
201８ NZ 研修旅行記                 文責【外国語科 古中 茜】 

１日目【福岡～バンコク】 

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時半に集合した生徒たちの表情は

若干緊張気味かな。校長先生からいただいた言葉、

４つのＣ→を胸に刻んで頑張ろう！！『Curiosity

（好奇心）/Confidence（自信）/Courage（勇

気）/Constancy（継続）』期待と不安を胸に、保

護者の方々、校長先生、教頭先生、恵藤先生に見送

られて学校を出発しました。今回もロトルアまで

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。今日は福岡空港からタイのバンコク

へ向かいます。最初のバスから元気いっぱい！福岡

空港に到着し、出国も済ませ、いよいよタイ航空に

てバンコクへ。タイのバンコクまでは 5時間程度の

フライトです。タイ航空の民族衣装を着たＣＡさん

もいて、なんだか少しずつわくわくしてきました。

5 時間のフライトを終え、国際空港で乗り継ぎのた

め少し休憩。マンゴージュースやたくさんある免税

店をウィンドーショッピングしながら過ごしまし

た。その頃には少しずつ仲間としてまとまりはじ

め、男女とも協力しながら時間気にしながら過ごし

ていました。 

そしていよいよオークランドに向けて出発です！

機内では窮屈な空間ではありますが、機内食やその

他映画、テレビ、ゲームをしたり、本を読んだりゆ

っくり休息をとったりとそれぞれ思い思い過ごしま

した！ＣＡさんにお願いして、航空会社のペンをお

ねだりした生徒もいました～！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018 NZ 研修旅行記 

２日目【バンコク～オークランド】 

19 時前、タイからオークランド行の飛行機に乗り

込みました！機種Ａ330 で 3-3-3 のシート（飛行

機が好きな人なら分かる？）らしいです！機内では

アナウンスはすべてタイ語か英語！特にタイ語は分

からなくて『サワディーカー！』『コップンカー！』

という言葉だけは聞き取れるようになりました。機

内食をなんとなく寝ぼけながら食べ、朝明るいなぁ

と思っていたらいよいよ到着の時間！外に出た時の

みんなの『あ、涼しい…』連日の猛暑の中から一気に

気温 15 度くらいの場所に降り立ち、とてもびっく

りしていました。そしてお昼ご飯を食べるためにレ

ストランに寄り、フィッシュアンドチップスを頂き

ました！おいしくてもりもり食べました！…のは私

だけでみんな少し緊張気味なのか食欲が湧いていま

せんでした。バスガイドの磯野さんの留学時代の経

験、生徒たちへの励ましの言葉、校長先生から頂い

た言葉をもう一度確認して、いよいよ語学学校

Rotorua English Language Academy に到着し

ました。緊張する間もなく、クリス校長先生が気さ

くに話しかけてくださり、そしてみんなを待ってい

るかのようにホストファミリーが待機してくださっ

ていました。あっという間にホストファミリーが迎

えに来てくださいました。その中で去年もお世話に

なった家庭が何件かあり、去年の生徒のことも覚え

て下さっていてとても嬉しい気持ちになりました。

明日からはいよいよ学校が始まります！勇気をもっ

て、好奇心を持ってチャレンジしていこう！！ 
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３日目【学校→市内観光】 

