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文責 中津熊 勝典
【１日目】７／２６（土） 出発～台湾
出発～台湾空港（天気・晴）
今回の参加者は、３年生２名、２年生１３名の合計１５名で
す。一体どんなドラマが彼らに待ち構えているのでしょうか。
昨年とほとんど同じコースを辿るので、文章のネタや内容が
前回の旅行記とかぶりそうで、個人的には若干の不安を感じ
ていますが（笑）
、新しい発見を目標にしながら今年も頑張っ
て軌跡を記していこうと思います。午後に出発だったので、
（昨年は、朝６時頃に出発…）全員、眠そうな様子もなく笑
顔で学校に集まってきました。保護者の皆様や副校長先生・
教頭先生に見送られ、バスで一路福岡空港へ
バスで一路福岡空港へと向かいました。

福岡空港到着！

福岡空港で全員無事に出国審査を終え、さあ、いよいよ出発！
と思いきや、いきなり文字盤に「遅延」の文字！ どうやら機
械のメンテナンスのために、出発が遅れる様子。
「まあ、よく
あることだから…」と生徒たちをなだめ、その間、買い物を
したり談笑したりと、フリータイムを楽しんでいたら、今度
は搭乗ゲート変更のアナウンス。これも「まあ、よくあるこ
とだから…」と、けっこう離れた変更ゲートへと向かいまし
た。よもやこのセリフをあと数回話すことになろうとは、ま

搭乗直前（滑走路にて）

だこの段階では、知る由もありませんでした。
（後ほど、わか
ります…） 結局、１時間程度待たされた後、やっと搭乗開
始となりました。ゲート変更の関係（？）で、直接滑走路を
歩いて搭乗するという VIP のような貴重な体験ができたの
で、一応記念写真を撮りましたが、係員から「
（急いでいるの
に）何やってんだ！」的な目で見られてしまいました（笑）
。
搭乗前、念のために１時間ほど遅れそうだという旨を
１時間ほど遅れそうだという旨を JTB さ
んに伝えたら、
「その程度なら、多分
「その程度なら、多分ほぼ時間通りに到着する
と思いますよ。
」との回答。
「ああ
「ああ、そうなんですねっ！」と

台湾空港到着

あっさりと電話を切ったものの、よくよく考えたら、どうや
って調節するのだろうという疑問がわいてきました。通常よ
りもスピードをあげるということでしょうか？そんな事を考
スピードをあげるということでしょうか？そんな事を考
えているうちに、無事に台湾の空港に到着しました。乗り継
湾の空港に到着しました。乗り継
ぎの時間に余裕があったので、生徒たちに千
生徒たちに千円だけ台湾ドル
に換金させて、フードコートで軽食をとることにしました。
軽食をとることにしました。
ほとんどの生徒がタピオカなどのドリンクを購入する中、
ほとんどの生徒がタピオカなどのドリンクを購入する中、せ
っかく台湾にいるのだから…と、エビワンタン（？）風の食
事にトライしたＫさん！そう、その精神が大事なのです！
したＫさん！そう、その精神が大事なのです！

台湾空港のフードコート
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【２日目】７／２７（日） 機内泊～オークランド（天気・晴）
フードコートでゆっくりとしすぎたために搭乗時間まであと４０分ほどになってしまいました。やや慌
てながらゲートまで向かい掲示板を確認すると、またもや「delay（遅延）
」の文字！！ いつ搭乗開始
になるかわからないのでその場を離れるわけにもいかず、
「まあ、よくあることだから…」と、もはや
おきまりとなってしまったセリフで生徒たちをなだめ、その場で待つことにしました。時計をみると、
深夜０時をまわっています。中には、うつらうつらと首を振りだす生徒も…。早くゆっくりとさせてあ
げたいのですが、こればかりは、どうしようもありません。そのうち、館内に響く台湾語のアナウンス。
どよめく台湾の人々…。意味がわからずに不安になっていると、続いて英語でアナウンス。なんと、あ
と１時間はかかる！とのこと。
「まあ、よくあることだから…」と言ったものの、すでに数人の生徒は
ベンチで寝はじめてしまいました…。１時間程過ぎた後、ゲート付近で動きがあったので、
「やっとか
…」と思いきや、ドリンクとお菓子が配られる始末。
「更に延びるということか？」もう、おきまりの
セリフを言うには、あまりにも心苦しいな状況なので「これも、いい思い出だねっ！」とポジティブシ
ンキングに切り替えるしかありません。結局その後、数十分ほど待たされ、やっと搭乗できました。
待ちくたびれたおかげで（という書き方は、したくありませ
んが）
「眠れませんでした。
」と言う生徒は一人もなく、長い
フライト時間をゆっくりと過ごすことができたようです。オ
ークランド空港に到着し、入国手続きを終え、生徒たちを待
っていると、Y さんが出てきません。他の生徒に聞くと、警
察犬が Y さんのスーツケースに反応したために、そのまま連
れて行かれたっ！との報告。
「えっ！！それは、一大事だ！！」
かなり焦って動揺しましたが、すぐに Y さんは笑顔で現れま
した。なんと警察犬は、歯磨き粉に反応してしまったとのこ

ついにオークランド空港に到着！

と。おい、ワンちゃん！もう一度、訓練所で特訓をやり直し
てきなさい！こっちは、色々あって、疲れているのです！
高木さんという現地のガイドさんにあたたかく出迎えられ
て、空港近くのホテルまで向かいました。飲み物やおやつな
どを手に入れるために、途中スーパーマーケットに寄っても
らい、NZ で初の買い物を体験しました。短時間でしたが、全
員、やや興奮気味でした。ホテルのメインディッシュは、魚
（サーモン）か肉（ラム）を選べるとのことだったので、そ
れぞれの希望を聞いてみたら、一斉に「ラムーっ！」との回

