
美浜町フレンドシップ草の根国際交流ホームステイの旅

inシンガポール２０１３旅の記録 

８月２２日（木）～２７日（火）の６日間、小学生１７名、中学生1０名がシンガポー

ル共和国で学校交流やホームステイを体験してきました。参加者は、学校・ホストファミ

リーから大変温かいおもてなしを受け、一生の思い出に残る貴重な経験をしました。 

＜６月２１日（金） 参加者説明会（役場大会議室）＞

 参加者説明会では、まず参加児童・生徒一人ひとりが、自己紹介をしました。 

続いて、昨年の様子をスライドショーで見ました。参加者は国際交流について大まかなイ

メージをもつことができました。最後に小・中に別れてシンガポールで披露するパフォー

マンス（小学生：女々しくて、中学生：マツケンサンバ）の打ち合わせを行いました。 
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＜事前学習会（役場大会議室）＞

シンガポールでのホストファミリーとの生活、また学校交流で困らないように旅行前に

３回の学習会を行いました。 

＜７月１9日（金） 第一回事前学習会＞ 

まず、参加者の士気を高めてもらうため、佐藤先生よりシンガポールの気候や文化に

ついてクイズ形式で教えてもらいました。 

  その後、斎藤先生の指導のもと、英会話の練習をしました。日福大の学生さんにも協

力してもらいました。シンガポールで披露するパフォーマンスの練習も始まりました。 

＜８月１日（木） 第二回事前学習会＞ 

鈴木先生と清水先生からシンガポールの歴史について教えてもらいました。その後、二

回目の英会話の練習を行いました。イーミン小学校とニーアン中学校で披露するパフォー

マンスの練習も行いました。
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 ＜８月９日（金） 第三回事前学習会＞ 

 最後の学習会では、旅のしおりの内容や旅行日程、自分の役割、シンガポールについ

てなどをクイズ形式で再度確認しました。学生さんと最後の英会話練習も行いました。 

学習会でお世話になった日福大の学生さんありがとうございました。
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＜８月２０日（火） 結団式＞ 

旅行直前の結団式では、山下治夫町長及び伊藤教育委員長から激励の言葉をいただき、

その後訪問団の団長である、澤田校長より旅の心得を話していただきました。

続いて、児童・生徒が一人ずつ、シンガポールでしたいことなどの決意表明をしました。

最後に、来賓として参加していただいた町内の校長先生や教育委員さん、保護者の方々

にシンガポールで披露するパフォーマンスを観ていただきました。
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＜８月２２日（木） 訪問１日目＞ 

出発当日の朝、出発式を行い、家族や町内の校長先生、教育委員さん、町職員など多く

の方に見送られながら、元気に役場を出発しました。 

          ホームステイの旅に行ってきます！ 

中部国際空港へ到着後チェックイン    シンガポールへ向けて出発 

シンガポール・チャンギ国際空港に無事到着 
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本年はイーミン小学校でイーミン小・ニーアン中、合同歓迎会が開催されました。 

イーミン小の先生の司会により両国代表あいさつ、パフォーマンスが披露されました。 

子どもたちは、シンガポールの方たちからの盛大なおもてなしを受け、緊張が少しほぐ

れたようでした。 

歓迎の様子               イーミン小副校長あいさつ 

イーミン小児童によるパフォーマンス  

ドキドキ、ワクワク。マッチング（対面式）の様子   
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歓迎夕食会の様子  

歓迎夕食会後、家庭毎に解散し、ホームステイを行いました。 

＜８月２３日（金） 訪問２日目＞  

 イーミン小学校、ニーアン中学校に登校し、学校交流を体験しました。 

＜イーミン小学校での交流の様子＞ 

朝はまずみんなでダンスを踊りました。 

 実際の授業に参加しました。 
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休憩中に食堂で軽い食事もいただきました。 

＜ニーアン中学校での交流の様子＞ 

朝礼に参加して、代表あいさつや「マツケンサンバ」を披露しました。 

全員で記念写真をとったあと、 

授業にも参加しました。 
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授業後、ホスト宅の児童・生徒とともに市内見学を楽しみました。 

＜イーミン小学校＞ 

 シンガポールの街並み          シンガポールフライヤー 

  シンガポール国立植物園 

＜ニーアン中学校＞ 

 セントーサ島観光 
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＜８月２４日（土）・２５日（日） 訪問３・４日目＞ 

 訪問3日目、４日目は、各家庭にて終日ホームステイを体験しました。施設見学や外食

に行ったり、中にはユニバーサル・スタジオ・シンガポールに出かけた子もいました。ホ

ストファミリー児童から手紙をもらうなど友情を深めることができました。 
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＜８月２６日（月） 訪問５日目＞ 

 シンガポールで過ごす最後の日も学校交流に参加し、新しい友達をたくさんつくること

ができました。 

＜イーミン小学校での交流の様子＞ 

朝礼に参加して、代表の児童があいさつをしました。また、練習してきたパフォーマン

スの「女々しくて」のダンスも披露しました。 

＜ニーアン中学校での交流の様子＞ 
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授業終了後、両校合同お別れ会がニーアン中学校で開催されました。今回の交流の様子

をまとめたスライドショーや両校からのプレゼントもありました。美浜町の児童・生徒も、

｢女々しくて｣と「マツケンサンバ」、また「世界にひとつだけの花」の合唱を披露し、とて

も和やかな雰囲気で交流ができました。お別れの昼食会も用意していただきました。    

パフォーマンスの披露    

「世界にひとつだけの花」合唱 
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両校から全員にプレゼントをいただきました。 

両校の先生方、ホストファミリーの皆様！本当にお世話になりました。 
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お別れ会後は、イーミン小学校・ニーアン中学校に別れを告げ美浜町団だけで、まずマ

ーライオン公園に行きました。 

続いて、シンガポール政府観光局を表敬訪問し、シンガポールの歴史・文化・教育につ

いてわかりやすく紹介していただきました。 
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次に、シンガポール日本人会を表敬訪問しました。事務局長の杉野さんのご尽力でニー

アン中学校との交流が始まった経緯があり、その杉野さんより日本とシンガポールとの生

活や文化の違いなどを教えていただきました。 

日本人会の次は、郷土の偉人「音吉」が眠る「日本人墓地公園」へ行き、お参りしました。 
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 夜は、楽しみにしていたナイトサファリに行きました。 

夜１０時頃空港到着。遅い時間にもかかわらず、お世話になった両校の先生やホストフ

ァミリーの皆さんが見送りに来てくださり、参加者と旅の最後の交流をしました。 
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 イーミン小学校、ニーアン中学校そしてホストファミリーの皆さん、本当にお世話にな

