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は　じ　め　に

近年、インターネットや交通手段の発達により、人、物、情報は国境を越えて行き来するととも
に、地球規模でつながっており、「国際化」「グローバル化」という言葉は特別なものではない時
代になってきています。

本市においても、東アジアを中心とした留学生をはじめ1,400人を超える外国人の方々が居住さ
れ、教育や観光、経済など多方面において地域における国際化が進む中、多様な価値観を理解し、
主体性や国際的な視野を身につけることが求められております。

こうした中、本市では、若い世代の国際感覚を育み、世界共通語である英語能力の向上、そして
国際人として世界や地域で活躍する人材を育成することを目的として、発展著しい東南アジアへ青
少年訪問団を派遣しています。

昨年度に続き２回目となった今回は、７月24日から７月29日までの６日間、シンガポール共和
国、マレーシア・マラッカ州に中・高校生５人による訪問団を派遣することができました。

シンガポール共和国では、セント・マーガレット中等学校で日本文化を通じた交流を行うととも
に、現地で活躍されている山口県出身の先輩方を訪れ、海外で働くことを考える機会を得ました。
また、マレーシアでは、農村の家に宿泊する「カンポンステイ」で、心温まる交流を体験するとと
もに、青年海外協力隊としてモンフォート青少年センターに派遣されている隊員からボランティア
活動の様子をお伺いし、センターの生徒たちとお互いの国の文化を紹介し合うことができました。

６日間という短い期間ではありましたが、団員の皆さんは、目標としていた「言葉の壁を越え、
様々な方と積極的にコミュニケーションをとる」ことにチャレンジし、自らの成長を実感できたの
ではないかと思います。

東南アジアへの訪問という貴重な体験を人生の糧とし、団員の皆さん一人ひとりが、これからの
国際交流に何が必要とされているかを感じ取り、それを実践に移していくことが大切であると考え
ます。そして、国を越えた出会いを忘れず、生まれた絆を深め、この交流をいつまでも大切に継続
してほしいと心から願っています。

最後に、訪問団を快く受け入れていただきましたシンガポール共
和国とマレーシアの皆様、御指導をいただいた関係者の皆様、本事
業を理解し応援していただいた御家族の皆様に対し、心からお礼申
し上げます。

平成29年３月
山口市長　渡　辺　純　忠
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あいさつ出発式

平成28年度　東南アジア派遣青少年訪問団研修日程及び内容

第
１
回

第
２
回

第
３
回

第
４
回

第
５
回

第
６
回

第
７
回

５月22日（日）13：00～15：00　山口総合支所
　自己紹介、ジュニアリーダー決定、日程説明、渡航手続き、健康調査

６月11日（土）13：00～15：00　山口総合支所
　マレーシアについて：講師　チャン　カー　イーさん
　シンガポールについて：講師　原田　圭子さん

６月19日（日）13：00～15：00　山口総合支所
　JICA出前講座：講師　木下　愛さん
　英会話学習：講師　石田　裕子さん

７月３日（日）13：00～15：00　白石地域交流センター
　ボランティア活動視察について
　セント・マーガレット中等学校訪問について
　カンポンステイについて

７月７日（木）17：00～18：30　山口総合支所
　出発式
　日本及び山口市の紹介等について

７月15日（金）17：00～18：30　山口総合支所
　日本の昔の遊び等の紹介について
　浴衣着付練習

８月28日（日）14：00～16：00　湯田地域交流センター
　訪問記作成、アンケート記入



4

平成28年度　東南アジア派遣青少年訪問団日程
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27

28

29

午前：青年海外協力隊活動視察・交流
　　　（モンフォート青少年センター訪問）
午後：マラッカ動物園　→　シンガポール　→　ホテル

午前：St. Margaret's Secondary School 　学校訪問
午後：Sinpapore　City　Gallery　視察
　　　日系企業訪問　ASPO（アジア進出支援専門家機構）
 夜 ：Gardends　By　The　Bay　視察　→　ホテル

午前：日系企業訪問　メディアジャパン
午後：地元大学生とのまち歩き体験
 夜 ：ナイトサファリ　→　シンガポール・チャンギ空港

午前：新山口駅　→　博多駅　→　福岡空港　→
午後：シンガポール・チャンギ空港
　　　Marina　Bay　Sands　視察　→　ホテル

福岡空港　→　博多駅　→　新山口駅

午前：シンガポール　→　マレーシア・マラッカ州
午後：マラッカ市内見学　→　カンポンステイ

日

月

火

水

木

金
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東南アジア派遣青少年訪問団名簿

東南アジア派遣青少年訪問団　出発の挨拶

山口県立西京高等学校３年　　　髙
たか

　藤
ふじ

　花
か

　凜
りん

野田学園高等学校３年　　　　　野
の

　村
むら

　明
あ

　矢
や

山口県立山口中央高等学校２年　廣
ひろ

　津
つ

　瑠
る

　菜
な

野田学園高等学校２年　　　　　相
さが

　良
ら

　華
はる

　菜
な

山口市立湯田中学校３年　　　　森
もり

　本
もと

　春
はる

　花
か

山口市ふるさと産業振興課　　　金
かね

　子
こ

　忠
ただ

　正
まさ

山口市国際交流室　　　　　　　時
とき

　乗
のり

　鈴
すず

　代
よ

随
行
職
員

中
学
生
・
高
校
生

いよいよ出発の日まで１ヶ月をきりました。現地でどんな体験ができるのか、どんな人に出会える
のか期待に胸がふくらみます。

私達は今までの研修でいろんな方から、シンガポール・マレーシアについて教えていただきまし
た。しかしそれはシンガポール・マレーシアのほんの一部だと思います。自分達の目で耳で肌で異文
化を感じ、日本と違うところ、また同じところをたくさん見つけたいです。

現地ではホストファミリーの方をはじめ、たくさんの人と英語でコミュニケーションをとります。ためらうことなく
積極的に英語で交流したいです。

最後に私たちは山口市の代表として東南アジアを訪問します。代表としてふさわしい行動をとり、仲間と協力して有
意義な６日間にしたいです。

■ ジュニアリーダー　髙藤　花凜
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Prior to Departure Karin Takafuji

We have less than a month before departure to Singapore and Malaysia.  We are getting excited 
about our trip, thinking what sort of people we will meet and what we will experience there.

During a series of training sessions for preparation, we invited some people who gave us a lot of 
information of Singapore and Malaysia.  But we only learned part of those different cultures.  When 
we go there, we will experience real aspects of their cultures with our own eyes and ears.  And then 
we will be able to learn a lot of differences between Japan and those countries as well as things in 
common.

I would like to communicate with a lot of people there in English.  I will try to talk to local people 
there in English.

In conclusion, we, delegation members will bear in mind that we are representing Yamaguchi City 
and that we will make the trip productive and fruitful by helping each other.

私は、東南アジア派遣青少年訪問団に選んで頂いたこの最高のチャンスをしっかりと自分のものに
したいなと思っています。私は、人とコミュニケーションをとることがとても好きです。英語は好き
だけど正直苦手です。でも、苦手ながらも東南アジアの人々と積極的に自分からジェスチャーを使い
ながらでもコミュニケーションをとっていきたいと思います。人々とコミュニケーションをとってい
く中で自分の英語能力も高めていきたいと思います。苦手なことや上手にできないこともあると思います。でも、それ
から逃げ出さずにやりとげて日本に帰ってきたときには、行く前の自分より成長していたいなと思っています。メン
バーのみんなとも協力しあいながら、たくさんの思い出もつくり、学び、吸収しつつ自分の目標・決意を達成できるよ
うに頑張りたいなと思います。

◆　◆　◆
Prior to Departure Aya Nomura

I am honored to be chosen as a member of the Delegation to Singapore and Malaysia.  I will 
make the most of the opportunity.  I like communicating with people.  I like English but am not good 
at English, to be honest.  I will communicate with local people in Singapore and Malaysia using my 
limited English and gestures.  By doing so, I will improve my English.  I will not dodge something I feel 
insecure about.  I will have developed by the time I come back to Japan.  We will help each other and 
make many friends.  I will make my resolution come true.