念願のディナータイム

答。う～ん、完全に元気を取り戻したようです。ところが、
出されたラム肉を見て、一同絶句！写真では、伝わりにくい
かも知れませんが、美味しそうなパイの横に、まるでプロレ
スラーの握りこぶしのような、大きな大きなラム肉がっ！更
に例えるならば、骨付きの、豚の角煮の巨大バージョンとい
った感じです。特に女子諸君は、見ただけでお腹がいっぱい
になったようで、悪戦苦闘していました。
「待ち疲れ」のあと
は、
「食べ疲れ」で、今夜もぐっすりと眠れることでしょう。

ボリュームが…
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【３日目】７／２８（月）ホストファミリー対面
ホストファミリー対面（天気・晴）
翌朝、疲れをとるために食事の時間を遅めの９時に設定して
いたのにもかかわらず、半分のメンバーしか集まっていませ
ん。これは、昨年に引き続き、もはやこの研修のおきまりの
パターンとなりつつあります（笑）ノックをしただけでは全
く反応がないので、マスターキーを使って強行突破！！その
後のことは（人数が多かったので）詳しく書きませんが、毎
朝のお母さんたちの苦労を体験させていただきました。
（笑）
ぐっすりと睡眠をとったおかげで、
（←イヤミ）みんな、元気
そう。ビュッフェ形式の朝食を、楽しそうに食べていました。
式の朝食を、楽しそうに食べていました。

ホテルの朝食

さあ、いよいよロトルアに向けて出発です。バスで約３時間
の道のりとなります。長く感じられますが、飛行機とは違い、
雄大な NZ の自然を眺めながらの移動になるので、苦になりま
せん。車窓からは、めずらしい標識、牧場のたくさんの羊や
馬、日本とは異なる様式の家屋などが次々と見え、生徒たち
も興味津々に眺めていました。途中、日本の某車会社が CM の
撮影に利用したという、木のトンネル（？）をくぐりました。

木のトンネル

ロトルアまで残り１時間ぐらいの場所に位置するハミルトン
という街で、昼食をとりました。ビュッフェ形式のレストラ
ンだったのですが、さすがにラムに手を伸ばす生徒はいませ
すが、さすがにラムに手を伸ばす生徒はいませ
んでした（笑）ソフトクリームがとても美味しかったのと、
カニかまぼこかな？と思って食べた固まりが、本物のカニだ
ったのに、びっくりしました。NZ
NZ はラムだけではなく、乳製
品や魚介類が非常に美味しく、昨年ハマった、グリーンマッ

ハミルトンで昼食

スル（ムール貝）もここで再会をはたすことができました！
ロトルアの語学学校に到着すると、
（僕にとっては）懐かしい
スタッフの皆さんが笑顔で出迎えてくれました。ホストファ
ミリーを待つために案内された部屋で
部屋では、色々な人種の生徒
がすでに授業を終えて休憩をしていました。いきなりインタ
をしていました。いきなりインタ
ーナショナルな空気に放り込まれたために、生徒たちは、緊
張していましたが、年齢が近いためか、すぐに馴染んで会話
が、年齢が近いためか、すぐに馴染んで会話
が始まります。これぞ留学の醍醐味です！
留学の醍醐味です！出会って、まだ間

インターナショナルな空間

もないのに、本日誕生日のＯさんのために、バースデーソン
グの大合唱もありました。この空気は、なかなか日本では味
この空気は、なかなか日本では味
わうことができません。そうこうしているうちに、これまた
そうこうしているうちに、これまた
フレンドリーなホストファミリーの皆さんが、次々と生徒を
迎えにやってきました。言葉や生活スタイルが異なる空間で
言葉や生活スタイルが異なる空間で
生活するのは、本当に不安で大変でしょうが、たくさん
生活するのは、本当に不安で大変でしょうが、たくさんの経
験をして、国際人としての第一歩を踏み出してほしいです！

ホストファミリーとの出会い
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【４日目】７／２９（火）初授業～姉妹校訪問～博物館見学
）初授業～姉妹校訪問～博物館見学（天気・晴）
本日からオールイングリッシュの授業が開始されます。今回
は、人数の関係で２クラスに別れ、
は、人数の関係で２クラスに別れ、授業を受けます。昨年度
よりも少ない人数で、英語のシャワーを浴びることになるわ
けです。お世話になる先生は、レベッカ先生とルアナ先生で
す。お二人とも、たくさんの国の滞在経験があるせいか、ブ
リティッシュなまりがあまり強くなく、どちらかというとス
タンダードな発音で授業をされていたので、生徒にとっては
聞き取りやすいと思います。どちらのクラスも、とてもいい
雰囲気で授業が行われていました。早速先生から、
「日本の生

レベッカ先生

徒は、とてもシャイなイメージがあったけれども、みんなす
ごく反応ができていて、こちらも授業がやりやすいし、すご
く優秀なメンバーですね。
優秀なメンバーですね。
」とお褒めの言葉をいただきまし
た。こちらの人々は物事をハッキリと言う
物事をハッキリと言う文化を持っていて
いるので、お世辞ではないと思います。まずは、どちらのク
お世辞ではないと思います。まずは、どちらのク
ラスも順調な滑り出しといったところです。生徒と一緒に授
業を受けながら、全員の日記に目をとおしましたが、ホスト
ファミリーとの楽しい時間が伺える内容もあれば、なかなか
うまくいかないもどかしさを感じさせる内容もありました。
一生懸命に努力して、乗り越えていってほしいと思います。

ルアナ先生

午後からは、姉妹校であるジョンポールカレッジを表敬訪問
しました。まずは３年生の二人が、立派に英語で挨拶をして
くれました。案内役の先生と一緒についてきてくれたのは、
リョウタ君という好青年。Where are you from? と尋ねたら、
なんと、碩田中学校出身！一気に親近感がわきました！色々
な授業を見学させていただきましたが、音楽の部屋で、また
もや日本人の女の子を発見！ この子もなんと、別府の明豊高
校からの留学生で、しかも K さんの知り合い！世間はせまい
どころか、まさに It’s a small world! 「わたしも、ここに留
学に来たいっ！」と生徒たちは、憧れの眼差しで見学をして

