みんなの日記
１２月２５日（日）
T R 高１男子
・オリエンテーション
・研修。（ゲーム等）
（仲間作り）
（オリエンテーション）
みんなフレンドリーで、いい雰囲気でした。夕食後、話を聞いた時は、正直少しビビリましたが、この
７人で相談したりしながらだと、多くを学び、楽しいホームステイになりそうかなと思いました。
２日目もがんばります。
NR 高１男子
今日は、カナダ英語研修の事前学習会!!まず関空から成田へ、１時間ちょっとのフライト!!ホテルに集
まってカナダに関しての説明。けっこう話を聞いていて面白い!! 頭もよさそう。グループでいろいろ
なアクティビティ、男女の壁もこえられたし、みんなとも気軽に話せるようになった。
SY

高２男子

世はクリスマス、朝９時５０分に飛行機で青森を出発しました。羽田空港で中村さんと会い、オース
トラリアへ行く子達を見送りました。カナダドルにも換金しました。初めての海外なので、少し不安
でしたが、ホテルでのゲームや自己紹介をしてみて、メンバーがとても楽しい人達だとわかったので、
気持ちが楽になり、ホームステイが楽しみになりました。
OR 中３女子
クリスマス🌲１１：２０a.m.の新幹線で緊張しながらも東京駅、銀の鈴までめっちゃ迷いながらいろ
んな人に道を聞いて、辿り着きました。そこで、おきくさんと出会った時は、本当にホッとしました。
なんやかんやあって、みんなに合流した時、緊張はちょっとしたけど、すぐにうちとけれてよかった
です。ジェームズがお兄ちゃんの雰囲気に似ていて馴染みやすかったです。にっしーとうっちー、よ
っしーとはどんどん仲良くなれそうな気がします。M とは最初から仲良かったので、バイバイする時、
絶対泣く気がします。なんやかんやあったけど明日からカナダ頑張ります!!年下だからって負けない！
TM 高２女子
今日は昼から飛行機に乗って、３時過ぎに成田着でした。その後、ホテルまで連れていってもらって、
研修会をして夜ごはんを食べて８時ぐらいまでまた研修会でした。初めの研修で今日の、明日の予定
を配られたとき、研修会が多くて少し「研修会が多いなぁ」と思いました。でも実際にやってみると、
ゲームをしたり、自己紹介をしたりして思っていたほどかたくなく、リラックスして楽しんでするこ
とができました。メンバーも気さくな子たちばかりで少し安心しました。他のメンバーの子は海外へ
何度も行ったことがある子たちで私だけが初めてでしたが、皆優しくしてくれて良かったです。リー
ダーの「おきくさん」もすごく話しやすくて、初めて海外に行く私にとってとても嬉しかったです。
リーダーからカナダのことを説明してもらって少しイメージが沸きました。体調に気を付けて明日か
ら頑張ろうと思います。
KH 高１男子
親睦を深めるため色々と話をして互いを知ることができた。また、海外研修で英語を積極的に使うこ
との大切さとホストファミリーへの感謝の気持ちを伝えることの大切さを知った。

１２月２６日（月）
TR 高１男子
・移動
・Host family と対面
とてもいい家族だった。仮眠をとろうと思ったが、目覚ましをセットしたはずが、ささっておらず、
寝過ごしてしまった。そして、夜２時ごろに起き、風呂に入り、音楽を聴いていた。移動は日本～こ
こはとてもつらかったが、バンクーバー～ビクトリアは寝てしまい、景色を見れなかった。帰りは見
よう。そして、とてもとても長い１日だった。
NR 高１男子
成田を夕方に出て９時間のフライト。飛行機の中は寝ていましたｗ宿題をしようと思っていたのに。
バンクーバーに着いて、そこから３０分くらいの旅。バンクーバー島へそこでも寝ました。
メンバーの中でも１番先にホストファミリーの家へ到着。ホストは２人家族で、留学生は僕ひとり。と
てもよくしてもらいました。お互いの自己紹介をすませた後はティータイム。日本から持ってきたカレ
ンダーを渡した。カレンダーには日本の景色が描いてあって、それを紹介していると話が盛り上がった。
５時からホストマザーとドライブ。クリスマスデコレーションを見てまわる。夕食を食べて、その後ク
リスマスプレゼント！をもらう。カナダに関する本や小物類がたくさん。
もう疲れたのでお風呂入ってねます
SY

高２男子

朝・昼のバイキングはすごく美味しかったです。朝から英語で、自己紹介をして、皆レベルが高くて、
不安になりました。エアカナダに乗ると外国人の方が多く、テレビの文字も英語で、ついに行くのだと
強く実感できました。それは楽しみでもあり、不安でもありました。９時間のフライトはあっという
間でした。バンクーバー空港で、初めてカナダドルを使って買い物をしました。昼食はサンドイッチ
と水。今まで食べたことのない、独特な味でした。(笑) その後ビクトリア行きの飛行機に乗ったが、
天気が悪くて、景色があまり見れませんでした。

そしてビクトリアは思っていた以上に寒いと思い

ました。白人も多いと感じました。バスに乗って、ホストファミリーの家に送ってもらっている間、ホ
ストファミリーと本当にうまくやっていけるか、とても緊張していました。ホームステイ先に着き、
ピンポンを押しても、最初出てこず、おきくさんと運転手が家から出てきた人と話していた時（何を言
ってるかほぼ分からない）超不安でした。その家は他に３人の留学生を招いていて、その人達が優しく
話しかけてくれ少し不安がやわらいだ。Washroom や自分の部屋を案内してもらいました。クリスマ
スプレゼントをもらって HAPPY!最初何を話していいか、自分を理解してもらえるか、英語が通じる
か、などたくさんの不安で１時間くらい部屋から出れませんでした。ですが、せっかくカナダに来て、
お金を払ってくれた親に申し訳ない、引きこもっていては自分のためにならないと思いました。リビ
ングの方へ上がって、声をかけてみました。最初は英語が聞きとれず、Yes と分かったふりをしていた
が、分からないことを聞き返したりすることで、丁寧に教えてくれて、最初よりは理解できるように
なった。ジェイジェイ（韓国の留学生）は日本が好きで日本のことも結構知っていて、親切に話してく
れて、楽しくなってきた。抹茶スティックと韓国のラーメンも交換した。夕食はマークが作ってくれ
て、ジェイジェイとウーゴ（メキシコ人）と食べて楽しかった。ウーゴも日本のことを知っていた。自
分なりに頑張って、なんとか会話もできたので、ホームステイがすごく楽しみになった。

