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発 ・専用車にて新千歳空港へ

着

発 ・国内線にて成田空港へ

成田空港 着 ・自由時間（14:30までにはカウンターへ集合）

成田空港 発 ・空路バンクーバーへ

着 ・空港から専用車でバンクーバー市内観光（ガイド付）

・昼食はバンクーバー市内レストランにて

泊 ・夕食はホテルにて

発

着

バンクーバー空港 発

サスカツーン 着 ・空港からホストファミリーの車にてホストファミリー宅へ

・終日ホストファミリーと過ごす（14日感謝祭）

・エーデンボーマン高校での歓迎会、校内見学

・ホスト生徒の授業に参加

・ヒューキャリン小学校にて日本文化プレゼンテーション

・サスカチュワン大学にて日本語クラスに参加した後、

大学の見学ツアー

・ホスト生徒の授業に参加

・送別会

・ホストファミリーの車にて空港へ

サスカツーン空港 発 ・空路カルガリー空港へ

カルガリー空港 着

カルガリー空港 発

成田空港 着

成田空港 発 ・国内線にて新千歳空港へ

着

ＪＲ新千歳空港駅 発

着 ・北広島駅にて解散。

※時間の目安
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10 月 11 日（金） 

 

5：30 出発式（北広島市役所）  

6：20 新千歳空港着                                                                                        

7：45 新千歳空港発（NH2152 便）  

9：20 成田空港着  

16：50 成田空港発（AC004 便）  

……日付変更線……  

9：25 バンクーバー空港着  

    入国手続き後  市内見学  

 

《バンクーバー泊》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 12 日（土） 
 

10：30 ホテル発  

13：50 バンクーバー発（AC8574 便）  

16：42 サスカツーン着  

 

《サスカツーン泊・ホームステイ》 

 

 

 

日程・行動記録 

バンクーバー

市内見学  

サスカツーン空港にて  

ホストと対面  
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10 月 13 日（日） 
 

終日：ホストファミリーと過ごす  

 

《サスカツーン泊・ホームステイ》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 14 日（月） 

 

終日：ホストファミリーと過ごす  

 

《サスカツーン泊・ホームステイ》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホストファミリーとの時間  

この日はサンクスギビング  

 

ホストファミリーとの時間  
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10 月 15 日（火） 

 

午前：エーデンボーマン高校で歓迎会（ウェ

ルカムパーティー）、校内見学  

 

午後：ホスト生徒の授業に参加  

    

 

 

《サスカツーン泊・ホームステイ》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校での歓迎会  

歓迎のお礼に出し物を行いました  

カナダの学生がゲームをしてくれました  
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10 月 16 日（水） 

 

午前：ヒューキャリン小学校で日本文化紹介

のプレゼンテーション  

 

午後：サスカチュワン大学見学  

 

 

《サスカツーン泊・ホームステイ》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チームおはぎ  

 

紙芝居  折り紙  

折り紙  

 

チームジャスティン  

 
手つなぎ鬼ごっこ  

 

チーム忍者  

 

沈没船  

 

サスカチュワン大学見学  
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10 月 17 日（木） 

 

午前：ホスト生徒の授業に参加  

 

午後：自由行動  

 

夜：フェアウェルパーティー  

 

 

《サスカツーン泊・ホームステイ》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 18 日（金） 

 

08：45 サスカツーン発（AC8591 便）  

10：05 カルガリー  着  

12：45 カルガリー  発（AC009 便）  

 

……日付変更線…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 19 日（土） 

 

……日付変更線……  

 

14：35 成田空港着  

17：55 成田空港発（ＮＨ2155 便）  

19：45 新千歳空港着  

20：15 新千歳空港発  

20：35 JR 北広島駅着  到着式  

 

 

 

 

 

 

サスカチュワン空港にてホストとお別れ  

フェアウェルパーティー  
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１ ホストファミリーについて 

（１） 空港で初めてホストファミリーと会った時の印象や感想は？ 

 ・日本語で挨拶してくれて嬉しかった。 

 ・すごく緊張していたが、笑顔で出迎えてくれて安心した。 

 ・自分の名前を書いた札を持っていてくれて嬉しかった。 

   

（２） ホストファミリーとのコミュニケーションはどうでしたか？困ったことや良かったことは？ 

 ・思ったよりは通じた。通じないときは翻訳アプリを使ってコミュニケーションをとる事ができた。 

 ・最初は聞き取りがうまくできなかった。 

 ・自分の英語力が足りず、もどかしい思いをした。しかし、その分自分で伝えることが出来た時は嬉し 

かった。 

・大体コミュニケーションをとる事ができたが、時々間違って理解したり、言いたいことが言えない時

があった。 

 

（３） ホストファミリーとどのように過ごしましたか？ 

 ・映画を見たり、買い物をしたり、一緒にご飯を作った。 

 ・ずっとホストファミリーと一緒に過ごし、一緒にゲームをしていた。 

 ・日本語のアニメを一緒に見た。 

   

（４） ホストファミリーと過ごした中で、何が一番印象に残っていますか？ 

 ・ホストマザーが本当の娘のように扱ってくれたこと。 

 ・ホストの友達と一緒に映画を見に行ったこと。 

 ・ベリーバーンできれいな景色を見たこと。 

 ・Thanks giving day のときに、知り合いが集まってパーティをしたこと。 

 

２ 日本文化紹介のプレゼンについて 

（１）小学校でのプレゼンでよかった点や反省点などがあれば具体的に教えてください。 

 ・「Listen to me」等と言って、静かに話を聞いてもらえる場を作れば良かったと感じた。 

 ・思ったよりもみんな喜んでくれていた。 

 ・生徒の理解が思ったよりも早く、プレゼンがスムーズに進んだ。その分時間が余ってしまったため、

＋αでやれることをもっと考えておけばよかった。 

 ・始めるタイミングがよくわからなかった。 

 

 

団員アンケートより（帰国時の機内にて） 
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（２）カナダの小学生の反応はどうでしたか？ 

・みんな興味津々で話を聞いてくれた。 

・とてもかわいくて素直だった。 

・積極的で、お礼や挨拶をしてくれて嬉しかった。 

 

３ カナダの高校について 

（１）高校の授業に参加して感じたことや学んだことはありますか？ 

 ・先生がユニークで、生徒も楽しみながら勉強していると感じた。 

 ・自分のクラスがないことに驚いた。 

 

（２）授業ではどのような体験をしましたか？ 

 ・歴史の授業で本を読ませてくれた。 

 ・アートを写真で撮影する授業に参加した。 

 

（３）高校生や先生との交流はどうでしたか？ 

・たくさん話しかけてくれたので、高校生の友達ができた。 

・日本について、アニメやお菓子のことなど色々と聞かれた。 

 

（４）日本の高校との相違点や共通点を教えてください。 

・授業では生徒が先生の所へ移動するなど、日本の大学に近いと感じた。 

・制服がなく、授業中に飲食や携帯を使うことが許されている。 

・更衣室に自分のロッカーがある。 

・日本の先生はいつもスーツだが、カナダの先生はジーパンなどラフな格好をしている。 

 

 

４ 派遣交流について 

（１）今回の交流で刺激を受けたこと、得たものがあれば具体的に教えてください。 

 ・お互いの国のことを実際に体験し、知ることでよりカナダの良さ、日本の良さを知ることができた。 

 ・もっと英語を話せるようになりたいと思った。 

 ・言葉が分からなくても身振り手振りで意外と通じる。 

 

（２）日本を離れてみて、日本や日本文化について感じたことはありますか？ 

・日本食のおいしさを改めて実感した。 

・日本人は丁寧でまじめであると感じた。 

・改めて日本が好きだと思った。 
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（３）国際交流で必要なことはどんなことだと思いますか？ 

・コミュニケーション力と積極性 

・チャレンジ精神を持つこと。 

・遠慮しすぎないこと。 

  

 

５ 研修について 

（１） 英会話講座では何を学びましたか？あなたにどのような影響を与えましたか？ 

 ・使えるフレーズが多かった。「like this～」はたくさん使った。 

 ・英単語の大切さ。日常的に英語を聞いたり話したりしないとわからないと思った。 

 ・あいづちの使い方などのコミュニケーション。役に立つことが多かった。 

 

（２） 事前研修でのプレゼン準備はどうでしたか？順調でしたか？問題点や改善点はありますか？ 

 ・みんな忙しく、準備を怠ってしまった時もあったが、最終的にとても良いものとなった。 

 ・とても順調だった。 

 ・追い込んでやった価値があったと思う。 

 ・時間が足りなかった。 

 

（３） 研修を通して、あなたは何に一番力を入れましたか？ 

・英語の発音 

・日本文化プレゼンテーション 

・カナダでのコミュニケーション 

 

（４） 研修で取り上げたらよかったこと、もっと時間をとりたかったこと、なくても良い又は時間を

短くしても良いと思ったことがあれば、具体的な理由も交えて教えてください。 

  ・マナーについて教えてほしい。 

  ・サスカツーンの名所について知りたかった。ホストファミリーにどこに行きたいか聞かれたとき

に答えられなかった。 

  ・もっと英会話の練習を行いたかった。 

  ・みんなで集まって練習することがほぼ不可能なので、初めから出し物を決めて研修の時間は練習、

とするべきだと思った。 

 

（５） 事前研修は 4 時間×6 回行いましたが、時間数や回数、場所はどうでしたか？ 

  ・ちょうどよかったが、英会話に特化した研修を行ってほしかった。 

  ・少し多いと思ったが、成功するには必要だと感じた。 

  ・土曜日は授業があり、また中途半端な時間だったため調整が少し大変だった。 

  ・毎回時間が少し余っていたため、短くてもいいと思う。 
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６ 全体を通して 

