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カ ナ ダ ミ ッ シ ョ ン 市 に 行 っ て き ま し た

日本での説明会や3回の研修を経て、6人の中学生、高校生が平成31年3月 22日か
ら29日 までの8日 間、カナダでのホームステイ研修に参加してきました !平成最
後のホームステイはどんな思い出になったでしょう!?
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ホームステイ
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小山中学校3年

僕は今回のホームステイで、改めて会話の重要さ
を学べたと思います。

1日 日、いよいよ海外進出と期待をふくらませな
がら出国しました。が、しかし、バンクーバー空港
についてみるとがくぜんとしました。そう、自分達
OIFAの 人達以外の会話や表現が全く理解できないの

です。期待は不安へと変わりつつありました。空港
では、ホームステイを受け入れてくださった人達が

待っていてくれて、会話しているのを見ていると、

楽しそうに思い、その場の雰囲気を理解でき、少し

安心しました。そしてついに、僕のホストファミリー

とご対面です。僕は、サマーズー家にホームステイ

をさせてもらう事になりました。高 1の ダグラスさ

んが「NICE TO MEET YOU」 と言ってくれました。

人見知 りの激 しい僕ですが、それに対 して「ナイス

トゥミー トユー」と日本語まじりの言葉で言いま

した。

僕の思い出に残った出来事は主に3つあります。

1つ 目は頭痛です。僕は昔から頭痛持ちです。心

配していたのと極度の緊張からか…まさかのカナダ

で頭痛に悩まされることになってしまったことです。

2つ 目は遅刻です。3日 目にOIFAの仲間と集合す
る約束があったのですが、毎 日時差でなかなか寝れ

ず、起きたのが昼過ぎだったのです。ひや汗と共に、

緊張感で今までに味わったことのない焦 りを覚えま

した。よくない事ですが、忘れられない思い出です。

そして3つ 目がリアルサバゲーです。ペイントボー

ルという遊びで、ペイント弾を相手に撃ったら勝ち

というゲームです。怪我 も伴いましたが、初めて経

験した、とても刺激的なゲームです。

どれも全部忘れられない思い出です。楽しいこと

はもちろん、難 しい英語で厳 しい環境での生活 も、

今 となればとても素敵な思い出です。この思い出は

僕の宝物となりました。

小山中学校3年

鈴木 望加

この機会で前よりもっと英語を積極的に学んだり、

話したりするようになりました。そして、自分に自信
が持てるようになりました。

海外には、以前も行ったことがありますが、私がま
だ小さかった頃だったので、よく覚えていません。な
ので、もう一度海外へ行けてよかったです。観光で海

外へ行くよりも、ホームステイなどの英語を話す環境
にいた方が面白いなと思います。たった8日 間しか居
ませんでしたが、英語の話し方や、反応などを知るこ

とができました。笑顔で伝えようという強い思いさえ

あれば、普通に会話が出来ました。

私が一番印象に残った思い出は、友達とショッピン

グモールに行った事です。カナダに1年間住んでいる
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女の子と会って、とても流暢な英語で私のホス トファ

