研修を

「言葉の大切さ」
盛岡市立乙部中学校

終えて

大沢

玲未

「コミュニケーション能力を、ビクトリアでも発揮し、
両市の文化交流を活発にしたいと思います。」こ
こから始まった私の世界は次々と広がっていきま
した。
第一回の研修会。とても緊張していた私の手
は、手汗で大変なことになっていました。もらった
資料を見ていると、なぜかしわしわになっていま
した。どの人に話しかけたらよいのか、まわりの
雰囲気をみながらどんどん話しかけていこうと思
いました。この緊張は毎回の事前研修で、少し
ずつとれてくような気がしました。
ビクトリアに行ってから、スピーチコンテストで言
った事を実行しようと思いました。あちらの学校
では教室に入るまで、あの第一回の研修会と同
じ状況でした。しかし教室の中へ入ると、クラス
みんなが「Welcome!!」と言って私達をむかえて
くれたのです。とてもうれしく中へ入りやすかった
です。同じクラスだった人達には、かぶとの折り
紙をプレゼントしました。「かぶとは日本の「サム
ライ」がかぶっていたものですよ。」と説明すると、
「サムライ？」という人と「サムライ!!」という人の２
パターンでした。どちらの人達も、もらったらあり
がとうと笑顔で言ってくれたのでうれしかったで
す。しかし、その説明は準備していたから伝えら
れたのであって、その後に聞かれたことに Yes,
No の２パターンでしか答えられなかったのです。
ホストファミリー先でも同じことで困りました。
ホストマザーやファザーは、簡単な英文で質問
をしてくれたので、何と聞かれているかは分かり
ました。でもうまく、くわしく相手に伝えることがで
きず、苦戦しました。電子辞書をフルに活用し、
なんとか伝わるという感じでした。この時、もっと
会話して楽しく会話のキャッチボールをしたいと
強く思いました。
今回の研修で私が得たものは、積極的に話し
かけにいく姿勢と、どうにか１語文であっても相
手に伝えようとする気持ちの強さです。「言葉の
大切さ」を知った今、日本では初対面で会った
人に対して話しかけるということは、難しいようで
簡単なものだと思います。

研修を
終えて

「憧れから目標に」
盛岡市立河南中学校

佐々木

紅葉

私は、将来に向けて、様々な人達と、気軽に言

この研修は私にとっては初めてのことがたくさ
んで驚くことばかりでした。
日本の学校では、時間の５分前には教室に入
る、決まった自分の席に必ず座らなければいけ
ない･･･など私たちの行動が、時間やルールに
決められているような気がします。しかし、カナダ
の学校は授業中の席の移動、授業中の立ち歩
き、休み時間にお菓子を食べる･･･これらのこと
が全て許されているのです。最初はこれらの行
動に抵抗があったのですが、少しずつ慣れてい
き、最終日には何も抵抗なく、カナダのみんなと
同じ行動をとっていました。
今までは、私が知っている日本の姿を基準とし
て物事を見ていましたが、カナダに行って私のも
のの見方が変わりました。それは、自分たちが見
ている姿が正しいわけではないということです。
日本にいれば、普通のことだけれども、一歩世
界に出るとその普通のことが普通ではなくなるの
です。私はこのことを実際に体験したため、今ま
でのような「当たり前でしょ？」という考え方は間
違っていると気づきました。自分だけの価値観で
物事の基準を決めてしまうと、周りの人々の考え
方がおかしいと感じたり、間違っていると感じたり
してしまいます。だから、私はこれからたくさんの
視点で物事を見たいと思います。
カナダで一番楽しかったことは、学校での生活
です。廊下で目が合うと「Hi!」とみんなが挨拶を
してくれるのです。また、プレゼンが終わった後
に初めて話す子が「あなた達の発表とても楽しか
った」と声をかけてくれました。このように、カナダ
の子は自分の気持ちを伝えてくれるので、一緒
に話していて気持ちが良いし、ストレートな言葉
のため誤解がなく、話を進められました。日本人
も自分の気持ちを相手に伝えれば、もっとよりよ
い関係になると思います。私も相手のことも考え
ながら気持ちを伝えていきたいです。
今までは私にとって世界はただの憧れでした。
しかし、カナダに行き世界で働きたいという気持
ちが強くなりました。そのためただの憧れではな
く、自分の目指す場所、目標として努力していき
ます。