OR 中３女子
ホストファミリーとのマッチングは、みんなが優しくて、一瞬でなれることができました。私の英語
力もほめていただいて、とてもうれしいです。晩ごはんの野菜スープがとても美味しくて、見た目で
判断せずに、Try していく事が大事だとわかりました。お土産もとても喜んでもらえて、フェイスパッ
クは、子供ちゃん（１３さいの lady）が、さっそくつけて、へのへのもへじの顔だったので、笑われて
いました。家のことも一通り教えてもらったので、今日は早く寝ようと思います。テスト怖い!!
TM 高２女子
今日は朝まで日本にいたと思えないぐらいに長旅でした。成田からバンクーバーは飛行機に乗ってい
るだけなので、そんなにしんどくありませんが、時間感覚や空港でのいろいろな審査が一番しんどか
ったです。また、今日はずっと飛行機だったので、体が浮いているような変な感じになったりして、
とてもしんどかったです。あと、とても眠たいです。昨日はみんなが常に一緒でしたが、ホームステ
イになると行った時から一人になってしまうので不安です。相手に自分の英語が伝わっているのか、
嫌な思いはしていないか、たくさん考えることがありますが、ホームステイ先の家に行ったときは、
マザーが外まで迎えにきてくれてとても嬉しかったです。また、家族も私にいろいろ気を遣ってくれ
て、少し不安は消えました。まだ始まったばかりです。積極的に話かけたいです。
今日は明日に備えて７：５０に寝ます。zzz
KH 高１男子
フライトが長時間で疲れたが、ホストファミリーの方と日本のお菓子の話をし、紹介して食べていた
だいた。「very nice」と言っていた。本当の家族ではないが、思いやりの気持ちと感謝の気持ちをもち
さえすれば通じあえると思った。また、ベトナムの伝統料理なるものを食し、タイムラグを直すため
ねた。
１２月２７日（火）
TR 高１男子
・Go to school at first time!
・散歩
正直、cherry さんから聞いていたほど、学校はキツくなく、楽しかった。今日はまともに起きていた
ので、HF と話をしたが、あまりなまりのない英語で聞きやすかった。そして、昨日はあまりに早くね
てしまい、気付けなかったが、他のホームステイ先の２人も初対面。さすがに自分より英語が上手く、
スムーズに会話に進まなかったが、とてもいい人達。そして、遊びに来ている子供たちと人生ゲーム
をやったり、折り紙を教えたり、振り回されたが、英語の上達にはよかったと思う。
NR 高１男子
Global village へ。レベルチェックのテスト。すごく緊張して終わってから疲れがどっときた。授業は
動詞。過去形にしよう！！みたいな簡単な内容だったけど、すごくおもしろいクラスだった。外国の
人と話している時、相手が自分の言っていることを聞きとれていなかった。単語は簡単だったので、
自分の発音の悪さを改めて感じた。ランチを食べてから午後のアクティビティ。クリスマスカードを使
っていると、授業を終えた生徒が興味を示してくるそれはそれでおもしろかった。そこから市内観
光！！ 家に帰ってからは、自分の伝えたいことが全部すらすら言えたので、大満足！！今日も早くね
ます。

SY

高２男子

寝坊した↓↓↓。おきくさんに起こされた。バスの運転手、おきくさん、仲間達に迷惑をかけて、本
当に申し訳ないと思っています。すいませんでした。許して下さい。今後絶対にそういうことがない
ように心がけます。バスから見る景色は夜と違いはっきり見えてきれいでした。GV は、すごい都会の
方にあり、便利だと思いました。英語しか話せなくて、英語力の低い自分には少しつらかったですが、
新鮮で興味深かったです。Speaking test などを行い、昼食（パン・クッキー）を食べレノン先生とゲ
ームをしました。日本ではやったことがないゲームだったので、最初意味不明だったけど、なかなか
面白かったです。授業は R と M と同じで、他に日本人が２人いました。１人は１９歳（となり）。明
日はとなりの席のデビットの誕生日らしいので、祝いたいと思います。ダウンタウンの見学はとても
楽しかったです。とくに、州議事堂が印象的でした。近くの海の景色も最高でした。ホテルもすごく
豪華でした。重すぎて、１年で２cm しずんでいると聞いて、びっくりしました。今日は初めてホスト
マザーに会いました。おみやげを渡し、少し話をしましたが、帰ってきたばかりで早くねたいとのこ
とだったので、明日話をたくさんしようと思います。６：３０に起こしてもらえるようにたのんだの
で、安心して寝れます zzz
OR 中３女子
今日は初めてのクリスマスカードというものを作りました。デザインは特に考えていなかったけど、
温かみを頭に置きながらペタペタとはっていきました。ホストマザーも喜んでくれていました。授業
が終わってさとるくんと仲良くなろうと思い、話しかけ、line をしているか聞いてみると、していると
いうので交換しました。さとるくんは話しやすくて、楽しかったです。ダウンタウン観光も、すてき
なところが多くて、ついついはしゃいでしまいました。いろんな人に話しかけて、いろんな人と写真
をとれて、海外では積極的にいかないと意味がないことを改めて感じました。リスマスツリーがたく
さんあるところでは、いろんなものでつくられているツリーが多くて、見ていて楽しかったです。
学校に戻ってきてからは、疲れがどっとでてきて、倒れるかと思いました。家に着いてからは、キス
トユザンとご飯を食べながら話したり、子供ちゃんと遊んだり、楽しかったです。明日はカナダの有
名なスポーツのカーリングなので、頑張ってやろうと思います！今日は早く寝よう。
TM 高２女子
今日は朝６：３０に起きる予定だったのに、７：００に Dad に起こされて目が覚めました。初日なの
に起こされるなんて情けない…。しかし、起きるのが遅かった私に対し、とても優しく朝ごはんの作
り方や Lunch の場所などをゆっくり教えてくれました。とても感謝しています。そして、今日は初め
ての学校でとても不安でした。すべてが英語なので思っていることを言えなかったり、先生のいう事
も３分の１しか分かりませんでした。でも知っている単語や知っている文で、なんとか最低ラインは
超えた気がします。午後からのアクティビティもとても楽しかったです。THE 外国っていう感じのも
のがたくさんありました。でも、州議事堂に行った時間がまだ日が落ちていなかったので、イルミネ
ーションがなく、イルミネーションが大好きな私にとってとても残念でした。夕ご飯は、昨日と同じ
サラダが出たのですが、甘いのと酸っぱめのソースでとても複雑な味でしたが、こんないつもと違う
食事をするのも今しかできないので、良い経験だと思って食べました…。
KH 高１男子
English class の文法は比較的 easy だが、小物語をつくるのが少々やっかいで途中からだったため少し
きつかった。しかし、まわりと話をし一生懸命やれば通じるし、また市内観光で外人が少々話しかけ