 いよいよ語学学校が始まりました！先生はデビ先

生。イングランド出身のとても優しい先生です！今

日はオリエンテーションがありました。そこで少し

聞こえてきた日本語に、マネージャーのジャン先生

が一言。「あれ？ニュージーランドに日本語の勉強し

にきたんだっけ？」「日本語は堪能だよね？」の言葉

を聞いて英語スイッチボタンオン！英語での教室が

始まりました！最初は緊張していたようですが、さ

っそく休憩時間は外で男子グループはバスケットボ

ールを開始！これは去年も見た光景です。横浜から

来た 14 歳と 17 歳の生徒とさっそく仲良くなって

バスケを始めました。さて女子はというと…ホット

チョコレートを飲むためにお札を両替しに勇気をも

って事務室へ！英語で両替を頼み、StudentHouse

にある自動販売機へ！でも戻ってきたらコーラやフ

ァンタを手にしていました。（寒いのに）中々初日か

ら良いスタートがきれています。午後からは市内観

光を行いました。今年のガイドさんはマレーさんと

いうマオリ族（スコットランドとマオリ族のハーフ）

の方でした。今日はロトルア湖の近くの教会と、シ

ョッピングモールへと繰り出しました。ショッピン

グセンターではお目当てのお菓子（クッキータイム）

を購入し、ご満悦の様子。また、バスで戻った後は外

で元気よくバスケットボールを楽しんでいます。男

子はビリヤード対決。中々上手です。女子は卓球部

所属の生徒を中心に本格的なラリーが続いていま

す。明日はロトルアレイクスハイスクール訪問です。 
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４日目【ロトルアレイクスハイスクール訪問】 

今日は二日目の学校です。遅刻もなく全員揃い、今

日も授業が始まりました！さて今日の午後はロトル

アレイクスハイスクールという学校に訪問です。こ

の学校は先生も 100人以上いる大きな学校です。マ

オリ族の生徒たちによる儀式とともに学校訪問の始

まりです。そして…ホンギという鼻を二回相手とく

っつける儀式があるのですが、相変わらず緊張しま

す。（相手の鼻が高すぎて鼻が届かない悲劇が何度と

なく…）最初は歌や踊りに圧倒されながらも、歓迎

会の食事が始まると交流会で一気に場所が和みまし

た。男子諸君はＮＺの女子に囲まれ、あまりの積極

さに圧倒されていました。（逆にＮＺの男子はシャイ

なのか？）そして歓迎会では我らが森隊長が英語で

見事なスピーチをし、その後校歌を斉唱しました。

即興で作ったスピーチにも動じず堂々とした態度。

そして校歌の歌声。11人の声とは到底思えない大き

な声でした。みんなの姿を本当に誇りに思います。

その後は Buddy（一緒に勉強してくれるボランティ

ア）とともに体育、英語、数学の授業へ！英語の授業

では詩を書く、体育は保健体育（座学をグループで）

数学では持ち前の実力を見事発揮し誰よりも早くス

ラスラと解いていく姿にびっくりです！学校ごとに

様々な違いがあるのはもちろんですが、学ぶ姿勢、

話し合いをする姿勢、やはり「自分から積極的に」と

いう姿勢がどの授業でも必要だということが分かり

ました。受け身ではだめ！何事も挑戦！明日も挑戦

していこう！ 
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５日目【テ・プイア】 

今日は木曜日。木曜日と言えばナイトマーケットの

ある日でみんな雨が降らないことを願っている日で

もあります。週に一度 Eat Streetという場所にたく

さんの屋台が出て、ケバブやパエリアなどといった

たくさんの食べ物が安く買うことができます。さて

今日はマオリ族の文化やおなじみの「HAKA」を見

ることができる「テ・プイア」という場所へ行きまし

た。そしてここで食べることができる「KUMARA」

という現地の芋なのですが、これはかなりおすすめ

です！マオリ語はそのままアルファベットで読むこ

とができるので比較的読みやすいです。 

さて、テ・プイアに到着しました。まずはマオリ族の

方の歓迎を受け建物の中へ。今日はラッキーです。

あまり観光客もいなかったので真ん中で見ることが

できました。マオリ族の方の歌声に圧倒されました。 

そして、ついにホーキーポーキーアイスクリームに

…舌鼓み。おいしいと笑顔です。その後は間欠泉を

見て、ニュージーランドの動物である Kiwi Bird を

見ることができました。お土産屋さんに入るとみん

なの買い物スイッチがオンになり、様々なお土産を

吟味していました。週末が近づいて来ました。だん

だんホストファミリーとの生活にも慣れてきたと同

時に疲れもたまる時期です。しっかりと食べて寝て

生活をしてほしいです。放課後は日本の高校生のお

兄さん、同級生、タヒチ、中国の生徒と交流バスケで

す。（男子はビリヤードにはまっています！） 
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６日目【アグロドーム】 

