
みんなの日記 

12 月 24 日（水） 

【R.K 中 1】 

 今日は昼 12 時頃に家を出発し、電車で 40 分くらいかけて市内の駅に着き、そこからタクシーで空

港に行きました。松山空港から成田空港まで１時間弱かけていきました。そこからバスでホテルに来ま

した。送ってくれた父とはそこで別れました。途中参加になりましたが、すごく楽しそうな雰囲気でと

ても安心しました。夕食はカレーでした。クリスマスの給食でした。ケーキをインフルエンザで食べら

れなかったので食後のデザートのプリンがとても美味しかったです。  

 

【S.K 高 1】 

 今日は、事前研修会でした。僕は人見知りなのでかなり心配していましたが。リーダーはとても面白

い人でよかったです。ゲームみたいなものも沢山やったのでかなりやりやすかったです。谷口さんも自

分の事を覚えてくれていたのでなんか嬉しかったです。僕は英語があんまり話せるわけでも聞き取れる

わけでもないので不安ですが積極的に話しかけてどんどん吸収したいです。楽しいですね。サイパンに

行く人たちとも仲良くなれてよかったです。 

 

【Y.K 高 2】 

 今日から 31 日まで７日間のフィリピン英語研修が始まる。会って改めて居るのがすごい落ち着くな

って思った。普段学校では教室でもほとんど女子ばっかりだし、部活も、もちろん監督以外女子だから、

逆に女子１人も楽しいなって思った。フィリピンコースで良かった。だから他の皆には気を遣わないで

欲しいなって思う。高１･高２･中１だとリクもすごいやりづらいと思うけど、３人でいっぱい話したり

して楽しい７日間にしたい。12 月,1 月は馬鹿みたいに家は忙しいし、稼ぎ時だから何もやってあげら

れんからって親に言われたけど、保護者の手続きとかしたり、お金出してくれたりと迷惑かけたし、学

校の講習と全部休んで、部活も大事な時期に休んで、宿題もあるし、英検もあるし、自分でも何で今の

時期にって思った。だけど、部活の皆はいってらっしゃいって言ってくれて、夏のシンガポールを辞退

してからずっと楽しみにしてきたから、絶対成長して帰りたいなって思う。今日決めた目標は、英検の

2次試験リスニングに活かす。学校のALTの先生と英語で話せるようになる。友達や学校の先生にフィ

リピンのことを説明する。現地で先生方と積極的に話す事。を達成するように頑張る。部活で普段使っ

ている礼儀とかは使わないほうがいいと感じた。まずリーダーに敬語が使えないし、その時点でやめよ

うと思った。普段の感じで過ごしたらすごい引かれそうな気がした。ちょっと部活から離れようと思っ

た。 

 

12 月 25 日（木） 

【Y.K 高 2】  

 今日は朝１番でオートロックの鍵のカードを抜くの忘れた。部活の事忘れすぎた。もし遠征中にやっ

たら土下座ものだ。怒られなくてびっくりした。朝はバイキングでゆっくりご飯を食べた後、皆で注意

事項やどうしたらホッとするチームになれるかを話し合った。何のチームも団体でもそうだと思うけど、

表面上じゃないチームを作るなら、思っている事は隠さず話さないとだし、まだ子供だから不満言いあ

って、喧嘩すればするほど良くなると思う。１週間でそこまでにはならんけど、思った事を話す事が全

員できるようなチームがいいなって思った。空港、セブ寮、ショッピングモール、街で起こりうる事に

ついても話した。何から何まで丁寧に説明してくださるし、色々細かく注意事項もあって有難いなって

思った。その後は、LAST CHRISTMAS を練習。機内食は焼肉弁当みたいなやつだった。フライト時



間は寝たり宿題したりの繰り返しだった。フィリピンは思ったよりも暑くなくて、丁度良いなって思っ

た。英語学校の校長先生と、日本人スタッフさんが迎えに来てくださった。車で移動している際中に街

並みを見る事ができた。アジア独特の雰囲気があって、車の運転は皆荒いなって思った。あと、野犬が

すごく沢山いた。親切だなって思ったのは信号にカウントが付いていた事。お姉さんが言うには、停電

も稀にあるらしい。学校もカフェテリアも宿泊所も入った建物は 24 時間ガードマンが玄関についてい

るから安全らしい。部屋はすごく綺麗で、自分には勿体無いくらい。ホテルとか、高級なモデルハウス

みたい。ベッドとかソフト部なら 5 人は寝れる。明日からは授業で、マンツーマンのプライベート英語

研修。少しでも英語が得意になるように頑張る。 

 