てくれたが、案外話したら friendly であった。要は意識をもってはなすこと。
１２月２８日（水）
TR 高１男子
・学校
・カーリング
クラスの人とより仲良くなれた。カーリングがなかなかにむずかしく、挑戦したが非常に楽しかった。
宿題が少し多く出たため、頑張る。
NR 高１男子
午前中は、１時間目から授業。やっている授業は簡単でも会話、コミュニケーションが難しい。班のメ
ンバーを変えてみて、よくしゃべるメンバーと班が一緒になった時、自分の言いたい事があまり伝わ
ずにいた。僕は自分の意見があまりもてず、他人の意見に賛成するばかり。これをこの期間になんと
かしたい。明日もコミュニケーションの授業があるので、班のメンバーとしっかり話していく!!午後の
アクティビティは、街を知らない人に目的地までの行き方を説明する、というようなものであった。
公共バスに乗ってカーリング場へ。公共バスはとても広く、乗り方もいすの配置も日本と違っていてお
もしろかったカーリングではこけたりしたが、初のカーリングを目一杯楽しむことができたと思う。
SY

高２男子

今日はホストマザーに起こしてもらった。１０分前に迎えが来て、５分ほど待たせてしまった。（実際
は遅れていない）だから明日から、１５分前には準備を済ませておきたい。ブレンダ（ホストマザー）
が朝食（パン）と昼食（サンドイッチ）を作ってくれた。今日もとなりのカフェで、James 達と、ラテ
を飲んだ。二日目の授業ということもあり、クラスメイトと気軽に話せた。今日の授業は自分の市や
国について、ペアと話すという授業をした。そのため、いろんな国について深く知ることができた。
地図のやつはやる意味があるのかと思ったが、案外勉強になった。カナダのバスに初めて乗った。２
階建てで、感動した。（笑）カーリングはとても難しい！なげる力加減をコントロールするのが一番難
しかった。サトルや一郎と仲良くやれたし、人生初だったので楽しかった。そして初めてのホストマ
ザーとの食事。マザーとジェイジェイとウーゴと Tacos（メキシカンフード）を食べた。やっとホーム
ステイって感じがした。洗たく、バスルームもきれいにしてくれた。今日は早めに寝ようと思う。
OR 中３女子
今日は、昼休みに初めて外出したことが印象強かったです。うっちーのバースデイカードを選んでい
る時、相手がもらって面白いと思ってもらえるものを中心に選んでいたので、とってもいいやつが見
つかって良かったです。ココアもとても美味しくて体が温まりました。２T１F ゲームは、とても怖か
ったけどすごく盛り上がりました。初めにスタドをおごるのはとても痛い。カーリングは、私は低体
温なので、少しでやめておこうと思ったけど、言い出せなくて体の限界が近くなるまでやってしまい
ました。けど、カーリングをしてみて、クラスの人が経験したことない事を一番に経験できてよかっ
たです。休んでいる間も、韓国の女の子と話すことができて、新鮮な気持ちになりました。まだまだ
話していたかったのですが、女の子の彼氏が来たので会話は途切れました。韓国のカップル、ラブラ
ブで羨ましい！！うっちーのバースデイカードの件についてはにっしーも手伝ってくれるらしいので、
ありがたいです。さとるんといちろーと仲良くできてよかった！！明日が、とても楽しみです！！

TM 高２女子
今日、朝４：３０位に目覚めてしまってもう１度ねようか、起きとこうか迷いましたが、もう１度ね
て寝過ごすのが怖かったので、ずっと起きていました。そして、夜は１１時ごろねたのでたぶん睡眠
不足でしんどくなりました。カナダに来てから常にねむい気がします。午後からのアクティビティま
でに治って良かったです。カーリングがとても楽しかったです。以前テレビで見ていた時は簡単で楽
しそうだなと思っていましたが、実際は、体幹や力やいろんな要素が必要であってとても難しかった
です。私は真っすぐにはストーンが行ってくれるのですが、力がないので青や赤の円のところまで届
きませんでした。もっと練習したかったです。でも、とても寒くて、早く別の場所に行きたかったで
す。１日１日があっという間に終わってしまいます。１日を大切にしたいです。
KH 高１男子
カーリングに行きました。カーリングの石が１つ２０㎏あることに驚かされた。また、class の方でも
積極的に話をしてコミュニケーションをとっていたので、友達も少なからずできました。
Grammar はとても簡単ですが、speaking をがんばっていきたいと思いました。
１２月２９日（木）
TR 高１男子
・学校
・ドリームキャッチャー
・お城ツアー
ドリームキャッチャー作りがむずかしかった。もう一度リベンジしたい。とても興味深い、いい城だ
った。学校でディスカッション（祝日について）のポスター作りが大変。。明日は発表があるので、気
合を入れなければ…。クラス内を、家族メートにも宣伝がひつよう。。さすがに誰も見てくれないと
悲しい。日本ではもう（おきくさんがこれを読むころには）１６才なのに、まだカナダでは、１５才と
いうのが、なんとなくふしぎ。でも、実際には日本で生まれたからもう１６年生きてるし、１６才と
言ってもいい気も uu
I must do my homework なのでこれくらいにします。
I will do me’s best to introduce about Japan and talk with foreigner.
NR 高１男子
今日の授業はクラスのメンバーの前でプレゼンテーション！３人１組で合計４組にわかれ Best なイベ
ントについて紹介する授業僕らの班はバレンタインについて、２０代の日本人女性とサウジアラビア
から来た男性の３人だった。それとコンピューターを使ったリスニングの授業。英語の音楽を聞きなが
ら、穴抜きになっている場所に単語を入れていくというもの。英語の音楽は単語を流れるようにつな
げてしゃべるので、聞きとるのがとても難しく、と同時にとてもうれしかったですおもしろかった。
午後はお城に行って、そこから街にあるいろいろな店を見て回る。家に帰り夕食をとった後、自分の
住んでいる町を google map で説明。日本の通学・通勤の仕方を英語で説明。とても疲れた。
SY