出発が近づくにつれて、毎日ドキドキワクワクが大きくなります。私はこの研修で、沢山の人とコ
ミュニケーションをとることが目標です。現地では、きっと沢山の人とコミュニケーションする機会
があると思います。その時に、自分のできる限りの英語力を使って、笑顔で会話できたらいいなと思
います。

私の英語力はまだ、ダメダメなので、うまく伝えることができなくて、悔しい思いをしたりすることがあると思うけ
ど、必死に少しずつ学びながら、向上していけたらいいなと思います。

現地では、今まで見たことがない様なことが沢山あると思うけど、怖がらずに、積極的にどんな事でもチャレンジし
ていけたらいいなと思います。精一杯がんばって、悔いの残らない研修会にしたいです。

◆　◆　◆
Prior to Departure Runa Hirotsu

As the departure day is coming near, I am getting excited.  My objective of the study-tour is to 
communicate with many people there.  When we go to Singapore and Malaysia, there will be a lot of 
chances where I use English.  I will do my best to talk to them with my vocabulary I have with smile.

Since my English is not good enough, I suppose I will have communication issues and be frustrated. 

■ 副ジュニアリーダー　野村　明矢

■ 廣津　瑠菜
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But I will try to improve my English through a lot of experience there.
I will try not to be afraid of something I don’t know.  I want to make the trip fruitful so that I will not 

regret.

日本出発まで１ヶ月をきりました。シンガポール・マレーシアに行けることが決まった日からとて
も楽しみにしていました。しかし、一つ不安なことがあります。それは、英会話についてです。今の
私の英語力がどこまで通用するのかが分からなくて不安ですが、現地の方々の英会話を生で聴き、肌
で感じながらえ、精一杯ジェスチャーを加えながら相手に伝わるように努力し、恥ずかしがらずたく
さんの人とコミュニケーションをとりたいです。また、現地の日本とは違った文化・魅力を知り、日本や山口の文化・
魅力も発信していきたいと思います。

今回、シンガポール・マレーシアに行って、どんな体験ができるのかとても楽しみです。また、山口市の代表として
訪問団に参加するので、日本人としてのマナーを大切にして楽しい思い出をたくさん作りたいです。今より成長して
帰ってこられるようにがんばります。

◆　◆　◆
Prior to Departure Haruna Sagara

We have less than a month before departure to Singapore and Malaysia.  I have been waiting for 
the departure since the day I was chosen as one of the delegates.  However, I have a concern.  It 
is about my English.  I am worried if my English of this level will work well.  I will do my best to sense 
what people say and convey what I want to say using gestures without hesitation.  I will learn cultural 
differences between Japan and those countries.  And also, I will convey to them what Japan and 
Yamaguchi City offer.  

I am really looking forward to experiencing what Singapore and Malaysia offer.  In addition, I will 
bear in mind that I am representing Yamaguchi City.  I will watch my manners as Japanese and have a 
lot of memories.  I will have developed by the time I come back from the study-tour.

もうすぐ待ちにまったシンガポールとマレーシアへの訪問だ！と考えると嬉しくて仕方がありませ
ん。一番英語力がないので不安もあるけれど楽しみと期待で胸がいっぱいです。

自分で思ったことをすぐに行動に移せて良かったし、この訪問団への挑戦を手伝ってくれた両親の
有難さに改めて気付かされました。

今回の訪問団に参加させて頂くにあたって自分のできることに100％の力で取り組むこと。無理だと思っても一度挑
戦すること。この二つが私の目標です。

初めての体験の中で友達をたくさんつくって、美味しいものをたくさん食べて、今の２国の状況をたくさん学びたい
です。

自分の夢について再度考え、充実した６日間としたいです。
◆　◆　◆

Prior to Departure Haruka Morimoto

“I will be taking off to Singapore and Malaysia soon!”  When I think of the trip, I couldn't wait.  
Among the delegates I have the most limited English.  I am concerned about my English, but I am 
excited about visiting foreign countries at the same time.

I made up my mind to do what I want to do and then I did it quickly.  This is something I feel good 
about.  I appreciate that my parents understood my decision and supported me.

During the study-tour, I will do my best and be persistent in doing something challenging even 
though it looks difficult at first.  These are the objectives I have for the trip.

Experiencing different cultures, I will make friends and eat delicious local food.  I want to see what 
is going on in those two countries.

I want to think about my dream once again and make the trip fruitful.

■ 相良　華菜

■ 森本　春花
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今日から、ついに訪問がスタートしまし
た！

自分に話せることを積極的に話し、自信
をもって行動したいです。私ならできる！

夜ご飯をホーカーで買ったので念願のチ
キンライスを食べれて幸せでした。

マーライオンは思っていたより大きく、
マリーナベイサンズからの景色は本当にきれ
いでした。明日は、中学校への訪問です。新
しい友達をつくるぞー!!

楽しみすぎて眠れそうにありません。

Sunday, July 24 Haruka　Morimoto

The study-tour started.  I want to talk to a lot of people.  I can do it!
I bought dinner in Hawker.  I was glad to eat chicken rice.  The Merlion was bigger than I had 

expected.  The scene from Marina Bay Suns was really beautiful.  We will be visiting St. Margaret 
Secondary School tomorrow.  I am looking forward to making new friends.  I am too excited to 
sleep.

今日は、学校訪問に行きました。バディの子に授業へ招待してもらったけど、理解するのが難しくて大変でし
た。日本の文化を体験してもらった時に、みんな笑顔で楽しんでいたのがすごく嬉しかったです。ゆかたを着るの
はすごく難しかったけど、上手にできてよかったです。私のバディーはすごく可愛かったです。シンガポールの教
育を知って、驚きました。私も負けないように勉強をがんばろうと思いました。

日系企業訪問では、すごく勉強になりました。グローバル化が進んでいる中で日本が遅れている事を知って、
私達ががんばらないといけないなと感じました。私も世界に出て働けるようなかっこいい女性になりたいと強く思
いました。

この日、私が一番感じたことは、私の英語はまだ全然ダメだということです。だから、もっと勉強して英語を
上手に話せるようになりたいと思いました。

Monday, July 25 Runa Hirotsu

We visited one of the local schools today.  I was invited to the class 
by my buddy, but it was diffi  cult for me to understand the lesson.  I felt 
happy when everyone enjoyed sharing Japanese culture.  Putting on 
a Yukata was diffi  cult, but I think I did well.  My buddy looked very cute 
in a Yutaka.  I was surprised to fi nd out about education in Singapore.  
I decided to study hard.  I learned a lot when we visited one of the 
Japanese companies in Singapore.  Japan is behind other countries in 
the world in terms of globalization.  We have to study even harder and 
encourage everyone to catch up with the rest of the world.  I want to be 
a cool woman and work internationally.

What I felt most significantly on the day was that my English is not 
good enough.  I will study English harder so that I can speak fl uently.