【R.K 中１】 

 今日はホテルで朝食を食べました。朝食はバイキング形式でした。 

 

【S.K 高１】 

 今日はクリスマスですよね。メリークリスマス!!今日はバイキングでした。思ったよりも多くの種類が

あって驚きました。美味しかったです。事前研修会は、注意事項やもっと話そうみたいな事をやりまし

た。空港へ行き、荷物を預ける所で結構並んでいて、わぁ、びっくり。シーフードのカップヌードルの

需要が高く面白かったです。昼食は機内食でした。サラダに謎の花びらが入っていて食べられないだろ

うと思っていたら隣のリクが普通に食べていたので食べてみたらものすっごくパサパサでした。飛行機

の中では音楽を聴きながらウトウトしていました。そして、あっという間にフィリピンに到着しました。

思っていた以上に蒸し暑くてびっくりしました。バスで迎えの人がきてくれたのですが、バスが“カキ

氷のメロンシロップの匂い”で満たされていました。部屋はとても綺麗でした。夕食は、パンとバナナ

だけでした。。部屋はリクと一緒なんですが昨日とは違って沢山話す事ができました。ゆうなとも普通

に話せてよかったです。明日からは授業なので不安もありますが楽しみです。 

 

12 月 26日（金） 

【Y.K 高 2】 

 今日は初めての朝ご飯だった。外国らしい色のパンが何種類かあって、あとはハムとソーセージと目

玉焼きとかがあった。フルーツはパパイヤとマンゴーとバナナとパイナップルがあった。マンゴーは日

本での１個の値段とフィリピンの１kg の値段が同じらしい。産地はやっぱり違うなって思った。ご飯を

食べた後は、レベルチェックテストをやった。難しかった。自分がどれくらいできてないか、改めて分

かった。多分すごい低い点数だったと思う。リーディング・リスニング・ライティング・スピーキング

等一通り全部やるテストだった。その後は、オリエンテーションや部屋の利用上注意について話を聞い

た後、皆でパークモールというショッピングモールへ行った。パークモールは日本のモールみたいだっ

た。スーパーは全然違った。まず見た事もない果物ばっかり。ドラゴンフルーツ、ドリアンとかもいっ

ぱいあった。基本フルーツは計り売りらしい。その重さに相当する値段のシールをおじさんがつけてく

れる。種類は沢山ある方だと思うけどベリー系統のものは一切置いてなかった。気候が原因で育てられ

る所が少ないらしい。授業初日は頭がちぎれそうだった。行っている事が分からんしだからと言って自

分も沢山話せるわけじゃないし、普段すごい話す事が好きだから、話題は出るけど、それを英語にでき

なくて、もどかしかった。単語力の無さが身にしみた。授業の後は、ショウ達の部屋で宿題をした。皆

で宿題してる方がいつもみたいで集中できた。先生方に沢山宿題を出されて、学校の宿題をできるかな

って思った。 

 



【S.K 高１】 

 今日の朝は、チェックの係りだったので早めに目覚ましをセットしたら日本時間だったという悲劇。

１時間早く起きてしまいました。朝食ではフィリピンの芋を使ったパンを食べました。朝食を食べてす

ぐテストがあったのですが文法の所が全くわからなかったのでほぼ全部感で乗り切りました。その後少

し説明を受けてショッピングモールに行きました。思っていたよりも綺麗で広かったので驚きました。

両替をしてチョコがかかったドライマンゴーを買いました。昼食は中華風なやつでした。米はカンボジ

アと似ていてパサパッサな味でした。授業はとっても緊張しなくはなかったのですが、先生はとても親

切で優しかったので、非常に楽しかったです。今日は２コマしかなかったので、本当にあっという間で

した。その後、卒業式を見に行きました。小学生位の子供から大人まで沢山の人がいて英語でスピーチ

をしていて“すごいなぁ”と思いました。夕食は、９F のレストランで食べました。眺めも良くてご飯

も美味しかったです。店員さんがフレンドリーな人で面白かったです。明日からも楽しみながら頑張り

たいです。 

 