りました。ありがとうございました。 

＜８月２７日（火） 訪問６日目＞ 

中部国際空港に、朝８時３０分頃到着しました。      
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＜８月２７日（火） 到着式＞ 

澤田校長と児童・生徒の代表から到着の報告をしていただき、４泊６日のシンガポール

へのホームステイの旅がすべて終了となりました。 

＜９月１２日（木） 報告会並びに解団式（役場大会議室）＞

参加児童・生徒全員がシンガポールでの体験を発表しました。みんな体験してきたこ

とを、テーマ別にスライドを使いながら、町長や町内の校長先生、教育委員、保護者の

方々の前でしっかりと報告することができました。 

河和小児童の発表 

 布土小児童の発表 
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河和南部小児童の発表 

河和中生徒の発表 

野間中生徒の発表 

 最後に、澤田校長より旅の総括と教育長より終わりの言葉をいただき、今回の国際交流

のすべての日程を終えました。 

19



美浜町フレンドシップ草の根国際交流ホームステイの旅

in シンガポール２０１３感想集 
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布土小５年 榊原 唯斗 

 シンガポールへ行く前は、言葉のちがいという不安とどん

な国なのか、どんな生活をしているのか、どんなホストファ

ミリーなのかなどたくさんのワクワク感でいっぱいでした。 

 イーミン小学校では、ぼくたちのためにダンスとえんそう

でかんげい会を開いてくれました。 

 はじめてホストファミリーと会った時は、少しきんちょう

していたけれど笑顔でむかえてくれました。ぼくが持っていった折り紙やけん玉を一しょ

にやり、仲良くなれました。 

 イーミン小学校では、ぼくの通う布土小学校のように、みんなが仲良く勉強したり、遊

んだりしていました。また、全児童が同じ制服を着ていました。昼食も給食ではなく、食

堂で好きなものを選んで食べていました。中でも朝食までも食べている児童がいたことは

びっくりしました。 

休日にはホストファミリーが、海の近くにある自転車やローラースケートを貸してくれ

る公園へ連れて行ってくれました。ぼくは、ホストファミリーのロスリ君といっしょに自

転車に乗りました。 

 ぼくは英語を習っているので、少しは話せます。でもシンガポールに行ってみたら思っ

たより難しかったため、初めはとまどいましたが、心と心が通い合えば仲良くなれる事を

学びました。もっと英語を勉強して機会があれば、また参加したいと思います。 

布土小６年 柴田 空  

 ぼくがシンガポールに行って楽しかった事は、ホームステ

イ先の家族との交流です。ホームステイ先の家族はイスラム

系の人達でした。ホームステイをしている時にイスラムの祭

りに参加させてもらいました。そして民族いしょうを着てホ

ームステイ先の家族のしんせきの家に行き、ご飯を食べまし

た。その後、なんと日本で言う『おとしだま』をもらったの

で、とてもうれしかったです。 

また、シンガポールのご飯は外食が多いと聞いていたけど、ホームステイをした家の食

事はほとんどが家での食事でした。シンガポールで食べた物は日本の物とくらべると、味

などいろいろちがっていました。日本の米は、はしですくえてもちもちだけど、シンガポ

ールの米はパサパサして、はしではぜんぜん食べられませんでした。ほかにも、フライド

チキンがすごくからかったし、お茶がすごく甘かったです。牛乳もあったけど、のうこう

すぎて飲めませんでした。水は日本よりおいしかったです。朝食べた食パンも日本のもの

とはちがい、小さくて固くガチガチしていました。 

それからシンガポールのお風呂は湯船がなく、シャワーだけで、横にトイレがついてい

ます。なので家族の誰かがシャワーをあびているとトイレに行けませんでした。今回、日

本から用意した文ぼう具をプレゼントしたら、すごく喜んでくれたので良かったです。ま

た、けん玉もプレゼントしたらとても喜んでくれて、けん玉でいっしょに遊びました。今

後もメールをしたりして交流を続け、またシンガポールに行きたいと思います。 

21



布土小６年 岩瀬 巧宗 

 ぼくが、ホストファミリーの所に行ってびっくりした事や

すごいなあと思った事があります。それはホストファミリー

の夕食は、ほぼ外食だった事です。ぼくの家では自宅で夕食

を食べるので、ホストファミリーでの夕食が外食だったから

びっくりしました。 

 つぎに、いろいろな場所へ行く交通手段がタクシーや電車

などだった事です。ぼくの家だったらほぼ自動車で移動していますが、ホストファミリー

は電車やタクシーで移動していたのでびっくりしました。 

 つぎはシンガポールのイーミン小に登校する時に、徒歩ではなくバスやタクシーなどで

登校する事です。布土小では歩いて行きますが、シンガポールはちがうという事です。 

 最後はシンガポールのホストファミリーの家に家政婦さんが居る事です。日本では、お

金持ちの人の家に居ると思っていました。シンガポールではふつうの家に住み込みの家政

婦さんが多いと聞きました。その中でもたいていはインド人なんだそうです。とてもびっ

くりしました。 

 ホームステイに行って、日本とのちがいが多い事にびっくりしました。またいろいろな

国に行って日本とのちがいを見つけてみたいと思います。 

河和小５年 伊藤 ひなた 

私は、シンガポールのホームステイに行けることになって

とてもうれしかったです。行く時は、ちゃんとコミュニケー

ションがとれるか心配なのと、初めての飛行機なのとで、落

ち着きませんでした。 

イーミン小学校に着くと、歓げい会をしてもらい、ペアの

チージュンとお母さんに会うと、とてもやさしくしてくれた

ので安心しました。 

朝は、７時に小学校に行きました。河和小学校より早く始まりました。あと、学校にお

金や携帯電話を持ってきていたり、お昼は、食堂で好きなごはんやジュースやアイスなど

を自分で買って食べたりしていました。 

三日目は、マンションのプールで遊んだり、チージュンのお友達の家に遊びに行ったり

