
201７ NZ 研修旅行記                 文責【外国語科 古中 茜】 

１日目【出発～羽田】 

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。期待と不安を胸に、保護者の方々、校長先

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の荒金さんが添乗員として同行してくれ

るので心強いです。今日は夕方 5 時出発。大分空港

から羽田空港へ向かい、夜中のオークランド便の出

発まで空港で過ごします。大分空港に着くと空港に

は素敵なボードが。うれしいですね。緊張も吹き飛

ばすくらい元気な皆さん。飛行機の中でも睡眠を取

ったり、本を読んだりして思い思いに過ごします。

（この時すっかり口を開けて寝ている私を何人か目

撃していましたが・・・）。羽田空港に着き、国際線

ターミナルに向かうバスに乗り込みます。バスに乗

り込んでまもなくして国際線ターミナルに到着。外

国の方々がたくさんいるのを見てますます期待、緊

張が込み上げてきているようでした。JTBの荒金さ

んも、時間がとてもスムーズに進んでいる！とおっ

しゃっていました。羽田ではしばらくお別れな？日

本食を食べようと私はカレーライスに直行。男子生

徒は黒毛和牛のステーキを食べたとか？ハンバーガ

ーを食べたり、女子生徒はカフェでおしゃれに女子

会をしていたり、しばしの待ち時間を楽しみました。 

集合時間の 5 分前にはみんな集合場所に集合。さす

が宿泊研修が生きていますね！！ 

入国審査の用紙もみんなでぬかりなく記入し準備万

端！1 時発の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【羽田～オークランド】 

オークランド行きの飛行機へ乗り込んだのが深夜

の 1 時過ぎ。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。飛行機の中は

意外にも快適！深夜にも関わらず、機内食をしっか

りといただきます。英語学習には自信のある皆さん。

キャビンアテンダントさんから話しかけられたスピ

ードの速さに一瞬目を丸くしましたが、その後は気

合をいれて「Apple juice please！」。日本語で「おみ

ず！」と言われていたのが聞こえたけど・・・？ 

約１３時間のフライトです。機内では映画を見る

者、ゲームを遅くまでやっている者、音楽を聞く者、

なんと Air New Zealand にはチャット機能があ

って、みんなでオンラインゲームもできるんです。

すごい機能ですよね。 

夜中、静かな機内でふと目がさめると窓側からす

ごく眩しい光が差していました。何だろうと外に目

をやると、それはまん丸のお月様でした。雲の上か

ら見るお月様。こんなきれいな月は今まで見たこと

がありません。とても幻想的な光景でした。 

現地時間 14時。ニュージーランド、オークランド

に到着です。入国審査もなんのその！ホテルについ

てやっとお風呂に入り、気分もさっぱりして夕食を

いただきました。さぁいよいよ明日はいよいよロト

ルアへ向かい、ホームステイが始まります！ 

明日は５時半起きです。しばしお別れになるみん

なとの話も尽きないかも知れないけど、疲れをとっ

てふかふかのベッドで早めに就寝してくださいね。 
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３日目【オークランド～ロトルア】 

やってきました！毎年恒例の（？）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！と言いたかったのですが、残念！突撃

訪問致しました！朝食後ホテルを出発しバスでロト

ルアへ。途中映画ホビットの映画の家を真似た休憩

所の前で写真を撮りました。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レイコさ

んが期間中お世話をしてくれるとのこと。午前中は

ロトルアの町を散策しました。湖の近くには幻想的

な景色が。途中で Waka(マオリ族がニュージーラン

ドに来る際に乗って来たといわれる伝統的なボート

のようなもの)が近くを通ったり黒鳥や大きな鵞鳥

がいたり。お腹も空いたし、徐々にホームステイが

始まるドキドキ感からかみんなの口数が激減。大き

なスーパーで Fish and chips を食べ、買い物を済ま

せたらいよいよホストファミリーと対面です。 

緊張していたのは一瞬。笑顔で出迎えてくれた校

長先生、ホストファミリーの家族の皆さんにほっと

した様子を見せながら次々と車に乗り込んでいきま

した。明日からはいよいよ語学学校の始まりです。 

「私は天才です！」「英語は簡単です！」「ホストフ

ァミリーや語学学校の生活もうまくいきます！」 

何事も挑戦です！校長先生の出発式の言葉をお借り

しました！ 
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４日目【姉妹校訪問・Redwoods国立公園】 

