
７月２９日（土）                                    １日目 

中２ 女子 

ニックネームを貰いました。名前の「はり」を取って「ハリー」ハリーポッターみたいで嬉しかっ

たです。新しい友達ができたり、他県の人達と交流をしたりゲームをしたり「これからこのメンバー

でシンガポールに行くんだな」と実感することができました。シンガポールでの文化交流会では

GreeeNの「キセキ」を歌う事になりました。日本のいい歌を是非、シンガポールの人々にも知っても

らいたいと思っています。どんな壁にぶつかっても乗り越えていけるような精神で挑みたいと思いま

す。 

 

中２ 男子 

日本の挨拶と海外の挨拶は違うけれど、どちらの挨拶も大切なことは特に気持ちを相手に伝えるとい

う事を学びました。また海外では、初対面の時に握手をすることを実践したいです。そして自己紹介も

しっかり言えるようにしたいです。 

 

中３ 女子 

私は友だちができるかとても不安でした。「友だちができなかったらどうしよう・・・。」という気持

ちと「なんとかなる！！」という気持ちが混ざってすごく複雑な気持ちでした。でも、東京駅で初めて

みんなに会ったとき、みんなが笑顔で話しかけてくれてホッとしました。 

 

中３ 女子 

グッチさんや一緒にシンガポールに行く仲間に会うと、それまでの不安や緊張が少し消えた。皆で自

己紹介をして、すぐに仲良くなれた。成田空港に到着。そこで人生初、日本紙幣を外国紙幣に両替する。

ややこしかった。不安はまだあるがワクワクしてきた。今回のホームステイでは、「何でもチャレンジし

てみる度胸をつける」ことを目標にしよう。 

 

高１ 女子 

青森出身だから津軽弁でとても恥ずかしいので頑張って標準語で話すようにしていた。だけど標準語

だと声が小さく、高くなるのでたいへんだった。Ｋは大阪出身だから大阪弁につられ、大阪弁・標準語・

津軽弁が混ざって恥ずかしい。シンガポールの話を聞き、早く行きたくなった。ホストファミリーと上

手くいくといいな。学校で友達もたくさんできるといいな。あとは日本人の友達も増えるといいな。い

つものような消極的な考え方は捨てて沢山友達を作ろうと思う。 

 

高２ 女子 

全てが初めての体験となる。高校 2年で夏休みをシンガポールで過ごすと、どんだけたくさんの事を

得ることができるだろうかと胸がはずむ。が、その一方で同じぐらいの不安ももちろんかかえている。

今日初めて会った 16 人のメンバーとどんな旅をするのかなぁ。自分は人見知りの性格だから見当もつ

かない…。ホテルでの研修 1日目。ひたすらメンバーの名前をゲーム形式で覚えることをした。初めて

会った 16 人の顔を名前は、ほぼ覚えることが出来た。年齢も出身地もバラバラなのに打ち解けるのが

思いのほか早く、１つの不安は解消されてよかった。これはグッチの熟練の技なのかとも思った。流石

だわ…。 



７月３０日（日）                                      ２日目 

中２ 女子 

昨日よりも友達が増えた。歌は、全部覚えられるか心配だけど午前中は結構楽しかった。私は飛行機

も海外も初めてだったのでちょっと不安で、ワクワクしていた。でも飛行機の中で映画とか見ていたか

ら飛行機にいる感覚があんまり無かった。 

 

中３ 女子 

私は海外に行ったことが無い。飛行機に乗ったこともなかった。もう、ワクワクドキドキしていた。

出国の時に何度もパスポートを見せるのが面倒だった。飛行機の中は超絶楽しかった。初めての事だら

けで楽しかった！曇りの時の出発だったので、飛行機の高度が上がると突然明るくなった。太陽の光が

差し込んだ。雲を抜けたのだ。なんだか感動した。夜も遅くなってきたから寝ればよかったけど、寝ら

れなかった。目の前に新作の映画を何でも見ることのできる画面があるんだから寝られるはずがない！

映画２本を見終わり、最後の１時間はウトウトした。夜の２４時くらいに飛行機がシンガポールに到着

した。初の海外！飛行機から降りると、空気が違う気がした。明日の用意など、最小限のことだけをし

て就寝した。 

 

高２ 女子 

普通に友達できて日本の交友関係はばっちり！あとはシンガポールの人たちと仲良くなれれば完璧

だな〜。文化発表の時のスピーチも任されたし、ちゃんとこの研修を生かせるように頑張らなきゃ。

明日の前半はちゃんとシンガポールの文化を体感するのが目標、後半はホストファミリーと打ち解け

るのが目標！ちゃんと英語で話せるといいな〜。あと、日本の女子高とシンガポールの女子高の、違

う所と同じ所とか分かるといいな。自分からシンガポールの文化を吸収しよっ！ 

 

７月３１日（月）                                      ３日目                                          

中２ 女子 

チャイナタウンに行きました。私は中国と日本はとても似ているなと思っていましたが、チャイナタ

ウンに行ってみると、違う点がたくさん見つかりました。お目当てのホストファミリーとの対面です。

ホストシスターはとても日本語が上手くて優しい人でした！ホストマザー・ファザー・ブラザーもとて

も気を使ってくれて、申し訳ないです💦ホストファミリーは「あなたは、私たちのことをシンガポール

の家族だと思って、生活してください！」と言ってくれました。不安のほうがメチャクチャ多いけれど、

楽しみたいです。夕ご飯は、外食でチリクラブを食べました。 

 

中２ 女子 

シンガポールの町並みは本当に綺麗でゴミが全然落ちていなくて驚きました。それは日本にはない

罰金制度のおかげだと知りました。チャイナタウンでは色々な店を見て回りました。商店街の雰囲気

に少し似ていました。商品の値段が安くて驚きました。ポストカードが色々なところで売っていまし

た。5枚買いました。ガーデンズ.バイ.ザ.ベイは色々な植物があってとても綺麗でした。特に滝の所

はラピュタみたいな雰囲気でとてもテンションが上がりました。少し歩くとマリーナベイ.サンズがと

ても近くに見られて嬉しかった。 

 



中３ 女子 

中国の人たちが建設した一番古いお寺である「天福寺」に行った。釘を一本も使わずに建てられたそ

うだ。日本でいう法隆寺の様な感じだろうか。カラフルで、どこを見ればよいのか分からなかったが、

細かいところまで色が塗られていて綺麗だった。次にヒンドゥー教のお寺の中では最も古い「スリーマ

ルヤマン」に行った。スリー（３人）のマルヤマン（神様）が祭られているらしい。中に入るときには、

さまざまな像があって、ここもまたカラフルで綺麗だった。その後は「ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ」

に行った。大きな植物園だ。思った以上に広くて、たくさんの種類の植物がひしめいているように思え

た。「不思議の国のアリス」や「くまのプーさん」の話に出てくるキャラクターの像が、所々に物語のワ

ンシーンを再現するかのように配置されていて、絶好の撮影スポットだった。シンガポールは蘭の花で

有名だ。有名なだけあって、いろんな色の蘭の花がとてもきれいに咲いていた。いよいよ、自分のホス

トバディとの対面だ。メチャクチャ緊張した。対面の後、ホストバディと英語で話そうとしたけど、自

分の話したいことが文章にできない事に対して不甲斐なさを感じた。語彙力が無さ過ぎた。おまけに、

リスニングがうまくできない。（今まで、英語の模試ではリスニングが得意な方だったのに。）普通に話

しかけられても単語の切れ目が分からないことが多かった。（このままだと、これからしばしば電子辞

書さんのお世話になりそうだ。） 

 今日発見したこと・・シンガポールの駅にあるエスカレーターが日本のエスカレーターより速い！つ

まずいてこけそうになった。（シンガポールの人たちと日本の人との気質の違いかな？気のせいか、シ

ンガポールの人は皆早歩きの気がする。） 

 

高１ 女子 

ホストファミリーとのマッチングは緊張した。わざわざ家族みんなで来てくれてうれしかった。しか

し部屋に案内されて独りになった時泣きたいくらい日本に帰りたくなり、恋しくなった。明後日みんな

に会えるので頑張ろうと思った。お風呂の入り方がわからなかった。明日聞こうと思った。 

 

高２ 女子 

ついにシンガポールでの生活が始まる。充実した 16 日間にしようと決めた。ガーデンズバイザベイ

には、スーパーツリーというのがあり、夜のライトアップがあるらしい。ここの近くにマリーナベイサ

ンズがあり、大きな建物が見えテンションが上がった。夕方にホストファミリーとマッチングした。こ

れからお家で家族の一員かぁ～。不安もあるけどやるしかない。シンガポール料理、一発目は有名なチ

キンライス。タイ米と日本米は全然ちがう。日本の米が欲しくなるのはいつになりそうか…？ 

 

高２ 男子 

中華街は物価がとても安く、３６個で１０ドルなんていうあり得ないほど安いものなどがありました。

その後ガーデンズバイザベイに行きました。そこでは人口と自然を合わせた植物園ドームが２つあり１

つは自然の植物がたくさん植えられていました。他に木のオブジェで鳥や龍などがあってカッコよかっ

たです。２つ目は今日は出ていませんでしたが、場合によっては雲ができてドームの天井を覆ったり滝

が霧になって、太陽光もよく見えて、霧に反射した光が植物を一層引き立てていました。ホストとの出

会いは思った以上に話が聞けずに理解できていないので、コミュニケーションが大変ですが、残りがま

だ全然あるので頑張っていきたいと思います。 

 



８月１日（火）                                      ４日目 

中２ 女子 

今日は学校に行きました。物理、中国語、科学、歴史、数学の授業を受けました。物理の授業では空

気の粒子について、歴史の授業では第二次世界大戦の勉強をしました。中国語や数学は私には難しすぎ

ました(笑)。お昼休憩にフィッシュボーンヌードルというものを食べました。魚の肉団子が入ったラー

メンのようなものです。日本の麺と違って独特な味でしたが、私はこっちのほうが好きです。ドリアン

とあひるも初めて食べました。毎日おばあさんの家でいとこや家族も全員集まって夕飯を食べるそうで

す。いとこの子達(小学生)と一緒に遊んだことも楽しかったです。 

 

中２ 男子 

ホストスチューデントと学校に行きました。1 限目は数学で、数学の授業の始めの方で簡単に自己紹

介をしました。2 時間目は物理、3 時間目は体育でした。体育ではホッケーのようなスポーツでした。

とても楽しかったです。4 限と 3 限の間には 20 分の休憩時間があって、学校内の店でアイスレモンテ

ィーを飲みました。4 時間目は経済学でした。経済学の授業は移動教室で少し広い講堂のよう場所で行

いました。印象的だったのは、先生が正解した人に、3 角形のスナック菓子の袋のようなものを投げて

渡していたことです。5 限目は中国語の授業でした。学校の後は語学センターに行きました。授業は話

し合いが多くとても楽しかったです。また、とても進みが早く、まだ習っていないような漢字も多かっ

たです。 

 

中２ 女子 

学校に行きました。数学や英語、社会などの授業を受けました。先生方はとても気さくにしゃべって

下さって、とてもリラックスできました。お昼ご飯は、谷口先生が言っていたように、種類が豊富でと

ても美味しかったです。今日、いちばん嬉しかったことは、学校でたくさんの友達ができたことです♥で

も、名前がぜんぜん覚えられないです。自分は K-POPが好きなので、ラッフルズのホストシスターのク

ラスには K-POPが好きな子が多いらしく、とても気が合いました！また、廊下で会った人たちも「Hi！」

と言ってくれたので、本当に嬉しかったです。 

 

中２ 女子 

今日は、６時に起きて６時半に家を出た。学校に行くのに 1時間以上かかってめっちゃ疲れた。学校

はとても広くて迷子になりそうなレベルだった。クラスメートは、たくさん話しかけてくれて嬉しかっ

た。授業は、全部英語で行われていてほとんどなにも分からなかった。お昼は、マックで食べて注文す

る時にタッチパネルでちょっと驚いた。日本語の授業では、漢字や謝り方について勉強していた。みん

な日本語が上手に喋れていて凄かった。今日は、朝からハードで結構疲れた。まだ、自分の学校の宿題

が終わらないなー。 

 

中２ 男子 

今日は学校でした。シンガポールの学校では、日本と違い教育がものすごく発展していて多くの生

徒が自分用のパソコンを持っていてそのパソコンで資料を作成していました。11時くらいから休憩が

ありその休憩のときには、食事をしても良いがどうやら昼食とは違うという。 

 