高２男子

車が来る前に玄関で待っていることができた。
OR 中３女子
今日の朝はじめて学校近くのスターバックスに行きました。キャラメルマキアートが結構遅くでてき

て、時間がギリギリになってしまいました。授業はいつも通りおもしろくて、たくさんわらいました。
スピーキングテストは楽しかったけど、緊張しました。David がかっこいいカメラを持ってたので、何
枚か撮ってもらいました。授業が終わって、ランチタイムはしっかりお金ももらって、メッセージも
書いてもらいました。いつわたすんだろう。ドリームキャッチャーを作るのはとても面白かったです。
音楽を聞きながら作業するのは、集中しやすいのでさくさくすすみました。お城見学は、見たことも
ない物がたくさんあって、新鮮な気持ちになりました。お土産を見ている時は、本当に楽しかったで
す。明日、買おうと思います！！明日のイルミネーションすごく楽しみだけど明日で、終わってしま
うのが本当にさみしいです…。
TM 高２女子
今日はまた起きるのが遅くなりました。そして、また Dad に起こしてもらいました…。なぜ目覚まし
のアラームを設定しているのに起きれないのだろうとずっと考えました。そして、ついに原因を見つ
けました。それはただ目覚ましの設定の仕方を間違っていただけでした。とてもがっかりしました…。
絶対に明日は目覚ましのアラームで起きてやろうと思いました。笑笑。英語の方は、自分が言いたいこ
とがすぐに口から出ないことが、とても分かりました。文法とかは学校で習って知っているはずなの
に、質問されてすぐに答えが言えず、No か Yes かもしくは単語しか言えませんでした。そこが私の足
りないところです。でも聞くのは少しできるようになった気がします。アクティビティや授業での英
語は全部はわかりませんが、相手の言いたいこと（重要な事）は聞けるようになりました。とても嬉し
いです。ホストファミリーに「鶏肉が食べれない」や「少食だから残ってしまいます」が、それもうま
く言えないのですごく申し訳ないです…。でもいつも丁寧に言ってくれてとても感謝しています。
KH 高１男子
明日が最後であることもあり、明日で死んでも満足できる程頑張っていきたい。また、今日はあまり
English を activity の方でできなかったので、より harder にやりたいです。Grammar のテストがし
っかりできるといいと思います。しっかり勉強して頑張りたいです。
１２月３０日(金)
TR 高１男子
・学校
・ブッチャードガーデン
・ダウンタウン
まだ学校にいたいです。こっちにいて、もっと英語力を上げてたいし、今度はもっとリスニングを化
していきたいです。今度は花が咲いているときにきたいです。とにかく日本に帰りたくないです。
NR 高１男子
今日で最後！！いままで、たくさんいる外国人とあまり話さなかった。なので今日は、自分からでも
話のしやすいクラスメートと話し、連絡先をゲットするという自分なりの目標を立てて、最後にのぞ
んだ。授業中はコミュニケーションをとるため、いつも以上に自分から話すよう心がけ、卒業式後の
最後は連絡先をもらうために、つたない英語で奮闘。最後にチャレンジしてよかったと、今思えば感
じる。

SY

高２男子

今日は、車が来るまでに外で待っていることができた。そして、今日家から出る５分くらい前にホス
トファーザーが帰って来た。今日が初対面だったが、とてもフレンドリーで優しくしてくれた。朝す
ごく寒くて玄関がすべっていた。授業で初めてパソコンを使った。Elllo.org というサイトで日本でも
使えると言っていたので、帰ってから、見て勉強したいと思います。卒業式は、GV の皆が集まって祝
ってくれたのでとてもうれしかったです。また、文化紹介で空手を紹介したのですが、cool とか言われ
て、興味をもってもらえたのでうれしかったです。そして、日本のお菓子がこんなに人気だというこ
とも分かりませんでした。ほとんどの物がなくなったし、「これ知ってる！」みたいなお菓子もあって
びっくりしました。GV にもっといたかった…。先生も生徒もとてもいい人達ばかりだった。
午後は、３時４０分までダウンタウンで買い物をしました。ニッシーと James と一緒に行動しました。
今日は晴れていたため、町はすごくきれいでした。おきくさんとも行動できたため、ロジャーなどい
い店に行くことができた。James の値切りはさすがでした。
OR 中３女子
最後の学校、とても楽しかったです。学校では日本だとありえないことをいっぱい見まし、真似もし
ました。例えば、授業中にスマホを触る OK
飲み物 OK

お菓子を食べる OK
ゴミを投げて捨てる OK

だということです。
初めはとても驚きましたが、すっかり慣れてしまい、日本に帰ってもやってしまいそうです。
日本文化の紹介も成功して、たくさん盛り上がっていただけました。写真もたくさん撮った。
ブッチャードガーデンは想像していたものよりきれいで、でも怖いものがありました。
いろんなかわいいものを買いました。帰りのバスの中は、とても暖かくて、また疲れていたので、す
ごく眠くなってしまい、寝そうになりました。今日で一郎が最後なので頑張って起きていました。
明日は丘に行くみたいなので、楽しみです。
TM 高２女子
今日はもう１２月３０日です。日本に住んでいるとおせち料理の準備を家族としたり、お正月気分に
なっていますが、カナダにいるので、日付かんかくというかあと２日で２０１７年がスタートすると
考えられません。日本でお正月を迎えられないのが、残念な気もしていましたが、海外で年を越すこ
とも良い経験だと思いました。そして、今日はブッチャートガーデンに行って帰ってくると、９：０
０を過ぎていたので寒かったです。ホストマザーがレモンティーを作ってくれて、ホストファーザー
とマザーと私で映画鑑賞をしました。とういう内容なのかまったく分からなかったです…。だから日
本に帰ってもう１度同じ映画を日本語もしくは日本語字幕で見ようと思います。
明日はいよいよ大晦日です。とても楽しみです。
KH 高１男子
ブッチャードガーデンのイルミネーションがきれいであった。
また、クラスでたくさん話すこと。自分の英語力の向上がかんじられよかった。
１２月３１日（土）
TR 高１男子
・山に行った

戦争関係のことを見ました。くりかえしてはいけない。歴史を感じました。サプライズめちゃうれし
かったです。
NR 高１男子
今日は１日中アクティビティ。朝からの活動。カナダが第二次世界大戦近くに使っていた軍の擁壁を見
に丘まで行った。でも今日の思い出はその丘でなく他にある。今日のアクティビティには外国人の女の
人が２人いた今回のカナダ研修の目標の１つが英語スキルの向上だったので、今日は積極的に話しか
けようと思ったのだ。しかし、ブラジルからきた女の子にはずっとさけられてしまい、あまり会話が成
立しなかった。女子には普通に話していたので男の人をさけているのかなぁ。この日だけ女の子に生ま
れたいと思った（笑）１月２日のアクティビティを信じて、次がんばります!!家に帰ってからご飯の時
間まで宿題をしたり、寝たり、時間をつぶしていた今日の夕食は、ホストファミリーの友だち１０人
くらい集まり、パーティー。午前中話すチャンスがなかったのに、ここへ来てすごいビッグなチャンス
が到来!!家に来ていた人たちもすごくフレンドリーでたくさん話せた。
SY