ミリーと会話していてかっこいいなと感激Lま した。

終わりが近づ くにつれ、もっと会話 しておけば良

かったなあと後悔した事を覚えています。最初は早く

帰 りたいという気持ち、最後は帰りたくないという気

持ち、カナダに行 く前に言われた通りでした。でも過

去には戻れないので、これから日本で、学校で、授業

で活かしていきたいです。また、修学旅行でも、海外

の人に話し掛けてみます。

このホームステイは本当にいい機会でした。また、

海外に行きたいです。

加藤学園暁秀高校2年

渡邊 実由

私はこの度、ミッション市へのホームステイ研修ヘ

行って学んだことがあります。それは行動力の大切さ

です。何かと日本人は引き気味だと言われますが、私

もその典型的な日本人の一人です。だからこそ積極的

に行こうと強く心に決めて今回参加しました。今振 り

返ってみると本当にそうだったかと言われると『はい』

とは言えませんが、人前に立ち、何かを発する際の度

胸を鍛えることが出来たと思います。そういったもの

は一回行ったから得ることが出来る訳ではありませ

ん。何回も挑戦するからこそ自分のものに出来るの

だと私は思います。だから、これからも海外の方と

話す際には自分なりに努力して頑張ってみようと思

います。

まとめとして、今回一番強く感じたことは笑顔の大

切さです。現在、世界で最も話されているのは英語で

す。しかし、英語を話せなくても笑顔で相手と接して

いれば自然と良い人間関係を築けることが出来ると思

います。だから、今この文を読んでいる人に伝わって

欲しい、と。私をそう感じさせてくれたこの研修に感

謝しています。これからも私は夢に向かって一生懸命

進んで参 ります。本当にありがとうございました。

沼津市立沼津高校2年

田坂 愛湖

わたしは、今回はじめての外国でした。行 く前は言

葉が通じるか、しっかり伝えたい事を言えるかすごく

不安でした。しかし、実際にカナダに着くと、ホス ト

く迎えてくれて、

楽しく生活するこ

とができました。

わたしのカタコト

な英語も、分かろ

うとしてくれたの

で、簡 単 な 内容

だったけど色々な

話をすることができました。そして、カナダの奥:ベ

物もたくさん食べました。どれもすごく大きくてびっ

くりしました。日本ではあまり食べないようなもの

もあったけど、どれも美味しかったです。

わたしはビーフシチューを作 りました。食材はカ

ナダで買ったものを使いましたc野菜はどれも大き

くて、ジャガイモやニンジンは、硬 くて切るのが大

変でした。でも、おいしく作ることができたので良

かったです。

ホス トファミリーがショッピングモールに連れて

行ってくれて、買い物 もたくさんできました。店員

さんは日本よリフレンドリーだったので、すごく楽

しかったです。いつもと違う日常で戸惑うこともあっ

たけど、一週間楽 しく過ごすことができました。そ

して、英語をもっと頑張ろうと思えました。

小山中学校3年
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私はこのカナダのホームステイ体験が初めての海

外 となりました。この体験は私にとってとても成長

出来るきっかけになってくれたと思います。

私の一番の思い出はホス トファミリーと初めて

会った時です。最初はとても不安でした。これから

1週間一緒に過ごす人なんだと改めて思った瞬間で

もありました。最初はとても喋れるような仲ではな

く、居心地が悪かったです。しかし、慣れていくう

ちにだんだんと仲が良くなり、一緒に買い物や散歩

まで行けるようになりました。

ホス トファミリーがショッピングモールに連れて

行って くれました。そこには意外 と日本で見た事の

あるお店がた くさんあって驚 きました。さらに驚い

たのは、みかさんのホス トファミリー と私のホス ト

ファミリーが ご近所で仲が良かったことです。その

おかげで、ホームシックになることも無 く楽 しく過

ごせました。
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私がこの体験で悩まされたことは時差ボケです。

