
2016 NZ 研修旅行記                 文責【外国語科 後藤史典】 

１日目【出発～台湾】 

いよいよニュージーランド研修へ出発の日がやって

きました。朝６時に集合した生徒たちの表情は若干

緊張気味かな。私にとっても初めてのニュージーラ

ンド。期待と不安を胸に、保護者の方々、校長先生、

教頭先生、二宮先生に見送られて学校を出発しまし

た。今回はロトルアまで JTBの坂本さんが添乗員と

して同行してくれるので心強いです。今日は福岡空

港から台湾へ向かい、夜中のオークランド便の出発

まで半日の台北観光です。飛行機を降りた瞬間から

ムワッとする熱気。ガイドの張さんの案内でバスに

乗り込みます。張さんによると、今日は観測史上２

番目の暑さだそうです！貸し切りバスで寺院や繁華

街を回ります。台北市内には至る所にセブンイレブ

ンがあり、台湾独特の商品が多く売られています。

私の買った梅味のジュースはビミョーな味でした。

戦没者を祀る国民革命忠烈祠ではちょうど衛兵の交

代式が行われていました。微動だにしない衛兵さん

の前で記念写真を撮る生徒たち。その後毎年恒例の

マンゴーかき氷を食べに行きました。なるほど、こ

れは毎年外せない理由が分かりました。今まで食べ

たどのかき氷とも違う絶品です！夕食の小籠包や餃

子を堪能した後は、士林市場の夜市へ。屋台で売ら

れていた超ビッグサイズのフライドチキンに度肝を

抜かれます。夜になっても容赦ない暑さの中、生徒

たちはお土産やや射的ゲームなどを楽しみました。

張さんおススメの臭臭鍋の話を聞きながら空港へ。

いよいよ深夜の便でオークランドに向け出発です。 
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２日目【台北～オークランド】 