中３ 女子 

今朝は、６時２０分頃起床。サミーに起こされないと、起きないほどに熟睡していたようだ。起きて

すぐに、「アマリジカンガナイ。Ｈｕｒｒｙ ｕｐ！」と言われて、焦った。「そうだ！今日は学校に行

く日だった！」まさか１日目から遅刻するわけにはいかない。サミーは朝食をいつも、パンなど家を出

てから歩きながら食べるそうだ。考えられなかった。日本では、「はしたないからやめなさい。」とか「行

儀が悪い。」とか言われてしまいそうだが、そこはホストバディ風に合わせよう。学校の１日は中学校・

高校の生徒が合同で行う朝礼から始まる。７時３０分だ。メチャクチャ早い！私の日本の学校では、８

時３０分から始まるのに。１時間も早く始まるなんて。その代わり、学校が終わるのも１時間早いらし

い。それは良いな―と思った。授業が始まると、先生に日本についていろいろ聞かれたのだが、私の英

語力の無さのせいで何度も聞き返すことになった。それでも、サミーに助けられながらやっと答えられ

た。今日の科学の授業は特別だった。バスに乗り、テレビスタジオ的な所に行った。そこで一人の男の

人が科学の実験をするのを、テレビ番組の撮影をするように見学した。スケールがとても大きく、面白

かった。耳が英語に慣れてきたように感じる。それでも語彙力が無いから、単語の区切れ目は分かって

も、単語の意味が分からないのが大半だった。でも楽しい雰囲気は味わえたから良かった。今日発見し

たこと・・シンガポールの駅のホームには電車との間に壁があり、ドアがある。つまり、ホームから転

落することが無いということだ。日本では新幹線などのホームでしか見たことが無いのに。シンガポー

ルの駅の安全面は日本の上を行くようだ。 

 

高１ 女子 

6時 30分起床。朝ごはんにホットチョコレートが出た。普通じゃん！と思って飲んだら中におかゆら

しきものが入っていてびっくりした。今日は学校体験なのでバディと一緒に電車やバスを使って学校の

ある Sixth Avenue Stationまで行った。校舎は広大でとてものびのびとしている学校だった。Nanyang

の授業は中国語、英語、数学、ディスカッションなど日本にはない授業があってとても楽しそうだった。

お昼は学校の食堂でご飯を食べた。いろいろな国の料理があり、今日は韓国料理を食べた。とても美味

しかったけど、すこしからかった。 

 

高２ 女子 

午後はグランドマザーと小さなショッピングセンターに行った。見て回るだけだったけど、初めて外

国のモールに来た。モール内のスーパーマーケットで買い物をして帰ってきた。夕方の 5時ぐらいに車

に乗ってホストマザーの職場までお迎えに行って、そのままレストランに連れてってくれた。たくさん

の料理店があったが、日本料理の所にたどりついた。日本の雰囲気がすごく落ち着いた。シンガポール

での寿司ってどんなんかなって思ってたけど、予想以上に美味しかった。連れて来てくれて感謝しかな

い。 

 

高２ 男子 

今日は朝６時に起きて朝食をとりました。朝食はクロワッサンと豆でした。その後電車に乗って学校

へ行きました。学校では朝の集会が行われていました。とても楽しそうな雰囲気でしたが、内容はほと

んどわかりませんでした。その後校長先生に会いました。校長先生は私の出身地の青森のことを知って

いて、共感してくれました。授業は全部で６時間ありました。歴史･体育・物理･古文･数学そして一部の

生徒が受ける中国語です。歴史はシリア騒乱の話でしたが、スピーチの内容はまったく入ってきません



でした。体育はバスケをしました。１試合だけしましたが、最初のシュートを決めることができました。

物理は工業高校の専門教科と同じものでしたが何をやっているのかわかりませんでした。その後の数学

も難しく、古文の先生が英語で分かるように話してくれて、ある程度会話ができたのが嬉しかったです。

中国語は、もう訳が分かりませんでした。学校が終了した後でホストとホストの友達と一緒にご飯を食

べました。その後ショッピングモールに寄ったり、電車に乗って語学センターまで行きました。１日過

ごしてみてわかったことは、校長先生や古文の先生など英語をわかるように話してくれる先生以外の英

語は簡単なものじゃないとわからないということです。自分のレベルを再認識させられましたが、ここ

から最終日までにしっかり聞き取れるように頑張りたいです。 

 

高２ 女子 

電車通学だった。電車は日本とほぼ同じ！！違うのはドアが閉まる時にカウントダウンが表示され

るシステムがあること！これは今年から導入されたらしい！授業は理解出来なかったけど、数学だけ

は分かった！習ったところだからかな？数学の授業はみんな笑っていてやっぱり教科によって雰囲気

がちがうんだなと思った。1コマ１時間を３コマやったら休憩！休憩のときみんな軽食を食べていたけ

ど、お腹すかない…。お昼はチキンライスを食べた！学食のチキンライスはソースがかかっていてび

っくり。何もかけないで食べるのかと思ってた。お店のチキンライスは違うのかな？？放課後はイー

フィが化学の大会の準備している間、学校の図書館に行った。図書館の臭いは日本と同じだった！そ

の後はホストマザーと合流してサイゼリアでご飯！日本にあるメニュー＋シンガポールのメニューで

日本より品数は多かった気がする！味も同じ！で、家に着いたらお土産をあげた！ホストファザーは

来週仕事から帰ってくるらしいから、その時渡したら今更感あるかな〜と思ったから渡しちゃった！

そしたら、まさかのホストファミリーもプレゼント用意してくれていた！しかも、欲しかった傘！！

感動！！ホストマザーもホストシスターもバディも優しい。 

 

８月２日（水）                                       ５日目  

中２ 女子 

リバークルージングでマーライオンやラッフルズ卿の上陸した地などを訪れました。とてもいい天気

で、写真もたくさん撮りました。蛇を首に巻いて撮った時、少しくすぐったかったけれど、やはり蛇は

可愛かったです。シンガポールフライヤーにも乗りました。とても大きなガラス張りの観覧車から見た

綺麗な景色は今でも脳裏に焼き付いています。午後のワークショップではキャンドルやカード、スクラ

ップブックを作りました。押し花のキャンドルはとても可愛くできました。今日作ったスクラップブッ

クには、これからシンガポールでの思い出を飾っていきたいです。 

 

中２ 男子 

リバークルーズではシンガポールの印象であるマーライオンに接近することができ、写真を撮りまし

た。マーライオンの向こう岸にあるマリーナベイサンズを水上から見ることができ、とても楽しかった

です。次にシンガポールフライヤーに乗りました。マリーナベイサンズの屋上がよく見えて、カメラの

ズームを使うと屋上にいる人が見えました。シンガポールフライヤーは秒速 10ＣＭで 30 分以上乗るこ

とができるので、ゆっくりとシンガポール全体を見ることができました。フライヤーからは、ホストス

チューデントが通っているダンマン中学見えました。押し花教室では、ドライフラワーでの手紙作りと

ドライフラワーをくっつけたキャンドルも作りました。とても楽しかったです。 



中３ 女子 

ホストマザーが語学センターまで一緒に行ってくれた。今日の予定は｢リバークルーズ｣だ。川を船に

乗って回る。その途中では｢マーライオン｣や｢シンガポールフライヤー｣、｢マリーナ・ベイ・サンズ｣、

｢エスプラネード・シアターズ・オン・ザ・ベイ(通称 ドリアンホール)など、シンガポールで有名な建

造物を沢山見ることができた。マーライオンは真正面から見る事ができた。陸地にいる時とは違う角度

で見る事ができたので良かったと思う。次に船から見ていた｢シンガポールフライヤー｣に乗った。シン

ガポールフライヤーは、世界最大級の観覧車だ。ひとつのゴンドラに２８人乗ることが可能だそうだ。

私達は１８人だったから余裕で乗れた。一周するのに３０分もかかるので、その間に写真を撮りまくっ

た。とても景色が良く、真上まで行くとマリーナ・ベイ・サンズとほぼ同じ高さだった。上からマーラ

イオンをスマホのカメラで撮ろうとして、倍率を最大にしても、小さかった。お昼はチキンライスを食

べた。いろんなおかずと一緒に食べて美味しかった。その後、アルバム（？）作りもした。ホストファ

ミリーに渡す用の物だ。私はクラフトをするのが好きなので、とても楽しかった。サミーと一緒に帰る

と、ホストファミリーが全員そろっていた。今まで全員がそろうことは無かった。だから、やっと全員

で写真を撮ることができた。ホストファミリーは全員良い人そうで良かった。そのまま夕食を食べた。

ホストファミリーは食べきれないほどの料理を頼んでくれて、皆でシェアした。 

 

高１ 女子 

ホストマザーと一緒に MRTにのり、語学センターまでいきました。そこでホストマザーはシンガポー

ルは CITY COUNTRY だと言っていました。日本もさほど大きな国ではありませんが、シンガポールはそ

れより大幅に小さい国なので田舎がないとも言っていました。私は田舎に住んでいるので都会がうらや

ましいとも思いますが、田舎がないというのも落ち着かないものだなとも思いました。シンガポールフ

ライヤーは大型の観覧車のようなもので、景色が本当にきれいでした。ただ一つ水が緑なのできれいだ

ととることもできますが水質汚濁を改善した方がいいのではないかとも思いました。 

 

高２ 女子 

船に乗りにクラーク・キーに行った！そしたら、AAAがのっていたアトラクションがあってビック

リ！乗りたいな〜。あと、シンガポールフライヤーにも乗った！ガーデンバイザベイとか、行ったと

ころが見えて興奮だった！あと、押し花とかキャンドル作りとかアルバム作りも楽しかった！特に、

押し花はポジション考えるのが大変だったけど、頑張った分達成感があった！キャンドルもその場そ

の場でどの花をつけるか決めていったけど、可愛くできた！お迎えはホストマザー！今日は登下校

も、両替しにいったときも、移動の時はホストマザーと一緒だったからたくさん話せた！ランチの時

にでた飲み物のことも教えてもらった！両替のついでにショッピングモールを見た！日本と似てい

た！爪切り買ってもらっちゃった。優しい…。今日は初めてのホストマザーの手料理！！角煮に玉子

が入ったみたいなやつと、野菜炒め、魚の煮付け、スープ！ん〜豪華！私がポテト好きなのを知って

いるからかな？段差のある所や、道を渡る時など、ちょっとしたことで気にかけてくれる優しいホス

トマザー！！感謝！！明日はイーフィの友達の誕生日！一緒に夕食です！私のことも招待してくれる

なんて優しいな〜。 

 

 

 



８月３日（木）                                        ６日目  

中２ 女子 

USS に行きました。アトラクションは「ヒューマン」と「トランスフォーマー」、「マダガスカル」に

乗りました。「ヒューマン」は、USS の名物アトラクションで、とても速くて長かったです。「トランス

フォーマー」は、USJのスパイダーマンのアトラクションに似ていて、とてもかっこよかったです。「マ

ダガスカル」は、ライオンやカバなどの動物たちとくるようを楽しむようなアトラクションでした。USS

へ行く前にアクアリウムに行きました。色とりどりの魚が印象に残っています。家に帰って、ホストシ

スターと cake を食べに行きました。フルーツが盛りだくさんで、とても美味しかったです！昨日言っ

ていたドリアンのキャンディーをホストマザーが買ってきてくれました。そのままドリアンを食べてい

るような感じです。プラス、ドリアンのスナックも買ってきてくれました。あんまりドリアンの味がし

ないので、ドリアンが苦手、初めて食べる人にはオススメかなと思います。 

 

中２ 女子 

水族館では、チンアナゴ、クラゲ、サメ、カエルなどさまざまな生き物を見ることができて嬉しかっ

た。USSは、USJとは違って中にスタバがあった。また、USSの方が狭かった。日本のよりも乗り物もシ

ョップも少なかった。でも、短い時間しかいなかったから狭くても充分楽しめた。シュレック 4-D ア

ドベンチャーが楽しかった。夕食は、また外食だった。白っぽいフォーみたいな麺にシーフードが入っ

ているやつだった。家で食べたマンゴーが美味しかった。 

 

高１ 女子 

セントーサ島の水族館と USSに行きました。水族館では、とても広くたくさんの種類の魚がいました。

ハンマーヘッドシャークという日本で見たことのない魚を見られて良かったです。全面水槽だったり頭

上に水槽があったりして楽しめました。USSでは、まず HUMANというジェットコースターに乗りました。

スピードが速く、ずっと叫んでいました。USJ のスパイダーマンのやつみたいに映像を見ながら進んで

いく TRANSFORMERSのやつにも乗りました。少し怖かったです。最後に、Madagascar Boogieに乗りまし

た。水がかかってきてすこしぬれました。今日はとても楽しかったです。久しぶりに絶叫系に乗れて良

かったです。もう一回行きたいです。 

 

高１ 女子 

待ちに待った USSの日です。シンガポールに来る前からずっとたのしみにしていました。そのためい

つも早く起きるのがつらいのですが、今回はいつもより早く起き素早く準備することもできて自分の気

合いの入り方に自分で驚きました。セントーサまではバスの中もみんなテンションが高くすぐ到着しま

した。ついてからすぐに USSと言うわけではなくその前にセントーサにある水族館に行きました。水族

館のミールクーポンをもらったので、売店でフィッシュボールとチョコカップケーキを食べました。そ

の後はとうとう USSです。ジェットコースター２つ乗りました。 

 

高２ 女子 

今日は USS！自分はジェットコースターに乗れない人だから、移動中はあまりテンションが上がらな

かったが、着いて入口に行くと一気に上がった。昼前から次の集合は 16:45。おのおのグループに分か

れて好きなアトラクションに行く。私たちは先に園内にあるハンバーガー店で昼食をとり、その後歩い



て回った。２つしかアトラクションに乗ってないけどそのうちの 1 つ、シュレックの 4D のものは声を

出して終始叫んでいたので、その結果声が枯れた。私は土産店をたくさん見た。値段はまあまあしたが、

日本への土産を USSで買うことにした。ショッピングは楽しかった。日本の USJでもめったに行くこと

がないからなぁ。今日帰りのバスやホストファミリーを待ってる間、「このままずっといたいなぁ」とい

う子がたくさんいた。普通に言葉が通じて話せるって幸せだなっと感じた。 

 

