
発見がたくさんあった６日間
７月23日から７月28日の６日間で私はいっ

たい何個の発見をしたでしょうか。正確には分
かりませんが、とにかく数えきれないほどたく
さん発見をしたのです。

シンガポールの駅では、エスカレーターがも
のすごく速かったり、意外にも日本よりも過ご
しやすい気候だったり。マレーシアはとにかく
緑がずっと広がっていました。ホームステイ先
の家では、日本と同じように靴を脱いで家に上
がりました。

このようにたくさんした発見の中でも特に印
象に残っているいくつかを紹介したいと思いま
す。

１つ目は、宗教の違いについてです。今回訪
れた２つの国はたくさんの宗教の人が一緒に暮
らしている国です。日本では宗教を意識するこ
となんて普段あまりありません。しかし、現地
ではヘジャブを着けた女性やビンディーをして
いる人を見かけました。シンガポール・マレー
シアでは、どの人も違う宗教の人がいることを
当たり前のように受け入れ、尊重し、それと同
じくらい自分の宗教も重んじていました。この
感覚を日本でどのようにいかすべきかまだ分か

りませんが、とても大切な心を学び、発見しま
した。

２つ目は、海外で行動することの難しさと楽
しさです。マレーシアでは青年海外協力隊の方
の活動を見学し、シンガポールでは日系企業を
訪問しました。共通して感じたことは、海外で
何かすることはとても大変だということです。
その中でも自分をいろいろな形で表現し、現地
の人々とつながっている方に会え、とても嬉し
かったです。そして、海外での仕事の楽しさも
教えていただくことができ、素晴らしい経験に
なりました。

３つ目は、現地の学校を訪問し、実際に現地
の人と交流したことです。私は最初、自分の英
語がきちんと伝わるのか、相手の言っているこ
とが理解できるか、たくさんの心配がありまし
た。しかし、交流を続けていくうちに、人の話
を最後まで聞いてくれたり、ゆっくり話してく
れたりする、シンガポール、マレーシアの人々
の優しさを発見しました。人のことを想う気持
ちは国が違っても、誰もがもっているものなん
だ、と嬉しくなりました。また、シンガポール
では、日本のアニメ、マンガ、芸能人がとても

人気がありました。どの人も日本人
より詳しいのでは、と思うほどでし
た。「日本」という国の見られ方に
ついても発見できました。

今回の研修を通して、私はとても
たくさんのことを学ぶことができま
した。そして、英語を上達させる新
たな目標もできました。今回の経験
を大切にまた生活の中で生かしなが
ら過ごしていきたいと思います。ま
た海外へ行って、新たな発見ができ
るように、今から頑張りたいです。

団員訪問記
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How many discoveries did I make during 
the six-day from July 23 to July 28?  I can’t 
even count actually, but it is true that I made 
countless discoveries.  

Escalators of the stations in Singapore 
move so fast and the climate of Singapore is 
unexpectedly comfortable compared to that 
of Japan.  In Malaysia, greenery stretches on 
forever.  At the house of my homestay, I took off 
shoes when entering the house just like we do 
in Japan.  I only mentioned a few, but among a 
lot of discoveries I would like to mention some 
very impressive aspects.

Firstly, differences in religion.  We visited two 
counties, where people with various different 
religions coexist.  Living in Japan, we don’t care 
a lot about religions.  I saw women wearing 
hijab or bindi there.  In Singapore and Malaysia 
people respect others’ religions as highly as they 
respect their own religions.  I don’t know how 
I should make the most of this precious finding 
in Japan, but I am glad that I learned something 
important.

Secondly, there are difficulty and enjoyment 
when doing something overseas.  We visited 
to see a JICA volunteer working in Malaysia.  
In Singapore we visited a Japanese-affiliated 
company.  What I learned from those two visits 
is doing something overseas requires a lot of 
work.  Despite such hardship the people we met 
were working hard to express themselves in 
their own way as well as being connected with 
local people.  They also talked about positive 
aspects of working overseas.  I am glad that I 
had such a great experience.

Third ly,  we 
had a wonderful 
exchange with 
students of local 
school.  I was 
worried earlier if 
my English was 
not good enough to convey what I want to say 
or understand what local students say.  But as 
I kept communicating with them, I found them 
patient and kind to listen to me.  They talked 
to me slowly as well.  People have a universal 
sense of respecting others.  I was also surprised 
that Japanese animation, manga and artists are 
very popular in Singapore.  I even thought they 
knew much more about Japanese subculture 
than we do.  This is how they appreciated 
Japan.

I learned so many things during the study-
trip.  And I have found another objective to 
improve my English.  I will make most of the 
experience in my daily life.  I look forward to 
another opportunity to travel abroad so that I 
can make new discovery.

第一回目の研修会に参加した時、我が子だけ高校
生で他の参加者は全員中学生だったので上手くやっ
ていけるのかなと少し不安だったのですが、何回か
の研修会を重ね、海外研修旅行から帰国した時には
みんなの絆が強くなっているのを感じました。シン
ガポールやマレーシアではそこで暮らす人たちの生
活や文化の違いを実際に体験できて良い経験となっ
たみたいです。今回の研修旅行に関わった関係者の
皆さん、随行された時乗さん、瀧末さん、お世話に
なりました。

帰国後の保護者の感想

Discoveries I Made during the Six-Day Trip

山口県立山口高等学校１年　安　田　早　希　Saki Yasuda
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言葉の壁を越えて
東南アジアで有数のハブ空港＝シンガポー

ル・チャンギ国際空港。経由のため２度利用し
たことがあり、旅客数の多さは知っています
が、国内の様子はほとんど知識がありませんで
した。そこで、昨年からマレーシアのペナン島
へ仕事のため出向している父に電話等で情報を
もらいました。ガイド本をめくると巨大なマン
ゴーかき氷が目に飛び込んできました。色とり
どりの布の店にも心惹かれました。自分の目で
確かめたいという期待と同時に、イスラム教徒
をはじめ多民族の文化に不安にもなりました。
この訪問団には、同じ学校の先輩や友人がいた
ので心強かったです。父からのアドバイスや、
事前研修で聞いた蚊対策やティッシュペーパー
準備をしっかりして臨みました。

到着した夕方はくた
くたでしたが、有名な
マリーナベイサンズや
マーライオンを観に行
き、口からあふれる水
を私の手で受け止めて
いるようなトリック写
真が撮れて早速思い出
ができました。夕食は
ホーカーズで自分で買って食べました。私はサ
テーと砂糖きびのジュースを選びました。見た
目はとてもおいしそうでしたが、味が独特で、
少し食べて後はスプライトを追加で買ってのど
に流し込みました。

