カナダ海外語学研修会
7 月 31 日から 10 日間、17 名の中学生がカナダでの語学研修会に参加しま
した。ホストファミリーと過ごした時間。初めて触れるカナダの文化。子ども
たちは何を学び何を感じたのでしょうか。
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ドルなど、ドルの単位でした。ド
ルの下のランクに「セント」がありました。

研修での 1 番の不安はホームステイでした。し

日本とカナダの違いについては、カナダでは

かし、ホストファミリーの方のやさしさで乗り

お米を食べないことや箸を使わないことを知り

越えることができました。
「やさしさ」だけでな

ました。

れた時もありました。
生活や地理、気候も大きく違い、いろいろな
ことに気づかされました。

カナダの気候は、夏でも日本よりだんぜん涼
しく、あまり汗をかかなかったです。
カナダの学校は教会でした。日本のように黒
板ではなくホワイトボードに文字を書きました。
この研修を通して、カナダの文化・気候、そ
して英語などたくさんのことを学ぶことができ

ても良い体験になりました。

ました。これからも英語をがんばりたいです。

僕は、カナダにいってたくさ

わからない英語があっても

僕は、この研修を通して、学

んのことを学ぶことができまし

あきらめずによく考え、先生

た。1 番は、カナダの人のやさ

に教えてもらったり、イエス

1 つ目は積極的に行動するこ

しさです。

かノーで、できるだけ答えま

とです。自分の家では、いつも

した。

お母さんが洗濯をしてくれるのです

僕の行ったホームステイ先の人
は、英語で伝わらないことをジェスチャーなどを使っ
てどうにか必死に伝えようとしてくれました。僕は、

散歩や買い物のときは、できるだけ英語を
使ってがんばりました。

んだことがあります。

が、ホームステイ先では自分から言わないと洗濯し
てくれませんでした。初日は恥ずかしくて言えませ

そんな優しい人たちに囲まれていたので、英語を理

カナダと日本の違うところは何個もあったけ

んでしたが、何事も自分が思っていることは、声に

解しようと必死にがんばることができました。最初

ど、1 番驚いたのは、布団の厚さです。私の家

出して相手に伝えなければいけない、相手からの声

は、カナダの人たちとうまくコミュニケーションが

では、こんなに高さのある布団はないのでびっ

かけを待っていてはいけないと思いました。

とれるか不安でしたが、優しい人たちばかりだった

くりしました。私が座っても足が届かなかった

2 つ目は語学力の大切さです。カナダでは自分の

ので、すぐに家族になじむことができました。とて

り、布団が落ちたときは、1 回ベッドから降り

英語力が低いのもあり、自分が思っていることをほ

も楽しい時間を過ごしました。

ないと、とれなかったのでびっくりしました。

とんど伝えられませんでした。

僕は、今回の研修で、たくさんの英語を学び、優
しさにふれることができました。
また行きたいと思える研修でした。

初めてのことが多く、緊張していたけど、大

3 つ目は、日本の素晴らしさを再確認しました。

きな怪我なく帰ってくることができてよかった

カナダでは自動販売機がほとんどなかったり、コン

です。

ビニも見当たらず、日本の便利さに気づきました。

今回の研修で食や人はカ

日本から出てカナダについ

ナダと日本では全然違うこ

て学んだことは、カナダの生

とがわかりました。

活です。やはり、日本とは全

1 つ目は、英語をちゃんとしゃ

然違いました。自分で朝食や

べれなくてもはっきり言葉を発す

休日フリーマーケットにいきま

洗濯をしました。日本では、母

るということです。

した。そこで、ホストファミリーの人は、初

に頼ってばっかりでしたが、カナダに行って、

めて会う人でも親しい仲のように話していて、

母に頼ってはいけないなと思いました。自分で

なんとかして聞くということです。僕は、日本でも

僕はびっくりしました。日本では、初めて会っ

