また、タフマン国立公園に行きました。そこでは本当に水の色が綺麗

な海に入り泳げた事が印象に残っています。塩の匂いが強くなく泳ぎやすかったし、海に入る事が久し

ぶりだったので思いっきり楽しめました。また、沢山の素敵な場所を案内してくれたホストファミリー

にも感謝しています。初飛行機、初海外でとても緊張したが忘れる事のない経験をさせてもらいまし

た。英語が聞き取れなくて泣きたくなる時も本当はありました。しかし、この悔しさが自分の意識を変

えてくれました。大人になった時にこの経験があったからこそ、今の自分がいると自信を持って言える

ようにこれからも英語を勉強していきます。 

 

愛知県 高２ 女子 

 私は、この春休み、同じ学校の友人に誘われてニュージーランドの語学研修に行ってきました。実

は、前にも友人からは何度か誘われていて、その時は｢なんか面倒くさい」とか、｢特に興味ないや」

と、断って来ました。しかし、イギリスやカナダに行って来たという話を友人から聞いている内に、な

んだかとっても楽しそうで、魅力的に思えてきたのです。そして今回これを機にという事で、ニュージ

ーランドに行く事を決定しました。しかし、いざ行って見ると、英語が全然聞き取れなかったり、文化

の違いに驚いたり、色々大変な事がありました。でも、そんなものは最初のうちだけで、慣れれば英語

も聞き取れる様に成ってくるし、何より毎日色々な所に連れて行ってくれて、もう全部が楽しくて、心

配している暇がないほどでした。ニュージーランドは、日本と季節が真反対で、とっても暑くて日中は

半袖、夜はその上にパーカー１枚はおる程度で過ごせるほどでした。スクール体験では、スクールバデ

ィの＇Rifkaと一緒に心理学、調理実習、演劇などの日本では珍しいバラエティーに富んだ授業を受ける

事が出来ました。この時私はRifkaに、｢今まで来た日本人の中で一番英語が上手よ」と言われ、とても

嬉しかったです。最後の日に行ったタスマン国立公園ではなんと、海水浴をしました。夏と言っても秋

に近い夏なので水は少し冷たかったのですが、服を着たまま海に頭まで浸かり泳いで、とても楽しかっ

たです。公立公園の丘には、ベルバードと呼ばれる日本のウグイスの様な変わった鳴き方をする鳥にも

会いました。今回、ニュージーランドに居た期間は、一週間ほどの短い期間でしたが、日本に帰って来

たら、如何に成長したかがとても良くわかりました。なんと、今まで速いと思っていた英語の教科書の

リスニングが、ゆっくり丁寧にしゃべってくれているように聞こえたのです。｢こんな短い期間でもこん

なに変わるんだな」と驚きました。是非次は１か月や、１年などと、もっと長い期間留学したいと思い

ました。 

 

愛知県 高２ 女子 

今回で海外に行ったのは三回目になりました。しかし今回も単語や国の性格など初めて学ぶことが多か

ったです。ホストファミリーや一緒にニュージーランドへ行った仲間にも恵まれ、充実した一週間を送

る事ができました。今回の留学では、きちんと自分の英語を話す事を目標とし一週間過ごしましたが、a

とかtheがなかったり、表現や単語、発音が違ったりで自分の英語もまだまだだな、と思いました。聞き

取る事も多々できなかったです。優しく説明してくれたり、私の英語を沢山正してくれたマザーに感謝

です。すごく勉強になりました。ニュージーランドに行って学んだ事も沢山あるけれど、まだまだ学び

足りない事が沢山あり、日本ではできない経験をしたいのでまた海外に行きたいです。 


