
東南アジア青少年訪問団
訪問記

6days of Singapore & Malaysia Study tour

2017.7.23（日）～7.28（金）

平成29年度
第３回

山　口　市



は　じ　め　に

近年の情報通信技術（ＩＣＴ）の進化により、私達は、スマートフォンやタブレット端末を利用
し、世界で起きる様々な出来事や事件を瞬時に見たり聞いたりすることができ、また、世界中の人
たちと気軽に会話やコミュニケーションを楽しむことができるようになりました。

また、我が国における国際化の波は一層速度を上げており、本市においても、アジア諸国を中心
とした留学生や技能実習生など1,400人を超える外国人の方々が居住されるとともに、市内を訪れ
る外国人旅行者についても大幅な増加を続けています。そして、今後ますます、広い視野に立って
多様な文化、言語、習慣を持った世界中の人々と共に生きていく心を育むことが必要となってくる
と考えられます。

こうした中、本市においては、若い世代の国際感覚の醸成や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の育成を目的といたしまして、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。

３回目となる今回は、７月23日から７月28日までの６日間、シンガポール共和国、マレーシア
に中・高校生８人の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、専門学校や星日文化協会の若い世代の方々と日本文化を通じた交流を
行ったほか、日系企業を訪れ、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、
カンポンステイ（農家宿泊）で心温まる交流を体験するとともに、ＪＩＣＡ青年海外協力隊で活躍
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、派遣先のモンフォート青少年センターの
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「相手を理解するた
めに、できる限り英語で、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
を実感することが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なのか、何が必要とされているのかを感じ取り、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30年２月
山口市長　渡　辺　純　忠
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第５回研修 第６回研修

平成29年度　東南アジア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

５月３０日（火）１８：００～２０：００　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（日）１４：００～１６：００　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　金子　忠正さん

６月１８日（日）１４：００～１６：００　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２日（日）１４：００～１６：００　山口総合支所
　交流事業について

７月１１日（火）１７：３０～１９：３０　山口総合支所
　出発式
　日本及び山口市の紹介等について

８月２０日（日）１４：００～１６：００　山口総合支所
　訪問記作成、アンケート記入
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平成29年度　東南アジア青少年訪問団日程
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24

25

26

27

28

午前：JICA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：マレーシア　→　シンガポール　→　ホテル

午前：NGEE ANN POLYTECHNIC学校訪問
午後：ダイアログ・イン・ザ・ダーク　体験
　　　山口市と関連のある日系企業訪問（テルモ株式会社）
 夜 ：星日文化協会訪問　→　ホテル

午前：New Water  視察 
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　→　市内視察　→　ホテル

午前：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

チャンギ国際空港 出国

新山口駅出発
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東南アジア青少年訪問団名簿
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み
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う

野田学園中学校２年　　　　　　　　　野
の

　村
むら
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も
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か

野田学園中学校１年　　　　　　　　　野
の

　村
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か

山口大学教育学部附属山口中学校１年　渡
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　邉
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しおり

山口大学教育学部附属山口中学校１年　藤
ふじ

　村
むら

　サ　ラ

山口大学教育学部附属山口中学校１年　藤
ふじ

　村
むら

　　　輝
ひかる

山口大学教育学部附属山口中学校１年　山
やま

　下
した

　鉄
てっ

　心
しん

山口市市民税課　　　　　　　　　　　瀧
たき

　末
すえ

　　　翼
つばさ

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

出発あいさつ出発あいさつ

出発式
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シンガポール、マレーシアへと出発する日がだんだんと近づいて来ました。それにつれて、ドキド
キした気持ちが大きくなっていきます。

私達は、これまで研修会を重ね、シンガポール、マレーシアについての知識を深めてきました。２
つの国の文化や言葉、食べ物などについて、知れば知るほど、実際に自分の目で見てみたい、自分で
体験してみたいという思いが強くなりました。

私はたくさんの異なる宗教の人たちがどのようにして１つの国で暮らしているのか、人々の生活の様子を自分の目で
確かめていきたいと思っています。

今回のホームステイを日頃接することのない文化に接し見聞を広め、今まで学校で教わってきた英語を会話でしっか
りと使う、そんな機会にしていきたいと思っています。

◆　◆　◆
My Resolutions Prior to Departure Saki Yasuda

Our departure to Singapore and Malaysia is coming soon.  I am getting excited day by day.
We, the delegation members, had a series of pre-departure workshops where we learned about 

various aspects of Singapore and Malaysia.  The more I learned about cultures of two countries, 
languages, and ethnic foods, the more excited I became.  I want to fly over there and see the real 
aspects of these countries.

