
２０１５ NZ 研修旅行記           文  責 【外国語科 中津熊勝典】 

１日目前半【出発～台湾】 

早いもので、私にとっては３度目の NZ 研修のシ

ーズンが、本年度もやってきました。今回の参加

者は、３年生８名、２年生１１名、１年生１名の

合計２０名。過去最大規模の研修団となります。

出発前、生徒たちはとても緊張していましたが、

私のほうは３度目ともなると慣れたもので、１回

目にはスーツケースが閉まらないほどの量の荷物

を用意していましたが、今回はその半分ほどの量

で収まり、海外へ行くというよりも、親戚のおば

さんの家に泊りに行くような感覚です（笑）。心配

された台風も全く影響なく、保護者の皆さん、校

長先生、石松先生、衛藤先生、新納先生に見送ら

れて学校を出発しました。福岡空港に近づくにつ

れ、昨年度のハプニングが頭をよぎります。飛行

機の delay（遅延）に次ぐ delay や度重なる搭乗口

の変更で、福岡・台北の両空港で、数時間も待た

された、あの苦い思い出です。深夜、重いリュッ

クを背負いながらうつらうつらとする生徒の姿が

まだ頭に鮮明に残っています。ところが今回は、

もう少し時間が欲しいと思わせるほど、乗り継ぎ

の時間がスムーズで、待たされるどころか、やや

急がなければいけないような状態で、あっという

間に目的地に到着しました。過去２回（特に１回

目）は、天気に恵まれた研修となりましたが、今

回は時間に恵まれた研修となりそうです。という

ことは、逆に天気のほうが心配ということになる

のでしょうか？ そんな不安を吹き飛ばすほど、台

北市は快晴で、猛暑でした…。 
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１日目後半【台北市観光】 