葉のキャッチボールができるように知らない言葉

この研修でたくさんの仲間とたくさんの思い出

をおぼえ、「本当のコミュニケーション能力」を全

を得ることができました。本当にありがとうござい

力で伸ばしていきたいです。

ました。

研修を

「たくさんの人に支えられて･･･」
盛岡市立下橋中学校

終えて

智田

琴音

私は初め、この研修への参加がとても不安でし
た。なぜなら、私は海外の食事が苦手だからで
す。それ以外は特に大きな不安要素はなく、事
前研修でも他の仲間と打ち解け、研修が楽しく
て仕方ありませんでした。
そして出発のとき。私はワクワクしながら飛行機
にのりました。食事への不安を除いては･･･
しかし、そんな心配は無用でした。ホストファミリ
ーに会い、家に行き生活してみて、私のきらいな
ものがでたとき、少し失礼かなと思いながらも勇
気をふりしぼって、「Sorry, I donʼt like this.」と言
ってみたら、「OK.」と言ってそのお皿をさげてく
れたのです。私の不安はこのとき一気に飛び去
り、残りの生活はとても楽しめました。
それから、ＧＨＭＳでの学校生活。そこでは普
段できないような体験をたくさんすることができま
した。日本とは違う授業、教室。ダンスやフランス
語など、日本にはない教科まで体験することが
でき、とても貴重な経験となりました。ＧＨＭＳの
生徒の人達もとてもフレンドリーで、たくさん話す
ことができました。
私は、全然英語が聞き取れなかったこともあり
ましたが、知っている単語や、話してくれる人の
ジェスチャーや絵などでたくさん会話できました。
それもホストファミリーや、ホストスクールで出会
った、とても優しい友達のおかげです。本当に感
謝しています。
カナダでは、団長、引率の先生方、他の団員
の人にとても迷惑をかけてしまったと思います。
それでも私がこんなにカナダ Life を Enjoy できた
のはみなさんのおかげです。特に団員のみなさ
んとは、海外研修により、さらに打ち解けられた
ような気がします。カナダに行く前と後で、印象
が変わった人もいました。研修が終わっても連絡
をとりあいたいです。
今回お世話になりました、カナダのホストファミ
リー、ＧＨＭＳのみなさん、岡市さん、加藤先生、
吉田先生、ヒロ先生、事務局のみなさん、そして、

研修を

「勇気！」

終えて

盛岡市立厨川中学校

福井

彩華

私は今回がはじめて行く海外旅行でした。言
葉や文化、食べる物もすべて違うビクトリアで、
印象が強い出来事を二つ紹介します。
一つ目は、ホームステイの学校で行ったプレ
ゼンテーションです。私は「住」のチームで、太
鼓をたたきました。日本のシーンとした会場では
なく、ざわざわとした会場でしたので、私の音が
届くか不安になりましたが、最初のドンッという一
打がたたかれると、先程までさわがしかった会場
が、シーンとした静かな会場に変わりました。演
奏が終わると、歓声と拍手が私を包みました。初
めての取り組みで、成功するか不安でしたが、
言葉を使わなくても、私の思いが届いたと思うの
で、とてもうれしかったです。
二つ目は、ホームステイ中に日本人の「あやの
さん」に出会ったことです。あやのさんは私のホ
ームステイ中のマザーと友達で、一緒にショッピ
ングへ行きました。私はひさしぶりに聞いた日本
語に感動しました。
あやのさんと行ったお店は、最近新しくできた
町にある、デパートです。中は日本よりも広く、棚
の上にある売り物すべてがとても大きくてびっくり
しました。私が研修に行ったときはハロウィンが
間近にせまった時期だったので、ハロウィン用の
少し気持ち悪いマスクや、魔女やディズニーの
キャラクターなどといったキラキラした衣装があっ
て、日本にもこんな文化があったら楽しいのにな
と憧れました。あやのさんのガイドと共に、日本と
の相違点や共通点、私の学校についての話な
ど、楽しく会話をしました。その会話の中で、あ
やのさんの一言が今も印象に残っています。
「文法を気にしないで、自分の今思っているこ
とを伝えればいいんだよ。」この言葉が私に勇気
をくれました。今まで積極的にホストファミリーと
会話をしようとはしていませんでしたが、勇気を
出して、自分から話しかけることができました。
この研修で出会った「初めての体験」は、私に
とって一番の宝物となりました。
最後に団員のみなさん。みなさんのおかげでと