高２ 女子 

まず水族館に行った！館内は飲食 OKでびっくりした。次は念願のユニバ！ハロートークで知り合っ

たシンガポールの子にセントーサ島おすすめされていたから行けてよかった！乗り物は３つしか乗れ

なかったけど楽しかった！絶叫系２連続はきつかったけど、楽しかった！でも、いざ乗るとなると本

当に怖かった…。家に帰ったら週末何したいか聞かれたから、リトルインディアとプールって言った

ら OKだった！明日は 7時からプール！人生初の夜のプールだから楽しみ！土曜日にはリトルインディ

アとかで買い物して、日曜日はバド！今日も夜ご飯は手作り！昨日、お肉の脂身は好きじゃないって

言ったからかな？？今日もお魚！ポテトもだしてくれて優しさ感じる…。食事のときにホストシスタ

ーが体育の話みたいなのしていた！少しだけど家族の会話がわかって嬉しかった！ホストファミリー

も嬉しそうにしていた！！両親に電話する？って聞かれたから英語勉強しにきたから大丈夫って言っ

たら、普段の会話も英語のほうがいい？って聞いてくれた！いつも肝心なことはあっちからいっても

らってだめだな〜。もっと積極的に頑張らなきゃ！ 

 

８月４日（金）                                    ７日目 

中２ 女子 

バードパークに行きました。バードパークはとても広くて驚きました。鳥に餌をあげたらすごく寄

ってきて可愛かったです。餌をあげている時に少し触ることが出来て嬉しかったです。あと、鳥のシ

ョーも見ました。ただ前で鳥の芸を見るだけかと思ったら観客のほうに飛んできたり、観客が体験で

きたりするのも多くてとても面白かったです。午後は大臣みたいな人のスピーチを聞きました。KSKK

の代表の人の英語のスピーチが上手で凄かったです。その大臣みたいな人と一緒に写真を撮れて嬉し

かったです。夜はホストファミリーとショッピングモールに行きました。色々見られて楽しかったで

す。 

 

８月５日（土）                                       ８日目 

中２ 女子 

今日はフェイドラと友達のサラさんとで公園に行ってバレーボールをして遊びました。お昼ご飯を一

緒に食べたり、日本のアニメの話をしたり、とても楽しかったです。世界共通で日本のアニメは人気の

ようで嬉しかったです。午後からフェイドラのバースデーパーティーに招待されました。初めてのタイ

料理は辛いものが多かったのですが、美味しいものも沢山あったのでよかったです。明日の朝ごはんは

インド料理が食べられるそうなので楽しみです。 

 

中２ 男子 

今日はホームステイでした。午前中はホストスチューデントと一緒にニュートンの塾に英語を勉強し

に行きました。塾の先生はとても優しくて、僕のために簡単な問題を作ってくれました。ちょうど問題



の内容が中学校でやったばかりの内容だったので、すらすら問題を解くことができました。家に帰って

から昼食を食べて勉強をしました。勉強が終わってからは、ホストスチューデントと｢日常｣と｢アホガ

ール｣というアニメを見ました。好きなアニメを見る事ができてとても楽しかったです。夕食は外食で

カレーを食べました。カレーはとても辛くて汗が吹き出てきました。ホストスチューデントは少し汗が

額についている程度でホストペアレントに至っては全く汗をかいていなくてこれでもあまり辛くない

方だと言われてとても驚きました。 

 

中２ 女子 

朝までグッスリ眠れました。朝起きて支度をし、ホストシスターは塾へ行っていたので、ホストマザ

ーと一緒にスーパーマーケットに行きました。食べたいものをたくさん買ってくれました。お昼は日本

食を作って、ホストマザーとホストシスターに食べてもらいました。作ったのはそうめんです。量が多

かったかなと思ったのですが、「おいしい」と言ってくれて完食でした。その後、ホストシスターと公園

で遊びました。 

 

中２ 女子 

今日はモスクに行きました。とても綺麗な建物でした。その近くのリトルインディアでホストマザ

ーが色々なシンガポールの伝統的な遊び道具を見せてくれて楽しかったです。夕方に夕食を食べにホ

ストバディのいとこの家に行きました。とても緊張したけどみんなとてもフレンドリーで温かく迎え

てくれて嬉しかったです。夕食は色々な国の料理が食べられて楽しかったです。夜にホストバディの

いとこ達と 5人でアイススケートに行きました。みんなとたくさん滑れてとても楽しかったです。 

 

中２ 男子 

 今日はホストファミリーと一緒に過ごす日でした。ホストスチューデントのおじさん達と一緒にボタ

ニックガーデンに行きました。ボタニックガーデンでも世界の稀少な植物や日本の植物園で見たことの

ないような植物が沢山植樹されていました。ボタニックガーデンの園内の遊歩道にオオトカゲがいたの

で驚きました。 今日は West Coastのパーティーに出席しました。1回目のパーティーで 8月 9日の当

日ではないのに盛大なパーティーでした。 

 

中３ 女子 

今日はホストファミリーと一日過ごしました。サイクリングに行きました！！私とホストバディは普

通の自転車を借りました。ホストファザーとホストマザーは二人乗りの自転車を借りていました。私も

乗ってみましたがすごく難しかったです（笑）海がとてもきれいでした。その後に親戚と一緒にごはん

を食べに行きました。すごく楽しい一日でした。 

 

高１ 女子 

市場で朝ごはんを食べた。やはり中華だ。よくわからないものが市場には沢山あり面白かった。日本

でもみたことのあるオクラ、小松菜があった。ホストブラザーは２人いる。上の弟はマジック好きで常

にトランプを持ち歩き、しょっちゅうマジックを披露してくれる。下の弟はこれと言って話をするわけ

ではないが、あいさつはしてくれるし家で飼っているハムスターのような小動物を触らせてくれた。午

後からはスンミンとショッピングをした。人がたくさんいてみんな裕福そうだった。シャネル、ルイビ



トンがあり有名な外国人が宣伝をしており都会はいいなと思った。夜は家族で集まりニュースを見た。

もちろん英語で何を言っているかわからなかった。キャスターはホストマザーの同級生だったらしい。 

 

高２ 女子 

朝、飼ってる犬の散歩について行った。アパートの周りの公園とか歩いて結構疲れた。10時ぐらいに

なるとシンガポールも暑い。午後は猫カフェに行った。シンガポールにもあるんだと思った。日本でも

ずっと行きたかったところに行けて嬉しかった。猫たちは寝てる子が多かったが空間にいるだけで癒さ

れた。平和な時間が過ぎて行った。猫を見るたび家の猫に会いたいなぁと思う。夜はそのまま外食だっ

た。シンガポールフードの satay を食べた。そこで初めてシンガポールで月を見た。同じ月のはずなの

に、いつも見るより綺麗に感じた。 

 

高２ 女子 

今日はリトルインディア！と思ったらブギスとアンモーキルでお買い物！ブギスにはシンガポール

っぽいお土産がたくさんあった！ホストマザーと 2人きりだから緊張していたけど、全然大丈夫だっ

た！親子みたいにお買い物できて楽しかった！アンモーキルの駅で yogurtっていうお店でアイス食べ

た！ホストマザーのを 1口もらったりしちゃった！その時、フルーツの好き嫌いの話とかできた！そ

の後はスーパーに行ってお買い物！そこは服とか家電とかも売っていてドンキとかコストコみたいな

感じだった！そして、その後はジョギング！！走るのは本当に久しぶりで疲れた！そのままの流れで

ご飯、正直お腹すいてなかったけど、デザートに食べたアイスカチャンはかき氷みたいでおいしかっ

た！帰り道は日本の食文化の話をした！自分の英語のできなさにショックをうけました。今日思った

ことは、イーフィにも自分の家でホームステイしてほしい！今回の出会いは今後も続くものにした

い！ 

 

８月６日（日）                                       ９日目 

中２ 女子 

今日は家族みんなでショッピングへ行きました。そして本を買いました。短編ホラー作品で「THE 

BAZAAR OF BAD DREAMS」というステファン・キングスの作品だそうです。英語の勉強にも趣味の読書に

もなるいい商品を買ったと思います。日本へ帰ってから読むのが楽しみです。サンマルクカフェにも行

きました。ゆずのバニラソーダはとても美味しかったです。他にもサンリオショップやアニメショップ

などを見て回りました。また、ショッピングモールでは独立記念のマラソンの申込受付をしていて多く

の人で賑わっていました。 

 

中２ 女子 

今日はショッピングモールに行きました。シンガポールのお菓子とかを見られて楽しかったです。

午後からウォーターパークに行きました。色々なスライダーに乗ってすごく楽しかったです。その中

で印象に残ったのはトピードいうスライダーでとても怖かったけどとても楽しかったです。ホストバ

ディ達とたくさん遊べてとても楽しかったです。夜はとてもお洒落なところでイタリアンを食べまし

た。久しぶりだったのでとても美味しく感じました。その後散歩で海まで行きました。海の夜景はと

ても綺麗でした。 

 



中３ 女子 

今日はプールに遊びに行きました！！アトラクションがいっぱいありました。私は怖くて乗らなかっ

たけど、ウォータースライダーでカプセルみたいなのに入って下の床がカウントに合わせて開いておち

るというアトラクションがありました。ホストバディと私の友達と友達のホストバディがのっていまし

た。でも、わたしがこれなら大丈夫！！！と乗ったウォータースライダーもすごく怖くてびっくりしま

した。叫びすぎて喉がガサガサになりました（笑）おもしろかったです。 

 

高１ 女子 

今日は、十時頃に起きました。早く起きるつもりでしたが遅くて驚きました。朝食は、チョコレート

ケーキでした。少しパサパサしていたけど、おいしかったです。イーシュエンの部屋にはたくさんのぬ

いぐるみがあって、ベッドのふちの部分に落ちないように座らせたりしていました。写真も撮りました。

自分の家にもぬいぐるみがあってたくさんある方だと思っていましたが、こっちの方が多かったです。

小さな犬のぬいぐるみで遊んでいると犬が飼いたくなりました。昼食は、インド料理でロティ・プラタ

というものを食べました。ナンとは少し違い丸くて薄かったです。カレーにつけて食べるのは一緒でし

た。今日は初めて、家にいるイーシュエンのいとこと一緒に食べました。日本でいうおやつの時間の頃

には桃をだしてくれました。久しぶりに食べられてうれしかったです。今日は、家でゆっくりする日な

ので host familyにみせるつもりで持ってきたアルバムを見ていました。自分の癒しになりました。日

本に帰りたいけど帰りたくないです。 

 

高１ 女子 

今日の朝はインドの料理、プラタを食べました。とてもおいしかったので旅行に来る人はシンガポー

ルではなくインドの料理ですが食べるといいとおもいます。値段もお手頃となっていたはずです。また、

ホストファザーがご飯を食べるときにミルクティーが好きだと言ったらいつも買ってきてくれるよう

になってしまいました。シンガポールのミルクティーはどこか日本のものとは違う味がしてそれがまた

おいしいのでとてもうれしかったです。その後は、午後からホストスチューデントとクラスメイトの 3

人でボウリングにいきました。日本で少ししかやったことがなく、またほかの 2人も経験が少ないよう

だったのでしばしばガーターが見られたのですが逆におもしろくて笑ってやることができてとてもい

い思い出になりました。その後は自転車を借りて、サイクリングをすることになりました。普段サイク

リングなんてほとんどしないので新鮮で楽しかったです。橋を渡ってみたりよくわからない道を走って

みたりと自由に走れて開放的で気持ちがよかったです。夕食もこの 3人で近くのショッピングモールで

食べました。そして家に帰った後ナイトマーケットにいきました。パサラマと言う名前のナイトマーケ

ットだったはずです。そこではきれいなライトアップがされていたりしていろいろなお店もあって賑わ

っていました。きなこ餅のようなものを買って食べ、マレーシアのハンバーガーも食べたりしました。

家に帰ってからは、そこで買った栗を食べました。 

 

８月７日（月）                                      １０日目   

 中２ 女子 

シンガポール動物園へ行きました。お目当てのホワイトタイガーや巨大なヘビ、ワニにヤドクガエル

も見ることができ、幸せです。午後からのリバーサファリではピラニアや電気ウナギなどの日本では見

られないような生物を生で見ることができ、大興奮でした。 



高１ 女子 

Singapore Zooに行った。たくさんの動物がいて触れ合うこともできた。日本では絶対に見ることの

できない珍しい動物や絶滅危惧種の動物がいてとても感動した。お昼ご飯も Singapore Zoo で食べた。

ご飯を食べながら貴重な鳥を見ることが出来て嬉しかった。午後は River Safari に移動した。日本の

ディズニーにあるイッツアスモールワールドの動物バージョンのようなアトラクションに乗ることが

出来た。本物の動物を見ながらアトラクションに乗れることが出来るのはとても珍しいと思う。私は初

めてだったのでとてもワクワクしたし楽しかった。 

 