（１） 普段、学校や部活動以外で学年、学校、性別を超えて高校生同士で交流する機会はありますか？ 

＜ある＞3 人 

・教会 

＜ない＞6 人 

 

（２） 他の派遣団員と事前研修、派遣中などどのような形で交流できましたか？ 

  ・事前研修では全員と仲良くなれなかったが、派遣初日からすごく仲良くなれた。 

  ・ＬＩＮＥやＳＮＳを使って交流していた。 

  ・移動の時にとても仲良くなれた。 

 

（３） 今回の派遣は 10 月中旬から 9 日間行いましたが、時期、長さ、現地での活動内容はどうでし

たか？また、バンクーバーの前泊は必要でしたか？ 

 ・時期はちょうどよかったが、ホームステイをもっと長い期間でやりたかった。前泊は必要。 

 ・バンクーバーの前泊を 2 泊にしてほしい。時差ボケがなかなか治らなかった。 

 ・もう少し日数は長くてよい。行く前に比べてとても短いと感じた。 

 ・秋ではなく、夏や冬などはっきりした季節の方がいいと思った。日数は丁度よかった。 

 

（４） 自分の学校で今回の体験をみんなの前で発表する機会はありますか？（HR,学年集会、展示な

ど） 

  ＜ある＞３人 

  ・毎回プレゼンをしている。 

  ・ホームルームで発表する機会がある。 

  ・感想文の提出がある。 

 

  ＜ない＞6 人 

 

（５） 全体を通して印象深いことや感動したことや心残りなことや反省点など、感想をご自由にお書

きください。 

・たくさん友達ができて楽しかった。 

・リスニングがあまり出来ず、ホストファミリーが何を言っているのか分からないことが悔しかった。 

・将来必ず外国に住みたい。 

・またカナダに行きたい。 

・自分の英語力が心残りだが、身振り手振りで伝わることも多く、楽しかった。 

・art stadium がとても印象深く、川で船に乗ったのもとても楽しかった。 
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2019 年の派遣団は、北広島国際交流協議会から団長１名、市民代表から副団長

1 名、市内在住の高校生から団員 9 名の合計 11 名を派遣しました。 

 

 

 

5 月に派遣団員を募集し、6 月の選抜試験を経て派遣団員を決定し、10 月の出

発までに事前研修を実施して派遣準備を進めました。派遣後は、事後研修・報告会

を実施し、派遣の振り返りを行いました。 

 

 

 

サスカツーン市に派遣された団員は、約 1 週間のホームステイを体験し、高校見

学、授業体験、日本文化紹介などで交流を深めます。  

 

 

 

ここからは派遣団団長、副団長、団員のレポートを紹介します。  

「この派遣交流事業に応募した理由」や「派遣交流事業で学び・得たもの（今後に

どう活かすか）」をそれぞれまとめました。  

また、派遣前、団員ごとに設定した報告テーマもそれぞれのレポートにまとめま

した。派遣団の学びと成果を報告します。 

派遣団員レポート 
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2019 CANADA SASKATOON EXCHANGE PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『合言葉は “One for All,  All for One” 』  

私は、28 年前に初めてサスカツーンを訪問しましたが、当時、カナダとの連絡手段としては、メール

ではなく、役所に初めて採用されたファックスでした。それ以来、協議会のメンバーの一人として、市民

や高校生のみなさんの交流をお手伝いしてきました。今回も派遣団の研修を傍から見守っていたところ、

突然ピンチヒッターとして高校生を引率する重責を引き受ける事になりました。  

ちょうど日本でラグビーの世界大会が開かれていたこともあり、団長交代の挨拶では、みんなで協力し

て、実り多い交流やプレゼンテーションをして来ましょうという意味をこめ、この言葉を送りました。  

■報告 『台風接近中での出国』 

 近年にない大型台風が明日関東地方を直撃するという予報が出ている中で、北広島出発となりました。

最悪のシナリオも頭をかすめていましたが、６月から研修を頑張ってきた高校生を何としてもカナダへ

連れて行きたいという思いで、まずは千歳空港を飛び立ちました。離陸前の手荷物検査で、重量オーバー

した団員の荷物を他の団員が自分のスーツケースに入れてあげるなど、成田空港での長い待ち時間も、

常に全員一緒に行動していました。搭乗前の待ち時間も、プレゼンで使うグループの折り紙をみんなで

手伝っている姿を見て、これから協力し合っていける仲間だと安心しました。私はというと、待ち時間の

間、内心ハラハラしながら、時折電光掲示板をチェックしていました。 

バンクーバー空港の KIOSK 端末を使っての入国審査も無事通過して、いよいよカナダです。みんなで

大自然や風光明媚なバンクーバー観光を楽しみました。スターバックスでは、それぞれが英語で注文が

できました。時差の調整をして、明日からのサスカツーンでの交流本番にそなえました。今回は、最初の

三泊はサンクスギビングをはさんで自由行動でしたので、それぞれホストと楽しい思い出作りをしたこ

とでしょう。ホストファミリーからの緊急連絡もなく、私自身もホストのみなさんと楽しくすごすこと

ができました。キムさんとジョイスさんは とても気さくな先生達でしたので、冗談を言いながらジャ

コランタン（かぼちゃちょうちん）を一緒に作り、山木さんのホスト、ロブさんも一緒にジャズのコンサ

ートで大人の夜を楽しみました。ジョイスさんがサンクスギビングのパーティーをひらいてくれました。

大きな七面鳥をいただいた後は、親族老若男女で大笑いをしてゲームを楽しみました。最後の夜遅く、夜

空の下で毛布にくるまって、キムさんとジョイスさんと庭でたき火をしながら語りあいました。カナダ

流の温かいおもてなしとして、私の心にいつまでも残ることと思います。 

 

団長（国際交流協議会） 

 氏名 長井 雅子  

     

     

【ホストファミリー】 
 氏名 WMCI Teachers 

・Mr. Kim Strange 

     キム ストレンジ（右） 

    ・Ms. Joyce Glasel 

     ジョイス グラゼル（左） 

  

 

 

団長（国際交流協議会） 

 氏名  

     

 

【ホストファミリー】 
 氏名  
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 休日明け、エーデンボーマン高校に登校してきた高校生の表情は、皆英語にも慣れてリラックスして

いました。交流で尽力してくれているマチス貴子さんの準備のおかげで、盛大な歓迎式をひらいてくれ

ました。高校見学や授業にも参加させてもらい、みんな色々発見があったことでしょう。ヒューキャリン

小学校での日本文化紹介は、準備をしっかりしていたので、それぞれカナダの生徒が楽しんでいました。

サスカチュワン大学では、札幌出身の安達先生の日本語クラスに参加させていただき、各国からきてい

る学生さんと、日本語で会話を楽しむことができました。韓国出身の学生と韓国語で会話をしていた派

遣団員が印象的でした。 

 フェアーウェルパーティでは、参加者みんなで「パプリカ」を踊ったり歌ったり、ピアノ演奏をした派

遣団員が出席者のみなさんを楽しませてくれました。現地で日本語教師をしている芽室町出身の鈴木さ

んも手伝いにきてくれていて、マチスさんはじめ、海外で活躍している日本人の姿も、高校生の刺激にな

ったと思います。高校生にとって、外から日本を見るいい機会だったと思います。多文化のカナダを肌で

感じ、自分達と違う文化や考え方にも理解が深まり、改めて日本の良さにも気がついたことでしょう。英

語はあくまでも伝達手段。コミュニケーションで大切なのは、自分が言いたいことを伝えるだけでなく、

相手の発言やボディランゲージから思いをくみ取る力です。グローバル化が進む未来はそうした素養を

もつことが要求されるようになるでしょう。 

 来年は交流 30 周年を迎えます。サスカツーンの教育委員会の副教育長さんとは、何らかの形で交流

の歴史をお祝いしましょうとお話をしてきました。今回の派遣に当たり、北広島市、北広島市教育委員

会、北広島国際交流協議会に心から感謝申し上げます。 

 

Memories Photo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 15 日（火）                  

 サスカツーン市教育委員会を表敬訪問。        

 30 周年事業に向けて話し合いました。 

副教育長（右) コーディネーター(左) 

マチス貴子さん(左から 2 人目)        

10 月 16 日（水） 

ジョイスさんのお宅で親族も集まってサンクスギ

ビングディナー。七面鳥を美味しくいただきまし

た。 

右からホストのご主人、お父さん、娘さんとフィアンセ、

ホストの妹さん、ジョイスさん、キムさん 
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本人(右)、Mr.Strange(右から 2人目)、Mr.Fenske(左)   
■派遣交流事業に応募した理由 

 

 もともと国際交流や異文化交流に興味があり応募しました。 

異国の地でホームステイを通じて、現地の方と密接に交流ができる貴重な機会であり、カナダの

文化について学ぶとともに、北広島市の魅力を再発見して海外へ発信する一員となりたいと思いま

した。 

  

■派遣交流事業で学び・得たもの（今後にどう生かすか） 
 

 【カナダの印象】 

私がカナダに降り立って初めに感じたことは、都会と自然が共存した美しさでした。 

近代的な建物が多く都会的な反面、歴史的な街並みも残されており、大都市の中心部にも関わら

ず、公園にはリスやグースがたくさん生息しておりとても驚きました。 

その豊かな土地柄とのんびりとした空気、そこで暮らしている人にとても惹かれ、すぐにカナダ

という国柄が好きになりました。 

日本のように国民のほとんどが同じ部族で、同じ言語を話す日本とは異なり、多民族国家である

カナダでは、町を歩いていると色々な人種、生活レベルが異なる人がいることが当たり前であり、

非常に多様性に富んだ国であるという印象を受けました。 

 

