
16

団員訪問記 山口県立山口高等学校３年 細　井　七　恵

帰国後の保護者の感想
　昨年、親子で海外の大学を視察したのですが、

何か話したいときでも親の後ろに隠れているよ

うなところがありました。今回の訪問では最年

長と言う責任感も手伝って、リーダーシップを

発揮して積極的に活動しなければと考えていた

ようです。帰国してからしばらくは体験談をう

れしそうに語る毎日でしたし、現地で知り合っ

た方々とは今も連絡し合っているようです。娘

にとってはまさに血となり肉となる貴重な体験

でした。ありがとうございました。

　初めて行くシンガポールとマレーシア、ずっ

と出発が待ち遠しかった。４泊６日という短

い時間で多くのものを得ることができた。

　シンガポールでは初めの２泊をホームス

ティではホストファミリーの方とだけでなく、

ホストファミリーの友達ともたくさん交流で

きた。たくさんの名所も案内してもらった。

　テマセク・ポリテクでは同世代のシンガポー

リアンの人たちと友達になった。日本とシン

ガポールの学校や教育制度の違いを学ぶこと

ができた。学校の敷地はとても広かったが、い

たるところに環境への配慮がなされていたの

が印象に残った。また、一つの学校で多岐に

わたる分野を学べるというのにも驚いた。シ

ンガポールが教育に重きを置いているのがよ

く分かった。日本を好きな学生との交流では、

自分がいかに日本をきちんと知らないかを痛

感した。海外に出て自国のことを聞かれたと

きにきちんと答えられないのは悲しいと思っ

た。でも、そこで知り合った人たちとは今で

も連絡を取り合っているのでうれしい。

　マレーシアで訪問した小学校では、言葉の

壁を痛感した。子どもたちはほとんど英語が

通じなかったので小学校の先生に通訳をして

もらい、交流を図ることができた。身振り手

振りと先生の通訳のおかげで通じ合うことは

できたけど、私がマレー語を喋れたらどんな

によかったかと思った。同じようなことは川

上さんの知り合いの先生の家でも思った。同

世代の人がたくさんいるのに言葉が通じない

から喋れない。話したいことがあるのに伝え

られない。このとき手話を覚えたいと思った。

　企業訪問では、私は将来海外に出て働きた

いと思っていたので、実際に海外で働いてい

る方の話を聞くことができてよかった。シン

ガポールだけでなく、もっとたくさんの国に

日本のいい印象が広まるといいなと思った。

　そして特に印象に残っているのは、マレー

シアでココナッツジュースを飲んでいたとき、

偶然昔徳山で働いていた人に出会ったことだ。

こんな偶然があるのかと驚いた。世界はつな

がっていると実感した。

　今回の派遣を通じて自分はたくさん成長す

ることができた。成長できたところをこれか

らの生活に活かしたい。また異文化体験を通

じて語学力の大切さが分かったが、企業訪問

で藤永さんがおっしゃったように、伝える内

容も深みのある人間になりたいと思った。マ

レーシアとシンガポールで学んだこと、日本

にあるものが全てではなく、世界には自分の

知らないことがあふれているのだということ

を周りの人に伝えていきたいと思う。また、５

日間の海外生活で分かった日本の良いところ

も大切にしていきたい。

～ 異文化と自文化の理解 ～
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訪問の思い出
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団員訪問記

