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平成３０年度 グローバル人材育成研修事業 参加者名簿 

 

【研修生２０名】 

 氏  名 学 年 所 属 研修班 備 考 

1 井 上  瑛 菜 高１ 嘉 穂 高 校 ２班  

2 岩 崎  七 海 中１ 幸 袋 中 学 校 ２班  

3 上 尾  は な 乃 中１ 筑 穂 中 学 校 ２班  

4 岡 松  夏 海 中３ 嘉穂高校附属中学校 ３班  

5 岸 本  篤 樹 中３ 嘉穂高校附属中学校 １班 班 長 

6 久 家  千 明 高１ 嘉 穂 高 校 ３班 班 長 

7 小 西  和 輝 中２ 嘉穂高校附属中学校 １班  

8 小 宮  紀 穂 中２ 嘉穂高校附属中学校 ３班  

9 齋 藤  凜 高１ 嘉 穂 東 高 校 ４班 班 長 

10 白 附  夢 音 中３ 嘉穂高校附属中学校 ４班  

11 菅 原  忠 輝 中２ 飯 塚 第 一 中 学 校 １班  

12 西 村   心 那 中１ 頴 田 中 学 校 ３班  

13 二 保  明 日 香 中３ 嘉穂高校附属中学校 ２班 班 長 

14 東   美 結 中３ 嘉穂高校附属中学校 ２班  

15 古 田   来 望 叶 中２ 幸 袋 中 学 校 ４班  

16 松 尾   珠 希 中２ 嘉穂高校附属中学校 ４班  

17 松 本   美 咲 中２ 日 新 館 中 学 校 ３班  

18 御 木   桜 子 中１ 庄 内 中 学 校 ４班  

19 水 沼   な な み 中２ 二 瀬 中 学 校 ２班  

20 林   利 欧 高１ 近畿大学附属福岡高校 １班  

 

【随行者４名】 

 氏  名 所   属 役  割 

1 諸 藤  幸 充    飯 塚 市 経 済 部 長 団 長 

2 福 田  隆 太 郎  飯塚市立二瀬中学校主幹教諭 生活指導  

3 大 津  リ サ 飯 塚 市 頴 田 中 学 校 教 諭 生活指導  

4 蘭  幸 子 飯塚市行政経営部国際交流推進室 事 務 局 
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平成 30 年度グローバル人材育成研修事業 実施日程 

 

 
期 日 場 所 備  考 

選 考 会  ９月２日（日）  ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 
英語筆記、作文、 

面接（日本語・英語） 

説 明 会  ９月２２日（土） 市役所本庁舎 事業説明、渡航手続き等 

事前研修① 

 ９月２２日（土） 

～ 

 ９月２３日（日） 

福岡県立少年自然の

家「玄海の家」 
宿泊研修 

事前研修② １１月４日（日） 市役所本庁舎 
研修経験者との交流 

ユニフォームデザイン 

事前研修③ １２月１６日（日） 市役所本庁舎 
外国人留学生との 

コミュニケーション研修 

事前研修④  １月２７日（日） 
嘉穂劇場 

市役所本庁舎 

飯塚市についての学習 

コミュニケーション研修 

説 明 会  ２月２４日（日） 市役所本庁舎 渡航に係る最終説明会 

事前研修⑤  3 月１０日（日） 市役所本庁舎 ホームステイの心構え 

現 地 研 修 

 ３月２５日（月） 

～ 

  ４月２日（火） 

アメリカ 

サニーベール市 

ホームステイ 

現地学生との交流 

（学校登校）など 

事後研修①  ４月１４日（日） ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 
研修の振り返り 

報告会に向けての準備 

事後研修②  ４月２８日（日） ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 報告会に向けての準備 

帰国報告会  ５月１２日（日） ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 研修報告 
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平成３０年度グローバル人材育成研修事業 現地研修行程表 

 

日付 場 所 スケジュール 

３月２５日 

（月） 

市 役 所 本 庁 舎  

福 岡 空 港  

成 田 空 港  

出発式 

成田空港へ出発 

サンノゼ空港へ出発 

 スタンフォード  

サ ニ ー ベ ー ル  

スタンフォード大学見学 

コミュニティセンターでウェルカムセレモニー 

ホストファミリーと対面 

３月２６日 

（火） 
サ ニ ー ベ ー ル  ホストフレンドと学校へ 

３月２７日 

（水） 

サ ニ ー ベ ー ル  

マウンテンビュー 

サ ン ノ ゼ  

サ ン ノ ゼ  

サ ニ ー ベ ー ル  

プラグ＆プレイ 

グーグル本社 

聖ヨゼフ教会 

テックミュージアム 

サニーベール歴史資料館 

３月２８日 

（木） 
サ ニ ー ベ ー ル  ホストフレンドと学校へ 

３月２９日 

（金） 
サ ニ ー ベ ー ル  ホストフレンドと学校へ 

３月３０日 

（土） 
サ ニ ー ベ ー ル  終日ホストファミリーと過ごす 

３月３１日 

（日） 

 

サ ニ ー ベ ー ル  
終日ホストファミリーと過ごす 

お別れパーティ 

４月１日 

（月） 
サ ン ノ ゼ  サンノゼ空港から成田空港へ 

４月２日 

（火） 

成 田 空 港  

福 岡 空 港  

市 役 所 本 庁 舎  

福岡空港へ 

市役所本庁舎へ 

帰国式 

  



第１回事前研修 9/22～23

事前研修の記録

4

第2回事前研修 11/4

～野外炊飯・自己紹介・ペーパータワーゲーム～

～先輩との交流・ユニフォームデザイン・創作四文字熟語～



第3回事前研修 12/16

第4回事前研修 1/27

第5回事前研修 3/10

～英会話回転寿司・英会話Tips～

～コミュニケーション研修 (Mistakes are OK! Don’t be shy!) ～

～ホームステイの心構え～

5



出発式

現地研修の記録
3/25

スタンフォード大学 Stanford University

6

～大学内見学・d.school訪問～



3/26・28・29

7

サニーベールミドルスクール Sunnyvale Middle School

コロンビアミドルスクール Columbia Middle School

ホームステッドハイスクール Homestead High School

フリーモントハイスクール Fremont High School

～ホストフレンドと学校登校～



3/27

8

プラグ＆プレイ Plug and Play

グーグル本社 Google

聖ヨゼフ教会 Cathedral Basilica of St. Joseph 

～マーク・カトウさんのセミナー・施設内見学～

～社内見学～

～施設内見学～



3/29

9

テックミュージアム Tech Museum

サニーベール歴史資料館 Sunnyvale Heritage Museum

お別れパーティ Farewell Party

～アトラクション体験・施設内見学～

～施設内見学～



ホストファミリーとのお別れ

帰国式

4/1

4/2
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嘉穂高校 １年 井上 瑛菜

現地研修の思い出

今回の研修ではアメリカの良さをすごく感
じましたが、それと同じくらいに日本の良さ
を感じました。日本を離れてみて初めて日本
の治安の良さや文化の素晴らしさを感じまし
た。しかし、やはり世界一の先進国であるア
メリカの教育や考え方というのは日本よりも
上だなと思いました。まず、アメリカの学校
はとにかく自由の一言に尽きると思いました。
髪型も服装も授業も全て自由です。授業中に
ガムを噛む、席を立つ、先生は寝ている生徒
に紙を投げて起こすなど毎日が驚きの連続で
した。しかし、そんな授業でも生徒はやらな
ければいけない事はちゃんとしていました。
そんな教育法だからこそ生徒が自由に考え、
発言でき、これからの未来の最先端で働く人
材が産まれるのも当然だなと思いました。
そしてこの9日間で今までの私の英語の勉

強法では海外では通用しない事を身を持って
感じました。今まで私は単語を覚えるのに正
しい読み方でなく、Ｏｒａｎｇｅをオランゲ
というように、アルファベット読みで覚えて
いました。そのせいで、ホストファミリーと
話していても伝わらない場面が多々ありまし
た。だからこれからは、テストのためだけの
英語だけでなく大人になっても使える英語を
身に付けたいと思います。さらに、今まで単
語を覚えるのに費やしていた時間をもっと短
縮して使える英語を身に付けていきたいです。

Plan（計画）

私は、自分から積極的にコミュニケーション
をとるということに挑戦したいです。だから、
自分の英語に自信を持つためにまず単語を覚え
たいと思います。それでもサニーベールで上手
く英語が出ない時はジェスチャーなどを交えて
自分が言いたい事を伝えたいと思います。でも、
何より大切にしたい事はとにかく楽しむことで
す。最初で最後かもしれないこのチャンスを無
駄にせずに有意義なものにしたいと思います。