しました。 

四日目は、セントーサ島に連れて行ってもらいました。そこでは、ゴーカートやリフト、

モノレールに乗ったり、動物や鳥のショーを見て、大きなヘビもさわりました。 

シンガポールの人は、外食が多く、いろいろな所に連れて行ってもらいました。おいし

かったです。でも、お米はパサパサしていて、日本のお米の方がおいしいなと思いました。 

最後の日は、ホストファミリーと別れるのが、とてもさみしかったです。また、チージ

ュンに会いたいです。 

この旅で、新しい友達やシンガポールの友達ができました。日本とはちがう文化や学校

生活にふれて、おどろいたり、貴重な経験もしたりして、最高の思い出になりました。あ

りがとうございました。 
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河和小５年 大嵜 萌香 

シンガポールはきれいな国だと聞いていました。実際に行

ってみて、本当に美しい国で、ゴミが全く落ちていなくて、

気持ちが良かったです。 

シンガポールでは、『ゴミのポイ捨て禁止。ポイ捨てしたら

罰金。』という法律があるそうです。日本では、たばこの吸い

殻とか、ペットボトルなどが落ちていることがよくあります

が、シンガポールでは、ありえないことです。シンガポールには観光客がたくさん訪れ、

いろいろな会社の工場があります。それは、きれいで、たくさん緑があり、落ち着くから

です。 

また、シンガポールの建物は背がとても高いです。ホストファミリーの人が、一軒家は

とても高価だということを教えてくれました。その理由は、シンガポールの国土が狭いか

らです。しかし、シンガポールの建物は、みな美しいです。その場所の雰囲気と合ったデ

ザインが多いからです。有名なマリーナベイサンズも、海の近くにあるので、てっぺんに

船がのっているようなデザインになったと聞いています。ただ単に高いわけではなく、左

右対称だったり、色が統一されていたり、どれを見ても、飽きないです。 

シンガポールでは、いろいろな人種の人が住んでいます。宗教も違います。街では、英

語だけでなく、中国語や、マレー語も飛び交っています。でも、喧嘩になることはないそ

うです。日本人会の方が、「シンガポール人は、本当の国際人だ」とおっしゃっておられま

した。私もそう感じました。シンガポールは素晴らしい国だと思いました。 

河和小6年 荒井 恩 

私がホームステイの旅で学んだことは、感情や表情の大切さ

です。 

私は、事前学習であるていど、英語を勉強して行ったつも

りだったけど、いざシンガポールに着いたら、こわくてぜん

ぜん使えませんでした。 

使えたとしてもカタコト英語で、なかなか分かってくれな

くて、ほとんどジェスチャーで会話したり、スマホの通訳アプリなどで話したりしていま

した。しかし、だいたいはジェスチャーに表情をつけて話していました。 

私のホームステイ先の子は、３姉妹の真ん中で、とてもやさしい子でした。妹はとても

かわいくて、最初会った時は笑ってもくれなかったけど、２日目から、２番目に仲良しぐ

らいになれました。 

お姉さんは、じゅくみたいな所に行っていて、１日目の夜にホストファミリーと散歩に

行ったとき、お姉さんがじゅくみたいな所から出て来たので、そうかと思いました。お姉

さんは、私と同じで６年生だそうです。 

ホームステイ先の子は、私がちょっとヒマそうにしているとゲームなどをやらせてくれ

て、気を遣ってくれました。 

ホームステイの旅の間の５日間、私はとても楽しい時間をすごせました。また行けたら

行きたいです。 
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河和小6年 岡田 麻央 

 私はシンガポールに行って、とても良い経験になりました。 

 シンガポールでは、シンガポールの文化などを学び、シン

ガポールのいろいろなことがたくさんわかりました。 

 シンガポールで特におどろいたことは、家でくつ下をはか

ないことや、一けん家が全然なかったことなどです。 

 私は、シンガポールのこのような文化を知ることができて

よかったです。理由は、もう行けないかもしれないし、いろいろな文化を学ぶことができ

たからです。そして、シンガポールでホームステイもできたからです。 

 ホストファミリーの方はすごくやさしかったので、とても安心しました。ショッピング

に連れて行ってもらったり、いろんなお店に連れて行ってもらったりして、すごく楽しい

日々を過ごせました。 

 私は、次にシンガポールに行けるときができたら、ぜひ、ホストファミリーの人に会っ

てみたいです。そして、ホストファミリーの人に会えたら、いろいろな遊びをしたいです。 

 河和小6年 川村 健人 

僕は、シンガポールに行くことが決まってから、勉強会でシン

ガポールについて学んだり、英語を覚えたりしました。シンガポ

ールに行くことはとても楽しみであり、不安でもありました。 

行ってみて驚いたことは、とても都会だということです。道が

整備されていて車線も多く、木が綺麗に植えられていました。高

いビルが沢山あり、電線がカバーで囲んでありました。八割の人がマンションに住んでい

るそうです。僕がホームステイした家も十五階建てのマンションでした。 

学校で日本と違うなと思ったことは、授業中でも水を飲んでもいいということです。常

夏の国なので、水分を補給することはいつでもできるみたいです。全く日本と違ったのは、

学校での昼食です。ラーメンやハンバーガーや飲み物等、いろいろなメニューの中から好

きな物を選んで買って食べます。僕が行った時はチケットでも買えましたが、現金でも可

能です。 

僕がホームステイをした家では、家族は母国の中国語で話をしていました。学校や僕と

話す時は英語でした。小学生で二ヶ国語を話せるのは凄いと思います。僕も英語を話せる

ようになりたいと思いました。そして、必ずまたシンガポールの家族に会いたいと思いま

した。シンガポールでは友達も出来て、嬉しかったです。 

僕は改めてシンガポールはいいところだなと思いました。 
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河和小6年 山本 心輝 