帰国後の保護者の感想
　今回は、息子にとって初めての東南アジア滞在で、帰
国後、たくさんの体験談を聞きました。その様子から、
一週間の経験で得たことは、次の２つではないかと思い
ます。
　まずは、何より視野が広がったことです。これまでに
訪れた韓国やイギリスと、食文化、街の雰囲気、そこに
暮らす人々の様子などを比べながら、伝統の重みや発展
を続ける国の勢いなどを肌で感じてきたようです。例え
ば、緊迫した国境近くに滞在し、平和な日本を感じた韓
国、街全体から歴史を感じたイギリス、高級ホテルが建
設され、整備が続くシンガポール、「昭和のにおいがする」
マレーシア郊外と、その国に漂う空気から、世界に様々
な状況があること学んでいるのではないかと思います。
特に、「食」には大きな興味をもっており、今回は、同
じアジア人でありながら、あまりの味付けの違いに驚き、
和食の繊細さを知ったようです。
　今年、日本は戦後70年でしたが、シンガポールは建国
50年の節目を迎え、街の至る所に「ＳＧ50」というポス
ターを見かけたようです。新しい国でありながら、発展
を遂げているシンガポールの街の様子は想像以上だった
ようです。外国の情報は、いくらでもインターネットな
どを使えば得られる時代ではありますが、実感を伴って
自分で学んだことこそが、先につながっていくのではな
いかと改めて思いました。その点からも、このような機
会を与えていただけることに深く感謝するばかりです。
　２つ目は、新しい人たちとの出会いを楽しめるように
なってきたことです。息子は、積極的に自分から話しか
けることがあまり得意ではなく、新しく出会う人たちの
前で自己紹介をしたり、交流をしたりするというのは大
きなチャレンジだったと思います。周囲の方々には、多々
御迷惑をおかけしたのではないかとも思います。しかし、
仲間のみなさんに助けていただき、自分なりにどのよう
に話せばよいかを考えながら、緊張の場面を体験し、乗
り越えたことで、自信を得たように感じます。国を問わ
ず、多くの人と接しながら、共に生きる力が求められる
今、良い挑戦をさせていただいたと思います。
　２学期が始まり、いつもの高校生活に戻っています。
生活の中で、目に見えて、何かが大きく変化したという
ことはないのですが、この貴重な体験は心の糧となり、
先の大学生活や社会人として働く中で、必ず生きてくる
ものと思います。このような機会を与えてくださった山
口市、国際交流室のみなさま、ホームスティでお世話に
なったチアさんご一家、現地での研修を支えてくださっ
た全ての方々、そして、仲間のみなさんに心から感謝申
し上げます。ありがとうございました。

　僕はこの研修に参加して本当に良かったと思っている。そ
れは現地で活躍されている日本人の方のお話を聞き、異文化
を自分の目で、耳で、肌で感じる事ができ、様々な人と交流
できたからである。
　現地の日系企業訪問では、ASPOの藤永さんからは「思い
がなければ意味がない」「海外では自分の考え、主張を持つ事
が大事」「他人よりまず自分を知る」といった海外でビジネス
をするためのコツを学んだ。MEDIA JAPANの訪問では、内
藤さんの「目標は高く、自分で限界を決めない」「自分の背中
は自分で押す」「努力をすればなんとかなる」といった言葉で、
何事も自分次第なのだと知る事ができた。藤永さんも内藤さ
んも努力したからこそ今があるのだと実感し、僕も自分の夢
に向かってできることは全てやろうと改めて思った。
　シンガポールの学校訪問では驚きの連続だった。施設の大
きさや設備はもちろんのこと、僕が最も印象に残ったことは、
そこで学ぶ学生全員が生き生きとしている事だ。自分たちで
充実したキャンパスライフを楽しんでいるんだなぁと思った。
自己紹介の時は自分にとっては苦手なことで緊張したが、′I’
m very shy′と正直に言ったおかげで、向こうから話しかけ
てくれて、とても楽しい時間になった。気持ちは伝わるのだ
と安心した。また僕の知らない日本のアイドルや漫画、アニ
メなどを知っていて驚きだった。みんな日本語が上手で、僕
も彼らとたくさん話せるようにもっと英語を勉強したいと
思った。
　次に訪れたマレーシアでは、まず陸路での入国が初めてだっ
たのでとても緊張した。その国境を毎朝越えて通勤をしてい
るマレーシアの人がたくさんいると聞いて驚いた。最初に行っ
たマラッカ市内では、オランダ広場やセントポール教会でマ
レーシアの戦争と他国からの侵略の歴史を学ぶことができた。
スルタンパレスの博物館ではイスラム教独特の文化を知るこ
とができた。そこで、JICAの川上さんと会った。川上さんは
とても明るく生き生きとしていらっしゃって、僕らと歳が変
わらないのではと思ってしまうほど若々しく見えた。前向き
に、生きがいをもって活躍されている方の表情は素晴らしい
と感じた。僕もそうありたいと思う。また、マレーシアで出会っ
た障がい者の方々はとても明るく前向きで、全くハンディ
キャップを感じさせなかった。素晴らしい様々な人との出会
いが僕の考え方を変えてくれたと思う。現地の小学校訪問で
は、紙芝居やおりがみをいっしょにしたり昼食に現地の料理
を食べたりしてとても楽しい時間を過ごす事ができた。行く
前は、自分のマレー語が伝わるかどうか、何より紙芝居をし
たことがなかったので不安しかなかったが、一生懸命聞いて
くれる様子をみて、嬉しかった。自分も「やればできる」と
自信がもてた。料理は、ラマダン開けの日本でいう「お正月」
料理のようなものだということであった。自分たちのために
作ってくださったということで、本当にありがたいと思った。
国をこえて、人の温かさを感じた。
　最終日に行ったシンガポール観光では、チャイナタウンで
は買い物をしたり人生初のドリアンを食べたりした。マリー
ナベイサンズは今は手の届かない贅沢な世界だった。いつか
自分の力で来たいと思った。いろいろな文化や世界でも珍し
い高級ホテルなどが混在している不思議な国だと思った。
　この一週間を通して、本当にたくさんの人に支えてもらっ
た。ホストファミリーのチアさん一家は初対面の僕たちのこ
とをまるで家族のように温かく迎えてくれ、そして朝から夜