 【ホームステイを経験して】 

ホームステイ先での食事の習慣、家の中での過ごし方、お風呂の入り方に至るまで、全てが初め

ての経験でした。戸惑うことや衝撃を受けることもありましたが、その文化の違いを学び、楽しむ

ことができました。海外の文化を受け入れることで視野が広がり、客観的な視点で物事を見ること

ができるため、より人の意見に耳を傾けられるようになったと感じています。 

私の語学力不足や誤った発音の仕方により「自分の伝えたいことが上手く伝わらない」「相手の言

っていることが理解できない」ことが何度もありました。思い通りにならない悔しさもありました

  

 

副団長（市民代表） 

 氏名 山木 あかり 

    Yamaki  Akari 

 

【ホストファミリー】 

 氏名 Kim Strange 

    （キム・ストレンジ） 

        Rob Fenske 

    （ロブ・フェンスキ）  
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が、相手の方が分かり易い単語に言い換えてくれたり、ジェスチャーを交えながらようやく思いが

通じた時には、とても安心したのと同時に、諦めずに伝えようとする気持ちが大切であると感じま

した。 

 忙しいなか、最後まで私たちを楽しませてくれ、大きな包容力で温かく迎えてくれたことに本当

に感謝いたします。 

 

■派遣交流プログラムを終えて 

 

 日本へ帰ってきてから振り返ると、このプログラムを通して得た知識や人とのつながり

が貴重なものであると改めて感じ、このような素晴らしい機会に恵まれ本当に幸せでした。 

 このプログラムで出会った方とのつながりを切らすことなく、国際交流の魅力や楽しさ

がさらに浸透していくように、この活動に長く携わりたいと思っています。 

 最後に、事務局の皆さま、協議会の皆さま、そして派遣団長の長井さん、高校生派遣団

の皆さんに感謝の気持ちを伝えたいと思います。本当にありがとうございました。 

 

Memories Photo 

            

 

 

 

 

 

            

【バンクーバー発祥の地 ”GASTOWN”】 

 GASTOWNの最も有名なランドマークである蒸気時計。

歴史的建造物が立ち並び、とても美しい街でした。 

【サスカツーン空港到着】 

待ち望んでいたホストファミリーとの初対面。 

皆さんが温かく出迎えてくださいました。 

【サスカツーン市内】   

市内観光中に訪れたサスカツ

ーンのランドマーであるホテ

ル“Bessborough”前にて。 

近代的な建物が多い中、歴史

的な建造物も多く残されてい

るのが印象的でした。 

【フェアウェルパーティー】 

滞在最終日に開かれたお別れ

パーティー。高校生派遣団員

が、個人でダンスやピアノを

披露するなど大変盛り上がり

ました。 

滞在中の思い出を振り返る素

敵な時間となりました 。 
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(左から）友達のアーレン、ホスト、本人 

 

■派遣交流事業に応募した理由 

『自分を変えるきっかけに』 

 私は今まで自分に自信がなく、自信をつけるきっかけが欲しいと思っていました。そんな

時にこの派遣事業を知りました。私は宝塚が好きなこともあり海外へのあこがれもありまし

た。カナダへの派遣を通して日本人とは違う考え方に触れたら何かが変わるかもしれない、

そう思い応募してみました。カナダの人たちの寛大な心やサービス心に触れることができて、

今までよりも楽に生きられるようになったと思います。 

 

■派遣交流事業で学び・得たもの（今後にどう生かすか） 

私は、今回カナダに行ったことによって驚いたことが 3 つあります。 

１つ目は、学校のシステムについてです。行く前から日本よりずっと自由なのだろうなと

思ってはいましたが、想像以上でした。授業中のスマホの使用 OK、お菓子を食べても良い、

出入り自由、そして何より授業の形式が全く違うことに驚きました。日本では、先生が黒板

を書いて生徒はただひたすらノートを書くという受身な授業が多い気がします。しかしカナ

ダでは自ら調べたり発言したり、いかにも授業に“参加している”と感じられるものでした。

日本でいう大学のような感じで個性を育むことができるように見えました。 

 2 つ目は、服装についてです。私たちが行ったのは１０月。それでも十分寒いはずの気温

だったのに、T シャツ、短パン、サンダルで出かけている人が結構いて驚きました。カナダ

の人たちは寒さに強いのでしょうか。 

 ３つ目は、カナダが思っていた以上に多民族国家だったことです。学校に行った際に、多

くの人に出会いましたが、色々な国から来た人がいました。だから、カナダは愛国心が強い

のかなと思いました。 

 カナダに行ったことによって、実際に見ることでしか気づけないことをたくさん知ること

ができました。その反面、日本の良さにも改めて気づくことができました。ポテトの量は圧

倒的にカナダの方が多いですが、その分日本では質の高いものがたくさんあります。実際に

やってみないと分からないことや、気づけないことがたくさんあると思います。私は、今回

の派遣事業でたくさんのことを学び、以前よりも視野が広がったと思います。だから、これ

学校 北海道北広島高等学校 

 

氏名 尾金 結衣 

 
【ホスト生徒】 

 
氏名 Hanna Rodes 

   （ハナ・ローズ） 
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からも出来る限り色々なことに挑戦して、もっともっと視野を広げて自分の考えを深めてい

きたいと思います。そして、色々なことを経験して、色々な考えに触れて、物事を多方面か

ら見ることのできる人になりたいと思います。 

 

■テーマ報告 『ウェルカムパーティについて』  

 ウェルカムパーティーは５日目にエーデンボーマン高校で行われました。多くの高校生

が集まってくれました。 

 最初に私たち派遣団員が自己紹介をしました。カナダの人たちも知っているようなこと

を言うと、とても盛り上がってくれて、私たちの緊張は一気にほぐれました。その後、私た

ちが用意していった日本紹介、ドジョウ掬い、ダンス、パプリカを披露しました。ドジョウ

掬いは笑いとしてはあまり受けず、きつい感じになりましたが、パプリカを踊った時はカナ

ダの学生も一緒に踊ってくれてとても盛り上がりました。そのあと、カナダの学生が用意し

た日本についての〇×クイズをしました。 

日本では、拍手をするだけの場面でも、カナダの学生は歓声を上げるくらいの勢いで楽しん

でくれました。エーデンボーマン高校から、タンブラーとペンのプレゼントもいただき、と

ても充実した時間を過ごせました。 

 

■自由記述 

『初の海外』 

 私は今回のホームステイが初めての海外でした。英語にも全く自信がなく、一人でホーム

ステイをするのはとても不安でした。しかし、伝えようと頑張れば伝わり少し自信がつきま

した。この派遣事業に参加してよかったと心から思います。勇気を出して一歩を踏み出すこ

とは大事だと改めて学ぶことができました。またカナダやほかの国にも行ってみたいです。 

 

Memories Photo 

 

 

 

 

 

 

 
 

カナダ事業のみんなでボーリングに行きました。 ホストファミリーとフェリーに乗りました。 

（サスカチュワン川） 
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左 ホスト 中央 本人 右 ホストマザー 

 

■派遣交流事業に応募した理由 

 理由の一つとして今まで習ってきた英語の力を試し海外での友達を作りたかったからで

す。 

これから、日本ではどの職業でも英語交流する機会が増えると思います。職に就く前から英

会話を体験し、今の英語力で思いが伝わるか自覚する必要がありました。 

 もう一つは、私は１３年間ピアノを習っているので、音楽は言語を越えて交流できると感 

じているからです。お互いに知っている曲などがあると、言語が分からなくても共有する事

ができ知らない曲でも聴き合うことができます。日本の曲を知ってもらえる機会にもなるの

で、音楽で楽しめることが出来ればとても良いと思いました。 

 これらの理由から、私はこの派遣交流事業に応募しました。 

 

■派遣交流事業で学び・得たもの（今後にどう生かすか） 

 バンクーバーに到着し、空港内を歩いると、周りはもう、全て英語でした。ついに 

来た、記憶に残る初めての外国（2 歳の頃にグアムにいっていますが、あまり覚えて 

いません）最初、周りの人が何を言っているかも分からず税関に行き、最初の英会話 

をしましたが、失敗しました。とても悔しかったです。この時からもっと会話する力 

をつけなければ、と深く思いました。食事やコンビニの会話は成立したので、良かっ 

たです。向こうの人は私たち日本人が思っている以上に親切です。食事は、フォーク 

とナイフで、もちろん箸はありません。日本で食べるようなお米は無いです。サーモ 

ンの入ったハンバーガーにはびっくりしました。国によって出る食も相当違うと実感 

しました。サスカツーンに着き、ホスト生徒のノア君に会ったときはとても安心しま 

した。カナダでは、朝 7 時頃にみんな起床し、学校に通い、放課後はモールに行った 

り散策したりと、何も変わらない日常でした。学校では日本にない自由があり、その 

分一人ひとりが先生の話をよく聞き、授業に集中していました。私も自由度が無くて 

ももっと真剣に集中しようと思いました。カナダの人々は何にでもポジティブに受け 

入れて普通に出来ないことをよくこなしていると思いました。向こうでは空気が良く 

景色もとても綺麗でした。また行ってみたいです。 

 これからもっと英語を学び英検に挑戦し、今回分からなかった分の英語も全て分か 

るように成長していきたいです。カナダに行けて本当に良かったです。 

学校 札幌日本大学高等学校 

 