団員のみんな。たくさんの人の支えがあってこそ

ても楽しい研修となりました。本当にありがとうご

の今回の研修だったと思います。感謝してもしき

ざいました!!

れません。こんなに貴重な経験をさせていただき、
本当にありがとうございました。

研修を
終えて

「自分の思いを伝える力」
盛岡市立渋民中学校

水谷

実紀伽

私はこの研修が初めての海外でした。以前か
ら英語に興味があり、いつか海外に行って実際
に現地の人と話してみたいと思っていました。こ
の研修に参加するために学校の先生方には作
文の推敲を手伝っていただいたり、二次審査の
際にはスピーチの指導をしていただきました。私
がこの研修に参加することができたのは先生方
のおかげだと思っています。本当にありがとうご
ざいました。
現地に行ったとき、ホームステイの家では最初
ホストファミリーの言っていることが理解できず苦
労しましたが、自分の考えが伝わった時の感動
と喜びは今も鮮明に覚えています。家にはスペ
インからの留学生も来ていて一緒にゲームをし
たり、数学を教えてあげたりしました。自分が外
国の人に数学を教えるなんてこの研修だからこ
そできたと思っています。ホストスクールでも言
葉の壁に何度もぶつかりました。質問されても内
容が理解できず話が続かなかったりしましたが、
ある時「次の授業は何？」と拙い英語で思い切っ
て聞いてみました。１度では通じず「だめかな。」
と思いましたがここであきらめたらいけないと思
い、理解してもらえるまで一生懸命繰り返しまし
た。すると相手も理解してくれたようで丁寧に教
えてくれました。私はこの時自分の思いを一生
懸命に伝えようとすれば、相手も必ず応えてくれ
る、そしてそこには言語の壁はなく、相手に伝え
たいと言う強い気持ちがあれば十分だと確信し
ました。その後は現地の人と積極的にコミュニケ
ーションをとり、自分の思いをたくさん伝えること
ができました。
この研修は私の大きな財産となりました。これ
からの生活では自分の思いを相手にしっかりと
伝え、また相手の意見にもしっかりと耳を傾け、
一地球人としての広い視野で物事を見て、将来
お互いの地域の発展に貢献していきたいです。
今回の研修でお世話になったメンバーのみなさ
ん、先生方、団長、この研修を支えてくれたすべ
ての方々に心から感謝しています。この研修で
の貴重な体験や出会いを大切にして歩んでいき
たいです。本当にありがとうございました。