高２男子

今日はいつもより遅い時間の９時３０分に迎えが来たので、ゆとりがもてました。自分達の他に韓国
の人とブラジルの人がアクティビティに参加していました。Ford Hill に行きました。詳しく分かりま
せんでしたが、昔戦争をしていた時の基地だと言っていました。動物のふんがすごかったです。曇っ
て雨が降っていたので、景色は良くありませんでしたが、海がきれいでした。灯台では、戦争があっ
た所や、人は死んだ場所が分かりました。二度と戦争をしないでほしいです。イザベラに話しかけた
のに冷たかったので、意味不明でした。韓国の人はフレンドリーでした。ランチはすごく豪華でした。
おいしかったです。夕食はラザニアでした。パンと一緒に食べました。ホストファミリーが２人でダ
ウンタウンへ行ってしまったので、JJ とバスで花火を見に行きました。初のバスだった。なぜか金を
払わなくてよかった。すごく混んでいた。ダウンタウンに着くと、すごい人がいて、同じ学校のデイ
ビットやマリ、結構知ってる人と会えた。イルミネーションが本当にきれいだった。花火もきれいだ
ったが、日本ほどじゃなかった（笑）。でも海の上で花火を見るのは初めてだったので、感動した。バ
スの中では全く知らない人と話していた。いい人が多いと思った。
OR 中３女子
ニューイヤーイブ！今日は、皆といる時間がとても短くて、さみしかったです。それに、いちろーと
かもいないので、みんな本調子がでてなかった気がします。けれど、今日行ったところは、とても興
味深くて唯一りのの得意な戦争の分野でした。いろんなところを見ながら、いろんな人と話してすご
く楽しく歩きました。ランチもちゃんと食べれてよかったです。うっちーもよろこんでくれてよかっ
た。本当に。家に帰ってからは、日本食を作ったり、緑色のよくわからない、ただただ甘いものを食
べたり、花火の音に驚いたりといろいろなことがありました。明日は、家族の予定がよくわからない
けれど、楽しくなりそうです。そろそろ帰国が近くなっていることを感じたくないです。
TM 高２女子
今日いよいよ２０１６年の最終日です。明日からは２０１７年が始まってしまいます。信じられない
です。そしてアクティビティの後、家でホスト daughter とその友達らしきブレットという２１才の人
におり紙を教えて一緒にいろいろ作りました。分からないと言って「help」と言われて、私が本通りに
折ってあげたときにとても喜んでくれて嬉しかったです。今日の晩ごはんはハンバーガーでした。と

てもおいしかったです。家族が集まっているのですごい圧です…。私は My room で１人でテレビと共
に年こしそうです…。良いお年を…。
KH 高１男子
残りわずかであることを心に留め、自分に出来る最善（自分の英語力を伸ばすこと）をつくしたいと考
え、台湾の方と law の話をしたり台北について教えてもらったりした。英語で他の外国の人と話す時、
friendly にそして、聞き上手であることが長く話すこつと思えました。せっかく来たので日本人でかた
まらず、日本語を使わないようもう少し意識しようと思います。灯台は戦争時代からずっとあの hill を
守っていたんだと時代を感じさせられました。
１月１日（日）
TR 高１男子
・ホストファミリーと過ごす。
昼ぐらいにおきて、映画に行ったりしました。正直、あんまなんもなかったです。
NR 高１男子
１０：００起床、久しぶりにゆっくりねれた。朝ご飯（昼ご飯？）はカナディアンホットケーキと呼ん
でいた普通のホットケーキ。そこから、３１日パーティーの準備があるからと断られていた買い物へ。
カナダのスーパーへ行ってみた。日本のスーパーとほぼ同じようなかんじだが、牛乳の容器が灯油を入
れるようなやつみたいですこし新鮮。いよいよご飯を作る。冷蔵庫に入っているにんじんをまず切り、
あれこれやっていると、白菜とキャベツを間違って買っていたのに気づき、仕方なくキャベツで代用
鍋は具材を切って入れるだけ。その他用意しておもちも、お米から出来ているものが、焼いたらこんな
にふくれるのは、とてもおもしろいと言ってもらえたし、鍋も最終的にはとてもおいしかったし、初
めて外国で作った料理にしては及第点！！おもちのおもしろさに気づいた１日でした
SY

高２男子

今日は１０時半くらいに起きた。皆疲れていたのか、１１時すぎ頃起きてきた。マザーが作ったバー
ガーはとてもおいしかった。その後、ファーザーと JJ とヒューゴとホットタブに入った。温かくて、
とても気持ちがよかったです。ヒューゴとたくさん話せました。好きな音楽なども聞きました。お湯
からあがった時は寒すぎました。ホストファーザーはアイスホッケーとアメフトが大好きで、一緒に
テレビを見ました。夕食を食べる頃にホストファミリーの息子が２人帰ってきました。夕食はすごい
豪華でした。息子さんはキックボクシングをやっているそうです。夕食が終わった後、ファミリーと
息子で盛り上がっていたので、少し気まずくなり、部屋に避難しました。皆の話に入っていけばよか
ったと後悔しています。明日はホストとたくさん話したいです。
OR 中３女子
ハッピーニューイヤー！朝から、特にすることもないまま、サーシャと一緒にドーラを見ながら、た
くさん話して、いっぱい話しました。PPAP は世界共通で、フィリピンの人気俳優さんまでもがノリよ
く踊っていて面白かったです。（語彙力皆無）たくさんお喋りもして、いろんなもの食べさせてもらっ
て、好きな物を見ていいと言われたので、ナルトを見たら、アジカンが流れたので、ついつい歌って
しまいました。夜ごはんを食べた後は、映画を見ながら、ホストマザーと会話をし、サーシャが吐い
た瞬間も見ました。明日、ラストの観光になるのでおもいっきり楽しもうと思います。

TM 高２女子
HAPPY NEW YEAR❣❣今日でとうとう１月１日２０１７年になってしまいました。今日は朝ゆっく
りおきて、朝ごはんを食べました。ケイティに玉子焼きを作ってもらいました。とてもおいしかった
です。ケイティには１番お世話になっている気がします…。そして外を見たら雪が降っていて少し積
もっていて、とてもテンションが上がりました。朝ごはんを食べた後、雪だるまを作りに行きました。
とても寒くて小さいのしか作れませんでした。お昼ごろホストファミリーと海に行きました。天気も
良くとても美しかったです。いい思い出になったと思います。☺
KH 高１男子
Today は TV を見ながら家族とすごし、会話を楽しんだ。あとは部屋で荷物作りの準備をし shopping
に行った。スーパーは人がけっこういて驚いた。カードを持っていなかったが、サービスでカード割
引きで買えた。また New Year どうだったか他人と話して会話が楽しめた。
１月２日（月）
TR 高１男子
・買い忘れをかう。
・ミュージアム
昔のカナディアン 楽しかったです。夜はホストファミリーと最後の食事でした。
NR 高１男子
アクティビティ最終日。今日こそ外国人とたくさん話す！！そう目標を立てて挑んだのに…
BC museum に入ってすぐハードルの低そうな韓国の人。２人組に。今回は１人で話しかけてみたが…
話をあまり聞いてもらえず、あっけなく終了。ジェームズもイザベラ３人組に話すが、こちらも何回も
トライする努力が実らず、終了。メンタルが崩壊した。そのまま話しかけられず終わってしまい後悔し
ている。家ではピザとハンバーガーでお別れ会。手紙をくれて、こちらからも用意した手紙を渡そうと
したら、
「ここへ何か書いてくれない？」とノートが渡され、そこへ書くことに。手紙を渡せなかったの
で、チョコレートと一緒に明日渡します。
SY