ぼくがシンガポールに行った時、一番おどろいたのは、そこ

ら辺にゴミを捨てたら罰金を払うことです。だからみんなゴ

ミを捨てていませんでした。だけどゴミは落ちていました。 

次にアクエリアスが炭酸水で作ってあり、『シュワッ』とし

て、後味が苦かったです。 

食事では、ぼくの知るチキンライスとは違い、パサパサご

はんの上に鶏肉をのせただけで、あまりおいしくなかったです。おすしは、丸い団子みた

いでした。シンガポールは肉料理がとても多かったです。スーパーマーケットは、とても

大きくて、いろいろな物が売っていました。食品のにおいがとてもくさかったです。街の

様子は、高い建物とアパートがたくさんあり、公園は小さくて、道路がとても広く、一方

通行でした。マーライオン公園は、公園というよりも、ただマーライオンが口から水をは

いているだけで、かなりがっかりしたけど、記念写真がとりやすかったので良かったです。 

育民小学校や義安中学校は、皆テンションが高く、気が付くと相手のペースに乗せられ

ていました。授業中はさわがしかったけど、皆やらなければならない事は、やっていたの

で先生は怒らなかったです。 

日本に帰国した後、シンガポールに流れている汚れた空気でぜんそくが再発しました。

だけどシンガポールは、緑が多いので、汚れた空気さえ流れてこなかったら、とてもきれ

いな国だと思います。 

河和小６年 山木 咲良 

 私は今回、初めてホームステイで海外に行きました。初め

てのシンガポールは、想像していたよりも、自然がたくさん

ありました。家は、一軒家はあまりなく、マンションばかり

でした。私がおどろいたのは洗濯物の干し方です。マンショ

ンは、日本とちがい、ベランダがないので、長いぼうに直接、

洗濯物を干し、まどから垂直に出して干してありました。 

 イーミン小学校の、日本とのちがいは、給食です。日本のような給食ではなく、学校の

中に、いろいろなお店がいくつかあり、自分で好きな物を買って食べるという方式でした。

家から学校までは、遠いので車で登校していました。  

食生活で一番おどろいたことは、食事の回数が多いことです。日本では一日三回ですが、

私のホームステイ先では一日四回くらい食べました。おなかがすいていないのに、次のご

飯を食べないといけないので大変でした。お米は日本とちがって固くて、ポロポロでした。 

シンガポールで有名なマーライオンは、私が思っていたよりも大きかったです。マリーナ・

ベイ・サンズというホテルがあり、上にプールがあって、すごかったです。あと、大きい

観らん車に乗りました。日本の観らん車は四人乗れるのが多いですが、その観らん車は十

人くらいは乗れました。観らん車からは、マリーナ・ベイ・サンズやガーデンズバイザベ

イが見られて、とてもきれいでした。  

ホームステイでは、イーミン小学校で友達も少しできて、ホストファミリーのサブリナ

とも、とても仲良くできたのでよかったです。また機会があれば、ホームステイをしてみ

たいです。 

25



河和小６年 石川 輝 

僕は、シンガポール派遣に行けることが決まった時に、嬉

しさと不安が一緒に込み上げて来ました。 

勉強会の時は、英語になれようとしてとても必死だったけ

ど、少ししか覚えられなくて、行くのがとても怖かったです。 

シンガポールに着いて、やさしく迎えてくれて、ホッとし

ました。 

イーミン小でホストファミリーの子と一緒に授業を受けて、英語が分からなくて何を言

っているのか分かりませんでした。 

休日で、僕たちは、動物園と植物園とユニバーサルスタジオシンガポールへ行きました。

車の中から外を見ていたら、木がとても多くて、ビルがとても建っていたので、とてもび

っくりしました。 

おどろいたことは、ごみが全く落ちていなかった事です。日本だと、色々なところにペ

ットボトルやお菓子の袋が落ちているけど、シンガポールだと、ごみが見当たりませんで

した。 

シンガポールは、政府観光局や日本人会があり、シンガポールのことをくわしく教えて

くれて、シンガポールのことが少しずつ分かってきました。政府観光局と日本人会は、ふ

段は入れない場所らしく、僕はそんな所に入ったと思うと、とても貴重な経験になったな

と思いました。 

僕が残念だと思ったことは、ご飯が口に合わなくて、食べられなかったことです。 

河和小６年 磯貝 俊綺 

ぼくは、シンガポールにわくわくする気持ちで行きました。 

行った場所で印象に残っている所は、市場と消防署とマー

ライオン公園です。市場でドリアンを食べました。初めて食

べる事ができたので、うれしかったけれど、においがきつか

ったです。消防署では、水を発射させる体験をしたり、消防

車やバイクに乗らせてもらいました。ほかにも、出動する時

の物を着たり、さわらせてもらいました。初めての体験ばかりで、とても勉強になりまし

た。マーライオン公園で見たマーライオンは、想像していた以上に大きかったです。 

ホームステイ先の家族とごはんを食べに行きました。ごはんは、口に合わない物が多か

ったけれど、パスタは、ものすごくおいしかったです。 

ホームステイ先の家では、日本から持っていった竹とんぼやダーツのおもちゃで遊びま

した。ヨルダンは、初めて竹とんぼをやったけれど、ぼくよりもとても上手でした。 

別れの日に空港でヨルダンから手紙と絵をもらいました。手紙は、日本語で書いてくれ

てあって、うれしかったです。 

シンガポールにホームステイをする体験はなかなかできないと思うので、今回参加でき

てよかったです。これからもいろいろな体験をしていきたいです。 
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 河和小６年 加藤 大雅 

ぼくは、シンガポールへ行くことをすごく楽しみにしていま

した。どんなホームステイになるか、ハラハラドキドキして

いました。 

ぼくはこの６日間、すごく良い勉強になったと思います。

たとえば、日本とシンガポールのちがいが分かったからです。 

まず一つ目は、シンガポールでは家に入るときに、まず足

を洗い、家にいる時は必ず、はだしだということです。ぼくはこれを見てびっくりしまし

た。 

二つ目は、シンガポールのイーミン小学校ではお昼ご飯がバイキングみたいになってい

るということです。校舎も５階建てになっていて、すごく大きな学校でおどろきました。 

三つ目は、寝るときは必ずベットで寝るということです。 

四つ目は、シンガポールの人は、一日５回もご飯を食べるということです。ぼくはすぐ

におなかがいっぱいになりました。 

次にホストファミリーの子についてです。ぼくのホームステイ先の子は、トン・サデウ

スという名前です。ぼくはサデウスと呼んでいます。 

サデウス君は、ある遊びにむ中になっていました。それはベイブレードです。日本でも

有名なあの遊びです。カードゲームも持っていました。 

シンガポールの良いところも見つけることができました。シンガポールは街がきれいで

す。シンガポールではポイ捨てが禁止されていて、ばっ金がとられます。だからきれいな

のではないかと思います。 

最後に、ぼくはサデウス君との別れが悲しかったです。サデウス君のことを考えながら

日本へ帰りました。そしたら翌日、サデウス君から電話がありました。その時、一から十

までの数字を日本語でしゃべってくれました。すごくうれしくて楽しくて良かったです。

ぼくは、サデウス君に会えなくても電話で声が聞こえるから、ほっとしました。これから

もサデウス君のことはわすれません。 

河和小６年 平 桃媛 

私はシンガポールに行く前から、すごくきんちょうしてい

ました。役場で出発式をしてから、飛行機に乗りました。シ

ンガポールに向かう飛行機は、前にゲームなんかができる機

械がついていて、快適だなと思いました。私はゲームをやっ

ていました。 

シンガポールに着いてから、バスでイーミン小学校へ行き

ました。イーミン小学校は、私が今まで見たこともないくらい大きな学校でした。イーミ

ン小学校の子たちにすてきなパフォーマンスを見せてもらいました。それから、ホストフ

ァミリーの家に行きました。私はふつうに、土足で家の中に入っていったら、くつをぬい

で入ると言われておどろきました。他にもおどろいた事がいっぱいありました。 

私は、ホストファミリーとすごした時間を大切に思っています。シンガポールと日本の

ちがいを学ぶことができました。 
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河和小６年 中野 杏梨 

