
 ＜みんなの日記＞ 

３月２４日 

高１ 男子 

5:00 起床。朝は寒い。車で高松空港へ。朝食はパンケーキ。あんまり食べないのでうどん食いたか

った。LCC に乗っていく。初めて乗る飛行機会社だ。ちょっと席が狭いが乗り心地は悪くない。東

京着。高田さんと合流した。早く着きすぎて少し時間があったので昼ごはん。その後ホテル。皆と

合流し研修へ。説明の後ダンスと歌を練習した。ダンスの方はほとんどできて、歌はあんまり進ま

なかった。夕食はホテルのカレー。 

 

高１ 女子 

今日は、初めて一緒に行くみんなと会いました。ちゃんと話すことができるか不安だったけれど、

研修を重ねていくうちに打ち解けることができてよかったです。日本文化紹介は老人の方たちが楽

しめるようにということを全然考えてなくて、ただ歌ったり踊ったりしているだけだったので日本

人としてしっかり文化を伝えることも大事にしなくてはいけないことだなと思いました。そして自

分から積極的に誰にでも話したり、聞くということを忘れずに「コミュニケーション力を上げる、

お互いの国の文化の違いを知る」という目的をしっかり達成できるように10日間頑張っていきたい

です！ 

 

高１ 女子 

今日は事前研修会だった。本当に初めて会った人と話し合ったりするのは大変だったけど、だんだ

んみんなのことを知ることができてよかった。 

 

中１ 女子 

初日、初の顔合わせでした。自己紹介やダンス、歌の練習、説明を受けました。みんな明るく楽し

そうな人ばかりだったので、安心しました。ホテルの部屋は玉氏亜美夏さんと同じ部屋でした。年

上の方しかいなかったので緊張していましたがたくさん話せてとてもいいスタートがきれたと思い

ます。 

 

高１ 女子 

初めてみんなに会った。体調はあんまりよくないけど、どうにかなるかな。不安がいっぱい。無理

せず、頑張ろう。 

 

中３ 女子 

初めての顔合わせということでとても緊張していたが思ったよりも早く打ち解けられて良かったと

思います。踊りと言うからにはどんなものをやるのか非常に不安だったのですが想像していたより

はるかに単純なもので一安心でした。老人ホームでの出し物は歌と書道の担当に決まりました。歌

の方では楽しくおこなうにはどうするかということに、もう1人の担当の人と悩んでいましたが最終

的にはおおまか大まかに決めることができてほっとしました。特に夕食のカレーのときにはみんな

で仲良く話しつつ食べられたと思うのでこれからも仲良く過ごせたらいいなと感じました。まだ明

日にはカナダにいくという実感は全然ないのですが、とりあえずバイキングは食べすぎないように

気をつけたいです。 

 



３月２５日 

高１ 男子 

6:30 起床。健康的で朝の日の光がまぶしい。朝食は美味しい。歌とダンスはほとんど完成。そして

昼食は朝食よりも美味しい。バスで移動、空港へ。ホテルにも色々な外国人がいたが、ホテルより

も多くの言語が聞こえる。天井の模様がダイヤの形をしていた。珍しいな。空港の手荷物検査でひ

っかかった。コンパスをスーツケースに入れ忘れていた。ビクトリア着。最初にホストファミリー

の家に着いた。長旅でとても疲れていたのでそのまま眠ってしまった。因みにシャワーが水しか出

ない。どうしようか、覚悟を決めよう。 

 

高１ 女子 

今日はカナダにつきました。私は外国に行くのが初めてだったので飛行機なども良い体験になりま

した。自分1人だけでは絶対に来ることができないなと思ったけど、いつかはいろいろな国に行って

みたいです。ホームステイに着くまでちゃんとコミュニケーションをとることができるか不安だっ

たけれどホストマザーとホストファーザーはとてもフレンドリーなので何とか話すことができるの

でよかったです。ホームステイ先にはブラジルから来ているジェニファーと言う17歳の女の子と中

国から来ていて28日に中国から帰ってくる女の子2人のホストシスターがいました。ホストマザーに

日本からのお土産を渡したらとても喜んでくれたのでよかったです！また、たくさんのホームステ

イに来た生徒たちのアルバムを見せてくれました。いろいろな国から来た人がいてすごかったで

す。これから10日間、頑張っていきたいです。 

 

高１ 女子 

出発の日！成田空港も初めてだし、国際線に乗るのも海外に行くのも初めてだった。荷物が多すぎ

で反省…。周りがだんだん英語になってきてすごくワクワクした。飛行機は酔ってしまって夕食を

ほとんど食べなかったのが悔しかった。それからホストファミリーのお家に到着。私の家はマンシ

ョン！だったけどとてもきれいな部屋が用意されていた。とてもきれい好きみたいで家の事につい

てたくさん教えてもらった。土日はずっとファミリーと過ごすのでたくさん話したい。 

 

今日初めてホストファミリーと会いました。英語が早くて何を言っているのか全然わからないし、

返事もあまりできてないな・・・。でも、とりあえず問題なく終了。明日はバスに乗って学校へ行

く練習。しっかり覚えて明日も問題なく一日が過ごせますように。 

そういえば紅茶おいしかったな。また飲めるといいな♪ 

 

中１ 女子 

今日は日付変更線を通ったのでとても長い一日でした。研修をやったことがとても前のように思い

ます。 

 

高１ 女子 

車に乗って家につくまで、「これから一人なんだ」ととても不安だった。家について、AdeleとRick

とSarah（スイスからの留学生）に会った。第一印象は2人とも落ち着いている、Sarahは見た目が大

人だなぁと思った。その夜は、晩御飯を済ませていたのでそのことをのりこさんがホストファミリ

ーに伝えてくださってクッキー作りをしていたので、アイシングをクッキーに塗った。イースター

用なので、白いバニーちゃん型クッキーだった。そのあと、サイコロのゲームもした。5つのサイコ



ロを使ったゲームをした。後で調べたら、ヤッツィーというゲームみたいだ。Rickに「gamble? 

stay?」ときかれて、やっているうちになんとなく（完全にはわからなかった）したら、勝った！

Adeleにはビギナーラックだね、と言われた（笑）部屋は、ティッシュはないけどいい部屋で、ベッ

ドも寝心地がいい！冷蔵庫の中にはバター、ヨーグルト、ベーグル、トースト、リンゴ、オレン

ジ、バナナ、ラズベリージャム、、、色々ありすぎて、何を食べるか、迷う!ドライヤーや家族に送

る手紙のことを聞いた。便箋と切ってをくれた。シャワーを使ったら、お湯が出なかったから２階

のバスルームから大声で「Excuse me」と呼んだらAdeleがきてくれてお湯を出してくれた。ひねり

が足りなかったらしい。しばらくしたらお湯が出てきてやっと体がきれいになった。やっぱりお風

呂はいいなぁ・・・明日は好きな時間に起きていいって！ドライブ～♪そのあとはお食事。お菓子

も作る！今日は寝れるといいな。Sarahは英語がペラペラですごいな…Andy（韓国からの留学生）は

どうなんだろう？ 

 

中１ 女子 

心配していた朝は、きちんと起きれるかという事は実際全く問題なくモーニングコールの10分前に

設定しておいたアラームよりも先に起きれたのでよかったです。行動の時間は同室の子と一緒に厳

守できました。歌も完璧に決定し一安心しました。が書道の紹介をすることになってしまいまし

た。予めある程度日本文化の紹介を書いてきてよかったです。飛行機は荷物検査で引っかかったの

でなんだろうと思えば筆箱の中の鍵が引っかかったらしいです。びっくりはしたものの、日本で引

っかかって良かったです。お土産にクッキーがあったので気休めでもと壊れ物の注意の札を貼って

もらいましたが割れてないか心配です。飛行機の中では映画を見て寝ようと思ったのですが目をつ

むってもなかなか眠れず、結局2時間程度しか寝れませんでした。ビクトリアに着いてからはまた二

組に分かれて今度はホームステイ先へ向かいました。のりこさんと言う日本人の方が一緒なのでそ

の点は心強かったのですが緊張してしまいました。みんなを見送って私の番でした。ホームステイ

先はとても優しそうで猫も子供も可愛かったです。簡単に説明を受けると、疲れたといえば普通に

寝させてくれたので、寝ました。優しく暖かそうな家庭でよかったです。 

 

３月２６日 

高１ 男子 

10:00 起床。自分で思っていたよりも疲れていたのだなあと実感した。朝食はトースト。昼食はホ

ストファミリーが買ってきてくれていたホットドック。日本のよりも大きく、結構胃にくる。午後

からバスの乗り方を教えてもらった。ついでに町中を少し観光。日本とは違いレンガ造りの建物が

多かったり、道路を馬が走っていたりしていた。夜は近所の家に行ってパーティー。ホストファザ

ーがパーティー用のケーキを作っていた。ちょっと甘いと感じたが美味しい。とても賑やかだった。 

 

高１ 女子 

ホストシスターに学校までの行き方を教えてもらってからダウンタウンにショッピングに行きまし

た。朝ご飯はホストファーザーがフレンチトーストを作ってくれました。美味しかったです‼ホスト

シスターのジェニファーはブラジルから六ヶ月間の留学に来ているそうです。彼女は1週間前にカナ

ダに来てグローバルビレッジに通っているそうです。バスの乗り方と学校までの行き方は意外と簡

単だったので良かったです。迷わないで行けると良いです‼ダウンタウンには沢山のお店があって楽

しかったです。昼食にはピザを食べました。お金の払い方や単位がわからなくてお店で何か買うの

は少し難しそうだと思ったけどしっかり買う事ができて良かったです。ジェニファーは色々な話を



してくれました。私も彼女の事を知る事ができました。自分の言いたい事がすぐに英語で出てくる

ようにしたいです。もっと積極的に話せるように頑張ります。夕食はステーキでした。とても美味

しかったです‼ホストファーザーの友達が沢山来てホストファミリーの家で夕食を食べていました。

何人かとコミュニケーションを取る事ができました。カナダの人たちはとてもフレンドリーです‼夕

食の後はホストマザーとホストシスターとホッケーの試合を見に行きました。カナダでホッケーは

とても人気なんだそうです。ビクトリアのロイヤルズと言うチームが勝って皆とても嬉しそうでし

た。ホッケーの試合を見たのは初めてだったのでルールはよくわからなかったけれど楽しかったで

す。 

 