２日目は学校訪問。日本の文化や山口市の紹
介をしました。浴衣の着付けが上手にでき、お
抹茶やお菓子も喜んでもらえてうれしかったで
す。スピーチは緊張したけれど、大きな声で言
えたので良かったです。大学の食堂をジョリン
さんに案内してもらい、チキンライスと現地で
人気の冷たいココアを味わいました。シャンネ
ンさんも日本語が流暢で会話が盛り上がりま
した。ダイアログ・イン・ザ・ダークでは、
視覚障害者の生活を体験。暗闇での買い物はス
ムーズにはいきませんでした。大学生の皆さん

ともっと話したかったのですが、テルモ㈱訪問
へ。医療関係の器具が展示され、質問もできま
した。将来の夢に関連していて参考になりまし
た。

３日目はバスで国境を越えてマレーシアのマ
ラッカ州へ。街歩きはお寺や歴史深い場所を巡
りました。カンポンステイ先では、にこやかな
顔で迎えてくださり、自慢の手料理をごちそう
になりました。布の花の作り方、パイ作りを教
えてもらいました。子ども４人の大家族に、も
か先輩と泊まりとてもにぎやかでした。日本か
らのお土産を気に入ってくれたみたいでした。
人生初、手で食事をしました。実際にやってみ
ると右手だけで食べるのは難しかったです。食
後は小石投げや紙編み遊びをしました。オレン
ジ色のトラ柄の服と黄色いヘジャブを着せても
らいました。布地がツルツルでした。シャワー
はお湯調整が困難でした。真夜中まで写真で紹
介し合いながら話しました。朝食も手です。辛
くて紅茶を飲むと熱くて目が覚めました。ママ
からうす紫色の民族衣装バジクロをプレゼント
してもらいました。肩にかけるとママの家のに
おいがして、お別れがさびしくなりました。

JICA海外青年協力隊が活動するモンフォー
ト青少年センターでも、文化交流が喜ばれ、発
表もしっかりできました。一緒にカレーやパパ
イヤを食べました。

最終日はモーニングコールを止めて寝坊して
しまい、朝食なしで荷物を片付けました。

New Waterdeで水のろ過工程を学びまし
た。日本とシンガポールは水道水が飲用できる
のですごいなぁと思いました。

フライトまでナイトサファリで楽しみまし
た。おこづかいのドルが残っていたのでぬいぐ
るみや夜用のスクープを購入できました。

この４泊６日は充実していて、もっと滞在し
たかったです。とまどう場面もありましたが、積
極的に挑戦できました。副リーダーとして、仲
間と安全に行動するよう努めました。この機会
を生かして世界をもっと知りたくなっています。

団員訪問記
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Beyond the Language Barrier
I used Changi Airport of Singapore for transit 

twice before.  So I know how busy one of the 
biggest hub airports is, but I had little knowledge 
about the country itself.  I called my father 
who has been in Penang, Malaysia on business 
since last year to ask for information.  When I 
open travel guide books, there are pictures of 
big mango shaved ice.  Some shops sell colorful 
fabric.  I wanted to see them with my own eyes 
but at the same time, I was a little nervous 
about multi-ethnic culture there including 
Islam. I had some friends from my school in 
this program, which made me reassured.  I got 
the advice from my father, got plenty of tissues, 
plus some tips of how to handle mosquitos, I 
prepared a lot.

I was so exhausted when we arrived there 
in the evening.  But when we visited Marina 
Bay Sands and Merlion, I had interesting tricky 
pictures taken. I bought satay and sugar cane 
juice for dinner at Hawkers.  They looked good, 
but it was not my taste.

On the second day, we visited one of the local 
schools and introduced culture of Yamaguchi 
and Japan.  We helped girls put on yukata and 
served Japanese tea and sweets.  I was a bit 
nervous giving presentation but I made it in 
loud voice.  We were invited to the cafeteria 
and had lunch with students there.  One of the 
students who attended me spoke good Japanese, 
so we enjoyed conversation.  At the Dialogue in 
the Dark, we experienced life without vision.  I 
had a hard time doing anything in the dark.  We 
also visited TERUMO, where medical devices 
are displayed and we even had Q & A session.  
It might be associated with my future dream.  

On the third day, we went across the border 
to Malacca, Malaysia.  I 
had a good homestay 
experience there.  My 
host family welcomed 
us with warm smile and 
treated us with homemade dish.  My host family 
has four children, so we all had fun talking 
together, showing pictures from Japan.  I ate 
food with right fingers for the first time in my 
life.  It was very difficult.

I got a folk costume as a present from my 
host mother.  It smelled of host mother’s sweet 
home, which made me sad when leaving.

We visited JICA volunteers at MONTFORT.  
They enjoyed our performance of Japanese 
culture.  We ate curry and papaya together.  

On the last day, we visited the NEWater 
Visitor Centre, where we learned how water 
is purified.  I was amazed that Japan and 
Singapore have such a good infrastructure.

Our study-trip was very productive.  I wanted 
to stay there longer.  I actively tried new things, 
which was good, I think.  Now I am encouraged 
to see more about the world.  

野田学園中学校１年　杉　山　未　羽　Miu Sugiyama

東南アジアは発展のパワーにあふれ、混ざり合っ
た文化が英語を共通語として成り立っています。教
育は実学重視で能力主義と聞いていましたが、実際
に流暢な日本語を話せる学生達と交流したそうで
す。一緒に楽しみ伝えるため英語を駆使する場面に
はせまられませんでした。カンポンステイでの驚き
は目をキラキラさせて早口で話してくれました。（右
手でご飯とおかずを皿の上でまとめる食べ方等）今
後、自身がふみ出す足がかりになる旅になったよう
です。

帰国後の保護者の感想
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絆が深まった六日間の旅
私は、この６日間で多くの事を学びました。

まず、シンガポールではマーライオンを見るこ
とができふだんはネットでしか見られないので
感動しました。

今回はじめて飛行機に乗り、乗った瞬間から
英語が飛び交っていたので最初は焦っていまし
たがなんとか単語をつなげたり、中学校の教科
書の文で伝わったりすることを知りました。

シンガポールの大学では、昼食のときに大学
生と一緒に食べました。大学生に全部案内して
もらってすごく親しみやすかったです。

それだけでなく、食事中の話もとても盛り上
がりました。みんなが韓国のアーティストを
知っていておどろきました。海外に行ったとき
は世界で活やくしているグループなどを話の話
題になって楽しめました。

