平成26年度 有田川町中学生海外研修
Palmerston Senior College・Roseberry Middle School

～ パーマストン校・ローズベリー校グループ編 ～
海外研修に来た子どもたちは、現地で何を見て、何を感じ、どんなことを
考えているのでしょうか？

そんな心の中をチョットだけのぞいてみません

か？
題して「心の風景」
。それでは心の中へとご案内いたしましょう。

研修期間中、子どもたちはその日の終わりに、小さなカードに思ったことを書いてい
ます。このページはそれを元に更新しています。

ニックネーム

こうちゃん

★自己紹介

バスケ好きの“こうちゃん”です。僕は、バスケがとても大好きです。毎日、
ドリブル練習をしています。いつも明るく笑顔でいてます。よろしくお願い
します。

８月 ４日

今日は１日中飛行機の乗り降りで終わった。色々な事が初めてだったので、
色々緊張した。

８月 ５日

今日、初めて学校へ行った。日本語クラスがあってビックリした。とても楽
しかった。また、行きたいです。

８月 ６日

今日、初めて小学校へ行きました。子ども達がとても元気でした。数字も日
本語で言えていたので驚いた。楽しかったです。

８月 ７日

今日はスポーツデーで、ウォーキングをした。２位に入り、カンガルーをも
らった。足がとても疲れた。バスケなどもした。楽しかった。

８月 ８日

今日は途中でしんどくなってしまい、休んでしまった。体調が良かったら、
最後までみんなでクッキングを一緒にできたのに。休み明けは元気に登校し
たい。

８月 ９日

今日は朝から体調が悪く、一日中部屋のベッドで寝ていました。頭とのどが
痛くて、とてもしんどかった。

８月１０日

今日は６時ごろから祭りへ行った。初めての祭りで不安だったけど、日本の
友達とも出会えて安心感が出た。祭りもとても楽しかった。

８月１１日

今日は船っぽいバスで海を渡って向こう側の島に行った。海に入る時、前に
傾き少し怖かった。海も、とてもきれいだった。

８月１２日

今日は、朝にバスケットボールをした。久しぶりだったから、とてもしんど
かった。その後、ダンスもやった。最初は難しかったけど、とてもおもしろ
かったです。

８月１３日

今日はパーラメントハウスの中に入りました。普段は入れない部屋に入り、
椅子に座りました。とてもフカフカしていて、気持ち良かったです。

８月１４日

今日は、one day camp をした。色々な川に行き、泳いだりしました。とて
も寒かったです。でも、とても楽しかったです。

８月１５日

Host Family とお別れした。約２週間お世話になったので、別れるのが心細
かった。Host Family と、今回の研修は絶対に忘れられないものになると思
う。

ニックネーム

せいちゃん

★自己紹介

いつも元気な“せいちゃん”です。クラブではバスケ部に所属しており、体
を動かすことが好きです。オーストラリアに行き、友達をたくさんつくりた
いです。

８月 ４日

とても飛行機にいる時間が長くて疲れた。シンガポールに着くと、どこを見
ても英語や中国語ばかりで緊張した。買い物をするときはジェスチャーなど
で頑張った。シンガポールの人たちが優しく接してくれたので嬉しかった。
明日のオーストラリアも楽しみです。

８月 ５日

オーストラリアに着くと、ホストファミリーが迎えに来てくれていた。とて
もやさしく親切だった。ホストマザーが自分のお母さんと似ている所もあり
安心です。初めてのオーストラリアの学校も楽しかった。

８月 ６日

昨日は高校へ行ったが今日は小学校に訪問した。小学校でさせてもらったオ
ーストラリアのスポーツ“クリケット”は野球みたいで楽しかった。

８月 ７日

高校に行きました。今日はす Sports Day という日で、バスケや卓球、ラグ
ビーをしました。オーストラリアの人たちはとても背が高く、強かったです。
楽しい１日でした。

８月 ８日

昨日の夜、親戚のジョンの誕生日でした。レストランに行きステーキを食べ
ました。日本より量が多かったです。もう少し少なくしてほしかったです。

８月 ９日

今日は休日なので、ホストファミリーがクロコダイルを見に連れってくれま
した。ジャンプするのですごく迫力があり、ビックリした。クロコダイルを
見れて、貴重な体験だった。

８月１０日

オーストラリアの動物たちを見た。とても美しく、かわいい動物ばかりだっ
た。たくさん歩いたので疲れた。

８月１１日

博物館に行った。台風の音を体感する部屋で、風によって物が壊れる音がし
たので、ダーウィンに来た台風の怖さを知った。

８月１２日

中学校に行った。オーストラリアの友達とトークをしたり、遊んだりと、と
ても楽しくオーストラリアのことをたくさん学べた。市長さんと会い、市長
さんの豪華でかっこいい服装はすてきだった。