まで様々なところに連れて行ってくださった。セントーサ島
で観光したりBBQをしたり、チアさん一家のおかげでとても
楽しい思い出を作る事ができた。また一緒に行った３人のメ
ンバーにも感謝している。
　最後にこの研修でお世話になった柳井さん、原田さん、金
子さん、本当にありがとうございました。とても良い経験に
なりました。この経験を日々の生活に生かし、大きな自分に
なれるよう、夢に向かって突き進んで行こうと思います。あ
りがとうございました。

～ 研修を終えての感想 ～

野田学園高等学校２年 吉　松　将　士
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団員訪問記

帰国後の保護者の感想

　タイトルの通りこの６日間は本当に充実し

ていた。私は地理が好きで、外国の文化を肌

で体験したくてこの訪問団に応募したのだが

充分達成できた。

　この６日間あったことを書いていったら書

ききれないが私が一番印象に残り楽しかった

のは、マレーシアでアイル　バルッ小学校を

訪問したことだ。シンガポールは中国系の人

が多く肌の色や顔立ちが日本人と似ていたが

マレーシアの人たちは結構ちがった。小学校

を訪問してはじめての歓迎セレモニーで民族

衣装を着た子供たちが歌をうたったりおどり

をおどってくれたりしてうれしかった。それ

から紙芝居と習字体験と折り紙の日本のアク

ティビティをした。習字を実際に現地の方に

紹介して体験してもらうことができて本当に

うれしかった。私がびっくりしたのは、半紙

を渡すと半紙を横向きにして書きはじめる子

どもたちが何人かいたことだ。マレーシアの

子供たちはあまり英語が分からないらしく、説

明することができなくて苦戦した。折り紙は

初めに説明した紙飛行機が大好評でピョン

ピョンかえるは断念。けど紙飛行機を楽しそ

うに飛ばす子供たちの顔が生き生きとしてい

て嬉しかった。その後お昼ごはんを食べた。た

くさん料理して下さっていたけれど多くて全

部は食べきれなかった。ダチョウ？かガチョ

ウ？のお肉が出されたことには衝撃をうけた。

マレーシアではシニア海外ボランティアの川

上さんに会って活動のことなど色々お話をき

いた。今まで私はＪＩＣＡについて何も知ら

なかったけど、事前研修や川上さんの話でＪ

ＩＣＡに興味がわき、将来青年協力隊に参加

したいと思った。日本人が全然いない異国の

土地で一人で活動する川上さんはとてもたく

ましかった。こういう生き方もあると知り、自

分の視野が少し広がった。またシンガポール

では日系企業を２社訪問した。その時の話の

中で、海外では自分の考えを聞かれることが

多く自分の考えをしっかり伝えられるように

しておいた方がよいという話があった。国際

人としてそれはとても大切なことだと思った

し、この日本の中で過ごしていてもそれは大

切なことだろうと思った。

　今回の訪問団では沢山の人と出会い、様々

な貴重な体験をさせてもらった。日本では決

してできないようなことも沢山あり、自分を

成長させることのできるような旅でした。今

回の訪問にあたって、行くことを許してくだ

さった家族、ホームステイを快く引きうけて

くださったチアさん一家、私たちのお世話を

たくさんしてくださった原田さん、柳井さん

など市役所の方々やガイドの方には感謝して

もしきれません。これから色々なことに挑戦

して世界に通用する人になりたいです。

～ 充実した６日間 ～

山口県立山口高等学校２年 岡　嶋　夏　未

　もともと英語などの言語に興味があったわけ
ではなく、山口市とは違う土地の暮らし方など
の文化について興味があって参加したようで
す。そのため、現地であまり得意ではない英語
が通じず困っているだろうと心配していました
が、何とかなったようです。
　参加後は、新聞やテレビなどに、訪問先も含
めた海外の情報が出てくると、本人は勿論のこ
と、家族みんなが、それに関連した話をするよ
うになりました。
　時間にルーズで、整理整頓が苦手で興味のあ
ることを見つけると周りが見えなくなる日常生
活を見ていると、訪問団のみなさんには、本当
にたくさんのご迷惑をかけてしまったのだろう
と思います。しかし、多くの刺激を受けて帰っ
てきてひとまわり成長したと思います。
　大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。
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訪問の思い出
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団員訪問記