まともに眠れたのは 3曰 くらいで、カナダ時間で朝

6時 まで起 きていたこともあ りました。しかし、そ

んなホス トファミリーとの時間も終わりが近づ くに

つれ寂しくなっていました。最初は不安だらけだっ

たホームステイ体験も終わってみると、とても充実し

た体験で楽しかった、行って良かったと思えました。

この体験を通 して私は、英語が得意とか不得意と

かに関係なく、伝えようとすれば伝わって相手も理

解 してくれるということがわかりました。なので私

はこれからも自分の気持ちを上手 く表現できたらい

いなと思いますc

小山中学校3年

岩田 大和

僕は、今回初めて外国へ行かせて頂きました。2年

前兄も同じ経験をし、報告会でカナダの話を聞いたこ

とがきっかけで、カナダヘホームステイに行こうと思

いました。

日本から旅立つ時は不安が多かったのですが、バ

ンクーバーに着 くと日本とは違う空気を感じ、楽し

むことができました。

僕はライアン君のご家庭にお邪魔 し、 5日 間過ご

しました。お父さんのマークさん、お母さんのデイー

さん、そしてライアン君と、妹のレイチェルの 4人
家族でした。彼 らは、学校で出会った時から、喜ん

で歓迎してくれて、僕の不安や、緊張もす ぐに無 く

なりました。一番驚いたことは、なんでもかんでも

大きいことです。食料や物はもちろん、身長も大き

かったです。お父さんは天丼に頭がくっつ くのでは

ないかと思いましたc

初 日は、日本のことが話のネタになったり、カナ

ダのことを教えてくれました。急須や湯のみと一緒

にお茶を持って行くと、喜んでいつも飲んでくれて

いました.ま た、抹茶のキットカットは、奪い合い

が生まれるくらい大好評でした。パーティーを開い

てくださり、一族皆で歓迎 してくれて優 しさを感じ

ました。3日 目にお好み焼きを作ったところ、「日本

で材料を買いたい。」と言ってくれて、作 り甲斐があ

りましたc

他にも数えきれないくらいの思い出をつ くること

ができ、かけがえのない経験をさせてもらいました。

最終 日のお別れの時、全員とハグをしました。日本

にはない文化ですが、本当のハグの意味がわかった

気が します。もう 1回 ミッションに行 きたいです。

短い間でしたが、ありがとうございました。

スケジュール

7月 25日困 来日 小山町役場到着 (21:30) 7月 29日□ 東京ツアー 原宿、秋葉原

7月 26日ロ フレンドシップパーティー 交流会

自己紹介、ゲーム、フリートーキング
7月 30日囚 町内巡り 。冨士浅間神社、富士スピードウェイ、誓いの丘

・小山高校訪問 英語部交流、弓道・茶道体験

7月 27日日 ホストフアミリーと過ごす

7月 28日回 おやまDEどんぶらこ、夏まつり参加

7月 31日困 帰国 小山町役場出発 (9:00)

本当のハグ
竹
之
下



■鵬圏■1筆～
糧ヨ■ロロ棗■

bゃぐダグラだ

小山中学校3年
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ヽまつ:曖夢
娘のカナダ留学を機に、ミッション市よリー人の