８月１３日

今日は、パーラメントハウスに行った。案内係の人は、とても日本のことを
気遣って話をしてくれ、優しい人だと思った。

８月１４日

今日は、学校のみんなで滝に行った。日本ではあまり遊べないことまででき
て、楽しかった。オーストラリアで学んだことを日本や学校、生活で活かし
たいです。

８月１５日

今日はシンガポールの観光をした。マーライオンが見れて嬉しかった。とて
も充実した２週間だった。岩﨑さん、垣谷さん、金田先生、上山先生、河内
さんお世話になった方々、本当にありがとうございました。

ニックネーム

ありっぴ

★自己紹介

ちょっとぬけてる“ありっぴ”です。本を読むのが好きなありっぴです。バ
スケ部だけど、運動は苦手です。

８月 ４日

ほとんど 1 日中飛行機の中だった。これから、オーストラリアに着くのが楽
しみ！

８月 ５日

初めて学校に行ってスピーチをした。とっても緊張した！プールは寒かった
けど、楽しかった。家では、ホストはミリーといっぱいしゃべれたし、エア
ホッケーとビリヤードをしたり、折り紙を一緒にできてうれしかった。

８月 ６日

今日は、小学校へ行った！みんな、日本のことに興味があるみたいで、少し
うれしかった。とってもかわいかった。たくさん質問されたけど、分からな
かったので、ちゃんと勉強して来たかった。

８月 ７日

今日はスポーツデーだった。たくさんのスポーツをして、とても楽しかった！
本の中に出てきた食べ物は美味しいものが多かった！！

８月 ８日

今日は中学校だった。印象に残っているのは音楽の授業！パソコンで音楽を
作れる設備があるのにビックリした！！

８月 ９日

今日は、買い物に行った！！いろんなものが売っていた。昼食にお寿司を食
べたけど、日本と全然違った。夕珠ちゃんとふうちゃんのホストファミリー
と一緒に食べた。夕食は美味しかった！

８月１０日

夕珠ちゃんとふうちゃんのホストファミリーと一緒に、動物園みたいなとこ
ろへ行った！ワラビーがめちゃくちゃかわいかった。夜に、ビーチのマーケ
ットに行った！すごい人だった！

８月１１日

今日は市内観光だった。でも、車酔いをしてしまった。でも、海はきれいだ
った。

８月１２日

今日は、ローズベリーの最後の日だった。バスケはやりたかったけど、体調
が悪くてできなかった。残念だった。ダンスはやれた！とっても楽しかった！
生徒のダンスはすごく上手だった！！

８月１３日

今日は、パーラメントハウスに行った！！すごく大きくて、きれいだった！
パーマストンでは、ポスターを作った。とても楽しかった。もうすぐ帰らな
きゃいけないのが寂しい。