地下鉄では、エスカレーターが速くて、広
かったので日本との違いにも気づくことができ
ました。

マレーシアでの、ホームステイは最初はとて
も驚くばかりでした。

でも、ホストファミリーの方々も温かく私た
ちも迎え入れてくれて、子ども達もがんばって
英語や日本語で話そうとしてくれていたので私
も英語をもっと勉強しないといけないと感じま

した。１日だけのホームステイだったけど食文
化など実際に感じることができました。

帰国後もLINEで話していて、お互いが言語
を教えあっています。とても親切にしてくだ
さってこれからも努力して英語を身につけたい
と思います。

今回連れていってくださった市役所のみなさ
ん、このような機会を与えてくださってありが
とうございます。これを機にこれからも海外に
行って勉強していきたいと思います。

団員訪問記

大変、お世話になりました。帰国してからは、と
ても楽しかった様子で色々と話してくれました。素
晴らしい経験をさせてあげられた事に感謝の気持ち
でいっぱいです。帰国してからもシンガポールのお
姉さんと英文でのやりとりがあり、お姉さんが少し
でも分かりやすい様にと、親切に英文を書いてくだ
さる様です。英語が分からなかったら色々と教えて
あげるから聞いてねと言われてとても優しい方々に
出会えて本当に感謝いたします。

帰国後の保護者の感想
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Strengthened Bond after the Six-Day Trip
I learned so many things during the six-day 

trip.  I was impressed with a real Merlion in 
Singapore because I had only seen it on the 
Internet before.

It was my first time to get on a plane. Soon 
after boarding, I was a little anxious because 
I heard English everywhere.  But I learned 
that just simple sentences from English 
textbook of junior high school work out when 
communicating.

At a polytechnic in Singapore we ate lunch 
with students there.  They showed us all around 
the campus and I felt they were very friendly.  

In addition, we had fun talking a lot at lunch 
time.  The students of the polytechnic know 
about Korean artists.  I was surprised.  It is good 
to talk about internationally well-known artists 
when we visit foreign countries.  We can enjoy 
talking about things in common.

Subway stations are different from those in 
Japan.  It is so spacious and escalators move 
very fast.

Homestay experience in Malaysia came as a 
surprise to me in every respect at first.  

My host family welcomed us warmly.  The 
children tried to talk to us both in English and 
Japanese, so I thought I should study English 
more.  It was only one-night stay there, but I 
learned differences in food culture for real.

Even after I came back to Japan, we are 
connected via LINE.  We teach our own 
language to each other.  My host family was 
very nice and kind to us.  I will keep studying 
English so that I can communicate with them.  

Finally, I want to thank the members of 
the city hall for giving us such a precious 
opportunity.  I will take this occasion to go and 
study abroad from now on.

野田学園中学校２年　野　村　萌　夏　Moka Nomura
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たくさんの事を学んだ海外研修
私は、この六日間で、たくさんの事を学びま

した。
まず、一つ目は、自分の英語力がどのくらい

なのかを学びました。シンガポールで、訪問し
た大学の学生たちは、すごく日本語が上手く
て、英語を使うことはほとんどありませんでし
た。この時に大学生の方々と、昼食のときに、
私の大好きな、韓国・K－POPの話で盛り上が
りました。私の学校のクラスの子に同じ話をし
ても、全然わかってもらえませんでした。

そして、二つ目は、日本とシンガポールでの
文化の違いです。

初日は、屋台のような所で、ご飯を食べるの
で席を取っておくためにティッシュを置くとい
うことです。

初めて見る光景なので、まわりを見てみると
他のお客さんも、同じようにティッシュを置い
て、お店まで買いに行っていました。

シンガポールにいる間ずっとこうしていたの
で、日本に帰っても最初のうちは、その癖がで
てきました。

シンガポールの大学生の方々は、みんな優
しくて、一番うれしかったのが、やっぱりK－
POPを語れたことです。正直クラスの子に言っ
てもわかってもらえなかったのでシンガポール

の大学生もわからないかなとだめもとで聞いて
みたら、全員わかってくれて、EXOやBTSや
TWICEなどの同じ好きなK－POPの話が出来
て楽しかったです。

来年もこの企画があったらぜひ参加したいで
す。

そして、その時までに、英語力を伸ばしてい
きたいと思います。ありがとうございました。

団員訪問記

大変、お世話になりました。帰国してから初めて
の海外で、知らない人知らない国に行き精神面も強
くなり、自分自身を磨く事も出来とても良かったと
思っております。これから成長に役に立つ事だと思
いとても楽しみです。いずれは、留学したいと言っ
ています。今、帰国してからも、シンガポールのお
姉さんと英文で、交流があり、ちゃんと気持ちを伝
えたいという気持ちが強くなり、英語に関心をもち
これからも交流できる事を願っています。

帰国後の保護者の感想
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My Fruitful Study-Trip Overseas
I learned a lot of things in the past six days.
Firstly, I came to know how well my English 

worked.  Students of the polytechnic we visited 
spoke Japanese very well, so I hardly spoke 
English when communicating with them.  We 
had fun talking a lot about my favorite K-POP 
at lunch time.  When I talked about the same 
topic to my classmates of my school, they didn’t 
know about K-POP.  

Secondly, I learned cultural differences 
between Singapore and Japan.  On the first day 
we ate meal at food stalls.  When we went to 
buy food, we placed some tissue on our table to 
reserve.  

I looked around and saw many diners do so to 
reserve tables when buying food.

I naturally placed tissue on the table even 

after I came back to Japan because I did so 
during the stay in Singapore.

The students of the polytechnic in Singapore 
were all kind.  What I was most excited about 
was I could talk about K-POP with them.  
When I talked about K-POP to my classmates 
of my school, they didn’t know about K-POP.  
So, I was kind of expected that students of 
the polytechnic didn’t know at all.  But to my 
surprise, they all know about K-POP and we 
enjoyed talking about EXO, BTS, TWICE.

I want to participate in the same program 
next year if any.  

If I can go, I will make efforts to improve my 
English for the program.

Thank you.