高２男子

最後のアクティビティ。BC ミュージアムでは、カナダの原住民の事を学びました。でも殆ど分かりま
せんでした（笑）買ったバーガーが美味しかったです。その後、海の近くを散歩しました。とても景色
が綺麗だった。海の近くは風が強くて寒かった。海の上に住んでいる人がいることを聞いて、びっく
りした。アザラシかわいかった。ベイセンターで Lynelle と別れました。一応お礼の品を渡しました。
今までありがとうございました。I love you. 最後に買い残した土産を買いました。明日帰ると思うと
悲しいです。あと１０日はいたかった。帰りのバスが遅すぎて寒かった。今日の夕食は自分が作りま
した。お餅を使ったのですが少し失敗しました。でも美味しいと言ってもらえてよかったです。ファ
ーザーとスポーツなどの話をしたのですが、王貞治を知っていてびっくり。ああ、帰りたくない。
OR 中３女子
今日は、ずっと歩くことができてよかったです。韓国の人ともお話しすることができたし、他の人と
も話すことができました。たくさんかわいい写真が撮れるところにも連れて行ってもらい、写真フォ
ルダーがいきいきしています。それに、海で初めて生のアザラシを見ました。とてもかわいくて、表
情筋がゆるんでしまいました。フードコートで、最後のお別れをする時、結構泣きそうになりました

が、また次来てやると誓ったので泣きませんでした。自由時間は Thank you カードを買った後、フー
ドコートに戻り、ジュースを買いのんびりしている時に、GV のクラスメイトに出会ったので少し話し
てから、またさとるんと R と話しはじめました。この３人でカナダで話すのも最後なのでさみしかっ
たです。家に帰ると、ホスト達が、おいしいご飯を用意してくれていて、本当に最後なんだと感じ、
涙がとまりませんでした。明日、帰国したくないです。
TM 高２女子
今日ラストアクティビティでした…。とても悲しいです…。まだカナダにずっと居てたいのに…。
日本に帰ったら現実がまっていてとても嫌です…。でもこのカナダで学んだことや勉強になったこと
はたくさんあります。だから日本に帰っても頑張ろうと思いました。そして必ずカナダのビクトリア
にもう１度来ようと思いました。そしてホストファミリーにはとても感謝しています。こんな温かい
人たちに出会えたことをとても嬉しく思います。
KH 高１男子
トーテンポールを見た。主に守護霊や祖先などがかかれている。あまり見ていていいと感じなかった。
だが、カナダの歴史のゴールドラッシュから石炭など産業が広がていくのがわかっておもしろかった。
１月３日（火）４日（水）
TR 高１男子
ホストファミリーといよいよお別れしました。正直、なんもなく来ましたが、「また来いよ。」的な事
言ってたし、絶対また来ます！
NR 高１男子
今日でいよいよファミリーとお別れ。あっという間に過ぎた９日間だった。昨日の夜、手紙交換と家族
へのあいさつを終え、今日は出発するだけだった。なのに、バスが予定よりだいぶ早く来てしまい、家
族に最後のあいさつがきちんとできないまま、出て来てしまった。写真も一緒にとってない。楽しこと
は数えきれないくらいたくさんあった。形には残っていないが、とてもいい時間が過ごせた。これまで
行った海外、全てそう思っているが、今回も同じ気持ちで終えることができた。またいつかもう１度
帰ってくる！！
SY

高２男子

昨日は寝ないで過ごそうと思ったが、ねてしまい、時間ギリギリに起きてバタバタしてしまった。
しかも車がめちゃ早く来たから、しっかりとお別れできなくて残念だった。チョコを渡して、ハグを
して別れた。フレンドリーに受け入れてくれてとてもうれしかったし、感謝しています。
Thank you very much.いつかまた会えたらいいです。
Good bye Victoria!

See you again! 本当に最高でした！
OR 中３女子

今日の朝はとても早く出なければいけなかったので、４時半に起きました。５時半になるまで、着替
えたり、最後の朝ご飯を作って食べました。これが本当のラストのカナダなんだと実感し、玄関に行
きたくなかったけど、マザーが起きてきてくれて、最後にハグをしました。一番初めにバスに乗った
ので、みんなの家を回っている間、R が「いろいろやり残したという忘れものがあるからまた来る」と

言ったので、かっこいいこと言うなと思いました。また、この６人で集まって、カナダに来て学校に
も行きたいです。本当にいい研修でした。
TM 高２女子
今日で夢の１人海外が終わりました。朝起きた時、もうこの部屋に帰って来れないんだと思うととて
も悲しく思いました。いつも帰ってきたら笑顔で迎えてくれるホストファミリーにとても感謝してい
ます。大好きです。また会いたい…。😢

そしていつも学校やアクティビティに行く時に運転してく

れたドライバーさんにとても感謝しています。家に帰るまで見送ってくれたり、ありがたいなと思い
ました。
KH 高１男子
今日、ホストと最後の別れが１人で少し悲しかった（笑）でも、Thank you の心をしっかり伝え、１週
間しっかり英語ができて良かった。また、カナダでのアジア人の文化が考えられて良かった。
感想文
「Victoria に行って」

Ｔ．Ｒ．

まず、初日は東京に一泊し、メンバーと顔合わせをしましたが、みんなとても気さくで、 初めて会
ったとは思えないほど自然な感じで、いいスタートだったと思います。二日目に Victoria に到着し
ましたが、直後はあまりに疲れていて、仮眠のつもりがしっかり夜まで眠ってしまいました。翌日
GV(Global Village)でクラス分けのテストを受け、それぞれのクラスで授業を受けましたが、クラスメ
イトも気さくな人ばかりで、すぐに溶け込めました。何人かと「どれくらいの期間いるのか」という話
をしたのですが、「九日間だ」と答えると、「九ヶ月じゃなくて？」と聞き返され、自分のこの旅が英
語を学ぶにはあまりに も短いんだなと思いました。周りの人たちはみんな三ヶ月くらいはいるそうで
す。 家に帰ると、前日はあまりにも早く寝てしまったため気づきませんでしたが、二人のルームメイ
トがいました。彼らとホストファミリーと話していて、学校ではあまり感じなかったのですが、自分
は比較的話すことはできるけど、聞くことができないんだなと実感しました。彼らの早いかつなまり
のある英語をなかなか聞き取れず、何度か聞き返す必要が ありました。GV で英語の学習をし、日本の
文化紹介をしたりする中で、友達もできだいぶ慣れてきたのですが、あっという間に最終日になって
しまいました。ちょうど最終日が自分の誕生日（12 月 31 日）だったので、みんながケーキとカード
をくれ、誕生日を祝ってくれました。普段は冬休み中（しかも大晦日）なので直接友達から誕生日を祝
ってもらったことがない自分にとってはこの旅で１番と言っても過言ではないくらいの良い思い出が
できました。この日はあとは家に帰って家族とニューイヤーパーティーをしました。テレビでカウン
トダウンを見ながら色々なゲームをしました。中でも、小さな子供たちが目隠しをして、天井からひ
もで吊したドーナツを食べるというゲームはさすがは海外だなと感じました。その頃ダウンタウンで
は花火大会やカウントダウンライブをやっていたようで、ルームメイトに後から動画を見せてもらい、
そちらも楽しそうでした。後半の観光ではダウンタウンでの買い物、博物館の見学、ブリティッシュ
コロンビア州議事堂周辺の散策をしました。海外の価値観や文化の違いについては、一番印象的だっ
たのは、日本より個人の自由と 権利が尊重されてると感じました。以前からそういうイメージは持っ
ていましたが、予想 以上でした。もちろん自由であるためには大きな責任を伴いますが、より自立し
た生活が新鮮で、刺激的に見えました。もう一点、日本ほどスマホに時間を使っている人が少ないよ
うに感じました。今回の研修の重点が英語でのコミュニケーションという部分もあったせいかもしれ
ませんが、人とのコミュニケーションの持ち方について考えさせられました。英会話については、予