さんさんと照り付ける太陽の下、最初に台湾の観

光名所である国民革命忠烈祠を訪れました。ここ

は、辛亥革命を始めとする中華民国建国および革

命、中国大陸での日中戦争などにおいて戦没した

英霊を祀る祠で、中華民国国防部の管轄下にあり

ます。衛兵の交代式が有名で、一糸乱れぬその姿

に、生徒たちも圧倒されていました。体育大会で

の演舞の参考にしてほしいものです。その後、台

湾名物のマンゴーかき氷を食べにいきました。酷

暑の中で食べたので、一段とおいしく感じました。

食後は市内散策をして、１０１という台湾のスカ

イタワー的な存在のビルへ行き、買い物を楽しみ

ました。生徒たちは、台湾のアジアンな空気にす

っかりと魅了され、NZへ行くことを忘れたかのよ

うに活発に動き回っていました。あまり飛ばしす

ぎるとあとが心配な気がしましたが、今夜は機内

泊となるので、ここでパワーを消耗させておかな

ければ寝つきが悪いだろうと思い、あえてスルー

しました…（笑）。夕食は小籠包を食べました。も

ちろん日本でも食べることはできますが、やはり

本場の小籠包は格段にレベルが違う気がします。

様々な種類の餃子や小籠包はもちろん、スープや

チャーハン、パンケーキのようなデザートなど、

全員で台湾グルメを満喫しました。夕食後は、日

本の旅番組でもよく紹介される、士林市場の夜市

へ行きました。町全体が、日本の祭りの出店のよ

うな雰囲気につつまれていて、とても活気があり

ます。生徒たちも興味津々に、色々な出店にトラ

イしていました。 
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２日目【台北～オークランド】 

前述したとおり、台北空港で全く待たされること

なく、あっさりとオークランド行の飛行機に乗る

ことができました。去年はこの段階で、数時間空

港内で足止めをくらったわけです。ここまでスム

ーズに日程が進むと、とても贅沢な悩みですが、

逆に物足りなさを感じてしまいます。おいしい夕

食を食べ、デザートを食べ、夜市の出店で更に様々

なおやつ（？）を食べたにもかかわらず、搭乗す

るやいなや出された機内食に、さすがに生徒たち

はドン引きしていましたが、その後は映画を鑑賞

したり、音楽を聴いたりと、思い思いの時間を過

ごしていました。数時間のフライトを経て、つい

にオークランド空港に到着しましたが、なんと天

候はあいにくの雨。過去２回の研修においては、

澄み切った快晴の下での活動のイメージしか残っ

ていないので、これには少し驚かされました。ど

うりで日程がスイスイと進んだわけです。予感的

中で、やはりどこかで帳尻が合うのだなあと妙に

納得させられました。ただし、生徒たちにとって

は、雨だろうが嵐だろうが、待ちに待った憧れの

土地に変わりはありません。急に全員の瞳が輝き

始めました。そのままホテルに行くのは、ちょっ

と味気ないので、運転手さんにお願いして、スー

パーに寄ってもらい、飲み物やおやつを買わせま

した。NZでの初買い物に生徒たちは大はしゃぎで

した。ちなみに今回のガイドさんは、大分県出身

の女性で、久ぶりに聞く大分弁に、とても喜んで

いらっしゃいました。さあ、いよいよ明日からホ

ームステイが始まります！！ 
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３日目【オークランド～ロトルア】 

もはやこの研修の恒例のシチュエーションとなっ

たので、わざわざ書くまでもないのですが、朝の

集合時間には、当然のごとく全員揃いません。今

の中学生には、わからないと思いますが「寝起き

ドッキリ」風の強行突破を数部屋で実施させてい

ただきました（笑）。朝食後、ホテルの外へ出てみ

ると空は雨模様。そのため、気温も凍えるような

寒さではありません。ロトルアへ向かう途中、マ

タマタという街でトイレ休憩をとったのですが、

ここは映画「ロード・オブ・ザ・リング」の撮影

があった場所で、ホビット村のセットがあるそう

なのですが、残念ながら映画をみていない僕にと

っては、チンプンカンプンでした。約２時間３０

分程度の道のりを経て、ついにロトルアの語学学

校へ到着しました。私にとってはお馴染みのメン

バーが笑顔で出迎えてくれました。まずは学校長

のクリスさんと記念写真。このクリスさん、かな

りご高齢だと思うのですが、とてもパワフルな方

で、態度が悪い学生がいると、大声で注意します。

前回、一緒に夕食を食べる機会があったのですが、

たくさんの肉をパクパクと召し上がっていて、「こ

れがパワーの源か…」と驚かされたことがありま

す。そんな話はさておき、オリエンテーションの

あと、ピザパーティーや市内散策をして、その後

はいよいよホストファミリーとの対面となりまし

た。それぞれのホストファミリーを待つ間、さっ

そく他国の学生たちとコミュニケーションが始ま

ります。数々の新しい出会い…。きっと一生の宝

物になることでしょう。 
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４日目【姉妹校訪問・ロトルア博物館】 