研修を
終えて

「ＴＲＹすることの大切さ」
盛岡市立城西中学校

村上

萌菜

私が、今回の研修を通して特に学んだことは、
「ＴＲＹすることの大切さ」です。ビクトリアに行くま
では楽しみも、もちろんあったけれど正直、不安
の方が大きかったと思います。周りの人は「大丈
夫だよ」とか「何とかなるよ」という言葉をかけてく
れたけれど、私の中では「言葉が通じなかったら
どうしようと」とか「いやな顔をされたらどうすれば
良いの？」というような不安で一杯でした。
私が「ＴＲＹすることの大切さ」を知ることができ
たのは、ホストファミリーとの会話が一番のきっか
けでした。いつも、ホストファミリーから話しかけら
れるのを待っていて、聞かれたことにＹｅｓかＮｏ
で答えたり、うなずいたりするだけで言いたいこと
があっても自分から話しかけることができないで
いました。ところが、ある日のことです。学校から
の帰り道、車で帰っていたときに、お昼のお弁当
のお礼を言いたかったのに、思うように言葉がで
なくて話しかけられないでいました。それを見た
ホストファミリーが「どうしたの、何か話したいこと
があるの？」とやさしく聞いてくれたので「お弁当
をつくってくれてありがとう。」と思いきっていうこと
ができました。話すと、ホストファミリーは、とても
喜んでくれたので、話してよかったと思いました。
それからは、思ったことは自分から話しかけたり、
ＹｅｓかＮｏで答えた後に一言つけ加えたりして、
前よりも会話がはずみ、楽しくなりました。この体
験を通して、たった一言でも思いきって声をかけ
ることで会話がはずみ、仲良くなれるのだという
ことがわかりました。どんなに小さなことでも、「Ｔ
ＲＹすること」を忘れずに色々なことにＴＲＹして
いきたいです。そしてたくさんのことを見つけて
行き、「何ごとにもＴＲＹできる人」になりたいで
す。
最後に、一緒にビクトリアに行った 11 人のメン
バー、先生方ありがとうございました。そして支え
てくださった家族の人たち、本当にありがとうござ
いました！私一人ではなくみんなと一緒だった
からこそできたこともあったと思います。いつかま
た会ったときに、ビクトリアの思い出を話し合いた
いなと思っています。「Thank you very much !!」

研修を
終えて

「ありがとうカナダと仲間」
盛岡市立大宮中学校

滝村

伸

去年、私は初めてビクトリア研修のことを知り、応
募しました。けれど二次試験で落ちてしまいまし
た。だからこそ今年行けて本当によかったし、こ
の仲間と共に行けたから本当に今年でよかった
です。初めこのメンバーと仲良くできるかどうかと
ても不安でした。けれど毎回の研修を通して、み
んなに会うことが楽しくなっていきました。そして
事前研修も終わり一年前に夢見たカナダに行き
ました。
私がカナダでとても思い出に残っていることは
ホームステイとホストスクールです。ホームステイ
では、一日目の夕食がピザでとてもおいしかっ
たのを覚えています。そして私が行った家庭に
は子供が二人いて、大きいトランポリンで一緒に
遊びました。またホストマザーにはたくさんの場
所に連れていってもらいました。その中でも特に
思い出に残っていることは、お化け屋敷です。
初めどこに行くのかまったく分からずとまどいまし
たが、家族みんなが優しく教えてくれました。だ
から、とってもとっても楽しく「Haunted House」を
満喫することができました。本当に楽しく思い出
に残るホームステイになりました。そしてホストス
クールでは、たくさんの人と友達になることができ
ました。みんなフレンドリーで初対面でも話しか
けてくれるので私もとても親近感がわきました。ま
た、カナダではフランス語の授業がありましたが、
友達に聞きながらやりました。けれど難しかった
です。
その次の日、日本についてのプレゼンテーシ
ョンをしました。私のチームは食で、私は柔道と
弁当の担当でした。柔道をみんなの前で見せた
とき、とても大きな拍手がわいたのを覚えていま
す。大きな拍手がとてもうれしかったです。そして
カナダの人に日本の国技を伝えられて良かった
です。また弁当は私たちが学校にもっていく昼ご
は ん について紹介です。カナダは 、りん ごが
丸々入っている、という感じで、日本とカナダの
違いについても分かってもらったと思います。
今回の研修は英語を使う難しさ、楽しさや、文化
の違いなどたくさんのことを学べました。そして本
当にこの仲間と行けて、今年行けてよかったで
す。みんなに感謝したいです。最後に、私は将
来また、もう一度カナダに行きます。