お嬢さんを預かることになり、嬉 しいやら家の大掃

除やら大騒ぎでのお迎えでした。我が家では、彼女

をジェイちゃんと呼び、とてもしっかりした子でし

た。食事の時は箸を使い、温泉卵もお刺身も味噌汁

も大好きで、私たち家族と何 も変わらない生活をし

てもらいました。一番の好物は海苔の佃煮で、自米

に混ぜては「美味しい～」と初めての味に喜んでい

ました。

お風呂から上がると居間にやって来て、夜遅 くま

で色々な話をしてくれました。高校の卒業式のビデオ

では、会場中が大声援を送 り拍手喝来の中授与され

る様子に、日本との文化の違いを感じました。

また、カナダでは14歳から働ける事、卒業パーテイー

に着ていた真っ赤な ドレスは自分でバイ トして買っ

た事、アメリカまで車でアイスクリームを日帰 りで

食べに行 く事など、とにか く話好きで家の中が明る

くなりました。

カラオケにも行きましたが 93点を出す実力で、また

ラーメン屋では味噌ラーメンと餃子に舌鼓を打って

喜んでいました。

彼女はとてもアニメ好 きで、秋葉原でのテンショ

ンが凄 く、興奮して早口弾丸英語でアニメの話をし

てくれましたが、全 く理解が出来なかったです (笑 )。

改めて日本のアニメ文化は立派なカルチャーだと感

じました。

娘にとって今回の受け入れは本当に良い経験でした。

1.小山町の印象は?
フレンドリー、とても親切、優しい、面白い

2.学校研修、ホームステイ、その他の施設訪間の

感想は?
学校はきれいで、皆が誰に対してもとても親切で

カナダより良いと感じました。

3.滞在中の良かつたこと、悪かったこと、提案、感想

その他なんでも
11良 かったこと:旅行、探検
●悪かったこと:すべてがよかった

'印
象 :小 山町は小さいけどフレンドリーな

(親しみのある)ま ちでした。

今回のホームステイの受け入れにより感 じた事は

『生活習慣の違い』です。

受け入れ直前までは、いつも通 り夕飯でお米やお

かずを食べ、しっかり風呂に入るという当たり前の

生活をしていました。

ところがダグラスが来てから、わが家の生活リズ

ムは大 きく変化 しました。彼は好き嫌いが多 く、お

菓子やジャンクフー ドばかりだったので、食べる物

が限られていました。さらに風呂はシャワーを浴びる

だけで歯磨きもせずに、寝たい時に寝るという自由気

ままな生活で、規則的な生活を送る自分にとっては少

ししんどかったです。

そして反省 としては、ダグラスを大分甘やかして

しまった事です。彼の話によると、日本では英語を

使わないようにと言われていたようですが、バリバ

リ英語を使わせてしまいました。

また、それによる行動権限を全て彼に持っていか

れてしまった事により、ダグラスは自分の行きたい場

所への思いが強 く、予定通 りにはなかなか進みませ

んでした。僕がカナダにホームステイした時との違

いを感じ、これもまた良い経験になりました。

3人を迎えるにあたり、フレンドシップパーテイーの

企画や交流・見学先との調整を数ケ月かけて行いま

した。

姉妹都市交流委員会

1.小山町の印象は?
我が家のようにとても心地よく、居心地の良い場所でした。

自然に囲まれていて、まるで自分が旅をしていることを
'忘れてしまうような場所でした。
2.学校研修、ホームステイ、その他の施設訪間の感想は?

私は、こんなにも優しく家に迎え入れて、その家の娘のように扱って
いただいて、本当にうれしく、感謝しています。

1 
学校訪間はとても楽しく、他に訪問した施設も素晴らしかったです。

3.滞在中の良かつたこと、悪かったこと、提案、感想その他なんでも

小山町で訪問した所はとても素晴らしく、私をまるで

プリンセスのように扱ってくれました。

すべてのものが素晴らしかったけれど、もう少し事前に
eメ ールでお互いに連絡が取れれば良かったと思います。
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アナをわが家に迎えるのは3度目でした。

