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知内中学校の生徒１１０名は、どこ
に出しても恥ずかしくない私の自慢
の生徒です。今回、中学校最後の海
外派遣に参加した７名は、海外に出
しても恥ずかしくない頼もしい生徒

でした。初めての外国、初めてのホームステイ・・・
見るもの、聞くもの、触れるもの全てが未知の体験で
した。でも、生徒たちは臆することなく堂々とチャレ
ンジしました。日に日に笑顔いっぱいになっていく生
徒たち。積極的に行動し、周りに気を遣い、人には優
しく接するようになりました。今回の未知への挑戦は、
彼らを大きく成長させ、自信となって戻ってきました。
今後は、彼らが世界に羽ばたく人間に成長することを
期待します。

①分らない単語を電子辞書で調べたり、身振り手振りや表情を
使ったりしながら何とかコミュニケーションを取ることができま
した。最初は緊張していましたが、帰る頃には英語に慣れてき
ました。

②家の近くでは裸足で行動していたことです。アスファルトの上を裸足で遊んでい
る子供もいて、足の裏を触ると、少し皮が厚いように感じました。また、ロータリー
の多さにも驚きました。
③オーストラリアの歴史や生物について学ぶことができました。生物については

主に趣味の野鳥観察を行いました。
そして、英語をこれからも学ぶこと
の大切さを感じられました。

①初めての外国でホームステイ初日は、心臓がはちき
れそうなくらい緊張しました。それでも、ホストファミ
リーはとても親切で、緊張も解けていき、いっぱい話
せるようになりました。

②物価が高いことです。例えば自動販売機の水の値段が 2ドル 60 セン
ト（日本円で約 260 円）でした。その他の食料品や服も高く、よく値段
を見て買いました。またオーストラリアはパン食でしたが、少し飽きまし
た。たまにご飯も出ますが、オーストラリア米は細長くパサパサで、日
本に帰っての白米は一段と美味しく感じました。
③家族の有り難さです。普段ご飯を作ってくれたり、迎えに来てくれた
りなど、ホームステイで生活がガラッと変わったことで気づかされまし
た。2 つ目はやはり英会話です。ホームステイや語学学校、買い物のレ
ジなどで、自然と英会話を学べました。

①ホストファミリーに自分の思いや、気持ち
をしっかり伝えることができました。オース
トラリアに行く前から「外国人は自分から言
わないと何もやってくれないし、分ってくれ

ない」と言われていたので思ったことは正直に伝えました。
②外国人は誰にでもフレンドリーなところです。空港で歩い
ている時や、町中で歩いている時などたくさん話しかけられ
て驚きました。
③普段何気なく過ごしている中で、日本の清潔さに感動した
り、親と一緒にいる有り難みを感じたり、この研修に行かな
いと気づかないことがたくさんあり、今後の生活に活かして
いきたいと思いました。

たもの
　なる環境で 　異文化を見聞・体験することにより、国際社会への理解を深め、進ん

で地域や学校の国際理解教育に貢献する人材を育てる「海外派遣研修事業」
　本年１月、知内中学校から７名、知内高校から６名の生徒が、期待や不
安を抱えながら真夏のオーストラリアへ出発。約 10 日間の滞在を通して
感じたことを聞きました。

【質問内容】
①コミュニケーションは取れましたか？また、コミュニケーション
を取るために工夫したことは？②日本との違いで印象に残っている
ことは？③この研修で学んだことは？④私のベストショット！

異
得

知内中学校海外派遣研修レポート
◆日程　1 月 4 日（月）～ 13 日（水）　
◆研修先　オーストラリア（シドニー、ブリスベン、ゴールドコースト）

知内中学校　引率　楢山聡先生
「未知への挑戦　＝　自信」

知内中学校 1 年 A 組　成澤　快

知内中学校 1 年 A 組　西山　貢

知内中学校 1 年 A 組　大嶋　あかり

④私のベストショット

【スリーシスターズ】
世界遺産、ブルーマウン
テンで必ず見るべきと言
われているスリーシス
ターズの岩です。

④私のベストショット

【ストーリーブリッジとビル群】
ブリスベンリバーを航行するシティー
キャットの上から撮った一枚です。

④私のベスト
　　　　ショット

【ベン先生との
　　　最後の授業】
語学学校最終日にゾ
ンビゲームという日
本のすごろくのよう
なゲームをしている
時の写真です。
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①学校の授業と同じで分らないことは、すぐに
聞くことを心がけました。そのお陰で会話がと
ても弾みました。焦るのではなく、ゆっくり話
すことが重要だと思いました。