私はシンガポールに行く前に、本物のマーライオンを見た

いと思っていました。実際に見た感想は、テレビや写真で見

るよりも、とても小さかったことです。私は、ミニマーライ

オンもいることを知っていたので、ミニマーライオンも探し

てみました。マーライオンパークの大きなマーライオンの後

ろにあって、お水はちょこっとだけ出ていました。三頭目は、

政府観光局の敷地内に建っていました。他のマーライオンと比べると、顔つきが怖くて、

かみつかれそうでした。 

イーミン小学校に行くときは、バス、車、タクシーなどで通っていました。バスは、イ

ーミン小学校専用のバスでした。私とシアンちゃんは、バス通学でした。朝、起きる時間

がとても早くて大変でした。学校についても、空が暗かったので驚きました。 

学校で勉強するときは、ボールペンで書き、まちがえたら、修正テープを使っていまし

た。驚きました。 

食事は売店で買う子もいれば、食堂で好きな物を選んで、買って食べる子もいました。

私は、ラーメンを食べました。日本のラーメンとちがって、スープがあんかけのように、

とろとろしていました。ドリンクは、ミロを見つけたので、そればかり飲んでいました。

イーミン小学校の児童は、毎日好きな物を選んで食べていたので、うらやましかったです。 

最後に、ホストファミリーのみなさんには、いろいろな場所へ連れて行ってもらいまし

た。一生忘れない思い出ができました。 

河和南部小６年 青木 楓花  

私は、初めて外国に行きました。行く前はとてもきんちょう

していました。初めて英語で質問をして、答えてくれたので、

通じてうれしかったです。 

私がホームステイさせてもらった家は、前、私の家にホー

ムステイしてくれたジャスティナの家だったので、少し安心

しました。ジャスティナのお母さんとお父さんは、ご飯の用

意をしてくれたり、写真をとってくれたり、とてもやさしくしてくれました。 

イーミン小学校では、昼食を食堂で自分の好きな物を買って食べていました。日本とは

ちがい、給食ではありませんでした。 

シンガポールでは多くの日本人を見ました。メニューや商品にも、日本語がたくさん使

われていました。 

ジャスティナの家族と、マリーナ・ベイ・サンズやマーライオンの見える船に乗ったり、

お土産を買ってもらったりしました。ジャスティナともたくさんコミュニケーションをと

ることができて、ジャスティナと友達になれました。 

最後のシンガポールの日には、音吉さんのお墓参りに行ったり、ナイトサファリに行き

ました。ナイトサファリでカメラをなくしてしまったけど、お店の人が預かっておいてく

れました。とても治安がいい国なんだなあと思いました。 

ずっと、このシンガポールとの交流が続くといいなあと思います。 
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河和南部小６年 杉本 和香奈  

私は、初めて外国に行きました。初めての外国だったので

少し不安でしたが、出発前にホームステイ先にメールをした

ら、「英語を話せなくても大丈夫だよ。」と返事をくれたので、

ほっとしました。私が英語が理解できなかった時は、スーマ

ートフォンのアプリで日本語に変かんしてくれました。だい

たいはふんいきで分かりました。 

初めてホストファミリーの人達と会った時は、本当にうれしかったです。私は、ホーム

ステイの受け入れをしたのですが、シンガポールの子が急に来れなくなってしまい、会う

ことが出来なかったので、ホームステイ先が来てくれる予定だった子の家だと分かった時

から、すごく楽しみで、やっと会えたと思いました。 

出発前に気になっていたことは、食事です。私は、おいしく食べることができました。

タイ米だったけど、おいしかったです。シンガポールは、食事の回数が四回ぐらいあり、

おどろきました。 

二年前に、河和南部小の先ぱいがホームステイに行った時から、私にもチャンスがあれ

ば行きたいなと思っていたので、夢がかなって、本当に良かったです。 

最後に私はこの旅を通じて、改めて英語がどんなに話せないかが分かったので、もっと

もっと勉強をして、英語がペラペラになったら良いなあと思います。 

ホームステイさいこー！！ 

河和中2年 山田 諒 

僕は、今回のシンガポールホームステイの旅を通じて、と

ても多くのことを学び、経験することができました。そして、

心身ともに成長することができたと思います。 

僕にとって飛行機や外国は初めての経験で、とても緊張し

ました。乱気流の中の飛行機は怖かったですが、七時間半ぐ

らいのフライトでシンガポールに到着したときは安心しまし

た。到着後は、バスでイーミン小学校へ向かいました。そこでホストファミリーの方々と

初めての顔合わせをし、各家庭に行きました。僕がお世話になったホストファミリー・サ

ダナバス家族はとても優しく、素敵な家庭でよかったです。 

二日目にはニーアン中学校にリアムと登校し、授業を受けました。当たり前ですが、英

語での授業だったので内容があまり理解できませんでした。 

サダナバス家族が住む、大きなマンションの屋上にはプールがあり、天気も良かったの

で、そのプールで泳いだり、ボウリングに行ったりしました。日本の遊びとよく似ていた

ので、少し安心しました。また、シンガポールの観光名所、マリーナベイサンズやマーラ

イオン公園、チャイナタウンに連れて行ってくれたので、当地の食べ物を食べたり、下手

な英語で普段の会話をしたりと、シンガポールの生活を経験することができました。 

最終日のお別れ会は寂しかったけど、食事も美味しかったし、思っていたより英語での

会話ができたので楽しかったです。今回の経験を少しでも今後の生活に活かせるよう頑張

ります。 
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河和中２年 梅原 奈々花 

今回、ホームステイの旅を終えて、私はたくさんのことを

学ぶことができました。シンガポールと日本の違いはたくさ

んあります。 

衣・食・住すべてに違いがあり、街並みや学校、交通にも

ありました。 

食事は、シンガポールは他民族国家なので、中華料理、韓

国料理、インディアン、マレー料理、日本料理、さまざまな国の料理がありました。ほと

んどの料理が日本よりも辛く味付けしてあり、食べるのにすごく大変でした。でも、短期

間で、いろいろな国のご飯を食べることができてよかったです。 

言葉も、もちろん違います。ホームステイ中の会話は、ほとんど英語でした。ですが、

今のシンガポールでは、ほとんどの人がタブレットを持っており、会話に困ったときには、

それを使って日本語に訳してくれました。それと、私のペアの子のお姉ちゃんが日本が大

好きで、日本語が少し喋れて、日本のドラマやアニメの話を、日本語でしました。たくさ

ん勉強していて尊敬しました。 

私は、ホームステイに不安をもっていました。ですが、ホストファミリーのみなさんや、

ニーアン中学校のみんなは、やさしくて、想像以上に楽しい滞在になりました。今回の旅

での経験を、これからの生活に活かしていけたらいいと思います。 

河和中３年 清水 咲花 

私はシンガポールに行って大きく二つのことを学びました。

一つ目は、異国の文化を受け入れるところです。美浜町でも

中国人の方をよく見かけますが、一番初めに思うのは、中国

人だと偏見をもってしまうことです。テレビなどのマスメデ

ィアが伝えることがすべてではないと思います。なので他国

の文化を調べ、学び、受け入れることはとても大切だと思い

ました。 

二つ目は、自国のことをもっと知らないといけないということです。正確に文化を知ら

ないと相手に間違った情報を教えてしまいます。なので、これからは自ら、日本の文化を

学びたいです。 

シンガポールは人も良く、気候も良く、食べ物も良く、とても良い国でした。これから

もっと英語を勉強し、話せるようになったら再びホストファミリーに会いにいきたいなと

思いました。一生の友達となるように大切に付き合っていきたいです。 
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野間中１年 久綱 陽平  