姉妹校表敬訪問

いました。学校全体が、とてもアカデミックな雰囲気でした。
次に向かったのは、街のシンボル的な存在のロトルア博物館
です。屋上の展望台からは、雄大なロ
です。屋上の展望台からは、雄大なロトルア湖を一望するこ
とができます。ここでは、ロトルアの歴史や地理を学べるだ
けではなく、先住民族のマオリ族の文化にも触れることがで
きます。色々な説明を聞いたり資料や映画を見たりして、き
っと将来忘れることの出来ない思い出の地となるロトルア
が、少し身近な存在になったのではないかと思います。まだ
まだ研修は始まったばかり。明日からも頑張りましょう！

ロトルア博物館
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【５日目】７／３０（水）ロトルア・レイクス・ハイスクール訪問（天気・雨のち晴）
）ロトルア・レイクス・ハイスクール訪問（天気・雨のち晴）
今朝は少し小雨が降りましたが、お昼までには晴れそうです。
英語の授業も２日目に突入！もう教室に緊張感はなく、
英語の授業も２日目に突入！もう教室に緊張感はなく、先生
の質問に英語でどんどんと答えることができていました。生
質問に英語でどんどんと答えることができていました。生
徒たちの日記の内容も、昨日とは全くトーンが違い、不安や
寂しさよりも、楽しかったことや嬉しかったことが多く書き
綴られていました。シャワーのお湯が使えずに、昨日、相当
へこんでいた T さんの日記にも、
「使い方を尋ねたら、ちょっ
としたコツがいるのよ！と、親切に教えてくれ、今日はとて
も楽しかったです！」と前向きな内容が書かれていました。

授業の様子

全員がそれぞれの場所で、色々なことを乗り越えています！
、色々なことを乗り越えています！
授業の合間に、各クラスの生徒たちが休憩をとる
クラスの生徒たちが休憩をとるために、ホ
ールに集まってきます。数日前は完全にお客さん状態で、少
し浮いている感じがしていた本校の生徒たちも、もう完全に
馴染んでいて、その順応力の高さに驚かされます。
て、その順応力の高さに驚かされます。特にアラ
ブ系の男の子たちのテンションの高さが尋常ではなく、
「コン
ニチワーっ！」とふざけながら、大声で挨拶をしてきます。
けながら、大声で挨拶をしてきます。
日本なら、おもわず「おい！お前。ちょっと職員室に来いっ！」

授業の合間

といいたくなりますが（笑）
、こちらでは、これが普通です。
午後になって、ロトルア・レイクス・ハイスクールに行きま
した。ここでは、中学２年生から高校
ここでは、中学２年生から高校３年生ぐらいまでの生
徒たちが毎日勉強に励んでいます。
徒たちが毎日勉強に励んでいます。まずは、４人の日本人の
留学生たちが教室に来てくれ、色々な質問に答えてくれまし
た。多くの質問が飛び交い、将来留学を考えている生徒にと
将来留学を考えている生徒にと
って、とても有意義な時間となりました。
な時間となりました。その後、それぞれ

ランチタイム

のグループに別れ、地元の生徒たちと
たちと一緒にランチタイムを
過ごしました。同じ中学生ということで
同じ中学生ということで、互いに楽しくコミ
ュニケーションをとることができたようです。昼休みが終わ
って、今回は授業にも参加することができました。地元の女
することができました。地元の女
子生徒たちが、マオリ族の踊りに使うポイという道具の作り
方を教えてくれた後、それを使った歌と踊りを指導してくれ
ました。ところが、男子二人は、最初から屈強な男子生徒た

女子のポイ作り
女子の

ちに連れて行かれ、マオリ族の戦士の踊り「ハッカ」と武器
の使用法を特訓されました。二人とも
二人とも、最初はびっくりして
いましたが、日本男児代表として、その重責を見事に果たし
てくれました。授業の最後に、互いに練習の成果を発表し合
ました。授業の最後に、互いに練習の成果を発表し合
いました。短時間で覚えたにもかかわらず、女子たちの踊り
も素敵だったし、男子のハッカも勇壮でかっこよかったです。
地元の生徒たちの優しさや純粋さも
の生徒たちの優しさや純粋さも、とても印象的でした。

男子の特訓

No.6

【６日目】７／３１（木）テ・プイア（天気・曇、時々雨）
スペースの関係で書くのが今日になりましたが、ロトルアに
到着した日の夜、フロントに用事があって部屋を出ると、遠
くから「熊先生！」と私を呼ぶ声。声の主は去年お世話にな
った、ヒロさんというガイドさんでした！個性的なキャラで、
生徒たちからも親しまれていたので、昨年度のメンバーが右
の写真をみたら、歓喜の声をあげると思います。仕事でオー
クランドからこちらに来たそうですが、海外でこのようにタ
イミングよく出会うのは、すごい確率だと思います。あらた
めて、世間というか「世界」は、せまいなあと感じました。

ヒロさん

今日は授業が終わってからテ・プイアというマオリ族の施設
へ行きました。ロトルアの大地といにしえの芸術遺産、さら
に地元マオリ人との、神聖かつ崇高な出会いの場所です。彫
刻、織物の工房で働く工芸職人たちは、過去何世代にも渡っ
て多くの観光客にこの地を案内してきたマオリ族の子孫で
す。昨日、ハイスクールでポイを使った踊りやハッカを体験
した生徒たちにとって、本物に触れる絶好の機会になるはず
です。入口をくぐると、さっそくパワーストーンがお出迎え。
パワーをチャージするというよりも、
「絶対に高校に受かりま

パワーストーンに願いを込めて

すように…」などと、なぜか様々な祈願をし始めた生徒たち。
きっとマオリの神様が君たちの願いを叶えてくれるでしょ
う。ここは観光施設ですが、マオリ族の神聖な場所なので、
ホールに入るためにはマオリ族の入村の儀式を受けなくては
なりません。観光客の集団の中から、スティーブンさんとい
う名前の外国人が代表に選ばれ儀式を受け、無事に入村の許
可がおりました。ホールではマオリ族伝統の歌や踊りが披露
されましたが、その幻想的な雰囲気や心に響く歌声に、全員
感動していました。昨日実際にポイを扱ってみて、その難し
さを知っているだけに、ポイを使った本物の踊りの上手さや

