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旅程表 

 

行先：イギリス シェットランド諸島 

日程：平成２３年１０月２８日（金）～１１月６日（日） １０日間 

日次 日付 現地時間 場所 内容 

1 
10月28日

(金) 

12:00 新花巻駅集合   

12:22 新花巻駅出発 JR やまびこ 56 号 

15:24 東京駅着   

16:03 東京駅発 JR 成田ｴｸｽﾌﾟﾚｽ 39号 

16:57 成田空港駅着 出国手続き 

21:55 成田空港発 ｴｰﾙﾌﾗﾝｽ航空 AF277 でﾌﾗﾝｽへ 

    機中泊 

2 
10月29日

(土) 

4:15 ｼｬﾙﾙﾄﾞｺﾞｰﾙ空港着 国際線乗り継ぎ手続き 

7:15 ｼｬﾙﾙﾄﾞｺﾞｰﾙ空港発 ｴｰﾙﾌﾗﾝｽ航空 AF5050 でｲｷﾞﾘｽへ 

8:20 ｴﾃﾞｨﾝﾊﾞﾗ空港着 入国手続・税関審査後 

    国内線搭乗手続き 

9:45 ｴﾃﾞｨﾝﾊﾞﾗ空港発 Flybe BE6993でｼｪｯﾄﾗﾝﾄﾞへ 

11:05 ｻﾝﾊﾞﾗ空港着 ﾊﾞｽで本島中心地のﾗｰｳｨｯｸへ 

午後 ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ高校着   

    ﾎｰﾑｽﾃｲ 

3 
10月30日

(日) 

終日     

    ﾎｰﾑｽﾃｲ 

4 
10月31日

(月)  

午前 ﾗｰｳｨｯｸ ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ高校 

午後    Lerwick museum(博物館) 

     ﾎｰﾑｽﾃｲ 

5 
11月 1日

(火) 

終日  本島南部 Sumburgh Head(岬) 

    Jarlshoff(ﾊﾞｲｷﾝｸﾞの遺跡) 

    Scalloway Castle(古城) 

     ﾎｰﾑｽﾃｲ 

6 
11月 2日

(水) 

終日  本島北部 Eshaness coast(海岸) 

    Sullom Voe oil terminal(石油ﾀｰﾐﾅﾙ) 

    ﾌﾞﾚｲ高校訪問 

     ﾎｰﾑｽﾃｲ 

7 
11月 3日

(木) 

終日  Yell島 Gloup disaster memorial(慰霊碑) 

    Breckon sands(海岸) 

  Unst島 Muness Castle(古城) 

     ﾎｰﾑｽﾃｲ 
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8 
11月 4日

(金) 

午前 ﾗｰｳｨｯｸ ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ高校  

15:00   ｻﾝﾊﾞﾗ空港へ出発 

16:35 ｻﾝﾊﾞﾗ空港発 Flybe BE6779でｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝへ 

17:35 ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ空港着 ﾊﾞｽで市内へ 

夕刻 ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ市内 ﾏｷｭｱ・ｱﾄﾞｰ･ﾊｳｽ･ﾎﾃﾙ 

    ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ泊 

9 
11月 5日

(土) 

早朝 ﾎﾃﾙ発 ﾊﾞｽで空港へ 

4:00 ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ空港着 国際線搭乗手続き 

6:00 ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ空港発 ｴｰﾙﾌﾗﾝｽ航空 AF5553 でﾌﾗﾝｽへ 

9:00 ｼｬﾙﾙﾄﾞｺﾞｰﾙ空港着 国際線乗り継ぎ手続き 

13:30 ｼｬﾙﾙﾄﾞｺﾞｰﾙ空港発 ｴｰﾙﾌﾗﾝｽ航空 AF276 で日本へ 

  機中泊 

10 
11月 6日

(日) 

9:10 成田空港着 入国手続き 

11:15 成田空港駅発 JR 成田ｴｸｽﾌﾟﾚｽ 18号 

12:14 東京駅着   

12:40 東京駅発 JR やまびこ 61 号 

15:41 新花巻駅着   

    到着後、解散 
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派遣生徒名簿 

 

青少年海外派遣研修 

 学校名等 氏名 性別 

派遣生徒 

花巻市立花巻中学校   ２年 照井
て る い

 紅葉
も み じ

 女 

花巻市立花巻北中学校  ２年 細川
ほそかわ

 瑠流
る る

羅
ら

 女 

花巻市立花巻北中学校  ２年 八重樫
や え が し

 満里奈
ま り な

 女 

花巻市立西南中学校   ２年 佐藤
さ と う

 瑞穂
み ず ほ

 女 

花巻市立西南中学校   ２年 阿部
あ べ

 瑠
る

花
か

 女 

花巻市立大迫中学校   ２年 小綿
こ わ た

 尚人
な お と

 男 

花巻市立石鳥谷中学校  ２年 佐藤
さ と う

 杏
もも

恵
え

 女 

花巻市立東和中学校   ２年 菊池
き く ち

 友
ゆ

衣
い

 女 

引率教諭 花巻市立湯本小学校教諭 小椋
お ぐ ら

 孝史
たかふみ

 男 

コーディネーター 財団法人花巻国際交流協会 多田
た だ

 佳
か

苗
なえ

 女 
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 平成 23年度青少年海外研修派遣事業報告書 

 