張さんとお別れしてオークランド行きの飛行機へ乗

り込んだのが深夜の 12時過ぎ。１日炎天下の中歩き

回ったのでさすがに生徒も疲れているようです。「あ

ーお風呂に入りたーい！」という女子の気持ちはよ

くわかりますが、オークランドに着くまでの辛抱で

す。前年までの記録を読むと、この段階で数時間の

足止めを食ったり、台風に見舞われたりとトラブル

が多かったようですが、今年はここまで非常にスム

ーズに予定どおりのスケジュールで来ています。さ

て機内に乗り込み、灼熱の台湾を飛び立ちました。

１３時間のフライトです。機内では映画を見る者、

音楽を聴いてリラックスする者、ひたすらテトリス

をする者、ずーっと寝てる者、それぞれの過ごし方

をしています。明け方に機内放送があり、ついにオ

ークランド到着か？！と期待しましたが、オースト

ラリアのブリスベンでいったんトランジットのため

着陸しました。その後再度機内に乗り込み、４時間

後に今度こそオークランド空港に到着。長いフライ

トでした。空港からホテルまではバスで５分です。

台湾の暑さがウソのように、冬のニュージーランド

はひんやりとしています、当たり前ですが。ホテル

のレストランでバイキング形式の夕食をみんなで楽

しみました。Japanese Vegetable Curry がなかなか

のおいしさでした。さて長旅で生徒もお疲れの様子

です。やっとフカフカのベッドで眠れます。明日は

いよいよロトルアへ到着し、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】 

昨日までの移動の疲れで朝６時の朝食に揃うか心配

でしたが、全員元気にレストランへやってきました。

なかなかの優秀さです！来る途中でカードキーを部

屋に置いてきて締め出された生徒はいましたが・・・。

朝食後ホテルを出発しバスでロトルアへ。途中のド

ライブインで休憩。売店で早速お土産を買う生徒も

いました。冬なのに普通に大量のアイスクリームが

売っています。女子２名がニュージーランド名物ホ

ーキーポーキーというアイスクリームを食べていま

した。凍えるような寒さではありませんが、冬は冬

です。見てるだけで寒いです。約３時間のバス移動

の末、ついに目的地ロトルアに到着しました。写真

で見たあの景色が目の前にあります。語学学校に到

着すると校長のクリスさんが出迎えてくれました。

今回の研修のために、日本人スタッフとしてタナカ

さんとアイカさんが期間中お世話をしてくれるとの

こと。午前中は２人に連れられてロトルアの町を散

策しました。公園で開かれているマーケットではラ

ムのケバブデビューをする生徒多数。さっきまで「羊

を食べるなんてかわいそう！」と言っていたはずで

したが。ロトルア博物館前の公園でサンドイッチと

リンゴ、マフィンの昼食を食べました。途中で雨が

降ってきましたが、こちらの雨は長くは続きません。

語学学校へ戻ると次々とホストファミリーが迎えに

来ます。それぞれの家族との対面を果たし、車へと

乗り込んでいく生徒たち。明日は日曜日。どんな休

日をホストファミリーと過ごすのでしょうか。 
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４日目【初めての休日】 生徒の日記より 

今日は初めての休日でした。家の手伝いをしたり、ホストファミリーといっしょにテレビを

見たりした。昨日気を付けようと思った「笑顔」をしてみたら、よく話してくれるようにな

りました。香港の女の子とも話をしました。家族が増えました。 

 

今日は１１時２０分まで寝てしまった。そしてゲームセンターに行きストラップを４つと

ボールを get した！ホストファミリーと楽しく過ごすことができた。家族が恋しいけど頑

張る。そう思っていたらホストファミリーの友人登場！その友人もホームステイを受け入

れていて、東明の○○という子と仲良くなった！日本語をしゃべり元気が出た！明日も頑

張る。 

 

今日はホストファミリーと対面した。二人の赤ちゃんとお父さんとお母さんが迎えに来て

いて、とても良い人そうでとても安心した。いろいろ聞いてくれて「Yes」か「No」しか答

えられなかったけれどホストマザーが「I want a cat. Let’s go to pet shop」と言って

ネコ買いに行った。ネコがとてもかわいい。 

 

今日初めてホストハウスでの朝を過ごした。午前中はファミリーとロトルアミュージアム

などに行った。午後からはファミリーと自分が持ってきた折り紙をした。けっこうウケてく

れたのでよかった。 

 

だんだんと何を言われているのかわかるようになり、会話も増えた気がしました。そして寒

そうな服装をしていた私に大量の温かそうな服を貸してくれました。明日から学校が始ま

ります。少しでも多くの言葉が使えるように頑張ります。 

 

朝からファミリーの友達の家の掃除を手伝いに行った。その後、ファミリーの人と一緒に買

い物をして家に遊びに来ていたマリアと仲良くなりました。今日は映画を２本見ることが

できてよかったです。 

 

今日はホストファミリーとあって２日目で全体では４日目ということもあり、スーパーに

買い物に行ったとき自然に「Sorry!」と言えるようになりました。また家族を紹介したり自

己紹介をすることもできました。ホストファミリーと仲良くなれました。本当の母、父、姉

のように頼っていいといわれたからです。そして今日はクッキー作りをしたり（with ホス

トマザー）、ドライブに連れて行ってもらったりしました。何よりファミリーが英語の宿題

を教えてくれました。 



 

息子さんに会いに行きました。買い物する量が多い！赤ちゃん、犬が Cute！fish&chips っ

てけっこう美味しい！ 

 

今日はホストファミリーのお父さんとスーパーまで行った。日本にはないくらい大きかっ

た。会計の仕方も違った。一日ゆったりと過ごした。雨が降ったりやんだりが多く、「シャ

ワー」というのが分かる気がした。 

 

今日は１０時くらいに起きました。でもまだ起きていない人がいたので朝食は１１時くら

いに食べました。それからショッピングに行きました。子供のスマホが壊れたらしいので電

器屋に行きました。次は靴屋に行きました。それからポテトを食べました。家に帰ってテレ

ビを見ながら勉強しました。ネコと遊びました。すごく癒しになりました。 

 

今日は昨日より積極的に話すことができ、とても楽しい日となりました。聞き取れないとこ

ろがあればその部分だけ聞き返したり、自分が受け取ったことが正しいか確認するための

工夫をしました。するとホストファミリーも伝えようとジェスチャーで教えてくれました。

私の家族についてなどたくさん話すことができました。 

 