訪問団リレー日記

１日目　森本　春花　７月24日（日）

２日目　廣津　瑠奈　７月25日（月）
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Sunday, July 24 Haruka　Morimoto

１日目　森本　春花　７月24日（日）
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７月26日、私たちはシンガポールからマレーシアへ移動しました。マレーシアに到着しお昼を食べた後、世界
遺産など見ながら観光をしました。その後、ホストファミリーと対面しました。初めは緊張していたけど、とても
優しく私達を迎えてくれてすぐに打ち解けることができました。ごはんを手で食べたり、民族衣装を着せてもらっ
たり、初めての体験が多かったです。ホストファミリーは英語でいろいろな話をしてくれました。その中で、少し
難しい英語がでてきて困っているとジェスチャーや言葉を簡単にしてくれたりしてくれて、とても嬉しかったで
す。プレゼントももらいました。とてもおいしい手作りクッキーをたくさんくれました。もっともっと英語を勉強
して英語でたくさんのことを話せるようになりたいなと改めて思った一日でした。とても良い経験になりました。

Tuesday, July 26 Aya Nomura

On July 26, we moved to Malaysia from Singapore.  After arriving in Malaysia, we ate lunch, and 
then did sightseeing including the world heritage sites.  Later that day, I met my host family.  I was 
nervous at fi rst, but the family was so kind to me that I relaxed and opened up to them before 
long.  I ate food using only my right hand, wore a folk 
costume with assistance from the host family.  This was 
my fi rst time to have such interesting experiences.  My 
host family talked about various things to me in English. 
When I came across something I couldn’t understand, 
they tried to talk in plain language along with gestures.  
It was very helpful.  They also gave me homemade 
cookies.  They were delicious.  I was determined to 
study English even harder so that I can talk a lot in 
English.  Everything was a great experience for me.

ホストファミリーとお別れした。優しい家族でした。民族衣装も着ることができたし、異文化を知ることができた。
ホストマザーのバナナフライをもう１回食べたいなぁ。
モンフォートでは、石山さんは日本人としての誇りと責任をもって、仕事をされていました。
昼食はモンフォートのシェフが作ってくれた。石山さんは、チリの辛さに慣れたとおっしゃっていたけれど、私も１年

くらい食べていたら、慣れるのかなぁ。
キッチンボーイの生徒が作ってくれたマフィンも食べた。もちろん、おいしかった。お菓子を作れる男子ってステキで

すね（笑）
出入国で忙しかったけど夜ご飯においしいお肉を食べることができて、幸せでした。
そして、今日もみんな移動中の車では安定の爆睡でした（笑）

Wednesday, July 27 Karin Takafuji

We left the host family.  They were all kind and nice.  Wearing a Baju Kurung was part of the great 
experience I had.  It was fascinating that I experienced the real aspects of diff erent cultures.

I want to eat the fried banana that my host mother made again.  I met Mr. Ishiyama at MONFOTO.  
He takes pride in what he is working for as well as being 
representative of Japan.

A  MONFOTO chef cooked lunch for us.  Mr. Ishiyama 
said that he was used to eating chili then.  Will I be able to 
eat chili if I keep eating for a year?

We ate muffins MONFOTO students made.  They were 
very good!  The boys who can make sweets are so cool (lol).  
We were very busy at the immigration, but we were satisfi ed 
after eating delicious meat for dinner.

When we were moving by car, we had a sound sleep as 
always (lol).

３日目　野村　明矢　７月26日（火）

４日目　髙藤　花凜　７月27日（水）
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ついに最終日を迎えました。
この日は、まず日系企業のメディアジャパンを訪問しました。ここで

は、日本のことを知ってもらうために、「OISHI」日本料理などが紹介
されているフリーペーパーを作られていました。代表取締役の内藤剛志
さんのお話を伺い、日本のものを海外に売っていくためには、外国の人
に日本について知ってもらうことが大事だと分かりました。

訪問後は大学生とまち歩きをしました。色々なところを案内してもらいました。とても楽しくあっという間で
した。最後にナイトサファリに行きました。初めて見る動物もたくさんいました。

この５日間は、あっという間で、もう日本に帰らなければいけないことが信じられなかった。またシンガポー
ルに来たいです。

Thursday, July 28 Haruna Sagara

Our study-tour is coming to an end.  On that day we visited one of the Japanese companies, 
Media Japan.  The company publishes the free magazine, “Oishi”, which introduces Japanese 
food and so on to Singapore.  We met Mr. Naito Takeshi, the Representative Director of the 
company.  He said, “It is important to let people know about Japan in order to sell Japanese 
products overseas”.

After our visit to Media Japan, we went on a walking tour of the city.  Local college students, 
who guided us, took us to a lot of places.  We really enjoyed walking and time passed so quickly.

Finally we went on Night Safari.  There were many kinds of animals that I had never seen until 
then.

Our fi ve-day trip went by so quickly.  I can’t believe I am going back to Japan.  I want to come 
to Singapore again.

今日は、飛行機に乗って日本に帰ってきました。私は飛行機の中で、色々な事を思い出しました。すごく忙し
くて疲れた６日間でしたが、とても充実していて毎日が楽しかったです。沢山の事が起こったけど、私が特に印象
に残っている事は２つあります。それは、学校での経験とシンガポールの食べ物です。シンガポールの同年代の女
の子と話すのはすごく楽しくて、海外の友達がもっと欲しくなりました。シンガポールの料理はすっごくおいし
かったです。チキンライスが大好きです。辛い料理もあったけどおいしかったです。スイーツもおいしくて、た
だ、サトウキビジュースが甘すぎて、飲めませんでした。まるで砂糖を飲んでいるようでした。

私は、日本でシンガポールの料理を作って、友達にシンガポール料理のおいしさを知ってもらいたいと思いま
した。

Friday, July 29 Runa Hirotsu

Today we came back to Japan by plane.  During the fl ight, I thought back over a lot of things.  
We were very busy throughout the 6-day trip, but it was productive.

I had various experiences every day.  Among them, there 
were two impressive experiences.  One is the school visit, and 
the other is Singaporean food!  It was interesting to talk to 
Singaporean girls in the same age group.  I want to make more 
friends all around the world.

Singaporean cuisine is very delicious.  I love chicken rice ~ 
~ ♡　Some meals are spicy.  They are delicious!  Sweets are 
delicious!  BUT! Sugarcane juice is tooooooooooooooo sweet.  
So I couldn't drink it all.  It tasted sugary.  The taste was just like 
sugar.  It tasted sugary forever.

I want to cook Singaporean cuisine in Japan.  I want my friends 
to eat it.