今日から本格的に授業がスタートします。昨年度

は二人の若い女性の先生でしたが、今回はベテラ

ンの風格が漂う、ダンディーなピーター先生と、

チャキチャキな印象のパム先生のお二人です。早

速２つの教室に別れて授業が開始されました。ま

だ、互いにぎこちないムードが漂っていましたが、

日がたつにつれて、どんどんとレベルアップする

はずです。全力で頑張ってほしいと思います。今

日は一日中、雨が降っていましたが、途中何度か

晴れ間も見えました。空を見上げると、大きな虹

が！とても綺麗でした。きっと明日からは、天候

も回復してくれるはずです。昼食後、姉妹校であ

るジョンポールカレッジを訪問しました。「これか

らも両校の友好を深めていきたい」と３年生が立

派な代表挨拶をしてくれました。その後、現地の

先生と別府からの留学生の案内で、学校内を見学

しました。本校の生徒と同じように制服を着た学

生たちが、学習だけではなく、スポーツをしたり

楽器を弾いたりと、思い思いの姿でスクールライ

フをエンジョイしていました。「いつか、自分も海

外で留学したい！」という感想を述べていた生徒

がいましたが、長さは別にして、今まさに、あな

たも同じく海外で留学中なのですが…と思いまし

たが、突っ込みませんでした。その後、ロトルア

の観光名所の１つであるロトルア博物館へ行きま

した。ロトルアの歴史や地理、マオリ族の文化に

触れることができるのはもちろんのこと、綺麗に

整備されたガーデンも有名で、雄大な景観を満喫

することができました。 
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５日目【ロトルアレイクスクール訪問】 

外に出てみると見事な快晴！やっと天候が回復し

ました。生徒たちの教室へ入ってみると、ホーム

ステイ先で英語づけの時間を過ごしたせいか、随

分と反応が良くなっています。今後の成長がとて

も楽しみです。今日は早めに語学学校をでて、ロ

トルアレイクハイスクールへ交流に行きました。

地元のマスコミが交流の様子をウェブサイトで発

表したいということで、数名の撮影スタッフが待

ち構えていました。二人の日本人留学生の案内で

校内を巡ったあと、マオリ族の教室で歓迎のセレ

モニーがありました。今までにはなかったことで

す。鼻と鼻をこすりあわせるマオリ族のあいさつ

を交わした後、伝統のハッカを高校生たちが披露

してくれました。大きく目を見開き、舌を出しな

がら、勇壮な歌や踊りを見せてくれたのですが、

恥かしがったり、照れ笑いをしたりする生徒は一

人もいません。「これが、私たちの伝統だ！」とい

う、神聖で堂々とした空気が伝わってきます。い

きなり始まったうえに、一見、表情がコミカルに

も映るので、普通であれば、「クスッ」と笑いがお

こってもおかしくはない状況なのに、それを真剣

な眼差しで見つめる本校の生徒たちの態度もとて

も立派だと思いました。お返しに校歌を披露しま

したが、ハッカの迫力に対抗するために、「THE・

校歌・体育大会バージョン」も披露させていただ

きました。けっこうウケました！その後、いくつ

かのグループに分かれて様々な文化交流をしまし

た。あやとりみたいな（というか、あやとり）も

ありました。 
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ロトルアレイクハイスクール マオリ族の高校生たちとの交流の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６日目【テ・プイア（マオリ村）見学】 