高１ 女子 

朝8時ぐらいに起きるつもりが10時ぐらいに起きてしまった。Lisaにどうやって謝ろうかと思ったけ

どLisaも同じ位だったみたいで遅い朝食を食べた。でもちゃんと自分の目覚ましで起きれるように

しないといけないと思った。ダウンタウンに連れて行ってもらい学校への行き方も教えてもらっ

た。何回も何回もバスが通る道を車で通ってくれてわかりやすく教えてくれた。それからスーパー

マーケットや郵便局に連れて行ってもらって家族への手紙を出した。それから図書館に行ってDVDを

借りて家でDVDを見た。でも、途中で眠くなって気付いたら寝てしまっていた。夕食はケンタッキー

のチキンだった。それからメキシコの16歳の女の子がホームステイに来るので迎えに行った。すご

く英語が上手くて本当にびっくりした。自分と全く違いすぎて自分の英語力の低さがわかった。 

 

中１ 女子 

今日の朝ご飯はパンケーキでした。それからバスに乗って学校に行ったり買い物をしたり、公園に

も行きました。ジョシュアもシャンテルも楽しそうだったな。それからホストマザーのマイルナが

帰ってきました。学校への道は心配だけどとりあえずOKかな。でもやっぱり何言ってるかわからな

いな。もっと繰り返し聞きまくってしっかりわかるようになりたいです。夜ご飯はハンバーガーと

ポテトとサラダでした。明日は教会に行くそうです。楽しみだなー♪ 

 

高１ 女子 

朝食はブルーベリーベーグルにした。それに飲み物はAdeleがgreenteaもあるよ、と教えてくれたの

で、それにした。あとヨーグルト（桃）を食べた。ベーグルは意外とお腹にたまった。昼食はチキ

ン、コーン（大量）、皮のままゆでたポテト。3人で食事だった。ソースがおいしかったけど、多す

ぎて食べきれなかったからどうしたらいいか聞いて、結局捨ててしまった。こっちではこれが普通

なんだろうけど、日本で私はこんなことしたことがなかったからショックだった。午後は動物園で

鳥、やぎ（子ヤギ）、アルパカ、豚、くじゃく、アヒル、ターキーを見た。ターキーを見ている時

にRickが「今夜、この兄弟を食べるんだね！」と言ったのがおかしかった。そのあと、アザラシに

エサ（Rickが買ってくれた魚）をあげた。とてもお腹がすいているようで、手をバシャバシャして

水をとばしてきた。近くで上げることができてすごくうれしかったし、アザラシは目が大きくてク

リクリしていてとても可愛かった。アザラシの顔がドンとプリントされてるTシャツを買いたかった

けど、まだそんなにお金を使いたくなかったからやめた。州議事堂や市役所、マクドナルド、

SUBWAY、7-11を車の中から見た。ほぼすべての店の看板が読めるのが自信になった。スーパーに行

った。店の中はすごく広くて、商品は大きいのに安かった。コストコより安いらしい、かなりお

得！！スーパーの向かい側の店でRickのスマホの修理についていったが、1時間かかった。待ち時間

にAdeleがオレンジジュースを買ってくれたが、甘すぎて飲みきれなかった。家に持ち帰ったが、飲



む気になれず、結局捨ててしまった。さらに海辺で車を止めてくれて、海や凧や犬を見た。帰り道

にロッククライミングが室内でできる施設があって、中を見せてくれた。店に入ってもだれも見向

きもしないのがすごいなと思ったけど、やってみたいと思った。＄１８だって。夜ご飯前に寝てい

たら、ご飯の時間まで寝てしまった（汗）時差ボケ。。。夜ご飯はタコス的なもので、自分で具を

ナンの薄い生地に包んで食べた。一個でもボリュームがある！イースターエッグペイントをした。

だるま、うさぎ、地球を描いた。楽しかったけれど、疲れてしまった。早く寝たい。SarahとAndyは

20歳ということもあって、私より遥かに英語を話すのが上手。ついていけない(-_-;)なかなか質問

もできないから、明日は自分がしゃべれることをしゃべろう。勇気を出して５つ質問しよう。 

 

中３ 女子 

朝食はパン2枚にスクランブルエックとオレンジ。昼食はタコスのような丸い皮にチキンやチーズケ

チャップスモークサーモンを巻いたものとににんじんとクラッカー。夕食は自家製ピザです 

まず、朝起きると子供たちがノックして部屋で話したりしました。その後、折り紙を教えたり、ビ

ーズでのストラップ作りを教えてもらい、朝食の時間になりました。朝食は適量でほっとしまし

た。その後フレンチビーチと言う家の近くの海へ行き昼食をとりました。海辺を歩くと子供たちが

海に近づいて波から逃げて遊んだり、石を投げて遊んだりしました。他にもイースター用に白い石

を集めたり鯨を探したり。残念ながら鯨は見えませんでした。お土産は気にいってもらえるとよい

のですが、開けてないクッキーがとても心配です。夜は子供たちのおばあちゃんが来ました。子供

たちに書道をしてとせがまれましたので、全員の名前を猫も含めて話きました。ものすごく当て字

なので、次も日本人が来た場合、無理矢理すぎだろうと突っ込まれそうです。紅蘭(ベラ)、円理因

(マドリン)、舞蘭丁(ブランティ)、粋幸灯台(スコット)、平完(ベイキャン)などと書きました。 

 

３月２７日 

高１ 男子 

8:00 起床。再度バスの乗り方を確認した後、よくわからないが教会に行った。思っていたのとは違

い、ドラムやキーボードなど楽器があったりスピーカーがあったりと意外と現代的？だった。でも

教会自体行ったことないしそんなものなのかな。皆楽しそうに歌を歌っていたが何の歌かはわから

なかった。一旦家に帰って支度する。その後は昨日と同じようにパーティー。パーティーに行く家

は昨日とは違っていた。しかも 2 軒続けて。どこの家も 1 階は玄関で 2 階はリビングという構造だ

った。カナダではどこの家もこういう構造なのだろうか。帰り際に小雨が降っていた。 

 

高１ 女子 

今日はカナダに来て3日目です。現地の人の早い英語にもだいぶ慣れてきました。ホストファーザー

のお父さんの具合が悪くなってしまってホストマザーもホストファーザーも病院に行っていたので

家にいました。少し英語の勉強していました。夕食の時にホストファーザーとホストマザーと話す

ことができてよかったです。ホストファーザーのトムは来年日本に旅行に来るそうです。彼は東京

に行ってみたい！と話していました。ホストマザーに聞いたところ、明日行くブッチャートガーデ

ンはとてもきれいなんだそうです。たくさん写真を撮れるといいです。楽しみです！ 

 

高１ 女子 

今日はLisaとAbbeyと3人で車でいろんなところに行った。イースターなのでまず教会に行った。今

まで1度も行ったことがなかったので初めてだった。行くとたくさんの人がいて前にはギターやドラ



ムやピアノなど演奏している人がいてみんなで歌っていた。それから話を聞いたりまた歌ったりを

していた。終わるとたくさんのお菓子が置いてある部屋があり、みんなが食べていた。初めてだっ

たので日本と全く違うところところを見れてよかった。それからホットチョコレートを買って湖で

行った。ただ車から降りてみただけだったけど凄く綺麗だった。そしてビクトリアの田舎の方ヘ行

き、農園の近くのスーパーに行った。野菜や肉がとてもたくさんあった。海に行った。砂浜を歩い

ているとたくさん犬を連れた人がいて嬉しかった。天気も良くなってきてすごく景色が綺麗だっ

た。帰ってきてみんな疲れたので寝ようした。それから夕食を食べて3人でスケートに行った。リサ

はスケートがすごくうまいのでびっくりした。私とAbbeyは壁につかまりながらただぐるぐる回って

いるだけだったけど楽しかった。同じ施設にプールもあって覗いただけだけれど夜中にやっている

プールでみんな遊んでいた。日本と違うなと思った。 

 