Do（実行）

私はたくさんの人と話すという目標を立て
ていました。私は比較的人と仲良くなるのが
下手なのですが、研修の中で一対一で外国の
方と話す機会があり、現地ではそれほど抵抗
なくホストファミリーや学校の先生などと話
すことができました。しかし、学校では話し
かけられるばかりで自分から話しかけること
ができませんでした。自分からもっと積極的
に話しかければよかったなと思いました。

Check（評価）
私がサニーベールでたくさんの人と話せた

のは研修の他に、ずっと習っていた英会話の
レッスン数を増やしたり学校で毎朝ラジオ英
会話を聞いたりしていたお陰だと思います。
一方で、自分から話しかけられなかったのは
「話しかけてもし英語が分からなかったらど
うしよう」という心配があったからです。出
発前に何のために行くのかをしっかりと思い
出して自信を持てていればよかったなと思い
ます。

Action（改善）

私のこのサニーベールでの研修を通して一
番の収穫は発音が良くなった事です。これは
今までのように学校で英語を勉強するだけで
は得られなかった事だと思います。これから
の英語の授業でも単語を覚える時は、発音も
正しく覚えようと思いました。また、この研
修で英語の必要性を強く感じ、さらに自分の
英語スキルを上げていこうと思いました。
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幸袋中学校 １年 岩崎 七海

現地研修の思い出

メイちゃんとはたった一週間でしたがとて
も仲の良い友達になることができました。学
校では、たくさん作った名刺のおかげで、友
達がたくさんできました。
授業は「投げられたボールをキャッチして

答える」や、「ゲーム形式で問題をとく」な
ど、とてもユニークでいろいろな工夫がして
ありました。また、社会のテストではメイ
ちゃんと一緒に勉強したかいあって13点中の
8点で5の中で4の評価をもらえました。
学校の生徒さん達は聞いてたとおりフレン

ドリーで積極的に話しかけてくれて、私は
「Ｈｉ！」のあいさつをいつもの十倍のテン
ションで返しました。マーク加藤さんが話し
ていたアメリカと日本の考え方がとても違い、
私はアメリカの考え方がとても良いなと思い
ました。確かに日本人の頭には失敗は恥とい
う考えが生まれた時から脳に植えつけられて
いるところがあります。アメリカの固定概念
にとらわれない考えが好きになりました。
思い出の居場所を作るために、メイちゃん

と同じネックレスと服を買いました。今でも
ネックレスを見るとメイちゃんやサニーベー
ルのことが思い出されます。
アメリカはやはり自由な反面、危険なこと

も多く、悪い人に３回声をかけられました。
メイちゃんのお母さんは良い人ということが
オーラにでている感じの人でした。
この研修で本当に色々な事を学びました。

正直、日本に帰りたくなかったです。今も毎
日メイちゃんと連絡を取り合っています。い
つかもう一度アメリカに帰って、メイちゃん
とたくさんお話がしたいです。

Plan（計画）

私は、仲の良い友達をつくる事に挑戦したいで
す。そのためには、出発までにコミュニケーショ
ンがとれる「日常的な英会話」を身につけ、サ
ニーベールではそれを生かして積極的に話し、多
くの現地の友達を作ります。また、アメリカでし
か味わえない独特の生活習慣を経験したいです。
この研修でしか味わえない体験で、チャンスだと
思うので、楽しみながらもしっかり学んで、将来
につながる良い研修にしたいです。

Do（実行）

私は、「自分から積極的に話し、友達をつく
る」ということを目標としました。事前研修で身
につけた「日常的な会話」のおかげで学校内のい
ろいろな人に話しかけることができ、たくさんの
友達を作ることができました。「この研修でしか
味わえない体験をチャンスと思って、しっかり楽
しみ、学ぶ」ということも目標にしていましたが、
現地ではホームステイ先の家族の英語がわからな
かった時にメイちゃんの日本語に頼ってしまい、
目標をうまく達成することができませんでした。

Check（評価）
積極的に学校の人たちと話し、友達を作るこ

とができたのは、出発前に身につけた「日常会
話」のおかげだと思います。しかしその他にも
「名刺を渡すこと」によって、話すきっかけが
できたり、仲良くなることができたと思います。
自分の耳や英語の話す力に自信が持てず、メイ
ちゃんの日本語に頼ってしまったのは自分の心
の弱さが原因だと思います。その他には、もっ
と家庭で使う英単語を身につけていくことがで
きれば良かったと思います。

Action（改善）

私の夢は通訳です。通訳に英語は必須だと私
は思います。実際アメリカに行くことで、もっ
と英語を習ばなくてはという気持ちが強くなり
ました。この研修は夢に対しての私の気持ちを
より一層強くしてくれました。また「海外の人
と話す」という経験は、自分のスピーキング向
上に繋がったと思います。このことを、将来の
通訳に活かしていきたいと思います。
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筑穂中学校 １年 上尾 はな乃

現地研修の思い出

１日目、出発してから、ずっと飛行機の中
にいたので疲れました。でも、機内食がおい
しくてうれしかったです。サニーベールにつ
いてウェルカムセレモニーのときにホスト
ファミリーがとても明るく受け入れてくれて
うれしかったです。２日目は学校に行って、
たくさんの友達ができました。３日目はたく
さんのところに行きました。とくにグーグル
本社では「やったことないからやってみる」
ということを学びました。４日目、５日目は
学校に行きました。５日目、学校が終わって
から、みんなでボーリングに行ってすごく盛
り上がりました。６日目はファミリーといっ
しょにサンフランシスコに行って、たくさん
のお土産を買いました。７日目は遊園地に行
きました。ジェットコースターが日本のもの
と比べものにならないほど怖くて、叫ぶこと
すらできなかったです。
お別れパーティーではみんなのホストフレ

ンド、随行者も一緒に「はないちもんめ」を
して、とても楽しかったです。夜にはファ
ザーとフレンドといっしょにおそろいのネッ
クレスを買いに行って、家に帰ってから、一
緒にたいこの達人をやりました。
最後の日の出発のとき、帰りたいけどまだ

サニーベールに居たいという、複雑な気持ち
になりました。日本に帰ったら、行くときは
そうでもなかった時差ボケがすごかったです。
これからも、たくさんのことに積極的にいき
たいです。

Plan（計画）

サニーベールでは、友達は5人は作りたいと
思っています。そのためには、英語で自分が言
いたい事を言えるようになります。もしも、英
語で表現しにくいことは、ジェスチャーと英語
とやる気と元気で、乗り越えて、自分が伝えた
い事を伝えれるようになりたいです。そのため
に、日本では、なるべく多くの単語や文法を覚
えて、ジェスチャーを使う回数を少なく出来る
ように取り組みたいと思います。

Do（実行）

私が現地でできたことは、友達を5人以上
作るということだと思います。また、ホスト
フレンド・ブラザーとも、とても仲良くなっ
たことです。できなかったことは、『英語
で』うまくコミュニケーションを取るという
ことです。

Check（評価）
友達が5人以上できたのは、とにかく笑顔で

いたことだと思います。ホストフレンド・ブ
ラザーと仲良くなれたのは、共通点を自分か
らさがしにいったからだと思います。英語で
コミュニケーションができなかったのは、出
発前の準備、勉強が足りなかったのではない
かと思います。

Action（改善）

つねに笑顔でいることは、周りも笑顔にす
るし、共通点をさがすことはすぐに仲良くな
るコツだと思うので、これからもずっと続け
ていきたいと思います。準備不足だったのは、
学校生活にも、言えることだと思うので、
しっかりと活かしていきたいと思います。
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嘉穂高校附属中学校 3年 岡松 夏海

現地研修の思い出

不安だらけでした。コミュニケーションは
上手くとれるのか、食べ物はおいしいの
か・・・。しかし、研修を終えた今、そんな
不安は必要なかったと確信を持って言えます。
9日間の現地研修で私は、アメリカの雰囲

気を味わい、日本とアメリカの違いを実感す
ることができました。まず空港を出て最初に
気づいたのは、車線の多さと標識の大きさで
す。そして次の買い物研修でハンバーガーの
大きさに衝撃を受けました。一番印象に残っ
ているのは学校です。先生ではなく生徒が移
動することや、授業中は自由度が高くて飲食
しても突然席を立ってもよいことなど、日本
との大きな違いを知って驚きました。そして
友達もたくさんできて、とても嬉しいです。
ホストファミリーはとても優しい方でした。
私が聞き取りやすいスピードで話してくれた
り、私が何かを言おうとすると一生懸命聞き
取ろうとしてくれたりしたので話しやすかっ
たです。有名なハンバーガー屋やピザ屋に連
れて行ってくれて、週末はサンフランシスコ
で買い物をさせてくれました。退屈と思う暇
がないくらい充実した9日間でした。
今回の研修で、英語はもちろん、他国の文