今日も快晴です。数日前までは、けっこう激しい

雨が降っていましたが、もう天気の心配はなさそ

うです。午前中の授業では、マップを使って道案

内の練習がおこなわれていました。結構複雑なロ

ケーションを英語で説明することができていて、

先生とのやり取りもどんどんとスムーズになって

きています。「相手の言っていることが、だんだん

と理解できるようになってきました！」という生

徒も増えてきました。この調子で頑張ってほしい

と思います。午後からは、マオリ村に行きました。

昨日、マオリ族の高校生たちと交流をしたので、

予習は完璧です！「チャレンジ」と呼ばれる入村

の儀式を終えて、建物の中に入り、勇壮なハッカ

や歌を見学しました。高校生たちのハッカも素晴

らしかったのですが、更に迫力のある姿を目の当

たりにして、生徒たちも感動していました。武器

を使った舞がとても勇ましく、「この人たちと喧嘩

をしても、絶対に勝てないな…。」と思いました。

（絶対にしませんが…。）ラグビー世界最強のオー

ルブラックスの強さのルーツを見せつけられた気

がします。こんな人たちがタックルしてくるわけ

ですから、勝てるはずがありません。歌もとても

綺麗で心地よく、メロディーがまだ頭に残ってい

ます。マオリ族は、男女ともにふくよかな体型の

方が多く、私もこの中に入ったらジャニーズ並み

の細さです…。パフォーマンスを見学したあとは

昼食をとり、村に隣接する地熱地帯を散策したり、

昔の住居を見学したりと全員で充実した時間を過

ごしました。 
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７日目【ノンゴダハ山】 

今日は昼食前に学生全員がメインルームに集めら

れ、本日で研修の日程を終える学生たちのお別れ

会（研修修了証書授与式）が行われました。私た

ちの研修団と同じように、短期のメンバーもいま

したが、中には２年近く滞在していた学生さんも

いて、感極まりながら、お別れの言葉を述べてい

ました。語学の上達についてというよりも、人と

人との触れ合いや、支えてくれた仲間やスタッフ

の皆さんへの感謝の気持ちを述べる学生が多く、

言葉を超えた多くの貴重な出会いや体験を、この

地で味わったことをうかがわせる内容でした。今

日で語学学校を去るメンバーの中には、生徒のス

テイ先の一員や、この一週間で仲良くなった仲間

もいて、見送る側の本校の生徒たちも少し寂しそ

うでした。来週末は、いよいよ君たちの番です！

お別れ終了後、いつもより少し長めの昼食時間を

とったので、生徒たちのランチボックスをじっく

りと観察することができました。日本の弁当箱の

中身とは、全く様子が違い、フルーツやサンドイ

ッチなどが主流でした。最初は戸惑っていた生徒

たちも、完全に慣れた様子で、中には自分でピザ

を焼いて、弁当として持ってきた生徒もいました。

午後は、ノンゴダハ山に行きました。ゴンドラか

らロトルアの街を一望することができ、頂上から

はリュージュというハンドル付（もちろんブレー

キも…）のソリのような乗り物に乗って一気に麓

まで滑り降ります。麓からはリフトに乗って、ま

た頂上へ上ります。壮大な景観を満喫することが

できました。 
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生徒たちの休日（週末の日記より） 

「今日はライブを見に行きました。ホスト Dad と Mom が友達とバンドを組んでいて、それをみに行き

ました。正直、あまり興味はないと思っていましたが、お客さんがたくさん入ってきて会場全員で盛り

上がっているのをみているととても感動させられました。少しバンド系の音楽も好きになることができ

ていい機会になったと思います。フライドポテトがおいしかった！！」（M・H） 

 

「今日は K ちゃんのホストマザーが別の街に連れて行ってくれました。ビーチにも連れて行ってくれて

最近ずっと湖しか見てなかったので海が見られて嬉しかったです。日本とつながっているかんじがしま

した。ショッピングモールでは雑貨をたくさん見ました。チャックがたくさんある筆箱が便利そうだっ

たので買いました。昼食にサーモンのお寿司を食べました。すごく美味しかったです。」（Y・K） 

 

「今日は街に出てショッピングを楽しんだ。市内観光の時に行ったモールに行った。そこで日本人と S

くん、RELA のラナさんに会った。それから少し一緒に遊び、別れた。ホストファミリーと過ごす休日

はとても有意義だった。」（G・M） 

 

「初めはステイ先で積極的に話しかけてみたりすることができませんでしたが、とても慣れました。Host 

Momがとても優しくて大好きです。今日、あらためてもう一度ホームステイしたいと思いました。次の

日曜日は子供のところに連れていってあげると言われうきうきしましたが、もうその日には日本にいま

す。まだ２、３日しかたっていないように感じているようです。」（S・T） 

 