今日も家に帰ってみんなで映画を見ました。題は分からないけどけっこうグロかったです。 

 

今日は初めての休日でした。昨日会ったばかりでとても緊張したり何をするんだろうと思

っていたら、朝からドライブに連れて行ってくれたり、午後はビデオを見たいと言ってくれ

てとても過ごしやすかったです。 

 

今日は一日中ホストファミリーとゆったり過ごすことができた。自分から話しかけること

もでき、とてもよかった。 

 

朝はどうしても眠い。ホストマザーからホームシックになったの？と言われたが全然そん

なことないですって。実のところ実家よりも過ごしやすいくらいだ。森へウォーキングに行

く予定だったが、いつもの（？）シャワーで中止に。なので「マンマミーア」を中国から来

たツァイさんとマーティンともう１度見た。マーティンは英語ペラペラで Yes, No しかほ

ぼ言ってない私と比べて積極的だ！見習わないと！・・・・カメラ屋さんでメモリーとカメ

ラケースを買った。それで４５ドル。安い！私は良い買い物をした！この調子で頑張ろうと

思う。フィッシュ＆チップスは好物になった。このままじゃ太りそうだ・・・。 
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５日目【姉妹校訪問・ロトルア博物館】 

今日から語学学校での授業が始まります。ロトルア

に到着したのが土曜日だったので、昨日の日曜日は

買い物に出かけたり、ドライブに連れて行ってもら

ったりと、それぞれのホストファミリーとの休日を

楽しんだようです。中には出会っていきなりの休日

に戸惑い、早速ホームシックになった生徒もいるよ

うですが・・・。２日ぶりに会う友達と休日の様子を

報告し合う生徒たち。今週は附属中以外にも５グル

ープがこの学校で研修をしているそうです。そのう

ちの１グループがなんと大分からの高校生グループ

でした。そしてその中には去年・一昨年の附属卒業

生も！思わぬ場所で先輩と再会した生徒たちは興奮

気味でした。ほかのグループといっしょにオリエン

テーションを受けたあとに、それぞれの教室で授業

が始まりました。先生は Sueと Laura、二人とも明

るくやさしい女性です。最初の授業は校内見学を兼

ねた Treasure Hunting で、生徒は楽しそうに校内

を散策していました。午後は姉妹校のジョンポール

カレッジを表敬訪問しました。東明高校からの交換

留学生リュウノスケくんが通訳として参加をしてく

れました。今年１月からこのカレッジで学んでいる

そうです。最初は英語が話せず苦労したそうですが、

今ではすらすらと通訳をできるようになっていて、

生徒たちにも優しく接してくれました。そのあと観

光名所のロトルア博物館を見学しました。ロトルア

の歴史やマオリ族の文化について興味深い展示が多

くありました。 
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６日目【ロトルアレイクスクール訪問】 

昨日までは雨が降ったり晴れ間が出たりを繰り返す

微妙な天気でしたが、今日は朝から晴天です。午後

からのレイクハイスクールでの交流に備え、午前中

の授業ではマオリの伝統や歓迎の儀式のしきたりな

どについて学びました。授業は当然すべて英語で行

われているのですが、先生の身振り手振りを交えた

説明のおかげで、みんな少しずつ慣れてきているよ

うです。さて、授業が終わるとすぐにレイクハイス

クールへと向かいます。お土産に持っていったネコ

の和風オルゴールが好評でした。日本からの留学生

と日本人ハーフの学生が案内をしてくれました。昨

日の姉妹校でもそうでしたが、単身留学をしている

日本人はとてもしっかりしています。ひと通り校内

を見学したあと、マオリの学生のいる教室で歓迎の

セレモニーに参加しました。３つのグループで参加

しましたが、本校の生徒が代表としてスピーチをし、

堂々とした態度が好評でした。スピーチのあとは校

歌（通常と体育大会バージョン）を披露しました。儀

式の最後にマオリ式の鼻と鼻をこすり合わせるホン

ギと呼ばれるあいさつを交わし、友好を深めます。

厳かな式典のあとには先生による日本の歌（なぜか

瀬戸の花嫁）や戦士を鼓舞する踊りとして有名なハ

カが披露されました。男子生徒はあとからハカやマ

オリ伝統の鎗の演武を習いましたがさすがに本場の

迫力には及びません（笑）。女子は伝統的な歌や楽器

を習いました。非常に有意義な文化交流ができた一

日となりました！ 
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７日目【テ・プイア（マオリ村）見学】 

