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ニュージーランドへ行ってきましたニュージーランドへ行ってきましたニュージーランドへ行ってきました
～中学生海外派遣事業～

町教育委員会 教育次長  藤本　浩之

　平成8年から24年間に渡り継続しているフェアフィールド中学校への中学生海外派遣事業。

生徒たちは、さまざまな体験をしました。

　フェアフィールド中学校では、授業中に隣の席に座り一緒に作業をしてくれたり、休み時間

や昼食も一緒に過ごし有意義な体験ができるよう支援してくれる「バディ」が生徒たちと行動

してくれました。マオリ文化の学習では、班に分かれて「ハカ」の練習をしました。ハカは、

ラグビーのニュージーランド代表オールブラックスが、試合前に踊ることで有名で、生徒たち

はバディが丁寧に教えてくれるセリフや動作を覚え、マオリの民族衣装を身に着け真剣に踊り

ました。また、授業は日本との違いを多く感じました。ニュージーランドは1時限が90分か

ら115分間、1日3時限で、さまざまな国の生徒が複式学級のように1つのクラスで学習し、

隣同士で自由に話し合い意見をまとめていました。生徒たちは教師の周りの床に座って話を聞

いたり、カウンターでメモを取ったり、思い思いのスタイルで授業を受けていました。それを

見た黒潮町の生徒たちは、「私たちの学校では、みんなが机に座って一人ひとりが黙々と授業を

受けているけど、ここはみんなが好きな場所に座って先生の話を聞いたり、質問があればすぐ

に尋ねたり、隣の人と相談をしたりして自由。私はこっちの方が好き」と話していました。

　また、生徒たちは休日にはホームステイ先のホストファミリーと名跡を見たり、ショッピン

グやゲームをしたりしてそれぞれが有意義に過ごしたそうです。

　生徒たち一人ひとりが、黒潮町の代表として自覚を持ち、しっかりとした行動ができたこと

が大きな成果であると思います。最初は消極的な生徒たちでしたが、バディの支援やホストフ

ァミリーが優しく接してくれたことで、のびのびと学校やホームステイ先での生活を送ること

ができました。

　また、ニュージーランドの授業を体験したことから、自分自身の学習する姿勢を見つめ直し、

主体的な学習姿勢へと切り替えるきっかけを得ることができたと思います。意見を積極的に出

し合い話し合うことやマオリの文化に触れることにより、多種多様な考え方を認め合い、とも

に生活していくことの素晴らしさを実感できました。言葉では十分伝えることができなかった

かも知れませんが、思いを伝えることの嬉しさや楽しさを味わった生徒たちは、新しい自分を

発見し、今までと違った見方ができる人に変わっていくと思います。そして、この体験を仲間

に伝え、学習活動づくりや人間関係づくりに活かし、広く世界に目を向けながら、グローバル

な社会で活躍できる人になってもらいたいと願います。

マオリ文化の体験学習 歌と踊りでお迎え「ハカ」の後、集合写真

　佐賀中・大方中学校の3年生を対象とした中学生海外派遣事業が、8月13日（火）から

23日（金）に行われ、選考を通過した12名の生徒（佐賀中5名、大方中7名）と引率者4名

がニュージーランドへ行ってきました。
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佐賀中学校 3年　土居　さやか