「土曜日はM 先輩、M、Sさんの３人と一緒にショッピングに行きました。たくさんいいものがあって、

おみやげもたくさんゲットできました。M 先輩のホストホームにいって泊らせてもらいました。４人で

ピザやアイス、おかしやラーメンをたらふく食べました。日曜日は、自分のステイ先で４時半くらいか

ら家族で夕食づくりをしました。私は料理が下手だけど、にんにくやしょうが、とうがらしを切って頑

張りました。とてもおいしかったです！不安があった休日でしたが、とても楽しめました。あと４日。

そう考えると寂しくなりました。」（H・U） 

「フィッシュ＆チップスの魚が売ってある海辺の店に行って、その近くの遊具で、みんなで遊んですご

く楽しかったです。そして海辺のベンチで、みんなでポテトを食べてとても美味しかったです。ずっと

ここにいたいなと思いました。その後はピザを４つ取りに行って、家で、みんなで食べました。今日が

ホストファミリーと過ごした中で一番楽しかったです。」（M・G） 



「今日はクイズ大会を近くのフランス料理のお店でしました。たくさんの知人を呼んで、みんなでクイ

ズを楽しむのは、NZでもポピュラーな社交場で、お互いの親交を深めるコミュニケーションツールだそ

うです。私はアシスタントとして点数の計算や解答用紙の回収など、活動にたくさんからむことができ

てよかったです。」（N・Y） 

 

「サンドラのリサイクルショップの手伝いをしました。お客さんがいっぱいきてびっくりしました。二

人孫がいるのですが、とてもフレンドリーでおもちゃでおうちをつくったり、お互いポーズをとって絵

をかいたり、TVをみたりしてとてもたくさんしゃべって楽しかったです。最後に I’ll miss you と泣いて

くれました。（５歳と２歳の女の子です。）とてもうれしかったです。」（N・A） 

 

「今日は家族とたくさんの思い出をつくることができた。海辺に座ってパイを食べたりカモメに餌を与

えたり、ひったくりを注意したり、温泉を見たり、映画を見たり、とても楽しい経験をさせてもらった。

無口だと思っていたバーナビイが自己紹介してくれて嬉しかった。一緒にゲームもできた。」（R・S） 

 

「今日はジュディさんのお父さんの農場に行きました。１５頭くらいの牛を飼っていて、猫や白鳥もい

ました。仔牛を触ることができ、景色がとてもきれいでした。その後は泥がぶくぶくなっている所に行

き、最後はレッドウッドの森を散歩しました。いろいろな場所に行け、楽しい休日でした。」（A・N） 

 

「ルアペフ山に行って、スキーをしました。山には思っていたよりも多くの雪が降っていてとてもきれ

いでした。スキー場の雪は日本のように固められておらず少しやわらかくてやりにくかったけれど、す

ぐに慣れて上級者向けのコースもすべりました。コテージに泊まりました。」（M・S） 

 

「昼食は友達と町へ行って、食べられたので冒険ができたのでよかったです。色々と家の中でも過ごせ

て色々と分かったので良い一日となりました。中国の女の子たちと仲良くなれたので良かった。」（K・N） 

 

「オークランドに来たのはホストファーザーの祖母が８３歳になるからだった。家には二人の男の子が

いてパーカー、オステン、シャーレイ、ジョシュと私とでバトルゲームをした。初めてやったけど全勝

だった。ホストマザーとファーザーが祖母と会話する度に泣くから不思議に思っているとホストマザー

が She is dying と教えてくれた。私の曾祖母も８３でなくなったので少し思い出してしまった。」（S・Y） 

 



「今日は、WAI-O-TAPUという、煙がいっぱいでているところに行きました。色々な写真がいっぱいと

れたのでよかったです。そして今日は、日本から持ってきた浴衣を着せてと言われたので着せました。

すごく喜んでくれたのでうれしかったです。」（S・M） 

 

「午前中はとても長く車を走らせるので、どこに行くのかな？と思っていたら、なんとハミルトンまで

行きました。大型ショッピングセンターで買い物をして家に帰って、待ちに待ったフイッシュ＆チップ

スを食べました。とてもおいしかったです。良い１日でした。」（M・S） 

 