高２ 女子 

シンガポール最後の観光場所はシンガポール zooと river サファリ。Zooで見れて嬉しかったのはホ

ワイトタイガー。動物園とかこの年齢になると行かなくなるし、ホワイトタイガーもめったにいないか

ら私にとっては貴重だった。ほぼ自然のような所で飼育されていて、キリンやライオンなど檻がなく、

写真がすごく綺麗に撮れた。柵や檻がないのはその時は気づかなかったが、時間が経ち、写真を見返す

時初めて気が付いた。午後の river サファリの目玉はパンダだった。あと、レッサーパンダも見ること

ができた。今日は外でたくさん歩き回ったから疲れたし、足がガクガクや。(ベットにダイブ) 

 

高２ 女子 

朝ごはんは昨日買ってもらったクロワッサン！中身入ってないとおもったら、甘い何かが入ってい

た！普通においしい！その後は動物園に行った！白熊とかライオンとかみるとテンションあがった！

その後の、スプラッシュマウンテンみたいな船おもしろかった！お土産は何がシンガポールっぽいの

か分かんなくて買わなかった〜。もっと調べとくべきだったなあ〜。グッチの言っていた"準備するほ

どいい旅"ってやつは大当たりだ〜。今日の晩ご飯はお家でカレー！辛かったけどおいしかった！外食

よりお家で食べる方が好き〜。 

 

８月８日（火）                                    １１日目 

中２ 女子 

今日は学校で独立記念日のセレモニーがありました。小学１年生から中学４年生まで全員が揃って独

立記念日をお祝いしていました。中国の伝統的なダンスやチアリーディング、セレモニーの歌などが披

露されとても華やかだったのは今でも覚えています。特にすごかったのが小学１年生のダンスチームの

パフォーマンスで、リボンやボールを使ったまるで新体操の様なダンスで「人間の体ってあんなに曲が

るんだなぁ」と唖然としました。お昼はショッピングモールでフェイドラの小学校時代の友達とお昼を

一緒に食べました。どんどん友達が増えていくので嬉しかったです。 

 

中２ 男子 

今日は建国記念日前日のパーティーが学校でありました。ダンマン中学では裁判所や国会近くの大広

場を貸し切ってサッカーやフリスビー、クライミングといったいろいろな競技を行いました。僕はサッ

カーをしました。ＰＫに選ばれてシュート決めてそれで勝つことができて、とても嬉しかったです。途

中で大雨が降ったので巨大なテントに入って、お菓子を食べました。夜にはソシアルナイトがありまし

た。着物に着替えて、「奇跡」を歌いました。明日は建国記念日なのでとても楽しみです。 

 



中２ 女子 

今日はラッフルズで建国記念のイベントがありました。みんな、赤や白の服を着ていて、楽しそうで

した。イベントではかっこいい行進を見ることができたり、歌を 6曲も歌ったりと大騒ぎでした。Social 

night では、ホストファミリーとご飯を食べながらしゃべることができて楽しかったです。食べている

時に、日本文化紹介をするために着た浴衣を見て、ホストマザーが「可愛かったよ！」と言ってくれて、

本当に本当に嬉しかったです。日本の文化紹介では、みんなと歌を歌えてよかったです。 

 

中２ 女子 

今日はシンガポールの建国記念日を学校で祝いました。生徒達で食べ物を売ったり、ゲームしたり

文化祭みたいな雰囲気で楽しかったです。コンサートも見ました。すごい盛り上がりでとても楽しか

ったです。そのあとソシアルナイトをしました。浴衣の着付けが心配だったけどみんなに手伝っても

らってなんとかなったので良かったです。みんなでキセキを歌いました。夕食会でホストバディ達が

ダンスを踊ったり、クイズ大会をしたりしてとても盛り上がりました。とても楽しかったです。 

 

中３ 女子 

６時起床。赤いポロシャツと、制服のスカートに着替え、学校に向かう。今日の学校は特別だ。ナシ

ョナルデイで、授業はない。ナショナルデイはシンガポールの独立を記念した行事が行われる。シンガ

ポールの国旗の色である赤と白の服を着る。本当の独立記念日は明日だが、明日と明後日はシンガポー

ルでは祝日になっているので、学校は休み。ということで、今日なのだ。学校に行く途中でも、生徒た

ちは皆赤いＴシャツを着ていた。本当に、シンガポールの人達が皆で一心同体になった感じだった。本

当に愛国心が強いなと思った。学校で、グラウンドに全員が集まると、統一感が出た。初めの方では、

軍服を着た学生たちが軍隊の様に行進した。びっくりした。かっこよかったけど、あまり好きではない。

途中には銃のレプリカの様なものを使ったショーもあった。次に体育館の様な広い場所に移動して、コ

ンサートの様なショーを続けて見た。インド系の人達が楽器を演奏しながら踊るものや、マレー系の人

達が行うショーなど様々だった。多民族国家であることで、いろんな文化を一気に見ることができたよ

うに思えた。最後には、シンガポールを称え、誇りに思う意味合いの歌を、皆で歌った。シンガポール

の人たちはノリが良く、盛り上がってくると、それぞれに立ち上がって歌っていた。学校を出て、サミ

ーとその友達２人でショッピングモールに行き、ショッピングと昼食を食べた。「モンスターカレー」と

いう日本発祥らしき店で食べた。（私は聞いたことが無かった。）名前の通り、メチャクチャ大きな器に

盛られたカレーが出てきた。二種類のカレーを頼んでいたので、４人でシェアして食べた。とてもおい

しかった。お腹いっぱいだ。友達２人と別れた後、会場に行く。（トイレで浴衣に着替えるのはキツかっ

た。）GReeeeN の「キセキ」を歌った。しかし、私を含めて全然声が出ていなかった。歌詞を間違えて

しまった所もあった。ソーシャルナイトは、ホストファミリーも含めて一緒に食事をしましょうという

ものだ。そこでの食事はおいしかった。ソーシャルナイトの後は、皆で写真を撮ったり LINE のアカウ

ントを交換したりして、楽しい夜だった。帰るときは浴衣のままだったので、動きにくかった。電車で

帰ったのでいろんな人の目を引いてしまった。歩きにくいのなんのって。段差の一段一段がおっくうに

なった。でも、こけることなく家まで辿りつけたので良かった。あ～、楽しい１日だった～。 

 

高１ 女子 

学校ではみんなでグラウンドに出てセレブレーションをした。歌を何曲も歌った、わたしは歌えなか



ったが。中学生だけでなく小学生もいて 1000 人超えていた。小学生は恥ずかしさがないので大声で歌

っており可愛かった。出し物も面白かった。クラスの友達と帰りは沢山話した。洋楽という共通の話題

で盛り上がり楽しかった。別れ際、「またね、バイバイ」と言われ何だかうれしくなった。友達との距離

が縮まり学校に行くのが辛くなくなった。その後のソーシャルナイトでは空手着を着て参加した。スピ

ーチではシンガポールについての感想を話した。シンガポールは小さい国だが沢山の国の人が住んでお

り、町はきれいで感動した、と伝えた。 

 

高１ 女子 

今日はシンガポールの独立記念日の学校の出し物の日です。学校のほとんどの人が赤か白の服を着て

いました。何より驚いたのが、クラスの出し物です。スキットなのですが、歌を入れたり劇でおもしろ

いことをしたり、ジョークがみんなにうけていたのがなによりすごいなと思いました。わたしは 4年生

にいたので、このような出し物を全校に見せる機会があり、しかもクラスのみんなといっしょに踊るこ

とができました。これはこのようにホームステイしていないと経験できないことだと思ったので、とて

も貴重な体験だったと思っています。午後はほかの学年は授業があるのですが、4 年生は learning 

journy いわゆる日本での修学旅行だったので参加することができました。日本だったら 4泊 5日など何

日もかけて旅行のような楽しいこともできますが、シンガポール修学旅行は本当に修学がメインでたっ

た数時間で終わってしまいます。本来あるべき修学旅行はこうなのかもしれないし、シンガポールはせ

まいので何泊もするほどのところがないのかもしれません。でもこれに関しては、日本の学生でよかっ

たと思いました。さらにわたしはこの修学旅行のおかげでたくさんの友達をつくることもできました。

そして toast boxというパンのお店でインスタントヌードルを頼んで食べました。その後は日本の文化

紹介です。練習が少ない中でもがんばれたと思います。緊張で声が小さかった気もしますが成功だとお

もいます。そのあとは保護者を交えてのソシアルナイトという夕食会でした。私のバディは日本語でス

ピーチしたのですが、とても上手でかわいかったです。 

 

高２ 女子 

今日は学校でシンガポールの独立 52 年を祝福するセレモニーがあった。私が行った学校は、スピー

チなど、終わるとバスに乗りスポーツができる環境が整えられた広場へと行き、12時まで自由に過ごし

ていた。学校によって祝う形は色々だそう。16時前には MOELCに着き、浴衣に着替えリハーサル。浴衣

の着方は何回も練習したが、時間におされ慌ててしまった。（汗）夜のパーティーはホストファミリーも

来ていたりして、終始にぎわいわっていた。今日でみんなで集まって何かをするということは終わった。

本来なら次に会うのは空港…となるのだが、みんなはまだ会えるのを知っていた。(笑)早くその日にな

ってくれないか、楽しみにして明日過ごしていよう。 

 

高２ 女子 

今日の朝ご飯はホストマザーが作ったチーズケーキ！朝から手作りケーキなんて凄いな〜。そし

て、ラッフルズの建国記念日のセレモニーは驚き！歌とかダンスは少なくて演劇風な感じだったか

ら、セリフとか笑いのツボとかよく分かんなくて後半ねちゃった…。でも、最後は起きた！皆でダン

ス踊って、その後は生徒会のチアで終わり！凄くパワフルだったなあ。ソシアルナイトはミニスピー

チがあったから緊張した！私たちの声は多分小さくて聞こえなかったと思う。申し訳ない…。その

後、家族でご飯を食べている時、ホストファザーが「まいう〜」とか言っていてびっくりした！クイ



ズの時は、私の事、写真沢山とってくれるし、下駄だからってエスコートしてくれたり、さらにホス

トファミリーと仲良くなれた気がする！ 

 

８月９日（水）                                    １２日目  

中２ 男子 

今日はホームステイでした。昼の 11 時半に起きて昼食をとり、勉強した後に建国記念日のパレード

が行われる場所から少し遠くのマリーナベイサンズとガーデンズバイザーベイがよく見える建物の屋

上に行って、パレードの様子を設置してあった巨大なテレビで見ていました。頭上 5 機ぐらいの戦闘

機が飛び回っていました。5 機のうち 2 機は建物から百数十メートルあるかないかくらいの距離でマッ

ハまで加速したので、風と音がとてもすごかったです。夕日がマリーナベイサンズに沈む姿もとても

きれいでした。7 時になって周りが真っ黒になってガーデンズバイザベイとマリーナベイサンズがライ

トアップしてとてもきれいでした。花火は短い間でしたが、とても綺麗で良い写真を何枚も撮ること

ができてとても良かったです。 

 

中２ 女子 

今日はリコージというゴーカートのような乗り物に乗りました。そのリコージに乗ってジャングル

コースとドラゴンコースを走りました。最初は操作するのに苦戦したけど、慣れてくるとスピードを

出せるようになって楽しかったです。おやつにパンケーキ屋に行きました。パンケーキが作り放題で

すごく楽しかったです。夜はホストバディのいとこの家に行ってシンガポールの誕生日を見ました。

シンガポールの国旗の色の赤いシャツを着て、テレビでパレードを見るのはシンガポールならではで

とても楽しかったです。 

 

高１ 女子 

イーシュエンのお姉ちゃんの誕生日がもうすぐなのでそれを祝うため、父方の親戚と一緒に昼食を食

べに行きました。料理が出てくる度にみんな写真を撮っていました。食べている時でもスマホを触って

いて日本だと怒られるのにと思いながら見ていました。おじいちゃんが私と目が合うとニコっと笑うの

でかわいかったです。おじさんがとても優しかったです。その後は、モールで買い物をしました。お菓

子を買ったり、服や文房具を見たりしました。ぬいぐるみもあってかわいかったです。今日の夕食と明

日の朝食を日本のデパ地下みたいなところで買いました。パン売り場で日本にもあるのが売っていてな

ぜかうれしかったです。今日は、独立記念日なので家に帰ってからそのお祝いのテレビを見ました。盛

り上がりがすごかったです。オリンピック並みの演出で驚きました。親戚の人たちが帰るとき見送りを

したら、おばあちゃんがバイバイと言って手を振ってくれました。うれしかったです。 

 