今日は朝からどんよりとした天気で雨が時折パラパ

ラと降っています。冬のニュージーランドは天気が

変わりやすいです。この時期の天気予報はほぼ毎日

「shower」という予報だそうです。短時間降っては

晴れを繰り返すという意味です。今日の授業では日

本の家族への葉書を書いていました。明日その葉書

を郵便局に出しに行くそうです。葉書が着く頃には

本人たちも帰国しているでしょうが。午後からはテ・

プイアと呼ばれるマオリの村（の跡地にある観光施

設）を訪れました。昨日はレイクハイスクールでの

交流で度肝を抜かれましたが、今日はプロ（？）のハ

カが見られます。建物の中に入る前の「チャレンジ」

と呼ばれる儀式を上半身裸のムキムキマッチョな男

性が厳かに行います。小雨の降る中寒くないのかな

ーと心配になります。部屋に入ると本物のハカやマ

オリの歌、踊りを約３０分間満喫しました。終演後

はパフォーマーとの記念撮影もあり、マオリの人た

ちは優しくてサービス精神にあふれています。その

後カフェで軽いランチを食べました。生徒はすっか

りホーキーポーキーにハマっており、この寒い中お

いしそうに食べています。カフェの隣に間欠泉が湧

き出ており、ちょっとした散歩コースになっていま

す。大分県民の我々としては「ここは明礬温泉か？」

と錯覚するくらい馴染みのある光景でした。ロトル

アと別府が姉妹都市なのもよく分かります。ちなみ

に別府の坊主地獄のようなドロ温泉は「カエルの風

呂」と呼ばれているそうです。 
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８日目【ノンゴダハ山】 

今日も朝から小雨がぱらついています。今日は午後

からノンゴダハ山でのリュージュ体験なのに・・・午

後までに止むことを期待します。午前中の授業では

昨日書いたはがきを郵便局まで出しに行き、街中を

散策してきました。ロトルアは小さな町なので、３

０分もあれば主な場所は十分回れます。この町にも

だいぶ慣れ、学校が終わってホストファミリーが迎

えに来る間、町にくり出しショッピングやカフェで

お茶を楽しむ生徒もいます。昼食は毎日ホストファ

ミリーに作ってもらったランチを持ってきます。サ

ンドイッチやフルーツなど簡単なものが多いです

が、中にはバジルのパスタなどなかなかおいしそう

なランチもありました。日本食が恋しくなった生徒

に、私がスーパーで買った日本米（Sushi Rice とい

うネーミング）を少し分けてあげると、早速昼休み

に教室に設置されているキッチンで炊いてみんなで

食べていました。ちょっと焦げ臭かったけど久しぶ

りのお米をおいしそうに食べていました。授業が終

わり、ノンゴダハ山へ出発する時には雨は止んでい

ました。しかし、ゴンドラで山頂へ到着したときに

はかなりの豪雨に（泣）。それでも生徒は雨の中果敢

にリュージュに乗り込み坂道を滑走していきます。

私も雨が小降りになった瞬間を見計らって１度だけ

チャレンジしてみましたが、安全運転の私のそばを

生徒の暴走リュージュががんがん抜かしていきま

す。帰るころには少しだけ晴れ間ものぞき、ロトル

アのきれいな景色を見ることができました。 
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９日目【レインボースプリング動物園】 

今日も雨です。だんだんこれが普通のことになって

きました。昨日雨の中リュージュを楽しんでずぶぬ

れになった生徒もいたので、風邪をひいていないか

心配していましたが、私が若干遅刻気味に登校した

ときには全員元気に教室で授業の準備をして待って

いました。授業の様子もどんどん反応が良くなって

います。生徒同士でも“Oh, sorry.”や“Excuse me?”