今日から語学学校での授業が始まります。最初は先

生の紹介。今年はジャン先生、ジル先生です。とって

も元気のいい先生です。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。MorningTea の時間になった

らみんなでもってきたランチを食べながら自分のホ

ストファミリーとの様子を語り合ってます。中には

英語が話せなくて辛いなと感じている人もいます

が、ここは受け身になっても仕方ない！自分から分

からないことは解決していこう！そして今日はなん

とサプライズ誕生日パーティー！校長先生自らケー

キを持ってサプライズ！日本からこっそり計画して

いた準備は大成功！本人も大喜びでした！ 

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。学校が広くてびっくりです。4人の高校生が

通訳をしながら一緒に見学してくださいました。 

その後は Redwoods 国立公園に行き日本では見たこ

とのないくらい大きくて太い森林の中でしばらくト

レッキング。案内をしてくださったレイコさんに連

れられて手つかずの自然、マイナスイオンでパワー

チャージです。学校に戻るとさっそくお迎えが来る

までみんなバスケットボールをしたり、卓球をした

りして寒い外で汗をかいて遊びます。次々のお迎え

の車がやってきてみんなが帰っていきます。気づけ

ば違うグループのポリネシア人のお友達と一緒にバ

スケット。スポーツを通して仲良くなるっていい

な！と思いました。 
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５日目【Skyline】 

語学学校 2 日目が始まります。今週は附属中以外

にもこの学校で研修をしているそうです。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。朝はだんだんとホストファミ

リーでの生活も慣れた感じです。ただまだ日本語が

恋しいようですが教室に入って先生が入ってきた瞬

間「Chicken!」と言われるので気を付けないと！！

急に英語モードに切り替えです。Morning Teaでも

Lunch でももりもりと持って来た食事をパクパク。 

そして時間の使い方も上手になってきてまたまた少

しの時間も惜しまず外に繰り出します。毎日遊んで

走って元気だなぁ～。 

 午後からは Skyline というリュージュができる場

所に行きました。私は２回目なのでハンドルさばき

も慣れたものです。と思ったらみんな F1レーサーの

ようなハンドルさばき。しかもすぐに中級コースで

Go!若いっていいな。その後は寒い山の上でホーキー

ポーキーアイスクリームに舌鼓。寒かったからかポ

テトもパクパク。山から地上に降りるゴンドラに女

子グループが山盛りのポテトを持ち込み、ゴンドラ

から出てくるときには跡形もなくポテトはなくなっ

ていました。 

 学校に戻ったら今日も外でお迎えを待ちます。毎

日ホストファミリーは必ず待っている私たちにも気

さくに家の様子を話してくれます。また今日はサッ

カーを多国籍で楽しんでました。みんな元気です！ 
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６日目【テ・プイア】 

今日も朝から元気に登校です。今日も朝一番に日

本語を話してしまって、「Chicken!」今日は恐竜バー

ジョンです。段々とみんなも自分たちで日本語を話

した人を「あ！今話した！」とか言ってみんなで英

語を使わないと、という気持ちになれています。 

いきなりカフェテリアに生徒がやってきたので何

だと思ったら、「I don’t like quiet!」声出しを英語で

していました。ジャン先生素敵！ 

午後からはテプイアという場所にマオリ族の勉強

をしに行きました。まずはマオリ族の HAKAや踊り

を見ました。記念撮影をした後はランチタイム。今

日もたくさんポテトを消費しています。私もこちら

で有名な Kumara（おさつドキ！のようなもの）チ

ップスを食べました。少しずつ雨が降ってきて、最

初は霧雨のようでしたが徐々に雨も大降りに。間欠

泉が出ており、ラッキーでした。（見れないときもあ

るので）その後はマオリ族の食べ物、住居などを見

ていたらマオリ族の人もウナギを食べていたらしい

です。その後はついに Kiwi Bird を見に真っ暗い中

に入ります。夜行性のため静かに過ごします。かす

かに動く Kiwi Bird を見て、テプイア見学は終了で

す。 

また学校に戻ってくると毎日の恒例バスケ大会＆

卓球＆ビリヤード大会です。今日は雨なので、部屋

で授業の宿題をする人もいます。今日新しくお友達

になったのはサウジアラビア出身の生徒さん。いい

ことです！！みんな頑張っています。 
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７日目【モコイア島で】 