「今日は朝１０時くらいに家を出てタヒチの教会に行った。全てが英語で聖歌も何がなんだかわからな

かった。その後ピアノを弾いた。神父さんや他の人たちからとても褒められた。うれしかった。日曜日

は知り合いの家で勉強をしたりテレビをみたりした。とても楽しい土日だった。無理なことだけど、も

っとこの国にいたいなと思った。」（M・E） 

 

「友だちと街に出て、一緒に買い物をしました。日曜日だからかわからなけど店が全然あいてなくて、

大きなモールに行ってご飯とか食べていたら、だんだん店があいてきて、買い物をしました。お土産も

パパに買えたのでうれしかったです！」（K・W） 

 

「午後からホストファミリーと出かけました。はじめに昼食を食べにハンバーガー屋に行きました。量

が多くておなかいっぱいでした。その後、スカイラインに行って中級のリュージュにホストファーザー

と乗りました。分かれ道の真ん中のところに乗り上げてしまい、あとから来たホストファーザーに笑わ

れてしまいました。おみやげも買って、とても楽しかったです。」（Y・M） 

 

「今日は女の子の友だちがきて遊びました。英語が少しききとりにくくて会話するのがとても大変だっ

た。映画を見たけど日本語字幕とかなくて内容を理解するのが大変だった。あとホームステイも５日し

かないので、１日１日を大切にすごし、良い経験がたくさんできるようにしたいです。」（M・O） 

 