このシンガポールのホームステイで、たくさんのことを体

験し学ぶことができました。初めて訪問したニーアン中学で

はとても歓迎してくれました。練習したパフォーマンスが盛

り上がってうれしかったです。ニーアン中には食堂があり、

生徒は好きなものを買って食べるそうです。給食がある日本

の中学と全く違うことに驚きました。  

ホストファミリーと対面して、最初は会話やコミュニケーションに緊張しました。自分

の気持ちを伝えることの難しさを感じました。Royce ファミリーはとても親切で、一緒に

楽しい時間を過ごしました。Royce ファミリーとお土産を選びながら楽しくチャイナタウ

ンを歩いたり、夕食時にドリアンにも挑戦しましたが、無理でした。  

初めて食べるものが多く、ぼくの様子を楽しそうに Royce ファミリーは見ていました。

家では、リラックスして一緒にリビングで過ごしました。 

一番の思い出は、話題のマリーナベイサンズのスカイパークからの景色です。地上200

メートル最上階からみたシンガポールの景色は最高です。マーライオン公園やガーデン

ズ・バイ・ザ・ベイが見えます。本当にきれいでした。最終日、空港での英語のスピーチ

が成功してよかったです。Royce が「Great!」と言ってくれてうれしかったです。別れは

つらかったけれど、また会おう！と約束しました。 

今後も英語を勉強して、今より会話ができるようになってもう一度会いたいと思います。

この経験を大切にして、これからも自分の知らない世界に挑戦していきたいです。 

野間中１年 岸岡 紗映 

私がシンガポールの旅で得たものは、「ホストファミリーと

の思い出」「自分自身の成長」です。ホストファミリーと過ご

した１つ１つの出来事全てが思い出です。例えば、バディと2

人で上手に会話ができなかったり、何かを失敗して 2 人で苦

笑いしたり、同じことをやって楽しく笑いあったり、小さな

こと全てがとても新鮮で私の宝物です。その中の一番の思い

出はいっしょに食事をしたことです。シンガポールの食事は

私の口に合いませんでしたが、残さず全て食べきることができました。それは、ホストフ

ァミリーとの楽しい時を大切にしたいという気持ちからです。私のためにもてなしてくれ

ているのに、残すなんてできませんでした。他にもわからない事や不安な事がありました

が、ホストファミリーのやさしさや笑顔のおかげで、乗りこえることができ、またそれが

結果的に自分自身を成長させることにもなりました。シンガポールには私が日本にいる時

のように、すぐ頼れる人がいませんでした。仲の良い友達もいなかったので、当日になる

と、この旅はどうなってしまうのかなとドキドキしていました。でも今思うと、その状況

だからこそ、私は今までにないくらい自分で考え行動することができたのだと思います。

一つ一つの成長は小さいですが、それは私にはとても大きな進歩となりました。それを今

実感することができます。それがとてもうれしいです。私が行く前に目標にしていた、英

語になれる、自分から話しかける、などたくさんのことが達成できました。このような貴

重な体験ができたのは、私がシンガポールへ行くために支えてくれた方々のおかげです。

この体験を忘れずに、これからの生活に活かしていきたいです。ありがとうございました。 
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野間中２年 野田 明希 

私は、今回のシンガポールでのホームステイの旅を通して、

さまざまなことを感じました。 

驚いたことは、私のホストファミリーなど、たくさんの人

が食事を屋台で済ましていたことです。日本では、家での料

理を食べることが普通なので、びっくりしました。また、マ

ーライオンが想像していたよりも小さくて驚きました。  

楽しかったことは、ユニバーサルスタジオシンガポールに行ったことです。日本と同じ

アトラクションや似ているアトラクション、日本にはないアトラクションなどがたくさん

あって、とても楽しむことができました。ナイトパレードでシンガポールの花火を見まし

た。日本のように円い形ではなかったけど、すごくきれいで感動しました。 

ホームステイでは、積極的にコミュニケーションがとれました。しかし、和英辞典など

に頼りがちだったのは反省点です。  

ホームステイ中は、話したいことが伝わらず、困ったこともたくさんありました。でも、

それ以上にシンガポールについてたくさん学ぶこともできました。 

いろいろな人種の人々がくらしているシンガポールと、私たちが住んでいる日本の同じ

ところや似ているところ、全然違うところなどをお互いに理解し合い、これからも両国が

仲良くいられればいいなと思いました。  

野間中２年 伊藤 有珠沙  

 私はシンガポールでの４日間、たくさんの発見をすること

ができました。 

ニーアン中学校では、理科、社会のほか、クラス皆で自己

紹介をして、いろいろな教科の授業を受けることができまし

た。初めて、教室に行ったとき、一クラスの人数がとても少

なくて、とても驚きました。席の並びは、縦に一列ずつでは

ありませんでした。授業中も、すごく明るい雰囲気で楽しかったです。クラスの皆がとて

も優しく接してくれて、友達もたくさん作ることができました。ニーアン中は、とにかく

大きかったです。ホールは冷房もついていて、野間中にも冷房がついていたらいいなと思

いました。 

 私は、土曜日にディアンの友達と一緒に、何ヶ所かデパートに行きました。シンガポー

ルのデパートは、スマートフォンのカバーがすごくたくさん売っていました。食品売り場

では、日本のお菓子が売っていましたが、日本より高かったです。また、シンガポールの

駅のエスカレーターは、スピードがとても速くて怖かったです。電車のスピードも速かっ

たです。 

 ホームステイをする中で、日本は幸せなんだなと感じました。ホストファミリーの家は

シャワーが無く、大きいバケツにお湯をためて洗いました。すごく不便でした。でも、シ

ンガポールの家はアパートでも意外と広く、夏でも日本よりとても涼しくて、過ごしやす

かったです。日本に帰ってきてからも、ディアンと今でもメールで仲良くしています。ま

た機会があれば、ディアンに会いにシンガポールへ行きたいです。 
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野間中３年 飯田 桃果 