今日の朝はホームシックになって悲しんでいる生

徒を慰める夢を見ました。１時間寝坊し慌てて飛び

起きましたが夢に出てきた生徒は「ホームシック治

ったー！」だそうです。取り越し苦労で安心しまし

た。こっちに来て毎日ノートを朝提出していますが

日に日に書くことがたくさん増えています。昨日 3

か国語を教えあった、とか。（中国語、日本語、アラ

ビア語）なんだかうらやましいです。 

今日も朝から授業が始まりました。今日は上尾く

んの Happy Birthday! 朝からみんなで本人には言

わずにこっそり準備。 

今日の午後はモコイア島へ。無人島です。モコイア

島には Jet（お金持ちが所有する高速ヨットみたい

な）で移動しました。最初は「イエーイ！」といって

いた私ですがたった少しの時間で見事に船酔いで

す。しかも息が出来ずに本当に苦しくなってるのに

後部座席から水上でスピンをみんながお願いするの

で運転手さんが何回もスピンしちゃって私は命から

がら陸に戻りました。島に入ると見たこともない鳥

たちや自然が広がりとてもきれいでした。船から降

りたグロッキーな私（とても繊細）を見てゲラゲラ

笑いながら去っていく○○部の男子数名。「先生、大

丈夫ですか？何かコーヒーでも買ってきましょう

か？先生、私のホットチョコレート飲みますか？」

と心配する女子。もちろん男子たちも鞄を取ってき

てくれたり心配してくれたり、何て優しいんだ！と

みんなの優しさに触れた 1日でした。 
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８日目【Agrodome】 

今日は午後から Agrodome という羊の毛刈りショー

が見れるところに行きました。最初一時間程度かけて

ゆっくりと放牧しているところを回ります。羊が最初

に見えてきて、その後徐々にリャマ、アルパカが現れて

きました。思わず！「ヤックル！」と叫んでしまいたか

ったけどヤックルが出てこなくて「アシタカ！」と言っ

てしまったのですが日本ジカもいます。 

教科書や世界の果てまでイッテ Q！でしか見たこと

のなかったアルパカとリャマに会えました。餌を食べ

てくれました。次にキウイフルーツ取り放題の場所に

行くとキウイが育てられている所を初めて見ましたが

みんなたくさん取っていました。（でも持ち帰れませ

ん）。  

次に羊の毛刈りショーへ向かいます。何も言わずし

て最前列を陣取る私たち附属グループ。（今大分のグル

ープが二つあってもう一つは温泉グループと呼ばれて

いる）コーディネーターのレイコさんも、「気づけばこ

んなに積極的になって、このグループは最初来た時と

今とでは全然変わってきたし、どんどん積極的になっ

ているからすごくいいんだよね！」と褒めてくれまし

た。レイコさんの前職場でもあるのでごひいき頂き生

徒を牛の乳しぼりにも選んでいただきました。1年生よ

り大きいのではないかという牧羊犬も出てきて楽しく

その場を去ろうとすると、「先生！」と前任校の生徒が

いました！こんな所になぜいるの？お互いびっくり！

ハミルトンの学校に来ているそうです。なんとも偶然

が重なる旅だなぁとしみじみ思った一日でした。 
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９日目【休日土曜日編】 生徒の日記より 

○今日はサタデーマーケットに行きました。串焼肉（ケバブ）を買って食べました。午後か

らは庭の掃除をしました。K.J 

 

○今日はホストファミリーと初めての朝からの休日でどこかに行くとは言われていました

が行ったところは公園でそこはレッドウッド国立公園のすぐ近くでやはり木が多かったで

す。もう一つはロトルア湖の近くの公園で僕はほとんど砂浜にいました。色々と楽しかった

です。K.T 

 

○今日は僕がショッピングに行きたいといったから連れて行ってくれました。スーパーに

いったら偶然同年代の日本人の留学生に会いました。埼玉出身だそうです。R.H 

 

○今日は 12 時からプールでプールパーティにいった。Rotorua Lakes Swimming 

School というところでプールが解放されていた。なぎちゃんとホストファミリーとたくさ

ん遊んで楽しかった。そのあと 3 日目とまったく同じところにいって Fish and Chips を

食べた。とてもおいしかった。夜は友達か親戚か分からないがパトリックという人が来て一

緒に夕食を食べた。久しぶりに食べるマックはおいしかった。S.U 

 