５日目　相良　華菜　７月28日（木）

６日目　廣津　瑠菜　７月29日（金）
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Memory of Singapore & Malaysia
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Memory of Singapore & Malaysia



15

Memorable Days, 髙藤 花凜 Karin Takafuji
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Memorable Days, 野村 明矢 Aya Nomura
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Memorable Days, 廣津 瑠菜 Runa Hirotsu
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Memorable Days, 相良 華菜 Haruna Sagara
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Memorable Days, 森本 春花 Haruka Morimoto
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忘れられない５泊６日
出発の日が近づいてくるのが楽しみでしかた

がなかったです。しかし、現地では英語を使わ
なければならない環境です。英語で話しかける
のをためらってしまう私がどこまで現地の人と
コミュニケーションがとれるのか少し不安でし
た。

２日目のセントマーガレット中学校を訪問し
たときにバディの子と一対一で会話するのに少
し緊張してしまいました。しかし学校の施設を
一緒に見ていくうちに緊張は薄れ英語で話しか
ける怖さよりも相手と交流したいという気持ち
の方が大きくなってきました。短い時間でした
が同世代の子と交流できた貴重な時間でした。
また夜はセントマーガレットのときの通訳さん
と一緒に夕食を食べることができました。英語
をスラスラと母国語のように話す姿がカッコよ
かったです。

ASPOでは藤永さんのお話を聞くことができ
ました。「これからは日本の考え方に賛同して
くれる海外の人と協力していかなくてはならな
い」という言葉に少子化が進んでいる日本の未
来について改めて考えさせられました。

MEDIA JAPANでは日本の食文化をシンガ
ポールへ伝えるために内藤さんは「日本人の目
線では伝わらない」と現地のライターさんに日
本食をリポートしてもらうことに驚きました。
将来漠然と海外で働けたらいいなぁと思ってい
たので話を聞くことができて本当によかったで
す。

マレーシアのカンポンステイでは家族の温か
さを感じたのはもちろん生活の違いにもびっく
りしました。手で食事をするのが意外と難し
かったです。また、JICAの石山さんのお話も
聞くことができました。モンフォートで先生を
されている姿を見て仕事に対してやりがいを

もっているんだと感じました。
この５泊６日は本当に知らないことばかりで

充実していました。シンガポールの駅のエスカ
レーターが尋常ではなく速かったり、ホテルの
冷房が５℃に設定されていたり…。シンガポー
ル51年目を祝う旗は４つの民族の人が描かれ
ていて、シンガポールがたくさんの民族の人で
成りたっていることを象徴していました。自分
で行かないとわからないことばかり、本当にい
い経験になりました。

今回の訪問団は５人全員女子ということもあ
り、本当にチームワークの良い訪問団だったと
思います。６日間、頼りないリーダーを支えて
くれてありがとう。また、時乗さん、金子さん
には本当にお世話になりました。

今回の訪問で私は海外の良さを見つけること
ができたと同時に日本、山口の良さも見つける
ことができました。もっと英語を勉強して山口
の良さを海外の人に伝えられるような人になり
たいです。

団員訪問記

娘はもともと英語に興味があり、学生のうちに海
外に行って、生の英語や現地の人々に触れてみたい
と思っていたようですが、部活の大会時期と重なり、
なかなか行ける状況ではありませんでした。今年、
やっとチャンスに恵まれ参加させていただくことが
出来ました。

また、リーダーという立場をいただいて、娘にとっ
てとても良い経験が出来たと思います。

研修では、現地の同じ世代の学生たち、ホームス
テイの家族の方々と、たくさんの出会いや楽しい思
い出ができ、国民性の違いも肌で感じたようです。
きっとこれからの人生の宝物になっていくと思いま
す。

今回このような素晴らしい体験をさせていただい
たことに感謝です。

それから、参加するに当たり同行してくださった
市の担当者の方々、大変お世話になりました。あり
がとうございました。

帰国後の保護者の感想
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I Will Never Forget Our Five Nights and Six Days
I couldn’t wait for the departure day.  I need 

to speak English when I go to Singapore and 
Malaysia.  I am a little reluctant to talk to 
people in English.  I am worried how well I can 
communicate with local people in English.

On the second day we visited St. Margaret 
Secondary School.  I was a little nervous when I 
talked to my buddy face to face.  But I gradually 
came to feel relaxed as we were on a school 
tour observing school facilities.  I felt more like 
communicating with her than speaking English 
itself.  I spent precious time communicating 
with girls in my age group. In the evening we 
had dinner with the Japanese interpreter who 
worked for our school visit to St. Margaret.  She 
spoke English fluently as if she were a native 
English speaker.  It was cool.

When we visited ASPO, we met Mr. Fujinaga.  
He said that Japan needs to cooperate with 
countries which understand Japanese policy.  
His remark made me think about the future 
of Japan which has a low birth-rate issue.  In 
MEDIA JAPAN, we met Mr. Naito.  He has 
been working hard to make the presence of 
Japanese food culture stronger in Singapore.  
He asked local writers to write Japanese food 
reviews instead of Japanese writers because he 
thinks the real aspects of Japanese food cannot 
be conveyed from a Japanese point of view.  I 
have a vague dream of working abroad in the 
future, so it was good for me to see Mr. Naito.  

In Malaysia we experienced Kampong stay. 
I got a warm welcome from the host family as 
well as being surprised at lifestyle differences.  
Eating food by hand was difficult.  Also, we 

met Mr. Ishiyama who has been working for 
the JICA’s program.  The way he teaches at 
MONFOTO shows what he has been living for.

During the trip of five-nights and six-days, 
I became aware of many things I didn’t know.  
The lifts at the stations in Singapore were very 
fast.  The temperatures of the air conditioners 
were set for 5 degrees Celsius.  The flag 
celebrating the 51st anniversary of national 
foundation has the picture of four ethnic groups.  
It symbolizes the ethnic structure of Singapore.  
These are all precious experiences that I 
obtained there.

The delegates were all girls, which I thought 
made our team work really well.  I don’t think I 
was an efficient leader, but let me say thank you 
for helping me a lot.  In addition, Ms. Tokinori 
and Mr. Kaneko supported us a lot.  I would like 
to show great appreciation to them.  Visiting 
abroad made me aware of many good points of 
Japan and Yamaguchi.  I will study English even 
harder in order to promote Yamaguchi in the 
future.

山口県立西京高等学校３年　髙　藤　花　凜　Karin Takafuji
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楽しくていろいろ学べた研修
私は、この５泊６日でたくさんのことを学び

ました。一つは友達の大切さです。先輩、後輩
を気にしていたのか最初はなかなかお互いしゃ
べろうとしませんでした。でも、研修をしてい
くうちに仲良くなりいろいろ助け合うことがで
きました。うまく英語で伝えれなくて困ってい
たら研修メンバーが助けてくれたりしました。
私も研修メンバーが困っているのを見つけたら
自分のできることで友達を助けようとしまし
た。研修メンバーがすごく仲良かったので、と
ても楽しく充実した５泊６日を過ごすことがで
きました。

研修１日目は、朝早くに集合して福岡空港か
らシンガポールへ向かいました。夕方ホテルに
ついてその日はみんなで観光を兼ねた夕飯に行
きました。夜景を見て帰りました。とてもきれ
いで感動しました。写真もたくさん撮りまし
た。ご飯は行く前から気になっていたチキンラ
イスを食べました。とても美味しかったです。

２日目は、中学校訪問をしました。英語が苦
手だった私には少し大変でした。しかし、向こ
うの生徒さん方はとても優しく丁寧に一つ一つ
教えてくれました。授業も一緒に受けました。
クラスのみんなもすごく優しく迎えてくれてす
ごくうれしかったです。それから浴衣を着せて
あげました。少し手こずったところもあったけ
ど研修メンバーとお互いに助け合いながらやっ
てどうにか着せてあげられました。喜んでくれ
てすごく嬉しかったし写真もたくさん撮りまし
た。それから日系企業訪問をしました。いろい
ろ学べてとても嬉しかったです。

３日目はシンガポールからマレーシアに移動
しました。初めてのホームステイに少し緊張し
ていたし不安もありました。でも、村のみんな
はとても優しくて迎えてくれ車から降りた瞬間
からフラワーシャワーをしてくれました。それ
からいろいろな初めての体験をしました。夜ご
飯はカレーみたいなものでマレーシアのその村
では手でご飯を食べるらしく私たちも手で食べ
ました。それから民族衣装も着せてもらいまし

