＜みんなの日記＞
☆１日目

12 月 25 日
（小３

女子）

あさに いえをでて ふねにのって でんしゃにのって すごくながかったです。でも いまかんがえると
みじかかったなーとおもいました。あさごはんは たべやんと ひるごはんのときに おにぎりを 2 こ た
べて おなかいっぱいになりました。よーさんたちと いっしょに でんしゃに のったとき ゆうなちゃん
という 5 ねんせいの 子とともだちになって うれしかったです。ついてから ちょっと ドキドキしまし
た。ばんごはんのときに カレーで おいしかったけど にくが いっぱい ありすぎていやでした。
よーさんの ひこうき クイズで あんまりおぼえてないけど だいたい わかりました。へやにいって
ゆなと りなと いっしょで けっこうおもしろかったです。 サイパンにいくのが たのしみで なかなか
ねれなさそうです。でも サイパンに行って ちゃんと できるか しんぱいです。 サイパンに行ったら
やることが たくさんあるので たいへんです。サイパン行くの楽しみー!!
（小５

女子）

今日は東京で、サイパンに行く研修でした。曲を決めたり、リーダーなどを決めたりしました。サイ
パンでの戦争や海の事などをいろいろ教えて頂きました！！サイパンに行くのがもっと楽しみになって
きました。ハルとリナと、とっても仲良くできました。初めはリナとあまり話せなかったけど(泣)！！
でも、寝る前にリナと話せたからめちゃくちゃ良かった（笑い）！！ リナとサイパンに行くのが楽し
みになってきました。サイパンの海がとってもきれいだというのを聞いて、海に行くのが楽しみで
す！！サイパンでの戦争も、いろいろ見たり聞きたいと思いました。サイパンは、歴史があって海がき
れいというのを知って、サイパンっていいところだなぁと思いました。たのしみ～！！！
（小５

男子）

今日ホテルについた。京都から新幹線で東京駅、東京駅から電車に乗って成田空港、空港からバスに
乗ってホテルにつきました。すごく長くてだるかったし、暑かったです。電車はすごくひまでした。
ホテルについてから１つの部屋に集まってハンカチ落としをして遊んだりしました。じゃんけんをし
て、忘れ物係になりました。文化紹介係にならなくてよかったです。しゅんと、ゆうろうと部屋に行っ
てから、テレビを見ながらゴロゴロしていました。明日の朝ご飯が楽しみです。
（小６

男子）

ぼくがお父さんと成田のホテルに着いたとき、もうみんなが集まっていて、ぼくはなんでもバスケッ
トに途中から参加しました。次に、自己紹介をしました。ぼくのニックネームは、『ゆうろう』に決定し
ました。友達のニックネームは、
『しゅん』や『かき』です。早く覚えて、もっと仲良くなろうと思いま
した。そのあとの、新聞島というゲームでは、一回目、男子チームが負けたけど、二回目は勝って良か
ったです。次に谷口さんから、サイパンの事を色々教えてもらいました。その後、係を決めました。ぼ
くが隊長になってビックリしました。でも、副隊長のしゅんと一緒に頑張っていきたいです。夕飯のカ
レーは肉が少し多めだったけど、とてもおいしかったです。おいしいので、おかわりしました。夕飯後
は飛行機クイズをやって、遊びました。知らない問題もたくさん出て、勉強になりました。いろんな事
が分かって良かったです。歌は、
『赤鼻のトナカイ』と『翼をください』です。サイパンに行くのが楽し
みになってきました。

（小６

男子）

ぼくは、今日新幹線、電車、バスで成田空港に行きました。新幹線などは乗っている時間が長くてと
てもつかれてしまいました。 そしてホテルに着いてからは、最初になんでもバスケットをやってみん
なで楽しむことができました。それから自己しょうかいをすることで全員のニックネームをつけみんな
と親しむことができました。新聞島というゲームをやって、最初は男子がまけていたけど次にやった時
は勝ちました。とてもうれしかったです。よーさんの飛行機でしらないことがわかって楽しかったで
す。たとえばかっそうろが 4 本とか、吸っている空気が科学で作られたものだとは知りませんでした。
明日車輪の数が 14 本かどうかかくにんしてみたいです。明日サイパンに行くのがとても楽しみです。
☆２日目