研修を
終えて

「たくさんの出会い」
盛岡市立大宮中学校

川﨑

杏菜

私がビクトリアに行くことが決まったとき、喜び
よりも不安でいっぱいでした。しかし、事前研修
で仲間に出会いとても仲良くなりました。研修を
重ねていくごとに、不安がわくわくした気持ちへ
と変わっていきました。実際にカナダに行き、私
が一番おどろいたことは、カナダの人はみんなフ
レンドリーだということです。学校に行ったときに
たくさん話しかけてくれたり、名前を覚えてくれて、
すごくうれしかったです。折り紙をあげるとすごく
喜んでくれました。一緒に折れたことがすごく印
象に残っています。ホストファミリーはとてもやさ
しい人で、私にも分かるような簡単な英語を使っ
てくれたり、ゆっくり話してくれました。初日は、ほ
とんど言っていることが理解できなかったのです
が、日がたつにつれ、言っていることが理解でき
るようになりました。言葉が分からなくても、ジェス
チャーなどで伝わるときもあったので、大切なの
は「伝えよう」とする気持ちなんだと思いました。
ホームステイでも学校でもとてもあたたかく迎
え入れてくれました。私は日本人扱いされると思
っていたのですが、そんなことはなく、１人の友
達、家族として接してくれてすごくうれしかったで
す。たくさん質問されて、質問して･･･のくり返し
でした。お互いの文化や生活についてもたくさ
ん学べたのでよかったです。私がどんなに聞き
取れなくても、嫌な顔せず答えてくれたのでカナ
ダの人のあたたかさを学びました。ホストファミリ
ー、友達には本当に感謝しています。本当にあ
りがとう!!学校の友達からもらった手紙やブレスレ
ットは私の宝物です。この研修を通して、学んだ
ことがたくさんありました。人の思いやり、あたた
かさです。私も初対面の人にも優しく声をかけら
れる人になりたいです。これからもっと英語を話
せるようになって、もう一度カナダに行きたいで
す。そして、ホストファミリー、学校の友達とたくさ
ん話したいです。
最後に、今まで支えてくださった、団長の岡市
さん、先生方、ヒロ先生、事務局のみなさん、そ
して 11 人の仲間!!本当にありがとうございました。
この出会い、そして経験を忘れずに、これからも
国際協力の架け橋となれる人を目指して頑張り
ます！

研修を

「 One more time 」
盛岡市立上田中学校

終えて

藤澤

樹

私は、海外にあこがれていました。海外に行け
ば、自分が変われると思っていたからです。しか
し、今回の研修で私を変えたのは、「海外に行っ
た」ことではありませんでした。
今回、私は自分でも実感できるほど成長したと
思っています。理由は二つあります。
一つは、積極性です。以前から、私は消極的
な人間でした。そんな自分を変えようと今回、こ
の研修に参加しました。研修では、初めこそお
互いに遠慮していましたが、活動を通じてなんな
く意見を言える関係になりました。そして、カナダ。
研修の時とは違い、ほぼ全員が英語を話します。
最初に話したのはホストファミリーと会った時で
す。あいさつは、なんとかできたが、車の中での
会話は、とても緊張して、しゃべることができませ
んでした。これではいけないと思い、私は、普段
では考えられないようなジェスチャーで意思を伝
えようとしました。会話が成立した時はとてもうれ
しかったです。この時わかったことは、一生懸命
やったら絶対伝わるです。このことをきっかけに、
これ以降の会話がとても楽しくなりました。
もう一つは、自分ひとりでは何もできないという
ことです。絶対この研修は、自分だけでは成功し
ないし楽しくもないと思います。自分には足りな
いところが多くあります。それを、おぎなってくれ
たのが今回の研修メンバーだと思います。今ま
で、自己中心的だった性格も多少は改善したと
思います。
今回私を変えてくれたのは、「海外へ行ったこ
と」ではなく、「多くの人と関わった時間」だと思い
ます。
この研修で私は、人として変わることができまし
た。成長することができました。しかし、まだ性格
的にも能力的にも足りないことが数多くあります。
これから先の人生で、自分の足りない所をおぎ
なえるようにしたいです。
One more time !
私は、もう一度ビクトリアに行きます。いつにな
るかはわからないけど、もう一度訪れて、このす
ばらしい時間を思い出したいです。
ＰＳいつかまた会いましょう。