I am curious about how people with different religions coexist in one country.  I will see with my own 
eyes how they are getting along well with each other.

Finally, I am looking forward to broadening my perspectives and enriching my knowledge by 
exposing myself to different cultures during the study trip.  And this trip will offer me a good 
opportunity to speak English I have learned at school.

東南アジア派遣に向けて
約１ヵ月にわたる断食期間（ラマダン）を終えて、イスラム教徒が多い東南アジアには新たな時期

が訪れ、気分も一新しているのではないかなぁと予想しています。８月９日に独立記念日を迎えるシ
ンガポールは、国旗を掲げてお祝いムードが広がっていそうです。

事前研修で、現地で生活し、働いた体験からのお話を聞かせていただきました。民族衣装の意味や観光資源のこと、
屋台での種類が数えきれないほど多い食事の様子に期待がふくらみました。ただ、注意しなければならない習慣の違い
もあります。もうすぐ自分の目で確かめることができます。いろいろな人種や信仰が集まった活気あふれる両国のエネ
ルギーを肌で感じてきます。

そして、世界でトップクラスの大学生と交流できるので、出発まで準備をもっとして、自信を持ってのぞみたいと
思っています。

◆　◆　◆
My Resolutions Prior to Departure Miu Sugiyama

Now Ramadan is over.  Muslims, who have the biggest segment in Southeast Asia, are enjoying 
post-Ramadan season, I guess.  August 9 marks Singapore’s Independence Day.  I hear that 
Singapore is in a celebratory mood, putting up the national flags.

In one of the pre-departure workshops, we had the opportunity to listen to the talk given by a 
person who once worked as a volunteer in Malaysia.  She talked about meanings of folk costumes, 
the real aspects of tourism resources, and numerous foods sold at stalls.  I am getting excited when 
I heard her talk.  On the other hand, there are some cultural differences that we have to be careful 
about.  I will soon experience them for real.  Both Singapore and Malaysia are full of energetic people 

■ ジュニアリーダー　安田　早希

■ 副ジュニアリーダー　杉山　未羽

東南アジア派遣青少年訪問団　出発の挨拶
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who are different in races and religions.  I am looking forward to seeing the real aspects of those 
countries.

I am also looking forward to seeing students of one of the highest-ranked colleges in the world.  I 
will prepare a lot for the program and wait for the departure.

私は、シンガポールとマレーシアでがんばりたいことがいくつかあります。
一つ目は、一緒に行くみんなと協力して、日本の文化を伝えることです。私のグループは茶道をし

ます。外国ではあまり体験できない文化の一つなので精一杯がんばりたいと思います。
二つ目は、なるべく英語を話すことです。ふだんの生活では、ずっと英語を聞くような時間がない

から、英語圏でしか体験できないことを学んでいきたいと思います。
三つ目は、シンガポールとマレーシアで友達を作ることです。
めったに外国に行く機会がないので、今回は自分から話しかけてみて、帰ってからも交流していきたいです。
主に三つのことを中心に、楽しい６日間を過ごしたいです。

◆　◆　◆
My Resolutions Prior to Departure Moka Nomura

I have a few things that I want to work on in Singapore and Malaysia. 
Firstly, I will introduce aspects of Japanese culture to students of the Singaporean school in 

cooperation with other members.  My group is going to perform how to make tea: Sado.  This is one 
of the Japanese practices that can rarely be seen overseas.  I will do my best.

Secondly, I will try to speak English as much as I can.  In my daily life I am not used to listening to 
English, so I want to experience the English-speaking environment.

Thirdly, I will make friends with local people both in Singapore and Malaysia.  As I have few chances 
to go abroad, I will make the most of this opportunity and talk to them.  And then, I will keep in touch 
with new friends after I come back to Japan.  

I am looking forward to enjoying six days in Singapore and Malaysia with the three resolutions in 
mind.