　今回研修に行き、ニュージーランドの文化や人々

の私生活の様子を間近で見つめ、日本との相違点を

たくさん見つけることができました。８日間ニュー

ジーランドにいたのでたくさんの人と出会いました。

そこで気づいたことが話すときにみんな目を見て話

すということです。私はずっと目を見て話すことに

慣れてなく、恥ずかしくなって目をそらしてしまっ

ていました。けれどニュージーランドの人たちはず

っと目を見て話してくれて、そこに話をしている相手

に向けての思いやりの気持ちが隠れているようでした。

　この研修で英語を積極的に話す楽しさ、大切さが

身に染みて感じられました。ニュージーランドで培

った積極性や思いやりを忘れずに、それを中学校や

自らの生活に取り入れながら日々精進していきたい

と思いました。

　この研修を企画、運営し、私たちをサポートして

くれた皆様、貴重な体験ができました。本当にあり

がとうございました。

佐賀中学校 3年　饌田　真宏

　１１日間海外派遣事業がありました。

　僕は１１日間で特に思ったことが２つあります。

　１つ目は、とてもフレンドリーということです。学

校訪問中には、よく話しかけてもらったり、ハイタ

ッチなどをしました。ホームステイ中には、よく話

したし、一緒にテレビや映画などを見ました。そし

て、ホストファミリーの友達も自己紹介をしてもら

いました。

　２つ目は、優しいということです。僕たちの家族

のためにお土産を買ってくれたり、僕たちにネック

レスと手紙をくれました。

　この海外派遣事業で、自分自身の英語の能力が上

達したと思います。この経験を周りの人に伝えてい

きたいと思います。そして、将来使うかわからない

けど使えて損はないと思います。これからにつなげ

ていきたいです。

大方中学校 3年　田中　小夏

　８月１３日から２３日までニュージーランド派遣事業

に行ってきました。行く前は生活の違いやコミュニ

ケーションをとることに不安を感じていました。で

も、行ってからは不安を感じることもなく、１１日間

があっという間に過ぎてしまいました。

　ニュージーランドでは、マオリ村を訪れたり、学

校訪問やホームステイなど貴重な体験をたくさんし

ました。その中で日本との文化や生活習慣の違い、

自分から積極的にコミュニケーションをとることの

大切さを学びました。ホームステイ中に発音にとま

どいながらも簡単な単語やジェスチャーで会話し、

うちとけていく中で言語は違っても心は通じあうこ

とを強く感じました。

　この研修で英語力を上達させ自分自身大きな成長

を遂げることができました。

　このような素晴らしい体験をさせてくださった黒

潮町に心から感謝します。本当にありがとうござい

ました。

佐賀中学校 3年　浜田　小町

　今回のニュージーランド派遣事業での学校訪問で

私がおどろいたことは２つあります。

　１つ目は、目が合うとニコッと笑顔を返してくれ

たり「Ｈｉ」などの声をかけてくれることです。私は

英語が苦手でとても不安だったけれど、声をかけて

くれたり、肩を組んだりしてくれて、不安もなくな

り楽しく過ごすことができました。

　２つ目は、授業をしているとき、日本では先生の

方を向いて勉強をしているけれど、ニュージーラン

ドでは、椅子を机がわりにして勉強をしている子、

床に寝っころがって勉強をしている子など、１人ひ

とりの集中できる体勢で授業を受けている所がおど

ろきました。

　この体験をして、自分の英語の力が少し上がった

気がします。英語がたくさん飛び交う環境で、自然

に単語が出てきたので少しずつ身についているなと

思いました。将来英語を使うかはまだわからないけ

れど、これからも英語の学習をがんばっていこうと

思います。

佐賀中学校 3年　松田　満陽琉

　私はニュージーランドへ行って心に残ったことが

２つあります。

　まず１つ目は、ニュージーランドの文化を実際に

体験できたことです。ハカや歌、ハンギ料理などを

食べたりできたことが本当に良かったです。ニュー

ジーランドの文化について少しは知っていたけど、

ニュージーランドへ行って知らなかったことがたく

さん知れて、文化について詳しくなれた気がします。

　２つ目は、皆がとてもフレンドリーなことです。ホ

ームステイ先でも学校訪問でも初めから皆がよく話

してきてくれました。そのおかげで、あまり緊張す

ることもなかったし、自分から話しかけたりするこ

とができました。

　私はこの研修を通して、たくさんのことを学んで

体験することができました。ニュージーランドで学

んだことを佐賀の人たちにも伝えていきたいです。

佐賀中学校 3年　森田　涼太郎

　今回のニュージーランド研修で僕は、日本とニュー

ジーランドの文化の違いを見つけることができまし

た。その中でも印象に残っていたことが２つあります。

　１つ目は、日本では机の上で勉強することがあた

りまえですが、僕たちの行ったニュージーランドの

学校の生徒たちは床に寝そべって勉強をしていたの

でおどろきました。

　２つ目はスナックタイムというお菓子を食べる時

間があるということです。スナックタイムではカッ

プケーキなども食べていいと知った時はとても衝撃

を受けました。でも実際に体験をしてみて、お腹が

減って集中できない時に軽く食べられるのでとても

いいと思いました。

　僕はこの研修を通して、日本以外のほかの国の文

化にふれて、たくさんのことも体験できたので良か

ったです。このことを後輩などに伝えて、もっと違

う国の文化を知ってもらいたいと思いました。

ど い はま だ こ まち

まつ だ ま ひ

たな か こ なつ

る

はま だ まさ ひろ

もり た りょう た ろう
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大方中学校 3年　徳広　愛実