８月１４日

オーストラリア最終日は、リッチフィールドへ行った。滝で泳いだ！行くま
でが遠かったけど、とても気持ち良かった！この研修でとても良い経験がで
きた！

８月１５日

ホストファミリーとのお別れはさみしかったけど、今日はシンガポールの観
光をした！突然雨が降ってビックリしたけど、楽しかった！

ニックネーム

ゆず

★自己紹介

ねること大好き“ゆず”
。好きなことはねることと音楽を聴くことです。音楽
は嵐が好きで、よく聴いています。

８月 ４日

初めての外国旅行。1 日目の今日は”飛行機”を楽しんだ。シンガポールま
で 5 時間半と長かったが、
映画や音楽で暇つぶしができ、
いい体験になった。

８月 ５日

今日は、高校へ行かせてもらった。物理と社会の授業を見させてもらったが、
理解はできなかった。しかし、実験をさせてもらい気持ちは高校生だった。

８月 ６日

今日は、小学校へ行った。印象に残っていることは、小学生と遊んだこと。
年齢のあるなか、親しくすることができ、うれしかった。

８月 ７日

今日は、パーマストンが最後でした。スポーツデーだったので、たくさんの
高校生と交流ができ、とても嬉しかった。

８月 ８日

今日はローズベリーに初めて来た。音楽の時間には「Let it go」をひいて録
音までさせていただき、貴重な体験ができた。

８月 ９日

今日は、湖に泳ぎに行った。足がつかない、深いところまで泳いでいった時、
怖かったけど、久しぶりに泳げて嬉しかった！

８月１０日

今日は、大きなマーケットに行った。夕食は、チキンが大もりで、食べたお
腹がはちきれそうなくらい痛かった。近くのビーチでサンセットも見れた。

８月１１日

今日は、ダーウィンの町を観光しました。水陸両用のバスに乗り、海をドラ
イブした。海の上は、風があり、とても気持ちよかった。

８月１２日

今日は、最後のローズベリー中学校訪問だった。ダンスの授業のレベルが高
く、難しかった。オーストラリアの友達が学校を案内してくれて嬉しかった。

８月１３日

今日は、最後のパーマストン。高校生のみなさんと、ダーウィンを観光し、
とてもいい時間を過ごせた。離れるのがとても寂しい↓↓

８月１４日

今日は、いろんな滝に行った。冷たい水の中では寒かったが、最後の研修を
思い切り楽しむことができた。

８月１５日

今日は最後の研修日。
「観光」のイメージがあるシンガポールに行くことを楽
しみにしていた私。でも、突然の大雨。しかし、マーライオンやホテルも見
れていい思い出に！良い思い出であるけど、ホストファミリーとの別れはと
ても悲しかった。一人ずつと写真を撮りたかったけど、みんな忙しくて．
．
．
。
せめて、いつも私を笑わせてくれた次男のジョーンと撮りたかった．
．
．
。でも、
いっぱいお世話になったホストファミリーが大好きだった。本当にこの１２
日間は私の最高の思い出だった。

ニックネーム

めぐ

★自己紹介

いつもマイペースなめぐです。私は食べる事と、音楽を聴く事が好きです。
英語で話せるか心配だけど、がんばりたいです。これから、よろしくおねが
いします。

８月 ４日

今日、初めて外国行きの飛行機に乗った！！離陸、着陸する時すごく耳が痛
かった。そしてあまり声が聞こえなかった。

８月 ５日

みんなの前で one minute speech をした！！緊張したけど思った以上に大
丈夫だった。ホストファミリーの２人のお兄さん達とエアホッケー、ビリヤ
ードをした。とても楽しかった。

８月 ６日

今日、小学校に行った。自分より年下なので話しやすかった！！でも英語
が．
．
．
。日本に帰るまでに質問されて答えられるようになりたいな～！

８月 ７日

散歩をした！！暑かったし、虫（アリ）がいっぱいあった！！少しオースト
ラリアの人が言っていることが分かってきた。

８月 ８日

今日、中学校に行った！！同級生だけど、みんな大人に見えた。りんごを使
った料理をした！！おいしかったけど、少し甘すぎた！

８月 ９日

Today is shopping！コアラやカンガルーのお土産を買った。そして、昼食
に回転ずしを食べた。おいしかったけど、日本みたいなものではなかった。

８月１０日

今日は、動物園みたいなところに行きました。チーターやワラビーを見まし
た！！とても可愛かったです！！

８月１１日

水陸両用のバスに乗った！海に入った時、すごく揺れたので怖かったし、び
っくりした。でも楽しかった。海はきれいだった。

８月１２日

今日、ダンスをした！！はじめは、恥ずかしかったけど、だんだんと慣れて
きて、楽しかった。やっぱりオーストラリア人のダンスは上手だった。

８月１３日

パーラメントハウスに行った。外に噴水があって、とてもきれいだったし、
海もきれいだった！！そこで結婚式もするそうです！

８月１４日

今日で最後！！帰りたくないよ～。滝で泳いだ！私は足だけだったけど、と
ても楽しかった。また行きたいです。

８月１５日

今日は、ホストファミリーと別れた。少しさみしかったけど、私の家のお兄
さんが９月に来るのであまりさみしくなかったです。来年も行きたいな
～！！

ニックネーム

ゆーか

★自己紹介

元気100倍“ゆーか”です！「粉もん」大好きなゆーかです。とくにたこ焼
きが好きです。オーストラリアへソースをもっていって作ってあげたいです。

８月 ４日

シンガポールに降り立ったとき、日本と違うにおいがした！なんか海外のに
おいだった。機内食がけっこうおいしかった。飛行機の中で寝られるかなぁ
…。

８月 ５日

今日はプールに入った。すごく寒かった。家族の事を話していると、少し寂
しくなった。でも、まだ２日目．
．
．
。長いなぁ。お土産を渡したら、すし型消
しゴムが大ウケ！！