私は、この企画を通して、やりたいことがあります。
一つ目は、向こうに行って外国の方とたくさん話すことです。そして、友達をたくさんつくることです。
二つ目は、英語を話すことです。自分の英語力を試すためにも自分から積極的に話していきたいです。
三つ目は、向こうの文化を体験することです。あらかじめ文化を勉強していても、実際に行って身

をもって感じないとやっぱりわからないと思ったからです。
そして、最後の四つ目は、向こうで勉強したことを今後の学校の英語の時間に活かしていきたいです。行って楽し

かっただけじゃなくて色んなことを体験して帰ってくると思うので、体験したことを忘れずに生活していきたいです。
◆　◆　◆

My Resolutions Prior to Departure Shuka Nomura

I have four things I want to do through this project.
Firstly, I will talk to many people of Singapore and Malaysia and make a lot of friends there.
Secondly, I will speak English.  This is a good opportunity to try out my English, so I will actively talk 

to local people there.  
Thirdly, I will experience real aspects of different cultures.  We have learned a little about their 

culture before departure, but as there is a saying, “Seeing is believing”.  
Finally, I want to make use of English I have learned during the trip in English class at school. 
I should not finish this trip only enjoying myself.  I will remember what I am going to experience 

there.

■ 野村　萌夏

■ 野村　珠花
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私は、とてもドキドキワクワクしています。それは、これからの六日間、外国の方とたくさん交流
できるからです。今学校の社会科で、諸外国の衣食住や気候について学んでいます。また、研修の中
にも、シンガポールやマレーシアの文化を学びました。そこで、美味しそうな食べ物や民族衣装、そ
の土地特有の言語や建物に興味を持ちました。そして、実際に行って見て、自分の目で確かめたいと
思うようになりました。現地に行って、頑張りたいことは、二つあります。一つ目は、外国の方と積極的に会話をする
ことです。学校や塾で英語を勉強しているので、実際に使ってみて自分の話すことが通じるように、恥ずかしがらずコ
ミュニケーションをとりたいです。二つ目は、お世話になるホームステイ先で、お手伝いを笑顔で頑張りたいです。一
緒に行く仲間達と、協力し合って、色々体験して、有意義な六日間にしたいです。

◆　◆　◆
My Resolutions Prior to Departure Shiori Watanabe

I am very excited.  I am going to see a lot of people overseas and communicate with them during 
the upcoming six-day trip.  Right now, we are learning about life-style of people in various foreign 
countries regarding housing, food and clothing as well as climate in the social studies class at 
school.  We also learned some aspects of Singapore and Malaysia in the pre-departure workshops, 
where I became interested in ethnic foods, folk costumes, ingenious tongues and the architecture.  
Then I felt like going there and experience those things for real.  

I have two main objectives to meet when I go to Singapore and Malaysia.  Firstly, I will actively try 
to talk to local people.  I have been learning English at junior high school and English school, so I will 
try out my English and see how it will work.  Secondly, I will keep smiling and help my host family with 
some housework.  

I want to make our six-day study trip fruitful by helping each other.

いよいよ出発の日が近づいてきました。東南アジア派遣青少年訪問団として、シンガポール、マ
レーシアに行くことが決まったときは、とてもうれしかったです。それから、この貴重な体験をどの
ように生かして、自分は何がしたくて、何をすればよいのかを考えました。普段の私は積極的に発表
したり、人と話をするのは苦手ですが、現地の方と英語、マレー語、ジェスチャーを使って積極的に
コミュニケーションをとりたいと思います。ホストファミリーの方とも交流を深め現地の生活をしっかり体験したいで
す。また、現地の方々に日本の文化を伝えるときには、現地の方々が楽しみながら、山口に興味を持ってもらえるよう
な発表をしようと思います。また、ＪＩＣＡ海外青年協力隊の方にお会いして、色々なお話を聞くのも楽しみです。こ
の訪問で日本では出来ない様々なことにチャレンジして、多くを学び、より成長して必ず帰ってきます。

◆　◆　◆
My Resolutions Prior to Departure Sara Fujimura

Our departure is coming soon.  I was very happy when I was chosen as a member of the Delegation 
to Singapore and Malaysia.  After I received the notice of acceptance, I pondered how I should 
make the most of this precious opportunity, what I want to do and what I should do.  I am not good at 
making presentation in public or talking to people.  But during our study-trip, I will try to communicate 
with local people, using English, Malay with gestures.  I will also try to build relationship with our host 
family and experience their life style for real.  

As preparation for Japanese culture exhibition, I will think out how to convey Yamaguchi’s features 
attractively so that local people will become interested in our city.  I am also looking forward to seeing 
a volunteer of JICA and listening to his talk.

I will try to work on a lot of things that I cannot experience in Japan.  I will have developed by the 
time I come back from the trip after learning a lot of things.