今回もアナが経験 したことのないことをしようと

計画を立て出かけました。まず、アナが見たいと言っ

ていたお城を見に小田原城へ行きました。歴史に興

味のあるアナはカメラを常に離さず、小田原城を堪

能していました。

その後、かまぼこ作 りに行 きました。私は、生地

を伸ばすところからとても苦戦していましたが、普

段からケーキ作 りを楽しんでいるアナはかまぼこ作

りもす ぐにコツをつかんで上手にかまぼこを作 り上

げました。そして蒸 し上がったかまぼこをおいしそ

うに食べていて良かったです。

アナが来てくれたおかげで、私も日本の良さを改

めて感じることができました。

6月 2日 (日 )に 国際友好協会主催『世界のグ

ルメツアー」を開催しました。今年は長野県蓼科
「バラクライングリッシュガーデン』にて『アフタ

ヌーンティーランチ』を頂きました。広い英国式

の庭園の中にあるレストランです。多種多彩の良

く手入れされた樹々や草花に国まれてゆったり

とした空間の中での会食でした。他にも工場見

学などが含まれ、毎年人気の企画です。

研修委員会

小平田早希

阿部紅仁子

アナが日本に来るたびに日本を好きになってくれ

たり、私たち家族にカナダの歴史や文化を教えてく

れたりすることが、私はとても嬉しいです。

お別れのとき、アナは私たちに「また来るね」と言っ

てくれました。

次に彼女が戻ってくる時までに、私自身がもっと

英語を勉強してコミュニケーションが取れる様にな

りたいと思います。
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國偏護

ネタリウムを観賞し、星座の神話等を聴き童心に返

る場面もありました。

次に訪れた場所は、蓼科にある「バラクライング

リッシュガーデン」という日本初の本格英国式庭園

でした。ここではガーデニングの好きな方のために

教室を開講されているとのことでした。その校長先

生の案内で、自然な景観で四季折々が楽しめる様に

構成されている庭園だと知りました。散策後は、待

ちに待った世界のグルメ。庭園レス トランヘ入ると

陶磁器が素敵に置かれた中でマナー説明があり、参

加者の皆さん領いたり、関心を持たれたりしながら

食事が始まりました。3段に飾られたプレー トには、

下からサンドウィッチ、サクサクしながらもずしり

としたスコーン、そして一番上には5種の洋菓子が

綺麗に並び、更にテーブルのお皿にはロース トビー

フにキシュと冷製スープが用意され、英国式紅茶の

飲み方を学ぶことが出来ました。いつかイギリスに

行った際に、安心してアフタヌーンティーランチを

頼むことが出来そうです |

帰 り道は蓼科チーズケーキエ房にて特産品のお土

産を購入し、「見て食べて見間を広める」ことの出

来た小山町国際友好協会のバス研修でした。

私は令和の初旅に6月 2日 、世界のグルメツアー

に参加してきました。参加のチャンスは年 1回 のた

め、この会報誌と広報おやまの掲載を心待ちにして

います。町内を出発したバスは、山梨を通過し長野県

にある八ヶ岳自然文化園に着きました。須走よりも

涼しく標高1300mの 人ヶ岳高原は、星の観察には最

適なスポットという場所とのことで、館内にてプラ

｀
す―ギ

、
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t世 界のグルメツアー ～イギリス編～
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陸上自衛隊富士学校留学生との交流

本年度の富士学校留学生は、韓国から2名、パキス

タンから3名 とそのご家族です。

須走災害対策センターでのテイーパーテイーや小山

町施設見学や、富士山金太郎夏まつりへの招待などを

企画しました。

それぞれの国の話や留学生の仕事の話、日本料理な

どの話で、会話が毎回盛り上がりました。国や言葉の

壁も感じることなく楽しい会となりました。

総務委員会

令和元年5月 18日、総合文化会館において国際友好協

会総会を開催しました。

来賓には天野教育長の代理として田中清子学校教育

専門監においでいただき、カナダホームステイ体験研

修、英語スピーチコンテス ト開催など小山の子供達ヘ

の教育に尽力していただいて感謝しているとお言葉を

頂戴しました。

11月 17日回を予定

■場 所 :健康福祉会館多目的ホール

国内 容 :世界の料理を楽しもう:!

詳細は後日お知らせします。

12月 7日田 13:00か ら

■場 所 :健康福祉会館多目的ホール

詳細は各学校配布資料にて。

■事務局 :小山町役場シティープロモーション課内

容76-6135までお問い合わせください。

仰静勝

沼津信用金庫小山支店

御殿場農業協同組合

スルガ銀行小山支店

0冨士デリバリー

仰大瀬戸商店

欄田代建設

三旺工業仰

国際ソロプチミスト御殿場

ヱビスLLC
口やま城

臼幸産業帥

欄つばぐちフードサービス

(―社)御殿場青年会議所

富士スピードウェイ欄

平成の社

スルガ荻島

中外電気工業帥

同勝又新聞堂

嶽之下宮

徳風園

OIFA総会開催 法人会員のご紹介(敬称略)

これからの

イベント予定

■発行日/令和元年10月 1日

■発 行/小山町国際友好協会広報委員会
http://WWW.fuJsan‐ Oifa.COm/
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第28回 英語スピーチコンテスト
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