12 月 26 日
（小３

女子）

今日、12 時のあさに なかなか ねれやんくて おきとったら 30 分ずつ こうたいで ねよって言って
30 分ずつねて なんか わくわくしました。1 じくらいに 5 じまで もう ねよっていって もう ねよっ
ていっとたら ゆなが でんきけそっていって こわかったけど けして ねて 5 じくらいに おきて こわ
いな と思ったから ゆなに つけてもらって あかるくなって よかったと思いました。おきてから ふく
をきがえて にもつをまとめて、ごはんをたべて はをみがいて なんかたのしかったです。おひるごはん
のとき めっちゃ デザートがあって すごく おいしかったもの あるし あんまり すきじゃない やつも
ありました。ひこうき のるところまで きて いっかい かいさんして そこらへんに いっとって いろん
なものが おもったより ありました。ひこうきに のるのが すっごく たのしかったです。
（小５

女子）

今日は、いよいよサイパンに行きます。とっても楽しみです。今日の晩に行くために、研修をいっぱ
いしました♡サイパンに行くために空港に行きました。そこで外国の人にアンケートをしました。
「日本
で一番好きなところは？」と聞きました。とっても外国の人は優しくて、
「京都」と答えてくれてうれし
かったです！！！そして、初めての飛行機はドキドキしました。飛行機は乗っているのがとっても楽し
くて、ずっと乗っていたい気分です。
（小５

男子）

荷物をまとめて、朝ご飯を食べに行きました。おいしかったです。その後研修室に行ってから空港で
人に聞くことを考えました。ぼくは、
「どこの国から来ましたか？」になりました。空港についてから英
語で質問をしました。サウスアメリカのお兄さんと、アメリカのお兄さんです。これから飛行機に乗る
のが初めてなので楽しみです。
（小６

男子）

ぼくたちは、６時３０分頃起きました。朝食を食べたあと、ハンカチ落としをやりました。久々にやる
ハンカチ落としは難しかったです。その後、さよならパーティの日本文化紹介の練習をしました。男子
はけん玉、女子はあやとりをやるそうです。全員で、盆踊りをします。結構上手にできていたので、本
番もうまく出来たらいいです。昼食後、成田空港に行ってアンケートをとりました。質問は、英語にし
て話をするので、難しかったです。最初に外国の人に話しかけるのが、きん張しました。二人にしか聞
くことができませんでした。途中、迷子になってしまったけど、色々な人に聞いて、もどれたのでホッ
としました。夜に、飛行機に乗りました。夜だけど、風景がとってもきれいでした。サイパンに行って
早くあそびたいです。

（小６

男子）

朝ごはん、昼ごはんがバイキングでとてもおいしかったです。おなかがいっぱいになるまで食べてし
まったので後でとても苦しかったです。研修では、最初にハンカチ落としをやりました。ハンカチ落と
しではみんながマジになったのでトレーニングみたいでした。次に「つばさをください」と「赤鼻のト
ナカイ」を歌いました。男子一人のチームだったけどなんとか合格できて良かったです。そして「ぼん
おどり」をやりました。
「ぼんおどり」はまたまた男子一人のチームになってしまったけど、これもなん
とか合格することが出来てうれしかったです。空港アンケートでは外国人にアンケートして外国人が意
外にやさしいことがわかってよかったです。毎日が早く終わってしまうように感じられました。
☆３日目

12 月 27 日
（小３

女子）

きょう くびかざりを つくって さいしょは、むずかしかったけど だいたいわかってきて よかったで
す。えいがをみて かわいそうなところもあって やっぱり せん そうは、やらんほうがいいなと 思いま
した。ほかにも バンザイクリフとか いろいろあって うみが めっちゃくちゃきれいで あそこで およ
いでみたいなと 思いました。バンザイクリフは、そうぞうすると こわかったです。おひるごはんを た
べるとき ゆなと はんぶんこして、あんまりたべれへんかっ たから はんぶんこして よかったと 思い
ました。あした マニャガハとうに いって およぐのが どきどきします。 なんか かぞくにあいたいと
思いました。
（小５