高１ 女子 

昨夜は４時間くらいしか寝れてない。体内時計がまだこっちに慣れていないから、早朝3:00からし

か寝れていなくて昼眠くなる、つらい。今日は9:30に起きてリビングルームに入ったら、もう皆朝

食を済ませていた。朝食は夕食ほどそろって食べる習慣がないみたい。コーンフレークと苺ヨーグ

ルトを食べた。朝食後、ターキーをAdeleが準備していた。手伝いが必要?と私が聞いたけれど、大

丈夫と言われたのでアラジンを見た。(昨日、中古屋で25セントで買ってくれたビデオテープ)英語

だから、50％くらいしか聞き取れなかったけど、登場人物は知っていたから大まか話は分かった。

Rickと一緒に見た。TVが古いものだったから、目が痛くて疲れてしまったけど、嬉しかった。すご

く沢山のビデオテープやDVDがあって驚いた。昼食は醤油ご飯を食べた。キッコーマンの醤油は世界

で売っているからあったのかな。お腹がいっぱいであんまり食べれない。夜ご飯(special dinner）

は食べられるだろう。午後はAdeleとRickが孫にエッグチョコを届けに行くというので一緒に車に乗

っていったら城に連れて行ってくれた。名前は覚えていないけど、大学の敷地内にある所。クジャ

クがいて、エサをあげた。Rickはいつも(色んな公園で鳥にエサを与えられるように)車にエサを積

んでいるらしい。面白い。すごく風が強かったが、海浜に行った。荒波がたっていた。トーテムポ

ール(ボートみたいな)も見た。トーテムポールはそれぞれのストーリを持っているらしい。帰って

きて、やっと洗濯ができた。洗濯機は週一回しか使わないらしい。買い物も洗濯も一度に大量に！

方式らしい（笑）服はある程度いっぱい持っていくべきだ。干さずに乾燥までやっちゃうのはすご

い。夜ご飯はターキーとベビーレタス、ニンジン、マッシュドポテトにGravyソース、美味しかっ

た！この間作ったクッキーにレモンタルトも食べてお腹いっぱい。子供や大人が13人くらい集まっ

て大勢で夜ご飯だった。花粉症のような症状がとてもヒドくなってしまって困っている。目が開か

ない。でも今夜は寝たいから今は寝ないように努めている。宿題が全くできてなくて困る。メープ

ルシロップは木の中にチューブをさしこんで採るらしい。 

 

中３ 女子 

今日はイースターなので子供達は大はしゃぎ。イースターバニーが隠したとされる印を探して見つ

けていきます。私も一応参加したのですが、遠慮気味でした。少なめだったので子供たちが少しず

つ卵を分けてくれました。優しいです。卵形カプセルの中にはお菓子が…。地味にお母さんが隠し

て場所を誘導した気が…。いや、気のせいです。ご両親から2人には、エッグチョコ、ロケット、ソ

ーイングセットでした。ぬいぐるみもらっていたのですが、私もいただきました。その後はあな雪

のボードゲームを子供たちと3人でやりました。私はこの間に、子供たちにせがまれて浴衣を脱ごう

としたのですが、「おばあちゃんもきっと喜ぶよ」と言われ、彼女の祖母の家に行くので脱げず、



結局1日中来ていました。最長記録です。おばあちゃんの家でもチョコ探し。その後はグリーンミン

トティーをいただきました。子供達は、実母の家に泊まりにいき、私は観光にいきました。バスで

グローバルビレッジを見て中華街、ベーコンヒルパーク、お城などに行きました。中華街は意外と

小さくフワとみて終わりました。水上タクシーでは受付の男性がうさ耳をつけていたのがとても印

象的でした。海からの景色は綺麗でした。着いたところでアザラシを見ました。六匹ほどいました

がとてもかわいかったです。他には海上にある家も見ました。それぞれが小さい目の家なのですが

それぞれの家が個性的で見てて飽きませんでした。マネキンがベランダにあった時はドキッとしま

したがその後再び水上タクシーに乗りダウンタウンに戻りました。海風が心地よくうつらうつらし

ていました。着いたら美術館でホットチョコレートを買ってくれました。甘かったけどおいしかっ

たです。それを飲みつつベーコンヒルパークへ。そこにはクジャクやヤギやアルパカがいました。

ヤギにブラッシングもできてよかったです。驚いたのは駐車場をクジャクが歩いていたことでし

た。私にあまり、なついてなかったルーシが手を出したら頭を押し付けてくるようになってよかっ

たです。 

 

中１ 女子 

今日はイースターサンデーでした。朝ご飯にベーグルを食べてすぐに教会に行きました。教会には

たくさんの食べ物があったり、歌やおしばい？がありました。そのあと家に帰ってきたら、お昼で

ホットドッグを食べました。夜ご飯を食べた後ドライブに行きました。山？を登って景色をみたり

海をみたりしました。海ではみんなで走って寒かったのが一気にあったかくなりました。でもちょ

っとだけ疲れました。家に帰ったらミントの味のケーキと紅茶を飲みました。今日もたくさん楽し

いことがあった１日でした。 

 

３月２８日 

高１ 男子 

7:30 起床。ダウンタウンの早朝は寒かった。皆と合流。ローラと出会いブッチャートガーデン行き

のバスへ。ブッチャートガーデンは広大な敷地で、とても綺麗で素晴らしい所だった。高知で似た

ような所といえば牧野植物園かモネの庭マルモッタンかな。世界各地の花々や大きな噴水は見事だ

った。トーテムポールはカナダだったのか。知らなかった。またローズチョコレートジェラートも

美味しかった。量は多かったが…「日本庭園」があったことには驚いた。というのも、まさかカナダ

で見れるとは思っていなかったからである。ただ何かわからないものは多々あった。ブッチャート

ガーデンで咲く桜が吹雪く様子はとても綺麗だった。 

 

高１ 女子 

今日はアクティビティーでブッチャードガーデンに行きました。ホストファミリーからとてもきれ

いなところだと聞いていたけれど、想像以上にたくさんの花が咲いていてとてもびっくりしまし

た。私たちをガイドしてくれたローラとたくさんの話をすることができてよかったです。そして外

国人と話すときの話題として日本文化のことをしっかり説明できるようにしておかないといけない

なと思いました。ブッチャードガーデンには日本庭園もあってやっぱり日本の文化に興味を持って

いる外国人の方は多いのだなと感じました。イースターのイベントも楽しかったです。お店にはた

くさんのお土産があって凄く迷いました。お土産を買いすぎて帰りに荷物が入らなくならないよう

にしたいと思います。行きはしっかり学校に行くことができたけど、帰りは降りるところ間違えて

しまったのでもう一回ホストマザーに確認して明日は間違えないようにしたいです。迷っても道を



聞けば大丈夫かなと思います。日本だったらすぐに携帯で調べることができるけれど、ここでは使

えないので私たちは普段、携帯に頼りすぎているのだと言うことを改めて実感しました。家に帰っ

てからは、中国から来ているホームステイの生徒の女の子に会いました。彼女は私に中国からのお

土産を買ってきてくれてとてもうれしかったです！彼女の名前の発音が難しくてホストファーザー

が私に教えてくれました。英語の発音はもっと練習が必要です。今までよりホストファミリーと会

話することができたのでよかったです。 

高１ 女子 

今日の朝は起きれなくて本当に焦った。バスに乗るのも初めてだったので心配だったけど何とかた

どり着けたのでよかった。またバスに乗ってブッチャードガーデンに行った。イースターの休日な

のでウサギの置物を見つけるプログラムがやっていて、それをしながら見て回った。ガーデンはも

のすごく綺麗でたくさんの花があって景色もとても良かった。一緒に来たローラもとても優しい人

でたくさんしゃべれてよかった。でも話したいのに英語が出てこなかったりするのがすごく悔しか

った。あと日本について聞かれた時にそのことについてまず知らなかったり、知っている事の中で

工夫して伝えることができなかった。積極的に聴くことを頑張っていたけど、考えるといつも聞い

て終わりだったと気づいた。だから今度からは自分のことを話したり、そこからつなげていけるよ

うにしたいと思った。ガーデンでは久しぶりに会えたみんなともたくさん写真を撮ったりアイスを

食べたり少しお土産を買ったりしてとても楽しかった。今日の夕食はタコスだった。あまり食べた

ことないものだったので嬉しかった。今日は話が凄く盛り上がってたくさん笑ったりできてとても

楽しい夕食だった。明日から朝が早いので起きるの頑張りたい。 

 

高１ 女子 

朝、目覚ましをかけていたので、起きれてよかった。明日は6時に起きて7:10のバスに乗らないとい

けない。朝はよく腹痛になるから、明日はならないといいな。今日はブッチャートガーデンに行っ

た。バスで長い時間かかったから、寝ることができた。もう少し忘れ物の確認をしっかりすべきだ

と思った。今朝は学校に連れて行ってくれている間にトイレに行きたくなって、マックで行かせて

くれたが鍵がかかっていて入れなくてビックリした。ブチャートガーデンは思っていたより楽しく

てメリーゴーランド,トーテムポール、アイスショップがあって、アイスショップの横の紙にサイン

をしてみた(名前、JAPAN、コメント)バニー探しも楽しかった。子供に聞いたらバニーの場所を教え

てくれたのがすごく嬉しかった。昨日は子供に逃げられたから(汗)GUIDEのローラと沢山しゃべれた

のが満足だった。ローラの発音はとても聞きやすく、私の分かりにくい発音も問題なく聞き取って

くれて嬉しかった。また会えるのが楽しみだなぁ。ローラは身長が175cmだって！見える景色が広く

てうらやましい！ランチは丸ごとリンゴ、生ニンジン、ツナサンドウィッチ、トマト、マフィン、

クッキーを持たせてくれた。とても多くて、マフィンとクッキーは皆にあげた。ツナサンドは日本

のよりも美味しくて感動した。やっぱり海に近いからかなぁ･･･？バスpassがあってとても便利☆も

うすぐ使えなくなっちゃうけどね(汗)今日は祖父母にカードとカレンダーのお土産を買った。皆と

会えて、Yoshiがティッシュをくれて、帰りのバスもわかって嬉しかった。夜ご飯は昨日のディナー

と同じだった。キャラメルアイスクリームも食べた(すごく大きいカップにはいっていた）いつもデ

ザートがあるのがすごいと思う。今日は最初、自分でブッチャートガーデンの事を話そうと試み

た。Beautifulとかniceとかしか言えなかったけど、ローラの事、日本庭園があった事を話す事がで

きて満足。あと、どら焼きを皆にプレゼントできてよかった。皆、抹茶じゃなくて苺を選んでい

た。気に入ってくれるといいけど、ちょっと難しいかな･･･？そういえば昨日、韓国出身のAndyから

羊羹をもらった。ご飯の量が多くて食べれないから、帰ったら家族と一緒に食べようかな。今日は



体調が良好だった。明日もこのままだといいな。Rickは政府で働いているとは思えないくらい気さ

くで、たまに面白くて可愛い(*’▽’) 