【R.K 中１】 

今日の朝食は、チョコパイとベーコン、卵でした。とても美味しかったです。テストは全てわからな

くて大体かんでいきました。予想通りの点数でした。スーパーがとても珍しいものばかりだった。 

 

12 月 27 日（土） 

【R.K 中１】 

 授業はなれた。海へ行った。愛媛では見ない形の砂浜楽しかった。１コマ目はエクスプレスでした。

蛇の話をした。Python がわからなくて先生が必死にジェスチャーしてくれたがわからなかったので辞

書で調べてわかった。２コマ目はエクスプレッションでした。自分のキャンディー、新聞と他人のと、

間違えて恥ずかしくなる話の所をした。すごくゆっくり話してくれてわかりやすかった。 

 

【S.K 高１】 

 今日から８コマ授業でした。朝食は昨日とほぼ同じでした。１コマ目は昨日と同じ先生だったので良

かったです。リーディングだったのですが、寝ぼけていたわけではなかったのですが、いろいろミスを

して大変でした。２コマ目はインタラクションでした。初めての先生でした。教科書の内容はあまりや

らずに“friend”について話しました。最後に若干褒められたので嬉しかったです。３コマ目はグルー

プレッスンでした。終始、笑顔を保っていたら Funny guy！と言われまくりました。すごく盛り上がっ

て面白かったです。４コマ目はリスニングでした。この授業はすごく眠かったので、すっごいウトウト

してました。明日はずっと起きときます。ここで昼食を食べました。昼食は中華風のやつでした。５コ

マ目のグループレッスンは昨日の先生と同じで、すごいよかったのですが、ここでもまた眠気がきてロ

ーテンションでした。６コマ目は、スピーキングでした。”Really”の発音ができなくてひたすらいっ

ていました。笑顔でいたら“目が怖い”って言われ若干控え目に行きました。７コマ目は、すんごいや

りずらい感じでした。他の先生とは違ってすごく早く言うので聞き取れない部分の方が多かったです。

８コマ目は昨日のエクスプレッションの続きでした。予習したのもあってスムーズにいって沢山話しま

した。その後部屋で、洗濯して日本エレキテル連合のあけみちゃんコンテストをしました。化粧なんて

したことなかったので、なんか気持ち悪かったです。こんなに英語に触れることは今までなかったので

すごく楽しかったです。何時間でも英語をしたくなりました。あと笑顔は大事だと思いました。明日は

今日よりもリラックスしていきたいと思います。 

 



【Y.K 高 2】 

 昨日はご飯の時、ウエイターのお兄さんにフィリピンの言葉で１〜５までの言い方を教えて貰った。

日本語を発音するにあたって、r・th・l が無いから、それを発音できるように religion とか thank you

をずっとやってた。リーダーとショウが変な発音とかしてた。そのくだりで今日も授業の合間とかに練

習してた。授業はいかに文法と単語ができてないか分かった。でも先生が何を言おうとしているかをイ

メージはできるようになった。わからない所は、少しずつ質問できるようになった。分からないイディ

オムも先生が何回も何回も例を変えたり、言葉を選んだりして説明してくれて、理解できるようになっ

た。グループレッスンがすごい楽だなって思った。先生方は皆わかりやすいように言葉を選んで話して

くれるし、なるべくリクがわかりやすいようにゆっくり話していたから自分も落ち着いて聞くことがで

きた。それに加えてショウがジョークを繰り広げるから、それでレッスンが盛り上がるからすごい楽し

かった。授業が終わって、ショウ達の部屋で宿題をした。 

 