 私はシンガポールに行って、たくさんのことを学ぶことが出

来ました。生活の違い、文化の違いなどを学ぶことができまし

た。生活の違いは、お風呂はもちろん無くシャワーだけだった

り、トイレにトイレットペーパーを流してはいけないと聞いた

ときはびっくりしました。食文化の違いでは、何回もご飯を食

べたり、すごく辛いものが好きだったりしてとても驚きました。

シンガポールの景色はすごくきれいでした。シンガポールにたくさんの友達が出来たり、

交流が深まったりして、とてもうれしかったです。そして、ホストファミリーにはたくさ

んの所に連れて行ってもらいました。ショッピングモールやプールに連れて行ってもらっ

たりして、とても楽しかったです。最初は少し緊張したけれど、どんどん話せるようにな

ると、言葉ではあまり通じませんでしたが、ジェスチャーなどを使って会話をすることが

できてとてもうれしかったです。最初は不安ばかりでした。でも、ホストファミリーが優

しく接してくれたおかげで、不安も消え、とても楽しいホームステイになりました。 

 短い間だったけど、日本との違いなど、たくさんのことが学べたし、たくさんの友達が

できて交流も出来て、とても中身の濃いホームステイだったと思います。とても楽しかっ

たです。そして、シンガポールに行って、日本の素晴らしさや家族の大切さを学べたと思

います。シンガポールに行って良かったです。 

野間中３年 松村 彰太 

僕がフレンドシップ草の根国際交流でシンガポールに行

き、日本との違いで特に印象深かったのは、学校の授業で

した。ニーアン中学校では毎回パソコンとスクリーンを併

用して授業を進めていて、後ろの席でも非常に見やすく、

また、映像で見る事によって授業に集中しやすかったです。 

僕も日常パソコンを使用していますが、授業にパソコン

が使えるということがとても興味深く、僕達の中学校でも

このような授業が出来ればいいなと思いました。あと、授業中の生徒の態度にもすごく見

習う点がありました。授業中騒がしくなったら、男女問わず気づいた人がお互い注意し合

い、授業がスムーズに進むように努めていました。発言に関しても、ためらわずに自分の

意見を発表していましたが、僕たちは発表に対してためらう事が多く、授業がはかどらな

い事もあります。ニーアン中学校の生徒のように積極的に発表や発言をし、また授業の妨

げになる事はお互い注意喚起し授業に取り組む事が、今後僕たちの学校にも必要だと強く

感じました。 

それと、目的であった英語によるコミュニケーションが、終日ホストファミリーと過ご

した時など、四苦八苦しながらではあったけれど実行できたことが僕の自信になりました

。今後もこの経験を活かせる事に挑戦していきたいと思います。 

そして、一人でも多くの人に参加してもらえるように、この交流のすばらしさを後輩達

にも伝えていきます。 
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 野間中３年 日比 量子 

私は、今回の国際交流で日本とシンガポールの違いをたく

さん体験することができました。ホストファミリーの家では、

お風呂場にバスタブがありませんでした。お湯につかりたか

った私は、残念でした。シンガポールでは入浴時にお湯につ

かるという習慣がなく、入浴はシャワーだけで済ませていま

した。 

また、玄関は種類の違う扉が二枚ありました。ドアと日本

の窓にある柵のような扉です。家に人がいるときにそれを網戸の代わりのように使ってい

ました。 

学校では、先生がマイクやプロジェクターを使って授業をしていました。食堂もあり、

昼食前にも生徒たちが自由に集まって軽食を取っています。中華、イタリアン、日本食な

どたくさんの種類の料理が売られて、とてもおいしそうでした。日本の学校も軽食をとる

時間があるといいなと思いました。ホームステイでは、自分の言葉が思うように伝わらず

翻訳機器を使って伝えていた事もあったので、今の自分の英語力では海外ではまったく通

用しないという事がわかりました。一生懸命勉強して、将来またシンガポールに行き、ホ

ストファミリーと再会して成長した自分の姿を見てほしいと思います。 
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引率者感想 

河和小学校 校長  澤田 泰尚 

 結団式では、「見ざる、言わざる、聞かざる」という猿の話をしました。今回のシンガ

ポールホームステイの旅はとてもよいことですので、大いに「見る、言う、聞く」を実行

してください。さらに、出発式では「沈黙は禁」の話をした覚えがあります。 

 現地では、すばらしい笑顔でホームステイ先に出かけていった姿が印象に残っています。 

やはり、小学生の児童には、一生懸命になじもうとしても、言葉も通じないこともあって

ホームシックになり涙雨が降ったとも聞いています。雨といえば、最終日の26日、マーラ

イオンの見学、音吉さんの墓参りの時、すごいスコールで予定を変更せざるを得ませんで

した。 

 言葉も通じない、習慣も違う異国で5日間も生活した経験は一生の宝となったことでし

ょう。私も同じです。これからの学校生活、いや人生に大いに役立てていってください。 

 今回のホームステイに参加した２７人の小中学生が健康で安心・安全に美浜の地に帰っ

て来られて、団長としてホッとしています。 

 こんな機会をくださった町・教育委員会に感謝いたします。是非、これからも続けてい

ってほしい企画ですので、よろしくお願いいたします。 
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野間中学校 教諭 清水 美貴 