氏名 黒田 尚文 

 
【ホスト生徒】 

 
氏名 Noah Lukan（ノア・ルコン） 
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■テーマ報告 『 サスカツーン市について 』  

サスカツーンは、サスカチュワン州の中央に位置し、州内最大の都市です。人口は 

約２７万人（２０１７年）北広島の 4 倍以上もの人が住んでいます。住宅は、ほぼ 

同じデザインのものが通りに並んでいます。サスカツーンには、７つの「トレインブ 

リッジ」という橋が川にかかっており、これらは橋の町（City of bridges）と呼ばれ  

ています。気候は日本より 2 カ月ほど早いです。10 月に雪が降っていました。農業 

がさかんで、プレーリーとタイガに挟まれたアスペン・パークランドと呼ばれる生態 

系が広がっています。ヨーロッパ系の人が 7 割以上で、主にキリスト教徒が多いです。 

ここではサスカツーンベリーが有名で、ベリーの紅茶、ワッフルと一緒に食べるなど 

と、様々な食品となっています。スポーツはアイスホッケーが最も人気があり、アマ 

チュアのチームが沢山あります。 

 

■自由記述 

面接から始まったこの研修、事前研修もずっと不安でした。しかし、研修生の皆さ 

んや、交流関係の方々にとてもお世話になり、絶対無駄にしない、という気持ちで取 

り組むことができました。向こうではもったいないくらい楽しく、交流の素晴らしさ 

を感じることができました。また会いたいです。会うために、来年の受け入れもしま 

す。人生では体験できないかもしれない思い出作りをできました。感謝でいっぱいで 

す。ピアノを弾いたとき、予想以上の拍手、歓声をもらい、うれしかったです。 

 皆さん、ありがとうございました。 

 

Memories Photo 

 

 

 

 

 

 

 

トレインブリッジから撮った日没 

 絶景です。夜も綺麗なので、実際に 

見に行ってみて下さい。 

最終日の朝食 

また会おう！ 
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左本人 右ホスト生徒 

■派遣交流事業に応募した理由 

私が今回派遣交流事業に応募した理由は主に２つあります。 

1 つ目は私の母が以前からこの事業に関わらせていただいてる中で、派遣されて帰ってきた先輩

方がとても達成感を得て帰ってきたのを見て憧れを抱いたからです。それはきっとそれぞれにとっ

て何か発見があったからだと考え、私も自分の知らない世界を見て成長したいと思いました。 

2 つ目は外国の文化に興味があったと同時に日本の文化も知ってほしいと考えるようになったか

らです。幼いころからよく家に外国の方がホームステイに来ていましたが、そのようなときは日本

の文化を紹介するだけのことが多く、相手の国についてあまり知ることはありませんでした。また、

ホームステイに来るのは日本が好きで来ている人たちだったのでみんな日本についての知識が豊富

でしたが、カナダへ行けば日本について全然知らない人もいるのかと思うと私の住んでいる日本を

もっと知ってほしいと思いました。 

 

■派遣交流事業で学び・得たもの（今後にどう生かすか） 

 私が今回の派遣で一番大きな学びになったと思うのはコミュニケーションについてです。この派

遣が決まった時から自分の英語力に不安を覚えていました。事前研修で英会話の時間があっても完

全に不安を拭い取ることはできませんでした。しかし実際に行ってみると、私が思っていたよりも

会話は弾み、文法が完璧に整っていなくても言いたいことは伝わり、驚きと嬉しさの連続でした。

よく世界では日本人は英語の勉強はできるのに話せる人はそんなにいないと言われるそうです。き

っと正確な英語を話すことに気を取られてコミュニケーションの芯を忘れているのではないかなと

思います。コミュニケーションとは会話を交わすことだけでなく、言葉が通じなくても一緒に何か

をしたり笑いあったりすることだと知ることが出来ました。 

 カナダは多民族国家で、難民や移民の受け入れを積極的に行っているため様々な人種の人々が同

じ社会で過ごしています。訪問した小学校や高校の教室を見渡すと日本では見られないようなグロ

ーバルな空間になっていて驚きました。現在の日本は 98％が日本人だと言われており、とても均質

的な国だそうです。均質的なことが必ずしも悪いことかと問われればそれは違うと思いますが、周

りが自分と同じであることが普通、当たり前という環境にいると、見えないものもきっと多くある

と思います。カナダでは違うことが普通なので私の知っている世界とは全く違って素敵だなと思っ

たし、そういう環境で生活しているときっと視野も広いのかなと思うと少し羨ましい気持ちにもな

 
学校 北星学園女子高等学校 

 

氏名 丸山 祈恵奈 

 
【ホスト生徒】 

 
氏名 Catherine Paquette 

   （キャサリン・パケット） 
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りました。自分と違うものを積極的に理解し受け入れるという行動こそが、これから大人になって

社会に出ていく上で必要なことの一つなのかなとも感じました。行動してみないと失敗はしない、

失敗しないとそこから学べるものも逃してしまう、何かを得たいならまずは行動してみることが大

切だと学習しました。私は昔から失敗を恐れる気持ちから積極的に動いたりするのが苦手でした。

ですがこの派遣で行動することが大切だと学んだので、今は何でも自分から行動を起こすように心

がけています。失敗を恐れずに何度も挑戦できる人間になりたいと思います。 

 

■テーマ報告 『 事前研修 』  

 事前研修では、英会話の勉強をしたり、現地の小学校でやるプレゼンテーションの準備をしまし

た。英会話については、英語のみを使って会話してみたり、サスカツーン出身で ALT をしている先

生に来ていただいて、カナダについて教えてもらいました。さらにその先生にプレゼンについて英

語で質問をしたりしました。このように勉強といっても現地でのコミュニケーションを意識したも

のが多く、難しいと感じることもありましたが楽しく終えることが出来ました。現地の小学校での

プレゼンテーションについては、それぞれ 3 人ずつグループを組み、小学校低学年中学年高学年向

けのプレゼンテーションを作成しました。最初は何もかも手探りで悪戦苦闘していましたが、役員

の方にたくさん助言していただいたり練習の回数を重ねていくごとに慣れ、だんだん良いものにな

り、最終的にはどのグループも素敵で魅力的なプレゼンテーションに仕上げることができました。 

 

■自由記述 

 私がカナダで思い出に残っているのは 18 歳の誕生日をホストファミリーにお祝いしてもらった

ことです。到着当日が誕生日だったのですが、空港で迎えてくれるときも HAPPYBIRTHDAY と

書いた紙を持っていてくれたり、家には風船や飾りつけ、アイスケーキやプレゼントまで用意して

くれていました。まさか誕生日を外国で迎えることになるとは思っていなかったしこんなにお祝い

してもらえるとも思っていなかったのでとても嬉しかったです。とても大切な思い出になりました。 

 

Memories Photo 

 

 

 

 

 

 
 

プーティンという代表的なカナダ料理で、フライドポ

テトにグレイビーソースと粒状のチーズカードがかか

ったファーストフード形式の食べ物です。おいしかっ

たです。カナダに行く前から食べてみたいと思ってい

たので良かったです。 

ハロウィンのパンプキンカービングをしました。私

は今までやったことがなかったのですがカナダの家

庭では毎年やる人も多くいるそうです。結構力作業

が多かったので大変でしたが、貴重な経験になりま

した。楽しかったです。 
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↑左からホスト（タイラー）、本人、ホスト母、ホスト父 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ↑左からホストのイーサン、エミリー、ホストブラザー、本人 

■派遣交流事業に応募した理由 

以前姉がこの派遣交流事業に参加しており、姉がカナダから帰ってきてからの経験談を聞いてい

るととても楽しそうで興味を持ち、若いうちから海外に行って日本とは異なる文化を見たり感じた

りしたらとても良い経験になり、今後に活かせると思ったから。 

 

■派遣交流事業で学び・得たもの（今後にどう生かすか） 

ヒューキャリン小学校でのプレゼンに向けて、事前研修からグループのメンバーと日本文化の何

を伝えるのか、どうしたら楽しんでもらえるのかを考えて、協議会の方々からも色々なアドバイス

をもらい、北広島の紹介、日本の鬼ごっこ、折り紙をすることが決定した。 

カナダで数日を過ごし、なんとなくカナダでの生活に慣れてきた。日本にいる時はちゃんと話せる

のか、理解できるのかがとても不安だったが、自分も相手に伝えようと頑張り、相手も一生懸命に

僕のことを理解しようとしてくれて、なんとなく話が通じた。 

ヒューキャリン小学校でのプレゼンはスケジュールの後半で、それまで派遣団員は各ホストファミ

リーのところで過ごしていて、なかなか会う機会がなかったので、当日久しぶりにみんなに会えて

嬉しかった。 

僕たちのプレゼンの内容は北広島市の紹介、鬼ごっこ、折り紙。協議会の方々からは「鬼ごっこ

は楽しくなって終わらない」、「折り紙は説明がとても難しい」と言われていたので、タイムスケジ

ュールを作って時間通りに進行できるようにした。そして、鬼ごっこも折り紙も説明が難しいと聞

いていたので、話しながらジェスチャーを入れたりして工夫した。カナダの子達はとても理解力が

学校 札幌平岡高等学校 

 

氏名 佐々木 健人 

 
【ホスト生徒】 

 
氏名 Tyler Chomyn 

（タイラー・チョーミン） 

 