12 月 28 日（日） 

【S.K 高１】 

 １コマ目は、リーディングでした。予習というか宿題をやったのでスムーズに進みました。余った時

間でドラムについて話しました。先生もドラムに興味があるみたいで盛り上がりました。２コマ目はイ

ンタラクションでした。“今日が最後かも”と言われて少し驚き、“えっ、デジマ？！”(言ってませ

ん)と思いました。今日も冊子の内容を殆どやらずに終わりました。話が弾んで面白かったです。３コマ

目は、グループでした。昨日だけで funny face な guy になってしまったので今日ももちろん funny 

guy で行きました。楽しかったです。４コマ目はリスニングなのですが昨日同様眠気が半端なくあまり

聞き取れないのもあって、まずいなぁ。。。と、思ったのですがいろんな話を振ってくれてなんとかで

きました。５コマ目は、グループでした。今日は全く眠くならずすっきりでした。６コマ目は、スピー

キングでした。相変わらず発音が下手なので沢山教えてもらいましたが、日本に帰ったら忘れそうで怖

いです。夕食がすごく美味しく感じました。徐々に終わりつつあるので１コマ１コマを充実して過ごし

たいです。 

 

【R.K 中１】 

 ルービーの授業が昨日はとてもきつかったが yesyes言ってなんとかできた。エクスプレッションはや

っぱりわかりやすく楽しかった。朝食、昼食、夕食はいつもと同じようなものばかりだった。UNO を

した。久しぶりの UNO で殆どルールを覚えてなかったが、３分の１負けだけだった。とても楽しかっ

た。 

 

【Y.K 高 2】 

 今日は授業が楽に感じた。大分慣れてきたのかもしれない。ビーチへ移動している途中、初日よりも

もっと街中を見ることができた。日本でセブ島に行くと言った時、高級リゾートだから羨ましいとか言

われたけど、それは表面上だなと思った。街には人は沢山いるけど、良い服を着ているわけじゃないし、

建物はトタンで作ったような物ばかりだった。殆ど平屋で自分たちでも建てられるんじゃないかと思っ

たくらい。食料は殆ど露店だった。果物は同じような果物が沢山並んでいた。ブドウとかイチゴとか無

いから分からんけど黄色ばっかりだなって思った。マクタンビーチはリゾート地らしく、ガードマンが

付いている門を車で通ってすっごい広いエントランスに行った。大きいクリスマスツリーもあるし、そ

こにいる人たちは皆観光客っぽかった。ゴルフかーに乗ってビーチまで移動している時は、入る前の風

景との違いに圧巻されてた。螺旋状階段がある豪華なホテルがあって、屋外プール、波が出るプール、



休める所など、プライベートビーチの設備がとにかくすごかった。外にいるフィリピンの人たちは入っ

た事がないんだろうなって思った。このリゾート地で働いているフィリピン人の人達は観光客をどんな

気持ちで見ているんだろうなって思った。ビーチではシュノーケルしている人達がいっぱいいた。山村

さんと貝殻を拾って集めた。大きい貝は全然なかったけど逆に小さい貝がすごく可愛くて本当に楽しか

った。砂を入れる瓶を持って行けば良かったなって思った。石を投げて飛距離を競ったりした。ビーチ

から出てホテルに向かう途中にハワイからのお土産でもらったネックレスの花とそっくりな花をいっぱ

い拾った。プルメリアという花らしい。日本でも香水とか石鹸とかシャンプー、ハンドクリーム等プル

メリアの香りって多く使われているから実物を見て感動した。帰ってからは、またご飯を食べて宿題を

して、ショウ達の部屋で軽く遊んだ後、今日は早めに部屋に帰ることになった。拾ってきたプルメリア

は明日には駄目になると思うけどテレビの下に飾っておいてある！！ 

 

12 月 29 日（月） 

【R.K 中１】 

 歴史の話をしたのがとても楽しかった。ほぼ一方通行の会話だったので聞き取る必要がなくとてもや

りやすかった。ルーカスの英語がとてもゆっくりしゃべってくれてわかりやすく楽しかった。また、板

書もとても綺麗で言葉のスペースがとてもわかりやすくてよかった。新しい先生が沢山入っていたので

どんな感じか心配していたが、皆親切で楽しい１日だった。 

 