高２ 男子 

今日は朝 8 時に起きて、朝食は外で焼きそばみたいなものを食べました。細い麺と太い麺が入って

いて上に乗っかっていたハッシュドポテトも美味しかったです。その後は家でホストスチューデント

と一緒にゲームをしたりゲームの紹介動画を見たりしました。動画は全て英語で比較的簡単なところ

を質問されて、英語の勉強になりました。昼食はラーメンを食べました。ラーメンはエビや肉が乗っ

ていて、グレープフルーツのジュースとは、あまり合いませんでしたが、別々だとどちらもとても美

味しかったです。その後インド人街を歩きました。そこでは文房具や電子部品などが日本と同じかそ



れ以上に安く売られていて少し心惹かれました。家に帰って夕食は玉ねぎと牛肉を買ってきて牛丼を

作って食べました。思ったよりうまくできて良かったです。その後ガーデンズバイザベイに行ってラ

イトアップや独立記念の花火なども見ました。夜はとても綺麗で賑わっていて、日本ももっと楽しく

祭りができる場所を増やしてほしいなと思いました。シンガポールは小さい国だけれど、その分すぐ

にいるなところに行けてとても楽で楽しいです。 

 

８月１０日（木）                                   １３日目  

中２ 女子 

 今日は朝家で過ごし、昼からパーティーに行きました。カラオケやＢＢＱをして楽しみました。日本

では、あまりパーティーをしないので、凄く楽しかったです。あまり話さなかったモネさんと仲良くな

ったり、新しい友達もできました。 

 

中２ 女子 

今日はお好み焼きをホストバディと作りました。みんな美味しいと言って食べてくれてとても嬉し

かったです。夕方からホストバディ達が計画してくれた BBQをしました。みんなでチェスをしたり、

腕相撲をしたりしました。外にプールがあったのではしゃいで少し遊んだらスカートがびしょ濡れに

なってしまいました。とても楽しかったです。みんなで集まれて本当に楽しかったです。でもこの BBQ

で、みんなで集まって活動するのが最後だと思うとすごく悲しくなりました。 

 

中２ 女子 

今日は、いとこが行きたかったから一緒にキッザニアに行った。色々な仕事ができて楽しかった。午

後は、KSKK の人とそのバディでバーベキューをした。もうこれで最後まで会えなくなるのでさみしい。

バーベキューの場所の他にもそのマンションには、ジムやプールもついていてここに住みたいなと思っ

た。そこに住んでいるバディの家にはちゃんとしたカラオケがあってすごいなと思った。帰るのが遅く

なってしまったけど、今日のバーベキューは、すごくいい思い出になった。 

 

 

高１ 女子 

今日は、木曜日だけど祝日でした。朝は、八時半頃起きました。いつも以上に眠たかったので二度寝

をしてしまいました。昼食は、イカ墨パスタでした。服にとんだら大変なのでゆっくり食べていました。

もともと、私はパスタが好きでそれでパスタのお店によく連れていってくれるのでとてもうれしいです。

お姉ちゃんもパスタが好きで共通点があってうれしかったです。その後、家の近くのボウリング場に行

こうとなって行ったら、休みでした。だから、近くのスーパーへ買い物に行きました。あやたかを買っ

てもらいました。のどがかわいていたのですぐなくなりました。家に帰ってからココナッツジュースを

飲みました。おいしかったです。チェリーも食べました。イーシュエンとお姉ちゃんとあやとりと折り

紙を少しだけしました。あやとりの見本を見せるとすごいと言ってくれました。うれしかったです。ま

た、持ってきたアルバムを見ていました。みんなに会いたい気持ちが強くなってきました。 

 

高１ 女子 

家を 11：30に出て、７人で遊んだ。Unoをしたり話をして楽しんだ。どこの家にもお手伝いさんがい



るんだなと思った。自分のホストファミリーのお手伝いさんは台所にいるだけなのに、友人宅のお手伝

いさんは普通にリビングにいて友達のようで、それぞれ違うんだと感じた。その後バスに乗って、また

別の友人宅に行き、バーベキューをした。マンションは普通プールがあると聞いていたが、いくつもプ

ールがあり高級感を感じて驚いた。プログラムに入っていないことをバディたちが計画してくれたこと

に感謝している。 

 

高１ 女子 

今日はなんと 12時に起きていしまいました。なので書くことが少ないです。ですが起きてからプール

に入り、その後 4時頃に MOELCの仲間のシンガポールのカイくんのおうちでバーベキューをやるため

みんなで集まりました。その子の家はマンションなのですが、マンションのなかにコンビニがあった

ので快適で、しようと思えば家から出なくても一生生きていけます。しかもすごくきれいでバドミン

トン専用のドームや水の遊具やきれいに内側からライトアップされるプールがあったり、そもそもマ

ンションの敷地自体が広いので探検しがいがありました。バーベキューは日本人とシンガポール人が

協力し合って焼いたのでとてもおいしいものとなりました。またコーラがやけにおいしく感じてたく

さん飲んでしまいました。そんな楽しい時間も過ぎ去り、もうあと日本の仲間に会うのは帰るときの

空港でだけ、となってしまいました。悲しい事実に気付いてしまいましたがこれからのあと数日、日

本に帰るまでをめいっぱい楽しもうとも思いました。 

 

高２ 女子 

今日の朝ご飯はちまきみたいなのを食べた！あと、エアコン寒くてパーカー着ていたら体調心配し

てくれた。優しい。その後は、友達の家に行ってご飯食べながら女子トーク！おやつにワッフル屋さ

ん行こうってなって、行ったらまさかの工事中で、近くのカフェに変更。美味しかった！その後は

BBQ！カイちゃんの弟のルカ君が本当に可愛かった！聞き返し方とか焦らし方とかまじで可愛い。ご飯

の後、ルカ君がプチ探検に連れてってくれて本当に癒しでした。その後は、写真もとれて、帰りもバ

イバイしてくれて可愛かった。 

 

８月１１日（金）                                     １４日目  

中２ 女子 

今日の授業は、中国語、数学、英語、科学でした。久々の授業のある学校だったのでジンさんと色々

な話をしました。日本と違って、シンガポールでは昼食は食堂内で好きな場所に座って昼食を食べられ

るところはやはりいい点だと思います。学校は楽しいです。でも、刻々と迫る帰国の日のことを考える

と急に寂しくなります。明日はそんなことも忘れるくらいいい日になることを願います。 

 

中３ 女子 

今日の放課後はサミーの部活動を見学した。ボーイスカウトの部活をしていた。サミーの今日の活動

は、料理だった。私は、手伝えそうなことを探して手伝っていた。結構皆と仲良くなれた。作っていた

のは、鶏の丸焼と、ご飯ものと、クッキーだった。クッキーは作るのが難しかった。２回に分けて焼い

た。初めの方のは底が真っ黒焦げで、中は全く火が通っていなかったので生の状態だった。２回目では、

一気に焼いてしまわないように工夫して焼いた。すると、とても上手く行った。どれもとてもおいしか

った。辺りはだいぶと暗くなっていた。片づけをすべて終えて、帰るときには真っ暗だった。時計を見



ると、８時。サミーと、友達の３人でショッピングセンターに立ち寄り、タピオカ入りのミルクティー

を買って飲みながら帰った。最近は毎日が楽しいので、充実した生活を送ることができている。ホスト

ファミリーに感謝だね。 

 

高１ 女子 

いつも学校には七時半頃着きますが、もう来ている人もクラスの中にはいてすごいなと思いました。

金曜日の朝の集会はホールであるそうです。数学の授業は、前回やったテストの返却と解説をしていま

した。日本では班でやることが多くしゃべる人ややらない人がでてくるけど、一人一人に道具がそろっ

ていてやらない人がでないので良いなと思いました。今日は、お姉ちゃんの誕生日なのでケーキを食べ

ました。でも、ケーキを食べたのが十時頃で、日本でいうと十一時頃になります。しかも、シャワーも

浴びて歯磨きもしていたので何も食べたくはなかったのですが、ケーキならいいやと思いながら食べて

いました。Happy birthday to youを英語と中国語で歌いました。 

 

高１ 女子 

３回目の学校。学校まで 30 分かかるため 6：30 に家を出るのはつらい。ナショナルデーでクラスメ

イトと距離が縮まったため沢山の人と話をした。学校にはエアコンがなく扇風機と天井のシーリィング

ファンが大きな音をたてて騒音となっていた。風が当たるだけであまりすずしくなく大変だと思った。

学食の時間はクラスメイトとロティプラタ（ナンのような小麦粉でできた皮にカレー）を食べた。お菓

子を食べてもいい授業があり、みんな自宅から持ってきてシェアして食べ、優しさを感じた。授業中寝

ているひとがいないのも日本との違いだ。 

 

高２ 男子 

電車で学校に行きました。学校では 1 時間目から体育でした。そこでまた、バスケの試合をしました。

2 時間目は科学でした。4 時間目は歴史の授業で、そこではヒトラーやスターリンのことやイラクの紛

争などを学んでいました。昼食は食堂でラーメンを食べました。久しぶりに日本にいた頃の味を食べた

気がします。5 時間目は数学のテストが返ってきて、解説をしていました。放課後はニュートンに行っ

てチキンライスを食べた後ＭＯＥＬＣに行って日本語教室に参加しました。休み時間が終わった後日本

語で自己紹介をしました。アニメが好きなホストスチューデントと一緒に見ていますと言うと、意外に

食いついてきて、質問攻めにあって、楽しかったけど大変でした。 

 

８月１２日（土）                                     １５日目 

中２ 女子 

今日はシンガポールボタックガーデンに行きました。百年以上の歴史ある植物園で、世界遺産に登録

されているそうです。中には 5ドル札の裏のイラストの木がありました。それからいとこの人たちと合

流してインド料理を食べに行きました。皿ではなく葉っぱに料理を載せていたので驚きました。家に帰

ってからは、クッキングゲームをしました。夕ご飯には親戚の人が集まって、皆でパオを食べました。

色んな人と話せてよかったです。 

 

 

 



中２ 男子 

 今日は、ホストファミリーと一緒にシンガポールの自然保護区に行きました。ホストスチューデント

はテストが近いから家で勉強していたのでホストスチューデントは行きませんでした。その自然保護区

では、マングローブ林や干潟に鳥類やなんとワニがいました。そこで見つけたワニは干潟にいる鳥を狙

っていました。遊歩道の看板は『ワニに注意』という事が書いてあるものもありました。またオオハシ

科の鳥類の写真を撮れたので良かったです。干潟に鰭で跳ねる魚がいました。その魚はあまり水の中に

入ろうとせず水際をジャンプしていました。 

 

高１ 女子 

あと少ししかいられないと思うと悲しくなってきます。今日は、朝からぼーっとしていました。持っ

てきた宿題も早く終わらせておかないといけないのに。昼食は、日本でいうおかゆでとり肉が入ってい

ました。夕食を食べに行く少し前にポークやキャンディーを食べさせられました。（笑）おじさんが家ま

で迎えに来てくれて、親戚とイタリアのパスタのお店に行きました。イタリア人のシェフが作っていて

本格的でした。パスタやピザがたくさん出てきました。すごくお腹がいっぱいになりました。デザート

は、ティラミス・プリン・クレームブリュレ・チョコレートケーキが小さいサイズで並んでいました。

私的には、ブリュレが一番おいしかったです。他には、ブルーベリーチーズケーキがあり食べたらとて

もおいしかったです。行きも帰りも車の中では音楽が流れていました。千本桜や What Makes You 

Beautiful など知っている曲が流れていてうれしかったです。ずっと窓越しに外を見ていると、歩行者

用の信号にあと何秒で赤になるか数字で表示されていて、分かりやすくて良いなと思いました。 

 

高１ 女子 

ホストマザーとファザーがバンコクに旅行に行った。子どもを置いていくことに抵抗を感じた。ただ

しおばが来てくれて、植物園ボタニックガーデンに連れて行ってくれた。結構歩き汗をかいて運動にな

った。夜ごはんはニュートン駅側の屋台で麺類を食べた。中華とかアジアの屋台ばかりで洋食はなかっ

たので残念だった。ナショナルデーなのでフェスティバルをやっていてマリーナベイサンズの夜景を見

て美しさに感動した。ナイトショーの噴水はすごく感動した。いろいろなところに連れて行ってくれて

感謝している。 

 

高１ 女子 

今日は休日だったので 12 時に起きてしまいました。そのときバディーはというといつもの学習支援

のボランティアでした。年 7時間でいいとされるボランティアを毎週 2時間するバディーを尊敬しまし

た。日本の学生にはボランティアは強制はされていないのでこれも文化の違いだなとも思いました。海

外では学生はボランティアをするもので、しなければいい大学に入るためにもなりません。日本のよう

に偏差値教育ではないので、このような点やいかに自分が何をしたかが評価されて入学も結構決まるよ

うです。だからと言って義務化するのははたしてボランティアといえるのかという点では賛否両論だと

は思いますが、やるだけましなので、それに加えてたくさんボランティアしているバディは本当にすご

い子です。 

 

高２ 女子 

今日は家でのんびり過ごしていた。テレビ見たり、犬と遊んだりした。私はホストファミリーにお礼



に何かあげたいなと思ってたので、それを作り始めた、折り紙で六角形のキャンディボックスを作って、

底に英語でメッセージを書いたもの。ホストファミリーが全員で 7人もるから大変そうだけど、もちろ

んやる！折り紙は小さいころから好きだったから作るのは楽しい、けど最終日までに隠しながら作らな

いとね。それと、少しだけ荷づくりをしてみた。 

 