野田学園中学校１年　野　村　珠　花　Shuka Nomura
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研修をして思ったこと
私が、研修をした時の思い出は７つありま

す。１つ目は、１
日目にあったシン
ガポールで町歩き
をしたことです。
マリーナ・ベイ・
サ ン ズ や 、 マ ー
ラ イ オ ン 、 夜 の
ショーなどを見ま
した。どれも、と
てもきれいでした。２つ目は、２日目にあっ
た、シンガポールの学生と交流をしたことで
す。みんな、日本語がとても上手だったので、
とても話しやすかったです。ちゃんと山口市の
ことも伝えられたのでよかったです。３つ目
は、ダイアログ・イン・ザ・ダークを体験した
ことです。室内はとてもまっ暗で何も見えませ
んでした。とてもこわかったです。でも、本当
に目が見えない人の気持ちがよく分かりまし
た。４つ目はテルモを訪問したことです。そこ
のテルモで働く人は、日本人が２番目に多いそ
うです。日本人が海外でたくさん働いているの
で、とても誇りに思います。テルモでつくられ
る医りょう器具をもっとたくさんの人々につ
かってもらえるといいなと思います。５つ目
は、マレーシアの人々とカンポンステイ先での
ことです。最初、カンポンステイと聞いて、手
で食べなければいけないのかな？トイレは大丈
夫かな？など、心配だったけど、実際に行って
みるとみんなとてもやさしいし、家も大きく
て、トイレもふつうにつかえたのでよかったで
す。手で食事をしました。料理はおいしかった
し、手で食べても全然違和感がありませんでし
た。あと、民族衣装を着たのでたのしかったで
す。でも、けっこう暑かったです。いつも、そ

の服を着ていると思うと、大変だなと思いま
す。６つ目は、海外青年協力隊活動見学をした
ことです。ここでも、山口市の紹介をしまし
た。前回よりも、上手にできたきがしました。
モンフォート青少年センターのみなさんの日本
語スピーチはとっても上手でした。みなさん
に、ういろうと抹茶をあげました。みんな、お
いしいと言ってくれました。７つ目は、27日
のおみやげを買う時です。いっしょに案内して
くれたJYさんはとてもやさしくて、私たちが
さがしていたものが売ってある所をスマホで調
べてくれました。とてもうれしかったです。マ
レーシアは、自然がいっぱいで、みんなやさし
いし、料理もおいしいです。（とくにナン）シ
ンガポールは、マレーシアと同じようにみんな
やさしいし、料理もおいしいです。あと、水が
きれいで、町がきれいで、夜のイルミネーショ
ンがとても幻想的です。シンガポールもマレー
シアも、とてもいい国です。この訪問団で学ん
だことを生かして、また行けたらいいです。ま
た、このような青少年訪問団があったら、参加
して、もっと色々なことを学びたいです。そし
て、今回出た課題を生かせるといいなと思いま
す。今回の訪問団に行ってたくさんのことを学
べて本当によかったです。

団員訪問記
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I want to write about seven impressive things 
from my trip.  One.  We went on a city tour 
in downtown Singapore on the first day.  We 
visited Marina Bay Sands, saw Merlion, and 
watched a night show.  They all were beautiful.  
Two.  We had an exchange program with 
students of a polytechnic in Singapore.  They 
spoke Japanese very well, so it was easy for 
us to talk to them.  I was glad that I talked 
about fascinating Yamaguchi to them well.  
Three.  We went to Dialogue in the Dark.  It 
was completely dark inside and I could see 
nothing.  It was very scary.  I understood how 
visually impaired people feel.  Four.  We visited 
TERUMO.  The number of Japanese employees 
working on this site is the second largest.  I 
am proud that a large number of Japanese 
are working overseas.  I hope more and more 
people choose to use medical instruments of 
TERUMO.  Five.  We went on homestay at a 
kampong house. Before arriving there, the term 
“kampong-stay” made me worry. Can I eat 
meals with fingers?  Can I use a Malaysian style 
toilet?  But my worries were swept away when I 
actually got there.  My host family was all kind.  
Their house was big.  I used the toilet without 
difficulty.  The meals were all delicious.  I used 
fingers when eating, but I didn’t feel awkward at 
all.  Another great experience was I wore a folk 
costume.  I was excited but it was a bit hot in it.  
I thought local people must feel hot wearing the 
costumes all the time.  Six.  We visited a JICA 
volunteer working for MONTFORT.  Again we 
gave a presentation about Yamaguchi to people 
there.  I think we did better this time.  Students 

of MONTFORT gave a speech in Japanese and 
they were very good.  We gave them uiro and 
matcha green tea.  They all said it was good.  
Seven.  We went shopping for souvenirs.  JY, 
who accompanied me, was kind enough to 
help finding the shop which carries the items 
I wanted to buy by using a smart phone.  I 
appreciate the kindness.  Malaysia is blessed 
with a wealth of nature.  Malaysian people are 
all kind and food is delicious, especially nan 
bread.  As for Singapore, people are nice and 
food is good.  Water is clean and the town is 
hygienic.  The night light-up is fantastic.  Both 
Singapore and Malaysia are very nice countries.  
I hope to go there again.  Next time I find this 
kind of exchange program, I will definitely try 
it again.  I have learned some lessons through 
this trip, so I will make the most of them to 
have better communication and behavior.  I 
am so glad that I went on the study-trip on the 
exchange program this time.

もっと見識を広めて欲しいという親の一方的な思
いでこの訪問団に参加させました。帰国後のふっ切
れた笑顔と「楽しかった」の一言を聞いてホッとし
ました。仲間に助けてもらってばかりだったみたい
ですが、６日間自分なりに異文化を受け入れたよう
です。イスラム教への偏見も払拭してきました。こ
の貴重な経験が今後の人生の岐路で大きく生かされ
るのを願うばかりです。大変お世話になりました。

帰国後の保護者の感想

My Thoughts after the Study-trip

山口大学教育学部附属山口中学校１年　渡　邉　　　栞　Shiori Watanabe
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多くのことを学んだ６日間
私にとってこの６日間はとても貴重な体験と

なりました。初めて訪れたシンガポールとマ
レーシアではたくさ
んのことを学びまし
た。シンガポールに
到着してまずびっく
りしたことは建物が
とても高く、街並み
がきれいだったことです。そして市内を視察し
て思ったことは色々な人種の人達がたくさんい
てほとんどの人が英語で話しているということ
です。