やるべきことを母にやってもらってばっかり

あまり知らない人に聞くということができませんで

た人とは、少し気まづい空気になったりしま

だったなと思いました。こんなことは初めてで

した。だから、ホストファミリーに分からないこと

すが、ホストファミリーや現地の人たちは違

す。カナダに行って、良い経験をしました。

を聞くというのがとても難しかったです。でも 1 歩

僕のホストファミリーは

いました。

僕がこの海外語学研修で学ん
だことは 3 つあります。

2 つ目は、わからないことがあったらとりあえず

私がすごく驚いたことは、日本の車が多いこ

踏み出してなんとか工夫して聞いてみるとわからな

他にも僕は、食の違いを見つけました。日

とです。理由は、カナダでは車が造られておら

い英語でも単語、単語で聞き取れました。このこと

本 は 主 食 が ご 飯 で す が、 カ ナ ダ は パ ン で す。

ず、日本の車は安くて技術が発展しているから

から勇気をだせばなんとかなることがわかりました。

おかずも、カナダはバイキング形式でした。

です。

今回体験したことを将来外国に行った際は、
有効に活かしたいと思います。

カナダはとても自然が多く、私の想像以上で
した。滝はとても美しかったです。

3 つ目は、知らない土地や海外に行くことで自分
の知らない世界へ行って学べるということです。こ
れは、人生において大切なことだと僕は思います。

17

名の生徒たちは何

このカナダ研修への機会を与えてくれた家
族、広川町の方にはとても感謝しています。と

10

日間を過ごした

くホームステイをしに来た僕に試練を与えてく

研修会を通じて

例えば、カナダ人の「やさしさ」
。僕は、この

子どもたちが学んだこと

いろいろな気づきがありました。

カナダのお金は 1 ドルや 50

川 町 を 離 れ、 カ ナ ダ で

ます。

を感じ、何を学んだのでしょうか。感想の一部を抜粋し、紹

とカナダの違いがとても多

広

僕は、カナダの研修を通し
て学んだことがいくつかあり

く、いろいろなところで驚き、

介し ま す 。

このカナダ研修で一番学ん
だことは「文化」です。日本

保護者の想い
初めての海外研修ということで子どもた
ちは、緊張したり不安を感じたりしたはず
です。それは子どもたちだけでなく、送り
出す保護者の方も心配であったり不安だっ
たと思います。ここでは、研修を終えて帰っ
てきた子どもたちの保護者の方の感想を紹
介します。
言葉が通じない中で不安もあったと思い
ます。たくさんの人と触れあいながら日本
との文化の違いや考え方の違いを肌で感じ
ることができて、不安な分、自然に積極性
が出てきたと思います。
この貴重な体験は子どもにとって一生の
思い出になりました。未来にもつながって
ほしいと思います。
ホストファミリーはもちろんですが、近
所の子どもとも仲良くなり一緒に遊んで過
ごしていたのにはびっくりしました。子ど
も同士の関わり合いは、大人と比べると全
然違うのか、言葉の壁も関係ないと思わせ
てくれました。
子どものメモを見返して、「何事も積極的
に自分から行動を起こさないといけないと
学んだ。」と書いていたのですが、一番子ど
もに感じて欲しい思いのひとつでした。
言葉も大切ですが、自分から積極的に動
くことでどんどん成長できるので、その思
いを忘れず生かしていって欲しいです。
話を聞くまでは、大丈夫と思いながらも不
安でさみしい思いをしたんだろうと思って
いましたが、楽しかったという言葉を先に聞
き、参加してよかったと思いました。
日本とは違ったカナダの文化や生活を体
験し、慣れない英語での会話も、大変だった
ことと思います。洗濯のことを自分から聞け
たこと、折り紙で遊んだことなど、コミュニ
ケーションもとれていたのかなと思ってい
ます。カナダの家族の方たちの温かさにも感
謝です。人に頼らないで自立することも少し
は出来たのかなと感じています。
自分で出来ることはする！英語をもっと
好きになる！
これからを期待したいと思います。