マオリ族のみなさんと

華麗さが、より深く伝わってきました。また、男性たちのハ
ッカもとても迫力があり、その勇壮な姿がとてもかっこよく
見えました。マオリ族のあいさつは、鼻と鼻をこすりあわせ
ます。演奏が終わるとフリータイムになり、マオリ族の人々
と記念撮影をすることができるのですが、この時Ｈさんが、
このあいさつを自分にもさせてくれとアピール！勇猛なマオ
リの戦士も、その積極性に若干押され気味でした（笑）
。Ｈさ
ん、Good job! 昼食後は園内にある地熱地帯やキウイの飼育
小屋を見学したり、お土産を選んだりと、楽しい時間を過ご
しました。マオリの魅力に、どっぷりと浸かった１日でした。

雄大な地熱地帯
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【７日目】８／１（金）ノンゴタハ山（天気・晴）
今日は、こちらに来て一番の快晴。冬ですが、空気がとても
澄んでいて、日本のように体の芯から凍えるような寒さでは
ありません。どちらかと言うと、少しクーラーが効きすぎた
部屋にいるという感じです。ネットで日本のニュースを調べ
ると、毎日猛暑が続いている様子。少し申し訳ない気分にな
ります。さすがに２度目になると、ロトルアの街の地理にも
完全に慣れて、昨日は学校までのショートカットのルートを
見つけました。雄大な自然公園を歩くルートなのですが、景
色がよく、歩くたびに枯葉が心地よい音を奏で、とても爽快
な気分にさせられます。研修も今日で、折り返し地点です。

朝の自然公園

教室に着くと、全員元気な様子。授業も、先生との距離がぐ
っと近づいてきました。ペア活動でも、互いに英語を使いな
がら、自然と会話をすることができています。もちろん文法
も大切ですが、様々な場面設定を先生方がして下さり、会話
中心の実用的な表現を集中的に練習するので、それらを実際
にステイ先や買い物などで使用することができ、定着を図る
ことができます。日本では、どうしても日常生活で日本語に
戻ってしまうので、なかなかこうはいきません。やはり、実
用性や必要性が伴わなければ、言語は定着しません。そうい

授業の様子

った意味で、すごくいい環境で学習できていると思います。
午後からは、ノンゴタハ山に行きました。ロトルアの雄大な
自然を眺めながらゴンドラで標高４８７ｍの山頂まで登りま
す。博物館の屋根から眺めたよりも遥かに高い位置からロト
ルアの街を一望できます。街のあちらこちらから湯けむりが
もくもくと出ていて、さすが別府市と姉妹都市になっただけ
あり、なんだかとても親近感がわいてきます。頂上からは、
リュージュという乗り物にのって、一気に山頂から麓まで滑
り降ります。私は今回で３回目だったので、ほとんどブレー

リュージュと大自然

キをかけずに操作をしましたが、スクーター並みのけっこう
なスピードがでるので、かなりのスリルがあります。右へ左
へとカーブの多いコースを猛スピードで滑り降りる爽快感
は、くせになってしましそうです（笑）
。もちろん生徒も大喜
び！ところが、あまりこのような乗り物に慣れていないＮさ
んは、運転が相当怖かったらしく、かなり青ざめていました
…。Ｎさん、ナイストライ！ 麓からはリフトに乗って、山
の景色を眺めながら山頂に向かいます。ロトルアの大自然を
満喫した１日となりました。さあ明日からはホストファミリ
ーと過ごす週末となります。Everyone, have a nice weekend!

リフトで森林浴
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【８日目】８／２（土）
（天気・曇） ＆ 【９日目】８／３（日）
（天気・雨）

Students’ Weekend （生徒たちの日記より）
【A.T】 ホスト Dad が、
「ロトルアを紹介してあげる」という感じでドライブに誘ってくれました。急いで
準備をして、２時間くらいのドライブが終わったら、Dad のおばあちゃんの老人ホームに行き、おばあちゃ
んの馬が競馬で出場するから、テレビで見よう！となって、見ていたらなんと１位！おばあちゃんも大喜び
でした。なんか、おもしろかったです。そして、私が行きたかったスーパーにも行けて、うれしかったです。

【S.T】 今日はホストファミリーの友達の家に行きました。草すべりとか、アナ（ホストファミリーの友達）
とクッキーをつくったり、バッグを作ったりしました。アナは１３歳で私と同い年なのに、大人びているな
あ～と思いました。（超背もたかい！！）今までのホームステイのなかで今日が１番楽しかったです。

【M.Y】

今日はホストマザーと買い物へ。ジュースが安かった！！お土産も変えたし、寒いのであたたか

い帽子も買えました。動きやすい小さいカバンも！大好きなメロンも安い！（３００円 or４００円？）あと、
きりが悪いのをまけてくれました。NZ の人は心が広いなあーと思いました。

【R.O】

今日は台湾のホームステイを一緒にしていた子が帰っていきました。ちょっとずつ仲良くなれて

いたので、さみしかったです。午後からホストファミリーのいとこと一緒にプールに行きました。ドキドキ
の２日間でしたが、充実した２日間を過ごすことができました。本当によかったです。もう、あっという間
に半分が過ぎて、あと４日しか NZ で過ごすことができません。１日１日を大切にして、ここで見たもの、
体験したことを忘れないようにしたいと強く思いました。

【M.H】 ショッピングのあと、帰り道に大きなキウイフルーツの展望台があり、私が「写真をとりたい！」
と一人で興奮しているとファミリーが連れて行ってあげると、わざわざ U ターンをして、その建物のあると
ころに連れて行ってくれました。そこには、キウイジュースなどの販売もしているセンターがあって、家族
用に買いました。私がキウイ大好きと伝えただけで、キウイ館につれていってくれたので、と～ってもうれ
しかったです。

【H.M】

午後からは長女の友達がきて、ファミリーボートで湖をクルーズしました。ずっといくと温泉が

あったので、そこに入って帰りました。船の操縦はホスト Dad が僕にもやらせてくれました。とても楽しか
ったです。あと４日でロトルアを離れるので残りの間はもっと楽しみたいです。