８月 ６日

今日は寒かった．
．
．
。でも、小学校でクリケットをしたとき、日差しが強くて
しんどかった。お昼ご飯のミートパイがめっちゃおいしかった♡

８月 ７日

今日は、ウォークラリーみたいなのをした！英語じゃなくて、問題が日本語
だったので、大変だった。パーマストンは最後らしいので寂しい…。

８月 ８日

今日は、レコーディングをした。ローズベリーミドルスクールで音楽の授業
をうけた。すごく本格的なスタジオとドラム、マイクがあった。すごい！

８月 ９日

今日は動物園に行った。なんと！絶対やりたくなかった、
「ヘビとワニをもつ」
にトライ。やってみたら、けっこう柔らかかった。不思議体験ができて良か
った。ちょっと日本が恋しくなってきた…。

８月１０日

今日は大きいショッピングモールへ行った。イオンみたいだった。ワンピー
スとネックレスを買った！！おもしろいお菓子がたくさんあった。ひもでつ
ながったキャンディーも買った。すごく暑い…。

８月１１日

今日は、船に乗った！なんと水陸両用車！！海へ入る瞬間の緊張感がまだ残
っている！運転もさせてもらえた！すごく楽しかった～。

８月１２日

今日は、ローズベリー最後だった。皆がお土産をくれた！２回しか会ってい
ないのに、さよならなんて…。バスケとダンスをした。ダンスはすごく楽し
かった！！

８月１３日

今日は、パーラメントハウスに行った。外装は教会みたいだった。その後、
ショッピングをした。なんと、チョコレートのお店があった！すごくいいに
おいだった♡パーマストン、ありがとう！！！

８月１４日

今日は滝へ行った。午前中は日本じゃ考えられないくらい寒かった。午後は、
暖かくなったから楽しかった。今日で最後なんで寂しいなぁ。

８月１５日

今日は、シンガポールを観光した。初めてマーライオンを見たけど、思って
たより大きかった！急に雨が降ってきたり、はぐれたり、ハプニングも多か
ったけど、楽しかった☆ 今度は、家族でオーストラリアやシンガポールに
行きたい。

ニックネーム

ふう

★自己紹介

いつも笑顔の“ふう”です。いつも明るくて、元気です。音楽を聴くことが
好きです。今の学校での楽しみは、友達とおしゃべりすることです。

８月 ４日

今日は、飛行機に初めて乗りました。離陸するときは、ジェットコースターみたいで
怖かったです。雲がふわふわでした。雲がすごく近くなったり、雲の中に入ったり、
とても楽しかったです。晴れていて、青空もきれいでした。
今日は初めて、パーマストン校に行きました。One minute Speech は、とても緊
張しました。緊張しすぎて４文ぬけてしまいました。授業に入らせていただいた時は、
英語が飛び交う中で、とまどってしまいました。
今日は、小学校に行きました。みんなとても元気でした。だから、とても話しやすか
ったです。ですが、とても早口なので、聞き取りづらかったです。
今日は散歩をしました。ゲームもしたけど、とても難しかったです。だけど、チーム
のお姉さんが優しくて、とても楽しかったです。
今日は音楽室に行った事がとても楽しかったです。入った瞬間見えた、たくさんのウ
クレレとギターがとってもかっこよかったです。レコーディング室がとてもすごかっ
た。
今日は休日。ホストファミリーと楽しく過ごしました。海と湖に行きました。海では、
ダーウィン市を見たり、海にちょっと入っただけです。本格的に泳いだのは湖です。
鮮やかな水色で、とてもきれいでした。
今日は、マーケットに行きました。日本でいう屋台みたいな感じでした。日本にはな
い、いろいろな物が売っていました。見ているだけでとてもわくわくしました。
今日は、ダーウィンのいろいろなところに行きました。バスがいきなり船に変わって、
海に入っていったのは、とてもびっくりしました。博物館は、オーストラリアの子と
あまりしゃべれなくて、笑ってばかりでした。
今日は、学校の授業でダンスを踊りました。ローズベリーの生徒達は、プロみたいに
とても上手でした。最後の授業は、みんなでゲームをしました。ビー玉のゲームは、
とても難しかった。ローズベリーの生徒達との別れは悲しかったです。
今日は、パーラメントハウスに行きました。会議するようなところです。とてもきれ
いでした。テラスは、結婚式もすることがあるそうです。パーマストン校の最後の日
で、アンちゃんともっとしゃべりたかったです。
今日は、オーストラリアの病院に行きました。病院は英語ばかりで、パニックになり
ました。でも、日本語が聞こえると、とてもほっとしました。そして、病院はとても
可愛かったです。日本でも乗ったことのない救急車に乗りました。ピーポーピーポー
鳴らなかったので、少し残念でした。
今日は、最後の日でした。シンガポールの市内観光はとても楽しかったです。ずっと
見てみたかったマーライオンを見れたことがうれしかったです。でも、マーライオン
は１つだけだと思っていたけど、いっぱいあることを知ってびっくりしました。この
１２日間は、とても楽しかったです。帰りたくないです。ホストファミリーは、優し
いし、オーストラリアの学校の子達はフレンドリーで明るい子ばかりで、とても充実
した１２日間を過ごせました。