などど英語でやりとりしている姿を見て中学生の適

応力はすごいなーと感心しました。授業の終わりに

全生徒がメインルームに集合し、今日で語学学校を

卒業する生徒たちのお別れ会が行われました。中に

は１年以上この学校で学んだ生徒もいるようで、感

極まった表情で感謝のスピーチをしていました。来

週は自分たちが見送られる番です。昼休みには、昨

日の放課後に町のスーパーで買った骨付きシャケの

切り身を豪快にフライパンで焼いてみんなで突っつ

きながら食べていました。たくましい・・・。ちょっ

と自由過ぎやしないかい。午後からはレインボース

プリング動物園です。動物園といっても鳥や魚が主

で、ニュージーランド特有の野鳥が間近で見られま

す。ここにもキウイが飼育されており、テ・プイアで

はよく見えなかったキウイを今回は目の前で見るこ

とができました。見学コースの最後にはちょっとし

た公園があり、スプラッシュマウンテン（のちっち

ゃいやつ）もあります。当然生徒は雨の中次々と乗

り込みます。今日もずぶ濡れで終わった一日でした。

頼むから風邪ひかないでね。 
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１０・１１日目【最後の休日】 生徒の日記より 

日本食屋さん（たしか名前は大和）に連れて行ってもらってかつ丼を食べた。久しぶりに食

べたし、味がすごく好みだった。お店で１０個１ドルのものをプレゼント用に買えてよかっ

た。 

 

シープショーはすごかったです。ただ羊の毛並みが若干ベトベト。今まで見つけるのに苦労

していたアップサイドダウンマップが Lily に言ったら一瞬で店を見つけたのでびっくりで

す。初めてホットチョコレートを食べて感動しました。とてもおいしかったです。ニュージ

ーランドに来て飲まないのは大きな損です。Ikuri と Dave と２回目のクッキーつくりをし

ました。また、Ikuri と折り紙でくすだまと鶴と鳥を作りました。今日初めてラグビーを見

ました。さすがニュージーランドは強くて１３－３で圧勝。さすが国技。 

 

今日は 11:30 まで寝てしまったので次は気を付けたい。チャッキーの Birthday Party が

あった。とても楽しかった。今日の夜見た映画は結構グロかったけど面白かった。もう少し

でお別れなので、ちゃんと感謝を伝えたいと思う。 

 

今日は Christian のバースデーパーティーがありました。Christian のいとこや友達がたく

さん来て、手裏剣を２０個くらい作らされました。おかげで手が変になりました。今日は雪

が降って寒かったです。 

 

今日はみずさちゃんとまゆこちゃんと２時間だけいっしょに買い物をした。とても楽しか

った。ホストマザーといっしょにオリンピックを見た。日本を応援したけど、ニュージーラ

ンドも応援したので複雑な気持ちになった。日本の友達がとても恋しい。 

 

今日は１時間くらいかけて父の父の家に行き、午後からよく分からないパーティーに参加

した。まりちゃんにも会った。ちょうどバスケのオリンピックがあって「Japan Go!」と

応援した。勝ったーーー！！トランポリンが楽しかった。 

 

アイサイトに向かった後、バスに１時間くらい乗ってホビットのロケ地まで行った。ホビッ

トは見たことなかったけど、セットを見ただけですごく見たくなったし、とても面白かった。

途中でカフェに行くとお酒の入ったアップルサイダーが出てきた。美味しかったけど子供

だからお酒の入ってないのを頼みなおしてもらった。そっちは不味かった。それからまたバ

スに乗ってアイサイトへ向かった。家に帰るとみんなでご飯を食べた。ケーキが出てきた。

とてもおいしかった。 



今日はお姉ちゃんのひいおばあさんに会いに行きました。ひいおばあさんは目が見えない

病気でした。でもすごく歓迎してくれてとってもうれしかったです。またいつか会えるとい

いなと思います。 

 

今日は一日中ホスト Mum の友達の娘さんと三人でアグロドームへ行った。羊の show は

楽しかった。スティービーが私よりいっぱいものを買っててびっくりしたけど、末っ子だか

らしょうがないのかも。でもとてもやさしかった。羊の毛の油のラノリン触っただけでつい

てびっくりした。こんなにいっぱいとれるなら、もうちょっとハンドクリームの値段が安く

てもいいのにと思った。帰りにスティービーの家に寄った。みんなフレンドリーで優しかっ

た。みんなマーティンをほめていた。私もマーティンみたいになれるようにがんばりたい。 

 