   Ethan Palmer 

（イーサン・パルマー） 

Emily Palmer 

（エミリー・パルマー） 
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高くて、説明も一回で終わったのですごく時間が巻いて、鬼ごっこもたくさんできて折り紙も予定

していた行程より１つ増やして行った。結果、プレゼンは大成功だったと思う。 

綿密に計画を立てても上手くいくかは分からないから、その場に応じてアレンジすることも大事だ

し、異なる言語を話していても伝える気持ちが大事だと思った。 

 

■テーマ報告 『ホストファミリーについて』  

僕はこの短期間で２つのホストファミリーと生活した。最初の２日半は日本語が話せる方で、後

半は日本語が通じない方だった。 

最初はチョーミン家で、空港であった時の第一声が「こんにちは！」でびっくりした。２日半で短

いと思っていたが、「まずはカナダの生活に慣れよう」と言ってくれて簡単なマナーなどを教えても

らった。Thanks giving day はお父さんの友達が来てとても盛り上がった。大きなターキーとポテ

トが美味しかった。 

後半のパルマー家に行った時、今まで日本語で話していたので最初は少し苦だったけど、家族み

んなたくさん話しかけてくれたおかげで徐々に伝えたいことを伝えられて相手のことも理解できる

ようになってきてとてもうれしかった。日中はエミリーと学校で授業を受けて、放課後トランポリ

ンパークに行き、夜はお父さんとイーサンがゴーカートやアイスホッケーの試合に連れて行ってく

れた。パルマー家とエミリーの友達はとても優しくて、簡単な言葉でゆっくり丁寧に話してくれて

理解しやすかった。 

 

■自由記述 

人生初の海外がこの派遣事業でこのメンバーと一緒に経験出来て本当によかったです。 

協力してくれた方々ありがとうございました！ 

Memories Photo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

カナダ初日にバンクーバーで撮影した。 

カナダに到着して楽しみと不安があったけど、 

このメンバーと一緒に行動して、だんだん 

不安がなくなり、観光も楽しむことができた。 

パルマー家に行った初日、みんなで 

スーパーに行って大きいかぼちゃを買い、 

かぼちゃを掘った。 

最初説明された時はあまりわからなかった 

けど、実際にやってるところを見せてもら 

ったりして楽しくできた。 
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左 ホスト 右 本人 

 

■派遣交流事業に応募した理由 

私は元々外国に対して憧れがあり、言語を学ぶことや外国人の方と違う言語でコミュニケ

ーションをとることが大好きで将来外国へ行きたいとずっと考えていました。そんな時にこ

のプロジェクトを知り、応募させていただきました。 

 

■派遣交流事業で学び・得たもの（今後にどう生かすか） 

私はこの派遣を通して改めて自分の夢を決心することができました。私の将来の夢は外国

で働く事です。外国で働くという事はもちろん大切な家族とも離れ離れで暮らすことですが、

私はなんと 1 日目にしてホームシックにかかりました。私の家族も私が外国へ行く事をと

ても心配していたし、1 日目は日本人のお友達と楽しい時間を過ごしたのですが外国にいる

のに英語を使う機会が全くなくて、私は正直今回の派遣で私が得たいものが得られるのか不

安でした。自分の英語力を向上したいし、私が働きたいと思う外国はどんな所なのか知りた

くて自分でお金を貯めて沢山調べて応募したのに、この派遣が期待してたものと異なる事が

少し怖かったんです。しかし、ホストファミリーに会ってその考えは180度変わりました！

私のホストファミリーは文章じゃ伝え切れないほど本当に素敵な家族でした。ホスト生徒の

ニコルは本当に可愛く優しくて一緒にゲームをした事、ブラウニーを作った事など他にも沢

山思い出があります！ホストマザーのバーバラはまるで本当の娘のように沢山の愛情をく

れ、バーバラが私のおでこにキスをする度に涙が出そうになりました。ホストシスターのレ

イチェルは日本語が本当に上手で、私にティーを沢山作ってくれました。ホストファザーの

テリーは本当に家族思いで、私が鞄を無くした時助けてくれました。素敵なホストファミリ

ーと過ごして私が求めてたものはこれだったんだと気づき、日記を書きながら涙が溢れまし

た。カナダの人は本当に素敵な方達ばかりです。そして私はここに住みたい、ここで働きた

いと改めて思う事ができました。私の今までの努力も無駄ではなく、より私の描く未来に近

づけるようこれからも全力で頑張ろうと心から思える派遣でした。 

 

 

 

学校 札幌啓成高等学校 

 

氏名 工藤 凜 

 
【ホスト生徒】 

氏名 Nicole Wotherspoon 

（ニコール・ウォザースプーン） 
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■テーマ報告 『日本文化プレゼンテーションについて』  

私達は忍者チームで小学校の子供達に忍者のプレゼンや日本の昔遊びなどを紹介しまし

た。みんな本当に本当に可愛くて元気いっぱいで、子供の可愛さと元気の良さは世界共通だ

なと感じました。もちろん小学校の子供達なのでガヤガヤしてしまう時もありますが、先生

が大きな声で 5 から 0 を数える間に静かになったり、合言葉みたいなのを言った後にピタ

ッと静かになって、みんな本当にお利口さんで感動しました。みんなで日本の昔遊びをした

時も楽しく参加してくれたし、私達のけん玉やお手玉が成功すると沢山拍手をしてくれてと

ても盛り上げてくれました。みんなに折り紙の手裏剣をプレゼントしたらとても喜んでくれ

て、沢山その手裏剣で遊んでくれました。日本の昔のおもちゃにも興味津々でやりたいと沢

山集まって一緒に遊んでくれました。本当に可愛くて素直で素晴らしい子供たちでした、カ

ナダの小学校でプレゼンできる機会なんてそう無いと思うので本当に幸せでした。また会い

たいです！ 

 

■自由記述 

本当に意味のある派遣になりました、こんな若いうちに日本とは違う世界を見る体験がで

きて幸せだと改めて実感しました。旅行で外国に行くことはできますが、このような派遣じ

ゃないと小学校に入ったり高校や大学を見学し現地の学生と触れ合う機会など普通では得

られないものが沢山ありました。本当に本当に行って良かったです。 

 

 

Memories Photo 

 

 

 

 

 

 

 
 

これはホストマザーのバーバラと 2 人で 

ジャックオーランタンを作りました。 

初めての体験ですごく楽しかったです。 

フェアウェルパーティーの後に 

アイスクリーム屋さんに行った後に 

撮影しました。 

最後の夜だったので本当に悲しくて 

切なかったのを覚えています。 
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左ホスト生徒、右本人 

 

■派遣交流事業に応募した理由 

私が志願した理由は友達に一緒に行こうと勧められたからです。そして違う友達がカナダ

へ留学に行っていて 3 週間で力がついたと聞きました。そして、母が大いに賛成してくれ

たので応募しました。 

 

■派遣交流事業で学び・得たもの（今後にどう生かすか） 

一番学んだことはカナダ人の性格による文化の違いや制度です。まず最初に違うと思った

のは「おもてなし」でした。僕は日本のおもてなしが一番だと思っていました。ですが、ち

がいました。日本のおもてなしに勝るとも劣らないおもてなし、日本ほどの丁寧さはないが、

居心地の良さはピカイチでした。 

次は学校です。ガムを食べていたり音楽聴いていたり脚を机に乗せていたりする生徒ばか

りでしたが話し合いも発言も有り意欲的だと感じました。日本が間違いというわけではない

ですが、やらされている感じがなく自由度が有り、僕は日本の監獄のような授業より、言葉

の通じない授業の方が数倍楽しくやりがいがありました。 

そのような日本との違いを 1 週間ほど体験して、いろいろなことを思い、変わりました。

まずカナダに滞在中に決めたのが英語を話せるようになることです。なぜなら友達と会話が

出来ないからです。もっと色んなことを教わり、たくさんの事を話せたかもしれないのにと

悔やんでいます。何年かかっても少しづつでも上達するよう勉強します。僕には英会話を学

ぶ時間があったのにも関わらず費やさなかったのが後悔ですが、無駄にしないように勉強し

キーヴァンとたわいもない話をしたいです。それに伴って進路が決まりません。行く前は英

語なんて点が取れたらいいと思っていたが今は英語を使いたいと思っています。ですが夢が

あったり、親の希望もあったりと困難です。 

 

 

 

 

学校 札幌平岡高校 

 

氏名 小倉 一沙 

 
【ホスト生徒】 

 
氏名 Keevan Hargreaves 

（キーヴァン・ハーグリーブス） 
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■テーマ報告 『フェアウェルパーティ』  

集合まで時間があったのでボウリングを日本とカナダの生徒でしました。終わってまだ

時間があったけど会場が近かったので徒歩で行きました。着いたら教会のような場所で荷

物を置いてテーブルを運んだり椅子を並べたりなど設営を数名で手伝いました。その後ま

もなく参加者が続々とやって来ました。アンヤの日本語のスピーチは感動しました。     

ダンスとどじょうすくいとピアノを出し物としてしました。ダンスはなかなかでした、り

んとしおんとえりえのかっこいいダンス、ゆいのしなやかなバレエ、とても盛り上がりまし

た。どじょうすくいですが余りいいとは言えませんでした。ピアノは圧巻でした、みんな聞

き入っていました。食事は本当にあっという間でシェフも大きい体なのに笑顔が可愛くて料

理も美味しく本当にかけがえのない時間でした。その後の国旗に一言を書いているときや写

真撮影、おしゃべりなどとても楽しいパーティーでした。 

 