○今日は何もしないと思っていましたがホストブラザーの働いているアクティビティパー

クに連れて行ってくれました。とても楽しかったです。H.H 

 

○今日はずっとのんびりしていた。ホストマザーが体調を崩しているのでとくにお出かけ

の予定がない。今のうちに夏休みの宿題を終わらせておきたいので明日しようと思う。早く

友達に会いたい。S.H 

 

○今日は上尾君のホストファミリーと一緒にご飯を食べたりスイミングに行ったりした。

ホストファミリーの子どもたちがとってもかわいかった。Fish and Chips がとてもおい

しかった。そして今日は 8 時に寝た。ホストファミリーがとても優しかった。N.T 

 

○今日は午前中ねてその後買い出しに行きました。昼はクラッカーみたいなのに各自での

せて食べるスタイル！その後トランポリン、筋トレ、卓球、犬の相手をしました。疲れた。

明日筋肉痛だわ・・・絶対そうだ。R.H 
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１０日目【休日 日曜日編】 生徒の日記より 

○今日は教会に連れていかれました。僕は別にキリスト教信者じゃなかったけど信者のふ

りをしました。そしたら急にみんなで歌の練習をしだして口パクで乗り切りました。その後

2歳から 5歳くらいの子どもの遊び相手を 2時間くらいさせられました。怖かったです。

そのあとみんなが各家庭から持ってきたご飯でバイキングをしました。良くわからなかっ

たけどいろんな人と話せて楽しかったです。R.H 

 

○今日はゆっくり 10 時まで寝ていた。それから朝ご飯を食べて子どもとその友達と遊ん

だ。それから You tube で日本のニュースを見てまた子供と遊んだ。家にはトランポリン

があるから結構楽しい。家では時間の流れがゆっくりしているから気楽でよい。明日は学校

なので楽しみ！H.Y 

 

○今日はほぼ 1 日ホストブラザーのサッカークラブの試合を見に行きました。日本よりた

ぶん女子の割合の方が多かったと思います。結構サッカーが面白いなと思いました。S.O 

 

○今日のトレッキングしたところは川の水がとてつもなくきれいでレッドウッドのような

木がたくさんありました。ホットプールはとても温かくて気持ちよかったです。あがった後

のポテトもおいしかった！S.I 

 

○久しぶりにカップ麺を食べた。夕方にニューワールドに行きました。カップ麺２つとカマ 

ンベールチーズと水を買っただけで 39ドルでした。物価高い。Y.E 

 

○午前中から教会的なところに行きました。りよさんとベンツェンも一緒に！子供たちは

またお父さんのところに行きました。すると温泉グループのりゅうせいさんがホームステ

イしていて日本人？っていって喜びました。その後このメンバー、母、祖母で湖めぐり＆レ

ッドウッドを散歩しました。この 2 日間歩きまくり！ タヒチ人 2 人 日本人 3 人 NZ

人 2人 日本人が一番多かった！ 歩き疲れました N.I 

 

○なぜか農業して２～６歳のゲームをして教会についていってそしたら教会でバンドをし

ていて意味不明だった。昨日新しい靴を買った。S.M 

 

○今日は午前中によくわからないけど教会に連れて行かされました。英語だったので理解

不能でした。午後からは親戚の家族と温泉のようなプールに行きました。久しぶりにゆっく

りつかることができリフレッシュできたのであと 3日頑張りたい！K.H 
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１１日目【Rainbow Springs】 