【N.M】

最初はロトルアを出て、太平洋沿岸まで行く予定でしたが雨なので、湖めぐりをしました。ブル

－レイクとグリーンレイクにはマオリ族の遺跡が沢山ありました。２つの湖は色がその名にちなんでいて、
とてもきれいでした。

【M.K】 お母さんとお父さんが観光とショピングに連れていってくれました。湖のところで写真をとり（ブ
ラックスワンがいた！）
、次に滝に連れていってくれました。滝といっても小さい滝がたくさんあるところで
カヤックをしている人たちがいました。流れが急なのにすごいと思いました。
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【T.K】 今日は、はじめての休日でした。ホストファミリーと一緒にいる感がいっきに増えて、話せるよう
になってきました。午後に図書館にいきました。本とか DVD をかりたりして、とても楽しかったです。
「ア
ナと雪の女王」と「トイ・ストーリー３」を英語で見て、おもしろかったです。そのあとは買い物をしまし
た。だんだん英語だけの生活になれてきた気がします。

【M.Y】

土曜日は、日本でいうキャンパスっぽいお店で父と母へのお土産を買いました。１１ドルするネ

ックレスが２ドルで売っていて、ラッキー！！偽物かな～？とも思いましたが、すごくかわいいキウイだっ
たので、買っちゃいました！日曜日は、
「塔の上のラプンツェル」を観ました。観たことがなかったので、す
ごくおもしろかったです。今日は、ミカエラに（日本の）アーティストの紹介をたくさんしました。少しで
も日本のアーティストを知ってくれるとうれしいです。

【T.N】 ほぼ１００パーセント家族の言っていることがわかるようになってきて、今頃ホームステイの楽し
さがわかってきた。Host Dad とお土産屋さんにいった。いろいろな品物の説明をしてもらって、JUDE と
いう緑色の石を教えてもらった。３つの店に行ったけど、その１つの店で日本人の方と出会った。とても仲
間意識がわいてきて、うれしくなった。

【H.K】 お母さんと教会にいきました。教会なので、とても厳かで静かな場所と思っていたら、入って早々
ママの妹と何人かがドラムやギターに合わせて賛美歌とは程遠いもので、びっくりしました。大聖堂のよう
なところを想像していたので、教会が日本でいう公民館のように感じました。礼拝のようなものがあった気
がしますが、全然退屈でなく、小さな子どもたちを見られてとても楽しかったです。

【K.M】

今日はネットボールの試合に行きました。ルールがよくわからなかったけど楽しめました。帰り

にスイカのチューイングガムをもらい、この味、スイカじゃないなあと思いつつ食べました。ディナーの時
にブラジルの留学生と（今さら名前をきけない・・・）日本語とポルトガル語で、○○は何というかをずっ
と話しました。話してみると英語と同じ日本語がわりと多かったです。明日は教会へ行きます。少し楽しみ
です。

【R.F】

急に温泉にいくよ！ と言われ、おばあちゃんの家に連れて行かれ、そこで何時間も過ごすこと

に・・・そしていろんな人たちが集まってきて、一緒に温泉にいくことになり、数時間のドライブでやっと
ついたと思っていたら、小さい子たちがわ～っと集まってきて、赤ちゃんとおしゃべりをはじめる・・・。
「何っ！？」と思っていたけれど、温泉につくと、なんと O さんがいました。いっきに安心し、温泉で気持
ちを休めることができました。今日はいろんなことがあって疲れましたが、なんとか土日をのりきりました。
というか、楽しかったです。

【Y.M】

教会に行ってみると、コンサート会場のようなところで、ホストママを含む団体が歌い始めまし

た。時間が経つと満席になって開始されました。すごく盛り上がってびっくりしました。なんだったのかわ
からないけど Church なようです。昼からはボーリングに行きました。下手だからどうしようかと思いまし
たが、ストライク１本とスペア１本とれました！とても楽しかったです。

No.10

【１０日目】８／４（月）アドベンチャーパーク、レッドウッド
アドベンチャーパーク、レッドウッド（天気・晴のち雨）
（天気・晴のち雨）
雨が降り、あまり天気のよくない週末となりましたが、生徒
あまり天気のよくない週末となりましたが、生徒
たちの日記をみると、それぞれがホストファミリーと楽しい
時間を過ごすことができたようです。
時間を過ごすことができたようです。ずっと英語を使う生活
に慣れてきたせいか、
「相手の言いたいことが、だいたいわか
るようになってきた。
」というコメントが、目立つようになっ
てきました。今週はぜひ「相手に伝えたいことを少しずつ言
えるようになってきた。
」を目標に、頑張ってほしいと思いま
す。朝、学校に到着すると、なんと、大分からやってきたと
いう別の中学生のグループに出会いました！丁度、一週間前

新しい仲間たちとの出会い
新しい仲間

の彼らのように緊張していました
の彼らのように緊張していましたが、同郷ということもあり、
早速交流が始まっていました。一気に仲間が増えた感じです
一気に仲間が増えた感じです。
午後からは、少し雨がパラつきはじめました。気温もぐっと
下がり、すごく寒くなりました。昨年度行った動物園の施設
の一部が改装中のため、今回はアドベンチャーパークという
はアドベンチャーパークという
場所に行きました。いわゆる「絶叫系」
場所に行きました。いわゆる「絶叫系」マシンの体験ができ
る施設です。ニュージーランドでは
です。ニュージーランドでは、バンジージャンプはも
ちろんのこと、大きな透明の玉の中に入り、そのまま丘の上
から転がるという（名前は忘れました・・・）いくつかの定

恐怖のアトラクション Swoop

番の「絶叫系」が存在し、数種類の中から、生徒たちは「
「Swoop」
と呼ばれるアトラクションに挑戦することになりました。寝
袋のような袋に入り、そのままビルの屋上ぐらいまでの高さ
までクレーンで釣り上げられ、最高到達地点からフリーフォ
ールするという、聞くだけで罰ゲームのような世にも恐ろし
いアトラクションです。当然私は、紐が切れると困る（とい
うか、死ぬ）ので、断固拒否しました。数名は躊躇す
うか、死ぬ）ので、断固拒否しました。数名は躊躇するだろ
うなと予想していましたが、小雨の中、なんと全員笑顔で順
番を待っています！よくもまあ、この寒い中、数十
よくもまあ、この寒い中、数十メートル
の高さまで吊るされる気になったものです（笑）小さくなっ