②一食あたりの量が、日本より多かったです。一番驚いたのが、
物価の違いでした。飲み物や食べ物のほとんどが、日本の約 2
倍の値段でした。硬貨の種類が多く、慣れるまでとても悩まされ
ました。
③積極性が大事だと思いました。なぜなら、何かをしなければ何
もできないからです。これはどんなことに対しても、必要になる
ということを感じさせられました。

①たくさん取れました。ホストファミリーが話しか
けてくださったり、また自分からも「～してもいい
ですか？」などとコミュニケーションを取ろうと頑
張れました。工夫したことは、相手の目を見て話し

たことです。そうすると思うように伝わることが多かったです。
②飲料に困りました。オーストラリアでは水やジュースしか売ってい
なくて、お茶がなかったので辛かったです。また、清掃面ではトイレ
やホテルなど少し汚く感じたので日本は凄いことに気づきました。
③国際線のような長時間の飛行機に乗ったことがなかったので、モニ
ターがあり、映画が見られたり、ゲームができたりと色々面白かった

です。行きより帰りの方が短く感じ
られて何だか不思議でした。また行
きたいなと感じました。

知内中学校 2 年 A 組　岡田　耀右

知内中学校 2 年 B 組　西野　将伍

④私のベストショット

【ぼくのホストファミリー】
出発する際に、お父さんと子ども
たちを撮った写真です。お母さん
はお仕事でいませんでした。

知内中学校 2 年 A 組　西山　航生

④私のベスト
　　　　ショット

【語学学校での最後】
語学学校の先生との
最後の記念撮影です。

①コミュニケーションを積極的に取るために話題
を見つけて、知っている単語で質問をしたりする
ことで、積極的にコミュニケーションを取ること
ができました。

②オーストラリアでは至ることろに高層の建物があり、気候は直
射日光が強く、とても暑かったです。道路は急なカーブが多くて
少し怖かったです。
③コミュニケーションを取ること、そして他国の言語を使って自
分の気持ちを相手に伝えることの難しさを学びました。また、普
段何気なく飲んでいる水の大切さや日本だけでなく広いところに
視野をおくことで新たな発見もできることを知りました。

④私のベスト
　　　　ショット

【マッチョの間に】
ウォーターバイクと
いう乗り物で行う
ショーを見た後に、
グループの3人でマッ
チョの人と記念撮影。

①最初は上手く取ることができませんでしたが、時
間が経っていくにつれて慣れ、上手くコミュニケー
ションを取ることができました。また、英語が分ら
ないところも、ジェスチャーを取り入れるなどして、

積極的にコミュニケーションを取りました。
②気候と食べ物です。気候はオーストラリアに行ったときに日本は冬だっ
たというのもありますが、日本の夏よりも暑く、カラッとしていて水が
必須でした。食べ物はハンバーガーが印象に残っています。手で持って
食べられない大きだったので、フォークとナイフを使って食べました。
③一番学んだことは言葉だけではないということです。オーストラリア
の人にはもちろん日本語は伝わらず、英語で話そうとしましたが、うま
く話すことができないこともありました。その部分は身振り手振りな

どで自分の言いたいことを
伝えることができました。

知内中学校 2 年 A 組　工藤　貴晴

④私のベストショット

【クリケット】
みんなで公園でクリケッ
トをしたときの一枚です。
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知内高校海外派遣研修レポート
◆日程　1 月 2 日（土）～ 12 日（火）　　　◆研修先　オーストラリア（シドニー）

【質問内容】
①コミュニケーションは取れました
か？また、コミュニケーションを取
るために工夫したことは？②日本との
違いで印象に残っていることは？③こ
の研修で学んだことは？④私のベスト
ショット！

知内高校　引率　澤邊諒先生「固定概念が崩壊する瞬間の感動」

　知識基盤社会の中で、知識が国境を越える機会は多くありません。
しかし、異国の言語や人種、気候、文化、思想に触れ、スタンダー
ドがスタンダードで無い世界を経験できるこの事業は、彼らの大き
なパラダイムシフトの機会となり、やがて彼らは知内を、更には日
　　　　　　　本を支える原動力となるでしょう。他の追随を許さ
　　　　　　　ない素晴らしいキャリア教育の機会を与えてくださ
　　　　　　　る知内町に心より感謝すると共に、更なる人材育成
　　　　　　　に寄与できるよう私自身も努めていきたいと強く決
　　　　　　　意する機会となりました。