８月 ５日

８月 ６日
８月 ７日
８月 ８日

８月 ９日

８月１０日
８月１１日

８月１２日

８月１３日

８月１４日

８月１５日

ニックネーム

みく

★自己紹介

歌うのがすきな“みく”です。いつも元気なみくです。私にはたくさん友達
がいます。なので、これからも友達を増やしたいので、どんどん声をかけて
ください。お願いします。

８月 ４日

今日から12日間オーストラリアに滞在します。私はとても今、ワクワク、ドキドキ
しています。しかし、不安なことがあります。けれども、オーストラリアで不安なこ
とも楽しいことにしていけたらいいと思います。

８月 ５日

今日は、ホストファミリーと一緒に、フットボールの練習を見に行きましたホストフ
ァミリーの弟さんがフットボールをがんばっていたので、私たちも英語で話すのをが
んばりたいです。

８月 ６日

今日は、小学校へ行きました。小学校では、たくさんゲームをしました。私の一番印
象なことは、折り紙を一緒にしたことです。小学校の子達は、いろいろ聞いてくれて、
すごく楽しかったです。明日も楽しくなりそうです。

８月 ７日

今日は、パーマストンが最後だったので、とても悲しいです。でも、心の中には楽し
い思い出や親しくなった友達がいるので大丈夫です。明日も頑張りたいです。

８月 ８日

今日は音楽がありました。音楽では Let it go を 3 人で歌った。すごくはずかしか
ったけど、オーストラリアの人が上手って言ってくれてうれしかった。

８月 ９日

今日動物園へ行きました。そこには、クロコダイルがいました。私はしなかったけど、
ゆうかはヘビとワニを持っていました。

８月１０日

今日は、体調を崩しずっーと家で寝ていました。ホストファミリーの人が大丈夫かと
聞いてくれて嬉しかったです。早く治したいです。

８月１１日

今日は１日中寝ていました。とても暇でした。でも、ゆうかが帰ってきて話を聞くと
楽しそうだったので、行きたかったです。

８月１２日

今日は、ローズベリー校でダンス、バスケ、ゲームをした。私が一番楽しいと思った
のは、ダンスです。ダンスはとても難しかったです。ロースベリーの子たちのダンス
がすごくて、とても憧れました。また来たいです。

８月１３日

今日は、いろいろな所へ行った。ショッピングをした。私はたくさんチョコレートを
買ったり、食べたりしました。とてもおいしかったです。そして、パーラメントハウ
スへ行った。カンカンと鳴らすのをやってみた。見た目より大きい音がして、びっく
りした。明日は最後の日なので、楽しみたいです。

８月１４日

今日は、川や滝へ行った。私の一番は、最後の川です。川では、たくさん泳ぎました。
楽しかったです。１１日間、良かったです。

８月１５日

今日は、もう家に帰ってしまいます。とても悲しいです。ホストと別れるとき、もっ
とここにいたいと思いました。そして、オーストラリアの空港を旅立ち、現在シンガ
ポールも出発しようとしています。もうすぐ日本に着くと思うとホッとします。早く
帰りたいで～す。

ニックネーム

えり

★自己紹介

うるさい“えり”です。いつもうるさく、明るいえりです。よく笑います。
スポーツをするのは下手ですが、野球を観るのは好きです。左利きです。よ
ろしくお願いします。

８月 ４日

今日は、初めて飛行機に乗って、海外にも行った。飛行機は、初めの方は不
安だったけど、景色がきれいだった。シンガポールに着いたら外国人がいっ
ぱいで楽しかった。

８月 ５日

一日とても疲れた。聞こえてくるのは英語ばかりだし、食べ物に苦戦しそう
です。授業で作ったクッキーがとてもおいしかった。また明日が楽しみ！

８月 ６日

今日は小学校に行った。みんなでクリケットをした。野球とルールが似てい
てとても楽しかった。その後、小学生とゲームをした。日本へ帰ったら、ま
たしたいです。

８月 ７日

今日は散歩をした。犬に噛まれた。とても痛かったけど、散歩は楽しかった。
昼にお菓子を食べて、おいしかった。今日でパーマストンは最後なので寂し
い。

８月 ８日

今日はラグビーをしていたけど、かぜをひいてできなかった。みんなが気遣
ってくれてなんとか回復できてよかった。土日が楽しみ。

８月 ９日

今日はジャンピングクロコダイルを見に行った。せいちゃんの家族に連れて
いってもらって、とてもやさしかった。クロコダイルがかなり高くまで飛ん
でいて..ビックリした。体調が悪いので、うどんを食べた。おいしかった。