想通りこの短い期間で劇的に上達することはありませんでしたが、リスニングという自分の弱点が見
つかったのは収穫でした。学校の勉強を土台にしつつ、 英語での会話に積極的に取り組んでいこうと
思っています。今回の研修で、様々な収穫がありました。たくさんの人との出会い、その人たちから
吸収した考え方、海外の価値観、文化の違い、英会話について、海外をより近く感じられたこと、今
までになかった新しい目 標等々。特に今回の企画のメンバーとは、期間は短いにしても一緒に海外に
行くという、特別な経験を共有できました。今回出会うことのできた、たくさんの人達とこれからも
交流を持っていきたいと思います。個性豊かで、それぞれが特別な人達でした。また、いつか同じメ
ンバーで海外旅行にいけたら素晴らしいです。Victoria という素晴らしい土地で、素晴らしいメンバ
ーとの出会い、幸せかつ実りのある旅でした。 最後になりましたが、様々な形でサポートしてくださ
った方々に、心より感謝いたします。
「カナダ英語研修＆ニューイヤーホームステイ＆冬のアクティビティ体験」

Ｎ．Ｒ．

今回行ったカナダ英語研修は、これまで行って来た海外旅行では味わったことがないような経験がた
くさんできた。とても楽しかったし、自分の殻を破るとてもいい機会になった。
でも出発する前こんな心配事があったのだ。僕はこれまで学校の海外研修で現地の方と交流する機会が
あった。でもその時は自分の知っている仲間がそばにいて、わからないことがあったらヘルプを頼め
ばよかった。でも今回は違う。学校の時とは違い自分でなんとかしなければいけないそんな状況だ。実
は僕は人と話すことや知らない人と仲良くなることが苦手だ。でも自分でどうにかしなければいけない。
そんな今だからこそ出発前に自分自身で決めた「英語力の向上」と「日本と他国の文化の違いについて
聞く」という目標達成のためにもファミリー、クラスメートと積極的に誰にも頼れない環境で話してみ
ようと心に決めていた。今回の研修の中で学校での授業、午後のアクティビティが一番自分が成長で
きたと思う。最終的には外国の方と話ができた僕だったが、途中までは全くだった。日本人同士でま
とまって、日本語も使って、英語にチャレンジしようともせずに楽な方へ流れていっていた。でも、そ
んな時こんな僕らを引率者の方が集めてこんな一言。「みんな、カナダ来る前どんな目標立てた？こん
なんじゃカナダ来た意味ないよね」こんな当たり前なことでも僕には心に刺さる一言となった。
僕の目標は「英語力の向上」と「周りと話して他文化を理解する」ことだ。こんなんでは自分を変えれ
ない！次の日からいつもの僕ではなくなった。自分から行かなかったらコミニュケーションなんか取れ
ない。そう思うと不思議と話しかけに行ける。相手も優しく応じてくれる！お互いの文化や家族たく
さん話した。時には英語が通じなかったり、聞き取れなかったり、あまり歓迎してなかったりたくさ
んの壁にぶつかってしまったが、それが海外の楽しさ、面白さであり学校の研修では味わうことので
きない貴重な経験。もっと英語力あげてまた海外行く！行って海外の人ともっとしゃべる！こんな新
たな目標に向かってまた歩き出していこうと思う。それと最後にこんな素敵な研修を企画してくださ
った国際青少年研修協会さん、また引率者であり、いろいろサポートしてくださったおきくさん、た
くさん迷惑をかけましたが、ありがとうございました。そして、一緒にカナダでエンジョイしたみん
な、本当にこのメンバーで行けてよかったと思ってます！時にはぶつかった時もあったけど、最後に
笑顔で終われたし最高でした！
「カナダの体験」

Ｓ．Ｙ．

一言で言うと今回のカナダホームステイは本当に楽しくて、とても良い経験になったと感じています。
私はホームステイも外国に行くのも初めてでしたが、行くまでは不安よりも楽しみのほうが強かったで
す。しかし、ホームステイ先の家に着いた時、全然英語が聞き取れず、日本語も使えない環境だったた
め、一瞬で不安になりました。しかも色々あってホストファミリーも不在だったので本当に大変でした。

ですが同じ家にホームステイしていた韓国人の JJ、メキシコ人の Hugo が親切に接してくれてとても気
が楽になりました。お互いの国や好きな音楽などを話し合い楽しかったし、韓国、メキシコのことも知
る事ができました。
学校の授業もアクティビティもすごく楽しかったです。街の風景やコミュニケーションの取り方、建
物の建築様式など日本と違うところがたくさんあり、とても新鮮でした。1 番違うと思ったところは授
業や学校の雰囲気です。クラスは学年ではなく英語のレベルで分けられます。そのため、自分のレベ
ルに合った授業が受けられるし、年の違う人がたくさんいました。クラスの人達も様々な国から来て
いて、その中には日本人も何人かいました。皆優しくしてくれ、すぐに仲良くなれました。Facebook
などでも友達になったので今後も連絡を取りあいたいです。また、先生も親切でフレンドリーな人ば
かりで、挨拶が行き交っていて、とても良い雰囲気でした。毎日学校に行くのが楽しみでした。日が
経つにつれ、完璧ではありませんが英語が聞き取れるようになり、会話も少しずつ出来るようになっ
てきて、英語でコミュニケーションをとるのが楽しかったので正直帰りたくなかったです。ホストフ
ァミリーの Brenda、Scott にはお世話になったので別れるのが本当に辛く、また会いたいと強く思い
ました。また、もう一度カナダに来たいとも思いました。こんな風に思えたのもカナダで会った人
達、一緒に行った皆が最高だったからだと思います。ありがとう‼︎‼︎‼
カナダではたくさんの事を体験し、たくさんの刺激を受けたのでこれからはもっと英語を勉強し、た
くさんのことにチャレンジしていきます。カナダでの貴重な体験、本当にありがとうございました。
「カナダで変わった」