今日はホストマザーとマオリの人たちのミーティングに参加しました。話の内容は全く分

からなかったけど、マオリの人たちとたくさん話したり、触れ合うことができました。また、

農家を訪問して牛とも触れ合いました。手を出すと甘噛みしてきて思ったよりもかわいか

ったです。明日は乗馬があるので、今日に引き続き動物とたくさん触れ合えるといいなと思

います。 

 

今日はまゆちゃんが来て誕生日会を開きました。カップケーキを用意してくれてホストマ

ザーのお母さんとおばあちゃんとお父さんが来てくれてとても楽しかったです。ブレスレ

ットとネックレスをくれてとてもうれしかったです。 

 

お土産の紹介中何度も辞書に頼ってしまった。でもけっこう伝わったと思う。ローラへの色

紙の良いのがあった。 

 

今日はホストファミリーのお孫さんが来ました。とてもかわいいのですが、赤ちゃんなので

うまくなじめませんでした。その後、英語でアナと雪の女王を見ました。日本語版しかみた

ことがなかったので楽しかったです。あと少しで研修が終わってしまいます。日本に帰りた

くないです・・・。 

 

今日は夕方にインドネシアから来た女の子がホームステイをしに来ました。私はもうすぐ

でホームステイが終わるのであんまり話すことができないと思うので、今のうちにたくさ

ん話したいと思います。 

 

今日は朝からお父さんがウォーキングのコースの自然公園みたいなところと、リサイクル

センターに連れていってくれました。初めて見ることばかりでとても勉強になりよかった

です。あと少し頑張りたいです。 



 

今日は韓国人の留学生と市内観光に行った。とても優しくていろいろな場所へ連れて行っ

てくれた。午後は Back to the Future を見た。面白かった。夕方からは親戚の人たちが

来てパーティーをした。ラグビーの試合で得点したときみんな大声で喜んでいたのが印象

的だった。 

 

今日は、アオテア・ギフツ・ロトルアに連れて行ってもらって、家族と塾の友達へのお土産

を買うことができた。日本円も使えたし５％値下げしてくれたのでよかった。昼頃からオリ

ンピックの開会式があり、楽しい１日だった。今日の朝、部屋の中なのに白い息がでた。で

もそこまで寒いとは感じなかったので寒さに慣れてきたのかなと思った。 
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日曜日特別版【ホビットツアー】 

大分からのもう１つの高校生グループ（Onsen 

Group と先生方から呼ばれている）の引率で来てい

る JTB の福島さんとは、実は以前修学旅行で同じバ

スに添乗してもらってことがあり、思わぬ場所での

久しぶりの再会でした。その福島さんから「高校生

は週末に何人かホビットツアーに行きますがいっし

ょにどうですか？」と誘われました。結果、私と福島

さん、附属生１名、温泉グループの高校生４名（その

うち３名は附属卒業生）で日曜日にホビットツアー

に行きました。映画「ロード・オブ・ザ・リング」と

その続編「ホビット」の計６本の映画が撮影された

ロケ現場をめぐるツアーです。私は「ロード・オブ・

ザ・リング」３部作の DVDノーカット完全版を家に

持っているくらいなので、かなり楽しみです。ロト

ルアからバスで１時間ほど、のどかな牧草地を抜け

ると、まさに映画で見たホビットの村があります。

ガイドさんが「ここがフロドの家だ」とか、「この道

でガンダルフが花火を・・・」などと説明してくれま

す。そのたびに「おー！！」と歓声が上がります。ホ

ビットの家の中にも入れましたが、当然誰も住んで

いません（笑）。村のはずれにあるカフェ「Green 

Dragon」で、アップルサイダーかジンジャービール

を無料で注文できます。当然未成年の生徒はアップ

ルサイダーを頼みます。しかしひと口味見して「こ

れお酒です！」と生徒。NZではサイダーが日本でい

うサワーみたいなお酒で、ジンジャービールはただ

のジュース。分かりにく！慌てて注文し直しました。 
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１２日目【乗馬体験】 