■自由記述 

いろんな人の協力で成り立ったイベントでしたが時間やお金以上の経験をさせてもらいま

した。新しいことだらけの派遣でしたがどれも楽しく常に笑顔でした。控え目に言っても最

高の思い出になりました。 

ありがとうございました。 

 

Memories Photo 

 

 

 

 

 

 

 
 

フェアウェルパーティーの時に生徒や 

ファミリーで一言のコメントを書きました。 

書き終わって 9 人の生徒の手で輪を作りました。 

 

ペンネとサラダとデザートにアイスが 

出ました。 

サラダは酸っぱくみんなの口に合わなかった 

ようですが、何人か完食していて細い結衣が 

食べていてみんな驚きました。 
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 左ホスト、右本人 

■派遣交流事業に応募した理由 

私は元々国際交流などの事業に興味があり、日頃からたくさんの国際交流事業に参加してきました。今

回は、母からの紹介でこの派遣交流事業を知り、行きたいと強く思ったため、応募させて頂きました。 

 

■派遣交流事業で学び・得たもの（今後にどう生かすか） 

私がこの派遣交流事業で得たものは、2つあります。 

1 つ目は、カナダと日本の両国の素晴らしさに気づけたということです。私が感じたカナダの素晴ら

しさはたくさんありますが、特に人の温かさと、地球温暖化防止への積極さです。初めは、少し馴染める

か不安でいっぱいでした。でもみなさん笑顔で迎え入れてくださり、不安が一気になくなりました。私の

ホストファミリーは、いつも私のことを気にかけてくれて、ありがたく感じました。また地球温暖化防止

の積極さに関しては、私のホストシスターはどこへ行くにもエコバッグを持参していました。買い物に

出かけても、袋が有料だったり、コンビニエンスストアでは、いくら大量に物を買っても、言わないと袋

はくれませんでした。日本人はプラスチックバッグを使いすぎているなと感じました。 

2 つ目は、積極的に動く、自分から発言するということです。なかなか自分の思いを伝えられなかった

り、恥ずかしくて動けないということが多々ありました。でも、積極的に動く仲間達を見て、私も自分か

ら動いてみようと思いました。そのおかげで、現地の友達がたくさん出来、また新しい自分も発見するこ

とが出来ました。やらずに後悔するより、まずやってみようということをこれからの自分の目標にしよ

うと思いました。 

この国は良い、悪いと、他者が考えた本やインターネットだけの情報で判断してしまう人が多く、正直

私もそのようにしてしまっていたことがありました。また、偏見や勝手なイメージで判断してしまうこ

ともありました。このことは国や人だけでなく、何事にもありうることだと思います。実際にこの目で見

て、体験し、感じ、知ることで初めて自分で判断できると思いました。 

 

■テーマ報告 『カナダの高校』  

カナダの高校と日本高校の違いとは何でしょうか。 

まず、カナダにははっきりと「高校」というものがありません。Grade1(日本の小学 1 年生)から

Grade12(高校 3年生)まであり、Grade1からGrade6 までは Elementary school(小学校)に行き、

学校  札幌創成高等学校 

 

氏名 コステロ 誌苑 

 
【ホスト生徒】 

 
氏名 Asheber Lew 

   （アシーバー・リオ） 
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Grade7 から Grade12 まで High school(高校)に行きます。また、カナダには制服がなく、髪型、髪

色の規制等もありません。カナダでは、各生徒が学年の初めに自分でカリキュラムを組み、自分の選んだ

科目の教室に移動して授業を受けます。日本に比べるとカリキュラム選択の自由が大きく認められてい

ますが、必修科目も多数あります。私が面白いなと感じた教科は、Wood work(日本でいう木のことだ

けを学ぶ技術)。実際に授業を参観したのですが、みんな透明な眼鏡をして、先生の指示に従いながら、

木を切ったり、釘を打っていたりしました。日本の高校ではあまり馴染みのない授業風景だったので、と

ても新鮮に感じました。さらに廊下にはそれぞれのロッカーがあり、上着や教科書などを置きます。高校

にはカフェテリアがあり、主に昼食を販売しています。しかし、日本のようにおにぎりや、お弁当、おか

ずのようなものはなく、ドリトスサラダや、チーズパン、クッキー、マフィンなど軽食のようなものばか

りでした。私が一番驚いたことは、授業中に携帯を触っている子や、お菓子を食べている子、更にはスー

プを飲んでいる子や、イヤホンをしている子などとても自由な授業でした。ただ、それでも生徒達はきち

んと授業に参加していました。更に驚いたことは、これは高校に限らないですが、高校内の数カ所にウォ

ーターサーバーがあり、生徒達は水筒を持って入れていました。地球温暖化防止の一歩だなと感じまし

た。このように、日本の高校との違いはたくさんありました。カナダの高校の良いところをたくさん見つ

けることが出来た上に、日本の高校の良いところもたくさん見つけることが出来ました。 

 

■自由記述 

毎日本当に楽しい日々でした。初めてのカナダだったので、最初は不安でいっぱいでしたが、ホストフ

ァミリーがとても優しく、上手くコミュニケーションをとることが出来たので、とても充実した交流事

業になりました。 

Memories Photo 

 

 

みんなでボーリングに行きました。 

言葉を超えて、全員が心の底から 

とても楽しんでいました。この前にも、 

みんなでショッピングに行ったり、 

スムージーを飲んだり、とても思い出に 

残っています。 

フェアウェルパーティーの時に高校生団員 

みんなで撮影しました。 

この日のためにみんなたくさん準備を 

してきて、それが成功したので、とても 

嬉しかったです。終わった時のみんなの 

笑顔が素敵なのでとても気に入っています。 
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左からホストマザー、本人、ホスト 

 

■派遣交流事業に応募した理由 

カナダの魅力に直接触れてみたいという気持ちがあったからです。私が小学、中学の時に教えて

いただいた ALT の先生がカナダ出身ということもあり現地に行って本場の英語を学びたいと思っ

たからです。また、洋楽や洋画が好きなこともあり応募しました。 

 

■派遣交流事業で学び・得たもの（今後にどう生かすか） 

私は派遣交流事業でカナダの文化や現地の方々の優しさや温かみを知ることができまし

た。カナダへ行くまで自分のコミュニケーション能力で生活できるかなど、たくさんの心配

ばかりでした。しかし、サスカツーン空港でホストが温かく出迎えていただきとても安心し

ました。私のコミュニケーション能力が足りなく、ネイティブ同士の会話が理解できなかっ

たり、受け応えが上手くできないことが多々あり悔しい思いをしました。ですが、拙いコミ

ュニケーションでも身ぶりや手ぶりを使えば自分の気持ちを伝えたいことができることが

わかりました。また、私の英語力でもホストファミリーや友達、皆が理解しようと翻訳アプ

リを使用したり身ぶり手ぶりで伝えてくれたりと、本当に優しく接してくれました。 

学校では、映画の中の様な生活を送ることができました。授業中、飲食や携帯電話の使用

イヤホンを付けている生徒がいたり日本とは全く違って自由だと感じました。また、私より

学年が一つ下のクラスで授業に参加しましたが背の高さや大人っぽい顔立ちで全く歳の差

を感じないことからも国の違いを感じました。 

今回、派遣交流事業でカナダへ行き吸収した事、英語力が足りなく悔しい思いをした事を

バネに日々の勉強に励みたいと思います。 

また、将来なりたい医療関係の職業でも海外へ進出して働きたいという気持ちが強くなっ

たので、カナダで学び得た事や経験を今後に生かしていきたいです。この派遣交流事業でカ

ナダへ行けた事に本当に感謝しています。 

 

■テーマ報告 『カナダの食について』  

日本とカナダを比較すると違う点がたくさんありました。やはり、1 番最初に思ったこと

はフォークとナイフを使うことです。もちろん箸を使う文化などないのでフォークとナイフ

の生活には少し慣れませんでした。 

学校 北海高等学校 

 

氏名 吉田 美羽 

 
【ホスト生徒】 

 
氏名 Lydia Scutchings 

（リディア・スカッチングス） 
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食べ物は日本より味が濃い目に作られていると感じました。また、ボリュームがあるので食

べきることができないメンバーが多かったです。 

日本の朝ご飯では、しっかりと食べる家庭が多いと思いますが、カナダでは毎日シリアルや

ヨーグルト、トーストのみという形の朝ごはんが多かったです。 

カナダには日本食のあるお店が多々あることに気づきました。ホストシスターとデパート

のフードコートへ行った時や、サスカツーン大学でバイキングを食べた時、サスカトゥーン

市内をドライブしている時、お寿司屋さんがありました。異国でも日本料理は愛されている

と思いました。 

国によって違う点がたくさんありましたが、全てが新鮮でカナダでの食は毎食楽しみであ

り、美味しく頂くことができました。 

今回カナダの「食」について様々な事を知ることができてとても良い機会となりました。 

 

■自由記述 

派遣メンバーと行ったカナダは一生の思い出となりました。スーツケースの重量オーバー

であったり色々とハプニングがありましたが、メンバーにとても助けられました。今回、派

遣交流事業で出会えた仲間に感謝しています。 

 

Memories Photo 

 

 

 

 

 

 

 
 