【Y.K 高 2】 

 今日は授業に関係ない話を沢山できた。日本とフィリピンの文化の違い、食べ物の事、お米の事、祭

りの事、何歳で成人とみられるか、フィリピンでは４歳から英語教育が始まる事、先生と生徒は対等で、

友達のような存在である事、それにより授業が始まる時は立って挨拶したりしない事、授業中飲み物や

食べ物は大丈夫だという事、授業の合間の休み時間に沢山話をする事、そして男子と女子が一緒に授業

を受ける事のメリット・デメリットなどを話した。自己紹介や自分の事を伝えるのもすごく慣れた。自

分の人生設計や授業の夢について、何人もの先生と話す事もできた。授業はやっぱりグラマー中心の授

業は難しい。”緊張している”っていう言葉を“お腹にバタフライがいるようだ”なんて教わらないし、

今まで聞いた事もなかった。こんな感じのイディオムがすごい出てくる授業もあって大変だったけど、

面白かった。リーディングの授業では、先生が発音を細かく注意してくれて、ありがたいなぁって思っ

た。自分の中でクセになっている発音がある事が分かったりと今日は発見があった。でもリスニングは、

ショウが“ジョーク聞かされたけど分かんなかった”って言っていたから、どうかなって思って、ドキ

ドキしながら聞いていたら、自分も全然分からんかった。先生がクスクスッって笑っているのを見て、

ジョークだったのが分かったくらいだった。リクが Fazima 先生の時に、英語聞き取るよりも話してた

方が楽だからずっと歴史の話をしてたっていうのを聞いて、よくわからんけど嬉しかった。皆個人個人

で学校とか英語に慣れてきてるんだなって思った。トイレから帰る途中にあった時、台風がフィリピン

に来るから飛行機が飛ばないかもしれないことを聞いた。正直飛ばなかったらいいのにって思った。帰

る日が近づくにつれて、授業に余裕が出てくるし、どんどん先生方と休み時間話せるようになるし、帰

りたくないなって思った。 

 

【S.K 高１】 

今日から昨日と違ったスケジュールでした。半分くらい先生が入れ替わっていました。１コマ目から

早速初ティーチャーでした。相変わらず笑顔で言ったらすんごい優しい先生で色んな話をしました。２

コマ目はグループレッスンでした。自分の好きなマンガキャラクターを紹介で昨日１時間以上かけてル



フィーを描きました。先生も驚いてくれたのでそのままあげました。３コマ目はリスニング。先生は昨

日とは違っていましたが、眠いのに変わりはなく辛かったです。４コマ目は今日までグループレッスン

を持っていた先生とマンツーマンでした。内容はちょいむずでした。昼食は今までで一番豪華でした。

５コマ目は４コマ目と同じ先生でグループでした。昼食後はやっぱりきつかったです。でもすごい盛り

上がって楽しかったです。６コマ目はジョークを連呼したらすごいうけて褒められたのでなんか嬉しか

ったです。７コマ目は初ティーチャーだったのですが、とっても面白い人で何言っても笑ってくれまし

た。８コマ目は１番最初に受けたテストの時の面談？相手の人で入った途端、すごいテンポで話しだし

てむちゃくちゃ笑う先生でした。夕食後は、明日のスピーチなどの準備をしました。明日で終わりと思

うとすごいあっという間だったなぁって思います。今度は是非長期間で来てみたいです。 

 