～ ありがとう ＳＧＰ＆ＭＹＳ！ ～

山口県立山口高等学校１年 藤　本　悠　巴

帰国後の保護者の感想

　日本に帰ってきて、また絶対シンガポール

に行く！と何度も思わされるようなとても充

実した研修でした。

　シンガポールに到着し、まず驚いたのは、建

物が高いということです。どこを見渡しても

高層ビルばかり。国土面積が狭いので、建物

が高いというのは聞いていましたが、想像以

上でした。

　ホームステイではチア家に滞在させていた

だきました。チアさんはとても明るく、最初

からろくに会話も成立しない私にもフレンド

リーに接して下さり、とてもやりやすかった

です。話しかけられても聞き取れなかったり、

うまく返せなかったり、自分の語彙力のなさ

にもどかしい思いもしました。しかし、チア

さんたちのやさしさに救われ、日本語か話せ

るというジミーさん、先輩たちの存在がとて

も心強かったです。２日間という短すぎるホー

ムステイでしたが、人との出会いのあたたか

さを感じました。

　マレーシアでは、シンガポールとの違いに

ただ驚かされることの連続でした。一番はト

イレです。トイレの中に水の入ったバケツや

ホースが置いてあり、床が水浸しという状況

に衝撃を受けたことは今でもよく覚えていま

す。ほかにも、車道の両脇に広がるヤシの木

のプランテーション、物価の安さなどシンガ

ポールとのギャップを強く感じました。また、

ひょんなことからシニア海外ボランティアの

川上さんの知り合いの方のお宅にお邪魔させ

ていただく機会がありました。スケジュール

の中では会う予定ではなかった人たち、もし

かしたら一度も会うことがなかった人たちと

も交流することができ本当によかったです。

　この研修を通して、シンガポールの魅力、マ

レーシアの魅力を知るとともに、今まで感じ

もしなかった日本の魅力も発見することがで

きました。シンガポールとマレーシアで過ご

した５日間は、人との出会いの素晴らしさ、文

化の違い、コミュニケーションをとることの

難しさ、たくさんのことを教えてくれました。

また、将来留学したいという目標もできまし

た。ただ、英語がもっとうまく話せたらよかっ

たなと思います。日本に帰ってきてから、ホー

ムステイであのときもっとたくさん話してい

ればよかったな、あんなこと聞いてみればよ

かったなと思うことがたくさんありました。こ

れからもっと英語を勉強し、次会う時にはき

ちんとコミュニケーションがとれるよう頑張

ります。

　今回この研修に参加し素晴らしい経験をす

ることができました。本当にありがとうござ

います。この経験を無駄にせず、今後の進路

に役立てていきたいと思います。

　今夏、市内で行われた世界スカウトジャンボ

リーで憶することなく外国人に話しかける娘を

みて、驚き、頼もしく思いました。

　今回の研修に参加して、こちらに伝えようと

いう気持ちと努力があれば相手もそれに応えて

くれるということがわかったのだと思います。

　そして、通じ合えた時の喜びも。

　ホストファミリー、現地の方だけでなく、現

地で仕事をされている日本人の方との出会いに

も刺激を受けたようです。

　このようなすばらしい機会を与えていただ

き、ありがとうございました。
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団員訪問記

～ 東南アジア派遣青少年訪問団報告書 ～

市総務課 原　田　圭　子

　本市にとって、
シンガポール・
マレーシアへの
青少年訪問団派
遣は今回が初の
試みとなります。
平成26年度から
具体的な準備を

始め、本市の国際交流室担当者の熱意、一般財団
法人自治体国際化協会シンガポール事務所へ派遣