 今回「フレンドシップ草の根国際交流ホームステイの旅」の小学生の引率という立場で、

参加させていただきました。 

 事前学習会ではシンガポールの歴史や英語について勉強したり、パフォーマンスに真剣

に取り組んだりする姿を見て、子ども達のやる気に満ち溢れる気迫を感じました。出発す

る時には、不安を感じていた子が多かった気がしましたし、またホストファミリーと初め

て対面した時にも、ぎこちない笑顔だった子もいました。やはり、言葉が通じないかもし

れないというプレッシャーが大きかったのかもしれません。しかし、次の日はどうでしょ

う。多くの子がニコニコしていて、言葉は通じなくとも、身振り手振りを使って自分の考

えを伝えているではありませんか。もちろん、事前学習で学んだ英語はきちんと伝わって

いたようです。しかし、言葉以上に心で交流しているのだな、ということを感じることが

できました。 

 シンガポール最後の日、話を聞いてみると、「まだ帰りたくない。もっと一緒にいたい。」

という声もあれば、「全然食事が合わなくて、ほとんど食べられなかった。早く日本のごは

んが食べたい。」という声もありました。良い思い出も、そうでない思い出も、子ども達に

とっては一つ一つが貴重な体験です。この日本や自分だけに目を向けるのではなく、広い

視野をもって、この交流で学んだことをこれからの生活に生かしてほしいと思います。 

河和南部小学校 教諭 鈴木 紳也 

美浜町フレンドシップ草の根交流で、二十七名の小中学生と共にシンガポールを訪問でき

たことをうれしく思います。 

 事前学習会では、一生懸命にメモを取りながら、シンガポールの歴史を勉強したり、英

会話の練習をしたりしている姿を見て、美浜町フレンドシップ草の根交流に対する子ども

たちの意気込みが伝わってきました。 

 シンガポールで、子どもたちが初めてホストファミリーと対面したときは、緊張のあま

りこわばった表情をしていました。しかし、翌日には、休み時間に一緒に昼食をとったり、

卓球をしたり、肩を組みながら写真を撮ったりと、とても仲良くなっていました。言葉は

うまく通じなくても、あっという間に、心と心でコミュニケーションをとっている姿に感

銘を受けました。 

 ホストファミリーとの最後の交流では、名残惜しそうに別れの言葉を伝えている子や別

れが悲しくて泣いている子がいました。短い時間でも、充実したホームステイをすること

ができたんだなと感じました。 

 今回の貴重な体験により、子どもたちは、様々なシンガポールの文化を身をもって学ぶ

ことができたと思います。それと同時に、日本の良さについても再認識できたと思います。

これらのことを生かして、今後の生活に役立ててほしいと思います。 

36



企画政策課 主幹 石川 喜次 

 この交流事業の参加にあたって、私自身、大勢の子供たちを遠方まで引率した経験は

なく、異国でのトラブルや生徒の対応に少し不安を感じていたところでしたが、団長の澤

田校長先生をはじめ、清水先生、鈴木先生他方々の協力のお陰で、生徒たちは全員無事に

交流を終えることができました。心から感謝申し上げます。 

交流の詳細は他の参加者が記していますので、町職員としてやや違った視点で述べさせ

ていただきます。今回の交流は小学生１７人、中学生１０人とともに６日間を過ごしまし

たが、子供たちは最初、緊張や不安を隠しきれない様子でしたが、現地ではあっという間

に溶け込んでいるように思いました。まだまだ英語でのコミュニケーショが難しい中で、

この交流を充実したものにできたのは、子供たちが参加に強い想いと自覚を持って積極的

に行動した結果だと思いました。交流を終え子供たちは、「英語がもう少し話せたらぁ」、

「自分の気持ちや考えが、相手に上手に伝わったかなぁ」「もっと英語を勉強したいなぁ、

しなきゃいけないなぁ」など感じたことと思います。これも大きな成長のひとつであり、

実行していただきたいと思います。実際、本人たちがこの交流でどんなことを得たかはわ

かりませんが、これから成長する上でこの経験を生かし、学生生活や社会人になっても、

がんばっていってほしいと思います。 

何よりもこの交流を通じて、国際的視野に立つことも大切ですが、異国シンガポールの

生活や文化等に触れ、感じることによって、自分たちの町の良さを再発見したり、大切に

して行こうとしたりする心と行動につながると思います。将来、生徒たちは、必ずや「美

浜」のまちを担う青年たちに成長していくことを確信しています。 

学校教育課 主事 鈴木 太一 

去年に引き続きこの事業を担当させていただきましたが、子どもたちが安全に旅をする

こと、またシンガポール派遣が子どもたちの今後にとって貴重な経験、思い出になっても

らえる旅にすることを第一に考えていました。今年は、6月に2年間中止になっていた美

浜町でのシンガポールからの受入事業も行うことができ、イーミン小学校とニーアン中学

校と双方向の交流ができていました。そのため、多くの子どもたちが行く前からシンガポ

ールの子どもたちと交流しており、例年になく盛り上がっていたように感じました。その

こともあってか事実子どもたちは現地で物おじすることなく、シンガポールで元気いっぱ

いに交流をしていました。また、美浜町の小中学校の代表として積極的にコミュニケーシ

ョンを試み、学校・政府観光局・日本人会では、現地の方の話をしっかりと聞き、シンガ

ポールのことを学ぼうとしていました。そして最後の報告会では、１人ひとりの子どもた

ちが短い期間ではありましたが、新しい経験、体験を経て成長した姿を見せてくれました。

そのような姿を間近で見せてもらい、小中学生のパワーに改めて感動させてもらったのと

同時に、この国際交流が子どもたちの成長の一助となれたことを嬉しく思いました。 

保護者の皆様も子供が一回り成長して帰ってきたのに気がつかれているのではないでし

ょうか。そのような貴重な体験をしてきた子どもたちに私からお願いしたことがあります。

それは今回体験したこと、また海外で体験して感じたことを大切にして、このことを今後

の高校、大学また社会人と成長していく中で生かしていっていただきたいという事です。

世界はシンガポールだけでなく、様々な国があります。今後は世界に興味をもち世界とつ

ながるチャンスを自らつかんでいってほしいです。 
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学校教育課 外国語活動指導員 斎藤 きくよ 

8月22日午前１０時３０分、期待とちょっぴりの不安を胸に小・中学生２７名を乗せた

シンガポール航空SQ671便は、セントレア空港を飛び立ちました。眼下に広がる伊勢湾

は朝日に照らされ、私たち訪問団にエールを送ってくれているかのようでした。 

 海外は初めてという子、ましてやホームステイは初体験という子ばかりでしたが、徐々

に緊張感もとれ、機内は和やかな雰囲気へと変わっていきました。わたし自身もほぼ20年

振りのシンガポール訪問であることと、現地の学校を訪問できるという期待感でいっぱい

でした。 

 チャンギ空港からイーミン小学校へのバスの車窓から見る街の姿は、かつてのものと劇

的に変化を遂げ、まるで別の国に来たかのようでした。「この発展を支えてきたエネルギ

ーは何なんだろう」という疑問が、まず湧きました。 

 イーミン小学校では、ブラスバンドの演奏と、今年５月に美浜を訪れた先生方の笑顔に

迎えられ、ホームステイプログラムが始まりました。翌月曜日、文化の違いと英語でのコ

ミュニケーションの難しさに戸惑いながらも、ホストファミリーとの２日間を過ごした子

どもたちは、一回り成長したような姿を見せてくれました。この間、自分の英語が相手に

通じた喜びと同時に、思うように意志が表現できなかった歯がゆさも感じたことでしょう。

これらの思いが、今後の外国語学習への動機付けになることを期待します。 

 「人こそ国の資源だ」という、ニーアン中学校のリョン教頭先生の言葉は、特に印象に

残りました。そしてその言葉は、前述の「シンガポールに発展をもたらしたものは何か」

という、私の疑問に対する答えとなりました。教育の大切さは、日本、いや美浜にも当て

はまります。ホームステイの旅という一粒の種が、将来必ずや実を結ぶことを確信してい

ます。この交流事業が今後も継続していくことを、心から願ってやみません。 
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