女子）

今日は、バンザイクリフとかいろいろ見に行きました！！その前にＤＶＤ（映画）を見ました。女の
人がバンザイクリフから落ちているところを見ました。ものすごい高さで、人が落ちた海は真っ赤にな
ったそうです。とてもリアルでした…日本人が住んでいたところを見に行きました。すごく狭かったで
す。でも日本人は自分で基地を作ったのは、すごいと思います！！今日は、色々なことを知れました。
（小５

男子）

今日サイパンについて、空港でホストマザーが迎えにきてくれてました。ホストファミリーの家に行っ
て、パパに会いました。朝にアメリカ記念博物館に行きました。ちょっと映像がぐろかったです。人が
落ちていく映像はリアルでこわかったです。日本もやり過ぎだと思いました。バンザイとつげきいがい
に強かったです。その後店に行ってコーラを買いました。量がいがいに多かったです。次に、ダイビン
グスポットに行きました。めちゃめちゃぬれました。ホストファミリーの家にもどってから、家の横の
海でナマコをつかまえて遊びました。ナマコは黒くてやわらかかったです。小さいのがかわいかったで
す。
（小６

男子）

朝、ホストファミリーの人にマクドナルドに連れて行ってもらいました。日本とは少し違う味が楽し
めました。みんなと待ち合わせをして、神社にお参りにいきました。車の中では、戦争の映画を見まし
た。第二次世界大戦が終わった後も、サイパンの人がアメリカを恐れて、多くの人が自分から死んでい
ったことを知りました。太平洋戦争でサイパンも日本の物だったこと、サイパンも大きな被害を受けた
ことが分かりました。その後、ダイビングスポットを見にいきました。波がすごい勢いで、行ったり来
たりしていました。本当にすごかったです。ホストファミリーの家についてから、ぼく達はなまこで遊

んでいました。ファーザーにヤシの実の汁と実を食べさせてもらいました。おいしかったけど、どちら
も量が多かったです。夕食は、ピザでした。今日はぼくの大好物ばかりでした。
（小６

男子）

今日はたくさんの場所に行っていろいろなことを学びました。最初に行ったのはマクドナルドです。
マクドナルドではジュースが S サイズで日本の L サイズなのでとてもおどろきました。次に戦争しりょ
うかんに行きました。戦争ではたくさんの人がいっぺんになくなってしまうから戦争は本当にやめてほ
しいと思いました。自殺のがけ（名前忘れた）に行きました。たくさんの人がここで自殺してしまった
と思うと悲しくなってしまいます。その後に家に帰ってからココナッツの実とジュースを飲みました。
ココナッツの実とジュースは思ったほどおいしくなかったけど、たくさんはいっていたのでおなかがい
っぱいになってしまいました。ホストファミリーの人たちともふれあえました。
☆４日目

12 月 28 日
（小３

女子）

きょう うみにいって すっごく たのしかったです。さいしょ ふねにのったときに うみが すっごく
きれいで とびこみたい くらいでした。ついてから だんしたちが おそいから さきに およいどって さ
かなが すっごくいて ちょっと びっくりしました。日本より うみがきれいで さかなが いっぱい いた
から すごいなと 思いました。だんしが きて ゆなと りなと ふかいところに いって すごく たのしか
ったです。すっごくたのしかったです。
（小５

女子）

今日は、マニャガハ島に行きました。ハルコとリナと私の三人で深い海に行っていっぱい泳ぎまし
た。ハルコはまだ小さいので少し浅いところでいっぱい遊びました。浅いところでも、キレイな魚がい
っぱい泳いでいました。日本では浅いところでは綺麗な魚など見ないので感動しました。このマニャガ
ハ島にホストファミリーと一緒に行って、皆で泳ぎたいなぁと思いました。また行きたいです。
（小５