８月１３日（日）                                   １６日目 

中２ 女子 

今日は朝から海に行きました。浜辺を散策したり、防波堤からマリーナベイサンズを眺めることが出

来ました。昼ご飯は近くのショッピングセンターでフィシュアンドチップスを食べました。家に帰って

ゆっくりした、晩御飯にホストファミリーの皆に茶そばを作りました。日本で練習したので失敗せずス

ムーズにできました。喜んでもらえてよかったです。晩御飯のあとはガーデンズバイザガーデンのナイ

トショーに行きました。夜のスーパーツリーは昼間とは違う雰囲気でとても幻想的で奇麗でした。 

 

中３ 女子 

 ６時起床。今日はユノとジンちゃん（ユノのホストバディ）と私とサミーで、「マリーナ・バラージ」

でカイトを揚げる予定だ。７時に家を出る予定だったのに、サミーが「もう少し寝る。もう少し。」と言

って、結果７時４０分くらいに家を出た。ユノ、ジンちゃんとは現地集合だった。ジンちゃん、ユノ、

私の順にカイトを揚げた。サミーは「面倒くさい。」と言ってやらなかった。カイトはカンフーパンダの

デザインだった。お昼まではカイトやフリスビーをして遊び、午後からは場所を移動してショッピング

をした。 

  

高１ 女子 

小さい弟が通っている学校へ行き、キリスト教の集まりに行った。中学１年の時にロサンゼルスにホ

ームステイした時も教会に行ったがその時と同じような感じでお祈りしたり、歌を歌ったりした。その

後教室へ行き聖書の授業のようなものが始まった。正直何を言っているのかわからず眠くなってしまっ

た。夜、スンミンに College green 内を散歩しようと言われ、SG の街中でよく見かけるスクーターの

ような電気で移動する乗り物にのった。ハンドルの近くで速さを調節でき、電気で早く走れるため面白

かった。 

 

高１ 女子 

今日は外に出ず、家で過ごした。時間がたくさんあったので日本について教えてあげることにした。

まず最初にやったのは折り紙と紙風船や竹トンボなどの日本文化紹介。どのようにして遊ぶのかを教え

るととても楽しそうにしてくれてうれしかった。お昼の時間になったので私はお好み焼き・味噌汁・卵

焼きの 3つを作ることにした。材料は近くのスーパーまで買いに行った。作るのに時間がかかってしま

って申し訳なかったけど美味しいといってもらえたので良かった。そのあと、家のテラスで休憩してか

ら書道を教えた。バディの名前をひらがなやカタカナを使って書いたり、シンガポールを漢字で書いて

みたりとたくさんの文字を書いた。とてもいい 1日になったと夜寝る前にバディにいってもらえた。 

 

高２ 女子 

この日曜日が“ホストファミリーと過ごす”最後の日だったから行きたいなと思ってた所をマザー



にお願いすると行くことになった！その場所は、ガーデンズバイザベイの夜のライトアップ！夜、ホ

ストマザーと見に行った。ショーの時間は決まってて、少し前から待っていた。シンガポールの歌と

ともにスーパーツリーが光り出して想像以上にきれいだった。15分間ぐらい様々な色で表現されてい

て、最後にここに来れてよかった。あ、そういえば、おやつにドーナ食べたんやけど、それが美味し

かった話。 

 

8月１４日（月）                                    １７日目 

中２ 男子 

地理の授業では地震について学びました。阪神淡路大震災や東日本大震災、関東大震災について学

びました。中国の震災の映像では、死んで泥沼に沈む男性の写真を見せられました。最後の授業は大

きな講堂でシェイクスピアについての講演会が行われ、講演者がシェイクスピアやシェイクスピア作

品について説明し、男女２人の先生が役になりきって演技するという内容で、とても面白かったで

す。 

 

中２ 女子 

学校体験だった。中国語の授業があったりとかクレオパトラの説明があったりしてびっくりした。１

日一つ以上のペースでテストがあって大変だなと思った。でも、部活が月金しかないのでいいなーと思

った。部活の種類が沢山あって羨ましいなと思った。いよいよ最後だ。嬉しい気持ちとちょっと悲しい

気持ちがある。けど、明日は楽しもう！ 

 

高２ 女子 

月曜日の学校は朝 8時に朝礼がある。そこで国歌を歌ってて何回も国歌を聞いてたから、なんとな

く鼻歌程度で歌えるようになった。教室は年中夏というのにクーラーなしで扇風機のみ。むしむしの

中でよう勉強するなぁってびっくりした。物理の授業でとても安全な実験をしてたから、少し一緒に

させてもらった。黒板の図を見ると、「またもやこれも見たことがあるなぁ」って思った。午後にみん

な体育館に集まってシェイクスピアについての勉強をした。私には理解ができなかった。学校終わっ

てから、大きいワッフルが美味しい店に行った。サックサクで、今まで食べたワッフルの中で一番や

った！！残り一日とちょっとか～。 

 

高２ 男子 

朝会が終わって１時間目はいきなり中国語でした。２時間目は古文でした。今回は読み進めながら

解説するというもので、内容が難しかった。３時間目は教室を移動して、様々な国の文化について学ん

でいました。よくわからず理解できるところを聞いていました。その後の休み時間は友達数人と間食に

チキンパイとクッキーを食べました。合計 2 ドル 50 セントにしては量が多くてとても美味しかったで

す。４時間目は数学でした。数学は前に解いてあった問題の解説だった。夕食は中華料理でカニがすご

く大きかったです。 

 

８月１５日（火）                                    １８日目    

中２ 女子 

ジンさん、サラさん、アナさんの学校生活でお世話になった３人の友達にお礼のプレゼントとして折



り紙を贈りました。いことの子達やフェイドラにもプレゼントしました。シンガポールでの楽しい生活

も今日でお終いです。フェイドラとのお別れにもなるので本当に寂しいです。シンガポールで学んだ英

語や文化は今後、とてもよい経験として残ることなるでしょう。またいつか、会うことが出来たらと思

います。 

 

中２ 女子 

 学校体験の日でした。教科は社会、英語、物理、数学、課外授業でした。課外授業はシェイクスピア

のことで、詩の仕組みや朗読などがありました。学校が終わってからホストシスターと一緒にスターバ

ックスに行って、チャイと抹茶ラテとキャラメルを頼んで、皆でシェアしました。晩御飯にはセカンド

ハウスの近くのホーカーズで中華料理を食べました。少し辛かったけど、日本にはない料理ばかりで美

味しかったです。 

 

中２ 女子 

今日学校の 100歳の誕生日なのでお祝いをしました。シンガポールの誕生日の時よりも盛り上がっ

ていてとても楽しかったです。学生達が作った映画を見たり、ミュージカルを見たり、色々な売店を

見てまわりました。どれもとても楽しかったけど、特に印象に残ったのは、ミュージカルです。本格

的で、中国語だったのでもちろん何を言っているかは分からないけど、色々なパフォーマンスがあっ

てとても面白かったです。もう少しで日本に帰ると思うととても悲しくなりました。 

 

中３ 女子 

６時３０分起床。６時４５分には家を出なくちゃ学校に間に合うか分からないからいつもより急いで

用意をした。学校には間にあった。今日の授業は半分(午前中だけ)だったので１０時３０分頃に終わっ

た。サミーは今日も友達とショッピングセンターで昼食を食べると言う。本当に毎日お金を使う。ピザ

屋さんで美味しいピザを食べた。高かった。で家に帰って寝た。１５時から１８時まで。今日は飛行機

が明日の朝早くに飛び立つから寝る事ができない。変な時間帯に寝たので、変な感じで疲れた。それか

ら夕食に出かけた。メチャクチャ美味しかった。特に、鶏のから揚げの様なものに、甘酸っぱいレモン

ダレがかかっている料理は、手が止まらなかった。(笑)家に帰ってシャワーを浴びて、最後の確認をし

ながら荷物を詰め込んでいった。思ったよりも荷物が多くて、全てのカバンがパンパン！どうやって荷

物を詰め込むのかの頭脳戦をしているようだった。結果は私の勝ち!!(全ての荷物を詰め込むことができ

た、という意)なんだかすっきりした!ホストファミリーにお手紙を渡した。喜んでもらえて良かった。

感謝の気持ちを伝える事ができて良かった。 

 

高１ 女子 

スンミンと友達がスコールが降るから外には行かないと言われ、雨雲のようなものがあるだけで、ま

だ雨の匂いもしないのに何でわかるんだろうと思った。本当にスコールが始まった時はさすがだなと感

心した。学校最終日。みんなとよく笑い、よく話して楽しかった。家に帰るとホストファミリーからお

土産をもらった。お手伝いさん、弟たちからもお土産をもらい挨拶をした。 

 

高２ 女子 

今日で丸 1日家で過ごすのはラスト!そうなると寂しくなるなぁ。とりあえず今日も学校に行ってき



ます。今日の時間割を言うと、英語→化学→数学→文学→生物→中国語。1限目は授業を聞いていたけ

ど、あとは宿題してた感じ。お昼は日本料理を食べた。明日帰るけどその 1日前に日本米を食べた。

鶏丼にした。普通においしい。日本料理のところに長蛇の列があって｢そんなに人気なんやな｣と思っ

た。帰ってご飯食べてシャワーして、その後はずっと荷物詰めてた。詰めるだけで疲れた。10時に寝

て深夜 2時に起きた。4時間睡眠辛かった。最後に皆に感謝の気持ちを伝えて折り紙で作ったプレゼン

トの箱を渡して車で空港に向かった。 

 

高２ 女子 

朝早いのにホストマザーもホストファザーもお見送り来てくれて、最後はハグでお別れ!家を出る時

に、イーフィからお別れの手紙貰って、私は皆への手紙とアルバム渡した！本当にいいホストファミ

リーだった！ 

 

８月１６日（水）                                    １９日目   

中３ 女子 

朝早くの出発でした！出発前ホストファミリーがプレゼントをくれました。私はとてもびっくりしま

した！いつも親切にしてれたホストファミリーに感謝の気持ちでいっぱいでした。離れてしまうのは寂

しいなと感じました。でも、日本に早くかえりたいという気持ちもあって複雑な気持ちでした。飛行機

が無事についてよかったと思います。みんなと離れてしまうのは嫌だけどいい思い出になったなと思い

ました。このシンガポールでの１８日間すごく楽しかったです！！！ 

 

高１ 女子 

やっと帰れるという嬉しさでいっぱいだった。それでもスンミンとの別れ際、今まで出会った人たち

からのメッセージが書かれた寄せ書きをもらい、本当にうれしかった。ネイティブの英語はなんと書い

てあるのかわからないものばかりだったが、読めるメッセージはうれしいことばかり書いてあった。学

校の友人、ＭＯＥＬＣ、一緒に遊んだバディ、ホストファミリーと、本当に沢山の人に出会い恵まれた

数日間だった。ＳＮＳで連絡がとれるためそれほど悲しくはなかった。笑顔でバイバイした。日本に帰

ってきたとき、本当に愛する日本に帰ってきたことがうれしかった。 

 

高２ 男子 

今日は帰国の日でした。３これでお別れなんて全く実感できませんでしたが、それでも終わりは来

てしまい、他のメンバーと２年後位にまたシンガポールに行きたいなとそんな話をしていました。出

国時の検査はなぜか厳しくやられましたが、問題はなく、機内での席は行きと同じで窓側だったた

め、帰りの途中で沖縄を上から見ることができてとてもきれいでした。６時間やっぱり早く過ぎてし

まうもので、いつの間にか成田空港でした。成田空港で日本円にお金を戻すと、行きのときより数千

円損してしまい残念でした。ここでもが別れは一瞬であっけなく、全部終わったんだと痛感しまし

た。帰りの組に別れた後、東京駅行きは途中で降りる人もいて、東京駅まで一緒だったと思っていた

のに、少し残念でした。東京駅でもコンビニに寄ったあと、最後の１人と別れ１人になりました。ま

た会えるのならみんなに会いたいです。 

 

 



感想文 

 

  

海外研修で学んだ生活文化                    中２ 女子 

今回の海外研修は私にとって初の海外、初のホームステイだったのでとても不安でした。しかし、ト

ラブルに巻き込まれたらどうしよう。迷惑をかけてしまったらどうしよう。と緊張していた私を温かく

迎えてくれたホストファミリーとの生活は楽しく、あっという間でした。シンガポールでは外食が多い

と聞いていましたが、私のホストファミリーは毎日おばさんの家でいとこも含む家族全員で夕飯を食べ

ていました。日本人にはあまりみない習慣で、とても興味深かったです。また、家庭によっても料理の

系統や食べ方に違いがあるようなのでそのような事を調べてみるのも面白いかもしれません。私がこの

海外研修で一番印象に残っているのは独立記念日のセレモニーです。学校でのセレモニーでも、家で見

た独立記念日のパレードの生中継でも、国民全員が一つになって記念日を祝うその愛国心に心を打たれ

ました。他にも国内観光や U.S.S.も楽しかったのですが、この、ホストファミリーやシンガポールで仲

良くなった海外の友達と過ごした時間がなによりも楽しかったです。英語の勉強、他国との文化交流、

さまざまな貴重な体験は自分の未来にきっと役立てる事が出来ると思います。そして、シンガポールで

過ごした時間は、一生忘れられない最高の思い出になりました。「来てよかった。」そんな風に思える 18

日間の海外研修にまた機会があれば行ってみたいと思いました。 

 