久々の授業、一体今日は何を学んでいるのかなと

見てみると現在完了形！3 年生の内容を行っていま

した。授業はかなり難しそう！頑張れ！Jan 先生も

Jill 先生もプロ。みんな頑張らないと Morning 

Chicken Danceが待っているから…。どんな踊りか

気になる人は是非今回 10 人経験者がおりますので

是非習ってください！ 

さて午後からは今日は本物の Kiwibirds を見に

Rainbow Springsという動物園へ。爬虫類や、珍し

い鳥たち、綺麗な水に住む鱒（ます）を見学。テプイ

アでは暗くてあれかな？くらいしか見えなかった

Kiwibirdsがめちゃくちゃ走ってました。もちろん夜

行性だけどなんだかおもしろいくらいよく走ってい

ました！ 

その後遊具を発見。すぐさま飛び乗り子ども（今も

だけど）に帰って遊び始めます。どこでも遊ぶのが

大好き！そしてニュージーランドに来て食べ物しか

買ってないと思うけどかなり食費に費やしてない？

というくらいの勢いでカフェへ突入！アイスクリー

ムにWedges（ポテトにクリームチーズにチリソース

で高カロリーまっしぐら）に、甘いおいしいホット

チョコレートに…。 

マオリ族が大切にしている翡翠（Jade）もあった

ので、みんな帰りにもう一度触ってご利益をいただ

きます。どうやら翡翠は贈られるといいらしいです

よ。先に聞いておけば良かった！私はちゃんと自分

で購入しましたが…！！！残念！！！ 
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１２日目【乗馬体験】 

今日は朝から…うぅ小雨。天気は雨。昨日も雨って

いったのに晴れたし気候も良かったに！さて今日は

Jan 先生の授業にお邪魔。英語の発音、読み方から

丁寧に指導してくださって時間があっという間で

す。英語の授業を受けることができて私も嬉しいで

す。ぜひ Jan先生曰はく、「次は 1か月来なさい。」

らしいですよ。皆さん！ 

 午後からは乗馬体験。徐々に空が明るくなってき

た！やっぱり私たち持ってます。何か素晴らしい力

を（笑）そしていよいよ乗馬体験。はい雨はあがり太

陽が出てきましたー！初めて乗る馬。私が乗った馬

は 7 歳。食欲旺盛。途中でちょくちょく止まって草

を食べるからドキドキして。何回も「Let’s go!」と言

ったけどさすがにだんだん不安になり最終的には弱

気な声で「行こうよう～」と（汗）。牧場の人が来て

くれて、この子食欲旺盛なのよ！もうお腹すいてな

いんだけどね！って言ってました。馬はとても賢く

て 30分くらい乗っていたのでしょうか。とても温か

いです。緊張も伝わると怖いからドキドキです。私

以外に聞いてみるといきなり走り始めた馬。座って

しまった馬。突然道を外れたのでどうしたのかとい

うとトイレを始めた馬。最後のカーブで私の馬はま

たもや草を食べ始めました。降りてみて分かったの

ですがブーツを履いているみたいに可愛い毛並みの

馬でした！（緊張して見えなかったです…） 

生徒は天候に恵まれていると思います。明日は最

終日です。すてきな 1日にしましょう。 
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１３日目【お別れパーティー】 

今日は別れを惜しむのか、雨。風も吹いてとても寒

いです。今日はアクティビティーがなくお買い物だ

けなので良かった。本当にこちらで旅運がいいなと

つくづく思いました。（自己満足）今日は最後の授業

ですがテストがあるそうで朝からテンション低め。

今日のとある男子の一言。ドアを開けて入るなり「ノ

ー勉。」日本でもこちらでもテストは気分が上がらな

いものですね。今日で最後ですが、Jill先生がこちら

の味噌と言われている Vegimite を味見させるー♪

と言っていましたがお味はどうだったかな？私は好

きですけどみんな嫌いみたいです。先ほど授業が終

わり、二人の先生にサプライズプレゼントをしまし

た！二人とも喜んでくれて大成功！お別れパーティ

にも来て！と誘っていました。Jill先生来てくれた！ 

さて午後からは最後のアクティビティ。今日は土砂

降りでも楽しめる、そう！買い物です。レイコさん

との活動も最後。実はレイコさんにもサプライズを

準備。ドキドキ！まずは第一のお土産屋さんに到着。

皆さん爆買い？すごかったです。そしてその後は大

型スーパーへ！よく CM で見ていて気になっていま

した。お菓子、はちみつ、チョコレートなどの食料を

調達。たくさん買いましたね。スーツケース平気？ 

時間も過ぎ、最後のお別れパーティの時間。みんな

で入念に準備した KAMIKAZEと HAKA。クリス校

長先生からもアンコールを頂きました。土砂降りの

中様々な国の友だちと家族と最後のお別れを惜しみ

ながら、楽しい時間を過ごしました。 
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１４日目【ロトルア～オークランド】 