化を知る喜びや他国の人と話す楽しさを学ぶ
ことができました。そして、色々なことに興
味を持ち、挑戦する大切さを実感しました。
英語教師という夢を叶えたとき、生徒に外国
の魅力を伝え、世界への興味を持たせられる
人になりたいと思います。

Plan（計画）

私は、この研修で成し遂げたいことが大きく
分けて二つあります。ひとつは、英語のコミュ
ニケーション能力を高めることです。研修まで
に自分の紹介や興味のあることなどをきちんと
話せるようにして、サニーベールでは積極的に
笑顔で会話する事を心がけようと思います。二
つ目は、アメリカの文化を学んだり、雰囲気を
味わったりすることです。英語教師という夢が
叶ったとき、英語で外国の魅力を伝えたいです。

Do（実行）

現地研修でできたと自信を持って言えるのは、
異文化を理解したことです。日本とアメリカの
違いを様々な場所、場面で学ぶことができまし
た。交通や学校、会話、お店の中でたくさんの
文化の違いが表れていました。あまり思い通り
にいかなかったのが、コミュニケーションです。
日が経つにつれてリスニング能力は向上してい
ると実感しました。でも、スピーキングは緊張
や能力不足で上手く伝えられない時が度々あり
ました。

Check（評価）
異文化を理解できた理由は、興味を持って知ろ

うとしたからだと思います。私は気づいたことが

ある度にノートにメモしをしていました。また、

不思議に思ったら質問すること、これが大切だと

思いました。 聞き取るときは、文法などはあま

り気にせず、聞こえる単語をつなぎ合わせて意味

を考えることに集中しました。後悔していること

は、伝えたいと思ったことを口に出さなかったこ

とです。間違うことを恐れてしまいました。

Action（改善）

私はこの経験を、これからの日常生活はもち
ろん、自分の将来の夢を叶えたときでも活かし
ていきたいと思っています。積極的にコミュニ
ケーションを取ること、色々なことに興味を持
ち、疑問に思ったら迷わず尋ねることなどを常
に心がけたいです。また、私の夢は英語教師で
す。多くの子どもたちに、この経験をしてほし
いと思います。この話をすることで、子どもた
ちに世界への興味を持たせられるような人にな
りたいです。
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嘉穂高校附属中学校 3年 岸本 篤樹

現地研修の思い出

まず、サニーベールに来て思ったことは、
日本と全然違うということだ。グーグルでは、
さまざまなアイデアを出すために壁のデザイ
ンが工夫されていたり、ビリヤードがあった
りと、日本では考えられないと思った。しか
し、そんな大企業が集中しているところでも、
日本と違って自然豊かなところにさらに好感
をもてた。土曜日には、ホストファミリーと
サイクリングに行った。空気がとても澄んで
いて、道も荒れていなかったので、とても心
地がよかった。とても住みやすい都市なので、
こういうところに住んでみたいと思った。日
曜日には、僕の希望どおりゴールデンゲート
ブリッジに行った。橋の大きさとそこから見
える景色は圧巻だった。サンフランシスコは、
住宅がユニークな色や形をしていたり、近く
に海があったりと、とても心地よい場所だっ
た。
ホストファミリーは、両親共に医者で、家
もとても豪華だったので、驚いた。アビと
ローハンはとても優しく、日本人よりも気づ
かいができるので感心した。日本語の授業も
受けていたので、一緒に受けてみると、日本
での英語の授業とあまり変わらなかったが、
日本語を学ぼうとしている人がたくさんいる
ことを知り、嬉しかった。アメリカ人同士の
話は、とても速く、会話に入ることができな
かったので、その会話に入れるようにこれか
らもっと英語を勉強しようと思う。

Plan（計画）

海外研修では、ホストファミリーとの交流
を通して、英語でのコミュニケーション能力
を向上させたい。そのために、積極的に英語
を勉強しようと思う。また、海外の企業見学
をしたり、アメリカの食べ物を食べたりして、
日本では出来ない事をたくさんしたい。出発
までに、サニーベールについて調べ、文化や
習慣を知った上で、アメリカの雰囲気やホス
トファミリーとの交流を楽しみたい。

Do（実行）

海外研修では、事前に特に英語を聞く練習
をしていたので、英語を聞き取り、それに柔
軟に対応するコミュニケーション能力を向上
させることができた。また、グーグル見学や
スタンフォード大学見学などの貴重な体験や、
サイズの大きい食べ物を食べたりなど、日本
ではできないことができた。しかし、学校が
午前中までということもあり、学校ではあま
り友だちをつくることができなかった。

Check（評価）
英語でのコミュニケーションがうまくでき
たのは、事前に英語を勉強したり、相手の質
問に対して「イエス」と「ノー」をはっきり
言うことを心がけていたからだと思う。また、
ホストファミリーとのメールで行きたいとこ
ろを書いていたので、たくさんの場所に行く
ことができた。学校では、学校の人と話すタ
イミングやきっかけがなかったので、きっか
けをつくって積極的に話しかけるべきだった
と思う。

Action（改善）

今回の研修では、英語能力ももちろんだが、
相手にうまく対応するコミュニケーション能
力を向上させることができたので、日本でも
活かしたい。また、アメリカに行って、スタ
ンフォード大学やグーグル、ゴールデンゲー
トブリッジなど、さまざまなものを見て、学
んだだけでも貴重な経験なので、今度は普通
に会話ができるくらいに英語を勉強して、自
分の力でアメリカに行き、たくさんのことを
学びたい。
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嘉穂高校 １年 久家 千明

現地研修の思い出

私は、日本の魅力を現地の人に伝える為に
日本の事を勉強しましたが、上手く伝える事
が出来ませんでした。学校では、積極的に私
に話しかけてくる友達、サニーベールの事を
必死で教えてくれるホストファミリー、現地
ではたくさんの人の温かさに触れ、有意義に
過ごす事が出来ました。サニーベール市では
たくさんの思い出が出来ました。その中でも
私は、現地の学校の様子と日本の学校の様子
の違いに驚きました。日本の学校の方が良い
と思った所は、全体的に行儀が良い所です。
現地の生徒は、隣の机に足を乗せて授業を受
けたり、おかしを食べながら授業を受けたり
していました。そこは、日本の教育は素晴ら
しいと思いました。反対に、現地の生徒の方
が良いと思った所は、日本の生徒と違って圧
倒的に積極的な所です。日本の生徒は、発表
する事が恥ずかしい・間違えたくないと思う
人が多いですが、現地では発表していない生
徒がいないくらい積極的で、生徒が発表した
意見に別の生徒が反対したり、付け加えたり
して一つの意見を出し、良い物を全員で作り
上げていました。私も日本でこのような積極
的な授業に参加したいと思いました。日本の
良い所も改めて知ることができ、サニーベー
ルの良い所も知ることができたこの研修は素
晴らしいなと思いました。この研修に参加で
きた事はとても誇りに思っています。

Plan（計画）

積極的に自分から話しかけることに挑戦した
いです。そのために、マイノートを作ったり、
アメリカに行くまでの間に、英語を勉強してス
ムーズに話せるようにしたいです。サニーベー
ルに行ったら、マイノートやそれまで勉強して
きた事を生かして、ホストファミリーやサニー
ベールの学校の友達に飯塚の事を教えてあげた
り、私の紹介をしたりして、コミュニケーショ
ンをとりながら、仲良くなっていきたいです。

Do（実行）

マイノートを作成し、飯塚の事を伝えサニー
ベール市の事を知りたいと考えていました。私は、
何とか飯塚の魅力を伝えようと、伝統的な祭りや
習慣を説明してみましたが、詳しく伝える事は出
来ませんでした。しかし、現地の人は、私にサ
ニーベール市の事を伝えようと、実際にその場に
行き、私に伝わる単語とスピードで説明してくれ
て、家族の一員のように接してくれた事で、サ
ニーベール市の人の温かさを感じる事が出来まし
た。

Check（評価）
飯塚の魅力を現地の人に上手く伝えられなかっ
た理由は、私が英語の勉強が足りなかったからだ
と思います。また、サニーベール市の事をたくさ
ん知ることができたのは、ホストファミリーが私
の事を想ってサニーベール市の事を教えてくれた
からだと思います。しかし私は、飯塚市に行った
事がないホストファミリーの事を深く考えずに準
備してきたので、どのように伝えたらいいかの想
像が足りなかった事が問題点だったと考えます。