私がこの研修に行って学ん

語学研修で学んだことはた

この研修を通して、様々なこと

だことは、人のやさしさです。

くさんありますが、その中で

を学びました。カナダはとても自

カナダの人々は、とてもやさ

2 つとくに学んだことを書き

然豊かなこと、サイズが日本より

しく、困った時は助けてくれ

ます。

圧倒的に大きいことなど学びまし

ました。私が困っているのを見

1 つ目は、しゃべり方の違い

た。また、
ホームステイをすることによっ
て英語を身近に話すことに、少し自信が持てました。

ると、必ず「大丈夫ですか？」と聞いてくれま

があることです。少し話すスピードが日本語と

した。

比べて早く、発音の仕方も違いました。習った

カナダは、信号は全て縦向き、歩行者用の信号は

英語でも分からないのがいくつかあるほど本場

押しボタン式がほとんどです。車は、昼夜を問わず

の英語は難しかったです。

必ずライトがつくようになっていて、軽自動車がと

他にもコミュニケーションの大切さを学びま
した。英語がわからなく困っているとき、ジェ
スチャーをしてくれたり、見せてくれたりして

2 つ目は、町の自然や風景です。日本にはな

ても少なく、バスや大型車が一般的です。夏は日本

くれました。ホストファミリーの方々は、私の

い看板や信号機、バスがありました。カナダ生

に比べて比較的すずしいですが、日なたに出ると少

英語をしっかり聞いてくれて言い終わるまで

活 6 日目に滝を見に行ったのですが、とても良

し暑いです。

待っていてくれました。言葉が伝わらなくて不

い景色で、僕は世界にはこんなすばらしい自然

安だったけれど、コミュニケーションは大切だ

や風景がたくさんあるんだなと思いました。

と思いました。言葉は大切だけど伝えるのも難
しいことを知りました。

私が学んだことは、食事が

この 17 名で行ったカナダ研修は、いい思い
出と経験になったと思います。

驚いたことは、カナダで使われている箸は、日本
の菜箸より少し短いぐらいのプラスチック製の物が
一般的なこと、ナイフとフォークがよく使われるこ
とです。

英語がこれから大切だとい

今回のカナダ研修で学べ

全然違うことです。量はとて

うことを学びました。はっき

たことは、外国人とのコミュ

も多いし、パン、ヨーグルト

り言わないとカナダの人たち

ニケーションの取り方です。

が頻繁に出ることもわかりま

には通じないことや言葉の壁

Yes か No、ok な ど 言 っ て い

した。そしてなにより学校にい

がどれほど大切だったのかが分

け ば 大 体 の こ と は 通 じ ま し た。

る時に ” スナックタイム ” というものがあるこ

かりました。

僕はジェスチャーも使いました。初めは、話

とです。家から持ってきたお菓子やフルーツを

カナダの人たちは、毎日の気温で、今日は半

すときにとても緊張するけど、慣れると話す

食べていました。これも習慣がちがうんだなと

袖、今日は長袖というように決めているので、

ことが楽しくなっていってうれしかったです。

思いました。

衣替えがないことを知りました。

そして、意外と英語は聞き取れるんだなと思

僕は、できるだけ相手の目を見て話しまし

カナダの大人たちは、男女ともに仕事してい

た。ホームステイの人たちと仲良くなること

いました。カナダの人はジェスチャーが多いし、

るので、子どもがいる人はサマースクールに子

ができてうれしかったです。初日から外で一

単語も分かれば伝わったのでこれから外国人と

どもを預けていないといけないそうです。もし、

緒に遊んでくれたり、ゲームもさせてくれま

話す機会があってもいけるかなと思いました。

家に子どもをおいていったら虐待になって捕ま

した。カナダの人はとても優しい人たちだな

るそうです。

と思いました。

最後に私は、
「伝わる＝完璧な英語」ではなく
「伝える＝伝えたいと思う気持ち」だと思いまし
た。カナダに行って本当に良かったです。

今回の研修でたくさんのこ
とを学びました。
1 番 大 切 だ と 思 っ た の は、
コミュニケーションをとるこ
とです。ホームステイでは、ほ
とんど英語がわかりませんでした。ですが、
ジェ
スチャーを使ったり、一生懸命話そうとするこ
とでコミュニケーションがとれたと思います。
食事では、ハンバーガーやピザを多く食べま
した。米は、1 回しか出てきませんでした。ラ

カナダの文化や気候のことがカナダに行って
もっと分かりました。

今回の研修を通して、私が
学んだことは、たくさんあり
ます。
1 つ目は、しっかり自分の
意見を言うことを学びました。
2 つ目は、カナダではテキパキ行動しないと
ほっていかれることを学びました。
3 つ目は、コミュニケーションをとることが
大切だと学びました。
4 つ目は、フレンドリーに話していかないと、

ンチはほとんどがサンドウィッチでした。米を

コミュニケーションをとることができないと学

あまり食べないんだと思いました。

びました。

カナダには日本と違うところがたくさんあっ
てたくさん学ぶことができました。
こんな経験はあまりないと思うので、参加で
きてよかったと思いました。

学んだことは、他にもたくさんありますが、
1 番大切なのは、英語の単語を覚えることだと
思います。単語を覚えていないと積極的に話し
にいけないと思ったからです。

将来行きたい国があったとしたら、僕はも
う 1 回カナダに行ってみたいと思いました。

この研修を通して、たくさ
んの思い出を作れた。
バンクーバーに着いた時は、
また 7 月 31 日からスタートと
いう不思議な感覚だった。
観光は、フォートラングレーやリバー、ウォー
ターウォールそしてカナダ発祥のドーナツ屋 Tim
Hortors にも行った。花火大会に行ったり、UBC
やショッピングセンター、公園に行ったりした。
カナダの空港では、もう長い間帰って来れな
いと思ってしまうとめちゃくちゃ寂しかった。
今回学んだことはもちろん英語です。トーク
力も上がったし、リスニング力も身についたと
思う。
いつか再びカナダに行ってお世話になったホ
ストファミリーに会いたいです。