今日は朝から快晴です！今日は午後から乗馬体験で

す。なので今日だけは晴れてほしかった。しかしそ

の分、放射冷却で寒い！朝学校まで来る途中にある

公園の芝生にうっすらと霜が降りています。しかし

太陽が高くなるにつれて徐々に暖かくなってきまし

た。絶好の乗馬日和になりそうです。先週までで卒

業をしたグループが多かったので今日は学校がやけ

にがらーんとしています。二日ぶりに会う先生とも

明日でお別れです。残された時間を悔いのないよう

に頑張ってほしいものです。明日はうちの生徒のた

めにお別れパーティーを開いてくれるそうです。出

し物として校歌と演舞を披露することになり、早速

休み時間に即席で練習。さすが、みんな体に染みつ

いている演舞です。２回合わせただけでかなりの完

成度です。ニュージーランドの寒空に響く「神風」の

掛け声。シュールです。さて午後からバスで乗馬体

験の牧場へ向かいます。牧場には馬以外にも牛や羊、

ラマ？やアルパカ？など多くの動物が放牧されてい

ます。間近で見る馬はつぶらな瞳でかわいいです。

青空の下、大自然に囲まれての乗馬は最高です。私

も乗ってみましたが、意外と揺れます。細い道を通

るとき木の枝がバシバシとからだに当たり痛いで

す。生徒はなかなか馬の扱いがうまいらしく、現地

のガイドさんからも褒められました。ニュージーラ

ンドに来て１番の快晴の日に乗馬ができた生徒はラ

ッキーでした。さていよいよ学校に来るのもあと１

日。明日はどんなお別れの会になるのでしょうか。 
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１３日目【お別れパーティー】 