手を振る余裕も…

ていく生徒を見上げながら、かなり不安になりましたが、そ
のまま笑顔で落ちてくる生徒たち・・・
生徒たち・・・。その度胸に比べた
ら、英語で話しかけることなんか、いとも簡単なことです。
「絶叫系」の後は、レッドウッドと呼ばれる
「絶叫系」の後は、レッドウッドと呼ばれる静かな森へ行き
ました。遊歩道があり、全員で森の中を散歩しました。映画
に出てくるような幻想的な世界で、
世界で、
（当たり前ですが）
「外国
の森！」という感じがしました。
の森！」という感じがしました。あまり木に詳しくないので
具体的には説明ができませんが、丈
具体的には説明ができませんが、丈が長く、幹がとても大き
な、それこそレッドウッド（赤い木々）が堂々
な、それこそレッドウッド（赤い木々）が堂々と生い茂って
いました。空気が澄んでいて、とても気持ちがよかったです。
空気が澄んでいて、とても気持ちがよかったです。

レッドウッドの森
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【１１日目】８／５（火）アグロ・ドーム
アグロ・ドーム（天気・晴）
今日は久しぶりの快晴！ここ数日天気が悪かったので、なん
だか気持ちも晴々とします。今日の授業は、昨日学習した道
今日の授業は、昨日学習した道
案内の表現や郵便局での手紙の出し方を実際に練習するため
に、レベッカ先生とルアナ先生に連れられて、全員でフィー
ルドワークにでかけました。クイズ形式の質問に
。クイズ形式の質問に英語で答え
ながら、ロトルアの町並みを歩いていきます。映画館、民宿、
テレビ局、交番など、街の色々な
色々な場所を巡りました。生徒た
ちが一番反応したのは、スターバックスカフェですが・・・
ちが一番反応したのは、スターバックスカフェですが・・・。

フィールドワーク

郵便局に到着すると、一人ずつ切手を購入します。
郵便局に到着すると、一人ずつ切手を購入します。緊張する
ことなく淡々と受付の係員と会話をする生徒たち。昨日の練
と受付の係員と会話をする生徒たち。昨日の練
習の成果です。その様子を不安げに見つめつつ、
習の成果です。その様子を不安げに見つめつつ、無事に終わ
る度に手を叩き、自分のことのように喜ぶ
る度に手を叩き、自分のことのように喜ぶルアナ先生。それ
をクールに見つめるややドライなレベッカ先生。本当にこの
お二人は、生徒たちに親身になって接してくれ、少しでも彼
らのスキルを高めようと毎日努力をしてくれています。自分

切手購入

も見習わないといけないなあと思いました。切手を購入した
後は、ポストに手紙を投函！「お父さんとお母さん、喜んで
くれるかなあ…」と、笑顔の生徒たち。
（言いませんでしたが、
）
その手紙より、君たちの方が先に
君たちの方が先に日本に届くと思います。(笑)
午後からはロトルアの観光名所、
名所、アグロドームへ行きました。
たくさんの牛や羊、アルパカ、ラマなどが放牧されています。
最初に大型トラクターに引かれながら、
大型トラクターに引かれながら、放牧地を見学します。

羊たちの手荒い歓迎

私が至近距離でアルパカを見つめていると、
「ブシュッ！」と、
顔面に唾のシャワーをくらってしまいました。ドライバーさ
ん曰く、これはアルパカの必殺技だそうです。先に言ってお
いてくれないと・・・。荷台から降りて、直に羊たちに触れ
ることができるのですが、今回はたくさんの子羊たちがいて、
生徒たちはおっかけまわして捕まえて、リアルぬいぐるみを
存分に楽しんでいました。ただし、臭いもリアルです・・・。
途中、キウイジュースやハチミツ（マヌカ・ハニーという名

積極的なアルパカ氏（ラマ？）

産）の試飲・試食ができるのですが、とても新鮮でおい
産）の試飲・試食ができるのですが、とても新鮮でおいしか
ったです。園内のキウイ畑にも案内され、木からキウイをも
ぎ取って食べることができました。私は若干キウイが苦手な
のですが、もぎたてのキウイはとても甘くジューシーで、調
子に乗って３個も食べてしまいました。
（制限は２個まで・・・）
その後ステージで毛刈りのショーを楽しみました。
刈りのショーを楽しみました。その中で、
牛の搾乳体験にＭさんが、子羊の哺乳瓶での授乳体験にＫさ
んが幸運にもそれぞれ代表に選ばれ
それぞれ代表に選ばれ、貴重な体験をしました。

匠の技！毛刈りショー
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【１２日目】８／６（水）乗馬体験
乗馬体験（天気・晴、時々雨 ）
今朝は晴れていましたが、途中で雨が降ったり止んだりと不
は晴れていましたが、途中で雨が降ったり止んだりと不
安定な天気でした。いよいよ語学学校での授業も残すところ
２日となりました。最初は、若干ホームシック気味だった生
徒たちも、
「えっ！？明日で終わりなの？」とか「もっと居た
い！」などの声が多く聞かれるように
多く聞かれるようになってきました。やっ
と完全にこちらでの生活に順応し始めた時期に、お別れをし
なければなりません。欲を言えば、あと
なければなりません。欲を言えば、あと数週間ほど期間があ
れば、まだまだ色々な経験ができると思いますが
まだまだ色々な経験ができると思いますが、将来そん
なチャンスはいくらでもあると思います。そして、その最初