ホームステイ 2 日目にお誕生日パーティーが 

あり、親戚のお宅にお邪魔しました。 

庭は一面草原が広がっており、馬が 3 頭、 

犬が 4 匹、猫が 2 匹いました。 

親戚には三姉妹のホストシスターの 

従姉妹がいました。 

小さい子とのコミュニケーションはどう話せば 

伝わるのかとても考えさせられました。 

ですが、遊んでいるうちに拙い英語力でも 

仲良くなることができてすごく楽しかったです。 

ブロードウェイ橋 

ホームステイ最終日の夜にホストマザーに 

連れて行ってもらいホストシスターと橋付近を 

寒い中散歩しました。最後の夜に見たブロー 

ドウェイ橋は今でも鮮明に覚えています。 
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中央左 ホスト 中央右 本人 

 

■派遣交流事業に応募した理由 

元々大学在学中に留学に行こうと思っていたのですが海外に行った事がなく、その前に経

験として行ってみたいと思っていたところ、偶々母が市の広報誌で見つけ兄がカナダに留学

していたこともあり比較的治安が良いと聞いていたので応募しました。 

 

■派遣交流事業で学び・得たもの（今後にどう生かすか） 

今回私がカナダで学び、得たことは伝えようとする気持ちと理解しようとする気持ちです。 

私は元々人見知りで、初対面の人と話したりコミュニケーションを取ることがとても苦手

でした。ホームステイが憂鬱だったくらいです。でも、いざ会ったら優しく私を受け入れた

くさん話しかけてくれました。だけど特別話せるわけでもない英語を使って相手に伝えるこ

とはすごく難しいことでした。自分の知ってる限りの英単語を文法なんて気にせず身振り手

振りで一生懸命伝えたら、意外とすんなり理解してくれました。そしたら、相手の言ってる

こともなんとなくわかるような気がしました。伝えようとする気持ちが伝わり、そのお返し

がちゃんと来て、私も相手の伝えようとする気持ちが伝わりました。普段同じ言語を使う人

と話す時にはなかなか無い感覚でそれが新鮮に感じ、より相手を知ろう自分を知ってもらお

うと思えました。 

理解しようとする気持ちは、カナダが多民族国家だったからだと思います。様々な人種の

方が居て、ターバンを巻いてる方、自分と肌の色や、髪型が違う人、なかなか日本では見な

い光景でした。学校ではそんな方達が人種、国関係なくコミュニケーションを取りすごく楽

しそうでした。本人達は当たり前だと思ってるかも知れないけど、すごく素敵なことだなぁ

と思いました。相手の存在を否定せず、人は人、自分は自分、それぞれお互いの良さを理解

し合いながらじゃないとできないことだと思います。私のホームシスターも朝起きたら日本

語でおはようと挨拶してくれていました。それが毎朝とても嬉しかったです。日本に戻って

きた今だからこそ、この地であの時のみんなと同じようなことが出来たら私が影響されたよ

うに周りにもいい影響が与えられるんじゃないかと思います。 

 

学校 東海大学付属札幌高校 

 

氏名 西 えりえ 

 
【ホスト生徒】 

 

氏名 Anya Pekurovski 

  （アンヤ・ペクロフスキー） 
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■テーマ報告 『カナダの「住」について』  

私が日本とカナダで違うなと思った「住」の違いは、まず使ってない部屋はドアを開けて

おくというルールです。バスルームでさえも使ったら電気を消してドアを開けておくという

ことに驚きました。日本では、ドアを開けるのも閉めるのも自由だしそんなルールは無いの

で少し衝撃を受けました。 

それとゴミに関してはゴミの分別はあまり無くペットボトル類かそうではないかで分け

てるのが楽でいいなと思いました。日本だとプラスチック類や紙ゴミなど色々分別しなくて

はいけないので羨ましかったです。さらに、ゴミの日になると日本ではゴミ置き場まで自分

で持って行っておくのが普通ですが、カナダでは専用の青いボックスにたまったゴミを入れ

といてあとは家の前に置いておいてました。なので、ゴミの日になると家の前のみちに沢山

の青いボックスが置かれていて少し異様な光景だなと思いました。でもわざわざ日本みたい

にゴミの袋を何個も持ってゴミ捨て場に行かなくて良いので日本もこのシステムにして欲

しいと思いましまた。 

日本とカナダの「住」の違いは他にもたくさんあってこれはほんの一部ですが、中々聞く

ことの無い違いを自分の目で見て知ることができたので新鮮で楽しかったです。 

 

■自由記述 

今回このカナダの派遣を通してカナダを知ることをたくさん知ることが出来てすごく良

い経験になりました。でも、それ以上にカナダで出会った人、さらに一緒に行った団員のみ

んなとの仲を深めることが出来てすごく楽しくて良い思い出になりました。この経験と出会

いを無駄にせず、大切にしてこれから生活していきたいです。 

 

Memories Photo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

最終日に空港で。1 週間近くずっと 

一緒に居たのでお互い寂しくて別れを 

惜しみました。 

とても良い出会いができました。 

サンクスギビングデーにサスカツーン市内を 

1 時間以上散歩しました。いろいろな景色を 

見れて楽しかったし、その後に食べたプーティ

ンが格別に美味しかったです。 
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出発までに派遣団員相互の信頼関係を構築すること、言葉や文化の違いなどへの

不安を少しでも取り除き、有意義な交流となることを目的として、事前研修を６回

行いました。授業や部活動、試験など忙しい時間の合間を縫って参加した高校生た

ちでしたが、出発前には、意識・受け答え・顔つきなど１回目の研修時と比べて格

段にしっかりしたものとなっていました。  

 また、帰国後には、見聞きしてきたこと、体験したことなど学びを共有するため、

事後研修を２回行いました。また派遣の成果を報告会として一般公開しました。研

修は下記の日程で実施しました。  

 

 

 

 

【研修日程】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回事前研修 6 月 15 日（土） 

第 2 回事前研修 7 月 13 日（土） 

第 3 回事前研修 8 月 10 日（土） 

第 4 回事前研修 8 月 17 日（土） 

第 5 回事前研修 9 月 7 日（土） 

第 6 回事前研修 ９月 28 日（土） 

第 1 回事後研修 11 月 10 日（日） 

第 2 回事後研修 12 月 14 日（土） 

市民報告会 2 月 15 日（土） 

事前・事後研修 
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【事後研修】 

第１回目の事後研修は帰国約１か月後…思い出に浸りながら、現地で見聞きし体

験したことについて、団員間での学びを共有しました。 

第２回目の事後研修では２月の市民報告会に向け、自分たちが学んだこと、感じ

たことを伝えるために発表練習を行いました（↓市民報告会のチラシ）  
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高校生団員は小学校を訪問し、カナダの小学生に日本文化を紹介するプレゼ

ンテーションを行いました。 

自分たちが何を伝えたいのか、伝えるためにはどのような準備が必要か、全て

自分たちで考えて決めます。 

初めは英語での発表に苦戦していた団員ですが、最後には笑顔の見られる発

表となったようです。 

 

■チームおはぎ（尾金結衣・黒田尚文・丸山祈恵奈） 

紙芝居（桃太郎）、折り紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本文化紹介プレゼンテーション 
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■チーム忍者（工藤凜・小倉一沙・コステロ誌苑） 

忍者クイズ、沈没船、昔あそび紹介（けん玉・お手玉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■チームジャスティン（佐々木健人・吉田美羽・西えりえ） 

手つなぎ鬼ごっこ、折り紙（手裏剣） 
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カナダ・サスカツーン市について 

 

 

 

 

 

 

 

《カナダ》 

カナダ(CANADA)は、世界第２位の国土(日本の国土の２６倍)をもち、約 3,600万人の人々が

暮らしています。 

 日本よりも緯度が高いため、夏と冬の日照時間が大きく異なります。春から夏にかけては、６時

頃に日がのぼり、21時頃にようやく日没を迎えます。 

 １７世紀以降、イギリスやフランスをはじめ、ヨーロッパから多くの移民が訪れました。英仏の

主導権争いを経た後、1763 年にパリ条約がむすばれ、カナダ全土がイギリスの支配下におかれる

ようになりました。1867 年にイギリスの自治領となり、1931 年に実質的に独立しました。独

立後は立憲君主制をとり、宗主国であったイギリス女王をカナダ女王として戴いています。女王と

総督には、政治的な権限はなく、連邦政府の運営は首相を中心とする議会制民主主義にもとづきお

こなわれています。 

 東欧諸国にはフランス系移民も多くいたことから、公用語は、英語とフランス語が定められ、案

内標識、ラベルの表示、アナウンス等すべてが、英仏の二言語で表されます。 

 

《サスカツーン市》 

サスカツーン市(Saskatoon)は、太平洋から数えて ３番目、

カナダの西の玄関口・バンクーバー市のあるブリティッシュ・

コロンビア州、北海道の姉妹都市アルバータ州の隣りに位置す

るサスカチュワン州最大の都市です。カナダ中部平原地区に位

置しており、郊外へ車で 10 分ほど走ると、コムギ、ナタネ、

牧草など畑が地平線の彼方まで延々と続きます。 

 

 

北緯 50 度 
バンクーバー市 

サスカツーン市 

サスカチュワン州 

北広島市 

 
       サスカチュワン川 

 

カナダ・サスカツーン市について 
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日本からは、約 7,600km 離れており、成田空港からバンクーバー空港までのフライトが約 10