 

中３ 女子 

今日はブッチャートガーデンへ行きました。その前に学校前集合で学校へ。今日はホストマザーが

一緒にいてくれたので大丈夫でしたが、明日から1人なのでそれが心配です。帰りのバス停を聞こう

としたら迎えに来てくれるとの事でお礼を言ってお別れしました。全員揃い、皆の二日間の話を聞

きましたがとても楽しそうでした。でも他にエッグハントした家はなかったそうです。とても羨ま

しがられました。家からガーデンの方が学校より近かった人と合流。中に入りました。入ってすぐ

お昼ご飯。ホストマザーがくれたお弁当です。個人的には量が多くけっこう残してしまいました。

カルチャーショックを受けたのはりんごを丸かじりして食べると言うところです。日本では考えら

れない。イースターのイベントをやっていてウサギを見つけて印を地図に書き込むとエッグチョコ

がもらえると言うもの。さっそくみんなで参加しました。12カ所たらしいのですが結局全て見つけ

ることができませんでした。中で特に気になっていたのがバラ園と日本庭園ですがバラ園の花は全

然咲いておらず残念でした。日本庭園のほうはまあ確かにそれっぽいなと言うものでした。なぜか

鳥居があったことに驚きました。その後はジェラードを買いたい人は買いました。５ドルと高かっ

たので、私は食べませんでした。お土産屋さんを見てから、イースターエッグをもらいに行きまし

た。時間的にもらえなかった人が1人いたので家にイースターエッグはたくさんあったし、そこでも

らったイースターエッグはその人にあげました。帰りは、とても荒い運転のバスに揺られて学校へ

戻りました。迎えに来てくれていたのでそのまま帰宅しました。家では猫と遊んで晩ご飯を食べて

明日早いので寝ました。 

 

中１ 女子 

今日はイースターでした。学校に早く集まってみんなでブッチャートガーデンに行きました。とて

もきれいでした。バスにも初めて一人で乗れました。今日は初めての体験がたくさんありました。 

 

３月２９日 

高１ 男子 

6:15 起床。ドアの鍵が上手くかからなく、少し焦った。左に回さないと閉まらない鍵を、ずっと右

に回していたのが原因だった。そりゃ閉まらないわけだ。何とかバスに乗れて、安心した。今日は

GV のクラスを決めるためのテスト。Writingも speakingも、どちらも日本とは全くタイプが違うテ

ストだった。ダウンタウンウォーキングツアーは想像以上に楽しかった。初日にダウンタウンは少

しだけ見て回ったが、それよりも多くのところを見れて楽しい。博物館などは説明が少し聞き取り

にくいところもあったが、見ているだけでも楽しかった。大人になったらまた来ようかな。 

 

高１ 女子 

今日は初めてグローバルビレッジに行きました。英語だけで話すのは難しいけれど英語上達への第

一歩なのでがんばります！明日からそれぞれのクラスに分かれて授業があるので内気にならないで

どんどん自分から積極的に話したり、発言したりこの機会にたくさんの人とコミュニケーションを

とることができるといいです。授業は緊張するけれど少し楽しみです。たった4日間だけど、いろん

なことを学べるといいです。今日行った議事堂と博物館はとても綺麗だったし、ビクトリアのいろ

いろな歴史を知ることができたと思います。説明が全部英語だとそれを読むだけで勉強になりま



す。そして、夜ご飯の後にホストマザーと一緒に買い物に行きました。そのスーパーはとても大き

くてびっくりしました。ホストマザーと話すことができたのでとても良かったです。リタイアメン

トハウスの準備、頑張ります！ 

 

高１ 女子 

絶対に起きよう！と思って昨日の夜寝たのに今日もまた目覚ましを全く聞かずに起きたら出る30分

前だった。6時半に起きてお互い起こそうと言っていたのに2人とも、そしてLisaも7時に起きて朝か

らみんな大忙しだった。無事にバスに乗って学校に着いてテストを受けた。アンケートみたいな自

分の事について書いたり話したりするテストだった。クラスは誰とも一緒でなく、しかも今日から

始めた他の生徒と一緒でなかったので1人だけ明日からクラスに途中参加することになってしまった

ので、すごく不安。GVは日本人がとてもたくさんでびっくりしたけど少し安心した。午後からは州

議事堂と博物館に行った。州議事堂はとっても綺麗で外側も内側も本当にきれいな建物だった。博

物館もとても大きく、すぐに時間が経ってしまった。BC州についての歴史がたくさんありとても面

白かった。ツアーリーダーのローラがたくさん教えてくれたので凄く良かった。明日からは授業が

あるので頑張りたい。夕食はすごく話に盛り上がっていてたくさん笑って楽しかった。アビーはと

っても明るいのでいろんな話ができてとても楽しい。 

 

中１ 女子 

今日は初めての学校でした。学校ではレベルチェックのライティングテストとスピーキングテスト

がありました。私は亜美夏と一緒の221の部屋でした。明日から授業です。とても緊張しています。

みんなにおいていかれないように頑張ります。 

 

高１ 女子 

早起きができてよかった！朝は眠いので、お腹がすいていなくて、バナナとグリーンティーだけを

食べた。(バナナは日本の2倍の大きさ）10:00にお腹がすいてしまった。初めてバスにのったが

Busstopで待っている人とちょっとしゃべれて嬉しかった！Ryanはとても面白くて大好き！日本人は

推測が上手だけど、カナダではどんどん自分の考えや意見を言う事が大事だとのりこさんに教わっ

た。GVはどんな質問でも受け入れてくれてすごく親切な人が多い。テストは意外と簡単で、特に

Speakingは楽しめた。好きな教科を聞かれて、もちろん英語です。と答えたら少し笑ってくれた。

高いレベルのクラスに入れて幸せだ。もっと高いレベルを目指して頑張ろう！今日のランチはター

キーサンドウィッチだった。それと生のニンジン～♪(あはは)美味しかった！州議事堂はライトア

ップを見てみたいと思った。中のシンンボルマークは、カナダが植民地で沢山の文化を持っている

事、beautiful BCを表している文字、白い花は有名な花、という事が分かった。ガイドさんの発音

は聞き取りやすく、３つくらい質問できたのが嬉しかった。RickもGovernment officerだから、も

しかしたら会えるかも!?と思って後でAdeleに聞いたら、Victoriaには沢山の政府の建物があって、

Rickはホテルの後ろの建物(今日行ったのとは違うやつ）で働いているんだって！博物館はちょっと

怖かった…！でも、niceおひげのおじさん、ガイドのおじさんと写真を撮る事ができて幸せ♡あと、

Dianaとも♥明日はもっと撮りたいな！GVでSarahに会って話しかけたら、その友達とも話すことがで

きてよかった！(スヌーピーのパーカーがかわいいと言ってくれた）彼女は同じ場所だけど時間が違

うから一緒に授業を受ける事はできないけど。昼はすごく暑かった！リュックが重くて疲れちゃっ

たし、目がずっと乾燥していたけど、Dinnerの頃には治っていて、ラザニアを美味しくいただい

た。生サラダがあったから大量にとった。ラザニアは今までのごはんの中で一番好きだと感じた。



デザートは珍しくなかった。夕食後、100均に出かけた。車の中でAndyと沢山しゃべれて嬉しかっ

た。ポケットティッシュ(3個）とカナダドルチョコをgetした。やっぱりお土産はスーパーで買うべ

きだな。今日はしほと7-11に行った。日本ではスーパーよりセブンのほうが値段がすごく高いけ

ど、ここではそこまで変わらないように感じる。エアロにメロン味(!?)みたいなのがあって面白

い!!家に帰ってからAdeleにGVの書類のサインをもらった。ちょっと読んでくれたし、Adeleはすご

く慣れているから、「毎回同じ書類ね。」と言ってたのが印象的！そのあとウォークマンを充電し

ようと思って間違えてダイレクトにプラグをコンセントにさしてしまって、「しまった！」と思っ

て両親に言ったら「大丈夫、そんな心配しないで」と言われて、ホッとした。よかった。今日は朝

早かったけど明日は7;00に起きて、8:00に家をでればＯｋ！お腹がすいていればベーグル、すいて

なければまあバナナを食べよう。今日、Adeleがタマゴサンドを作ってくれた。うれしーーーー！も

うお腹がすいてきそうだ！明日の夜ご飯は3人。しゃべれるか心配だなぁ。受け答えはできるけど、

ジョークとかノリがわかんない。雰囲気がわかるようになりたい。日本の宿題もまあまあ捗った！

この家で本当によかった。 

 

中３ 女子 

今日はテストの日。バスがすごく遅れ、着くのが遅れました。日本のバスだったら時間に正確だし

電光掲示板があるのにと思いました。テストはライティングとスピーキング。ライティングは自分

のことで質問されたことを答えるというものでした。スピーキングは聞かれたことを話して応える

だけの簡素なものでした。ダウンタウンで歩いて回るのが今日のアクティビティー、ホストマザー

と行ったところが多かったですが十分に楽しめました。ユンブレスホテルの中を見れたのはよかっ

たです。でもできればお茶をしたかったと思います。ミュージアムでは三階を見て回りました。チ

ョコレートを買ってくれた喫茶エリアがあって飲みたいなと思いました。先住民の品と町並みが展

示されていました。帰りのバスで間違えて2つぐらい前のバス停で降りてしまいました。しかし少し

歩くと呼ぶ声がして振り返ると子供たちがいました。どうやら子供たちの実家の家の近くだったら

しくて送ってくださいました。ものすごくラッキーでした。 

 