研修を
終えて

「自分の思いを伝える大切さ」
盛岡市立上田中学校

笠原

彩未

私は、将来英語を必要とする職につきたい、
そう考えていてこの研修に挑戦することに決めま
した。普段の私なら絶対にチャレンジしてみよう、
なんて考えなかったと思います。この瞬間からも
うすでに、積極性とか、チャレンジ精神とか･･･そ
ういった物が私の中で変わろうとしていました。
研修を重ね、カナダへの期待がふくらむ中、
ついに10月26日、出発当日!!沢山の先生、家族
に見送られながら、日本を去りました。ビクトリア
についてまず１番に思ったのは、「街がきれい」
でした。家も庭も木も全て完璧で、本当に美しか
ったです。観光を終えた後はいよいよホストファミ
リーとの対面。ここからが本当のスタート。緊張と
緊張と･･･ほとんど緊張でした。でも、そんな気持
ちは一気に吹き飛びました。「お腹すいてない？」
「疲れてない?」など常に私に気をつかってくれる
ファミリーに温かさと優しさを感じました。でも、や
っぱり言語の違いには苦労の毎日･･･。私は行く
前までは今まで沢山英語を学んできたし、大丈
夫、伝わる！と思っていました。だけど実際は全
く使えず、伝わらず･･･。会話もはやくて聞き取れ
ない、自分の気持ちを上手に伝えれない。楽し
いのにその一言が言えない･･･と少しショックでし
た。しかし、そんなことでへこんではいられない!!
この悔しさをバネにして、私は日本へ帰国したら
もっと英語を学ぼう！そう強く思えるきっかけとな
りました。いつか絶対またホストファミリーに会い
に行って、自分はこんなにも変わりました！とい
う姿を見せたいです。私がわからない単語や文
をゆっくり丁寧に教えてくれたKaelaとNathalie、
本当にありがとう。
この研修を通して、伝えることの大切さを学びま
した。伝わらないと何も始まらない。この研修だっ
て、「やりたいです。」と伝えなければ誰もわから
ない。ホームステイをして、自分の気持ちを思う
ように伝えることのできなかった私は、人に伝え
ることは難しいけど、やっぱり大切なんだ、と思い
ました。だから言語が違くても自分の思いを伝え
られるように、もっと英語を勉強します！そして日
本では伝えないと何も始まらないのだから、今ま
での消極的な自分を変えよう、そう思います。
今回 12 人のメンバーとカナダへ行けて本当に良
かったです。ありがとうございました。

研修を
終えて

「 I have changed !! 」
盛岡市立見前中学校

髙橋

由伸

この研修に参加するきっかけとなったのは、本当
に些細なことでした。ある日廊下で先生に声を
掛けられ、このような活動があるぞ、ということで、
応募したところ、男子が僕一人でそのまま合格と
なりました。
「カナダに行く」。そんな実感がないまま、初め
ての研修がありました。ほとんどが三年生で、上
手くやっていけるか不安だったけど、温かい人
達ばかりですぐに打ち解けることができました。
そこで初めて「この仲間と一生の思い出に残るカ
ナダ研修にしたい!!」と思うようになりました。それ
から二回目、三回目、四回目と研修を重ねるごと
に団結力、結束力も強まっていきました。
ついにカナダに出発する日。僕は喜びのせい
か少し変なテンションになっていました。飛行機
に乗り、離陸し、日本の街並みの光が見えなくな
ったとき、思わず笑みがこぼれました。約９時間
かけ、バンクーバー空港に到着。その後の日々
はあっという間に過ぎていきました。
楽しみにしていたホストファミリーとの対面の時、
excite する気持ちでいっぱいでした。ホストファミ
リーは元気で優しい人達でした。少しのことでも
「Thank you !!」というホストファミリーを見て、カナ
ダ人てかっこいいなと思いました。私達日本人は
照れくささや、一言言う為の勇気が出せないとい
うことが多く、自分を表現しきれていないと思うの
で、もっともっと自分を表現するべきだと思いま
す。僕は、この想いをホスト校で実践しました。自
分の言っている英語が伝わるか分からないけど、
どんどん話しかけてみました。すると、おおよそ
の意味を汲んでくれ受け答えをしてくれました。
この時、国境を越えた気がして、とても嬉しくなり
ました。その他、色々な観光をしたり、様々な場
所を訪れたりしながら私達は日本に戻ってきまし
た。
この研修で僕は、カナダ人からあたたかい気
持ちや思いやりの心をもらいました。今度はもら
ったものを日本で広げていきたいと思います。本
当にこの研修のおかげで「I have changed」（私は
変わった）と思います。将来、もっと英語を上達さ
せてもう一度カナダに行きたいです。
最後に、今まで一緒に活動してきた皆、先生
方、サポーターの方々、カナダの皆さん本当に
ありがとうございました。See you again !!