シンガポールの大学を訪問して英語で山口の
紹介をしました。とても緊張しましたが、山口
の良さを伝えることができてよかったです。英
語は得意ではないけれど、一緒に折り紙を折っ
たり、四字熟語を説明したり、食事をしたり、
英語でコミュニケーションをとりながら交流で
きたのでうれしかったです。テルモ株式会社を
訪問して、海外で働いている方のお話を聞いて
とても参考になりました。異文化での生活は大
変なこともあるけれど、様々な方との出会いを
通して自分自身が成長できたり、視野を広げる
ことができると知りました。日本人として誇り
を持って働かれていてすごいと思いました。そ
れはJICA青年海外協力隊の方々のボランティ
ア活動を視察した時にも同じことを感じまし
た。隊員の石山さんがモンフォート青少年セン
ターで、コンピューターの技術などを教えられ
ている姿を間近で見ることができて勉強になり
ました。

この６日間の訪問で一番の思い出に残ったの
は、マレーシアでのカンポンステイです。実は
出発までは外国でのホームステイということ
で、とても不安に思っていました。実際にはホ

ストファミリーは陽気でとても優しく私たちを
迎え入れてくれました。始めは緊張してあまり
話すことができずに戸惑っていましたが、明る
く接して下さったおかげで、家族のみなさんと
打ち解けることができました。日本から持参
したお土産をとても喜んでもらえてうれしかっ
たです。もう少し英語が話せたらもっと気持ち
を伝えられたのにと思う場面が何度もあったの
で、もっと英語
を勉強して、そ
れが会話で役立
つようにしたい
と思いました。
ホ ス ト フ ァ ミ
リーに優しくし
てもらいうれし
かったことは忘
れません。

私が日本で外国の方を迎え入れる時には自分
がしてもらったように一生懸命準備して安心し
て迎え入れたいです。

今回の研修に行く直前はとても緊張していま
したが、参加する事ができて本当によかったで
す。市の職員の時乗さん、瀧末さん、色々お世
話になりました。そして、協力したり、助けて
くれた団員のみなさんありがとうございまし
た。

この６日間の訪問で、日本では経験できない
ことをたくさんしました。英語で話したり、手
で料理を食べたり、様々な文化が混ざり合って
いる様子を感じたり、海外で働かれている方と
お会いしたりして多くのことを学びました。ま
た将来のことを考える良い機会となりました。
この経験を生かせるような仕事に就きたいで
す。そのために日々頑張ります。

団員訪問記
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My Fruitful Six-Days
This past six-days made me have very 

precious experience.  I went to Singapore 
and Malaysia for the first time and I learned 
so many things there.  The first thing I was 
surprised at when arriving in Singapore was a 
lot of skyscrapers.  And the cityscape was clean 
and beautiful.  When walking around the town, 
I saw various people of different races and most 
of them spoke English.  

We visited a polytechnic in Singapore, where 
we gave a presentation about Yamaguchi in 
English.  I was very nervous but I am glad that I 
talked about fascinating Yamaguchi to students 
there.  I am not good at English but I was 
glad that we had a lot of fun making origami, 
explaining about Japanese phrases of four 
character compound, and ate lunch together.  
We also visited TERUMO, where we listened 
to a talk by a Japanese employee.  He is faced 
with a lot of hardship working overseas, but 
feels he can develop himself by meeting a lot 
of people and even broaden his horizon.  I felt 
it is great that he is working with pride as a 
Japanese citizen. 

I felt the same way when I visited JICA 
volunteers at MONTFORT.  It was productive 
that we saw Mr. Ishiyama from Japan teach 
computer technology at MONTFORT.  

The most memorable part of the trip is 
kampong-stay experience in Malaysia.  To be 
honest, I had been anxious about home-stay 
overseas.  But in fact, I didn’t have to worry.  
The host family was lively and kind, giving us a 
warm welcome.  I was nervous and couldn’t talk 
much at first.  But they treated us so cheerfully 

that we could fit in the atmosphere of the family.  
I was glad that they were pleased with presents 
we brought from Japan.  I felt many times that 
I would be able to convey my thoughts to them 
if I could speak English even a bit better.  I will 
never forget the family’s kindness.  If I take on 
guests from abroad, I will prepare well so as to 
make them feel at ease.  

I am so glad that I went on the study-trip.  
I thank Ms.Tokinori and Mr. Takisue from 
Yamaguchi City.  I also thank the delegates for 
support.

Dur ing the past  s ix-days I  had g reat 
experience that I have never had in Japan.  
Speaking English, eating with fingers, seeing 
the real aspects of mixed cultures and visiting 
Japanese people working overseas in person.  It 
was also a good opportunity to think about my 
own future.  I want to work making the most of 
this experience.  I will work hard to meet my 
objective.

山口大学教育学部附属山口中学校１年　藤　村　サ　ラ　Sara Fujimura

出発前には、娘が緊張していた事もあり、同行し
て下さった市の担当の方々には大変ご心配をお掛け
しました。実際には、『案ずるより生むが易し』で
した。様々な事を楽しみ、多くの事を学び帰国しま
した。現地では英語での自己紹介、山口市の紹介、
交流をしたりと緊張する事もあったと思いますが、
挑戦する機会を与えて頂いて感謝しております。そ
して娘は英語の必要性を強く感じたようです。この
機会を生かして英語に真剣に取り組み、将来のため
に努力して行って欲しいです。この様な貴重な体験
をさせて頂き、ありがとうございました。国際交流
室の皆さま、訪問団の皆さま、本当にお世話になり
ました。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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研修で学んだこと
シンガポール・マレーシアの研修に行けると

決まってから、出発する日が待ち遠しかったで
す。出発する日が近づいてくると、現地で自分の
気持ちを伝えることができるかと少し不安な気
持ちにもなりました。でも、実際の６日間は、多
くのことを学んだりと楽しい研修になりました。

１日目はシンガポールに着
いてから市内を視察しまし
た。色々な国の人がいて、英
語があちこちから聞こえてき
て感動しました。

２日目はシンガポールの大学生と交流をしま
した。ぼくたちは山口市の紹介を英語でしまし
た。みんなが一生懸命に聞いてくれたのでうれ
しかったです。その後、ぼく達のグループは抹

茶をたてて、学生に
振る舞いました。抹
茶を渡す時に英語
でコミュニケーショ
ンがとれたので、仲

良くなることができました。一緒に写真をとっ
たり、食事をしたり、とても良い交流ができてう
れしかったです。でも、もっと英語が話せてい
たらより深く交流ができたのではないかと思い
ました。午後からは日系企業のテルモ株式会社
を訪問しました。テルモ株式会社では、医療製
品づくりを通して、環境に配慮したり、現地で
イベントを行いながら地域の方々と交流を深め
ていることを知りました。三日目のマレーシアで
のカンポンステイのホストファミリーは、おおら
かで優しかったです。一緒に写真をとったり、
民族衣装を着せてもらったり、剣玉をしたりし
ました。剣玉を英語で紹介できるように準備し
ていってよかったと思いました。海外では、自分
の気持ちをしっかり伝えることが大事だと分か
りました。ホストファミリーが優しく迎え入れて
くださったおかげで安心して楽しい時間を過ご