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。さてそろそろ週

末が近づいて来ました。週末の予定を聞いてみると

みんな結構予定があって安心です。 

 今日は雨の中、アグロドームという羊の毛刈りシ

ョーが見られる場所へ。あいにくの雨ですがテンシ

ョンは高めです（相変わらず）。そして毛刈りショー

前に羊やアルパカと戯れ、餌をあげたり写真を撮っ

たりして楽しみました。またマヌカハニーとキウィ

ジュースを堪能しました。その後ショーが始まりま

した。あえて日本語通訳機能のヘッドフォンを渡さ

ず参戦しました。ですが英語は速く聞き取るのは難

しかったです。しかし！われらが附属代表、ボラン

ティアプリーズ！という英語を聞き取れたようで

「はいぃぃっ！」と多くの手が！2 人もステージに

あげてもらうことができました！さすが附属中代表

♪本当に誇らしいです。そして、今年も偶然にも大

分県の豊府中・高の生徒さんたちと遭遇しました！

世界は狭いね！と言い合いました。附属中学校出身

の先輩も来ていて、とても不思議に思いました。

9000 キロも離れた場所で同じ大分県出身の学生に

2 年連続で会うのもとても驚きです！また、アグロ

ドームで働いている方も大分県の舞鶴高校出身の方

もいらっしゃるなど、非常に大分になじみのある場

所です！ 
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７・８日目【休日】 生徒の日記より 

（S、N）午前中の買い物では市内観光の時に行ったショッピングモールの周りに行った。

そこでたくさんの先輩たちに会った。その帰りにパイ屋さんに行った。初めてミートパイを

食べておいしかった。 

（H、N）今日はずっとホストマザーといっしょにいました。午前中は NZ のレゴのお店に

行きました。たくさんのレゴがあったので楽しかったです。午後はホストマザーの友たちの

家に行きました。とても広かったので驚きました。しかも上の方に建てられていたので眺め

もきれいでした。そこで出されたご飯はとてもおいしかったです。今日はホストと話す時間

が増えたのでよかったです。明日も頑張ります！ 

（H,M）今日は昨日ほどじゃないけれどねてしまった。昼食のミートパイはすごくおいしか

ったです。ホストマザーも出来栄えに自分で驚いていました。午後ひまだったので散歩にで

てスナックでも買おうとお店によると店員さんから話しかけられ結局 10 分くらい話して

いたと思う。どうやらトヨタのウィッシュという車にのっているらしい。他にもいろいろな

ことを言っていた。今日から後半戦。さらに気合を入れる！ 

（M,S）今日は午前中から 2 時くらいまで男の子がゲームをしているのを見てたまにコメ

ントしました。昼ごはんの後に 2 番目の女の子がチーズスコーンを作ってくれたのでそれ

を食べました。二時過ぎくらいにこどもたちがどこかに行って火曜日に帰ってくるそうで

す。その後お母さんとアオテアに買い物に行きました。帰り際にさくらちゃんに会って日本

語が話せてよかったです。家に帰ってからはテレビの使い方を教えてくれたのでずっとデ

ィズニージュニアというのを見てました。夜ごはんのときにおじいちゃんがとおばあちゃ

んがきて一緒に食べました。その後スーパーラグビーを見ました。とても激しかったです。

ラグビーのルールを知っていたので楽しめました。 

（Y,Y）午前中はりなちゃん（台湾の生徒の日本名）が普通に学校だったから mother と

father と過ごしました。Mom が途中で買い物にいったので dad と二人きり。そしたら

dad が料理し始めて[Today’s Dinner]っていっていたのですかさず[Can I help you?]