た。全身が隠れるので少し暑かったけれども、
柄はとてもかわいかったです。日本の遊びも紹
介しました。羽子板や剣玉を一緒にやったりし
ました。とても楽しんでくれて最初は恥ずかし
くて話してくれなかった子も笑顔で遊んでいる
のを見てとても嬉しくなりました。一生懸命準
備していってよかったなと思いました。

４日目は朝、ホストファミリーとお別れをし
てからマレーシアからシンガポールに戻りまし
た。そして、動物園に行きました。日本にはい
ない動物もいてたくさん写真を撮りました。動
物園はとても広くて歩いてまわるのが少し大変
でした。それとお昼だったのでとても暑かった
です。

そして５日目。最終日は大学生と街歩きをし
ました。いろいろなところに連れて行ってもら
いました。買い物もしてとても楽しかったで
す。すべて英語でちょっと大変だったけどもっ
と英語の勉強を頑張ろうと思いました。

ついに最終日。日本に帰りたいという気持ち
もあったけど帰りたくないという気持ちもあり
ました。とても充実した５泊６日でした。もっ
と英語を勉強してまた行きたいです。とてもい
い仲間に恵まれて素敵な研修をすることができ
ました。良い体験ができました。

団員訪問記

今回の研修で通常の海外旅行と違い、英語力のな
さや、気持ちが伝えられないもどかしさを如実に感
じたようです。

同時にお互い一生懸命伝えようとする気持ちが大
切だということも感じたようでした。海外企業の方
との交流は本人にとってとても有意義だったよう
で、日本だけでなく、海外への視野も広がったよう
です。たくさんの方に温かく迎えられ、たくさんの
友達ができたことを本人はとても喜んでいました。
この度研修という形で行かせてもらい、事前研修か
ら自発的に考え、行動する機会を多く与えて頂いた
ことに感謝しています。

帰国後の保護者の感想
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The Fulfilling Study-Tour
I learned so many things during the five 

nights and six days trip.  Among them was how 
important friendship is.  We were reserved at 
first caring too much about who was senior 
and who was junior.  But we gradually became 
open and supportive of each other day by day.  
When we went to Singapore and Malaysia, 
we really helped each other.  When I couldn’t 
communicate well in English, other delegates 
helped me and vice versa.  We all were so 
friendly that we could enjoy the fulfilling trip. 

On the first day, we got together very early 
in the morning and took off to Singapore from 
Fukuoka Airport.  We arrived at the hotel in 
Singapore in the evening, and then went on a 
sightseeing tour which included dinner.  The 
night view was fascinating.  I took a lot of 
pictures.  I ate chicken rice, which I had wanted 
to eat before departure.  It was very good.  

On the second day, we visited one of the 
local secondary schools. Since I am not good at 
English, it was a little tough.  But the students 
of the school were very kind and helped me 
in detail.  I also attended the lesson and the 
students gave me a warm welcome.  We helped 
Singaporean buddies put on a Yukata.  Though 
it was difficult, we all helped each other and 
made it eventually.  I was very glad that they 
looked happy in their Yukata.  I took a lot of 
pictures of them.   After we left the school, we 
went to one of the Japanese companies.  It was 
great that I learned a lot there.

On the third day we moved to Malaysia from 
Singapore.  It was my first time to stay with a 
host family, so I was a little nervous.  But the 

people of the village gave us a sincere welcome 
with a flower shower when we got out of the 
car. I experienced so many things for the first 
time.  We ate a curry-like dish by the right 
hand.  Eating with hand is one of the customs 
of the village, so we followed them.  We also 
wore folk costumes.  Though it covered the 
whole body, the patterns were very nice.  We 
also introduced some of the Japanese traditional 
plays to them such as Hagoita and Kendama.  
At first some people were reluctant to play with 
us because they were a little shy, but they later 
joined us and looked very happy.  We spent time 
preparing for the Japanese culture performance 
a lot.  I felt rewarded when they looked very 
happy playing Japanese games. 

On the fourth day, we left the host family and 
headed to Singapore.  Back in Singapore, we 
went to a zoo where we saw animals we can’t 
see in Japan.  I took a lot of pictures.  The zoo 
was so big that it was hard to walk around.  It 
was very hot in the daytime.  

On the fifth day, we went on a walking tour in 
the city with some local college students.  They 
took us to a lot of places and we really enjoyed 
shopping.  Having communication in English 
was challenging for me, which made me decide 
to study English harder.  

Our trip came to an end.  I wanted to go back 
to Japan, but wanted to stay in Singapore at the 
same time.  It was such a fulfilling trip of five-
nights and six-days.  I will study English harder 
and go to Singapore again.  I met nice members 
of the delegation.  Everything was a great 
experience for me.

野田学園高等学校３年　野　村　明　矢　Aya Nomura
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毎日楽しかった６日間!!!
日本に帰って来た次の日からシンガポールに

戻りたいと思うような、すっごく楽しくて充実
した研修でした。シンガポールとマレーシアは
まだ一度も行った事がなく、知識もあまり無
かったので、行く前からドキドキしまくりでし
た！スケジュールを見たらすごく詰め詰めで
ハードだなぁとは思っていたけど予想以上に
ハードで忙しい６日間でした。それでも、その
疲れが吹き飛ぶくらい楽しい事が沢山ありまし
た。

シンガポールでまず思った事は、色んな国の
人がいるなぁと思いました。観光客はもちろん
ですが、地元の人や店員さんも様々でビックリ
しました。建設中の建物が多く、経済発展が進
んでいる事を感じました。現地の学校訪問で
は、バディが授業に招待してくれて、とても緊
張したけど、良い経験になりました。全て英語
で授業を受けるのは初めてで聞き取れない部分
があって、すごく悔しかったです。英語を勉強
するのをがんばろう！という気持ちになりまし
た。シンガポールの教育法を聞いた時、日本と
の違いにおどろきました。そして、シンガポー
ルの学生のやる気に、負けてはいけない！と思
いました。今は、グローバル化が進んでいるの
で、ライバルは国内だけでなく世界にもいると
実感しました。シンガポールの学生に日本の文
化を見せ、一緒に体験した時にすごく喜んでく
れたことが、本当にとってもうれしかったで
す。もっと海外の人に日本の文化を知って、日
本の文化の素晴らしさ、楽しさを分かってもら
いたいです。

マレーシアは、自然がすごくきれいな所でし
た。ホストマザーがすごく優しくしてくれて、
緊張をほぐしてくれました。ゴムの木でゴムの
汁を収穫する体験もテレビでしか見た事がな

かったので、すごく不思議で面白かったです。
ホームステイではサリーを着せてもらい手を
使って料理を食べて、ありえないような経験の
連続で、すっごく楽しかったです。文化の違い
を知る事は楽しく、すごく良い経験になりまし
た。マレーシアに住んでいる人々も、すごく楽
しそうで、幸せそうで、あの中に入れた事がす
ごく幸せです。料理がすごくおいしくて感動し
ました。特にシンガポールで食べたチキンライ
スが忘れられないです。近所にシンガポール料
理のお店を出してほしいです。

６日間は、毎日楽しく学ぶことも沢山ありま
した。私は、将来海外に出たいと考えているの
で日系企業訪問で話が聞けたことが、何よりも
良い経験でした。そして、もっと勉強をがんば
らないといけないと感じました。ライバルは、
世界中に居ると意識して、立派な大人になれる
よう、日々努力していきたいです。すごく楽し
い研修でした。また行きたいです。

団員訪問記

東南アジアの文化や民族衣装などに触れてみた
い！と強く希望し参加させていただきました。出発
前、浴衣の着付けや日本の食文化を説明できるよう
熱心に勉強している姿を見て改めて日本文化を考え
る良い機会になりました。

参加後、日系企業訪問が刺激になったようで進学
や学校での勉強に前向きになっている娘の姿を見
て、家族旅行では経験できないとても良い研修を受
けさせて頂いたと感謝しております。金子さん時乗
さん訪問団の皆さん、そして関係者の方々には、大
変お世話になりました。ありがとうございました。

帰国後の保護者の感想
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An Enjoyable Six Days
“I want to go back to Singapore.”   This was 

what I thought the following day when I came 
back to Japan.  The trip was really fulfilling 
and rewarding.  I had never been to Singapore 
and Malaysia before this trip, so I was a little 
nervous and excited at the same time.  The 
itinerary looked very tight.  And the six-day trip 
was actually even busier than I had expected.  
But it was worth being busy because I got a 
great experience.