朝早く、たくさんの車から重たいスーツケースを持

ってみんなが出てきます。お別れの挨拶をし、「絶対

またおいで！」という言葉に涙を流す生徒もいまし

た。ここで学んだことはたくさんあります。楽しか

ったことばかりではありません。辛くなったことも、

悔しかったこともたくさんあったと思います。たく

さんの思い出とともに学校を去りました。「また来年

も絶対に来なさい」とクリス先生。固い約束を交わ

しました。たくさんの素敵な思い出をありがとうご

ざいました。異国の地でこんなに温かな歓迎を受け、

とても私たちも嬉しかったです。 

3時間半のドライブ。徐々にビルや工事がたくさん。

オークランドに到着です。あまりの人の多さに少し

驚きながらもまずはお土産屋さんへ。オークランド

の自由時間にこれまたお買い物。みんな街をどんど

ん闊歩して、とっても楽しそう。私と荒金さんのリ

クエストにも素早く答え、良いポジションを見つけ

ればすぐ集合写真を撮りたがる私たちに嫌な顔一つ

せず応じます。一体何パターン撮ったのだろう。 

スカイタワーという東京タワーくらいの高さのビル

のすぐ近くのスーパーに立ち寄ると、RELA に通っ

ていて先に卒業した津田君のホストブラザーにばっ

たり遭遇。こんなことがあるんだととても嬉しく感

じました。「World is small.」と、彼の言葉。本当に

その通りだと思います。世界は本当に狭くて、色々

なところでつながりを感じる研修となりました。い

よいよ明日早朝にNew Zealand とはお別れです。 
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１５日目【Auckland-Oita】 

朝 5 時 40 分集合！今回は全員起きてます！よし！

いいぞ！同じホテルにいた団体よりも早く出るぞ！

みんなで協力して空港へ。思ったより早く到着でき

てきぱきと出国審査を済ませ、朝ご飯のおにぎり弁

当を食べました。久しぶりのおにぎりはとてもおい

しくて懐かしい味がしました。さてオークランドを

発とうとする時空港からとてもきれいな虹が見えま

した。飛行機に乗り込み成田空港へ。乗った瞬間か

ら皆爆睡…。昨日は遅くまで起きてたのかな？

Cabin Attendant の男性の方がとても背が高くて素

敵な方でとてもみんなに親切にしてくれました。11

時間のフライトでしたが 2 回の機内食と 1 回のおや

つタイムがありました。おやつで食べたアイスクリ

ームがとてもおいしかったです。飛行機で食べるア

イスは格別！何度か目が覚めるとあと残り 4 時間と

なっていましたが、Flight Mapを見てみてもまだフ

ィリピンの近く。結構遠くまで来ていたのだなと実

感しました。最後の機内食が運ばれてきたときには

もう日本も近くなっていました。ホームシックにな

っていたはずだったのに、「やっぱり New Zealand

に帰りたい。」と言い出す人もいました。 

成田から福岡まで国内線で乗り継ぎいよいよ附属中

学校に帰ってきました。15日間大きなけがや病気も

なく元気に過ごし、たくさん学び、たくさんの経験

をすることができました。本当に素晴らしい 18人で

した。この経験を活かし、世界に羽ばたく国際人に

なってくれることを期待します。Good Luck!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

県からの中・高校生グループ 12名の紹介です。 

このグループに１名の附属中卒業生がいました。

このグループは Rotorua Lakes High School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。 

私たちの先輩の発表はというと…。彼女は温泉に

ついてのプレゼンを練習していました。ジェスチャ

ーをつけて発表したり、クイズ形式にしてみたりと

工夫を凝らしています。自信に満ちた笑顔でのプレ

ゼン、力強いジェスチャーを見て、とても嬉しい気

持ちになりました！素敵なプレゼンでしたよ！ 

発表をそれぞれ聞いていると、New Zealand で自

分たちの国の良さを発表するために、一所懸命練習

している姿がとても素敵でした。日本の学校と海外

の違いなどを分かりやすくスライドにまとめていま

した。どの英語を使うのが一番適切なのか先生にど

んどん質問していました。 

発表を聞いた後も先生からどんどん指摘が入りま

す。例えば発音。最後の音が聞こえないからもっと

はっきり発音して！などと遠慮なく指摘されます。 

温泉グループは 18日間、みっちりの研修を積み、最

終的に Rotorua Lakes High Schoolでの発表を見事

に行うことができたそうです。 

 温泉グループの皆さん。お疲れ様でした！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