Ｏ．Ｒ，

カナダへ行く前、私は男の人や人と話すことが本当に苦手でした。しかし、せっかく海外に飛び出
すんだから努力して今の自分を変えようと思いました。また、ファッションも好きなのでカナダの人
のファッションを盗もうという目的をもって行きました。最初、どんな人が来るんだろうとか仲良く
なれるか、どんなテンションなら嫌われないか不安になっていましたが、みんな楽しそうで、すぐ慣
れることができました。特に R とは本当に仲良くさせていただけて安心しました。M とは、会った時か
ら仲良くできそうな雰囲気で、すぐに打ち解けることができました。 カナダについてからは、いろ
んな出会いがありました。学校は本当にいい所で、私がカナダの高校に通いたいなと思うきっかけに
なりました。むこうの学校で出会った韓国の人と台湾の人、それにいちろーやさとるんやゆりほちゃ
んとは少ない期間だったのに濃い時間を過ごすことができました。今では「カナダ達」というライン
グループを作って、今でも仲良くしています。春休みにも遊ぶ約束をしました。学校終わりのアクテ
ィビティの中で一番楽しかったことが、ダウンタウン観光です。ダウンタウンでは、いろんなファッ
ションを見ることができ、またきれいな夕日や一緒に行っていた人達ともたくさん話すことができた
一番いい機会でした。そこで知り合った人とは、いろんなとこで話すようになりました。クラスで知
り合った人達とは結構仲良くなって、フードコートでだべっていた時にはクラスメイトの一人が手を
振ってくれて、１０分間だけ話しました。英語力はまだまだだけど、一生懸命聞いてくれて、話すこ
とが楽しいと思うようになりました。ホームステイ先は大家族でにぎやかだったので、とけこみやす
かったです。また、親切な人達で帰国するということが悲しかったです。「またおいで。」と言われ
たので、高校留学をすることが許されたら絶対に訪れようと思います。最後に、こんなにいいカナダ
体験ができたのはいい出会いがあったからだと思います。この出会いは一生大切にします。
「素敵な私の十日間」

Ｔ．Ｍ．

「私、海外へ行きたい」こう思い、そして両親に伝えた時は、帰ってきた今こんなにも充実した素
敵な思い出が出来るとは思ってもいませんでした。

２０１６年の１２月中旬、荷造りも、その準備も終わっていなくて、本当にもうすぐ自分がカナダ
に行くことが信じられずに日にちだけが過ぎていきました。そして同時にすごく不安になりました。
自分の行きたいという思いだけで行くことが決まったが、この選択は自分の人生にとって正解である
のか。など、とても自分の中ですごく葛藤しました。そして、ついに出発日がやってきました。関西
空港に到着しても今から飛行機に乗って東京に行くということが信じられませんでした。信じられな
い、信じられないと言っていても時間は進むので飛行機に乗って東京に着きました。成田空港で待ち
合わせの予定だったのですが、待ち合わせ場所が分からずにプチ迷子になってしまってとても焦りま
した。でも空港で働いている人に聞いてなんとか見つけることができました。待たせてしまってとて
も申し訳なかったです…。(T_T)
ホテルに着いて皆と会ってゲームなどをしてとても楽しく過ごすことができました。私が１番年上
でしっかりしないといけないのに年下の皆が賢くてそして、しっかりしていてびっくりしました。そ
んなこんなでカナダに出発してホストファミリーの家に着きました。とても歓迎してくれて嬉しかっ
たです。そして THE 海外というお家でテンションがとってもあがりました。(^^) 学校が始まって皆や
おきくさんに会うたびに仲が良くなっていた気がします。毎日おきくさんは生活はどうかなど気をつ
かってくれて快適に生活を送ることができました。そのせつは本当にありがとうございました☆ 充実
した毎日が過ぎて行きあっという間に帰国日になってしまいました。真剣に帰りたくないと思いまし
た。こんなに楽しく安全に行けたのは一緒に行ったメンバーとおきくさんのおかげだと思います。メ
ンバーは本当に私に優しくしてくれて、すっごく嬉しかったです。皆、すっごく良い人たちでずっと
仲良くしていけたらいいなと思います。今回の研修は両親、メンバー、引率の人など感謝しかありま
せん。そして英語以外にたくさんのことを学ぶことができた研修でした。将来、必ず海外へもう一度
行こうと思いました。
「ビクトリアを訪問して」

Ｋ．Ｈ．

私は平成２８年１２月２５日から平成２９年 1 月３日まで、カナダのビクトリアでホームステイをし
ながらの英語研修に参加しました。成田空港から飛行機に乗ること９時間でバンクーバーに着き、そ
こから国内線に乗り換えビクトリアに移動しました。初日はフライトの疲れもあり、ホストファミリ
ーと１時間ほど話をした後すぐに眠ってしまいました。２日目からいよいよグローバルヴィレッジで
の英語研修が始まりました。授業は午前中に行われ、１時間目が文法セッションで２時間目がカンバー
セーションを行います。文法クラスはさほど難しくないので、私は２時間目のカンバーセーションの
クラスが面白かったです。ただ、欲を言えばもう少しきついクラスで自分の英語を鍛えたいと思いま
した。ランチタイムには、中南米、アジ ア、ヨーロッパなど世界各地から来た人達と幽霊と宗教の関
係や国の文化の捉え方について話をし、国や地域で異なる価値観に触れながら意見を共有したことが
良い経験になりました。午後は、市内見学で街を巡りました。ブリティッシュコロンビア州の州都で
もあるビクトリアの街並みはイギリスを彷彿とさせる伝統的な佇まいで、レンガ造りの家、石畳の広
場そして太陽を反射して輝く海と、冬の澄み渡った青空が一体となって、港の向こうに見えるビクト
リア州議事堂の白い壁とエメラルドグリーン色の屋根の美しさを際立たせていました。その堂々とし
た様子はまさに古都だと感じました。また、港から望む湾には帆のついた中型、小型の船舶がたくさ
ん停泊しており、それもまた異国の情緒を醸し出していました。街に向かって坂道を登っている途中
港の方を見ると、ほとんどの道が港に集まってくるように作られていることに気づきました。港が街
の発展に関わって来たのだろうと感心させられ、国際港として賑わっていた昔に思いを馳せました。
ビクトリア市内では多くの異なった人種の人たちが暮らしていました。今回の最も大きな収穫は、教
科書の知識でしかなかった「多文化共生社会」を直に体験することで、知識が初めて血肉になったこと

でした。日本人の私が道を尋ねた時も親切に答えてくれ、人種への偏見がない居心地の良さを感じま
した。文化の面でも、先住民の独自の言語を後世に残そうと保護をし、トーテムポー ルなどの文化財
の保存にも力を入れていました。このような互いを認め合い、受け入れ、尊敬するというカナダの政策
は、人種差別や偏見を無くし、より良い世界を作るための将来へのロールモデルになると思いました。
ビクトリアで学んだこと、見たこと、感じたことは全て本当に有意義な体験でした。このような機会
を得られたことに感謝して、将来の自分の夢へ向かって頑張っていきます。