　８月１３日から２３日までニュージーランドに行って

きました。

　初めは、とても不安でしたが楽しく過ごすことが

できました。私が一番心に残ったのはホームステイ

です。会う前はどんな人だろう、大丈夫だろうかと

心配でした。しかし、とても優しい人ばかりで本当

にこの家族で良かったなと思いました。いろんなと

ころに連れて行ってくれたり、私のわがままをきい

てくれたり、一緒にＤＶＤをみたり、話したり、遊

んだり、たくさんの体験をさせてくれました。感謝

でいっぱいで、何にもお返しをすることができなく

て申し訳ない気持ちになりました。次は日本に呼ん

で、日本のことを紹介したいなと思いました。

　この研修で、日本と海外のさまざまな違いを知る

ことができたし、ニュージーランドの良さをたくさ

ん学びました。ニュージーランドで学んだことを今

後活かせるようにしていきたいです。

大方中学校 3年　西嶋　瞳

　８月１３日から２３日までニュージーランドに行って

きました。海外は初めてで、不安は大きかったです

が良い思い出になりました。

　ニュージーランドには、現地の人たちだけでなく

いろいろな国の人たちがたくさんいました。でも、

みんな仲が良く、互いの文化や生活を大切にしてい

てとても良いなあと感じました。

　この研修で、自分の英語力を上げることができた

と思います。普段学校の授業で習うフレーズを、実

際に使っていることを聞いたり、話したりすること

でしっかり定着させることができました。

　今回、実際にニュージーランドに行って、文化や

生活を身をもって体験することができ、海外のこと

にさらに興味がわきました。この貴重な体験を将来

に活かしていきたいです。

大方中学校 3年　藤原　美月

　今回、１１日間に渡ってニュージーランド派遣事業

をし、たくさんのことを学び、感じたことがありま

す。

　私は、初めて海外へ行ったので、楽しみよりも不

安の方が大きかったです。特に、ホームステイはど

んな人なのかな、英語をちゃんと理解できるだろう

か、話せるのだろうか、不安しかありませんでした。

でも、ホストファミリーが優しく迎えてくれ、少し

安心しました。初めはニュージーランドと日本の違

いにとまどったけど、少しずつ慣れていくことがで

きました。ホストファミリーは私に対して本当の家

族のように接してくれました。たとえ言葉や文化が

違っていても、心はつながるんだなと感じました。

　この派遣事業で、私は大きく成長することができ

たと思います。このような貴重な体験をさせていた

だき、本当にありがとうございました。

大方中学校 3年　中村　光望

　私は夏に初めてニュージーランドに行きました。

初めてということもあり、わくわくしたし、毎日た

くさんの発見がありました。

　ホームステイでは、温かく迎えてくれました。ま

た、私が理解できるようにゆっくり話してくれたり、

毎日ＵＮＯやゲームをしたりと優しく接してくれま

した。休日には、ホッケーを見に行ったり、トラン

ポリンに行き、楽しい日々を過ごすことができまし

た。また、意思表示をしっかりすることができたし、

自分から話しかけることもできました。友達もでき、

ニュージーランドについて教えてもらったり、日本

について教えたり、たくさん会話することができる

ようになり、今までより英語力が上がったように感

じました。

　この研修は、私にとって最高の思い出になったし、

今まで以上に英語をがんばろうと思えるようになり

ました。学んだことを活かせられるようにします。

貴重な体験をさせていただきありがとうございまし

た。

大方中学校 3年　藤原　奈央

　私は、この１１日間の研修でたくさんのことを経験

し、学んできました。

　私にとって、１０日間も家を離れ全く知らない場所

で過ごすのは初めてだったので不安もたくさんあり

ました。しかし、ホームステイ先の人と会った時笑

顔で優しく話しかけてくれたので、不安を少し和ら

げることができました。学校を訪問した時も、笑顔

で手を振ってくれたり声をかけてくれる人もいまし

た。フェアフィールド中学校の生徒たちともすぐに

仲良くなることができて、とても思い出に残った７

日間でした。また、観光ではマオリ族の歴史や戦争

の歴史について学びました。

　この研修で、日本とニュージーランドの習慣や風

習の違い、ニュージーランドの歴史、自分から積極

的に話しかけることの大切さを学ぶことができまし

た。この経験を将来に活かしていきたいです。

大方中学校 3年　松本　真弥

　８月１３日から８月２３日までニュージーランドに行

ってきました。私は、１１日間で思ったことや感じた

ことが２つあります。

　１つ目は、自然がたくさんあったことです。休み

の日にホストファミリーと海に行きました。行って

いる間はほとんど緑でとてもきれいでした。また牛

や羊もいて黒潮町では見ることができない光景もた

くさんありました。

　２つ目は、ニュージーランドの人はすごく優しい

ことです。友達と観光をしている時に迷子になって

どうしたらいいのかわからなかった時、男の人が道

を教えてくれたし、学校では、案内をていねいにし

てくれました。

　この研修で、文化の違いを知ることができました。

また、たくさんの体験もでき、とても貴重な時間と

なりました。とても良い思い出ができて本当に良か

ったです。

とく ひろ あ み なか むら あ す な

ふじ はら な お

まつ もと ま や

にし じま ひとみ

ふじ はら み づき