①自分が話せる範囲を把握し、その上で会
話するように心掛けました。人に話しかけ
るときには疑問系で話しかけ、相手が返事
を返してくれるようにすることを心掛けま

した。
②時間にルーズなことです。オーストラリアの方々は、ちょっ
とやそっとのことでは気にせず、とても神経質な自分にとっ
ては少しハラハラしました。

③ 人 は 言 葉 が 話 せ な く て
も、伝えようという意志さ
えあれば会話できるという
ことを学びました。

①イントネーションの違いがよくあったの
で、身振りを用いることが多かったです。
また文章は合っていても意味が伝わってお
らず、単語それぞれを言って意味を伝える

ことが大変でした。
②歩行信号が赤になるのが早いのですが、現地の人は平然と
渡っていて赤でも渡れる時があるようでした。自分もやって
みようと思い渡ったら何台もの車にクラクションを鳴らされ
ました。

③海外の方たちも思想に違い
はあるけれど人に対する優し
さは共通しているのだと学び
ました。

知内高校２年Ａ組　小田島　諒知内高校２年Ｂ組　太田　愛理

④私のベストショット

【海外上陸】
オーストラリアのホームステ
イ先で撮った一枚。
初日などは雨のため、３日目
に撮影！

④私のベストショット

【ハーバーブリッジと共に】
夜にホストファミリーと
一緒に遊園地に行ったと
きの一枚です！
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①難しかったですが、自分を少しでも成長さ
せるために色々な話しをしました。片言でし
か話せませんでしたが、現地の人たちは理解
してくれて嬉しい反面、申し訳なくも感じま

した。
②バスの違いです。日本では次はどことアナウンスが流れます
が、オーストラリアではそれがないので降りる駅を覚えるのが
大変でした。
③相手から話しかけられるのを待つのではなく、自分から話し
かける大切さや英語を話せなくても片言でも話しかければ伝わ
ることを学びました。

①最初はあまり取れませんでしたが数日経つと
少しは取れるようになりました。ホストファミ
リーとなるべく一緒にいるようにし、文では話
せないけれど、単語だけでも伝えようと工夫し

ました。
②信号の高さや、ご飯、時間のルーズさなど日本とは違うこと
が多くありました。また服装は日本のように堅苦しくなく、ラ
フな人が多かったです。
③人に伝えることの難しさや人の温かさを学び、実際に英語で
会話ができると楽しいと感じました。

①取ることができました。ホストマザー、ファ
ザーと一緒に折り紙、けん玉をして、そこで取
ることができました。しかし、自分が納得で
きるコミュニケーションが取れなかったので、

次行く機会があれば、それを克服したいです。
②家では靴を脱がずに上がっていいというところに少し抵抗が
ありました。バスも日本と違い、止まる場所を言わないので、
降りるのに苦労することが多かったです。
③たくさんの人たちとコミュニケーションを取ることがとても
大切なんだなと改めて学ぶことができました。また、ホストファ
ミリーや語学学校の先生が理解しようとしてくれたところに人
としての温かさを知りました。

①あまり取れませんでした。自分から分らな
いことを聞いたりして、コミュニケーション
取るようにしました。

②語学学校までは毎日バスで通っていました。バスに乗り、他
に乗っている人が皆窓側に乗っていることに驚きました。知ら
ない人でも横に座り、立っている人が 15 人になるとバスに人
を乗せないそうです。
③伝えることの大切さです。私の英語では全く通じませんでし
た。そのため伝えたくも伝わらないことが多く、日本に戻って
きて伝わる喜びも感じました。

知内高校２年Ｂ組　中村　奈央知内高校３年Ａ組　田中　佑磨

知内高校３年Ａ組　今田　深雪知内高校３年Ａ組　高橋　千加

④私のベストショット

【いい笑顔】
シ ド ニ ー タ ワ ー に
登って綺麗な景色を
見て、いい笑顔になっ
た一枚です！

【コアラとの
　　　ツーショット】
フェザーデールワー
ルドパークでコアラ
と一緒に記念撮影！
とてもかわいくて癒
されました。

④私のベストショット

④私のベストショット

【猫と一緒に】
ホームステイ先で飼
わ れ て い た 猫 で す。
短 い 時 間 で し た が、
たくさん仲良くなり
ました。

【ジャーンプ！！】
マンリーにある湖を
バ ッ ク に み ん な で
ジャンプ！

④私のベストショット