12 月 30 日（火） 

【Y.K 高 2】 

 今日は最後の授業だった。エムズの授業では半分以上授業以外の話をしていた。エムズから教えても

らった勉強法は、まず英語の映画を見る事、曲を聴く事、そして本を読む事、１日に数十分でも英語を

話す時間を作る事、ペットに英語で話しかける事だ。単語の面では、類義語と対義語を意識して覚える

事、そうすると英語をセットで覚える事ができるという事だ。エムズから卒業証書をもらった時、“私

はあなたの先生だけど友達でもある。フィリピンに友達がいることを忘れないで、これからも英語の勉

強を頑張って。”という言葉を貰った。嬉しかった。授業が終わった後は、さよならパーティをした。

練習したドラえもん音頭や LAST CHRISTMAS をやった。授業中だから４人しか先生は来ないと聞い

ていたけど、思ったより沢山来て少し緊張した。日本文化紹介ではリクが書道、ショウが絵と折り紙、

自分が茶道をやった。茶道は点前を全部省いてやったけど、それなりに雰囲気が伝わればいいなって思

った。最初は怖がって先生方も抹茶を飲めなかったけど慶応の人が先生方に色々説明してくれて先生方

でちょっとずつ回し飲みしてくれた。金平糖が意外に人気だった書道はリクが“フィリピン”“愛”な

ど書いて先生方にあげていた。愛とか美とかすごく人気だった。リクが“美”って書いたやつを Maria

にあげていた。ショウはるろうに剣心等のマンガやアニメを絵に描いてあげてた。佐藤健がフィリピン

ですごく有名でびっくりした。それぞれ日本の文化紹介をして、先生方も喜んでくれて嬉しかった。そ

の後はパークモールに行ってサッカーの T シャツを見てから SM モールにお土産を買いに行った。話し

かけてくる店員さんが多くてびっくりした。セブではタクシーのぼったくりはあまりないらしい。逆に

フレンドリーに話しかけてくれたり、おまけしてくれる人もいるらしい。基本的に穏やかだって言って

た。最終日にして初めて学校の外装の写真を撮った。周りを見てもこの学校が１番安全そうに見えて、

いい所で学習できたなって思った。フィリピンコースに参加できて、みんなに会えて、本当に良かった

なって思った。 

 

【R.K 中１】 

 最後の日、とても楽しく授業を受ける事ができました。４日ぐらいの授業だったけれど親切な先生方

のおかげで充実した４日間になりました。文化紹介では、書道をしたけれど、みんな喜んでくれてよか

ったです。最後ショッピングモールに行き、たくさんお土産が買えてよかったです。また、Lisにすごい

やつをもらいました。よかったです。 

 

【S.K 高１】 

 今日は授業が最後の日でした。１コマ目の先生は昨日初めてあった先生だったのでたった２日間しか

話せなかったけどすごいいい人でした。朝、寝ぼけていて“今日のあなたは昨日の人と違うの？”と言



われましたが、後半持ち直して楽しかったです。２コマ目はグループレッスンでした。小さい紙に書い

てあったお題に沿って色々な話をしました。いつも通りすごい楽しかったです。３コマ目はリスニング

でした。最初ジョークの話をしていたけど、何も笑えなくて why？を連呼された。４コマ目は昨日同様

かなり盛り上がりはした。知らないイディオムを知れてよかったです。５コマ目は、グループで、紙に

沿って文を考えるやつで、１０分考えてと言われたのですが、寝てました。とっさに文章を作ったら半

分くらい違ってました。６コマ目は、１番最初の授業の先生だったのでいろんな話をしました。音楽が

好きなので音楽の話をしました。楽しかったです。さよならパーティは最初スピーチでした。先生にチ

ェックしてもらっていたのもあって多分問題なかったと思います。踊りはとりあえず全力でやりまし

た？（多分）歌もいい感じに行ったと思うのでよかったです。まぁ問題は次の文化紹介。書道、茶道に比

べてインパクトが弱いのにもかかわらず説明を説明を一瞬で終えるという悲劇。まぁ頑張って描いた絵

をプレゼントできたからよかったかなと思います。その後はパークモール経由で SM モールに行きまし

た。パークモールはちょっと立ち寄っただけでしたが、SM モールのでかいことでかいこと。松山にあ

るエミフルの数倍デカかったです。お土産は少ししか買いませんでした。夕食は校長先生とスタッフの

人も一緒に食べました。すんごい独特のノリを持っていて、ケイと３人でやってて見てて面白かったで

す。もちろんご飯もものすごく美味しかったです。今回参加して、もっと英語を話したり学びたいなと

初めて思いました。まだまだ英語は未熟だけどたくさん勉強して“必ず話せるようになろう”と決めま

した。帰ったらもちろん話す機会は少なくなるけど自分なりに今回のことを思い出しながら英語を上達

していきたいです。参加してすごいよかったです。今度は１週間ではなく１年くらいいたいです。本当

に良い経験ができました。また授業を受けたいです。 

 