されている本市の職員、及び多方面に亘る在シン
ガポール及び在マレーシア等の関係者の皆様から
の御支援、御協力により実現できたこと、そして、
参加された生徒の皆さんにとっては、将来や海外
への関心を深める上で大変意義深い訪問になった
ことに深く感謝申し上げます。
　中でも、現地との調整においては、言葉の問題
を除外しても、日本の行政の感覚とは異なり、担
当者が長期休み等で連絡がつかない、時間に余裕
をもって交渉を始めたはずが、設定した期限を過
ぎても何も決まらない、また、確認したはずのこ
とが間違いであったりした対応に、担当者は度々
頭を抱えていました。メールや電話等によって、
昔よりも海外との遣り取りが容易になったとはい
え、こうした多くの意思疎通の困難や紆余曲折が
調整の際にありました。今となっては海外との遣
り取りの洗礼を受けた良い経験として笑い話の一
つです。
　また、今回はシンガポール及びマレーシアで活
躍されている山口県出身の方、JICAシニア海外
ボランティア隊員に現地でのお仕事や活動状況を
お伺いする機会がありました。
　今回の訪問団の生徒の皆さんのように、学生の
頃から海外で働くことを視野に入れてはいなかっ
たけれど、自分の出来ること、または関心のある
ことを突き詰めて考え、機会を得たことが海外で
働くことに繋がっており、語学力があるから海外
で働いているということではありませんでした。
自分の専門分野を活かせる場が海外だったという
お話でした。
　もちろん、語学力は自分の持てる一つの武器と
なるので、勉強するに越したことはありません。
自分が市役所に就職した時も、まさか仕事で海外
に行く機会があるとは、夢にも思っていませんで
した。ところが、日本国内においても語学力が必

要とされる機会は徐々に増えています。生徒の皆
さんが社会に出ることは、日本国内においても、
国際化が進み、語学力が求められることが増えて
いることでしょう。また、宗教、文化や習慣の違
いにとまどうことも増えるかもしれません。
　特に、マレーシアの現地の学校を訪問した際に
は、とても温かな歓迎とおもてなしをいただきま
した。そして、その日の夜に先生のお宅を訪問さ
せていただいた際には、卒業生が大勢で先生に会
いにくるという場に居合わせました。年１回集ま
れる人数だけではあるけれど、必ず先生に会いに
来るそうです。事前に連絡もなく、いきなり会い
にくるんだと先生も笑っておられましたが、学校
の児童も卒業生も先生に対して、「あなたを心か
ら敬います」と挨拶する姿がとても眩しく感じら
れました。今回の訪問の調整段階では日本流に仕
事は進まなかったけれども、その裏に家族や友人
と過ごす時間を大切にする心や他者への思いやり
があるとするならば、どちらが幸せなのか悩まし
く思います。
　今回の訪問団員は４名という少人数だったこと
もあり、とても濃密なプログラムになった中、生
徒の皆さんにはとても真摯に取り組んでいただき
ました。体力的にも厳しい内容だったかもしれま
せんが、この訪問記や写真を見る度に、楽しかっ
たこと、英語での会話に苦労したこと、もしくは
自分に自信を持てたこと等、様々な記憶が一緒に
蘇ることと思います。約一週間という期間はとて
も短い時間ではありましたが、今回経験したこと
や感じたこと全てが感受性豊かな皆さんの将来の
糧になり、将来の希望や進路を定める上で一助に
なったのであれば幸いです。
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～東南アジア訪問記 ～

市国際交流室 柳　井　裕　之

　「東南アジア」そ
こにどんなイメー
ジを描くでしょう
か。
　年中暑いところ。
なんだか治安の悪
そうなところ。色々
な宗教があるとこ
ろ。たくさんの人
種、民族が存在す
るところ。色々な
イメージがあると
思います。
　でも、そのイメー