すことができました。またぜひ会いたいと思いま
した。４日目は、JICA海外青年協力隊の方々の
活動を視察しました。マレーシアでやりがいを
持って活動されていることが分かりました。大
変なことがたくさんあっても目標に向かって仕
事をされているのだなと感じました。５日目は、
シンガポールの水道局に行きました。水は世界
中で大切な物ですが、シンガポールでは、とて
も貴重な物で、水を得るために様々な仕組みが
あることを知りました。その後、地元の大学生
の案内で行ったチャイナタウンは楽しかったで
す。おすすめのお店に連れて行ってもらって買
い物をしました。買い物の時に知っている単語
を使って英語で話せたのはうれしかったです。

この研修を終えて学んだことはたくさんありま
す。自分たちの便利で快適な生活は当たり前で
はないと改めて感じました。そして英語が話せる
と世界中の人とコミュニケーションをとることが
でき、世界で活躍できると実感しました。今回の
研修で学んだ多くのことを無駄にすることなく将
来の夢のために生かしていきたいです。今回、同
行して下さった時乗さん、瀧末さん訪問団のみ
なさん、お世話になりました。出発まで準備を手
伝ってくれた家族にも感謝しています。

団員訪問記

山口市の訪問団として訪問することが決まってか
ら、訪問団員の皆さんと研修を重ね、シンガポール、
マレーシア両国の事を学んだり、英語を勉強したり
楽しんでいる様子でした。山口の紹介をするために
山口市の事を調べて新たな発見をする事も出来、出
発まで有意義な時間だったようです。現地では、特
に日系企業訪問時に、多くの事を学んだようです。
今回の訪問を通して世界で活躍するという選択枠が
ある事を知り、将来の夢が広がったようです。今回
の経験を是非、生かして夢に向かって頑張って欲し
いです。訪問団の一員として参加させて頂きありが
とうございました。時乗さん、瀧末さん、団員の皆
さま大変お世話になりました。

帰国後の保護者の感想
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What I Learned from the Study-trip 
It had been so long since my trip to Singapore 

and Malaysia was confirmed.  I felt a bit worried 
if my English would not work well enough to 
communicate with local people there as the 
departure was coming nearer.  But in the end I 
had a fruitful and enjoyable trip of six days.

On the first day we went on a city tour after 
we arrived in Singapore.  There were numerous 
people from various countries in the town.  I 
was excited that I heard English here and there.  

On the second day we had an exchange with 
students of a polytechnic in Singapore.  We 
gave a presentation about Yamaguchi City in 
English.  I was glad that the students there were 
listening to us in an earnest manner.  After the 
presentation, we made matcha green tea.  I 
spoke English when I served tea to the students, 
which helped me make friends with them.  
We had good communication taking pictures 
and eating lunch together.  I could have better 
communication if I had spoken even better 
English.  In the afternoon we visited TERUMO, 
a Japanese-affiliated company. TERUMO has 
been committed to being environmentally 
friendly through making medical instruments.  
They also hold events for local people and keep 
good relationship with them.  

On the third day we went on kampong-
stay.  My host family was placid and kind.  We 
took pictures together.  They let me wear a folk 
costume and we even played Kendama together.  
I prepared English explanation of how to play 
Kendama.  I am glad that it worked out.  I 
learned it is important to convey one’s intention 
to others properly when we are overseas.  

My host family gave us a warm welcome, 
making me feel at ease.  I hope to see them 
again.

On the fourth day we visited JICA volunteers 
working in Malaysia.  We learned that they have 
been working on a worthwhile project.  Despite 
a lot of hardship, they are working hard to meet 
their objectives.

On the fifth day we visited the NEWater 
Visitor Centre of Singapore.  Water is precious 
all over the world and especially in Singapore, 
very precious.  We learned that Singapore has 
various systems to secure water.  After that, we 
went shopping in China Town accompanied 
by students of University of Singapore.  It was 
a lot of fun.  They took us to the shops they 
recommend.  I was glad that I used English 
words that I know and it worked.

I learned so many things through the study-
trip.  I used to take it for granted that we 
live a convenient and comfortable life.  But I 
realized it does not go that way everywhere.  In 
addition, I really felt that we can communicate 
with people all over the world with some 
command of English and even take a leading 
role internationally.  I will make the most of 
what I have learned through this trip to make 
my dreams come true in the future.  I should 
not waste the experience I got.  I really thank 
Ms.Tokinori and Mr.Takisue from Yamaguchi 
City Hall for taking us to the study-trip.  I also 
appreciate friendship of the delegates and 
support from my parents.

山口大学教育学部附属山口中学校１年　藤　村　　　輝　Hikaru Fujimura
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研修で学んだこと
僕は、この研修に参加できて本当に良かった

と思いました。なぜ良かったかというと、日本
と異国の違いがよくわかったからです。

まず、シンガポールに来て見たかったものが
あります。それは、マリーナベイ・サンズで
す。テレビなどでよく放送されているのを見て
日本にはありえない超高層ビルの上にプールが
あるなんてすごいなあと思い、いつか実際に
行ってみたいと思いました。見てみると夜の時
ライトアップでただ青いだけではなくうすい
青・こい青などの少しちがった青を変わらせな
がら当てることで、とてもきれいに見ることが
できました。もう１つ見たかった物があって、
それは、マーライオンです。マーライオンにつ
いて現地で知った事があります。なんとマー
ライオンは７つあるそうです。これは、NGEE 
ANN POLYTECHNICの学生さんとの交流をし
た時にいくつかのクイズをしてそこでおしえて
もらいました。他にもこの交流では、シンガ
ポールの事をたくさん知れて良かったです、１
つおどろいたことがあります。僕達はけん玉を
おしえていたのですが、学生さん達は初めてな
ので「大皿」「小皿」「中皿」までしかできない
と思っていたら「飛行機」や「とめけん」もで
きる学生さんもいてすごいなと思いました。