すると[Of course!]といって手伝わせてくれました。野菜をひたすらトントン切りました。

Mom が帰ってきて[Oh! You are good girl!]と言ってくれたし食べた時もりなちゃんが

[This is very good!]と言ってくれて嬉しかったです。自分から手伝ってよかった！夜は

mom の友だちが二人来て総勢 6 人で dinner!その時に dad が[This is dinosaur’s 

meat! ]と冗談を言っていてすごくおもしろかったし楽しかったです。 

（S、F）昼前にケイタ（横浜の中２の子）とタヒチの男の子のホストマザーが迎えにきて

くれて買い物に行った。ケイタとメイレン（ホストファミリー）と私 h はスタバに行った。

すると日本人 2 人とタヒチの人は 3 人とも英語で話はあまり入れなかったがスティーブン

が曲をかけて踊っていた。みるとブラックピンクの曲だった。メイレンも何曲かしっていて



なんかよかった。距離が縮まった気がした。 

（T,N）朝はかなり遅くに起きました。朝食を食べて少しだけ勉強しました。朝食のトッピ

ングの方法も理解しては配分も自分好みにできるようになりました。昼は買い物に行きま

した。ナンカレーのナンが大きく驚きました。またお土産屋さんでは置物やクッキー帽子を

買いました。今日は 1 日でかなりのお金を使ったので残金を確認しつつ過ごしていきたい

と思います。夕方にホストファミリーの娘さんの家族が家に来ました。その家は犬を飼って

いてこの家と合わせて 2 頭の犬がそろいとてもにぎやかでした。夕食も今日は 6 人ととて

も人数が多いものでした。今日はほとんど勉強をせずに過ごしました。リビングでずっとテ

レビをみていてシャワーの時間が遅くなってしまったので明日からは気を付けようと思い

ます。明日も休みなので疲れを取りたいです。 

（H、F）今日は久しぶりにサーモンを食べました。やっぱり日本とは味が違ったけどおい

しかったです。ぼうず地獄みたいなところを見に行ったりしました。思っていたよりもとて

もたくさんの所に連れて行ってくれました。あと、そうえいくんは気づいてなかったけどお

店で会いました。コーラは日本と味が変わらなかった。 

（K,M）今日は昼前にアグロドームの遊園地的なところに行ったけどあまり良いものがなか

ったので買い物をして帰りました。ポテトを買って帰ったんだけど日本みたいにパックに

入っていなくて灰色の紙に直接くるんであってびっくりしました。とてもおいしかったで

す。（ホクホク）パン（食パンでもロールパンでも何でも）の中にポテトとケチャップをサ

ンドして食べるととてもおいしかったです。ハンバーガーはお肉とソースと野菜を自由に

選べて好きなように組み合わせて作りました。とてもおいしかったです。 

（A,U）今朝は 10 時ごろに起き、特に予定は無かったのでそのまま昼までぼーっとして過

ごした。昼にキッシュを食べた。茶色いオニオンソースをホストマザーとファザーがつけて

いたので食べてみたが甘くてあまり好きな味ではなかったのでケチャップをつけた。その

後 Tyla を歌のレッスンに送り Countdown に行った。TIPTOP の大きなサイズのものが

たくさん並んでいた。そしてすべてのサイズが大きかった。レジでベルトコンベアに商品を

載せるとどんどん前に動いていったこととまだ会計が済んでないのに店員さんが普通に水

を飲んでホストマザーと話していたことにとても驚いた。荷物が重そうだったので袋を持

とうとすると別の袋に持たされた。どうやら 18 歳以下はお酒をもつのもだめらしい。 

（S,O）今日はオークランドのショッピングモールに行きました。そこまでは 3 時間かかり

ますがまずマックでは日本で売っていないコカ・コーラやファンタのフローズンドリンク

がありました。ハンバーガーやポテトは同じ味だったので良かったです。あと日本のものが

売っている Japan Mart に行きました。カップのきつねうどんや見慣れたお菓子を買うこ