Action（改善）

私は、英語の勉強が足りなかったという問題点
に関しては、今後、学校の授業に加えて家で英語
を勉強するなどの対策をとっていきたいと思いま
す。ホストファミリーの気持ちを考えずに、飯塚
市について準備して準備が足りなかったという問
題点に関しては、相手の為に行動を起こそうと
思った時はいつも、相手がそのような気持ちで、
今どのような事を思っているのかなどを考え、何
事でも相手を想って準備を完璧にしていきたいで
す。
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嘉穂高校附属中学校 2年 小西 和輝

現地研修の思い出

僕が今回の海外研修に応募したきっかけは、
昨年の6月にアメリカ人をホストファミリー
として受け入れた時にさかのぼる。日本に来
てまだ、2ヶ月もたっていないのに、箸の使
い方や日本語が上手だったので、その理由を
聞くと「本物を見て、感じて学んだから。」
と答えてくれた。その時僕は「アメリカを見
て、感じて学びたい。」と思った。
合格を知った時は、楽しみな気持ちと「今

の僕が行って大丈夫なのか。」という不安の
両方を感じた。が、そんなのは事前研修を重
ねるごとに自信に変わっていった。現地に着
いてからは緊張はしたが、やさしいホスト
ファミリーにサンフランシスコやゴールデン
ゲートブリッジ等の色々な所につれていって
もらった。授業中の飲食がかなり自由という、
日本では考えられないような学校での生活も、
みんなフレンドリーに話しかけてくれて、日
本との違いを感じながら、用意してきた名刺
を交換したり、体育の授業でバドミントンを
いっしょにしたりして、みんなと仲よくなる
ことができ、充実した研修を送ることができ
た。

今回の研修で僕はコミュニケーション能
力や、日本にいるだけでは得難いであろう
「自分の意思をはっきりさせること」など、
色々なことを学んだ。これからそれらを活か
すことができる日が必ずくると思う。そんな
ときには、今回の研修で得たことを思い出し
て、頑張っていきたいと思う。

Plan（計画）

まず一つ目の目標として、現地の学校の
生徒やホストファミリー達と、積極的に英語
でコミュニケーションをとっていきたい。二
つ目は、アメリカの生活や文化を、学びたい。
具体的には、アメリカの食生活や、学校生活
などについて学びたい。そのために今回を含
めたら５回の事前研修に一生懸命取り組んで、
出発までに今よりもっと英語を話し、理解で
きるようになっていきたい。

Do（実行）

積極的にコミュニケーションをとるという
目標について、家でホストファミリーと過ご
したり学校の生徒と授業を受けたりして達成
することができた。しかし、自分の英会話能
力を向上させるという意味では、現地でも日
本人といっしょにいる時間が多くあったため、
自分が目標としていた所ぐらいまでは出来な
かったと思う。

Check（評価）
成功した点については、現地の人との名刺

交換や、お菓子をあげるなどの活動が功を奏
し、達成できたと考えられる。半面、英語力
向上が思っていたより出来なかったのは、日
本人といる時間が多かったのと、単語をつな
げることによっての会話で意思を伝えること
が出来てしまったためである。しかし、これ
により、現地では文法は不得手でもある程度
は通用するということが学べた。

Action（改善）

今回の英語圏での生活体験をもとに、これ
からの英語の授業や活動に生かしていきたい。
また、６月にはサニーベールからの留学生の
ホストファミリーとして参加させてもらって
いるのでその際に、早速今回の研修で得た英
語能力を使って、留学生の子の日本での生活
を有意義なものにしてあげるのと同時に、自
分の学校の生徒とその子の橋渡し役になって
あげたいと思う。
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現地研修の思い出

私が研修で一番心に残ったことはアメリ

カと日本の考え方の違いです。日本は前例が

ないとしない、アメリカでは前例があるとし

ない。どっちの方が楽しいでしょうか。私に

は、アメリカの考え方の方が合っていると思

います。私は人と同じことをするのがあまり

好きではありません。だから将来は必ず海外

で働きたいと思いました。

また、海外の学校に行ったことはとても

良い経験でした。様々な人種の人がいて、み

んな人種のことなど気にせず、とても仲が良

さそうでした。それぞれがそれぞれの良さを

認めていて、楽しい雰囲気でした。授業では

積極的に手を挙げていて、日本と全然違うな

と思いました。

私はアメリカにホームステイに行って考

え方がガラリと変わりました。今までは人か

ら自分がどう思われているか、この行動をす

ることでどう思われるようになるかをとても

気にしていました。しかし、もう人の目は気

にしないようにしようと思います。様々なこ

とにチャレンジして、失敗を経験にして、将

来自分のなりたい姿に一歩ずつ近づいていき

たいと思います。人と違うことをして、輝き

たいと思えるようになりました。１４歳とい

う若いうちに素晴らしいことにチャレンジで

きて本当に良かったと思います。

Plan（計画）

私は、サニーベール市でたくさん友達を作って

色々な所へ行きたいです。アメリカでしかできな

いことをしたり、アメリカにしかないものを見た

りしたいと思っています。また、ホストファミ

リーともたくさんコミュニケーションをとって仲

良くなりたいです。そのために、学校にいらっ

しゃる外国人の先生とたくさん話して少しでも英

語が話せるようにし、サニーベールではそれを生

かして有意義なものにしたいと思っています。

Do（実行）

私は現地で友達をたくさん作ることができまし

た。様々な人種の人がいて、みんな優しく声をか

けてくれました。日本人の人も何人か見かけて、

その内の一人ととても仲良くなれました。私は彼

女らのように英語を話せるようになりたいと強く

思いました。私はホストファミリーとあまり仲良

くなることができませんでした。全然会話もなく、

打ち解けることができないままホームステイが終

わってしまいました。

Check（評価）

私は学校にいるときは笑顔でいることに気を

つけました。笑顔でいることでたくさんの人が

声をかけてくれました。ホストフレンドはあま

り話す子ではなく自分から話しかけても、あま

り笑ったり話したりしてくれず、寂しかったで

す。ホストフレンドは妹とよくゲームをしてい

て、私は遠くから見ているだけだったので、話

しかければよかったと思いました。

Action（改善）

私はこれからの自分の意見をはっきり言う
ようにしようと思いました。今までは自分が
やりたくても友達がやりたいと言えばゆずっ
ていました。そのため、色々なことにチャレ
ンジできずにいました。しかし、これからは
海外の人達のようにしっかり意見を言おうと
思います。チャレンジして失敗しても、経験
としてどんどん次につなげていきたいと思い
ます。
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嘉穂東高校 １年 齋藤 凜

現地研修の思い出

フリーモント高校では、日本人研修生は私
一人でした。最初はとても緊張しましたが、
フレンドリーに話しかけてくれたり、日本語
を勉強しているフリーモントの高校生が、日
本語で話しかけてくれたりして緊張もほぐれ
ました。ダンスの授業では、Ｓ２Ｉで２年前
に日本に来ていたジェイちゃんと再会しまし
た。あまりの日本語の上手さに驚きました。
そして、学校登校最終日の放課後、２年

前にホームステイで受け入れたナタリーとナ
タリーの両親と再会することができました。
一緒にボーリングをしたり、２年前の思い出
話で盛り上がりました。別れ際、また絶対に
会うという約束をしました。次会うまでに、
頑張って英語を勉強して今以上に英語でコ
ミュニケーションが取れるようにしようと思
いました。
ホストファミリーとは、一緒にやりたいこ
と、行きたい場所のミッションがありました。
そのミッションは、まだ沢山残っているので、
「この続きは今度！」とホストマザーに言わ
れたので、残りのミッションを達成する為に
また、絶対に会いに行きます。

Plan（計画）

私は、アメリカへ行けるという大きなチャ
ンスを頂くことができました。月一度の事前
研修を終えるたびに、アメリカへ行けるとい
う期待が膨らんできました。このチャンスを
自分の将来に繋げられるよう現地研修では、
積極的に自ら行動したいと思います。

Do（実行）

現地研修では積極的に自ら行動することが

でき、ホストファミリーと強い絆を築けるこ

とができました。この絆で、これからも交流

を続けていくつもりです。たくさんの刺激を

受け、たくさん笑い、たくさん泣いた一週間

でした。

Check（評価）
ホストファミリーと強い絆を築くことがで

きたのは、積極的にコミュニケーションを

図ったり、失敗を恐れずに行動できたからで

す。それと、ホストファミリーが私を温かく

迎えてくれたからです。
帰国前日の夜、書いていたお礼の手紙を読み
ました。そして、家族皆が泣いてくれました。

Action（改善）

現地研修で、今までの“自分”から大きく
変わることができたと思います。これからの
自分の将来の事や人生について、とても考え
させられました。このことをきっかけに、自
分の夢への第一歩が踏み出せました。アメリ
カでの経験をこれからの自分の夢へ繋いでい
ける様、これから英語の勉強を頑張っていこ
うと思いました。
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嘉穂高校附属中学校 3年 白附 夢音