ジも自分で実際に体感したものではなければ、決
めつけることはできないのではないでしょうか。
　本市では中国済南市と鄒平県、韓国公州市と昌
原市との交流、ヨーロッパのスペイン・パンプロー
ナとの交流、そしてオースラリアへのホームステ
イと様々な国・地域との交流を行っています。
　今回の東南アジアへの青少年の派遣は新たな地
域との交流の第一歩となりました。
　東南アジアの経済、金融を牽引するシンガポー
ル、そして豊かな自然と都市が調和するマレーシ
ア。多様な民族、多様な文化・宗教が共生する姿
や、日本の国際協力の現場が学べるところ、海外
で活躍する山口県出身者と面会できるところ、そ
して英語でのコミュニケーションが可能な国とし
て研修先をシンガポールとマレーシアに決定しま
した。
　今回の訪問の一年前、自治体国際化協会シンガ
ポール事務所の協力のもと、事前の現地調査を行
いました。現地に行って初めて分かること、その
場に行かないと分からないこと、自身にとっても
大きな経験となりました。帰国し、準備を進める
中でも予定通りいったこと、いかなかった部分も
ありました。いずれにしても多くの協力者の協力
なしでは実現できなかったであろうと考えていま
す。同時に当たり前のように続いている本市の現
在の交流都市との友好関係は一朝一夕に築かれた
ものではないとも強く感じました。
　初めての事業であり、最終的な参加者は４名と
なりましたが、事前、事後あわせて６回の研修も
全員、真剣に取り組んでいました。学校訪問時も
現地学生に積極的に話しかけ、しっかりコミュニ
ケーションをとり、随行や現地の人々の言葉に耳
を傾け、体験のすべてを自分の今後に活かしたい
という意欲が見て取れました。
　ホームステイ先はとても歓待を受けたようで、
２日間という短い時間ではあったが、良い思い出

ができたようでした。（少し寝不足気味のようで
したが。）
　マレーシアへの訪問は陸路での国境越えとなり
ました。プランテーションが続く高速道路をマ
レーシアの歩んだ歴史を感じながら、マラッカへ
到着。オランダ広場などの世界遺産を見学し、山
口とも縁のあるフランシスコ・ザビエルの像が建
つセント・ポール教会跡も訪れました。
　マラッカ到着の夜には障がい支援のため派遣さ
れているＪＩＣＡシニア海外ボランティア隊員の
川上さんとの面会、そして川上さんのカウンター
パートのザイディ先生の自宅への突然のご招待。
先生を慕う卒業生の訪問も重なり、短時間でした
が、ささやかながら交流がありました。そして翌
日の派遣先の小学校訪問。かわいい児童に歌や踊
りで歓迎して頂きました。日本の歌も披露され、
私達を迎えるために、一生懸命準備をしてくだ
さった学校の先生方の心遣いがとても心に沁みま
した。こちらからはマレー語による紙芝居「やさ
しいともだち」の上演、書道の体験、折り紙の体
験と、現地の児童、先生にも楽しんで頂き、素敵
な時間を過ごせました。交流会終了後は先生手作
りのラダマン明けのハリラヤ・プアサのランチが
並びました。
　今回、この事業に行うにあたって、クレアシン
ガポール事務所の金子さん、留日留学生協会ジ
ミーさん、チアさん、ＡＳＰＯの藤永さん、メディ
ア・ジャパンの内藤さん、ＪＩＣＡシニア海外ボ
ランティア隊員の川上さん、マレーシアでの通訳
のエリックさん、そしてＪＩＣＡの小野さん、木
下さん、山口大学留学生のブラウニーさん、英会
話講座の石田さん、そして滞在中、随行としてサ
ポートして頂いた同僚の原田さん、その他たくさ
んの方々にお世話になりました。
　団員の皆さんは研修で学んだことを忘れずに、
またこの研修を通して知り合った仲間との友情を
大切に、また色々なことに挑戦してほしいと思い
ます。そしてこの事業に参加するために背中を押
してくださった日本の家族への感謝も忘れないで
ほしいと思います。いつか、国際社会で活躍でき
る人材として成長し、同時に、山口市のまちづく
りの一翼を担う
リーダーとして、
さまざまな舞台
で活躍してほし
いと思います。