とができたので月曜日のランチで食べたいです。オークランドは東京は福岡のように結構

都会で高い建物がたくさん建っていました。行き帰りの 3 時間はけっこうきつかったけれ

どショッピングは楽しかったので機会があったら次はオークランドに泊まりたいです。 

（最終日宿泊するよ！） 
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９日目【モコイア島へ】 

 今日は朝から休日の話の会話が飛びかっていま

す。ニュージーランドでの休日を大いに楽しんだよ

うです。空港がある Aucklandまで行った生徒もい

ました。それぞれの休日があるので、誰がどこに行

ってうらやましいなどと考えること自体がナンセン

スです。それぞれの家庭に入るということはそれぞ

れの家庭の一員となること。ニュージーランドでも

う一つの家族ができたと考えてもらえたら嬉しいで

す。今日は午後からモコイア島へ JetBoatで渡りま

す。このボートが曲者で、もう乗り物酔いの激しい

私にとっては拷問でしかありません！硫黄の香りが

する湖をガンガンボートで渡ります。今年は酔い止

めを飲んで、いざ！…あれ？今年のドライバーの

WilliamさんはそこまでSpinしない…なのに後ろか

ら「Spin!Spin!」と若い声が…汗。やめてくれー！ 

しかし！渡った島には手つかずの自然が！温泉のよ

うな源泉もあり、綺麗な自然を満喫することができ

ます。この島、昔から物語が言い伝えられています。

今年は KiwiBird よりも見るのが珍しいと言われる

鳥にも会い、シダ植物だらけの山道をどんどん登り

ました。温泉があり 40 度くらいでしたので触るこ

ともできました。帰りの Spin も中々のものでした

が、去年よりははるかに耐性ができていて、きつく

はありませんでしたし、みんなも大丈夫なようでし

た。それよりもWilliamさんに「Spin!」というのは

やめてください！！その後はみんなでアイスクリー

ムを堪能しました！！何事もなく本当によかった。 
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１０日目【ジョンポールカレッジ訪問】 

今日は附属中学校のホームページにもリンクが張

られている John Paul Collegeへ向かいます。この

学校は多くの生徒が（世界中から）学習しており、日

本人の生徒も数名います。それぞれが専攻する授業

を一生懸命に取り組む姿勢はまさに真剣そのもの

で、学習の姿勢をぜひ見習ってもらいたいものです。 

大分のお土産で一番喜ばれる！(個人的にいつも持

参するベルベットの入れ物に入った大分銘菓ざびえ

る)を持っていざ学校へ！昔はここで語学研修をし

ていたのですよ！中に入ると別府出身の人がいるか

らね、と校長先生（別府にも 3年前行ったとか）。待

っていたのは卒業生の西谷さんでした！3 年生の時

は河野先生学級でした！や参加している学生のお姉

ちゃんと同級生！などと話も盛り上がります。通訳

として 2人の 17歳の大分県出身の学生が案内して

くれました。西谷さんは今私たちが通っている

RELA の生徒だったそうですし、以前同じプログラ

ムで中学校時代 RELAに来たことがあるそうです。

英語も流暢で素晴らしかったのと同時に、自信を持

って生活をしている 2人を見てエールを送りたい気

持ちになりました。さて、その後はお買い物へ！お

茶を飲みながら眺めていましたが、かごの中が増え

ていくみんなを見てただ「すごい…」としか思えま

せんでした。その後は PAKN’SAVEというコスト

コのような大きなスーパーへ。みんな日本でリサー

チした紅茶やお菓子を大切な家族や友達の為に一生

懸命選んでいましたよ！楽しみにしてくださいね！ 
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１１日目【レインボースプリングス】 