現地研修の思い出

アメリカは予想通り、広大で国際色豊かな
国であり、予想以上に親切な人がたくさんい
る国でした。アメリカには、「どっちも」が
無く、どっちもと言った時には、「比べたら
どっちがより好きか」を聞かれた程、白黒
ハッキリした答えを求められる所なのだと実
感しました。ですが、私があまり気に入らな
かったのは食べ物に手をつけないでいると次
の日はそれが無くて別の物になっていて、
「嫌い」と言った訳ではないのに汲み取って
くれたこともあり、例外もあるのだなと思い
ました。
私のホストマザーは環境問題にとても関心

がある方で、日本はソーラーパネルがアメリ
カに比べて少ない、と言っていました。私は
アメリカに来て、日本の環境問題に対する消
極的な姿勢に気付かされました。また、私の
家のお手伝いの話で兄はあまりしないという
話になった時、「アメリカは男女平等な国な
のよ。」と言っていました。確かにホスト
ファザーがお皿洗いをしている所をよく見か
けました。日本は昔と比べて、男女平等の考
えが広まっているけれど、まだまだ全然イ
コールの関係になれていないと思います。そ
のことを改めて感じました。
今回の研修は、現地で生活しなければ分か

らない、感じられない、貴重な経験が出来た
ものになりました。自分の強み、弱い所を再
確認し、これらの経験を糧にもっともっと英
語を学び、使い、上達させて、もう一度アメ
リカに行きたいと思います。

Plan（計画）

目標は大きく分けて２つあります。１つ目
は実用的な英語力を身につけることです。２
つ目はコミュニケーション能力を高めること
です。私は、この２つの目標を達成するため
に、出発までの事前研修を積極的に取り組み
たいと思います。そして、サニーベールでは
その研修を生かして、ホストファミリーや現
地の友達と仲よくなって、アメリカと日本の
違いを肌で感じてみたいです。

Do（実行）

実用的な英語を身につけるということが一
つ目の目標でしたが、現地では英単語が思い
浮かばなかったり、発音が違っていたりして
会話をするのにとても苦戦しました。一つ目
の目標は達成できていません。
二つ目のコミュニケーション能力を高める

という目標については、事前研修内で「恥ず
かしがらない・積極性を持つ」等を身に付け
られる機会が多くあったことにより、達成す
ることができたと思います。

Check（評価）

実用的な英語を身につけることできなかっ
たのは、自分のリスニング力、スピーキング
力が未熟だったからだと思います。ネイティ
ブの発音を理解出来なかったり正しい発音が
出来なかったりすると会話は成り立たないと
痛感しました。コミュニケーション能力を高
めるということが出来たのは、出発前に話し
方、聞き方を学んだり、色々な人と関わって
きたこと等を通して、自然に身についたのだ
と思います。

Action（改善）

自分の英語力は、軽い会話ぐらいだったら話
せるレベルかなと思っていたけれど、現地に行
くと全然そんなことはなくて、自分の英語力を

知ることが出来ました。この経験を活かし、
もっと英語を熱心に学ぼうと決めました。英語
でコミュニケーションをとる楽しさも味わえた
ので、ボランティアで外国の方と接したり、日
本を紹介するツアーをしたり、様々な活動に取
り組むことが出来たらいいなと思います。

20



飯塚第一中学校 2年 菅原 忠輝

現地研修の思い出

僕は、サニーベールに春休みに行ってき
ました。出発前、ワクワクした気持ちと少し
不安な気持ちの両方でした。成田空港からサ
ンノゼ国際空港へ出発しました。そこで最初
に英語を話す機会があったのは入国管理でし
た。その時、僕は緊張したまま1番目に入国
管理へ行きました。アメリカでは、初対面の
人にもHow are you?と聞くことは知っていま
したが日本にはない文化だったので本当に驚
きました。そして、何問かの質問をされ、戸
惑いながらなんとか入国しました。その後、
ホームステイの方々と合流し、ピザを夜ごは
んに食べさせてもらいました。
月曜日からは学校でした。僕は日本の学校

とはシステムが違うアメリカの学校に憧れが
ありました。そしていよいよ登校。登校する
と日本の友達が待っていました。そこで、昨
日の夜の出来事などの話題で盛り上がりまし
た。次は教室での授業です。ベルの音ととも
に授業がスタートしました。学校にＷｉＦｉ
があり、タブレットを使って授業を受けてい
ました。火曜日はグーグルなどの見学をさせ
てもらいました。
週末はサンフランシスコに連れて行っても

らいました。自分が思っていたよりもスケー
ルが違いすぎて驚きました。
すごく楽しい経験ができ、またサンフラン

シスコ、サニーベールに戻ってきたいと思え
てよかったです。

Plan（計画）

僕は、サニーベールでアメリカ人の友達を
作りたいです。そのため出発までにコミュニ
ケーションをとる練習に取り組み、サニー
ベールではそれを生かしてアメリカ人の友達
をたくさん作ろうと思います。また、アメリ
カの学校の授業を体験したいです。理由は、
英語のみで授業を受けることはあまりないか
らです。その経験をよりよいものにするため
に、しっかり聞き取る練習をし、出発しよう
と思います。

Do（実行）

僕は、「コミュニケーションをとる」とい
う目標をたて、事前研修内で、外国の方とコ
ミュニケーションをしたことで自信がつき、
自分から積極的に話しかけることができまし
た。しかし、会話の中で自分の知らない単語
が出てくると、ひとつひとつ説明をしてもら
わなければなりませんでした。この事から、
知っている単語の量をもっとたくさん増やす
ことが必要だと思いました。

Check（評価）
僕は、自己紹介をするときに、自分の事を

よく説明することができなかったと思います。
出発前に自分の特技、趣味、スポーツなど、
もっと話すことができる材料を増やしていな
かったことが主な理由だと思います。また、
海外では自己紹介をする場面は多いので、
もっとたくさん自分の紹介を充実させ、次は、
成功させます。

Action（改善）

僕は、このサニーベールの留学を経験して
英語の大切さを改めて実感しました。この経
験の中でグーグルなどの大企業の見学をし、
ＩＴなど、日本の会社とは違ったシステムが
とても面白かったです。
また、将来、僕はＮＡＳＡで働きたいと思

います。この経験で今の自分の必要なものや
ことが分かり、世界を一歩進んでいる企業の
ことが分かったので良かったです。
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頴田中学校 １年 西村 心那

現地研修の思い出

「ウェルカムトゥサニーベール！」初めて
会った家族の印象は、『私をとっても受け入
れてくれている。うれしい。』そのひと言で
した。とっても笑顔で私を受け入れてくれて、
その時はとてもうれしかったです。ですが、
私のホストファミリーはそれだけではありま
せんでした。
３月２６日火曜日。その日は初めての学校
登校で、４時間目は体育でした。先生の話は
早く、何を言っているか分かりませんでした。
困っている私にゆっくり声をかけてくれたの
はエミリーでした。私はその時、とっても安
心感がありました。それだけではありません。
私が伝えたいことを単語で聞き取り、分かっ
てくれようとしました。私はその時にこんな
に一生懸命に分かってくれようとする人がい
るんだなと思いました。私はサニーベールに
行く前、誰にも言うことのできない大きな不
安がありました。それでも笑顔で接しようと
思っていたのですが、なかなか笑顔にはなれ
ませんでした。しかし、ホストファミリーと
過ごしている時は違いました。自然に笑顔に
なることができて、とっても安心感がありま
した。
その日から、私は変わりました。今までは
日本の福岡県の世界しか知りませんでした。
私のホストファミリーはこんなにも広い世界
があるのだと気づかせてくれました。お別れ
の時はとてもさみしかったです。次に会う時
は立派な社会人となって会いに行きます。あ
なた達がホストファミリーでよかった。あり
がとう。

Plan（計画）

私は、サニーベールに行って、多くの人と
会話をして今よりもっと英語がしゃべる事が出
来るようにしたいです。そのためにまず、人見
知りを無くして、自分から話しかけることがで
きるようにしたいです。そして、サニーベール
へ行くまでに普段使うような英語を覚えて、
行った時スムーズに会話をして学校の子や、ホ
ストファミリーと友達になりたいです。相手か
らではなく、自分から話しかけることが出来る
ように頑張ります。