男子）

マニャガハ島へ船で行きました。ヤドカリとかがたくさんいました。船を下りてすぐでも魚が見えま
した海にもぐってみたらいろんな魚がいました。大きいのもいました。意外とおいしそうでした。にじ
いろの魚もいました。それはまずそうでした。青いヒトデもいました。ぼくはサイパンで魚を見るのを
楽しみにしていたので、見れてよかったです。
（小６

男子）

今日は、朝ご飯の後すぐに、車と船に乗ってマニャガハ島に行き、海水浴をしました。海の中に入って
遊んでいると、きれいな色の魚や、いろんな形の魚が寄ってきました。魚を取ろうとしたけれど、素早
くて、取るのは無理であきらめました。次に浜辺で遊びました。小さい波、大きい波が来ておもしろか
ったです。たまに、すごく強い波が来てびっくりしました。遊んでいるとき、海の水が口に入って、す
ごくしょっぱかったけど、楽しかったです。
（小６

男子）

今日は予定がへんこうしてホストファミリーとすごすはずだったのがマニャガハ島になりました。マ
ニャガハ島に行く船がくる港にも魚がいっぱいいてびっくりしました。

☆５日目

12 月 29 日
（小３

女子）

きょうのあさ ゆなと りなの ところにいって 人の いえに いっぱいまわっていって めっちゃ あつ
かったです。で、スーパーにいって ジュースとか かって なんか おもしろかったし たのしかったで
す。スーパーに なんかいか いって いろんなものを かったから いま かいとるにっきに、かくのが た
いへんです。いえに かえって ゆなと りなも いっしょにいって くるまにのって I SAIPAN に いって
おみやげを かって それも にっきに かくから たいへんです。 それで スーパーにいって 中でまって
て ホストファミリーの いえいって けしょうをして いなりすしを つくって ごはんを たべて ゆなと
りなが かえって あしたの よういとかを しました。
（小５

女子）

私は、教会に行くのが初めてでした。赤ちゃんにキスをしたり、水を掛け合ったりしました。ハルコ
とすき焼きを作ったり、白玉を作ったりしました。ハルコのホストファミリーのファザーにグアムの写
真などを見せていただきました。とても楽しかったです。
（小５

男子）

家の横の海で釣りをしました。何回かヒットしたけど全部にげられました。けっこう大きくて、おし
いのもありました。つれないので、途中で海に入って泳いだりしました。水はすきとおっていて、とっ
てもきれいでした。
（小６

男子）

今日は教会に行きました。教会ではお昼ご飯を食べました。バイキングで、外国料理や、日本料理が
たくさんありました。その後、海で釣りをしました。針を上手に飛ばせるようになったけど、１匹も釣
れませんでした。かきが、先に釣りをやめて泳いでいたので、ぼくもやめました。しゅんは、最後まで
釣りをしていました。
（小６

男子）

今日は、ウォーターパークに行ってその後ショッピングに行きました。ウォーターパークはとても広
くて一日中遊んでもあきないぐらいでした。スライダーや深いプール、サーフィンのできるプールもあ
りました。しかもビリヤードやチェス、たっきゅうもあってびっくりしました。その後ショッピングに
行きました。ショッピングではいろいろな人のおみやげを買って帰りました。とても楽しい一日になり
ました。
☆６日目

12 月 30 日
（小３

女子）

きょうのあさから プールにいって ほんとに ちっちゃいプールで つまんなそうと 思いました。ふか
いところに いって ゴーグルを ひろう ゲームとかをして いきが やばかった げど たのしかったで
す。ながれるプールにいって おにごっこをして おにに なって まちぶせで つかまえようと 思って ま
っとったら なかなか こなくて どうしたんやろうと 思ったと きに ゆなたちが きて まいごに なった
かと 思った。といわれて びっくりしまし た。

（小５

女子）

今日はラストの日です。最後にタイウィンやウィータと一緒に花火をしました。花火がいつもの何倍
も綺麗に感じました。タイウィンやウィータやカイカイ＆ケイシーと別れるのが、とってもつらかった
です。ホストファミリーや近所の方々と別れるのが、とっても悲しかったです。タイウィンやウィータ
が、お別れする時に泣いていました。私も泣いてしまいそうでした。
（小５