今日は朝から雨。しっかりした雨です。そろそろお

別れが近づいて来ました。と、いうことで毎年恒例

の Japanese Haka（演舞）の練習を…。声は 11

人でもかなりの大きさがでるので、本番に向けてし

っかり練習していきましょう！！ 

今日はレインボースプリングスに行きました。こ

こはみんなが待ちに待っている Big Splash（ディズ

ニーランドの Splash Mountainのかなり規模が小

さい版）があるところです。あと、Kiwi Birdsも！

今日は 3羽も見ることができましたし、かなり鮮明

に見ることができました。長いくちばしで土を掘り

返していました。サイズもかなり大きくて大満足で

す。そして大きな翡翠(JADE)もあります。ですが今

日はたくさん雨が強く見学もとても大変！！そんな

中でも楽しく見学は続いていきます。いよいよお目

当てのアトラクションに到着。去年は工事中で乗る

ことができませんでした。USJ にあるジュラシック

パークにも似ているような気が…。水浸しになりな

がら連続 2回乗りました！自然の中に作られたアト

ラクションでマオリ族の暮らしも再現されていた

り、恐竜がいたりととても楽しかったです。 

その後はいつも通り安定のホーキーポーキーアイ

スクリーム。またモスバーガーで食べるようなポテ

トをWedges と呼びます。最近学校の自動販売機の

お菓子が売り切れ続出！！日本に、附属中学校に持

って帰りたい！と言っています。モーニングティを

導入してください！校長先生！ 
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１２日目【リュージュ→お別れパーティー】 