Do（実行）

多くの人と会話して今よりもっと英語が

しゃべる事が出来るようにすることを目標に

していましたが、現地では自分から積極的に

話しかけたり、話しかけても上手く伝えるこ

とができなかったりしたので、うまく会話を

することができませんでした。

Check（評価）
積極的に話しかけることができなかったのは、

自分の心の中に「少しはずかしいという気持ち

だったり、失敗したらどうしようという怖さ

だったり、失敗を恐れている気持ち」があった

からだと思います。親と英語で会話したり、英

語の先生と英語で話してみたり、できるだけ英

語で多くの言葉をしゃべることを出発前にして

いればこの目標は成功したと思います。

Action（改善）

今回、この研修で積極的に話しかけるとい
う目標が達成できなかった経験を活かして、
あいさつや授業など、日常生活でもこの目標
はできると思います。なので、いろんなこと
にチャレンジし、たくさんの分野で活躍でき
るよう積極的にいろんな活動に参加してみた
いと思います。
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嘉穂高校附属中学校 3年 二保 明日香

現地研修の思い出

私がアメリカで最も印象に残っているのは
何といっても「アニメ」です。学校でホスト
フレンドとその友達とお昼ご飯を食べている
と、「日本のアニメは好きですか。」と聞か
れました。しかしそのアニメという言葉がエ
ネミーと聞こえて、「日本の敵？え、何そ
れ。」となってしまいました。その時は電子
辞書を使ってアニメとわかって、アニメくら
いならどう答えてもよかったなと思いました。
食事の時は、下手に答えたら量が多かった
り苦手な物が出たりして大変なので、すごく
気にしながら聞いていました。アニメと似た
ような物で、盆栽があってホストマザーに盆
栽が好きかどうか聞かれたときは「何その単
語、聞いたことない。」と思ったら日本語
だったというのもありました。アメリカにい
る一週間は日本と違っていつも英語なので２
つ同時に聞いたりできなくて、相手が一人で
も向き合って顔を見てないと意味がわかりに
くかったので、普段から英語に慣れることが
大切だなと思いました。また、ホストフレン
ドが年下なのもあって、久しぶりに公園に
行って走りまわったりして遊んだのもとても
楽しかったです。普段しないようなこともた
くさんさせてもらって、いつもぐっすり眠れ
ました。時差の影響か、日本に帰ってから早
寝早起きができるようになってそれはあまり
関係はないけど良かったなと思いました。

Plan（計画）

私はサニーベールでたくさん友達を作り
たいです。そしてその友達と、日本に帰国し
てもメールをしたり文通をしたりするくらい
仲良くなりたいです。そのために英語での自
己紹介の練習をします。また、質問すること
を英語で言えるように確認しておきます。サ
ニーベールでは積極的に話して、ホストファ
ミリーやクラスメイトと仲良くなりたいです。
アメリカでの研修を自分のためになるような
ものにしたいです。

Do（実行）

自分が考えていたよりも話せませんでした
が、学校の人はとてもフレンドリーでたくさ
ん名刺を交換することができました。結局名
刺は一枚もなくなって、日本に帰ってから
メールがきて連絡を続けています。自己紹介
はするチャンスがあまりなくて名前くらいし
か聞かれなかったので、もっと他の用意をし
ておけばよかっとと思いました。いくつか使
えた例文もあったのでそれは良かったです。

Check（評価）
ただ、自己紹介のチャンスについては、もう少
し自分から積極的にすれば増えたのではないかな
と思います。リスニング力にも反省はあって、た
まに話についていけないことがあったのでそこも
もう少し事前に何かできたのではないかと思いま
す。でも名刺をたくさん配ることができたのはと
ても良くて、だから英語でメールができる友達が
できたのだと思います。何をするにしても自分か
ら行動することが大事だと思いました。

Action（改善）

このアメリカでの一週間の生活を生かして
これからの高校生活で初めて会った人や先生
とも積極的に交流し、自分をアピールしなく
てはいけないなと思いました。実際にそのよ
うに行動して日本でもたくさん友達を作りた
いです。アメリカでできた友達も、これから
交流を深めていこうと思います。英語だけで
なく、日本の文化やその他のこともたくさん
興味を持って知識を深めていこうと思いまし
た。
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嘉穂高校附属中学校 3年 東 美結

現地研修の思い出

人生初の海外。人生初の国際線。人生初の
ホストファミリー。私はこのサニーベールで
の研修で、たくさんの「人生初」を経験しま
した。
私にとって一番の思い出に残っているのは、
三日間の学校登校です。はじめはとても緊張
しました。同じ学校へ行く知り合いがホスト
フレンドだけで、まだ彼女とも打ち解けられ
た訳ではなかったからです。しかし、学校の
先生やホストフレンドのおかげで環境にも周
りの生徒と話すのもすぐに慣れることができ
ました。日本の学校と異なる部分が多く、そ
の違いが印象に残りました。
また、ホストファミリーだけでなく、その
親戚の方までもが私を温かく出迎えてくれま
した。「ようこそ！」「良い旅を」などと笑
顔で声をかけてくれたのが本当に嬉しかった
です。私のホストファミリーは私に、何度も
たくさんの人々と話し、触れ合う機会を作っ
てくれました。とても感謝しています。
この研修で得た、「人生初」の内容の濃い
経験は、私の将来の糧になりました。視野が
変わり、視野が広がりました。今後は、思い
出一つ一つを毎日を過ごしていく中で大切に
していきます。そして、ホストファミリーと
の出会いも大切にしていきたいです。これ以
上に素敵な研修はあるのでしょうか。いえ、
きっと、絶対、ありません。

Plan（計画）

研修では、今までに学んだ知識を最大限に活
用し、多くの人々との会話を通して、英語への
理解をより深めたいです。また、現地では、日
本と異なる文化や習慣を体験し、視野を広げた
いです。このように、自分の将来につながる多
くの経験ができると考えています。その経験を
よりよいものにするために、出発までの間に、
英語を上達させアメリカの文化について知るだ
けでなく、日本の紹介をできるように練習しよ
うと思います。

Do（実行）

私には二つの目標がありました。一つは
知識を最大限に活用し、英語の理解を深める
ことです。自分専用のノートに表現をまとめ
たり、それを時々見返したりしていました。
しかし、『最大限に』活用することはできな
かったと思います。もう一つは、日本と異な
る文化を体験し視野を広めることです。現地
研修までにもっと日本について調べ、書き出
したことにより、この目標は達成できたと思
います。

Check（評価）
まず、知識を最大限に活用できなかったの

は、自分の緊張や不安が原因だと考えます。
やはり日本と違う環境の中で自分らしく、あ
りのままでいるのはとても難しく、どんなに
事前に対策を練っても気持ちは変えられな
かったと思います。また、異なる文化を体験
し視野を広められたのは、日本について知り、
文化の違いを意識したり気づいたりできたか
らです。その他にも、ふとした仕草にも日本
と違う部分が感じられました。

Action（改善）

今回の現地研修を通して英語への理解を深
めることができました。この経験を生かし、
普段の学校での授業を今までより大切にして
いこうと思います。そして、他国の文化を学
び視野が広がった経験を生かして、新しい視
野で物事を考えたり、日本だけでなく世界各
国の様々な文化に目を向けたりしたいです。
ふとした時に、ホームステイでの思い出やこ
れらのような多くの経験を思い出しながら一
日一日を過ごしていきたいです。
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幸袋中学校 2年 古田 来望叶

現地研修の思い出

この研修を通して、自らを大きく成長させ、
たくさんのことを学び、最高の思い出を作る
ことができました。
成長面では、たくさんの人とコミュニケー
ションがとれたこと、学びの面では、アメリ
カと日本の生活の違いを知ることができたこ
と、そしてホストファミリーや現地の人との
思い出はすばらしいものとなりました。
初日は、緊張していて、アメリカの生活に
慣れるかなってちょっぴり不安もあったけど、
思っていたよりはすぐに慣れることができま
した。たぶんその理由は、ホストファミリー
が明るく迎えてくれたことと、日本と違って
自分らしく過ごせたからだと思います。自分
らしく、日本でもそうやって過ごしてきたと
思っていたけど海外に行って、自分の意見を
しっかり伝える、これが本当の自分なのかな
と思いました。
ホストファミリーとは、サンフランシスコ
やショッピングなど本当にたくさんの所に連
れて行ってもらいました。アメリカは、すべ
てビッグサイズで驚きました。そして、一緒
に過ごしていく中で、どうしても伝わらなく
て単語を並べるだけになってしまって、どう
しよう！とあせってるとき、最後まで私の話
を理解しようとしてくれたホストファミリー
に感謝したいです。
この経験を活かして、これからは、失敗を
恐れずいろいろなことにチャレンジして、い
つか海外で働きたいと思います。その日まで
自分らしさを求めて過ごしたいです。

Plan（計画）

私は、自分の意志を相手にしっかり伝えて、
アメリカのこともたくさん学べる時間にしたい
です。そのために、初対面の人にもまずは話す、
恥を捨てる、失敗を恐れない、分からない単語
やどうしても伝えたいことが伝わらないときは、
身振り手振り、自分のわかる単語を使うなど、
将来の自分に繋がるような行動を取りたいです、
また、アメリカの生活や習慣を学ぶことで、自
らの知識を増やしたいです。