What impressed me first in Singapore was 
that the country is a melting pot of races.  Not 
only tourists from overseas but also the citizens 
are multi-racial.  There are a lot of buildings 
under construction, which shows the country is 
developing now.  The school visit was another 
interesting experience.  My buddy invited me 
to her class to attend one of the lessons.  I 
was nervous, but it was a good experience.  
The lesson was given in English.  I couldn’t 
understand it all, so I was frustrated.  It made 
me decide to study English harder.  We heard 
about the education system of Singapore.  It 
is very different from that of Japan, which 
surprised me a lot.  Singaporean students 
are highly motivated.  We should motivate 
ourselves in order to be competitive like them.  
Globalization is taking place everywhere in the 
world.  I realized that rivals are everywhere 
not only in our own country but also out of 
the country.  We performed some Japanese 
traditional games and shows and shared them 
with Singaporean students.  I was very happy 
that they really enjoyed sharing Japanese 
culture.

Malaysia is blessed with beautiful nature.  
Our host mother was really kind to us.  I was a 
little nervous at first, but I later became relaxed 
thanks to her.  We also had the opportunity 
to see sapping from rubber trees.  I had only 
seen how sapping is done on TV, so it was 
interesting.  During the homestay, I wore a sari 
and ate meals by hand, which I cannot imagine 
doing in Japan.  It was a lot of fun to find out 
the difference in different cultures.  When I 
saw the host family look very happy spending 
time with us, I felt very happy to be part of the 
scene.  The food was very good.  I especially 
miss chicken rice we ate in Singapore.  If only 
there were a Singaporean food restaurant in my 
neighborhood.

I enjoyed the six day trip.  There were a 
lot of things I learned.  I want to go abroad in 
the future, so it was very useful to hear about 
foreign affairs when we visited a Japanese 
company.  And above all, I felt I really need to 
study even harder.  I am determined to improve 
myself and make progress to be a sensible 
grown-up, bearing in mind that there are rivals 
all over the world. The study-tour was really 
fulfilling.  I want to go again.

山口県立山口中央高等学校２年　廣　津　瑠　菜　Runa Hirotsu
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貴重な体験をした６日間
私にとってこの６日間はとても充実した日々

でした。初めて訪れたシンガポール、マレーシ
アでは初めて経験したこともたくさんありまし
た。イメージとは違うところもたくさんあり、
まさに“百聞は一見に如かず”で実際に現地を訪
れてみないと分からないことがたくさんあるん
だと思いました。

学校訪問では、シンガポールのSt. Margaret’s 
Secondary School を訪れ、日本とシンガポー
ルの教育についてちがいを学ぶことができまし
た。シンガポールでは、勉強を熱心にしている
ことはもちろんですが、芸術面に関しても力を
入れていることが分かりました。生徒たちが描
いた絵は本当に上手くて、私が描く絵とはレベ
ルがちがいました。授業ではパワーポイントを
活用した授業が行われていました。学校の生徒
が積極的に話しかけてくれて、たくさんの人と
仲良くなることができました。私も初めは緊張
していましたが、慣れると、どんどん話せるよ
うになりました。ですが、英語が聞き取れな
かったり、単語が分からないなどして、とても
もどかしい思いをしました。なので、英語を
もっとしっかり勉強しよう、ペラペラに話せる
ようになりたいと改めて思うようになりまし
た。初めて海外の友達ができてとても嬉しかっ
たです。

日系企業訪問ではASPOとMEDIA JAPANを
訪問しました。日本を離れ、シンガポールで働
く藤永さん、内藤さんのお話を聴いて、自分で
考える力、自主性、積極性が大切なのだと思い
ました。

また、モンフォート青少年センターを訪問
し、青年海外協力隊としてマレーシアで働いて
いる石山さんのお話を聴きました。私は今ま
で、JICAについてよく知りませんでしたが、

興味が湧きました。日本人がまったくいない中
で活動している石山さんはかっこいいと思いま
した。

ホームステイでは、カミシアさんのお宅に滞
在させていただきました。とてもフレンドリー
に接して下さり、たった１日という滞在期間で
したがとても楽しかったです。最初はホームス
テイに対してとても不安がありましたが、そん
な不安は全くいりませんでした。ホームステイ
を受け入れて下さったカミシアさんにとても感
謝しています。

今回のシンガポール・マレーシア訪問は、と
ても貴重な経験になりました。また、たくさん
の方々に支えられたと思います。海外に行っ
て、日本の良いところにも気付くことができま
した。この経験を生かし、将来の夢に向かって
突き進んでいきたいです。そしてまたシンガ
ポール・マレーシアを訪れたいです。

団員訪問記

東南アジア派遣青少年訪問団に参加させていただ
いた事で、自分が持っている常識とは違う生活様式
や各々の国独特の景観を感じる事が出来たようで
す。今回の貴重な体験から、これから、自分の進む
道に何が必要かを考えるようになりました。この貴
重な経験から感じた気持ちを忘れることなく、将来
設計できれば、訪問団参加の意味があったと思いま
す。多くの方々に支えられ、仲間で助け合って過ご
せたことに心より感謝しております。 

帰国後の保護者の感想
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Precious Experience of Six Days 
These six days were really productive to 

me.  It was my fi rst time to visit Singapore and 
Malaysia and I learned so many things there.  
There were many things that are diff erent from 
what I had expected.  “Seeing is believing” This 
is exactly what I actually felt.  

We visited St. Margaret’s Secondary School, 
where we learned about the difference of 
education system between Singapore and Japan.  
Singapore focuses not only on education but 
also on art.  The pictures St. Margaret’s students 
painted are great.  They are far better than my 
pictures.  We attended a class, where Power 
Point was being used.  Students talked to us 
actively and I made friends with them.  At fi rst 
I was a little nervous, but I gradually came to fi t 
in.  I felt frustrated when I couldn’t understand 
what they said. I will study English hard so that 
I can speak fluently.  It is great I got friends 
from a foreign country for the fi rst time in my 
life.  

We visited Japanese companies, ASPO and 
MEDIA JAPAN in Singapore.  We met Mr. 

Fujinaga and Mr. Naito who are working there.  
I learned it is important for those working 
overseas to be independent and active.  

We also visited MONFOTO Youth Centre and 
met Mr. Ishiyama, who is working on the JICA 
program. I had little knowledge about JICA 
before this trip, but I got interested in JICA’s 
commitment.  In a foreign country Mr. Ishiyama 
has been working alone.  I think he is cool.