■ 渡邉　栞

■ 藤村　サラ
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もう少しでシンガポール、マレーシアへ出発するのだと思うと、少しは緊張しますが、とても楽し
みです。ぼくは、新しい人と出会ったり、話をするのが好きなので、現地の方々にお会い出来るのが
待ち遠しいです。英語でコミュニケーションをとるのは、難しいかもしれませんが、精一杯に気持ち
を伝えたいと思います。そして現地の方々から、生活、文化、教育、食など様々なことについての話
を聞かせて頂きながら多くのことを学んで体験してきたいと思っています。日本と山口の文化を紹介するときには、魅
力がしっかりと伝わるようにしたいです。また自分たちは、山口市の代表として訪問しているということをつねに頭に
入れてマナーを守って行動しようと思います。この訪問でのたくさんの出会いを大切にしながら、体験する全てのこと
を通して、今後の将来に役に立つように学んできます。今より成長できるようにがんばってきます。

◆　◆　◆
My Resolutions Prior to Departure Hikaru Fujimura

I feel a little nervous as our departure to Singapore and Malaysia is coming soon.  But I am getting 
excited about the trip at the same time since I like meeting and talking to new people.  It may be 
difficult for me to have communication with local people in English, but I will try to convey what I want 
to tell them as hard as possible.  I will learn many aspects of the culture of these two countries such 
as their life style, culture, education system, and food.  At the time of culture exhibition on Japan 
and Yamaguchi, I will do my best to convey Yamaguchi’s features attractively.  In addition, we should 
behave properly since we are representing Yamaguchi City.  I expect that we will meet a lot of people.  
I will treasure every meeting and make the most of experience I will have.  I will have developed by the 
time I come back from the study trip.

僕はこの訪問での目標が二つあります。
一つ目は、英語です。理由は、２０２０年の東京オリンピックの時や、外国の方が日本にいらっ

しゃった時にコミュニケーションをしっかりととって困った時に助ける事や日本に来て良かったと思
えるようにしたいからです。

二つ目は、現地の方との交流です。僕は昔ながらの遊びを教えます。今はちゃんと英語を使って教えられるかなどの
心配が大きいですが、本番では楽しめてもらえるようにがんばりたいです。

まだ、よくわからない異国の地ですがよく学んで楽しんで帰国したいです。
◆　◆　◆

My Resolutions Prior to Departure Tesshin Yamashita

I have two main objectives to meet during the study trip.
One is to improve my English.  The TOKYO Olympics and Paralympics will be held in 2020 where a 

great number of international guests are expected to visit Japan.  I want to help them with my English 
when needed so that they can feel reassured being in Japan. 

The other is to communicate with local people.  I will be introducing them to some Japanese 
traditional games.  I am a bit worried that I cannot do well in English.  But I will work hard so that local 
people can enjoy our traditional games. 

I don’t have enough knowledge about Singapore and Malaysia so far.  But I will enjoy experiencing 
and learning new things during the trip there.

■ 藤村　輝

■ 山下　鉄心
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シンガポール到着！今日から、訪問スタートです。
ホテルに着き、一息ついてから、市内視察に回りました。
マーライオンは予想以上に大きく、水しぶきがすごかったです。近くにあ

るミニマーライオンは、小さくてかわいかったです。
マリーナ・ベイ・サンズはとてもきれいで、夜になるとライトアップされ

て幻想的でした。中のショッピングモールやふん水ショーも見ました。大勢
の人でにぎわっていて、熱気を感じました。

夕食は、ホーカーズで自分で買って食べました。
店員さんは、独特の発音のアジアン英語で親しみがありました。
私は一度食べてみたかったサテイとさとうきびのジュースを食べました。
明日は、いよいよ学校訪問です。新しい友達を沢山つくれるようがんばります。

Day 1  Sunday, July 23 Miu Sugiyama

We arrived in Singapore!  Our study trip has just started.
After arriving at our hotel, we had a short break.  And then, we went on a city tour.
Merlion was much bigger than I had expected and it was splashing so big.  There was a little 

cute mini-Merlion nearby.
Marina Bay Sands was very beautiful.  It was lit up in the evening making an air of fantasy.  We 

went in there, strolled in the shopping mall and saw a fountain show.  
It was so crowded with a lot of visitors and I felt an air of excitement.
I bought dinner at Hawkers.  
The hawkers’ staff spoke English with Asian accents, which were familiar to us.
I had some satay and sugar cane juice I had wanted to for the first time.
Tomorrow is a school visit day.  I will make many friends.