８月１０日

今日は、朝からテディベアのお祭りみたいなものに行った。ホストファミリ
ーにテディベアをもらって、それを会場の人に渡すと、包帯を巻いてくれた。
ホットドックも食べて、楽しい一日だった。

８月１１日

今日は、ダーウィン市内の観光をしたり、海に行ったりして過ごした。また、
風邪を引いてしまった。早く治したい。

８月１２日

今日は、ローズベリーに行って、みんなはバスケをしていた。おもしろそう
だった。後でパーマストン市長さんのところへ行って、写真を撮ったり、食
べたりした。早く風邪を治したい。

８月１３日

今日は、州議事堂に行った。中はあまり見れなかったけど、休んで風邪が治
って良かった。お土産のキーホルダーやお菓子を買って楽しかった。

８月１４日

今日は１日のキャンプに行って、たくさん散歩をした。泳いでいて気持ちよ
さそうだった。また行きたい。

８月１５日

今日オーストラリアを出た。ちょっと悲しかったけど、みんなとお別れした。
それからシンガポールに行って、マーライオンを見た。口から水をたくさん
出していて面白かった。今までたくさんの人にお世話になりました。ありが
とうございました。

ニックネーム

まこちゃん

★自己紹介

車が好きな“まこちゃん”です。僕の好きなゲームは GRAN TURISMO５
です。車のゲームです。僕の好きな車はエンツォ・フェラーリです。

８月 ４日

ずっと待ち遠しかった、オーストラリア研修に行くことになりました。シン
ガポールは、僕の初めての外国体験となりました。
「Thank you.」を言って
通じたので嬉しかったです。

８月 ５日

今日は、パーマストン校へ行きました。豪人の人ばかりなので少し不安でし
たが、みんなおおらかだったので、話しやすかったです。日本のアニメが人
気でびっくりしました。日本語を話したりする学生もいてびっくりしました。

８月 ６日

小学校へ行きました。１０才くらいの子ども達がいて、とてもかわいかった
です。片言で話をしたりもして、とても楽しかったです。

８月 ７日

今日はパーマストン校へ行った。今日は Sports Day だったので、ラグビー、
バドミントン、バスケなどをしました。汗をたくさんかいて、気持ちよかっ
たです。

８月 ８日

今日は中学校に行った。フットボールをしたり、アップルパイみたいなもの
を作ったりした。とても楽しかった。

８月 ９日

風邪をひいて寝ていた。とてもしんどかった。

８月１０日

風邪を引いて、寝ていました。とてもしんどかったです。

８月１１日

今日は、水陸両用のバスで海を旅しました。海風がとても気持ち良かったで
す。博物館で、アリ塚やヘビなどを見ました。とても大きなワニの見本があ
り、とてもすごかったです。

８月１２日

今日は、ローズベリーへ行って、バスケを行った。とても楽しかった。次に
したダンスは、よく分からなかった。ランチの後、オーストラリアの人達と
話をして、とても楽しかった。市長さんの所へ行った。市長さんの服は、豪
華でした。とても楽しい一日でした。

８月１３日

今日は、州議事堂へ行った。普段入れないところなので、とても嬉しかった
です。中は広くて、少し暑かったです。

８月１４日

今日は川へ行った。滝つぼなどで泳いだ。とても寒かったけど、とても楽し
かったです。

８月１５日

今日の０時に、ホストファミリーとお別れをした。今まで本当にありがとう
ございました。ホームステイのことは忘れません。その後、シンガポールで
観光しました。楽しかったです。

ニックネーム

ショウ

★自己紹介

本が大好きな“ショウ”です。趣味は小説やマンガを読むことです。英語が
苦手なのでこの研修でいい経験を得て、得意にしたいです。よろしくお願い
します。

８月 ４日

今日は初日、緊張とわくわくの気持ちが入り混じっている。CA が英語で質
問してきたけど、単語で聞き取り対応できた。これからこんな中で生活する
のかと思った。

８月 ５日

今日、初めて家族と会った。家族はとても優しく接してくれた。計６食、食
べたのでとても腹がいっぱいだ。ゲームも一緒にやって楽しかった。

８月 ６日

今日は、ホストファミリーの娘の学校へ行った。クリケットと箸を使ったゲ
ームをやった。クリケットはルールが分からなかったけど楽しめた。もうこ
こには来ないけどいい思い出になった。