今日は語学学校で学ぶ最後の日です。今週に入って

ずっと晴天が続いています。NZの人たちはこんな天

気の日をよく Lovely Day と言います。素敵な表現で

すね。生徒は授業前に Sueと Lauraへのメッセージ

を集めたり、ガイドをしてくれたタナカさんとアイ

カさんへの寄せ書きを書いたりと忙しいです。今日

の授業はお別れパーティーのような感じで、パイク

レット（NZ風ホットケーキ）作りです。私もちょっ

とおよばれしましたがなかなかの美味さでした。う

ちの生徒がパイクレットをほお張っている頃、とな

りの温泉グループは午後からのレイクハイスクール

でのプレゼンに向けて最終リハーサルをしていまし

た。その様子を覗いたのですが、これがかなりのハ

イクオリティー！日本と NZ の温泉文化を比較しな

がら、クイズやユーモアを交えて日本をアピールす

る内容でした。だから温泉グループだったんですね。

これはうちの生徒にも見せたかったです。午後から

は最後のショッピング。ギフトショップに行ったあ

と、まだ少し時間があったのでスーパーに行ってみ

んなで歩いて学校まで帰りました。その後修了証書

授与式では一人ずつ感謝のスピーチをしました。み

んな堂々とした素晴らしいスピーチでした。そして

「日本版ハカ」という紹介で附属伝統の演舞を見て

もらいました。これがすごく好評でアンコールを要

求されました。先生やホストファミリーの前で、夕

日を浴びながら演舞をしたことは一生忘れない経験

になることでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016 NZ 研修旅行記 

１４日目【ロトルア～オークランド～シドニー】 

別れの朝です。朝８時の集合時間に次々とホストフ

ァミリーの車で生徒がやってきます。車を降りてハ

グしながら別れを惜しむ生徒とホストファミリー。

「また絶対戻ってくるからね！」と約束する姿もあ

りました。かけがえのない経験ができたんだなーと

実感しました。ホストファミリーや先生方に見送ら

れてロトルアの地を後にします。渋滞もなくスムー

ズにオークランドに到着したので、午後のシドニー

行きの便までオークランド市内で自由時間がとれま

した。OK ギフトショップで最後のショッピングに

精が出る生徒たち。「ここはこないだ亡くなった大橋

巨泉さんの・・・」の説明にはきょとーんでした。昼

食はオークランド市内のマクドナルドやバーガーキ

ングに行った生徒が多かったようです。シドニー行

きの便も予定通りに出発しました。シドニーでは飛

行機の乗り継ぎだけですが、航空会社が変わるので、

出入国手続き、荷物の預け入れ、手荷物検査などを

全部もう１度繰り返さなくてはいけません。これが

結構しんどい。そして待ち時間が意外と長い！さす

がに疲れて搭乗口のイスでくた～としている生徒も

います。私もやることがなくなったので今この日記

を書いています。とはいえ昨年までの旅行記を読む

と、大幅な飛行機の遅れや台風によるフライトキャ

ンセルなど、不測の事態に見舞われることも多かっ

たようで、それに比べれば今回は非常にスムーズだ

と言えます。さてこのまま何事もなく帰国できるで

しょうか。搭乗まであと数十分です。 
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１５日目【シドニー～台北～帰国】 

シドニーでは乗り換えだけなので、空港内で数時間

過ごしただけですが、サンドイッチやジュースなど

を買うとおつりがオーストラリアドルで返ってくる

ので、台湾、ニュージーランド、オーストラリアと

３か国の硬貨を手に入れた生徒は嬉しそうでした。

台北行きの便も予定通りに出発しました。本当に順

調な旅です。９時間のフライトですが、夜中の便な

ので、寝ていて目が覚めたらいつの間にか台北に到

着する頃でした。隣の席の男子は行きと同じくひた

すらテトリスです。台北空港では乗り継ぎの時間が

短いため急いで次の搭乗口へと向かいます。JTBの

荒金さんがとても頼りになります。息を切らして搭

乗ゲートに到着し、無事に機内に乗り込みましたが、

なぜかなかなか離陸しません。どうやら我々人間は

ダッシュで機内に乗り込めましたが、我々のスーツ

ケースを移動させるのに時間がかかっていたようで

す。急いで損した。約１時間遅れで台北を出発し福

岡空港へと向かいます。２週間ぶりに日本の大地を

踏みしめた第一声は「暑っつい！」。連日の猛暑とは

聞いていましたが、この気温差は身体にこたえます。

今日は「山の日」で、すでにお盆の帰省ラッシュが

始まっているらしくものすごい渋滞です。結局日本

に帰ってからが一番足止めを食いました。学校では

保護者や先生方が出迎えてくださりこの研修も終わ

りを迎えました。生徒たちは疲れの中にも充実感漂

う表情で解散しました。このかけがえのない経験を

これからの生活に生かしてくれることでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

行き帰りの添乗や現地での対応など、きめ細やかな配慮をしてくださった JTB の皆さまに感謝します。 
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特別版【温泉グループ】 

今回の日記で度々登場する温泉グループこと大分県

からの高校生グループの紹介です。このグループに

３名の附属中卒業生がいました。そのうち２名は、

過去のニュージーランド研修に参加し、今回もう１

度改めて JTBの企画に申し込んだそうです。それほ

どその時の経験が素晴らしかったんですね。本校の

今回の研修には３年生の参加者がいなかったので、

若干心配でしたが、頼りになる先輩がこんなところ

にいたとは。レイクハイスクールやお別れパーティ

ーでの校歌や演舞にもしっかりと参加してくれまし

た。日曜日のホビットツアーもいっしょに参加しま

した。このグループはレイクハイスクールとの交流

が主な活動で、最終日のプレゼンに向けて毎日みっ

ちりと準備をしていたようです。本稿にも書きまし

たが、本番直前のリハーサルの様子を見学させても

らいました。再度強調しますが、このプレゼンが素

晴らしかった！姉妹都市である別府とロトルアの温

泉文化を比較し、日本の良さをアピールするのです

が、使っている英語、表現力、ユーモア、スライドの

完成度、など全てが高いクオリティーでした。こち

らに到着してから準備を始めたとは思えない出来栄

えです。レイクハイスクールでの本番は緊張したよ

うですが、すごく好評だったようです。中でも（ひい

き目かもしれませんが）附属中出身の３人の先輩の

発表は目立っていました。意外な場所でたくましく

成長した附属中出身の先輩の活躍を間近に見ること

ができうれしかったので特別に報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