今日は、４つの出来事がありました。
１つ目は、シンガポールの学生と交流し、そこでいっしょに食事をしました。英語で山口市を伝えるのは難し

かったです。２つ目は、ダイアログ・イン・ザ・ダークを体験しました。室内はとてもまっ暗で、本当に目が見え
なくなったのでとてもこわかったです。３つ目は、テルモを訪問しました。テルモは医りょう器具を作る会社で
す。体温計はテルモが最初に開発したそうです。４つ目は、２回目の文化交流をしました。相手は、日本語を勉強
しているので、日本語で話してくれました。山口市の説明以外は日本語で話しました。相手の人達の日本語がとて
も上手だったので、私ももっと英語を勉強しようと思いました。行事がたくさんあったけど楽しかったです。

Day 2    Monday, July 24 Shiori Watanabe

Today we worked on four programs.
Firstly, we had an exchange with students of a polytechnic in Singapore.  We had lunch 

together there.  It was difficult for me to talk about Yamaguchi in English.
Secondly, we experienced the Dialogue in the Dark.  It was totally dark in there and I was 

scared because I felt blind.
Thirdly, we visited TERUMO.  TERUMO is a medical device 

manufacturer.  It is the first company that made thermometers.
Fourthly, we had another exchange with people of the local 

association.
They are learning Japanese, so they spoke to us in Japanese.  

I spoke to them in Japanese except for the presentation of 
Yamaguchi City.  Students there spoke very good Japanese, so I 
thought I should study English more.  We were engaged in many 
events, but we had a good time.

１日目　杉山 未羽　７月23日（日）

２日目　渡邉　栞　７月24日（月）
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今日は、シンガポールの大学生と交流しました。英語でしか伝わらなかったので自分が知っている単語で充分
会話がはずみました。

シンガポールの学生のみなさんはとても優しく、親しみやすかったです。韓流のアイドルグループなど世界で
知られている物や人物を言うとすごくみなさんの反応がよくて、とても楽しかったです。自分の目標だった、積極
的に話すが出来たと思います。

LINEなど交換して、シンガポールの人たちと会話をしようと思っています。
これがこれからの英語力に発展していけばいいなと思います。
グループのみんなともこの６日間でとても仲良くなれたので充実した旅でした。

Day 2  Monday, July 24 Moka Nomura

Today we had an exchange with students of a polytechnic in Singapore.  I only made myself 
understood in English.  I enjoyed a conversation using 
my vocabulary.

The students there were very kind and friendly.  When 
I mentioned well-known Korean idol groups and Korean 
goods, they responded favorably.  I think I met my 
objective of talking actively.  

I want to keep in touch with them on LINE.  It will help 
improve my English hopefully.  It was a nice trip that I built 
a good relationship with other members in the past six 
days.

今日は、シンガポールを出国してマレーシアへ入国しました。車で入国したので初めて国境を越えるところを
目で見ました。

マレーシアでのホームステイは、とても楽しかったです。ホームステイ先の家族の方々は、とても温かくて、
最初はきんちょうしていたけど、除々に解けてきました。

でも、私は英語が全然しゃべれなくて、わからないので、なかなか会話することができませんでした。そんな
時に、一緒のホームステイ先だった、さきさんが日本語に訳してくれたりしたので、何とか、少しだけど会話する
ことが出来ました。この出来事があって私は、まだまだ英語の勉強が足りないなと思ったので、もっと真剣に取り
組もうと思いました。

Day 3    Tuesday, July 25 Shuka Nomura

Today we departed from Singapore and entered Malaysia.  
It was my first time to cross the border entering another 
country by car.  

I had a lot of fun doing homestay in Malaysia.  The host 
family was all very kind.  

I was nervous at first, but I gradually became relaxed.
I could not speak or understand at all, so I had hard time 

communicating.  But my house mate, Saki, helped me with 
communication.  This experience made me think that I have 
to study English more.

２日目　野村 萌夏　７月24日（月）

３日目　野村 珠花　７月25日（火）
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今日の朝食は、カレーとご飯ときゅうりと少し辛い
ソースが紙のような物に包まれていました。ご飯は少し
日本とはちがいかたく、長細かったです。帰る時には、
服などをもらいとてもうれしかったです。モンフォート
青少年センターでは、交流をしました。僕たちは山口の
良いところをたくさん伝え、センターの方達からは、マ
レーシアの文化について教えてもらいました。抹茶が好
評だったことに少しおどろきました。

Day 4   Wednesday, July 26  Tesshin Yamashita

This is what we had for breakfast.  Curry, rice, cucumber with a little spicy sauce were in a 
paper-like wrapping.  The rice was a little hard and long, which is different from Japanese rice.  