３月３０日 

高１ 男子 

7:00 起床。GV の授業は日本のそれよりも楽しく、明らかに日本よりも長いはずの授業時間が短く思

えてしまった。だが午後のクラフト体験は疲れた。ドリームキャッチャーを作ったが、多大な集中

力と器用さを必要とされた。カナダへ来てから一番疲れたのではないだろうか。もう二度と作る事

はないだろう。それから後は明日のリタイヤメントハウスについての確認をし、ショッピングに行

った。土産を少々購入、あとチョコレート等。ビクトリアの店はお洒落で、見ているだけでも気分

がいい。でもちょっと高いような気もする。 

 

高１ 女子 

今日は初めての授業でした。少し緊張していたけれどグローバルビレッジに通っている人たちは皆

とてもフレンドリーで沢山の人と話す事ができました。私のクラスには私とゆうなを含めて４人の

日本人がいて、あとの4人は皆メキシコ出身でした。授業は全部英語だと難しい事もあるけれど、ど

んどんわからない事は質問して英語が上達するといいです。明日と明後日も頑張ります！明日のリ

タイアメントハウス訪問は楽しみにしている老人ホームの方々の期待に応えられるように精一杯や



ります。ショッピングは少しの時間しか見れなかったけれど、家族へのお土産を買う事ができたの

でよかったです。金曜日のランチが楽しみです！ 

 

高１ 女子 

今日は初めての授業日だった。私のクラスに今日から参加するのはクラスの中で1人だったし日本人

もいなかったので少し不安だった。けど周りの人は皆優しくてよかった。授業は文法が中心で、で

も動き回ってみんなと話したり、パソコンで使って動画を使ってそれについて説明するのもした。

午後からはドリームキャッチャーを作った。作る作業は簡単だったから楽しかった。それから近く

のダウンタウンの店を見に行った。時間がなくてどこもちょっとしか見れなくて残念だったけど少

しだけお土産を買ったのでよかった。水を買うためにセブンイレブンに行ったらとても沢山日本の

食品やお菓子があってびっくりした。帰って夕食を食べてリサとアビーと3人で沢山話したり2人は

歌ったり踊ったりとても面白くて楽しかった。DVDを返すのとキャベツを買いに皆で少し出かけた時

も2人とも音楽にノリノリで自分も洋楽が好きでほとんど知っていたので楽しいドライブだった。ホ

ットチョコレートを買って皆で飲んだ。最近の夕食はいつもすごく面白くて沢山笑っているからす

ごく楽しい。あと少ししかいられないと思うとすごく悲しい。 

 

中１ 女子 

今日は初めての授業でした。サイモン先生はとても面白い先生で、とても安心しました。こわい先

生だったらどうしようかと思っていたのがうそのようです。でも授業はとてもむずかしく全然中一

のことを授業でやっていないのであまりついていけません。あまりレベルにあっていないけれど、

これ以上、下のレベルがなさそうなので頑張ってなんとかしないといけないなと思っています。今

日はショッピングにも行きました。クッキーやストラップ、チョコレート、水、サラミ、メントス

を買いました。また両替しないとお金が底をつきそうです。でももう何も買う時間がないので良か

ったです。明日はリタイアメントハウスに行くので，書道頑張りたいです。 

 

高１ 女子 

初クラス!!レベルはちょうどよかった!!nice “should” “had better”や連語を習った。英語を

英語で習うって今までにないから、不思議な感覚！英英辞典みたいなかんじだなぁ(笑)高校よりは

難しいけど、明日もついていけると思う。あと2日、大切に過ごそうと思う。Andrea（メキシコ）と

ペアで学習したので、少し仲良くなれた。写真も2人で撮れたよ！ケイスケ（JPN）、Santiago（メ

キシコ）の会話に加わってみた。彼と写真を撮りたいな！お昼ご飯のタマゴサンドウィッチは胃に

きてしまったのでローラに言ったら、家族への伝え方を教えてくれた。”It is strong for me”い

い言葉だ。家に帰っていってみた！ドリームキャッチャーはまあまあのでき。家族に見せたら賞賛

してくれるだろう。みんなを少し待たせてしまって申し訳ないが、チョコを買った店の店員さん（2

人）と写真を撮ることが出来て、すごく満足(*’▽’)帰ってからいろんなことを思い出せるからと

てもいい！金曜日はビバーテール（ドーナツショップ）に行く、うれしー！フレーバーは把握した

からあとは大きさを知りたいな…！（チョコバナナ、メープル、アップル、バニラetc ローラのお

すすめはシナモンシュガーレモン）帰りのバスで横に日本人らしき人がいて話しかけたかったけど

25分くらい迷って結局はなしかけずに終わってしまった。話しかければよかったなぁー･･･。道がす

ごく混んでいて最後らへんはほとんど進まなかった。今日の夜ご飯はチキンwith honeyガーリクソ

ース どんなソースか心配したけど大量のboiledにんじんとチャーハン(?)と一緒に食べたらおいし

かった！Rickよりもはやく食べ終わった(笑)デザートはバナナマフィン♡microwaveの使い方を教え



てもらった！やわらかくておいしかった！今日はRickとたくさん話した。ドリームキャッチャーの

こと、ビーバーテールのこと、剣道のこと（うまく説明できた！）学校のこと、日本人のこと、他

国の人々のこと、Rickの仕事のこと。。。Rickは忙しいのが好きらしい。やることがなくてただ

officeに座っているのはつまらないんだって！(笑)私と似てる！クラスの先生の名前を聞くのを忘

れた(汗)でも、わかりやすい先生でよかった。メンバーは把握できたし、明日が楽しみ！さっき、

イースターチョコ（バニー）を食べたらすごくおいしかった。チョコも買おうと思った。ダウンタ

ウンショッピングは高いのばかりであまり買う気にならなかった。スーパーかlastdayに買おう。あ

と、大量のおかしを安く買うのにどこがいいか両親に聞こう。洗濯を2回もして、いやがるかな？と

申し訳なさそうに聞いたら、”Sure.”と言ってくれて安心! 

日本人はなんで早く家に帰って家族との時間を大切にできないんだろう？ずっとそう思う。帰った

ら、みんなに伝えよう。日本人に教えたいことが沢山ある。家族と喋る時間が少ないから、自分の

意見もあまり言えない人種になるんじゃないかな・・・？ 

 

中３ 女子 

今日は初めての授業の日。どんな人たちがいるのかと思っていると案外少なく、サウジアラビアの

人、ブラジル、韓国などの大人でした。授業は家族の名前と過去形についてでした。甥、姪の名称

は知らなかったので覚えておきたいです。クラフトではドリームキャッチャーを作りました。悪い

夢をキャッチしてくれるそうですが…。私はあまり夢を見ないので残念ながらその効力はあまりわ

からなそうです。その後はダウンタウンで買い物。女子のショッピングの長さを思い知りました。

私は買うとなったら即決なので男の子と一緒に待っていました。チョコの試食おいしかったです。

夜にホストファミリーと家の近くを歩きました。軍の施設を見て歴史についても学びました。 

 

３月３１日 

高１ 男子 

6:00 起床。相も変わらず、朝は寒い。GV の授業はやっぱり日本のより楽しい。そして授業が終わる

とリタイヤメントハウスへ。リタイヤメントハウスに着いた時は、一瞬ホテルに来たのかと思った。

思っていたのと違う。老人が住むには大き過ぎやしないだろうか。中に入って準備をしていると、

けん玉を見つけた。小中学校からずっと触りもしなかったが、今やってみると案外できるものだな

あ。そしてそれを披露した。とりあえず喜んでもらえたので良かった。その他、書道や折り紙、コ

マも結構楽しんでもらっている様に思えた。そしてわかったことが一つ、けん玉は体力を使う。 

 

高１ 女子 

今日は一日とてもあっという間でした。授業はみんなが発言してどんどん意見が出て行く雰囲気が

良いなと思いました。授業中は主に部屋で意見を出しあったりするので、違う国の人とたくさん話

すことができてとても貴重な時間だなと感じました。あと一日だけだけど出来る限りたくさん英語

で話せるといいです。そして放課後はリタイヤメントハウスに行きました。その老人ホームはとっ

てもきれいでした。お年寄りと英語で話すのは難しかったし、少し緊張したけれど楽しんでくださ

ったのでよかったです！日本文化を伝えるということが達成できたと思うし、貴重な経験になりま

した。そして7人でしっかり協力して行動することができてよかったと思います。明日は学校もホー

ムステイも最後の日なので、友達やクラスメートとホストファミリーとたくさん話して良い最終日

にしたいです。ビーバーテール食べるの楽しみです！ 

 



高１ 女子 

午前は昨日と同じように授業をして、午後からはリタイアメントハウスに行った。歌やダンスは音

楽に乗ってくれる人もいたのでよかった。私は折り紙の紹介をした。ハートが1番簡単でわかりやす

いのでそれぞれのテーブルに行って説明して。折り紙を英語で説明したりテーブルにいる全ての人

に1人で教えなければいけないのはとても大変だったけど、折り紙がわかったり完成するととてもう

れしそうにしていたりすごく笑顔になってくれてとてもうれしかった。「楽しかったよ」などと言

ってくれる人がいてとても良かったなと思った。家に帰って日本料理を紹介するためにお好み焼き

とうどんを作った。お好み焼きはお好み焼きソースに少しびっくりされて鰹節はかけたがらなかっ

た。2つとも反応少し微妙だったけれど紹介できたのでよかった。自分は久しぶりに日本の食べ物を

食べたので嬉しかった。近くのショッピングモールに30分だけショッピングに行っただけだけどた

くさんお店があって服なども見ることができてよかった。 

 