シンガポール体験を通して                    中２ 男子 

僕は今回初めての海外、シンガポールを体験しました。いろいろな国の食文化や生活スタイルが入

り混じるこの国になかなか慣れることができませんでしたが、ホストファミリーやグッチ、シンガポ

ール体験のみんなに助けられてシンガポールをとても楽しめました。また日本との共通点や異なる点

があちこちに点在していました。特に異なる点が多いと思ったのは学校です。まず１つは学校にＷｉ

Ｆｉがあり、全員がスマートフォンを持っていることです。クラスのグループラインには担任の先生

がいて授業内容を夕方にみんなに送っていました。二つ目は学校の規模です。日本の学校の数倍大き

く、大学のキャンパスかと思うくらいでした。僕の行ったダンマン中学は全生徒の人数は 2000 人以上

で、僕の学校の全校生徒よりも 5 倍以上多く、朝会でグランドが埋まってしまったので、とてもびっ

くりしました。また、授業中には携帯や飲食が許されていますが、みんな頭が良く、積極的に授業に

参加していました。他には、語学センターというところで日本語などを学び、英語塾や中国語塾があ

って、みんなが通っていたので、勉強熱心だと思いました。また、シンガポールの人達と生活してい

く中で英語に耳が少しずつ慣れていって、何について話しかけられているか理解できるようになりま

した。シンガポールのいろいろな観光地を回りましたが、個人的には学校が一番面白かったです。言

葉が通じなくても一生懸命伝えようとすれば、通じるものだと気づかされました。バディーのカイと 2

年後会う約束をしたので、その時はケントとショウタを連れて、またシンガポールに戻ってきたいと

思います。貴重な体験をありがとうございました。 

 

シンガポール研修感想                       中２ 女子 

私のシンガポールで過ごした 16 日間はとても貴重な体験になり、多くのことを発見できました。こ

のシンガーポールの研修を参加したきっかけは、ヘタリアという国の擬人化漫画が好きになったことか

ら世界の国々に興味を持ったことでした。シンガポールの魅力はインドやマレーシア、中華系の人々が



いて、様々な料理や文化が混ざってできた独自の建築様式など、一つの国にいてたくさんの文化に触れ

ることができる事だと思いました。そして驚いたことは、日本の物や文化が広く広まっていることです。

ショッピングモールのお店のいたるところに日本製品が売っていたり、抹茶や寿司のレストランがどこ

に行ってもあることです。日本文化や歌手やアニメなどが好きな人も多く、日本に関して詳しい人や日

本が好きな人の割合が 7割を占める国です。それに比べて日本人はどうでしょう？シンガポールのイメ

ージを聞くとほとんどの人がマーライオンやチキンライスと答えると思います。言ってしまえば、あま

り知らない人が多いと思います。しかしそれは悲しいことだと私は思いました。それは本人も知っても

らっている分、シンガポールのことを知ったら、さらに友好的な国際関係や文化の理解を深めていける

のではないかと思ったからです。私も留学に行く前は全くシンガポールのことを知りませんでした。し

かし、16日間過ごしたことによって、本を読んでも知れないようなシンガポールのことをたくさん知る

ことが出来ました。この留学を通して、更なる言語への関心が高まり、世界で活躍できるような人にな

りたいと思うようになりました。 

 

日本とシンガポールの違い                    中２ 女子 

今回のシンガポールホームステイ体験で様々なことを知ることが出来た。 

まず一つ目は、文化の違いだ。もちろん文化の違いはあると分かっていたがここまで違うとは思って

いなかった。その中でも、特に驚いたのは建国記念日だ。日本の建国記念日はただ休みがもらえるとい

うだけでお祝いをしている人など正直見たことないが、シンガポールでは国全体で盛大にお祝いしてい

てその様子をテレビで生中継しているのだ。また、シンガポール動物園に行った時には、一部のものが

建国 52年なので 52%オフになっているなど国全体で盛大に行われているのだ。 

そして二つ目は学校の雰囲気の違いだ。私たち日本人の公立中学校では、給食があり食べ物の持ち込

みは禁止、スマートフォンなどのものの持ち込みも禁止、ピアスを付けるのも禁止だ。しかし、シンガ

ポールの学校では給食はなく、学校の 1階に食堂がありそこには中華、日本、マレーなどの様々な料理

がある。食べ物は持ち込んでよく、スマートフォンも持ち込んでよく、ピアスも付けていいのだ。また、

校庭って言うより運動場みたいな感じだった。校舎も大きく迷ってしまうほどだった。勉強の進むスピ

ードは、5 日間しかいなかったからよく分からなかったが、勉強している内容は日本の同年代の人達よ

りも確実に進んでいると思う。シンガポールは、スポーツなどより学業優先で大学を卒業しても下の方

で卒業した人は就職先があるのかが気になっている。 

最後は、食べ物の違いだ。私は、正直に言うとシンガポールの食べ物は嫌いだ。なぜならそもそも中

華料理が嫌いだからだ。日本で食べる中華料理が好きではないのに、中国人が多いシンガポールの中華

料理は以ての外だ。もう一つは、タイ米が嫌いだ。タイ米は、細長くてパサパサしていて美味しいとは

いえない。そもそも、米があまり好きではないのでシンガポールの料理は向いていなかったと思う。ま

た、水道水から少し変な臭いがするのだ。日本は、素晴らしい国だと思った。私は、この体験で、日本

が素晴らしい国だということを改めて感じることの出来るホームステイ体験になった。これからも違う

国に行って日本の素晴らしさ、行った国の素晴らしさを見つけていきたいと思った。 

 

シンガポールへ留学をして                    中２ 男子 

最初は、英語の勉強をするためと、英語に慣れるという目的と、日本とは違う文化や生活、を体験し

たいという理由でシンガポールに行こうと思いました。シンガポールと聞いて海があるリゾート地のよ

うな場所があると想像していたけれど、実際行ってみると東京と似た街並みでした。シンガポールの気



候は蒸し暑いという事をよく聞きましたが、日本とあまり違いがなく日本の夏と同じように過ごせまし

た。気候で違う事はスコールです。スコールの後はとても涼しくなるので快適です。シンガポールの街

全体は清潔感がありとても綺麗です。日本に比べて街路樹が大きく横幅は日本の街路樹の 2倍以上はあ

るのではないかという大きさで東京のような都市だけど街に自然が溢れていると思いました。シンガポ

ールの便利だと思ったことは、交通でエキスプレスハイウェイ（日本でいう高速道路）が一部の区間を

除き無料という事です。MRT(鉄道)は日本に比べて非常に安く 1 駅 100 円もしないくらいです。切符は

日本と違いチャージして繰り返し使えます(6 回使うと 10 セントが返金される)。シンガポールの食事

は、主に中華料理が多いです。中華料理以外のイタリア料理やフランス料理、日本食もあります。基本

的になんでもあるので、世界中の料理を食べることができます。キットカットや meijiのスナック菓子

もあり、ショッピングモールには Nikonや Canon、SONYなどの商品も販売されていました。夕食の後に

は決まってフルーツを食べました。フルーツはシンガポールでは日本よりも安く販売されていてとても

美味しかったです。シンガポールで大変だと思ったことは、飲料水です。一般家庭の蛇口の水を直接飲

む習慣はなく、ボイルドしたものを飲みます。僕はぬるい水は少し苦手でした。シンガポールはマレー

シアから水を供給してもらったり海水を淡水化したりしています。シンガポールの学校では、生徒のほ

とんどがパソコンを持っていてそのパソコンを使ってレポートを作成したり、テスト内容を確認したり

していました。学校では日本にはない長い休憩時間がありました。休憩は、11:00 頃から 11:30 頃まで

あります。休憩のときは食事をしても良い時間で昼食とは別のものです。学校が終わる時間は日本より

も早くセイントジョセフスではだいたい 14:30頃に下校でした。下校した後に昼食を食べることができ

ます。日本の学校にはないことで面白いと思いました。休日はホストファミリーとモールに行ったり、

シンガポールの名所やチャイナタウンリトルインディアへ行ったりしました。シンガポールのナショナ

ルデーでは、地域毎（日本の“区”のようなもの）のお祝いパーティーと国のお祝いパーティーがあり

ます。ホストスチューデントのお父さんがチケットを取ってくださったので、祝賀会場(マーライオン

の近く)に入ってパレードを見ることが出来ました。とても良い思い出になりました。ナショナルデー

の一週間前頃からシンガポールでは国旗をマンションのベランダに下げたり車のアンテナに付けたり

して、国中みんなで建国をお祝いする雰囲気でした。シンガポールには寿司屋もあります。日本とは違

う寿司でウナギの握りがあったり、海苔巻きは海苔の代わりに胡麻がかかっていたりしていましたがど

れもとても美味しかったです。英語は、行く前は心配していたのですが、実際行ってみると単語だけで

会話できたりします。シンガポールでは、家族の出身国や育った環境によって話す言葉が違います。ホ

ストスチューデントのライアンの家では、家族と話す時には主に英語で話し、中国人のおじいちゃんと

話す時には中国語で話していました。僕が学校のカフェで友達と話す時には英語と日本語とジェスチャ

ーでコミュニケーションを取りました。会話をするうちに”Excuse me.”はとても便利なフレーズ

で、”can”と”do”は使える単語だなぁとわかりました。英語が苦手でも工夫をすれば外国の友達とコ

ミュニケーションを図ることができるとわかって、シンガポールへまた行きたいと思いました。  

 

初体験                             高１ 女子 

私は、この海外研修に参加してとても良かったと思っています。なぜなら、初めて飛行機に乗って海

外にいきシンガポールのことを知り、ホームステイという貴重な体験ができたからです。この研修に参

加させてくれた親に感謝したいです。お母さんと一緒に働いている人の子どもも留学をしていた子がい

て、アドバイスも下さったりしたのでその人たちにも感謝したいです。 

シンガポールの日常の生活や学校など日本と似ているところも違うところもありました。似ていると



ころは、お箸を使えること、歩道橋があること、玄関では靴を脱ぐこと、iPadを使って授業をすること、

バスや電車で学校に通うこと、全校集会や生徒会があることなどです。違うところは、トイレとお風呂

が同じ部屋にあること、駅員さんが女の人ばかりであること、歩行者用の信号であと何秒で赤になるか

数字で表示してあること、授業の進むスピードがとても速いこと、黒板がないこと、iPad を使うにあた

っての制限があまりないことなどです。他にもたくさんみつかりました。驚いたことも多々あって、さ

っきも挙げたように本当にトイレとお風呂が同じ部屋にあること、歩行者用の信号であと何秒で赤にな

るか数字で表示されていたこと、日本の USJのように USSというのがあることなどです。毎日が驚きの

連続でした。シンガポールに住んでいる人たちは、人柄がよく独立記念日や学校創立百周年などのお祝

いごとになるとすごい盛り上がりで、優しくて良い人たちばかりでした。一つ心残りなのは、あまり英

語で話すことが出来なかったことです。話しかけようと思ってもなかなかできませんでした。そこが一

番悔しいです。でも、外国人と英語で話すという機会を得たので、次またこういう機会があった時にあ

の時みたいにはならない、積極的に話すという意志が強くなり話せるようになるかもしれないと思いま

す。 

この海外研修を通して、海外の友達ができたこと、マーライオンを観られたり有名な場所に行けた

りしたこと、シンガポールのことを知れたこと、楽しかったこと、行って良かったと思えたことがと

てもうれしいです。初日あたりは緊張や不安があったり、時間が違ったりして慣れない環境の中やっ

ていましたが、だんだん慣れてくるととても楽しくてしょうがなかったです。Host family にもよくし

てもらって感謝しかないです。新しいことにチャレンジするのは良いことだなと思いました。他のこ

とにも積極的に取り組もうという意志がつよくなりました。自分の英語は、まだまだ上手とは言えま

せんが、これからも勉強を頑張っていきたいです。この貴重な体験が将来に活かせられたら良いなと

思っています。 

 