感謝の気持ちを込めて

の一歩としては、十分すぎるほどの経験を今回の
どの経験を今回のＮＺ研修で
積むことができたと思います。今日は、休憩の時間を利用し
今日は、休憩の時間を利用し
て、これまでの感謝の気持ちを込めてお二人の先生
て、これまでの感謝の気持ちを込めてお二人の先生方のため
に寄せ書きを作成しました。きっと喜んでくれるはずです。
お昼前に激しく雨が降り始めました。午後は、生徒たちがと
ても楽しみにしていた乗馬体験を予定しているので、なんと
乗馬体験を予定しているので、なんと
か止んでほしいものです。
「これがあったから、この研修に参
加したのに…」と呟くＭさん。それほどの情熱が
」と呟くＭさん。それほどの情熱が…。午前中
に少し体調をくずしてしまったＴさんも、
「絶対に乗馬はする

LAKE OKAREKA 乗馬場

っ！」と気迫の構え！そんな強い
強い思いが天に通じたのか、昼
食をとっている間に、少しずつ晴れ間が見え始めました！本
晴れ間が見え始めました！本
当にこちらの天気はコロコロと変わります。
当にこちらの天気はコロコロと変わります。無事に牧草地帯
に到着するとたくさんの馬に出迎えられました。その中に、
周囲の馬よりひとまわり大きい、ケ
馬よりひとまわり大きい、ケーシーという名前の黒い
馬がいました。きっと私が乗るために用意され
馬がいました。きっと私が乗るために用意された馬だろうな
と思っていたら、やっぱりそのとおり
そのとおりでした(笑)。生徒たち
も恐る恐る馬にまたがっていましたが、しばらく歩くとすぐ
に慣れ、かわいい羊の群れや、美しく輝く湖の風景を眺めな
美しく輝く湖の風景を眺めな
がら乗馬を楽しんでいました。今回の
今回のコースは前回と違って、

いざ乗馬！

牧草地を一周するというよりも、アップダウンの多い広陵地
帯を歩くという感じで、かなりスリルがありました。
という感じで、かなりスリルがありました。私たち
の先導をしてくれた年配の女性は、
の先導をしてくれた年配の女性は、若干厳しいオーラを放つ
方で、特に馬がコースの途中で草を食べると
草を食べると「 No eating! 」
と大声で注意をします。もしかしたら
注意をします。もしかしたら馬に向かって言ってい
るだけなのかも知れませんが、なんだかこっちが怒られてい
のかも知れませんが、なんだかこっちが怒られてい
るような気がして、
、馬が草を食べようとする度にドキドキし
馬が草を食べようとする度にドキドキし、
結構神経を使いました。その気持ちをよそに、体
結構神経を使いました。その気持ちをよそに、体が大きいた
めか、何度も草をハムハムしてしまう、
草をハムハムしてしまう、ケーシーさん（牝馬）
。
気持ちはわかるが、たのむからコースに集中してくれ
気持ちはわかるが、たのむからコースに集中してくれっ！！

どこまでも続く広陵地帯を
どこまでも続く広陵地帯
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【１３日目】８／７（木）語学学校最終日（天気・曇
語学学校最終日（天気・曇）
さあ、とうとう語学学校の最終日がやってきてしまいました。
午前中は、夕方のお別れパーティーに参加してくださるホス
トファミリーのみなさんのために、パンケーキやデコレーシ
ョンクッキーを全員で作りました。家庭科の調理実習の英語
版といった感じです。デコレーションに使うチョコレートや
シロップは、緑や青といった原色も多く使われ、配色によっ
ては、多少食い気を削がれるようなものもありましたが（笑）
、
和やかなムードの中、生徒たちは一生懸命に作業をしていま
した。また、せっかく習ったのだからホストファミリーに披
また、せっかく習ったのだからホストファミリーに披
露しようということになり、マオリ族伝統のポイやスティッ
なり、マオリ族伝統のポイやスティッ

Let’s cook!

クを使った踊りも練習しました。これで準備万端です。最後
にお別れ会に先立って、今までお世話になったレベッカ先生
とルアナ先生に、昨日作成した寄せ書きと記念品を贈りまし
た。思わぬサプライズにお二人とも大喜びしてくれました。
午後は街の中心部にお土産を買いに行きました。これまであ
まりじっくりと買い物をする機会がなかったので、生徒たち
はここぞとばかりに財布のひもをゆるめていました。自分の
ためというよりも、家族や友人のために真剣にお土産を選ぶ
生徒たちの姿が印象的でした。中には、まだオークランドと

おいしそう・・・
（？）

台湾観光があるというのをすっかりと忘れて、ラストスパー
トをかけてしまった生徒も・・・。
「う～ん、ちょっと買いす
ぎてしまったかも・・・。
」と帰りの車の中で反省していまし
た。まあ、それはそれで、いい思い出になると思いますよ！
買い物から帰ってしばらくすると、お別れ会参加のために
買い物から帰ってしばらくすると、お別れ会参加のために、
ホストファミリーのみなさんが少しずつ集まってき
ホストファミリーのみなさんが少しずつ集まってきました。
開始までに少し時間があったので、何人かの方に、生徒たち
の家での様子を聞いてみると、
「本当に日本の学生は、礼儀正
しく驚かされる。来年もぜひ受け入れたい。
」という旨の答え

修了証書授与式

が必ず返ってきます。その言葉の背景に
が必ず返ってきます。その言葉の背景には、日本の家族と離
れ、色々な我慢をしながら、それでもファミリーに気を遣い、
、それでもファミリーに気を遣い、
明るく振舞ってきた生徒たちの努力があるはずです。
明るく振舞ってきた生徒たちの努力があるはずです。お別れ
会では校長先生から修了証書を手渡してもらい、感謝の気持
から修了証書を手渡してもらい、感謝の気持
ちを一人ずつ英語で述べました。
べました。研修に参加する前に比べる
と、格段に上達した流暢な英語で堂々と話す生徒たちの姿に
とても驚かされました。また、それを見つめる先生方やホス
トファミリーにみなさんの視線が、本当にあたたかかったで
す。マオリ族の踊りや校歌を披露した後、屋外で立食パーテ
ィーをしました。明朝は、いよいよロトルアとのお別れです。