中１ 女子 

今日はリタイアメントハウスにいきました。ダンスも歌も失敗せずにやることができました。どの

人も終わったら拍手をしてくれてうれしかったけれど恥ずかしかったです。書道ではどのひとも名

前を書いてあげるととても喜んでくれました。うれしかったです。明日は学校最終日です。最後の

日をenjoyします！ 

 

高１ 女子 

明日はエイプリルフール!今日は苦手な早起きを頑張った！バスの中では殆ど寝てたけど…。先生は

すごく優しくて紳士^^。パソコンを使った授業では、自分がどれだけ文法を理解しているか確認の

テストみたいなのをやった。日本でもGlobal Villageのサイトが見れるかどうか試してみたいと思

った。明日で終わりだから授業頑張る。Braketimeの後、授業に遅れてきたカップルが先生に入室を

拒否されていた。最後まで来なかった。自分だったら最後まで授業に参加できないなんて耐えられ

ない。昼ご飯は美味しかった(昨日の夜ご飯）microwaveを使う人が多くて、時間がかかってしまっ

たけど、kiwiも食べる事ができて満足。忘れ物係としても、役割を果たせていると思う。あとは空

港とか移動中に忘れやすいから気を付ける。リタイヤメントハウスでは歌もダンスも心を込めて笑

顔でできた。テーブルを回っていくのは大変だったけど、何人かのお年寄りは喜んでくれて話もで

きた。”ありがとう”と書道で書くと、喜んでくれた。違うテーブルでは、あみかのヘルプとして

talkをした。最後にはハグしてくれて、また来てねと言ってくれた。(もちろん英語で)大変だった

けど楽しんでくれたみたい！書道は書くのにあんまり時間をかけず、ダイナミックに楽しめるよう

にするのが大事。あみかが丁寧に書いていたら、あるお年寄りに私のはどれ？と5回も聞かれた。そ

んなに長く待てないから書いている間も「見せる書道」みたいな感じで暇させないともっと皆楽し

めるんだと思った。夜ご飯はサラダとターキーパイだった！チョーー美味しかった♡写真を撮りたか

ったな！夕食後、driveでアイスクリームショップにいった。48flavorでシングルは$3.55結構でか

くてやっと食べきった!って感じ でも、ラズベリーチーズケーキtasteはniceだった。(Adeleと同

じflavor）Sarahはバニラ(シンプル！）Andyはロッキーロードtiger talesっていうのがあってオレ

ンジ＋ブラックキャンディーの味らしいけど、面白い!!ゲーセンみたいに小さいゲームが沢山あっ

て、いつか全部やってみたいな…！あひるのとか面白そう！帰宅後、書道をやって名前とpreschool

の名前を漢字で書いたらまあまあ喜んでくれた。”Andy” はやっぱりリアルネームじゃないみた

い。今日も宿題がある。アイスが胃にきて少し気持ち悪い。シャワーを浴びれば少し良くなるだろ



う。明日、時間があれば$１shopに行こうかな！ボーリングがとても楽しみだ。きっと色々な国の人

と会えるだろう。Sarahにもきっと会える★明日は白玉団子を作る。気に入ってくれるといいな。 

 

中３ 女子 

今日は老人ホームを訪れる日。授業前に集まってミーティングをしました。忘れ物は無し！授業で

は過去形の続きと場所についてでした。授業中に教室の外に2回もでかけるなんて凄い。いよいよ老

人ホームへ。着くとまず驚かされたのはその豪華さ。ホテル並み、いや普通のホテル以上です。浴

衣に着替えた時は、ひとり帯を忘れたので頑張ってごまかしました。皆華やかでした。踊りとダン

スを見せると、歌の時に何人かのお年寄りが軽くテーブルを叩いてくれて良かったです。その後皆

でテーブルを回って、私は書道やりました。皆喜んで下さって良かった。夕食はハンバーガーでし

た。焼いてくれたパンの間に自分でチキン,トマト,キャベツ,マッシュルーム,ケチャップ,バスター

ドなどを自分で挟んで食べました。美味しかったです。 

 

４月１日 

高１ 男子 

6:15 起床。授業でダウンタウン市内を歩き回った。日本では得られない経験だった。午前中にダウ

ンタウン市内を歩き回ったことはなく、面白く見てた。昼食はチョコバナナドーナツを買って食べ

た。美味しいし、もう一個食べられそう。午後はボーリング。皆楽しそうだった。こっちのチーム

は 4人。内 3人が日本人、1人が韓国人という組み合わせだった。その中の一人の大学生のユズキと

話ができた。なんでも大学 2 年生で 1 年休学してこっちに来ているらしい。なるほど、大学生にな

って留学という手もあるのだなあ。今日は GV の卒業式もあった。授業を抜け出して卒業式を行うの

は、少しもったいない気もする。また遠い遠いカナダという異国の地でキリスト教に勧誘された。

貴重な体験で少し感激した。因みにそれでバス 1 つ乗り過ごした。帰ってきて身支度をし、ホスト

ファミリーへの挨拶と明日の必要なものを頼むことも済ませた。もう忘れていることはないだろう、

多分。明日は特に早いので今日はもう寝よう。 

 

高１ 女子 

今日はグローバルビレッジでの最後の授業でした。授業はたった３回しかなかったけどすごく楽し

かったし、勉強になったので良かったです！放課後はボーリングに行きました。ボーリングをする

のは初めてだったけれど何回かストライクでうれしかったです。家に帰ったらホストマザーがハイ

ロックパークと言う、上に登っていくと街全体が見渡せる公園に連れてきてくれて、ちょうど夕日

が沈んでいく時でとってもきれいでした。最後に思い出に残る景色を見れてほんとによかったで

す！そしてホストマザーとホストファーザーに書道で名前を書いてあげたものと折り紙を渡したら

とっても喜んでくれたので感謝の気持ちを伝えられたのではないかと思います。ホストファーザー

もホストマザーもまた来てねと言ってくれたのでまたチャンスがあったら絶対に行きたいです。 

 

高１ 女子 

今日はGV最後の日だった。授業は文法をやったりクラス内で動いて質問しあったり別のクラスの人

と質問し合うのもあって楽しかった。先生のKiraと最後に話したり写真を撮る事ができたのでよか

った。Kiraは優しくて可愛くて大好き！お昼はビーバーテールのドーナツを食べた。私はチーズケ

ーキ味のものを食べたらとっても美味しかった。それからGVの生徒でボーリングに行った。クラス

メートだったスイスの2人と一緒だったので楽しかった。1ゲーム目は運が良かったのかとっても高



い得点になって自分でもびっくりした。でも2ゲーム目は全然駄目だった。ボーリングで他のクラス

だった生徒の人とも沢山話せたし、久しぶりにボーリングをして楽しめてよかった。そして家に帰

ってすぐにアイスホッケーの試合を見に行った。アイスホッケーはずっと前から見たいと思ってい

たのでとっても楽しみにしてた。初めて見たのでルールをよくわからなかったけれど見てて激しく

て凄く面白かったしお客さんもすごく沢山来ていていい思い出だった。アヴィのメキシコの友達も

来ててとても賑やかで楽しかった。まだビクトリアを離れたくない…。 

 

高１ 女子 

エイプリルフールだけど何も起こらなかった！(Rickが冗談で前にコーヒーに塩を入れようとか火事

だ!と叫ぼうかとか言っていたから、何か起こるかと思っていた)クラスもボーリングもまあまあだ

った。スイス人が沢山いて、俳優みたいなかっこいい人もいて写真を撮るように頼んだ。スイスの

男性は皆優しくて、friendlyで嬉しかった。女性もみんな可愛くて、思いやりがある。日本人に性

格はちょっと似ている気がする。ビクトリアにはカナダ人のほうが少ないんじゃないかというくら

い沢山の外国人がいる。日本はもっと家族との時間を増やすべきだと強く思う。本当にそれが大切

だと思う。日本人は頑張りすぎだ。夕食はポテト(グラタン風)、バーベキューステーキ・カリフラ

ワーだった。美味しかった！白玉団子を作ったら反応がよくなくてAdeleはsoyアレルギーだった

し、Sarah甘すぎるから1個、Rickは2個しか食べれなかったショック!!でも予測していた通り(汗)何

を作れば喜んでくれたんだろう？夕食後、ドライブに連れて行ってくれて山からビクトリアを眺め

た。すごく綺麗だった。写真も撮る事ができて満足。野生のシカが2匹いて、車を道路で止めてくれ

たので写真を撮った。車がいなかったからだと思うけど、日本では絶対そんな事できないから、す

ごいと思った。すごくいっぱいRickが話してくれた。もう話すことはない！！あとは荷造り。 

 

中１ 女子 

今日はボーリングに行きました。ボールが重くて上手に投げられずなかなか点がのびませんでし

た。でも、日本で練習して上手になりたいです。とても楽しかったです。夜ご飯にお米がでまし

た。久しぶりでおいしかったです。ホストファミリーとお別れするのがとてもさみしいです。また

会いに来たいです。 

 

中３ 女子 

今日はビクトリア最終日。学校では場所についてをやり、なんと外に出ての授業でした。日本では

ただの授業で外に出るなんてありえないと思いました。色々とダウンタウンのストリートや服屋か

ら、名前を呼ばれたら、その場所を英語で答えなくていけないと言うものでした。最終的にはショ

ッピングモールまで行ってやりました。クラスの終了時間の10分前には卒業式があり、賞状をもら

いました。午後はボーリング。初めての経験で、ドキドキしていたのですが、優しく教えてもらえ

てよかったです。ただボールが跳ねました。隣のレーンへいき、ガーターになり、爆笑されまし

た。帰ってからはプーチンと言うカナダ料理らしいものを買ってきてくれました。美味しかったの

ですが、味が濃かったです。多くて半分くらいしか食べられませんでした。リビングで猫と遊ぶの

をホストファミリーが寝る直前までずっとしていて過ごしていました。 

 