研修を

「出会ったもの」

終えて

盛岡市立見前中学校

佐々木

彩乃

「百聞は一見に如かず」。普段は諺の引用なん
てしない私が、今この言葉に凄く魅力を感じてい
ます。何故なら、私はこの研修の全てを通して、
本当に沢山の事を吸収することができたからで
す。
事前研修で皆と調べた、憧れのカナダ。まだ
見ぬ夢の国への期待で、飛行機９時間なんてあ
っという間に過ぎていきました。･･･なんて。本当
は皆寝ちゃって少し寂しかったです。地平線か
ら明るくなっていくのを見て、感動しながら朝食
のパンを食べていました。そして･･･ついにカナ
ダへ！ドキドキしながら空港に入ると、見渡す限
りの･･･外人さん。うっかり「うぉ、外人だ！
OKOK ! HAHAHA !」なんて、一人ではしゃいで
しまいました。若干引かれながら空港を出ると、
何となく漂っている「外国」の匂い。ワクワクして
乗ったバスの臭いも、きっと私は忘れないでしょ
う。日本のバスはトイレなんて必要ありませんから
ね。フェリー上では絶景と、ピクルスの親玉みた
いなのがのったハンバーガーを楽しみました。こ
れに限らず、カナダの食べ物は全体的に重量級
で、私にはベストサイズでした。この日のホテル
では、二人部屋で楽しく過ごし、素敵なあだ名ま
でもらって一気に仲良くなりました。そしてとうとう
翌日は、ホームステイ。集合先のホスト校では、
皆緊張で硬直でした。ホストマザーと会ってから
もド緊張していましたが、ファミリーの笑顔と優し
さに触れて、気付けばすっかり家族のようになっ
ていました。同じくホスト校の中学生達も皆フレン
ドリーな人ばかりで、とてもとても楽しかったです。
もし叶うのならもう一度ホスト校に行きたいです。
ホストファミリーとホスト校とのお別れの時は本当
に悲しくて寂しくて、うっかり泣きそうになりました。
皆大好きです。
「カナダ人」と一言で言っても、やっぱり色んな
人がいました。優しかったり、面白かったり、その
人その人によって違う心の部分を、今回の研修
ではとても強く感じました。そしてそれは一緒に
行った人達も同じで、本当に出会えて良かった
と思います。
今回支えて下さった全ての人に感謝します。あ
りがとうございました。