８月 ７日

今日はスポーツデーで、たくさんのスポーツをした。輪投げの時、棒に入っ
て、
『First』の札をもらった。Amy と仲良くなれてよかった。

８月 ８日

今日は音楽編集ソフトをみせてもらった。日本はとても勉強体制が進んでい
ると思っていたが、オーストラリアに比べると劣っていると思った。

８月 ９日

熱が出て、ずっと休んでいた。でも、吐いたら少し良くなった。やっぱり日
本人には、日本食が一番だと思った。早く日本の米を食べたい。

８月１０日

熱が下がり、プールに行った。日本と違うのは、ロッカーがないところだ。
少し驚いたのは、KIOSK があったところだ。KIOSK は日本だけだと思って
いたが、そうではなかった。

８月１１日

今日は、博物館や水陸両用バスに乗ったりした。オーストラリアでも台風み
たいなのがあり、大きい被害をもたらしたことに、とてもびっくりし、共感
した。

８月１２日

今日は、市長に会いに行った。そこで感じたのは、日本との制服の違いだ。
日本のスーツとは違い、赤い派手なマントをはおっていた。自分も着てみた
いと思った。

８月１３日

今日は、パーラメントハウスに行った。そこで感じたのは、案内係が日本と
戦争のことを一切話さなかったことに悲しく思った。さらっと話してくれた
らなと思った。もっと有田川町とパーマストンが仲良くなればいいと思った。

８月１４日

今日はキャンプに行った。今日感じたのは、オーストラリアの自然の豊かさ
だ。アボリジニーはこの自然の中で暮らしていたんだなと思った。

８月１５日

今日は、シンガポールの観光をした。そこで感じたのは、多民族国家と言わ
れる由縁の人種の多さだ。日本も外国人が増えてこのようなものになるのか
なと思った。

ニックネーム

あかね

★自己紹介

腰痛がひどいばあちゃんの“あかね”です。私は細かい事を気にせず前向き
で大雑把な男らしい性格です。スポーツ（ボート）と GReeeN が大好きで
す。アホなんでからみやすいと思います。よろしく！

８月 ４日

海外（シンガポール）に来たというものの、まだ免税店など日本と似ていたり、周り
も日本人だらけで、緊張感も実感もあまりなかった。でも、もうすぐ英語だけ！！自
分がどこまでできるか楽しみ。

８月 ５日

初めての学校。日本と全然雰囲気がちがい、映画の中にいるようだった。エイミーと
仲良くなり（高１、緑好き）ずっと話していた。放課後はアリサ（９歳）と母のホッ
ケーについて行った。アリサと一緒にすると周りの小学生がすぐに寄ってきたりすご
かった。オーストラリアでの「どちらにしようかな」も体験した。

８月 ６日

アリサが通う小学校へ。８～９歳のアリサ世代の子とふれ合った。そこで仲良くなっ
た『Tenika』やジェンソンと仲良くなった。ゲームでは説明する時に、隣に来てく
れたり、
「私の先生になって」と言ってくれたり。そして『Tenika』の付けていたブ
レスレットをプレゼントしてくれた。嬉しすぎ。他の子からも絵をプレゼントしてく
れた。

８月 ７日

今日は Sports Day。気になった子とグループになれて仲良くなった。写真をとる時
に、肩を持って隣に寄せてくれて、さすが英国式だなと思った。仲良くなったエイミ
ーの姉妹、ルーシーとホーリーとも仲良くなれた。パーマストンが大好きになった。
ここに通いたい。

８月 ８日

ローズベリーミドルスクールに行くのは、パーマストンに行けないので、悲しくもあ
り、友達ができるのでうれしさもあった。モーニングティーの時に「一緒に食べても
いい？」とあるグループに聞かれ、積極的だなと思った。１つ下の子とも仲良くなり、
同世代はやっぱり良いなー。写真もたくさんとり、楽しい良い思い出になりそう。レ
コーディングもし、Let it go を歌った。この学校は、子どもにとってすごくいい所
だと思う。この学校に通いたい！！日本に帰りたくないよー。