シンガポール・スクール体験＆ホームステイに参加して       高１ 女子 

シンガポールでのホームステイ体験で多くの経験をさせていただきましたが、その中でも日本とシン

ガポールの違いについて感じたことを三つ紹介します。 

違いの一つ目はシンガポールでは大人はもちろん子どもたちも二ヶ国語以上話すことができること

です。私のホストファミリーは英語と中国語を話し日常生活を送っています。ホストファザーがマレー

人なので、マレー語も少し話すことができるそうです。しかしながら、わたしの家族は日本語しかつか

えません。ほとんどの日本人が日本語のみ話すというのが一般的です。私のように英語を少し話せると

いう人は沢山いると思うけれど、日常会話もままならないレベルです。日本にいる限り日本語のみで生

活に不自由しないから問題ないのです。日本は高齢化社会を迎えるため外国の人の助けが必要になるだ

ろうし、2020年のオリンピックに向けて益々外国人観光客もふえると思います。このままでは外国人と

コミュニケーションをとることが難しいため、もっと外国語教育に力を入れるべきだと思います。 

二つ目は、家族の仲がいいということです。ホストスチューデントは家族が大好きでした。なぜだろ

うと思い観察して発見しました。それは日本と違い、家族間で交わす挨拶の回数が多いからだと思いま

す。朝はもちろん、外から帰宅しても挨拶をします。これは日本でも一般的だと思いますが、家の中で

すれ違っても、その都度挨拶をします。いつでも「Ｈｅｌｌｏ」と言うのです。それぞれ家庭の事情が

あるとは思いますが、日本では家族とすれ違う時挨拶はしていません。わたしは初め違和感がありなか

なか慣れかったのですが、挨拶を交わしあうことでお互いの存在を感じているよと伝えているのではな

いかと考えました。日本では家族と一言も話さない人がいると思います。しかし、シンガポールのよう



に何回会っても、同じ挨拶でもいいということが、話しかけるハードルを下げ、それにより家族の絆が

生まれているのだと感じました。 

 三つ目は学校についてです。ホストスチューデントと学校に通う機会をいただきました。そこは日本

の学校と異なり、授業を受ける姿勢が積極的だと感じました。日本は先生の話をずっと聞く授業で、寝

ている人もいます。つまり受け身の授業です。シンガポールの文学の授業は一つのテーマに対し、2～3

つ自分の意見をまとめるものでした。英語だからというのもありますが、とても難しいものでした。友

達と英語で意見を交わします。人前で話す力がつくのはもちろん理論的に丁寧に説明することが大切に

なります。また、人の意見をきき考えることで見識も深まり、交渉力も身に着くのではないかと感じま

した。そういった授業を受けている彼らが世界に貢献できる人材となっていくのだろうと思いました。 

 今回のホームスティは、普段自分が生活をしている日本での考え方とは全く違うものを肌で感じるこ

とができた良い経験となりました。ホストスチューデントはわたしと同じ年齢の女子ですが、家族に対

する思いやコミュニケーション方法がこんなにも違うこと、学習に対する意識がこんなにも違うことに

驚きや焦りを感じました。彼女と高校一年生の夏休みを過ごしたことで将来の目標を考え自分を見つめ

直すことができました。早速、日本に帰国し彼女の良いところを出来る範囲で真似しています。例えば

学習において、彼女は平日にその日の宿題とその日に習った授業の復習を行い、土日に応用問題を解い

ていました。また手帳にその日やること、今週やることを明確に記載していました。わたしは、これま

で毎日宿題のみをやってダラダラすごしていましたが、帰国後は手帳にやることをまとめ計画性をもっ

てやるようになりました。シンガポールは都会できれいな国と聞いていたのですが、正直食べ物や生活

環境は私に合うとは言えず大変なこともありましたが、その経験もよいものとなりました。自分の生ま

れ育った日本という国が大好きだということに気づくことができ、色々発見できた素晴らしい機会に感

謝しています。 

                                       

シンガポールを体験して                    高１ 女子 

 18日間のシンガポールでは、私はただの旅行では体験できないことをたくさん体験できたと思って

います。そのため、私はこの感想文では、出発前からシンガポールの教育制度が気になっていたのに

加え、旅行では体験できないうちの一つの学校体験について述べようと思います。 

 まず、シンガポールの学校と日本の学校の違いについてです。一番の相違点としては中学校が 4年

間あるということでしょう。私は現在 16歳で高校生ですが、シンガポールで 16歳は中学生というこ

とです。このホームステイのプログラムは中学校体験とのことだったのでバディは年下の子になると

思いこんでいましたが、この中学校 4年制度のおかげで同い年の子とバディになったので知ったとき

は驚きでした。中学校が 4年もある、ということは高校が 2年間だということでもあります。2年は少

なすぎるのではないか、と思うかもしれません。実際私もそうだったのですが、学校体験をしてその

考えは覆りました。なぜならここの子は中学校のうちから文系、理系にわかれて授業が行われていた

からです。日本人の多くの人は高校の途中から文理分けをすると思いますが、シンガポールは中学校

からなので日本よりもより専門的にそれぞれの科目を学べているのでしょう。 

また、シンガポールはとても小さな国のため、学力を測るテストが全国一斉に行われます。小学 6

年生の時のそのテストで全体の上位 10％以内のであった子供には、第 3カ国語を学ぶ権利が与えられ

ます。今回私たちがホームステイした子はみんな日本語を第 3カ国語として学んでいる子なので、本

当にすごいのだなと思いました。そんなシンガポールの学校の授業はというと、1日に大きな休み時間

は 2回のみであとは授業となっています。4年生は 2時間ほど授業した後、30分の大きな休み時間が



あり、そこで軽食をカフェテリアでとり残り午前 3時間授業をして昼休みとなります。本来であれ

ば、その後は授業だったり CCAと呼ばれる部活動の時間に当たるのですが、私は 4年生がバディーだ

ったため、午前のみで日程が終了でした。 

さらに、授業はノートをとる人もいれば、ラップトップを使っている人もいたりと自分のやりやす

いスタイルに合わせていました。理科系の科目や社会系の科目は基本的にラップトップを使ってほと

んどがディベートを行う形式で、自分の考えを発表することをテストしている科目もありました。ま

た驚くことに、授業の出欠は生徒 1人がクラス代表になり、ラップトップに記入しています。トイレ

に行ったりするのも水分を補給するのも生徒の自由です。シンガポールの学生はこのように中学生の

ときから自立した学校生活を送っています。これも小さい頃からの教育が良いからなのでしょう。 

 シンガポールは世界的に見ても勉強のできる子が多く教育環境が整っていいることを感じさせま

す。高校で良い成績だった生徒は、イギリスのオックスフォード大学やケンブリッジ大学に行くこと

もできることを私のバディーから聞きました。このようなことが知れたのも考えられたのもホームス

テイしバディーと一緒に学校体験に行けたからだと思っているので、本当に感謝しています。この経

験を生かして、これからの学校生活やほかの様々なことを頑張っていこうと思います。 

 

“初めて”ばかりの 18日間                    高２ 女子 

今回のシンガポール研修が、私にとってはじめての海外。「高 2の夏を制する者が受験を制す」と言

うが、私はその時期に行った。不安感や焦りはあったが 18日間をまとめると、結果行って良かったと

本当に思うことができた。私は前から海外に行きたいと思っていたが、それは思っていただけに過ぎ

なくて 1人で行く勇気も根性もなかった。けど、この研修は場所も遠すぎず、これならこんな私でも

行けるかと思い参加を決めた。周りからも背中を押してもらえて親にも本当に感謝しかなかった。シ

ンガポールのイメージと言えば私の中でマーライオンが 1番にあったので、シンガポール 3日目でマ

ーライオンを見てやっと「シンガポールに来たな！」と実感できた。1つ心残りなのはよく観光客がマ

ーライオンの口から出る水を自分の口から出てるよう遠近法をつかって写真を撮る。できなかったこ

とで自分のマイナスな性格が出てしまった。どうしても恥ずかしい気持ちが勝ってしまった。 

私がこの研修に参加した理由がもう 1つあって、それは海外に行って外国の人のフレンドリーさに

触れたら、自分も気軽に話せたり内気な性格を少しでもチャレンジ精神が出たり積極的に動けるよう

になるかな、と思ったからだった。海外の人は日本人よりも人の目を気にしないし、羨ましいと思っ

た。私もその性格がまじったらいいなと思っていた。3週間弱というちょっとやそっとでは無理だった

けど、触れ合うことができて私は満足。ホームステイ先の家族に自分のことを、つたない英語で伝え

たり辞書を引いたりジェスチャーしたり難しかったけど、それは私がやりたかったことであったか

ら、伝わったら嬉しかった。たまに発音が悪いのか何回言っても伝わらないことがあってなんでこの

単語が伝わらないんだ？となるときもあった。話す時にほんとうに実感したのが、日常では何気ない

言葉がわからなかったり、普段学校でやる英語をあんま使えなかったり。私のバディは日本語を勉強

して２～3年、話せるし書けるし、訳せるしでシンガポールの学校の勉強熱心な姿勢に本当に驚いた。

自分が情けなく思ったし、もっと英語に力を入れて頑張ろうと刺激になった。 

 

充実と向上                           高２ 男子 

学生のうちに海外に行きたい、そういう気持ちを持って今年このプロジェクトに参加しようと思い

ました。今までも海外に行ける機会がありましたが、臆病だったため色々なことに気をとられて決め



きれず結局、中学でも行きませんでした。しかし、高校生になって、もう時間が無いと思い、今年行

くことを決意しました。18日間という長い期間地元から出たことがなかったため準備は大変でした

が、海外に行ってみると、思っていた以上に何でもうまくいきました。ホストファミリーはとても優

しくて、最初に英語をあまり理解できなかった時も、何度も話してくれたり、難しいところは紙に書

いてくれたりしてくれて 、最後の方はある程度内容がわかるようになっていました。食事も思ったよ

り食べることができて、チキンパイやチリソースのかかった野菜などがとても美味しかったです。ベ

ッドは自宅の物よりも大きくて 27階から観る景色もきれいでした。残念なことに途中でホストマザー

が海外へ行ってしまったため、食事はほとんど外食で、中華料理は美味しかったけれど食べにくかっ

たです。暇なときはホストと一緒にゲームをしたり、アニメを観たり、勉強したりととても充実して

いました。 

KSKKチームでの観光もとても楽しかったです。ユニバーサルスタジオやシンガポール zooでは 8人

で一緒に行動して乗り物に乗ったり、マーライオンを見たりとシンガポールを満喫できました。ソシ

アルナイトでは浴衣や甚平を着て皆で歌を歌ったり、クイズゲームやバイキングも楽しめました。最

後に皆で集まってバーベキューもしました。プールに入ったり、カラオケやゲームで盛り上がったり

とても楽しかったです。 

学校体験は 5日間という短い期間でしたが、クラスに溶け込んで、英語の宿題を手伝ってもらった

り、一緒にバスケをやったりしました。シンガポールの鉄道は基本的に 4つに色分けされるラインし

かなく、都内の移動に比べてとても楽で安かったです。他にも、どこにでもショッピングモールがあ

ったりなど飽きることの無い街並みはとてもいいなと思いました。 

このプログラムを通して、海外のイメージが変わりました。思ったより馴染めて、意外とノリで大

体何でもできて、でも辛いことや面倒なこともあって、結果的に判断力や生活態度、精神面が前より

向上したと思います。また何年かしたらシンガポールに他のメンバーと行きたいです。その時はもっ

と英語を話せるようになって、中国語もできるようにしておきたいです。最後に色々な人に感謝した

いです。KSKK、ホストファミリー、引率リーダー、参加してくれたメンバー、お金を出して行かせて

くれた家族へ、本当にありがとうございました。この 18日間は、一生忘れられない思い出です。 

 

初めてのシンガポール                      高２ 女子 

私が今回の研修で驚いたのはシンガポールの人はお祝いごとは盛大にやるということです。私は建国

記念日とバディの学校の創立記念日の 2 つのお祝いごとを経験しました。 

まず、建国記念日は国民みんなでお祝いします。私と私のホストファミリーはその日は早めにお風呂

にはいり、夕方から始まるテレビに備えました。家族みんなでテレビを見ながらご飯を食べて、まるで

日本の大晦日のようだなと思いました。私のホストファミリーは毎年建国記念日にはピザとチキンを食

べるという決まりがありました。番組の終盤に歌と誓いがあったのですが、テレビの前のホストファミ

リーもテレビの人といっしょにやっていて、驚きました。それと同時に、きっと他の家でも、セレモニ

ーの会場でも、シンガポールのみんながそうやっているんだろうなと思い、シンガポールの一体感を感

じました。 

次に創立記念日です。日本の学校の創立記念日はただ学校が休みになるだけですが、シンガポールの

学校の創立記念日はまったく違いました。なんと学校に家族が来てセレモニーが行われるのです。そし

て、その後は食堂でバイキングをします。日本ではこんなにしっかりお祝いをするところはないと思う

ので本当に驚きました。 



そして、今回の研修で 1 番苦戦したなと思うのはやはり英語での会話です。私は中学 2 年生の時に 1

度ホームステイを経験しているので、その時よりはうまくできるだろうと思っていたのですが、中国系

の人が話す英語は普段聞き慣れている英語とは違い本当に聞き取ることが難しかったです。ホストファ

ミリーが話していることが理解できず笑うことしかできなかった時は、悔しさと申し訳なさでいっぱい

でした。しかし、こんな状況でも翻訳アプリやジェスチャーや写真などを使ってコミュニケーションを

とり、お別れの際には"また来てね""今度は日本に来てね"と言い合える仲になれました。今回の研修で

は、日記に 1 日の目標と反省を毎日書き、色々なことを体験しワンランク上の自分に成長する、という

目標をもっていました。残念ながら目標を毎日書くことはできませんでしたが、私は帰国してから自分

は成長できたなと感じています。今まではやらなかった掃除や、いつもはめんどうくさがることも少し

ずつですができるようになってきています。また、今回の研修を通してたくさんの人と関われたことで、

世の中にはこういう考えを持っている人もいるんだな、とか、こういう文化もあるんだな、と知ること

ができ、自分の世界が広がりました。私を海外に行かせてくれた家族、私を受け入れてくれたホストフ

ァミリーには本当に感謝しています。 