Do（実行）

自分の意志を相手にしっかり伝えて、アメ
リカのこともたくさん学ぶという目標につい
て、アメリカの生活や文化をたくさん学ぶこ
とができました。しかし、その一方で、初日
から恥を捨てることができず失敗を恐れてし
まいました。でも２日目からは失敗を恐れず
コミュニケーションがとれたので、良かった
と思います。

Check（評価）
初日から恥を捨てることができず失敗を恐

れてしまったが、２日目からは、皆とコミュ
ニケーションをとることができたのは、やっ
ぱり、意欲だと思います。アメリカでこんな
ことを知りたい、学びたいと思ったから、コ
ミュニケーションがとれたのだと思います。

Action（改善）

サニーベールでのホームステイや学校登校
の経験を活かして、日常生活の中で、自ら挑
戦したたくさんの人との交流を深め、コミュ
ニケーション能力を高めていきたいと思いま
す。なぜなら、英語を話すにも自らの意志や
考えを伝えようとするとき、やっぱりコミュ
ニケーション能力は必須です。そのうえで、
英語などの他文化についても学んでいきたい
です。
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嘉穂高校附属中学校 2年 松尾 珠希

現地研修の思い出

今回の研修で一番心に残っている言葉は、
「ＦＡＩＬ ＦＡＳＴ」です。マークさんが
言っていたように、私たち日本人は失敗を恐
れ、挑戦をしようとしません。しかし、アメ
リカでは挑戦をしないことが失敗だと言って
いました。確かにそうだなと思いました。こ
れからは「ＦＡＩＬ ＦＡＳＴ」で様々な事
に挑戦していこうと思いました。
ホストファミリーと過ごして、一番の思い

出はトランポリンで遊び、宙返りを教えても
らったことです。一つ一つ丁寧に教えてくれ
時々、自分達のことを話して笑っていました。
最初は勇気がなくて、あまりできなかったの
に、TheaやⅠngridに教えてもらい元気づけ
てもらって、最終的には宙返りをすることが
できるようになりました。
また、私は犬が苦手だったのですが、初日

から、一緒に遊んだり、Ｔａｈｏｅ相手に
しゃべってみたりして、もしかしたらTahoe
と過ごした時間が一番長かったかもしれませ
ん。先にホストファミリーに犬はあまり得意
ではないと言っていたので、少し心配されて
いましたが、心配無用でした。
このようなとても良い体験をできたことに

本当に感謝しています。次は私の番です。受
け入れをするときに恩返しできるように、お
もてなししようと思います。「いちゃりば
ちょーでー（一度出会えば兄弟）」の精神で
これからの生活、一日一日を大切に、感謝を
忘れずに、過ごしていきたいと思います。

Plan（計画）

私の目標は３つあります。 １つ目は英会
話力を高めることです。この研修を通して英
語のスキルをつけ、将来のために役立てたい
と思います。 ２つ目は初対面の人にも積極
的に話しかけられるようになることです。
様々な人とコミュニケーションをとっていけ
るようになりたいと思っています。 ３つ目
は友達をたくさん作ることです。外国の友達
を増やしたいと思います。

Do（実行）

１つ目の目標について、現地で新たな英語
や文法を学び英語のスキルをつけられたと思
います。２つ目の目標については現地では勇
気がなくて、あまり自分から話しかけること
ができませんでした。３つ目の目標について、
現地でたくさんの人と会話をすることができ、
友達をたくさん作れたと思います。その後も
交流が続いているので良かったです。

Check（評価）
英会話力が高められたのは、分からなかっ

た単語などをメモしていたことが主な理由だ
と思います。初対面の人にあまり話しかけら
れなかったのは、覚悟が足りなかったからだ
と思います。勇気を出して、挑戦していれば
…、と今は思っています。友達と交流を続け
られたのは、名刺を交換するだけでなく、そ
の後も楽しく話せたことが主な理由だと思い
ます。

Action（改善）

現地研修中の失敗を活かして、これからの
日常生活そして、受け入れで積極的に人に話
しかけ、交流を深めていきたいと思います。
また、現地研修で培った英会話力を活かして、
世界を見て、世界で活躍できるように、もっ
と英語や、他言語を学びたいと思いました。
そして、現地の友達と、今後も交流を続け、
このような関係を続けると共に、新しい友達
も作っていこうと思います。
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日新館中学校 2年 松本 美咲

現地研修の思い出

私は、ホストファミリーと会うまで緊張し
ていました。どんな人だろう、優しい人だろ
うか、いろんなことを考えていました。いざ
会ってみたらとても優しそうな人たちでした。
しかし、ホストフレンドがとても物静かで、
おとなしい子でした。そのため学校でもあま
りしゃべらず、自分から話しかけてもあまり
しゃべらない子でした。２日目には家が恋し
くなりホームシックになってしまいました。
３日目の見学で随行者の方々に相談し、気持
ちがとても楽になりました。
先生方に相談したその日からホストファミ
リーがとても優しくなりました。その時、ホ
ストファミリーたちも緊張していたんだなと
思いました。それからは打ち解けることがで
きとても充実した日々を過ごすことができま
した。そして学校最終日ではホストフレンド
が私のためにアニメクラブに連れて行ってく
れてとてもうれしかったです。
私はこの研修で一番学んだことは異国の違
いを認めることだと思います。私がホームス
テイした家のお父さんとお母さんはイスラエ
ルの近くに位置するレバノン共和国という国
の出身でした。私はホームステイするまでレ
バノン共和国という国さえ知りませんでした。
だけどそんな国の人たちと関わることで世界
の広さとすばらしさを学ぶことができました。
だからこれかはたくさんの人たちにこのこと
を伝え、もっともっと外国に興味をもっても
らいたいです。

Plan（計画）

世界の人達とたくさんしゃべれるようにな
りたいです。出発までに英語をたくさん勉強
することと、アメリカの生活や文化について
学びたいです。そして、サニーベールに行っ
たら、日本の良いところや、日本の素晴らし
いところを教えたいです。サニーベールの人
達と文化の話をして交流を深めて、友達をた
くさん作りたいです。そして研修後もサニー
ベールの友達と連絡を取りたいです。

Do（実行）

私は、サニーベールでたくさんの友達をつ
くることを目標にたくさん英語を勉強しまし
た。そのおかげでサニーベールではたくさん
の友達ができ、その友達と共に４０枚の写真
をとることができました
しかし、もっと自分の気持ちをハッキリ伝え
るべきだなと思いました。しかしこれらの反
省をもとにこれからの生活に生かしていきた
いです。

Check（評価）
サニーベールでたくさんの友達ができた理由
は、思い切って声をかけることができたからだ
と思います。他にも名刺の交換や、サニーベー
ルの友達とたくさんの写真を撮ることもできて
よかったです。
自分の気持ちをハッキリ伝えることのできな
かった理由は、勇気がなかったからだと思いま
す。こんなことを言ったらダメなんじゃないか
という思いがあったからです。

Action（改善）

サニーベールのホームステイを活かして、
これからも外国人との交流を深めていきたい
です。例えば積極的にホームステイに来てい
る子と仲良くなったり、話しかけていきたい
です。また、私のこの経験をたくさんの人た
ちに伝えたいです。今の日本人は、外国のこ
とをあまり知りません。だから私の経験を話
しもっと外国のことに興味を持ってほしいで
す。
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庄内中学校 １年 御木 桜子

現地研修の思い出

今まで私が見ていた世界はたった一部分にす
ぎなかったんだ。アメリカに行くと、私の世界
がどれだけ狭く小さいものだったのかが分かっ
た。
アメリカに行ったら、私の中の何かが自然と
変わってくれると思ってた。でも、それは違っ
た。私が変わろうと、一歩を踏み出さないと変
われなかった。
私は、ホームステイの初日「どうにかなるか
な。」と少し、ほんの少し安心していた。でも、
今考えると、あのときの自分がどれだけバカ
だったか、分かる気がする。思い出は、自分か
ら作りはじめるから。誰かを待っていたら遅
かったと気づいたのは、ちょうどホームステイ
の半ばだった。
その事に気づかせてくれたのは１９人の研修
生の仲間だった。みんなと話していると、「自
分から話さなきゃ。思い出の制作者は私なん
だ。」と私の考え方はだんだんと変わっていっ
た。そのおかげで、私は、ホームステイの家族
と別れるとき、たくさん涙が出て、止まりきれ
ないほど、素敵な思い出を作ることができた。
そして、私は決めた。絶対に、自分でお金を
貯めて、もう一度アメリカへ戻ること。誰から
も助けられず、今度は自分一人の力でアメリカ
に行く。この経験のおかげで、私はとても変わ
ることができた。いつも隣で支えてくれた、随
行者の先生方、私に笑顔をくれた、１９人のみ
んな、そして私を一番近くで応援してくれた家
族のみんな、本当にありがとう。この９日間は、
私の人生最大の宝物になった。絶対忘れない。