男子）

日本食をつくりました。ぼくは、高野豆腐を作りました。お米とすし太郎も持って行ったけど、ゆう
ろうもご飯だったので作るのはやめました。ママが「日本のごはんおいしい」と言っていたので、ママ
にあげました。しゅんは、みそ汁。ゆうろうは、レンジでできるごはんと、食べるラー油でした。
ウォーターパークに行きました。ウォーターパークはすずしかったです。３ｍのプールはすりばち状
になっていて、まん中はすごく深くておぼれそうでした。流れるプールではカニがいました。なんでい
るのかなーと思いました。横に砂浜があったのであそこから来たのかーと思いました。さよならパーテ
ィはけん玉をしました。振り中皿という技を何回も失敗してから成功したら、ウケました。よろこんで
もらえてよかったです。
（小６

男子）

今日は、サイパン最後の日です。午前中にプールにいきました。スライダーは、スピードが速くて最後
に深いプールに落ちました。予想以上に深くてびっくりしました。次に水中バスケットボールで遊びま
した。１対３の『リーダー対かき、しゅん、自分』チームです。リーダーは、体育の先生なので、けっ
こう強かったです。水中なので、ふつうのドリブルができず、ラクビーのようにドリブルしました。リ
ーダーは、一人なので、ロングシュートを頑張っていました。次に、ショッピングに行きました。最後
の買い物だと思ったので、たくさんお土産を買いました。１３７．７＄使いました。こんなに使ったの
は初めてで、自分でも、びっくりして、買いすぎだろと思いました。でもお土産をあげたい人の分、全
部買えたのでよかったです。夜は、さよならパーティに参加しました。何度も練習した日本分化を発表
しました。男子のけん玉、女子のあやとり、歌、盆踊りをやりました。けん玉は、失敗したところもあ
ったけれど、あきらめないでやったら、拍手されました。あきらめないでやってよかったです。盆踊り
は今回、ぼくたちは上手ではなかったけど、サイパンの人は初めてなのに上手だと思いました。ぼく
も、またこんな機会があったら、しっかりがんばりたいです。最後に、ホストファミリーの家で寝まし
た。短い間だったけど、みんなと仲良くなれた。色々なところに行けて楽しかった。また、こんな機会
があったら、サイパンに来たいです。
（小６

男子）

今日は日中ホストファミリーと過ごしてからさよならパーティーに行きました。午前は、教会に行っ
てバイキングを食べました。みんなおすしのねただけを取って食べてしまうのでしゃりだけがのこって
しまいました。その後、つりをしました。つりは 4 時間以上やったのに一ぴきもつれませんでした。そ
の後にさよならパーティーをしました。外国人が日本語の歌を歌えていておどろきでした。最後の日だ
と思うと少しさびしいです。