次は、日系企業
の訪問に行きまし
た。この企業は医
療機器の製造販売
を お こ な っ て お
り、シンガポール
で仕事する事での

メリットなどを教えてもらいました。
次に、マレーシアに行きました。入国の際、

シンガポールに入国する時よりもすごく簡単で

少しおどろきました。マレーシアでの昼食はカ
レーを食べました。その時僕達の出したお金が
大きすぎておつりがなくて店の人が困っていま
した。すると、他の店の人が助けているのを見
てマレーシアの人々はとてもやさしいのだと思
いました。

ホームステイでは、さわりごこち良い長そ
で、長ズボンの衣装を貸してもらいとても気持
ち良く眠ることができました。料理を食べる前
に日本の合掌のようなものを言い料理はとても
おいしかったです。

シンガポールに再入国後、NEW WATER の
見学に行った。見学してみて浄水の大切さがわ
かり日本の公園の水が飲めることのすごさを改
めて感じました。

僕はこの研修で、外国の良さがわかったのと
同時に日本がどれだけ良い国で住みやすいかが
よくわかりました。また、面積が山口とほぼ同じ
なのに山口よりシンガポールが発展していておど
ろきました。なので、これからはこの研修で学ん
だ事をいかして、生活につなげていきたいです。

団員訪問記

この度は、山口市の、活動の一員として参加させ
ていただいたこと、親元を離れ異国文化の交流とい
う経験が出来た事を大変有り難く思っています。事
前準備をする中で不安はありませんでしたが、いざ
出発してから、戻るまでは、音を上げていないか！
心配になりました。しかし、帰ってきた子供の顔を
見て、いい旅をしてきたんだとわかりました。数日
一緒だった仲間と、名ごり惜しい様子。いくつかの
ミッション、PR 活動や英語での交流は、緊張もし
たし簡単ではなかったけれど、外国の方々が興味を
もって聞いてくれ、自分たちも日本以外の国の様子
を感じることが出来、良かったよと。私も良かった
ね！と思いました。私たちも行っていない場所へ子
供を連れていってもらったおかげで、私たちも勉強
できました。お世話下さった方々には感謝の気持ち
でいっぱいです。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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What I Learned through the Study-Trip
I am glad that I participated in the study-

trip because I learned how different things are 
between Japan and foreign countries.

I wanted to see Marina Bay Sands and finally 
I made it.  I only knew Marina Bay Sands by 
watching it on TV in Japan.  A swimming 
pool is located on the top of an incredibly high 
building, which I cannot imagine having that 
kind of thing in Japan.  The Marina Bay Sands 
is lit up in the evening by subtle gradations of 
color from pale to dark blue, which attracts 
visitors.  It was very beautiful.  I had one more 
thing that I had wanted to see in Singapore.  It is 
Merlion.  I had an interesting finding regarding 
Merlion.  I came to know that there are as many 
as seven Merlions in Singapore.  I learned it 
through a quiz when we had an exchange with 
students of NGEE ANN POLYTECHNIC.  We 
had good time interacting with students of the 
school.  We showed how to play Kendama as 
part of Japanese culture.  I thought it was their 
first time to play Kendama and that it would be 
good if they could do big cup, small cup, and 
bottom cup.  To my surprise, some students 
could do hikoki and tomeken.  They were very 
good at playing Kendama.

Next, we visited a Japanese-affiliated 
company.  This company produces and 
sells medical instruments.  We learned 
what the Japanese company benefits 
from operating in Singapore.

We crossed the border to enter 
Malaysia.  I was surprised that the 
immigration procedure was far simpler 
than entering Singapore.  When we 

bought curry for lunch, the bank note we paid 
by was too big.  The stall staff had no change.  
Other stall staff looked at us and helped him 
with change.  I thought they were kind to each 
other.

At my host family’s home, I was provided 
with a very comfortable costume with long 
sleeves and pants.  I slept well wearing in it.  
We offered a kind of short prayer before a meal.  
The food was very delicious.

We re-entered Singapore and visited the 
NEWater Visitor Centre.  After observing 
the facility, I realized water purification and 
treatment is indispensable and that we are 
blessed with accessible clean drinking water at 
parks in Japan.

Through the study-trip to Singapore and 
Malaysia, I learned a lot of positive aspects of 
these two countries, and at the same time I 
realized how comfortable and convenient it is to 
live in Japan.  In addition, Singapore only has 
an area of the same size as Yamaguchi, but the 
economy is far more advanced than Yamaguchi.  
I will make the most of what I learned through 
the trip in my life.

山口大学教育学部附属山口中学校１年　山　下　鉄　心　Tesshin Yamashita
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シンガポール・マレーシア訪問記
はじめに東南アジア派遣青少年訪問団の全日程を

無事終了し、訪問団一同実りの多い時間を過ごす
ことができましたことを大変喜ばしく思います。

本事業は国際社会において将来の活躍が期待さ
れる人材の育成を目的とし、近年におけるアジア
の経済発展の中心地であるシンガポールを中心
に、隣国のマレーシアでの農家民泊など英語を用
いた異文化交流を行うものであり、今年で３回目
の実施となりました。

英語や海外へ強い関心を持つ８名で結成された
本訪問団は、歴代訪問団と比較して若いメンバー
での構成となりましたが、事前研修などを通して
海外への旺盛な好奇心が垣間見られるなど、大き
な期待を抱かせてくれるメンバーでありました。

慣れない環境に身を置くことに内心では不安を
感じていたことと思いますが、現地の温かい人達
との出会いや美しい風景や美味しい食べ物を堪能
し、リーダーを中心に一丸となって、言葉や文化
の壁を乗り越えることができたことは、それぞれ
大きな自信となったことと思います。寝食を共に
した仲間とのかけがえのない絆とともに、シンガ
ポール・マレーシアは特別な国の一つとなったこ
とと思います。

随行員の視点から訪問団員が本事業で得られた
経験は大きく二つあると考えます。

一つは、能動的な異文化コミュニケーションです。
今回の訪問では、NGEE ANN POLYTECHNIC、モ
ンフォート青少年センター、星日文化協会など様々
な年齢や立場、英語や日本語への姿勢が異なる環
境の中で、山口市および日本文化の紹介を切り口に
交流を図ることが大きな柱となっていました。うま
く英語に訳せない歯痒さや身振り手振りでコミニュ
ケーションが通じた時の喜びや驚きなど、試行錯誤
を繰り返す中で、チャレンジした者にしか得ること
ができない肌感覚を感じることができたのではない
でしょうか。マレーシアの農家民泊では、異国の民
家で一晩を過ごすという大人でも怯んでしまうよう
な環境のなかで、村の人たちの温かい笑顔に迎え
られ、笑顔の絶えない時間が続きました。帰り際に
は涙を流す団員がいるほどでした。海外への通信や
渡航の敷居が低くなった昨今においても、中学校・
高等学校在籍時にこれらの体験ができたことは、今
後のアドバンテージになると確信しております。