Plan（計画）

私はサニーベールに行き、コミュニケーショ
ンを高めることに挑戦したいと思います。その
ために、出発までにもっと英語を勉強して、
時々日常生活に英語を使うことに取り組み、サ
ニーベールではそれを活かして、いろんな人に
話しかけ、私の中の世界を広げてたくさんの友
達を作りたいと思っています。英語が伝わらな
くても、あきらめないでジェスチャーなどをし
て、頑張って伝えようと思います。

Do（実行）

私は、コミュニケーションを高めるという目
標について、事前研修内でたくさんの英語の単
語を勉強して、単語の意味をたくさん身につけ
たから、達成することができました。その反面、
私は自分の伝えたいことが上手く伝わらず、と
ても悔しい思いをしました。聞きとれはしたけ
ど、伝えたいことが伝わらず、相手から「ごめ
んね。大丈夫。」と声をかけられてしまい、も
う少し、自分のことを紹介できればよかったな
と思いました。

Check（評価）
コミュニケーションを高めることができたの
は、出発前に日常の会話を携帯のアプリに入れ
て、毎日リスニングの練習をしていたことが主
な理由だと思います。しかし、その他にも家族
で日本語での日常の会話を英語でしたりして、
とても楽しみながら覚えることで、現地で、
知っている単語を並べて、ジェスチャーをしな
がら一生懸命伝えることができたと思います。

Action（改善）

自分の伝えたいことが伝わらないという環

境を体験して、もっともっと英語を勉強して、
いつか必ず、アメリカに戻り、ソフィアと会っ
て、伝えたいことが全部、伝えられるようにな
ろうと決意しました。この、伝えたいのに伝わ
らなかった環境の体験を生かして、これからは、
日常生活でも、日本語で話しながら、頭の中で
「これは英語だと○○という意味」と英訳しな
がら生活していこうと思います。
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二瀬中学校 2年 水沼 ななみ

現地研修の思い出

２日目の２６日の放課後に、心那ちゃんと私、
エミリーとエマと、カフェみたいた所に行って
ジュースを飲みました。
心那ちゃんが頼んだものは、わたあめが蓋に

なっていてびっくりしました。私は、飲む量が
多くてきつかったです。
その後Appleのお店に行ってパソコンやスマ

ホなどでいろいろなことをしました。また、そ
の中にあった模型にタブレットを通してみると
ゲームの世界みたいでおもしろかったです。
その後にエミリー（心那ちゃんのホストファ

ミリー）の家に行って夕食を食べました。アメ
リカに行って初めてお米を食べました。米は、
日本の方がおいしく感じました。アスパラや
ビーフ、トマトと卵の炒め物など、いろいろな
ものがあってとてもおいしかったです。
食後のデザートとしてスイカやマンゴー、メ

ロンと果物もありました。また、私と心那ちゃ
んのために、エマとエミリーがケーキを作って
くれました。中には、イチゴとバナナのジャム
が入ってとてもおいしかったです。
その後、４人でジェンガをしたり、トランプ

を使ってＵＮＯをしたり、二人の妹も参加して
遊んだりしました。ジェンガは日本のものより
とても大きくて驚きました。ジェンガをしてい
るときに、普通は倒れそうになったらそのまま
見ているだけのはずなのに、エミリーと心那
ちゃんが倒れないように支えて戻してくれまし
た。アメリカに行って２日目なのにとても楽し
くてホストファミリーの方々と仲良くなれまし
た。

Plan（計画）

私は、とにかくコミュニケーション能力を高
めたり、日本との違いなどについて知りたいと
思いました。そのために、恥ずかしがらずに、
ホームステイの方々とたくさん話したいと思い
ました。でも、英語が苦手なので、少しでも克
服できるように海外で英語で楽しく会話をした
いです。また、英語を少しでも多く覚えて、向
こうであせらずに頑張ろうと思いました。事前
にしたことを生かして、海外でたくさんの経験
をしていきたいです。

Do（実行）

アメリカと日本との違いを一番知ることがで
きたと思います。また、恥ずかしがらずに会話
をすることができました。しかし、ホームステ
イの方々と必要最底限しか会話をすることがで
きませんでした。でも、一緒に遊んだり、学校
や買い物に行って、少しでもコミュニケーショ
ンをとることができたと思います。また、自分
の意見をきちんと言うことができたり、とても
良い経験をしてくることができ、楽しい思い出
を残すことができました。

Check（評価）
私が、恥ずかしがらずに会話をすることがで

きたのは、向こうの人達が優しかったり、親切
に話かけてくれたからだと思います。また、ア
メリカでは日本と違ってズバズバと自分の意見
を言えるという環境があったと思うからです。
今までホームステイをされた方々とあまり会話
ができなかったのは、共通点がなかったり、私
が相手の人の言っていることが分からなかった
り、家族のことや私自身のことなど聞かれな
かったからだと思いました。

Action（改善）

学校やホストファミリーとの交流の中で、自
分の意見を言うということをこれからの学校生
活や家族・友達と話すときに活かしていきたい
です。また、したいことや好きか嫌かなど物事
をはっきりと言うことなど、日本では少し加減
して言っていきたいと思いました。そして、こ
の研修で学んだことや経験したことを活かして、
英語をしっかりと学んだり、日本が世界の中心
ではないので、いろいろな国の文化や習慣、社
会を知っていきたいです。
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近畿大学附属高校 1年 林 利欧

現地研修の思い出

アメリカに着いた日に、スタンフォード大
学に行って、大学にある教会がとてもすごく
てびっくりしました。下のタイルは数字が書
いてあって、その下にタイムカプセルを埋め
ているところが面白いと思いました。
そして、初めてホストファミリーと会って

色々話すことができました。
２日目は、学校に行って、学校が終わった

後にアップルの本社に行きました。学校は、
日本の学校と勉強の仕方が全然違ってびっく
りしました。勉強している内容も少し難しい
なと思いました。アップルの本社は写真で見
ていた以上に大きくて驚きました。
３日目はいろいろなところを回って、その

中でも、GoogleとPlug and Playでの話が印
象に残っています。0から始めていくことも
あるということを聞いて面白そうだと思いま
した。グーグルはとても広くて、びっくりし
ました。
４日目は、学校に行った後、ショッピング

に行きました。ショッピングモールが日本よ
り大きくて、どこにいったらいいか分からな
くなりそうでした。
５日目は、学校で、J-NIGHTというのが

あって、日本語でプレゼンテーションをして
いてすごいと思いました。
お別れパーティーのときに、紙を家に忘れ

たけど、スピーチをきちんとすることができ
たのでよかったです。

Plan（計画）

僕は、ネイティブな英語を体験したいです。
その理由は、ネイティブな英語を聞いて、そ
のスピードに慣れたいと思ったからです。そ
してそのスピードに慣れたら、積極的に話し
て、たくさんコミュニケーションをとりたい
と思います。その経験をより良いものにする
ために、出発までに、英語の授業中や、家で
も積極的に英語で話したりすることに取り組
みたいです。

Do（実行）

僕は、今回の研修で現地の人と積極的に話
すことを頑張ろうと思っていました。しかし、
実際にアメリカに行くと、緊張したり、自分
の英語が通じるのかと思ったりして、最初は
積極的に話すことができませんでした。アメ
リカで生活していくうちに、自分の英語力に
自信がつき、最終日のお別れパーティーでは
紙を見ずに、自分の気持ちをしっかりと発表
することができたので、さらに自信がつきま
した。

Check（評価）

積極的に話せなかった理由は、まず、自信が
なかったからです。行く前に、自分が使おうと
決めたフレーズが少なく、文法とかを考えすぎ
ていたからです。そして、自分の知っている単
語の量が少なかったこともあって自信がありま
せんでした。お別れパーティーのときのスピー
チは、アメリカの生活の中で自信をつけること
ができ、自分の気持ちをしっかりと伝えること
ができ、スピーチを楽しむことができたのがよ
かったと思います。

Action（改善）

いろいろなことに積極的に取り組んでいき
たいと思います。そして学校で苦手でわから
ない教科にも取り組んでいきたいと思います。
何度も取り組むことで自信がつき、できな
かったことができるようになることを体験し
たので、自信をつけていきたいと思います。
今回のアメリカにいくことで、英語の大切さ
がこれまで以上に分かったので、これからも、
自分の英語のレベルを上げていけるように頑
張っていこうと思います。
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