４月２日 

高１ 男子 

5:00 起床。今日はビクトリアを出てバンクーバーに行く日だ。早朝のビクトリアの街を背にフェリ



ーに乗り込む。潮風が気持ちいい。フェリーに乗っている時間は最初のときより短いように感じた

けど、何か違うのかな。バンクーバー着。バンクーバーの街はビクトリアと違ってビルが立ち並ん

でいる。そしてビルの屋上に木が植えられていた。自然を大切にする町なんだろうな、きっと。ま

ず水族館に行った。広い水族館で、シロイルカやイソギンチャクなどがいた。また水族館の中にあ

る映画が印象的だった。凄いし痛い、特に背中が。ボタンの形をしていて邪魔だなとは思っていた

が、まさか押されるとは思っていなかった。地味に痛い。クラゲの展示は綺麗だった。噂には聞い

ていたが、いざ実物を見て見ると感心した。水族館のあとはホテルに戻って支度した後、バンクー

バーのダウンタウン市内をウォーキング。土産物をいっぱい買えてよかった。夕食はダウンタウン

市内でピザ。かなり大きい。そしてかなり美味しい。その後にはチョコワッフルを食べた。ちょっ

と高いけれども美味しい。ちょうど今日はバンクーバーでサッカーの試合をやっていたらしい。多

くの人がスタジアムへと歩いて行った。皆楽しそうに思えた。だがサッカーの試合が終わって皆が

帰り始めると、警察が交通規制を行っていた。あんまり見ることがない光景なので珍しく思ってみ

ていた。ホテルに戻る。ホテルのシャワーはやはり水か。カナダに来てから毎日水なのでもう慣れ

た。少し淡い期待を抱いていたが、もろくも崩れ去ってしまった。知ってはいたが、少し残念な気

持ちになった。 

高１ 女子 

今日は朝早くにホストマザーとお別れしました。本当に良いホストファミリーに出会えてよかった

です。日本からまたメールを送ってやり取りしたいです。もう明日は日本に帰っちゃうけどこの7人

でカナダに来ることができて本当に本当に良かったしとても貴重な体験でした。もっと英語をしっ

かり勉強してまた外国に行きたいと心の底から思いました。 

 

高１ 女子 

お別れは少し悲しかった。でも、Adeleがハグしてくれてうれしかった。今日もホームステイして英

語をしゃべりたい。日本に帰りたいけど日本でもずっと英語を喋りたい。外国人と暮らしたい。明

日はできるだけ迷惑をかけないようにがんばる。 

 

中３ 女子 

朝はお別れ。猫にも別れをつげてホストファミリーと一緒に車で来ました。昨日渡したプレゼント

がテーブルの上にまだあってなんだかしんみりした気持ちになりました。学校について写真を撮っ

てハグをして別れしました。メールを送ってくれと言われて嬉しかったです。 

 

４月３日、４日 

高１ 男子 

飛行機にてバンクーバーを出る。飛行機内は思ったよりも日本人が多く、学校のツアーか何かで来

ているのかなと思った。空港到着。皆と別れて新宿駅へ。そしてバスに乗る。半日かけて帰路に就

く。体痛いので休もう。 

 

高１ 女子 

カナダを離れる日…。空港に行って早めに入ったので空港内のスタバに行った。日本のとは少し違

った。10日間はとても早くてまだ帰りたくなかった。でもお風呂に入りたいし、ご飯が食べたかっ

た。行きの飛行機は酔ってしまって辛すぎたけど、帰りはちゃんと機内食も食べれて映画も観て過



ごすことができた。無事に日本に到着。安心した。帰りの新幹線の中で10日ぶりのご飯。おにぎり

がとてもおいしく感じた。とってもとっても楽しい10日間だった。 

 

高１ 女子 

移動はてきぱきできたと思う。機内食は beef を選んだけど、chicken を選べばよかった。宿題は家

に帰ってからすることにして、今は寝ないといけない。すぐ学校が始まるから、やることが沢山あ

ってこの研修のことをすぐに忘れてしまいそうで怖い。もう一回英語が喋れるところに行きたい。

すごく貴重な体験だった。みんなともお別れ、この経験が学校で行かせないのがつらい。学校でも

っとＳpeaking をするべきだと思う。もっと本格的に英語を勉強してアメリカ・オーストラリア・

ニュージーランド・イギリスに行きたい。今回の研修で入国や移動の難しさも学んだ。ひとりで行

けるようになりたいが、すごく難しそうだ。  

 

中３ 女子 

いよいよ日本へ帰る日。まだ宿題が終わっていないということもあるのか、まだ帰りたくない気持

ちでいっぱいでした。それにみんなともお別れしなくてはならないという事でもありとても嫌でし

た。飛行機の中では席があちこちと離れてしまい、残念でした。しかし日本人の集団が多くて周り

はほぼ日本語。あー、帰るんだなぁと改めて実感しました。嬉しいような、悲しいような…。不思

議な気分です。ついに成田に到着。すでに親が待機していました。みんなと別れをということでメ

アド交換会。これからもメールで話すことがいつまでも続くといいなとそう思います。 

 

 ＜みんなの感想＞ 

高１ 男子 

海外に出てホームステイをすることによって、これまで日本という国で生きてきて当たり前だと

思っていたものやことが、外国では珍しいのだと分かった。三つほど例を挙げて説明すると、まず

一つ目は治安の良さ。日本では席に荷物を置いて離れてもなくならないほどの治安のいい国だ。カ

ナダでは学校にいるときも荷物を持ち歩かなければならなかった。二つ目は水。日本では至る所で

見かけるウォシュレットも、海外では一度たりとも見かけることはなかったし、シャワーの温水も

ホームステイ先の家、ホテルであってもなかなか出ることはなかった。三つ目は時間通りであるこ

と。日本ではバスや電車などの公共交通機関はほとんど時間通りに来るが、カナダのビクトリアの

バスは予定時間よりも 5～10 分ほど早かったり遅かったりすることが多々あった。だが日本では当

たり前なことは、必ずしも良いことだけではない。二つの例を挙げると、まず一つ目は挨拶だ。海

外ではもしぶつかってしまった、またぶつかりそうになったなら「sorry」や「Excuse me」などは必

ず言うが、日本ではぶつかってもあまり「すみません」とは言わない。特に駅などでは何も言わずに

通り過ぎるのが普通だ。また出会ったときに初対面の人であったとしても「How are you?」等と言っ

たりすることにより、相手との心理的距離感を詰めている様にも思えた。二つ目は日本の学校の授

業が受動的なものになっている、ということだ。GV の授業はわからないことは何でも質問する等か

なり能動的であるように見られた。こういったコミュニケーションに関することは、まだまだ見習

わなければならない所が沢山ある。またその他にも、カナダの建物は全体的にとてもお洒落だとい

う印象を受けた。例えばレンガ造りのアパートだとか、チョコレートのお店だとか。見ているだけ

でも楽しくなるような建物が立ち並んでいた。 

1 週間日本と外国、とりわけカナダとの文化の違いについて考えてきたが、少なくとも以上のこ

とはこのまま日本で過ごしていったならば絶対にわからなかったことだろうと思う。高校生である



この時にカナダでホームステイをすることができて良かったと思う。人間的にも少し成長したと感

じた。お世話になった人々、特にホストファミリーや一緒に行った皆に感謝の意を込めて、10 日間

ありがとうございました。 

 

高１ 女子 

 私はこの研修に参加して、英語はもちろんいろいろなことを学ぶことができたと思います。私は

外国に行くことも、飛行機に乗ることも今回が初めてだったので、行く前はとても不安でした。一

緒に行く私以外の日本人とも仲良くなれるか不安だったし、本当に緊張と不安でいっぱいでした。

この語学研修は出発一日前の事前研修会から始まりました。この研修会は、お互いのことを知るこ

とができる良い機会だったし、おかげで日本人の仲間とも距離を縮めることができました。そし

て、語学研修に行く上での目標や目的を再確認して出発することができました。みんなの目標とし

て、『自分から積極的に聞いたり話したりして文化交流を図る』という目標を立てたけれど、「自

分から積極的に書く、話す」いう点はもうすでに事前研修会で話し合ったりする場面でできていな

ければいけなくて、こういうことの大切さは外国に行っても日本にいても変わらないことだなと感

じました。文化の交流という面で思った事は、日本人として日本の文化のいくつかは英語で外人に1

つの話題として説明できるようにしておくべきだと思いました。アクティビティーで行ったブッチ

ャードガーデンに日本庭園のコーナーがあって、引率してくれたカナダの方に日本庭園とはどんな

ものなのかと聞かれたときに、うまく答えることができず情けないなと感じました。今回カナダに

行って自分の国のことももっと知るべきだと思いました。学校で授業を受けたのはたった三日間だ

ったけれど、日本の学校との違いにたくさん気づくことができてよかったです。授業ではみんな積

極的に質問をしたり、自分の意見を言ったり、「自分から」勉強している雰囲気がとてもいいなと

感じました。日本人ははっきりものを言うのが得意ではないけれど、積極的に自分の意見や思った

ことを相手にはっきり伝えるということもできなければいけないと思います。私はカナダで生活し

た中でこのことを一番感じました。また、外人のコミュニケーション力の高さにも驚きました。外

人はとてもフレンドリーでたくさん話しかけてくれたし、一つ質問するとその何倍もの答えを返し

てくれる。この事は人と関わりを持つ上で大切なことだと思うし、外人に比べて日本人はコミニケ

ーション力が低いということを実感させられました。私は外人の普段の生活の中での家族との会話

などがコミニケーション力につながっているのではないかなと思いました。日本人は家族と話す時

間が少ないので、私はこれからそういう時間をもっと大切にしたいと思います。英語だけを使って

生活するのはとても難しかったけれどとてもいい経験になったし、実際に外国に行かないと学べな

かったこともたくさんありました。英語は学校で文法を勉強しているだけだと、実際に違う国の人

と話すと速くて聞き取れなかったり、スラスラ言葉が出てきませんでした。もっと英語を話せるよ

うになってまた外国に行って勉強したいです！今回の研修はとても楽しかったし、もう一生ないか

もしれない貴重な経験になりました！！ 

 