We stayed with the Kamisia family.  They 
were very friendly to us and we enjoyed the 
night together.  I was a little nervous about 
homestay, but my worries were dispelled.  I am 
grateful to the Kamisia family for having us.

I had a great experience during the study-
tour in Singapore and Malaysia.  A lot of people 
supported us.  It was not until I went abroad 
that I noticed so many good things about Japan.  
What I experienced during the trip will help me 
grow and keep going toward my dream in the 
future.  I want to visit Singapore and Malaysia 
again.

野田学園高等学校２年　相　良　華　菜　Haruna Sagara
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最高の６日間
日本という国は本当に小さいんだなぁと改め

て感じさせられる６日間でした。
シンガポールと聞いたらマーライオン、マ

レーシアといえばカレーという印象しかなかっ
たことが嘘だったと思う位異国の文化を目で、
耳で、そして肌でも感じることができました。
シンガポールで一番思い出に残っているのがセ
ントマーガレット中学校への訪問です。同じ年
代の女の子だったので「話したい！」「伝えた
い！」という気持ちが強く、自分の知っている
単語を必死につなごうとしました。一緒に学
校をまわった子とは、お手紙を送る約束をしま
した。こんなにたどたどしい英語しか使えない
のに分かってくれたことが嬉しかったです。そ
して、シンガポールで働く藤永さんと内藤さん
にお話を聞かせてもらいにも行きました。今後
の日本は世界にとつながっていくという事なの
で、改めて国際人の必要性を感じました。マ
レーシアで一番思い出に残っているのはもちろ
んホームステイです。家族の温かさがしみじみ
と伝わりました。ご飯を右手でつかんで食べる
という日本では絶対にない日常を味わえまし
た。お別れの時には、涙が止まらず、ママ達と
本当の家族になれた気がしました。唐揚げだと
思ってほおばったらドリアンで泣きそうになっ
た事、マリーナベイサンズから見おろす景色に
思わずにやけた事。甘いお肉のサテーにはまっ
た事。一つ一つに驚きました。一つ一つに感動
しました。そして、またここに来たいと思いま
した。飛行機の美人キャビンアテンダントさ
ん、マーガレット中の友達、幼稚園の可愛い子
供達、男子校の皆、ママをはじめとするホスト
ファミリー、時乗さん、金子さん、そして今回
たくさん助けて下さった先輩方など。皆に出会
えたことが一つの奇跡だと思います。本当に、

今回の研修に参加して良かったです。そして、
今回の参加を許してくれた父と母への感謝の気
持ちでいっぱいです。

この感謝と楽しい思い出を胸に受験勉強のは
げみにしようと思います。

この６日間は私を成長させてくれました。
この経験を生かし、広い視野で物事を見ると

ともに夢に向かって歩きつづけたいです。

団員訪問記

この度は、貴重な経験をさせて頂きありがとうご
ざいました。もともと好奇心旺盛で物怖じしない娘
ですが、今回は初めての海外旅行と言う事で言葉で
苦労しないか？周りに迷惑を掛けずに過ごせるの
か？と準備が進む度に不安も募りましたが、高校生
のお姉さん達がいることで心強く安心感を持つこと
が出来ました。

訪問先から帰って来た娘には、いつもの笑顔があ
りました。出会った人たちの話を色々教えてくれま
した。他の国の文化、習慣、人のやさしさに触れ、
成長したことと思います。

この訪問を機に、もっと英語に興味を持ち夢に向
かって努力して欲しいと思います。

帰国後の保護者の感想
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Great Experience of Six Days
It was after the six days trip that I realized 

again Japan is a tiny country.  
When I heard the term “Singapore”, I only 

thought of the Merlion.  When I heard the 
term “Malaysia”, I only thought of curry.  But 
these stereotypes were totally rewritten after I 
experienced the real aspects of different cultures 
with my own eyes and ears.  

The most impressive memory in Singapore 
is the school visit to St. Margaret Secondary 
School.  Since I am in the same age group as 
the students there, I really wanted to talk to 
them and convey my thoughts to them.  I did 
my best to use the vocabulary that I had.  One 
of the students showed me around the school 
and we promised to write to each other.  My 
English is not good enough, but I was pleased 
when my buddy made out what I wanted to say.  

We visited Mr. Fujinaga and Mr. Naito who 
are working in Singapore.  They talked about 
current international affairs and said that Japan 
is going to strengthen the relationship with the 
rest of the world.  In this way, Japan needs to 
raise international personnel. 

The most impressive memory in Malaysia 
is the homestay experience.  I felt the sincere 
warmth the host family offered.  I ate food by 
hand, which I would never do in Japan.  When 
I left the host family, I could not restrain my 
tears.  I felt as if I were part of the family.  

I now recall memories in Singapore and 
Malaysia.  When I had bite of karaage-like 
deep-fry, it was durian.  I almost cried.  The 
scene I saw below the Marina Bay Sands made 
me smile.  I got hooked on satay with sweet 

sauce.  Every single incident moved me.  I want 
to come back here.  Beautiful cabin attendants, 
friends from St. Margaret Secondary School, 
little cute kids from the kindergarten, students 
from the Boys School, my host family including 
Mom came to my mind.  I want to express 
my gratitude to Ms. Tokinori, Mr. Kaneko, and 
all the delegates who helped me a lot.   It is a 
miracle all these people got to know each other. 
I made a good decision to take part in the study-
tour.  I also thank my parents for allowing me to 
go on the trip.  

I will study hard for the coming entrance 
exam for high school with these precious 
memories and gratitude in mind.  

The six-day study-tour helped me grow a lot.  
I will keep looking forward from a broader point 
of view and going toward my dream.

山口市立湯田中学校３年　森　本　春　花　Haruka Morimoto
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東南アジア派遣青少年訪問団報告書
「一歩前に踏み出す勇気」を持つ中高生５名が、山口

市の代表として海外へ羽ばたき、様々な経験を通して一
回り成長して帰ってきました。

今回で２回目となる東南アジア派遣青少年訪問団は、
世界的にグローバル化が進展する中、山口市青少年の国
際感覚を養い、将来の国際人として活躍する人材の育成
を目的として、国際的な共通語である英語が通じ、アジ
アの金融・経済の中心地として大きな経済発展を遂げて
いるシンガポールと隣国であるマレーシアを訪問しまし
た。

本派遣団では、海外において「英語でのコミュニケー
ションを図りたい。」「様々な文化や習慣を実際に現地
で体験したい。」との参加者からのニーズも踏まえ、コ
ミュニケーション力の向上と異文化を肌で感じることの
できる内容で実施しました。

まずシンガポールでは、シンガポール教育省とも連携
し、現地の中等学校の生徒やシンガポール国立大学生
との交流、現地で活躍する日系企業への職場訪問など
を行いました。また、マレーシアでは、田舎でのカン
ポンホームステイやJICAボランティアが駐在するコン
ピュータ専門学校生やイスラム系幼稚園の園児との交流
を図ることができました。

参加された生徒の皆さんは、今回の訪問では様々な人
との出会いを通じ、英語という一つのツールを駆使し、
異文化理解や心が通じ合った交流を行うことができたと
感じています。

シンガポールやマレーシアは、中華系、マレー系、イ
ンド系などが共生する多民族国家であるとともに多宗教
国家でもあります。

シンガポールで訪問したSt Margarets secondly school
では、様々な民族の生徒が共に学んでいます。

この訪問では、中華系やインド系などの現地生徒とマ
ンツーマンで行動し、宗教上の食文化などを民族同士が
互いに理解し合う姿やシンガポールの教育システムにつ
いて学びました。