立食パーティー

No.14
【１４日目】８／８（金）オークランド～機内泊（天気・晴）
ついにロトルアを旅立つ日がやってき
ついにロトルアを旅立つ日がやってきてしまいました。私が
語学学校に着くと、全員すでに準備万端でバスを待っていま
した。今朝はきっとそれぞれの生徒が、お世話になったホス
ぞれの生徒が、お世話になったホス
トファミリーのみなさんと感動的なお別れをしたはずです。
校長先生が、わざわざバスの中に入ってきて「日本に帰って
も、引き続き英語の勉強を頑張ってくださいね！そして、ま
た、いつかここに戻ってきてください！」とお別れの言葉を
述べてくれました。笑顔で手を振るスタッフのみなさんの姿
が、だんだんと小さくなっていきます。さようならロトルア！

旅立ちの朝

オークランド市内に到着して、まず美術館の見学に行きまし
た。オークランド美術館は、第一次世界大戦で亡くなった兵士
たちを記念して、１９２９年、オークランド
年、オークランド ドメイン公園内に
建てられたギリシャ・ローマ風建築です。近づきながら建物を見
上げると、第一次・第二次世界大戦の様子を描いたレリーフで
第一次・第二次世界大戦の様子を描いたレリーフで壁
面が装飾されていることがわかります。いくつもの常設展や臨時
展が披露されていて、
て、両大戦に関わる様々な展示物の他、マオリ
族の文化コーナー、自然史コーナー、装飾芸術コーナーなどがあ
り、
見所満載の施設です。
ロトルアでのお別れの直後だった
ロトルアでのお別れの直後だったので、
あまり生徒たちは興味を示さないかも！？と思っていたのです

オークランド美術館

が、以外と切り替えが早く、予定されていた見学時間では足りず
に「もっと、みたかった！」との感想も・・・。さすがです！

その後、オークランドの市街中心部へ行きました。ロトルア
とは対照的な高層ビルの建ち並ぶ超都会的な空気に、生徒も
大はしゃぎ！早速買い物のために、両替所へ走っていきまし
た・・・。最終集合場所を「大橋巨泉のＯＫギフトショップ」
にしたのですが、巨泉さんの看板を見ながら生徒が、
「先生、
このおじさん政治家ですか？」との質問・・・。こんな場所
でジェネレーションギャップを感じてしましました。
（笑）

オークランド市街地

色々なお店で買い物や食事をして、生徒たちは、最後のニュ
ージーランドの空気を存分に楽しむことができたようです。
オークランド空港に到着すると、早速
オークランド空港に到着すると、早速荷物整理がはじまりま
した。スーツケースの重量を２０キロ程度に調節しなければ
なりません。今回は事前に知らせておいたせいもあり、去年
ほどの時間はかかりませんでした。中には、ジャスト２０キ
ロのピタリ賞も！ ところが、ここにきて、先程までとても元
気だった生徒たちのテンションが一気に下がり、
気だった生徒たちのテンションが一気に下がり、全員無口で
寂しそうな空気が漂い始めました。帰り支度をしながら、
「帰
国」の実感が急にわいてきたようです。さようなら、ＮＺ！

空港での荷物整理

No.15
【最終日】８／９（土）台湾～帰国（天気・晴）
長いフライト時間を経て、無事に台湾空港に到着しました。
時間を経て、無事に台湾空港に到着しました。
日本では台風が接近している様子で、教頭先生が心配をして
下さり連絡をいただきましたが、少し進路が東寄りになった
関係で、どうやら特に大きなフライト上の問題はなさそうで
す。予想はしていましたが、まずはこちらの暑さに生徒たち
もエネルギーを奪われた様子・・・。今まで真冬の世界で生
活をしていたわけですから、無理もありません。最初に、台
北市の龍山寺に行きました。ここは、市内でも有名なお寺で、
ここは、市内でも有名なお寺で、

龍山寺

多くの地元の参拝客の皆さんが、早朝にもかかわらず、参拝
されていました。家内安全、商売繁盛、
されていました。家内安全、商売繁盛、健康、学業など、数
多くの神様が奉られていましたが、学業の次に生徒たちが熱
心にお祈りしていたのは、
（やはり、
）縁結びの神様でした。
その後、おみくじをひいたり、お守りを買ったりしました。
車窓から東京駅にそっくりな総督府を見学しつつ、次に向か
ったのは、中正記念堂です。ここでは、衛兵の交代式を見学
することができます。壮大な景観の大きな建物の中で、軍隊

中正記念堂衛兵交代式

のエリートたちが、寸分違わぬ動きで行進をしたり、敬礼を
したりします。その息の合った見事な動きを生徒たちも真剣
に見つめていました。見学後は、生徒たちが熱望し、わざわ
ざ予定を変更して組み込んでもらったかき氷屋へ行きまし
た。かき氷と言っても、こちらのかき氷は日本のものとは違

念願のかき氷！

い、氷のキメがとても細かく、周りにはマンゴーなどの果実
がゴロゴロと入っています。暑さに苦戦していたせいもあり、
さに苦戦していたせいもあり、
余計美味しく感じられ、全員で至福の時間を過ごしました。
その後、市内を散策しましたが、
「先生、台湾もすごく面白い
です！」という前向きな意見が聞けて、すごくうれしかった
です。その姿勢は、とても大切だと思います。研修のフィナ
ーレは、台湾一のレストランで、上海料理を楽しみました。
台湾空港で、今回の研修の参加者のみぞ知る、ささいなハプ

旅のフィナーレ

ニングがありましたが（笑）
、１６名全員、無事に福岡空港に
到着しました。海外でホームステイと聞くと、のんびりとし
たイメージがあるかも知れませんが、言葉が通じにくい他人
の家に滞在するわけですから、そんなに生易しいものではあ
りません。開始早々ホームシックを訴える生徒が多く、どう
なることやらと心配でしたが、多くの生徒たちが今回の研修
で、大きな成長をしてくれたと思います。
で、大きな成長をしてくれたと思います。それは、言語面だ
けではなく、数々の貴重な経験を通した
を通した国際人としての成長
です。ぜひ、他の生徒たちにも反映してほしいと思います。
にも反映してほしいと思います。

福岡空港到着！