時間、バンクーバー空港からサスカツーン空港までは約 2時間のフライトになります。 

日本との時差はマイナス 15時間あり、日本時間の朝 10時

は、サスカツーン市の前日夜７時になります。気候は内陸性で、

一日また年間の寒暖の差が激しく、夏は 30度以上、冬は氷点

下 40度近くまで下がることもあります。 

町は南サスカチュワン川を中心にひろがり、国内有数のサス

カチュワン大学、大型ショッピングセンター、映画館や博物館

など、なんでもそろっています。                             

小・中学校は、英仏ふたつの公用語それぞれを第１国語と 

  する学校があるほか、専門学校やサスカチュワン大学など高等

教育機関も充実しています。また、開拓の歴史が学べる西部開

拓博物館(The Western Development Museum)、先住民族の生

活が学べるワヌスケウィン・ヘリテージ・パーク(Wanuskewin 

Heritage Park)などもあります。 

ウィンターフェスティバルやジャズフェスティバル  など

の多彩なイベントが一年を通して開催されるなど、人口約２６万

人が暮らす州最大の都市に相応しい、快適性と利便性を備えた町

です。 

町の歴史は古く、約 8,000年前から狩猟を主とする人々が生活していました。1881年に最初の

ヨーロッパ人が定住し、1906年に 3つの町が合併して市となりました。その後、多くの移民が

定着し、現在は先住民をはじめ、イギリス系、フランス系、東ヨーロッパ系の方々が生活し、最近

では、中国やベトナムなどのアジア系の移民が増えています。 

なお、町の名前は、周辺に自生する「サスカツーンベリー」に由来しています（先住民 

クリー族の言葉で「misâskwatômina 」）。 

サスカツーン市のあるサスカチュワン州では、カナダの 

主要輸出作物であるコムギ、カラスムギ、ライムギ、ナタ 

ネの国内生産量の約半分が栽培されています。また、鉱業 

分野では、世界最大のウラニウム鉱山や肥料用の塩化カリ 

ウムなどの採掘も盛んにおこなわれ、カリウムは世界の使 

用量の 25～30％を供給しています。 

サスカツーン市は、バンクーバーとトロントを結ぶ鉄道のほか州内の主要都市からのアクセスに

恵まれており、州内の産物の集積と輸送拠点として近年発展を続けています。 

 

 
        郷土史博物館 

 
サスカチュワン大学 

下線部分の出展   ＊カナダの人口  35,985,751 人（2015 年 10 月、カナダ政府公式統計） 

＊サスカツーンの人口 257,300 人（2014 年 12 月、カナダ政府統計） 

＊町の名前の由来はカナダ政府の地域名の由来を列記したＨＰによる。 

＊カリウムの生産量はサスカチュワン州政府ＨＰによる。 

 

 

 
サスカツーン市郊外のコムギ畑 
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事業のはじまり 

 昭和 63年、竹下登首相が行った「ふるさと

創生 1 億円事業」の「ふるさと創生資金」を

原資としています。 

 北広島市（当時の北広島町）では、平成 2

年に「きたひろしま人材育成基金」と、市民等

の有識者で構成される「きたひろしま人材育成

委員会」（以下、人材育成委員会）が発足され

ました。 

人材育成委員会では、「２１世紀のまちづく

りに向けた人づくり」を基本目的とし、事業の

基本の柱として具体的に、「創造性豊かな活力

ある人材の養成」、「あすを担う地域リーダーの

養成」、そして「豊かな国際感覚をもった人材

の養成」があげられています。 

 この基本方針に基づいて、交流先選定のため、

北方圏センターの紹介もあり、平成 3 年 10

月に町民 6 名が、アメリカ・マサチューセッ

ツ州にあるアマースト市とカナダ・サスカチュ

ワン州サスカツーン市の二市を訪問しました。 

アマースト市は、「Boys be Ambitious（少

年よ、大志を抱け）」の言葉を残したクラーク

博士の出身地です。しかし、アマースト市では

日本におけるクラーク博士の業績を知る人は

ほとんどなく、結局交流先には至りませんでし

た。 

一方、カナダの中央部の大平原に位置するサ

スカツーン市では、現在も両市の交流にご尽力

いただいている高谷尚子・邦夫夫妻が在住して

いたこと、市の教育長、教育委員会関係者をは

じめ、多くの方々が一行を温かく迎えてくれる

など素晴らしい環境にあること、また、サスカ

ツーン市でも日本での交流先を求めていたこ

となど、北広島市側の交流のねらいとも合致し

たことが交流事業のきっかけとなりました。 

 

 

サスカツーン市との交流 

 平成 3 年にサスカツーン市から第１回訪問

団が北広島市（当時広島町）を訪れ、以降、派

遣と受入を隔年で実施しています。 

（指：指導者、中：中学生、高：高校生） 

年度 派遣／受入 人数 

H 3 第 1 回派遣 町民 6 名 

H 4 第 1 回受入 指 2 名、高 10 名 

H 5 第 2 回派遣 指 4 名、中 6 名、高 6 名 

H 6 第 2 回受入 指 2 名、高 12 名 

H 7 第 3 回派遣 指 4 名、中 6 名、高 8 名 

H 8 第 3 回受入 指 5 名、高 11 名 

H 9 第 4 回派遣 指 4 名、高 14 名 

H10 第 4 回受入 指 3 名、高 19 名 

H11 第 5 回派遣 指 4 名、高 20 名 

H12 第 5 回受入 指 4 名、高 20 名 

H13 第 6 回派遣 指 2 名、高 12 名 

H14 第 6 回受入 指 2 名、高 20 名 

H15 SARS流行のため派遣中止 

H16 第 7 回受入 指 2 名、高 20 名 

H16 第 7 回派遣 指 2 名、高 11 名 

H17 第 8 回受入 指 2 名、高 16 名 

H18 第 8 回派遣 指 2 名、高 10 名 

H19 第 9 回受入 指 2 名、高 19 名、 

H20 第 9 回派遣 指 2 名、高 10 名 

H21 第 10 回受入 指 2 名、高 19 名 

H22 第 10 回派遣 指 2 名、高 6 名 

H23 東日本大震災により受入中止 

H24 第 11 回受入 指 4 名、高 22 名 

H25 第 11 回派遣 指 2 名、高 6 名 

H26 第 12 回受入 指 2 名、高 21 名 

H27 第 12 回派遣 指 2 名、高 12 名 

H28 第 13 回受入 指 2 名、高 20 名 

H29 第 13 回派遣 指 2 名、高 10 名 

H30 第 14 回受入 指 2 名、高 20 名 

R1 第 14 回派遣 指 2 名、高 9 名 

サスカツーン市との派遣・受入れ交流の経緯 
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 訪問先でのいろんなこと、プレゼンテーション、ホームステイ、人々、土地、環境等々を体験し

て、ここで今一度あなた達がこのプログラムに参加しようとした時から、予定をすべて終えてきた

ことを今一度振り返って思い起こしてみてはいかがでしょうか。この度のことがこれからの皆さん

の中で少しでも参考になれば私たちは嬉しいです。 

会長 山根 勧 

 

 

 

 

帰国した生徒さんは生き生きとしていました。可愛い子には旅をさせよとある通り、よそのご家

庭、しかも異文化のご家庭で過ごした数日がこんなにも人を変えるのです。まだ流れのほとりに植

えられた幼木にすぎないですが、これから色々な経験をして、いつかは人を覆い守り憩いの場を提

供できる大木へと育ってくれることを願っています。  

副会長 新発田 修治 

 

 

 

 

 おかえりなさい。令和元年度派遣の面接で 6 月に選ばれた皆さんがひと回り大きく成長して、無

事その役目を果たし帰国されましたことをとても嬉しく思っています。 

“Seeing is believing”ということわざがありますが、まさに皆さんは実際にカナダに足を運んで

自分の目で見て確かめ、またとない貴重な体験をされてきたわけです。とりわけ日本文化紹介のプ

レゼンテーションでは、異文化交流の醍醐味を肌で感じられたことでしょう。 

 事前研修のときに、フェアウェルパーテーの出し物「パプリカ」の歌＆踊りを皆さんと練習した 

“パプリカ花が咲いたら晴れた空に種を蒔こう”の歌詞が今も耳に残っています。どうぞ今回の経

験をひとりだけのものにすることなく、～あしたパプリカの種を蒔く♪のように周りの人たち 

と分かち合って、これからの人生に活かしていかれるよう願っています。 

有澤 睦子 

 

 

 

 

あとがき（北広島国際交流協議会役員からのメッセージ） 
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いつも、生徒さん達が北広島駅の改札を通過して帰って来るとホッとします。 

所属校はバラエティーに富んでいましたが、事前研修を重ね旅立った道中、9 人の距離が一気に

縮まり、更に、各々が一歩前へ進んだことが見てとれました。 

学年・性別・地域を越えて、一つになったこの 9 日間を忘れないでね。 

その後も毎朝自分で起きていますか? 

佐藤 邦美 

 

 

 

 

 

毎回高校生はこの事業を通してグンと成長します。大人の私たちは果たして何かを学習し成長で

きているだろうか、と考えさせられました。人材育成とは、必ずしも若者だけを対象にしているの

ではなく、どんな年齢の方でも人として成長する機会があるということだと思います。この事業を

通してよりたくさんの方が一緒に成長し、ひいては北広島市全体の成長に貢献するような、そんな

未来につなげられるように励んでいきたいと感じました。 

丸山 真智子 

 

 

 

 

今回もまた実際に体験することの大切さが証明されました。 

 若いうちの交流体験は数十年後に何らかの形で実を結びます。 

 一期一会という言葉はそれっきりということではなく、その出会いがその後の人生に影響してく

るということです。皆さんが全力で体験されたことをぜひプラスの方向に活かし、楽しく人生を謳

歌して頂きたいと思います。Cheers！ 

沢辺 千恵子 
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