生徒の皆さんは、最初は話しかけるのに戸惑いがあっ
たものの、同年代の現地生徒とすぐ仲良くなり、一緒に
実際の授業を体験したり、積極的にコミュニケーション
を図るなど適応力の高さに驚かされました。

また、最後には、日本文化の紹介として日本から持参
した浴衣を互いに着せ合い、同性同士で無邪気にはしゃ
ぐ一面もありました。

マレーシアではマレー系住民が住む地域でホームステ
イを行い、マレー文化や料理、習慣を現地目線で体験し

ました。
１泊のホームステイではありましたが、ホストファミ

リーの皆さんは、とても暖かく迎え入れてくださり、食
事やトイレの使い方など、日本とは違った文化・習慣の
中での共同生活を体験しました。生徒の皆さんは、すぐ
に異文化生活に溶け込み、マレーのお菓子作りやゲーム
などを通じて楽しい交流を行うことができました。

一方では、海外で活躍する山口県出身者が起業された
日系企業にも訪問しました。

海外で起業する際の良かった点や苦労した点のほか、
ASEAN諸国でのネットワークづくりを目指して活動さ
れている高い志などの話を聞くことができ、生徒の皆さ
んからも「海外で働いてみたい」との声も聞くことがで
きました。

今回の派遣団は５名と少人数で実施するメリットを生
かし、タイトなスケジューリングの中、多くの視察や訪
問を行うことができました。また、日常とは違う食習慣
や環境の中で誰一人体調を崩すこともありませんでし
た。これもひとえに訪問団リーダーや副リーダーのイニ
シアティブのもと、団員の高い団結力のおかげであると
感謝しています。

今回の訪問を通じて、海外での文化や習慣の違いや発
見、自分自身の英語や人間力でのコミュニケーション能
力を体感する良い機会であったと思います。

現在、日本国内においても観光やビジネスなどで来日
する外国の方も多く英語でのコミュニケーションも必要
となっています。今後、皆さんが今回の訪問で体験した
ことを自信に繋げていただき、国内での外国の方との交
流をはじめ、日本と外国の橋渡しが行える真の国際人と
して国内外でご活躍されることを願っています。

また、生徒たちの訪問団参加をご理解・ご支援いただ
きました保護者の皆様に敬意を表しますとともに、シン
ガポール及びマレーシアでは、忙しい中、訪問を受け入
れていただきました２社４機関の皆様に厚く御礼を申し
上げます。

団員訪問記 山口市ふるさと産業振興課　金　子　忠　正
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東南アジア派遣青少年訪問団報告書
昨年度に続き２回目となったシンガポール・

マレーシアへの青少年派遣事業の実施にあた
り、JICA、日系企業など関係者の皆様の御支
援、御協力を賜りましたこと、深く感謝申し上
げます。

今回は、中学３年生１名、高校生４名で構成
され、事前研修でシンガポール・マレーシアに
関する知識が増すごとに団員同士の絆も深ま
り、素晴らしいチームワークの訪問団が結成さ
れました。

シンガポールのセント・マーガレット中等学
校では、学生が自信を持ち、創造力のある気配
りのできる女性になって地域の人々に貢献する
ことができるよう教育に取り組んでおられまし
た。具体的には、自主的に学習し深い理解が得
られるような学習プログラム、芸術などの特定
分野における才能を発揮できる芸術プログラ
ム、リーダーシップを持って行動するなどの個
性を伸ばすプログラムがありました。

また、学生たちは、社会で活躍できるスキル
や知識を身につける教育を受けており、団員を
学校案内する際、堂々と丁寧に説明し団員の気
持ちを理解しようとする姿勢に、その教育の成
果が発揮されているように感じました。

マレーシアの青年海外協力隊の石山隊員が派
遣されているモンフォート青少年センターで
は、コンピューターの基礎とソフトウエアの使
い方、ハードウエアの保守管理について学ん
でいる16歳から19歳の生徒たちが、５つのグ
ループに分かれ、マレーシアの文化についてパ
ワーポイントで紹介するなど、訪問団を受け入
れるために準備をしてくださいました。石山隊
員は、センターの任務において「生徒たちを尊
敬する」ことを大切にしておられ、この「尊
敬」から生まれた「信頼関係」で、生徒たちは

楽しみながら準
備をしたのでは
ないかと想像し
ました。

山口市の団員
は、浴衣姿を披
露し、日本の文
化を英語で紹介
するなど、限ら
れた時間ではあ
りましたが、お
互いの国につい
て学ぶ機会を持つことができました。

また、田舎生活を体験するカンポンステイで
は、トイレやお風呂に戸惑いはあったものの、
村の人々から家族のように温かく迎え入れても
らい、想像以上に楽しい体験ができたようで、
団員全員から１泊では短かったという感想が寄
せられ大変驚きました。異文化理解には、言葉
だけでなく相手を思いやる気持ちが大切という
ことがよく分かりました。

シンガポールで活躍されている日系企業の
方々への訪問では、将来「海外」で働くことも
考えるようになった団員もおり、そのために
は、今後何が必要なのか自分で考える機会にな
りました。

最後に、今回の研修では、日本や山口市の文
化などを紹介するため事前学習に取り組むとと
もに、日本とは異なる言葉や文化、生活の違い
を現地で体験することで、日本の素晴らしさを
知ることもできたのではないかと思います。今
回の様々な経験をこれからの社会生活に生かし
ていただき、さらに経験を重ねる中で、自身の
希望する進路を見つけていただきたいと思って
おります。

団員訪問記 山口市国際交流室　時　乗　鈴　代
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セント・マーガレット中等学校の先生、生徒の皆さん
ASPOの藤永さん（写真①）
カンポンステイ先のエアリマウ村の皆さん
青年海外協力隊の石山さん（写真②）
モンフォート青少年センターの先生、生徒の皆さん
メディア・ジャパンの内藤さん（写真③）
ガイドのメイビーさん
まちあるきの大学生さん
通訳のファーマン文江さん
マレーシアから山口大学への留学生　チャン カー イーさん（第２回研修会）（写真④）
山口市農林政策課　原田さん（第２回研修会）
JICA青年海外協力隊ＯＧ木下さん（第３回研修会）（写真⑤）
国際交流室の石田さん（英会話講座）（写真⑥）

～ お世話になりました ～

団員の皆さんは、事前研修から実地研修、事後研修まで前向きに取り組み、明るく、元気に目的を
達成できたと思います。私自身、初めてのシンガポール・マレーシアへの渡航でしたが、皆さんと一
緒に学び、貴重な体験をすることができました。本当にありがとうございました。

たった６日間の研修でしたが、将来、この訪問記を開く度、皆さんに元気と大きな力を与えてくれ
ると思います。これからの御活躍を期待しています。

国際交流室　時　乗　鈴　代

編 集 後 記

いただきました。：：：：
チキンライス
ニョニャ料理

　　　　　　　など

利用施設：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：
　シンガポール航空（福岡－シンガポール）
　シンガポールのホテル（ホテル　グランド　パシフィック）
　マレーシアでのカンポンステイ（エアリマウ村）

写真③写真①

写真④

写真②

写真⑤ 写真⑥



Thank you very much
We will meet again someday

訪問団は、忘れることのできない思い出と友情を持ちかえりました。

平成29年３月

編集発行：山口市国際交流室
山口市亀山町２番１号　〒753-8650

TEL　083-934-2725　FAX　083-922-2198
http://www.city.yamaguchi.lg.jp　 E-mail:somu@city.yamaguchi.lg.jp
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