〈 みんなの感想〉
『サイパン』
（小３

女子）

サイパンに行く前は、サイパンはどんな所かと思ってドキドキとワクワクでいっぱいでした。わたし
がそうぞうしていた所は、天国でした。海がきれいで家もすっごくきれいで、魚がいっぱいいて、プー
ルがいっぱいあって人がやさしくてかわいくてごはんもおいしくて、とにかくきれいなところだとおも
っていました。学校におる時も、ずっとかんがえとってワクワクしていました。行く前は、サイパンは
天国だと思っていました。いつもサイパンのことをかんがえとって自分をワクワクさせようとしていま
した。サイパンのことをかんがえてないときもちょっとあってそのときもなんかワクワクがありまし
た。行く前は、えいごしゃべれやんからどうしよう。と思っていて、でもむこうの人もちょっとならし
ゃべれるかな。と思って少し安心していました。サイパンに行ったら海が本当にめっちゃくちゃきれい
で思ったよりきれいでした。本当にあさいところにも魚がおってびっくりしました。ふねにのっとると
きもうえからみてそこがみえるくらい海がきれいでした。アイスもいっぱいいれてくれてすごくおいし
かったです。プールは１かいしかいってないからいっぱいあるかはわからんかったけどすべりだいにな
っとるところがあってそこに４回ぐらいいってすっごくたのしかったです。３ｍのふかいプールもあっ
てゴーグルをとりにいくゲームをしていきがあともうちょっとできれそうやったけどとりにいくのとか
もぐるのがたのしかったです。ながれるプールで、おにごっこをしていておにになってまちぶせさくせ
んをしていたら『ゆなたちおそいな。
』と思ったらゆなたちがきて『まいごになったかと思った』と言わ
れました。ホストファミリーのおかあさんはジョアンでやさしい人でした。おとうさんは、あんまりし
ゃべらなかったです。ホストファミリーの子どもたちは、休みやからグアムにいっておりませんでし
た。ホストファミリーのクラリッサは、かんごしでジョアンといっしょでやさしかったです。クラルッ
サの子どもは、ジゼルです。ジゼルもやさしかったです。海にいったとき、かみのけがすっごくもつれ
てたいへんやったときにジゼルがほどくのをてつだってくれてすべすべになってよかったともいまし
た。ほんとにいれしかったです。ほかにもはさみをかしてもらったりしてほんとにやさしかったです。
サイパンに行ってゆなたちとともだちになれてよかったしゆなとてがみとかをこうかんできるようにな
ったからよかったです。サイパンはたのしかったからまたいきたいです。サイパンに行ってマニャガハ
島に行って泳ぎたいです。またいつかホストファミリーにあいたいです。帰ってきてからもっとおみや
げをかってくればよかったと思いました。サイパンの人たちとまたいっぱいあそびたいです。ほかのプ
ールもいってみたいです。ホストファミリーのこどもたちにあってないからあいたいです。あっていっ
しょにあそびたいです。またゆなとりなと、ホストファミリーたちといっしょにマニャガハ島にいって
およぎたいです。
『サイパンに行った思い出』
（小５

女子）

私は、初めての海外のサイパンでたくさん思い出が出来ました。
まず、サイパンに行く前の東京では、色々な研修をしました。さよならパーティーの曲決めや隊長決
めをしたりしました。そして、サイパンに行く時の隊長は、６年生のゆうろうです。サイパンに行くメ
ンバーの中で、一番しずかで、ゆうろうくんなら隊長になってもいいと思っていました。そして、研修
が終っていよいよサイパンです。サイパンに着いた時は、めちゃくちゃ熱かったです。日本の真夏をこ
えていました。着いた時にやさしいホストファミリーがでむかえてくれました。日本とちがい、家に入
る時は、土足です。シャワーは、お湯が出ずに水です。ベッドは気持ち良くて、よくねれました。そし

て、私がサイパンにいって一番楽しかったのは、海水浴です。マニャガハ島と言う島で泳ぎました。マ
ニャガハ島の海は、とってもキレイで、日本の海の水より、サイパンの海の方が少ししょっぱかったで
す。浅い所にキレイな魚がいっぱいいて日本では、あまり見られない魚とかも見られました。深い海も
行きました。まったく足がとどきませんでした。プカプカ海にうくのが楽しかったです。ほかの思い出
もたくさんあります。ショッピングは、外国のお金を持って１人で外国のお金を出したりするのもたの
しかったです。サイパンは、とっても安くて、アメ一つ 0.25 セント日本で言うと 25 円です。アメ以
外でもとっても安かったのでいっぱいおみやげを買えました。他にもサイパンで戦争なども学び、人と
のコミュニケーションなどいろいろサイパンで知り学びました。ホストファミリーは、とても温かく優
しい人でした。またサイパンに行ってもっともっとサイパンの事を知りたいです。
『サイパンの大ぼう険』
（小５