I was glad that they gave us a present of some outfits.  
We had an exchange at MONTFORT.  We gave a presentation about fascinating Yamaguchi, 

and in return, the students of MONTFORT talked about Malaysian culture.  I was a little surprised 
that matcha green tea was popular.  

ホストファミリーは陽気で優しい家族でした。カレーを手で食べたり、現地のゲームを一緒にしてとても楽し
い時間を過ごしました。ホストファミリーとお別れして、JICA海外青年協力隊の方の活動を視察しました。モン
フォートで、日本人の隊員の石山さんがコンピューターの技術をマレーシアの方に熱心に教えられていることを知
りました。モンフォートの青少年に山口の文化を英語で紹介しました。少し緊張しました。マレーシアの青少年と
交流して貴重な一日となりました。

午後から再びシンガポールに入国しました。明日の最終日も楽しみたいです。

Day 4    Wednesday, July 26 Sara Fujimura

My host family was lively and kind.  We ate curry with fingers 
and played local games together.  It was so much fun.  After 
saying good-by to the host family, we visited MONTFORT, where 
Mr. Ishiyama from Japan has been working as a JICA volunteer.  
He is committed to teaching Malaysian students computer 
technology.  We gave a presentation about Yamaguchi culture 
in English.  I was a little nervous.  We had an exchange with 
Malaysian students and it has become a memorable day.

In the afternoon, we went back to Singapore.  I want to enjoy 
the last day tomorrow.

４日目　山下 鉄心　７月26日（水）

４日目　藤村 サラ　７月26日（水）

訪問団リレー日記
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ついに今日は最終日です。
朝、ホテルをチェックアウトしました。それからシンガポール

の大学生の案内で、色々な所に行きました。大学生と一緒にチャ
イナタウンで買い物したり、昼ごはんを食べたりして、とても楽
しく過ごしました。シンガポールの大学生達は日本語が上手だっ
たので、びっくりしました。

夜は、サファリナイトに行きました。写真は暗くてとれなかっ
たけど、動物達を間近で見れてとても楽しかったです。この５日
間でシンガポールは様々な国の文化や宗教が混じり合っている国
だと実感しました。

明日は、いよいよ日本に帰ります。

Day 5     Thursday, July 27 Hikaru Fujimura

Our journey came to an end today.
After we checked-out of the hotel, we met students of University of Singapore.  They showed 

us around many places.  We went shopping in China Town and had lunch together with them.  
It was really enjoyable.  I was impressed that students of University of Singapore spoke good 
Japanese.

We went to NIGHT SAFARI in the evening.  It was too dark to take photos, but I was glad I 
saw animals from up close.  Looking back this past five days, I learned that various cultures and 
religions coexist in Singapore.  

Tomorrow we will go back to Japan.

私たちの訪問の最後の日は、深夜のシンガポール・チャンギ空港で飛行機の出発を待つところから始まりまし
た。外国で、いつもとは全く違う６日間を過ごし、体はものすごく疲れていました。しかし、頭に浮かんでくるの
は、疲れていることよりも、シンガポール・マレーシアでの楽しい思い出ばかりでした。

マーライオンやマリーナ・ベイ・サンズ、マレーシアのホストファミリーにシンガポールの友達･･････。頭に
次々と浮かんできました。

飛行機が離陸した後、シンガポールの海に浮かぶたくさんの船を見ました。その時、帰国しなければならない
寂しさと、素晴らしい日々を過ごせたことへの感謝の気持ちで胸がいっぱいになりました。

家に帰ってからもこの気持ちは消えず、私たちの訪問が最高に有意義なものになったことを実感させる最後の
日になりました。

Day 6    Friday, July 28 Saki Yasuda

Our last day of the trip started at Changi Airport, waiting for our departure.  
I was exhausted after spending six days in totally different environment from 
my usual life.  But I wasn’t bothered by tiredness but was happy that a lot of 
pleasant memories of Singapore and Malaysia were coming to mind.

Merlion, Marina Bay Sands, my host family of Malaysia, and friends of 
Singapore…

they were coming back to me one after another.
I overlooked a lot of ships dotted the sea of Singapore after our plane took 

off.  I was full of sadness because I had to go back to Japan, but at the same 
time, I was full of gratitude that I had spent wonderful days.

I still have this feeling even back at home.  I am recalling that our trip was 
really fruitful.  This is what I felt the last day of our trip.  

５日目　藤村　輝　７月27日（木）

６日目　安田 早希　７月28日（金）
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