感 想 文 

中１ R.K 

1日目 

 他の参加者は僕よりも年上の人たちで両方とも高校生だったので少しどんな人なのかなと緊張してい

ましたが、会ってみて２人とも親切そうな感じだったので安心しました。その日は、クリスマスで夕食

にデザートのプリンが出てとてもおいしかったです。フィリピンでする歌のラストクリスマスを覚える

のはとても難しく全く元は歌えなかったけれど他の２人が教えてくれて少しは歌えるようになりまし

た。 

２日目 

 朝食はホテルのバイキングを食べました。フライドポテトやクロワッサン、味噌汁を食べました。朝

食にこんなにもすごいもの食べてうれしかったです。飛行機はかなりの時間乗っていましたがフィリピ

ンにつくととても熱くじめじめしていたのでびっくりしました。 

３日目 

 朝食は、フィリピンの学校のカフェテリアで朝食をとりました。主にチョコパンとベーコンを食べま

した。ベーコンが正方形に近い形だったので、びっくりしました。また、テストがありました。すべて

わからなくて、かんでといたので、悪かったけれど高校生たちがすごくいい点数だったので、すごいか

っこいいなと思いました。近所のショッピングモールに行きました。行く途中でほそうされてない道路

やその端で小屋みたいなものをたて生活している人がいたので驚きました。ショッピングモールでは珍

しい野菜や果物がありとても面白かったです。 

４日目 

 授業は分からないところが多かったけれど、辞書などを使って必死に受けていました。グループレッス

ンでは高校生の助けをかりてとてもよくわかりました。色々な事をした 7 日間だったけれどその全てが



楽しかったです。またこういう機会があったら行きたいです。 

 

高１ S.K 

 僕は、このフィリピンの研修を一言で表すなら「ら」です。はい、すいません。ホントは一言では表

せないくらい楽しくて思っていたよりも何倍も何倍も充実して笑えた旅でした。自称コミ障の自分は初

対面で話せるのかすんごい不安でした、と言うより不安しかありませんでした。リーダーもゆーなも理

久もフレンドリーで優しかったので救われました。とは言っても最初の１、２日はあまり話せませんで

したが、、。フィリピン研修をちょっと軽いノリで見ていた自分は、事前研修でわぁびっくり、これは

ヤバイやつだ、俺、ちょっとノリが違うぞ。と思わされましたね。これはガチガチの英語勉強か、と思

ったのですが、いざフィリピンに行くとそんなことはありませんでした。自分は一応英会話に行ってい

て、ぶっちゃけ英語とか話せるし、と思っていたのですが最初のテストで自分の自信完全崩壊。今日は

先生が超優しいし、親切だったので何とか会話はできました。ここで私は「笑顔」に目覚めまして、帰

る日の前の授業まで、授業中はずっと笑顔でいました。自然と良い雰囲気にしてくれるんですよ、笑顔

が。２日目くらいからは慣れてきてジョークとかも言えるようになりました。調子のって、変顔した

り、おネェになったりしていたら、先生にfunnyと呼ばれるようになり、知らぬ間に全先生にfunnyと

言われるという意味不明な目標を立てていました。楽しい日はあっという間でほんとに一瞬でした。１

つ最大のミスがありまして、それは最後にやった日本文化紹介ですよね。前日徹夜して絵を描いていた

のですが、自分の英語力がなく、かなり変な空気になっちゃいました。いや、でも他の２人がインパク

トでかすぎてね。はい。一生忘れられないくらい楽しい旅でした。本当にありがとうございました。こ

んなに仲良くなれるなんて思ってもいなかったし、多分英語も話せるようになっているでしょう。機会

があればまたみんなで行きたいです。ありがとうございました。 

 