「午前にホストファミリーの娘さんの部屋を掃除しました。最初はオシャーナと私で掃除をしていたけ

ど、途中からオシャーナが抜け出して公園に行きました。でもホームステイさせてもらっているので、

そのお礼と思ってがんばりました。午後はお土産をみながらロトルアを散策しました。グリーンストー

ンのネックレスがどうしても欲しかったので、ロトルア博物館で買いました！」（C・K） 



１０日目【スプリング動物園】 

いよいよ二週目に突入です。生徒たちはそれぞれ

の週末をホストファミリーと楽しむことができた

ようです。中には、タウポという街の山まで行き、

スキーを体験することができた生徒もいたようで

す。授業のほうも、先週と比べて徐々にレベルが

上がっていき、出される宿題も難しくなってきて

います。「あと少しで、研修が終わってしまう…。」

と残念がる生徒と、「今週、ついに日本に帰れる！」

と家族との再会を楽しみにする生徒と丁度半々と

いった感じです。どちらにしろ、残りわずかです。

有意義な時間を過ごして欲しいと思います。午後

は、市内のレインボースプリング動物園へ行きま

した。昨年度は改装中で行かなかった場所です。

動物園と言っても、主に鳥と魚（マス）が飼育さ

れています。一昨年の改装前の園内に比べ、展示

スペースが増えており、生徒たちは珍しい鳥や爬

虫類を楽しそうに観察していました。過去２,３

回、テ・プイアやこの動物園でキウイが飼育され

ている小屋へ入ったことがあるのですが、暗さと

密林風の飼育スペースのせいで、はっきりと見る

ことができず、何かが少し動いたかな？と思う程

度で終わっていました。しかし今回は、運よく、

２匹のチョコチョコと動くキウイをはっきりと見

ることができました。マスコット的なイメージが

ありましたが、意外とずっしりとしていて風格が

あり、足もたくましい感じでした。園内には、ア

トラクションスペースもあり（しかも無料！）、生

徒たちはここぞとばかりに、楽しそうに遊びまく

っていました。 
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１１日目【アグロドーム】 

今朝は小雨がぱらついています。大降りにはなら

ないと思いますが、今日明日と屋外のアクティビ

ティーがあるので、できればあと少し踏ん張って

ほしいと思います。折しも台風が台湾に近づいて

いて、ちょうど私たちが向かう頃に直撃の予報で

す。昨年度は、すれすれのところで日本へ飛び立

つことができたのですが、今回はどうなることや

ら…。まあ、今から心配してもしょうがないので、

残りの NZ 生活を生徒には満喫してほしいと思い

ます。午前中の授業では、配役を決めて、劇をし

たクラスがあり、数名がハマリ役だったようで、

その様子を生徒たちが楽しそうに語ってくれまし

た。午後からは幸運にも天候が回復し、予定通り、

アグロドームと呼ばれる牧場地帯へ行きました。

巨大なタイヤがついたコンバインが牽引する荷台

に乗り込み、ゆらゆらと揺られながら雄大な牧草

地帯を見学しました。日本の倍以上の大きさの巨

大な牛や、かわいい羊、アルパカ、ラマなどが多

数飼育されています。私は３度目なので、アルパ

カとラマの違いを完全に見分けることができるよ

うになりました(笑)。荷台から降りて、餌をあげる

場面では、走りながら動物たちが近寄ってきて、

中には荷台に逃げ込む生徒もいました。その後は、

羊の毛刈りショーを見学しました。大人しくステ

ージで待機する羊たちも可愛かったのですが、そ

れをサポートする犬たちが、見事に訓練されてい

て、見応えがありました。数名の生徒が司会者に

指名されて、ステージに上がり、会場を盛り上げ

てくれました。 
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１２日目【乗馬体験】 

今朝、インターネットで台風の予報をみてみると、

ちょうど私たちが到着する日に、見事に台湾が予

報円の中にすっぽりと納まっています。冒頭に「今

回は、天気のほうが心配。」と軽い気持ちで書きま

したが、まさかここまでヘビーなクライマックス

を迎えるとは思っていませんでした…。もしかし

たら、どこかで一泊することになるかも知れませ

ん。その影響かどうかはわかりませんが、今日は

ロトルアでも朝から雨が降っていました。生徒た

ちが楽しみにしていたせっかくの乗馬が…と残念

に思いながら、教室へ行くと、生徒たちは対照的

に、元気に授業に参加していました。かなりネイ

ティブな口調と速さで先生が話しているのにもか

かわらず、しっかりとついていくことができてい

ます。わからない部分を質問するなど、日本での

授業と変わらない生徒たちの様子に、大きな成長

を感じました。午前中に、現地のコーディネータ

ーの方が、「雨がやみそうにないですが、午後の乗

馬、どうされますか？ ご決断下さい。」と聞いて

きました。「乗馬をキャンセルした場合、かわりに

何をすることになりますか？」と尋ねたところ、

「ショッピング！」と言われたので、「乗馬を強行

します！」と即答しました。結構雨が降っていた

うえに、体調不良を訴えていた生徒も数名いたの

で、少し不安でしたが、馬に乗る前に馬主さんが

合羽で完全防備をさせてくれたので、びしょ濡れ

になることはありませんでした。雨の中の乗馬…。

これはこれで、生徒たちの貴重な思い出になった

はずです。 