女子）

冬休み、サイパンという島に行きました。わたしにとってこの出来事は、初めての飛行機、初めての外
国、初めてのホームステイと始めてがたくさんでした。それに最初は不安だったけどサイパンの人たちは、
みんなやさしい性格だったのでお父さんとお母さんと初めて一週間はなれて過ごしましたから不安とさ
みしさでいっぱいだったけどすぐに楽しさでいっぱいになりました。
サイパンについて一日目は夜中でホストファミリーのお母さんとお父さんが迎えに来てくれてうれし
かったことを思い出します。二日目、三日目、とすぎていき四日目にとっても楽しみにしていた海水浴で
す。朝早くから船で島に行ききれいな海につきました。サイパンの海は日本の海と比べきれないぐらい青
くてきれいでした。日焼けがすごかったです。五日目は、ショッピングに行きおみやげ屋や、いろいろな
スーパーに行きました。スーパーでは、日本の値段と比べると全然安くてたくさん買うことができました。
そうこうしているうちにあっという間にさよならパーティーがありました。わたしたちは、歌で、つばさ
をくださいと赤鼻のトナカイを歌いました。サイパンの子たちからも歌を歌ってもらいました。ほかにも
日本の文化しょうかいしました。最後にサイパンの友達とお別れするのはとっても悲しかったです。初め
ての外国の友達なので、より悲しかったです。いつかまた、会いに行こうと思っています。その日を目標
に今、一日一日をいっしょうけんめいがんばっています。
お別れは本当につらかったけど日本に帰ってきて久々にお母さんやお父さんたちに会えてうれしくな
りました。今は、サイパンにホームステイに行くことをすすめてくれたお父さんやお母さんにとっても感
謝しています。とってもいい経験になりました。また行きたいです。
『サイパンに行って』
（小５

男子）

２５日に京都から東京まで新幹線で行きました。ホテルについてから研修室に行ってみんなで集まりま
した。みんなと友達になれてよかったです。係りを決めるときじゃんけんに勝って、忘れ物係りになりま
した。なれてよかったです。ニックネームを決めるのは、「かき」になりました。その後部屋に行ってい
ろいろしました。次の日に飛行機に乗ってサイパンに行きました。おりるときに頭が痛かったです。ホス
トファミリーの人と会って、やさしそうだなあと思いました。家の横に海がありました。部屋にはテレビ
がありました。お金持ちの家だなーと思いました。マニャガハ島の時、砂浜にはヤドカリがいて、海の中
には魚がたくさんいました。にじいろの魚もいました。魚がきれいだなと思いました。けっこう大きかっ
たです。ホストファミリーと過ごす日は、家の横の海で釣りをしました。一回だけヒットしたけど、魚が
えさをはなしてどこかへ行ってしまいました。一匹もつれませんでした。ウォーターパークには３ｍのプ

ールや流れるプールがありました。流れるプールに５センチぐらいのカニがいました。あみみたいな所で
ぐるぐるしていたのでつかまえました。サイパンに行くときは、ちゃんと家まで帰れるか心配だったけど、
帰れてよかったです。サイパンの人達は明るくてやさしかったです。サイパンは楽しかったです。
『感想文』
（小６