高２ Y.K 

「国際青少年研修プログラムを終えて」 

フィリピンのプライベート英語研修＆ドミトリーステイのコースに参加するにあたって３つの目標を

立てました。目標は、現地ではとにかく積極的に先生方とコミュニケーションをとる事、日本に帰って

きたら私が通う学校のALTの先生に英語でフィリピンの事を伝える事、そして１月から２月にかけて実

施される英語検定のリスニングや二次面接に今回の経験を活かす事です。 

何でも能動的に自分からという姿勢で取り組もうという事を意識して行きました。現地の学校は、学校

自体も食事をする所も宿泊する所も全て１つの建物にあり、移動時間が短く、勉強するにあたってとて

も適している環境だと思いました。１コマ５０分を１日８コマやる授業の初日は、今まで全て日本語だ

った授業から、英語を英語で教わる授業へ変わった事で、とても混乱しました。発音を意識しないと言

おうとしている事の意味とは違う意味で伝わってしまう、集中していないと聞き取れない、思っている

事を即座に文章にして伝えられない等、言葉の壁を感じました。 

ですが、先生方が私にもわかるように、ゆっくりと言葉を選びながら話してくれた事で、日を追うごと

に話している事がわかるようになり、自分もまた伝わりにくいことはジェスチャーを加えながら話すこ

とで思っている事を伝えられるようになりました。授業中や休み時間も自分から話題を持ちかけたりし

て、フィリピンと日本の文化や生活の違いや人々の特徴や性格、英語教育や学校の事、将来の話等もす

る事ができました。これからの英語の勉強方法について話した時、日本の学校で教えられる事とは異な

る勉強方法を沢山教えてもらいました。スピーキング・リスニングを重視した勉強方法で、洋楽を歌詞

や発音に注意しながら聴く事や、洋画を見る事、外国の方が話す時に口の動きを見る事、１日に１回ペ

ットに英語で話しかける等、今まで、リーディング・ライティング・グラマーを中心に勉強してつい後



回しにしてきた事の勉強の仕方を教わりました。この海外研修では、自分の語彙力の無さを痛感し、な

おかつ英語を日常的に使うにあたって発音がとても重要だという事を知りました。これからは、日本語

を話すにあたって発音しない５つの音を意識して勉強しようと思いました。印象に残った事は、現地の

先生方の温かさや優しさをとても感じた事です。授業でバディーを組んだ先生から「私はあなたの先生

だけれど、あなたの１人の友達でもある。フィリピンにあなたの友達がいる事を忘れないでね。」とい

う言葉を貰ったのが本当に嬉しかったです。先生方と話して、英語は世界の人々と繋がる手段であり、

日本人もまたもっと世界で意見を発し、活躍する存在にならないといけないと思いました。各国で言語

は異なるけど英語だったら意思疎通をする事ができる場合もあるので、自分の夢を実現するためにも、

世界中の沢山の人達と考えを共有するためにも、英語を１つのツールとして使いこなせるようになりた

いと思いました。教わった勉強方法で今まで以上に英語を一生懸命勉強して、上達してまた先生方に会

いに行きたいと思いました。その時は１週間では話し尽くせなかった事も通常の話すスピードで沢山話

したいと思います。日本の学校に帰って来て、私はALTの先生に英語でフィリピンの事について、話す

事ができました。私は中学校から高校２年の今まで、周りに何と言われても、発音がなってないから、

文法が完璧でないから、話しかけておいて言っている事がわからなかったらどうしようと、授業以外で

ALT の先生に話しかける事ができませんでした。ですが、フィリピンから帰って来て、発音が変ならそ

の場で直して貰えばいい、聞き取れなかったら何回でも聞き直せばいい、話してみないとスピーキング

力はつかない、というように考え方に変化があり、３０分も会話をする事ができました。この変化が何

よりも嬉しかったです。英語検定も無事に１次試験は合格し、２月中旬に控えている２次面接に向けて

対策をしています。このように少し高めにと思って設定した３つの目標も達成する事ができました。 

 最後に、感謝の気持ちとフィリピンでの体験を自信に繋いで、これからの英語の勉強や、普段の取り

組む姿勢、考え方に活かしたいです。そして、英語の面でも、１人の人間としても、成長して、一緒に

行った友達やフィリピンでお世話になった人達に会いに行きたいと思います。ありがとうございました。 