そして二つ目は、海外で働く日本人の諸先輩方と

の交流です。今回の日程では、海外へ事業展開を
されているTerumo Asia Holdings Pte.Ltd.の訪問や
JICA海外青年協力隊員の活動視察、CLAIRシンガ
ポール事務所の職員に同行いただくなど、海外の
第一線で活躍される日本人と接する時間が多くあ
りました。外国語を自在に操る姿に目を輝かせ、
質問も多く飛び交うなど国際社会で働くことにより
一層関心を強めていたように見受けられました。
職場の雰囲気や仕事の内容、どのような経歴の人
が、どのようなやりがいを持って取り組んでいるか
など、現地の日本人の生活スタイルの話を楽しく
聞きながら、将来自分が目指す姿がおぼろげなが
らでもイメージできたのではないでしょうか。

また、今回の研修を通して、訪問団員一同日本
では当たり前の常識や日常との差を顕著に感じた
ようでした。普段気づくことが難しい日本の良さ
や課題など「世界の中の日本人」としてのアイデ
ンティティを少なからず意識してくれていたよう
に思います。今後、様々な人種や民族、宗教が入
り混じる国際社会の中で他者との違いを理解し、
多様なバックグラウンドを尊重しながら、自分の
武器となり、満足できるようなコミュニケーショ
ンをとるための第一歩となることと思います。

最後になりましたが、クレアシンガポール事務
所の古谷さん、杉田さんをはじめ、本事業の実施
にあたりまして、ご協力をいただきました関係各
所の皆様に深く御礼を申し上げます。

今回の事業が団員の一夏の大切な思い出となる
ことを祈ると同時に、将来山口市や日本を代表す
る人材へと成長されることを切に願います。また
海外との交流をはじめ、様々な分野へ関心を持
ち、行動するきっかけとなれば幸いに思います。

団員訪問記 山口市総務部市民税課　瀧　末　　　翼
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東南アジア青少年訪問団報告書
昨年度に続き３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、クレア、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１年６名、中学２年１名、高校生１
名で構成され、シンガポール・マレーシアを訪問し
時間を重ねるたびに、リーダーのもと団員同士の絆
も深まり、チームワークの良い訪問団へと成長して
いきました。

シンガポールのニーアンポリテクニック（日本の
高等専門学校のような教育機関）では、15,500人を
超える16〜19歳までの学生が、ビジネス、会計、デ
ザイン、環境、工学、映画＆メディア、人文＆社会
科学、情報技術をはじめとする49の専門課程の中か
らそれぞれが専攻する課程で学んでいました。

団員たちは、日本語を学ぶ学生たちと互いの国の
文化を紹介し合うとともに、一緒に食事を囲み、身
近な話題など英語でコミュニケーションをとりなが
ら、親しく交流することができたようです。

また、学校の敷地内にある施設「ダイアログ・イ
ン・ザ・ダーク」で、白い杖を手に視覚障害のある
ガイドの同行で暗闇を進み、飲み物を購入するなど
目が見えない状態での日常の環境を体験することが
できました。

1964年の設立以来、約50年にわたり日本語教育、
文化交流、青少年交流に取り組んでいる星日文化協
会を訪問し、同世代の青少年とテーマ別にグループ
に分かれて交流することができました。シンガポー
ルの青少年は、日本のアニメや歌手に興味があり、
日本語を学ぶきっかけにもなっているようです。

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
の生徒たちのうちの２名が、マレーシアの文化につ
いてパワーポイントで紹介してくれました。また、
石山隊員からは、これからグローバルな人になるた
めに必要なものは、英語力ではなく、どこに行っ
ても理解できる「適応性」とどこに行っても慣れる
「順応性」であることや、今後さらに国際協力の活
動をしていきたいなどの夢について熱く語られまし
た。

山口市の団員は、センターの生徒や職員に抹茶を

ふるまい、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エア・ヒタム村では、
歓迎セレモニーの後、村の人々から、マレーシアの
料理や手芸について手ほどきを受けました。カンポ
ンステイでは、トイレやお風呂などの生活環境の違
いに戸惑いはあったものの、美味しい料理やお菓
子、民族衣装の着付け、マレーシアの遊びを一緒に
するなど、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す。言葉は通
じなくても、相手と親しくなりたいという気持ちを
持って向き合うことで、相手を理解し受け入れるこ
とができると思いました。

シンガポールで活躍されている日系企業への訪問
では、荒瀬社長から海外駐在での経験談や海外で働
くことの意義や難しさ、アドバイスをいただきまし
た。さらに、海外で仕事をする心構えとして「和し
て同ぜず」、仲良くするけど、同じになる必要はな
いなど、団員たちにとっても、将来「海外」で働く
ためには、何が必要なのか自分で考える機会になっ
たと思います。

最後に、今回の研修で、団員たちは、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、日本とは異なる言語や文化、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改めて
知ることができたと思います。また、相手に日本文
化や山口市について伝えるためには、もっと勉強す
る必要があると感じたことと思います。今回の研修
の経験を自分の将来へ役立てる一歩にしていただき
たいと思っています。

団員訪問記 山口市国際交流室　時　乗　鈴　代
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ニーアンポリテクニックの先生、生徒の皆さん
テルモアジアホールディングス社の皆さん（写真①）
星日文化協会のタン会長、皆さん（写真②）
カンポンステイ先のアヤ・ヒタム村の皆さん（表紙）
JICA青年海外協力隊の石山さん（写真③）
モンフォート青少年センターの先生、生徒の皆さん
マレーシアのガイドさん（写真④）
ニューウォーターの皆さん
まちあるきの大学生さん
山口大学のマレーシアからの留学生　チャン カー イーさん（第２回研修会）（写真⑤）
山口市ふるさと産業振興課　金子さん（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⑥）
国際交流室の石田さん（英会話講座）

〜 お世話になりました 〜

団員の皆さんは、事前研修を経て実地研修に取り組み、目的を達成できたと思います。
６日間の研修でしたが、これから先の将来、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

　　　バクテー
　　　　　　　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　ローヤル＠クイーンズ）
　マレーシアでのカンポンステイ（アヤ・ヒタム村）

写真③写真①

写真④

写真②（タン会長）

写真⑤ 写真⑥
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