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１３日目【お別れパーティー】 

今朝も相変わらず小雨がぱらついていましたが、

午後からは見事な快晴！日差しも強くなり少し暑

いぐらいでした。昨日だったら、よかったのに…。

何がともあれ、いよいよ語学学校の最終日がやっ

てきました。「えっ？もう終わっちゃうの？」と、

生徒もやや拍子抜けした様子です。それだけ毎日

が充実していたということでしょう。授業のお礼

に全員で書いた色紙と、贈り物を先生方にお渡し

しました。打ち合わせ中で、私はその場面には立

ち会うことができなかったのですが、パム先生は、

目を赤らめて喜んでくれたとのことでした。ピー

ター先生も、パム先生も「本当に素晴らしい生徒

たちでした。」とおっしゃってくれました。今日は、

お別れ会を兼ねて、英語のレシピを見ながら、全

員でパンケーキをつくりました。教室中にいい匂

いがたちこめていて、昼食後にもかかわらず、私

も思わず（かなりの量を）つまみ食いをしてしま

いました。午後は、街の土産店へ行き、ロトルア

での最後の買い物を楽しみました。生徒たちは、

ここぞとばかりに、財布のひもを緩めていました。

語学学校へ帰り着くと、少しずつホストファミリ

ーの皆さんが集まってきました。研修修了証書授

与式に参加していただくためです。多くの方々に

見守られながら、学校長のクリスさんから一人ず

つに修了証書が手渡されました。堂々とした態度

で、感謝の思いを英語で述べる生徒たちの姿に、

大きな成長を感じさせられました。その後、立食

パーティーが催されました。明朝、最後のお別れ

が待っています。 
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１４日目【オークランド】 

ついこの間ロトルアに到着した気分だったのに、

あっという間に別れの朝がやってきてしまいまし

た。これまで全員の別れの場面に立ち会うことが

できていなかったので、今回はかなり早めに語学

学校へ行き、生徒たちを待ち構えました。ホスト

ファミリーと一緒に車で語学学校の駐車場に送ら

れるまでは普段通りの光景でしたが、さすがに別

れ際には、互いに様々な思いがこみ上げてくるよ

うで、数々の感動的な場面を目撃させていただき

ました。私にとっても、おそらく最後になるだろ

うロトルアの地。そう思うと、急に寂しくなりま

した。スタッフのみなさんとお別れをしたあと、

しばらく感傷的な気分になりながらバスに揺られ

ていたら、ガイドさんから、「先生のパスポートは

５年ですか、１０年ですか。」と質問され、急に我

に返りました。パスポートの期限を今更聞かれる

ということは、何らかの申請が発生したというこ

とでしょう。嫌な予感がします。オークランド博

物館を見学した後、市内で生徒に自主研修をさせ

ている間に、その悪い予感が現実となりました。

日本の JTBさんから連絡が入り、その内容は、台

風の影響で台北空港が閉鎖されたため、オースト

ラリアのブリスベンで急遽一泊することになった

というものでした。もうすぐ日本へ帰れると笑顔

をみせていた生徒たちのことを思うと胸が痛みま

したが、ここは、ポジティブに受け止めるしかあ

りません。「オーストラリアにも行けることになっ

た！」と生徒に伝えると、案の定、微妙な空気に

なりました…。 
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１５日目【 帰 国 】 

到着が深夜だったので、あまり景色がわからなか

ったのですが、朝起きて外へでてみると、ブリス

ベンの中心地。大都会のど真ん中にいました。思

わぬオーストラリア上陸となりましたが、空港で

待たされるよりは、ホテルで一泊させてもらった

ほうがゆっくりとできます。十分に休養をとるこ

とができたので、生徒たちも元気を取り戻した様

子です。予定通り午前中に出発し、台北に到着し

ました。空港は、予定変更になった人々でごった

返していました。レストランへ向かう途中、台北

市内を見渡すと、木が根っこから倒れていたり、

看板が落ちていたりと、台風の爪痕が至る所で見

られました。深夜に到着したレストランでは、豪

華な台湾料理が出されましたが、生徒たちは疲れ

もあって、あまり箸が進まない様子でした。最後

は温泉へ連れて行ってもらい、旅の疲れを癒しま

した。いよいよ日本へ帰れます。生徒たちも残り

の元気を振り絞って空港へ向かいましたが、なん

と最後の最後に大幅な delay をくらい、空港で数

時間足止めをくらってしまいました。ラストにと

どめをさされた感じです。色々なハプニングに見

舞われましたが、その後なんとか福岡空港に無事

到着することができ、私も急に力が抜けて、早速

熱がでました（笑）。ただ、日本の地へ降り立った

時の生徒たちの安堵の顔に元気をもらいました。

数々の経験を通し、今回生徒たちは大きな人生の

糧を手に入れたと思います。きっといつまでも生

徒たちの心の中で、光り輝いていくことでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後になりましたが、緊急事態に迅速に対応してくださった、JTＢの皆様に、心から感謝申し上げます。 
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