研修を
終えて

「視野を広げよう」
盛岡市立下小路中学校

吉田

教諭

真美

カナダ・ビクトリア。盛岡出身の私にとって、その
地と盛岡が姉妹都市になった！というニュース
は記憶の中にありました。今回そこを生徒と一緒
に訪れることができると決まった時は嬉しくもあり、
かなり緊張を伴う仕事になるけれど、大丈夫だろ
うか？という不安もありました。しかし、その不安
を取り除いてくれたのは、「生徒達の明るさや積
極性」でした。数回の研修を通し、アッという間に
仲良くなった生徒達の順応性の高さ。また研修
に対する目的意識や向上意識の高さには驚か
されるばかりでした。そんな12名の生徒と岡市団
長、加藤先生と過ごした数日間。皆が揃うと聞こ
えてくる楽しそうな声と笑顔、ホームステイが始ま
ってから毎朝、「元気？」と声をかけると「元気で
す！大丈夫。」と明るい返事が戻ってきたので、
充実した時間をそれぞれが過ごせていることが
伝わってきました。また、時の経過とともに挨拶
や返事の一言がスルーッと英語で出てきていた
ことも、積極性の表れだったと思います。そして
一大イベントのプレゼンテーションは、少し緊張
もほ ぐれてきた中 で行わ れまし た。発表中の
GHMSの生徒の反応を見て、その中に入り仲間
のフォローをする姿。そして各チームのパフォー
マンスはガッチリと彼らの心をつかみました。ホス
ト校の皆さんの拍手や笑顔、話しかけてくる姿が
大成功を物語っていました。校長先生を始めと
し、たくさんの配慮をしていただいた皆さんに感
謝するばかりです。
この研修を通し、多くの方の優しさに触れるとと
もに文化の違いを知ることができました。同時に
視野を広げたり、考えを伝えたりするために一層
英語を学ぶ必要性を痛感しました。今まで知ら
なかった表現などを知ることは驚きでもあり、喜
びでもあると思います。この機会を与えて下さっ
た方々、研修でサポートをして下さった多くの
方々に感謝しながら、自校の生徒にも「世界を
広げるきっかけ」の１つを与えられるよう報告して
いきたいと思います。
Seeing is believing
自分の可能性を広げるために、互いに夢を持
って一歩ずつ進んでいきましょう。ありがとうござ
いました。

研修を
終えて

「再出発」
盛岡市立大宮中学校

加藤

教諭

敬士

今回、ビクトリア市研修の引率教員としてカナ
ダを再び訪問できたことを大変うれしく思います。
研修を通して、私自身カナダで教育に励んでい
た時の楽しかった日々が思い出され、毎日が充
実した１週間となりました。それはやはり 12 名の
生徒が意欲的に活動し、この研修を充実させた
からにほかなりません。特にも、現地の学校での
プレゼンテーションは大変素晴らしかったです。
プレゼンテーション当日、ゴードンヘッドミドル
スクールの校長先生が、発表の始まる前に全校
生徒へお話されていたことがとても印象的でした。
「彼らは遠く離れた国、日本から本校にやってき
ました。皆と同じ年代で、英語圏に住んだことが
なく、英語を母国語としない彼らにとって、プレゼ
ンテーションをするというのは簡単な事ではあり
ません。そして、今日集まった12名の生徒は、同
じ学校からではなく、それぞれ異なる学校から集
まった生徒たちです。つまり準備する期間も限ら
れている中で完成させたプレゼンテーションで
す。しっかり聞いて、日本の文化を肌で感じまし
ょう。」そのお話を聞いて、今回の団員が事前研
修から頑張ってきたことを振り返り、改めて一人
一人の責任感、またチームとしてお互いに協力
する姿勢の素晴らしさを実感しました。
発表の中には盛岡の衣食住だけでなく、自分
たちが地元で習得してきた日本の伝統的な文化
も紹介してくれました。３つのグループがお互い
に協力し、堂々と日本の文化をカナダに発信し
てくれている彼らの姿を見てとても誇らしい気持
ちになりました。そして、これがこの海外派遣で
の１つのゴールだとも感じました。海外での生活
を経て、その土地の文化の素晴らしさを発見し、
そして生まれ育った日本の文化の素晴らしさを
再認識することができるのです。私は、５年前に
カナダで教育に励み、現地の子供たちに柔道
指導していましたが、その時も同じことを感じまし
た。それが世界を知る為の出発点だとも思いま
す。
今回、団員にとってカナダで学んだこの経験は、
強く記憶の中に残るでしょう。１週間という短い期
間でしたが、他文化を感じ自国の文化を再認識
するには十分な時間だったと思います。皆をサ
ポートしてくれた方々に感謝をし、世界に向けて
今日から再出発してください。