今日は語学学校最終日です。復習をし、最後にお世

話になった Debbie 先生にお手紙を渡すことができ

ました。とても喜んでくれて生徒も皆嬉しそうでし

た。そして今日は待ちに待った Skylineでの Luge体

験です。ゴンドラで山の上まであがります。その後

一気に下に降りるとても exciting な乗り物です。今

日は Tahitiから来たトーマス君も一緒にバスに乗り

目的地まで向かいました。この Luge はとてもスピ

ードも出ます。途中木に戦いを挑んでいって敗北し

顔に擦り傷を作った生徒もいました（汗）。 

一度下に降りたら上まではリフト（スキー場にあ

る）で上がってきます。そしてこの山を上がる途中

には大会も行われるような自転車レースのコースも

ありますし、なんとアルパカも草をむしゃむしゃ食

べているというすごく自然豊かな場所です。違うグ

ループの日本人生徒はこの大自然のどこかに携帯を

落としたとか…。さてそんな爆走し終えた後は教室

に戻り最後のパーティの出し物の準備をしました。

校歌や演舞の神風の準備をばっちり行い後は本番を

待つのみ。お別れパーティに来てくれたホストファ

ミリーに感謝の気持ちを伝えるために一生懸命声を

出して頑張りました。校長先生のクリス先生たちも

一生懸命頑張ったと一人一人に修了証書を手渡して

くださりました。最後はホストファミリーと一緒に

大好きなピザやミートパイやポテトチップスと L＆

P（現地の有名なジュース）を飲み、大満足な最終日

を終えました。 
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１３日目【ロトルア～オークランド】 

今日は、約 2週間過ごしたホストファミリーと

お別れの日です。私はというと来年の plan を事

務の Jan さんと打ち合わせ。こんなプランもあ

るから検討してみて！と更に良い環境を提供し

てくれました。感謝！来年に生かします。朝から

Debbie 先生も来てくれてお見送りしてください

ました。3 時間の道のりの後、ついに Auckland

へ到着しました。Waterfront と言われるだけあ

り大きな船が並び、これまで過ごしたRotoruaと

は違った都会の街です。4時間自主研修として昼

ごはんやお買い物、街並み散策に出掛けていきま

した。私もぐるっと散歩をしてみたら、とっても

素敵なパン屋さんを発見！外でパンとコーヒー

でも画になる素敵な場所だなぁと毎回来て感じ

ます。現在 Auckland政府は地下鉄、駅ビル建設

を行っており完成するのは 2023年だそうです。

途中歩いていると、男子がなんだか様子がおかし

い…ん？サングラスを買っている！確かに日差

しが厳しいからね！女子はというと相変わらず

今日も HokeyPokey を食べたそうです。さて夕

食前に全員で集合し夕食会場に向かっていると、

バンジージャンプをしている人を発見。New 

Zealand がバンジージャンプ発祥の地というこ

とを初めて知りました。夕食は Aucklandのラン

ドマークの Skytree の Buffet です。たくさん食

べて笑って、たくさんの思い出と一緒に、いよい

よ明日は帰国の日です。 
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１４日目【オークランド → バンコク】 

いよいよNew Zealandとお別れの日。湯船につか

りたい…と昨日少し疲れた様子のみんな。確かに一

日歩きっぱなしで疲れたことでしょう。今日はゆっ

くりと朝食を取りいよいよ空港へ。今日は約 11時間

のフライトでタイのバンコクへ向かいます。出国手

続きを行いいざ機内へ。スーツケースの重量も半端

ではありません。それでも楽しみに日本で待ってく

れている友だちや家族の顔を思い浮かべればあと少

しです。頑張りましょう！ 

Auckland,Rotorua で過ごした日々を思い返しなが

ら飛行機は離陸しました。さようなら。また来ます！

ホストファミリーに、「帰ったら連絡してね」と言わ

れていた生徒。もう一つの家族が遠い南半球にでき

るなんてなんて素敵なんだろう…。と私も少し羨ま

しく感じました。やっとニュースや人の会話のスピ

ードについていけるようになった！と感じた今日こ

の頃。英語の勉強をまた頑張ろう！と私自身もやる

気が湧いてきました。さて、機内の中はというと様々

な人がいますので、静かに過ごします。大抵旅のお

供は宿題…と言いたいところですが、目の前にある

モニターでの映画やゲームです！残念。こんな時だ

からと新しい映画を見て感性を磨くことも大切？！

私も読書をしたり映画を見たり時々寝たり…。11時

間同じ姿勢はかなり応えますが、頑張って過ごしま

した。隣に座っていたインド人のおじいちゃんと会

話しましたが英語は通じていなさそうでした。バン

コクのスワンナプーム国際空港に到着しました！  
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１５日目【Bankok-Fukuoka-Home!】 

今はバンコクの空港です。日本時間で 0時 57分。

タイだと 11時 57分。（どっちみち遅い時間）オーク

ランドだともう 4時 57分で朝方。時差でいまいち体

がどこに合わせているのかわからない感じです。11

時間のフライトでかなり疲労がたまっています。隣

で爆睡する人、なぜだかこんなとこまできて大富豪

に夢中の人。昨日の出国審査ではなぜか私が抜き打

ち検査で持ち物から何からすべて調べ上げられまし

た。『サンプルを取る』とかいってテープで持ち物を

ペタペタされ機械に通しチェックされました。まる

で『世界仰天ニュース』のオーストラリアの税関の

様子みたいでした。（見たことない人すみません）。 

さて、もうそろそろ搭乗します。（一時電源オフです） 

 機内では、乗り込んだ途端ほとんどの生徒も私も

記憶がありませんでした。ほぼ一日起きていたこと

になりますので疲れもたまり、気づけばサンドイッ

チと水が入った全員に配られる軽食を抱いて寝てい

ました。起きると朝になっており、朝の機内食が配

られる時間となっていました。 

そしてついに凱旋帰国！全員で久しぶりの日本で

したが第一声は『暑い！』暑いとは聞いていました

がこれほどとは…（しかしその日は涼しくなってき

た方だったと聞きました）。学校に到着すると、久し

ぶりに会う家族の温かい笑顔が。森君の最後のスピ

ーチにとても感動し、最高の 2 週間の締めとなりま

した。この経験を生かしてグローバルな視点を持ち、

今後の学校生活に生かしていってほしいと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 