高１ 女子 

わたしはこのカナダ研修が初めての海外でした。ずっと前から外国に興味があって行きたかったの

でとても楽しみにしていました。 カナダでの10日間は毎日とてもいい天気でとても充実していまし

た。 

わたしのホストマザーはとてもアクティブでいろんなところに連れて行ってもらうことができまし

た。最初はファミリーが1人なので心配だったけど、わたしが来た次の日にメキシコの同い年の女の

子もホームステイが始まったので一緒にスケートをしたりイースターの日は教会に行ったり、また



海や湖なども3人で行けてとてもたくさんのことを体験できました。ホットチョコレートも3人とも

好きでよく買いに行けておいしかったです(^^)特にカナダで有名なアイスホッケーはみたいと思っ

ていたので行けてとても嬉しかったです！ホッケーを見たときメキシコの子の友達もたくさん来て

いて、とっても盛り上がっていて日本人と違うなと思いました。家でも夕食後にいろいろ話した

り、わたしも洋楽が好きだったので音楽で盛り上がったりもしてとっても楽しい時間を過ごせまし

た。3人でガールズトークもしたりしてそれぞれ国の考え方とか行動が違うことがたくさんあって話

しててたくさん笑っておもしろかったです。学校ではわたしはグループの人とは一緒ではなくて1人

だったけど、クラスの人はみんな優しくてたった3日間しかいないのに話しかけてくれたりしてとて

もよかったです。わたしのクラスはいろんな国から来ていてそれぞれの国の性格とかが表れててお

もしろかったです。大人の人が多かったけど話しやすい人ばかりでした。授業で感じたのは自分は

文法とかプリントはできるけど話すというのがクラスメイトよりも出来ないということです。また

日本人は積極的でないとよく聞きますがそれを本当に感じました。他の国からの人はわからないこ

とだけでなくわかっていることもさらに話を広げてどんどん先生に聞いていて見習わなきゃと思い

ました。 

学校が最後の日にボウリングがあってクラスが一緒だったスイスの人も来ていて一緒にボウリング

ができて楽しかったです。アクティビティではいろんなところにみんなで行けて楽しかったです。

ブッチャートガーデンはとってもきれいだったしダウンタウンもたくさんのお店があって州議事堂

はヨーロッパ風できれいな建物で博物館は歴史をたくさんしれてとてもおもしろかったです。本当

に毎日晴れていて海が学校から近くだったので毎日本当にきれいな景色を見ることができました。

リタイヤメントハウスでの日本文化紹介もとても喜んでくれて大変だったけどいけてよかったなと

思いました。最終日のバンクーバーは都会でショッピングも出来てピザも食べれて楽しかったで

す。このカナダ研修でカナダのいいところをたくさん観れたし日本を見直すこともできました。日

本は水関係に本当に恵まれているんだなと感じました。研修中はお風呂に入りたくなりました。ま

たこの10日間一度もごはんを食べなかったので日本食がとっても落ち着くなとも思いました。カナ

ダでいいなと思ったのはみんな優しかったことです。目があっただけで"Hi"と挨拶するところやバ

スの運転手さんもいつも笑顔でうまくない英語を理解して助けてくれたりして本当に優しいなと思

いました。お会計のときにちょっとした会話ができたり出会った人みんな笑顔で迎えてくれたのが

とってもうれしかったです。体調も崩さず天気もよく無事にいってこれたのが本当によかったで

す。一緒に行った仲間もリーダーもカナダで出会った人もみんないい人で会えてよかったなって思

います。楽しくて夢のような時間でした(^^)とてもいい経験になりました。またいつかカナダに行

きたいです！ 

 

中１ 女子 

私はカナダで過ごした時間がとにかく楽しかったです。自分が思っていたよりも伝えたいことが伝

わっていて、困って大変だったこともすべてが大切な思い出となりました。学校では先生の質問の

意味がわからなくて答えられなかったり、プリントの問題に中学校で習っていない単語ばかり出て

きて調べるのに苦労し、町では物を買うときにコインの数え方がわからなくて困りました。です

が、学校は一緒に行った女の子に助けてもらい、先生にヒントをもらって答え、そのおかげもあっ

て先生とも友達ともさらに仲が深まりました。お金は手の平の上にコインを出して取ってもらいま

した。日本と違うところもたくさんありました。家の中で靴をはいていたこと、食べ物や飲み物の

サイズが大きくてハンバーガーがキッズセットなのに日本の普通サイズの物とあまり変わらなかっ

たり、車線が右側通行だったこと、イースターを祝ったり、男の人が料理をしたりしていたこと、



日本との違いを見つけるたびに次は何があるんだろうと毎日ドキドキ、ワクワクしていました。私

は一人で旅行したことがありませんでした。なので、一人で生活できるか、きちんと言葉が通じる

かとても不安でした。でも、ホストファミリーや学校の先生はみんなとても親切で、最高に楽しい

一生の思い出ができました。今回一緒に行った６人のメンバーと長い時間いたことで不安はなくな

り、心強かったです。みんなとの思い出がとても大切な宝物で、よくカナダに行った日まで時間が

戻らないかなと思っています。年も住んでいる場所も違うけれど、たくさん連絡を取ってずっと友

達でいたいです。いつかこの７人が顔を合わせる時がもう一度来てほしいです。またいつかこのよ

うな機会があったらぜひホストファミリーに会うためにも、また行きたいです。 

 

中三 女子 

 カナダに行った。これは私にとって二度目となるカナダへの旅行でしたが、一度目は小さい頃だ

ったためほぼ覚えていません。よって、見るもの聞くものすべてが新しかったです。始めは勿論、

海外への不安がありました。というのも、一人でホームステイをするのは初めてだったからです。

英語しか通じないなか、自分の主張をきちんと伝えられるか。ご飯は大丈夫か。異国の地で、一人

で学校まで通えるか。ホストファミリーとは文化も生活習慣も言語も何もかも違う中、言うなれば

赤の他人が共に過ごす、ということです。様々な不安がありました。けれど、それらは杞憂でした。

ホストファミリーはとても優しく、親切でフレンドリーでした。例えば自然公園に連れていってく

れたり、海辺に連れて行ってくれたり。部屋には備え付けのテレビや時計もあり、何一つ不自由は

なかったです。また、食事の方も、とても美味しかったですし、量が多過ぎる、ということはあり

ませんでした。むしろたびたび、カナダの伝統料理を食べさせてくれたりしました。少しばかり困

ったのはお弁当で生野菜を食べる機会が多く、また、量も多めだったこと。あまり私は生野菜は好

きでないうえに量が多かったので、残してしまうことも多々ありましたが、全然気にしてないよと

ホストファミリーは優しく言ってくれました。ホームステイ先には子供が二人いたのですが、子供

達は私が英語は不得手だと知ると優しく教えてくれたり、一緒にゲームをしたり、イースターなの

でエッグハントをしたり。カナダの国家を英語とフランス語の二つともで歌ってくれたり。とても

楽しく過ごせました。  前日までの不安というと、上記のことでした。しかし、当日になると、一

緒に行く人々と仲良くなれるか。それが特に不安になりました。なにせ二週間弱も共に過ごすので

す。中３は私だけ、ということもそれに拍車を掛けました。結論からいうと、こちらも杞憂でした。

始めこそぎこちなかったものの、ゲームや自己紹介などを通じてすぐに仲良くなれました。彼ら彼

女らと共に行動したことはとても楽しかったです。全国から集まって来たのに、みんな標準語を話

していたのが残念といえば残念でした。方言も聞いてみたかったです。また、学校で能力別テスト

があると聞き、とても身構えていたのですが、実際は軽いテストでした。思ってたものより量も少

なく、みんな軽い感じで受けていました。そのあとの授業では、私のクラスにはサウジアラビア人、

ブラジル人、韓国人、日本人の人々がいました。授業を受けて驚いたことは、授業中にスマホをい

じったり飲み物を勝手に飲んでもいいこと。そして授業中にいきなり、普通に外に出ての授業にな

ったりするところです。文化の違いに驚かされはしましたが、こんな授業も楽しかったです。この

経験を通じて思うことは、外国人でも仲良くなるのに必要なのは語学力よりコミュニケーションを

図ろうとする積極性。そしてそれが、少しは培われたと思うので、丁度新学期。新しいクラスとい

うこの時期、存分に活用して行きたいと思います。 

 

 

 



中１ 男子 

 自分にとって初めてのホームステイで、緊張でいっぱいでした。自分は英語が得意ではないので

不安でしたが、怖がらずに積極的に話した方が良いことなのでたくさん話すようにしました。うま

く意図が伝わらなかったり、ホームステイ先の人の英語がわからなかったりしましたが。伝わるよ

うに、理解できるように努力しました。行ってみて思った事は、英語の勉強は教科書を読んで書く

だけでは身に付かなくて、英語を聞いて慣れることが大切だと思いました。あと、市内見学したと

きに感じたことがあります。カナダはたくさんの人族が住んでいて、僕のホームステイ先の人の出

身もフィリピン人でした。日本は日本人が人口の大部分を占めていて、街で外国人をほとんど見か

けないけど、カナダはいろいろな民族がいて、カナダと日本の文化の違いを感じることができまし

た。また他の国へ行って、文化の違いと英語を学びたいと思いました。 