８月 ９日

楽しすぎて腰痛なんかふっとんでいる”あかね”です。木曜に行ったダーウィンフェ
スティバルのコンサートに出ていた「B2M」と、クロコダイルバーガーにハマった”
あかね”です。
（笑）今日は家族のみんなの１日を通してのホッケーの試合！！その
間にショッピングモールや、スライダーのあるプールに連れて行ってもらった。ショ
ッピングでは、大きい建物の中を１人で！！初めて、外国で１人で買い物をして。ど
こにお店があるのか聞けたし、買い物もできたし、まず、道に迷わなかった！！１人
でのホームステイということで、今日、だいぶ自立するための経験を積めていってい
ると思う。残りわずかだが、今後の人生に役立てるように、毎日を悔いなく送りたい。
あと、Alyssa が車の中で流れている音楽を歌っていたので、心を許してくれたのか
と、すごく嬉しい。

８月１０日

朝起きると、庭で BBQ の準備が！まさか朝からするとは思ってもいなかったので、

だいぶびっくりした。そこから、「ジャンピング・クロコダイル・クルーズ」へ。ず
っと予定してくれていて、とても楽しみだった。食べたせいか、親近感もあるし（笑）
すぐそこの所にワニが来て、ジャンプして。とってもかわいかった。そこから家に帰
って、しんどかったので熱を計ってみると３９．２℃の熱が！でも、そこから自分で
タオルをぬらしたり、薬を飲んだり、汗をかいたりと、処置できてすっかり元気に。
こうやって、どんどん大人になっていくんだなと、しみじみ感じた。帰った時には、
一回りも、二回りも大きくなっていられるように！でも、日本のことをあまり覚えて
いないので、本当にこの生活に慣れてしまっている。帰りたくない！
８月１１日

久しぶりのパーマストン校のみんな。市内観光へ。前に仲良くなった Marc とももっ
と仲良くなれたり、「AKANE」と声をかけてもらえたりと、離れるのがどんどん悲
しくなる。ダーウィンの歴史やアボリジニーのことを深く知れて、親近感がわいたし、
知れたことがとても嬉しく思えた。連絡先も交換できたので、日本に帰ってからもつ
ながりたい。仲の良い Marc が日本に来るらしいので、できることならホームステイ
を受け入れたいと思う。それにしても帰りたくない～。

８月１２日

２日目、最後のローズベリーミドルスクールへ。ダンスの授業では、チームごとに自
分たちのダンスを発表し合い、ダンスをもっと向上させるために必死だった。みんな
のダンスは、表現力が豊かで、堂々としていた。やる気がなかったら、プログラムか
ら落とされるらしい。自主的に頑張り、とても楽しむ姿には憧れた。休憩時間には、
前に仲良くなった子に「Akane!!」と言われて、ずっとしゃべったり、「学校の案内
をしようか？」と言われて、仲良い子３人と私で、たくさん話しながら、色々なとこ
ろに行った。自分のためにしてもらったことはとても嬉しく、印象深くなるものだと
改めて感じだ。この子たちともうお別れなのだと思うと、泣けてくる。最後のハグと
何回ものハイタッチは、心の中にずっとある。
「一期一会」という言葉のとおり、出
会いを大切にしたいと思ったし、そう教えてくれた子たちに感謝したい。

８月１３日

州議事堂へ。ダーウィンの議員の２５％はアボリジニー、４０％は女性ということで、
あまり差別のない、いい街だなと思った。最後のパーマストンでは、Amy と Marc
と再会でき、プロフィールやメッセージを書いてもらって、とても満足。だけど会え
るのは本当に最後だと思うから悲しいし、もっとに一緒にいたい。でも、この出会い
は絶対にいいものだったから、忘れずに、自分の１つとして心の中に置いておきたい。
こんなチャンスをくれた人達に、本当に感謝したい。

８月１４日

自然のプールツアーへ。滝の中に行ったり、２～３ｍの所から飛び込んだり、日本に
はあまり数少ないので、とても貴重な体験ができたと思う。これから日本に帰るが、
日本の味や、家の間取りなど忘れてしまっているほどここに慣れたので、実感がわか
ない。この学校に来れたことは、人生の宝物。Thank you♡

８月１５日

まだ、別れてしまったという実感があまりない。でも、ホストファミリーとの最後の
夜、手紙や絵、オーストラリアグッズの詰め合わせなどたくさんプレゼントをもらっ
た。この PEACE 家族にはもらってばかりで、何も恩返しができなかったのが、心残
り。だから、帰ったらすぐにメールをしようと思う。今回は、大げさではなく本当に、
人生の中で、最も輝いていた日々に入ると思う。全ての関係者さんに感謝します。本
当に、ありがとうございました（でも、来年も行きたいです）
。