男子）

ぼくのお姉ちゃんが、３年前にサイパンに行っていて『すごく楽しいよ』と言ったので、ぼくも、行くこ
とになりました。２５日、ぼくはお父さんと電車に乗って、成田のホテルにいきました。電車の中では、
初めて会う友達と仲良くなれるのかすごく不安でした。でも、すぐ仲良くなれたし、一緒に遊べてよかっ
たです。係決めで、多数決をしてぼくが隊長になったけど、できるかわからなくて、あまりよいとは思い
ませんでした。２６日、成田空港でアンケートしたとき、頑張ったことは①英語で話すことと、②話しか
けることと、③迷子になって人に聞きながら戻ったことです。頑張りました。
飛行機に乗ったのは夜だけど風景がきれいでした。サイパンでは、戦争の事を勉強しました。サイパンの
人も第二次世界大戦で、被害を受けてつらい思いをしたことを知りました。ぼくは、サイパンで初めてコ
コナッツの汁と実を食べました。ぼくは汁より、実のほうがおいしいと思いました。車と船に乗ってマニ
ャガハ島にいって海水浴をしました。きれいな魚が寄ってきて、楽しかったです。プールでは、男子３人
チーム対リーダー１人で、水中バスケットボールをして遊びました。水中なので、普通のドリブルが出来
なくてラクビーのようなドリブルで遊びました。リーダーは、１人で３人を相手するので、ゴールの下に
行けなくて、ロングシュートをやっていました。リーダーは体育の先生なので結構強かったです。
最後の日、ショッピングモールで、お土産を買った金額は、１３７．７＄でした。自分でも買いすぎだろ
とびっくりしました。お母さんにお願いされたココナッツチップスは、日本で買えないので、たくさん買
いました。クラスのみんなにボールペンを買いました。他の人にも買えたけど、自分のお土産を忘れてい
ました。さよならパーティで、ぼくたちはけん玉を紹介しました。失敗してしまったけどあきらめないで
やりました。みんな拍手をしてくれました。あきらめないでよかったです。女子は、あやとりをやりまし
た。さよならパーティに、３年前のお姉ちゃんのホストファミリーが来てくれました。ぼくが会うのは初
めてです。お姉ちゃんが日本から『弟がサイパンにいます。１２／３０日はさよならパーティです』とメ
ールしたみたいです。ぼくはあまり、英語が話せないけど、リーダーに教えてもらいました。お姉ちゃん
へのプレゼントもあずかりました。お姉ちゃんに渡したらすごく喜んで、手紙と日本のプレゼントをお返
しにサイパンに送りました。
短い間だったけど、みんなと仲良くなれたし、楽しかったです。また、サイパンに来たいです。ここで習
ったことを生かしてこれからも頑張りたいです。
『初めての体験』
（小６

男子）

１２月２５日ぼくは、この日から一週間一風変わった冬休みを過ごしました。
１２月２５日ぼくは名古屋から新幹線に乗りました。この時は、一週間知っている人がいないんだなと
思って少し不安を感じていました。しかし、事前研修会をやっていくにつれみんなと友達になれたような
気がしました。そして１２月２７日サイパン空港に着きました。もうすっかりみんなと仲良しになれまし
たが、まだ気がかりなことがありました。それは英語です。英語をならっているとはいえ外国人と英語で
話したことなどなかったので、通じるのかなとか聞きとれるかななど、いろいろ不安があったのです。し
かし、しゃべってみると意外と通じたり相手のいっていることがわかったりして、自分でもおどろきでし

た。そして、みんなとても優しい人ばかりでした。そして朝起きて、朝食を済ませてからサイパン市内を
見学しました。そして特に約２４０００人もの人が亡くなった、と考えるとぞっとします。戦争は二度と
おこしてはいけないと強く思いました。１２月２８日はマニャガハ島に行きました。マニャガハ島では海
の中がすごくきれいですぐそこに魚がいていまにもつかめそうでした。そして海水浴をした後、BBQ を
しました。肉はとてもおいしかったです。かなり疲れた一日でした。
１２月２９日ぼくたちはウォーターパークに行きました。ウォーターパークは広くサーフィンができ
るプールもありました。しかし、ぼくが一番おどろいたのはチェスや卓球、ビリヤードもあってとてもお
どろきました。その後ショッピングに行っておみやげを買って帰りました。とても楽しい一日となりまし
た。１２月３０日いよいよサイパンにいるのも、これでさいごになってしまった。その最後の日はホスト
ファミリーと過ごしました。午前ホストファミリーといっしょに協会に行ってバイキングを食べました。
バイキングではおすしや天ぷらまであっておどろきました。おすしを食べようとしたらねただけ食べら
れているのがたくさんあって食べられなくて残念でした。その後午後からつりをしました。つりはぜんぜ
んつれなくて４時間ぐらいしていましたが１ぴきもつれませんでした。かなりくやしかったです。その後
夕方からさよならパーティーをしました。さよならパーティーでは外国人の人が日本の歌を歌えていた
のでびっくりしました。その後家に帰ってねました。これで最後だなと思うとさびしくなりました。１２
月３１日朝早くおきました。それから空港に着いて本当におわかれになりました。その後ぼくは、６時４
０分にサイパン空港を出ました。そんなこんなでぼくのサイパンホームステイは幕を閉じたのです。