研修先  シェットランド諸島                     

花巻市立 花巻中学校 2年  照井 紅葉     

 

１．研修課題 

シェットランドの人や文化に数多く触れ、自分の視野を広げる。 

 

２．課題設定理由 

私は、マイぺースだと自分でも思っています。人と同じスピードで行動することが苦手だか

らです。その原因は、自分の視野の狭さにあると思います。私は、海外派遣研修で、異なる文

化をもつ人々に、触れることで、自分の視野を広げたいと考え、本課題を設定しました。 

 

３．研修報告 

（１）コミュニケーションについて  

シェットランドの人たちは、心が暖かい優しい人たちばかりでした。そのことを強く感じ

たのは、次のようなシェットランドの皆さんの行動を見たからです。  

ドアを通る際は、どの人たちも私たちが、全員通り終わるまで、ドアを支えていてくれま

す。ドアが、閉まらないようにして、支えながら、待っていてくれました。私たちは“Thank 

you．”と言いながら、その人の前を通ります。そうすると、優しく微笑み返してくれました。

他にも、挨拶を返してくれるのは、当たり前なのですが、シェットランドの人々は優しく微

笑んでくれて、とてもうれしかったです。私は、人と人との関わりにおける笑顔の重要さを

学ぶことが出来ました。日本では、挨拶を返してくれる人はいますが、シェットランドの人々

とは違い、微笑んでくれる人は、そう多くはありません。私は、シェットランドの人々を見

習い、人と接する際に笑顔でいることを心がけたいと思います。  

（２）異文化を取り込む  

食生活は、日本との違いがとても大きく、非常に戸惑うことが多くありました。予想通り、

主食はパンが中心でした。じゃがいもも、よく食べていました。スーパーでは、パックの寿

司が売られていました。ホストファミリーの方に買っていただき、食べてみました。米の見

た目は、日本と同じでしたが、固くて驚きました。でも、恐らく、この固さが、外国人の口

に合うものだと思います。 

様々な国の文化を、自分たちに合う形に改良して、自国に取り込んでいく工夫は、どこの

国にもあるのだなと思いました。  

私は以上のような経験により、視野が広がったと思います。これまでの自分は、見慣れぬ

ことには、あまり興味を示さず、分からないことで終わらせていました。しかし、拒むばか

りでなく、改良し、自分の中にも取り込んでいこうという気持ちを持つことが大切だと思い

ました。  

（３）文化の違いと背景にある環境  

ホストファミリーの方と一緒にスーパーに行きました。日本の物よりずっと大きいカート
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にとても驚きました。レジには、ベルトコンベアがあります。買い物客は買う物を１つずつ

そのコンベアの上に置きます。すると、コンベアの上を流れて、レジ係の人のもとに届きま

す。一度に買う買い物の量が多いのでとても驚きました。シェットランドは、小さな町でス

ーパーが尐ないです。私がホームステイした家も学校まで、車で３０分くらいかかる場所に

ありました。町まで、とても遠い場所です。ですから、頻繁に買い物に来られないので、こ

のような買い物の仕方になるのだと思いました。  

 

４．感想 

予想していた通り、家の中は、靴で過ごしていました。お風呂は、浴槽にはつからず、シャ

ワーのみでした。日本と違う文化はこれ以外にもたくさんありました。そこで、私は他の国に

も、興味がわき、イギリス以外の国にも行ってみたいと思いました。たくさんの文化に触れ、

語学力を向上させ、さらに、視野を広げていきたいと思いました。 

 

５．その他報告したいこと・写真等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

アンダーソンハイスクールの皆さんと。 

ホストファミリー宅にて 

   ハロウィンのカボチャ作り 

遺跡にて 
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平成 23年度青少年海外研修派遣事業報告書 

 

研修先  シェットランド諸島                     

花巻市立 花巻北中学校 2 年  細川 瑠流羅   

 

１．研修課題 

英国シェットランド諸島の食事、自然や文化、学校生活を学ぶ。 

 

２．課題設定理由 

私は、人見知りが激しく相手によく合わせることがあり、自分の考えや思いを上手く伝える

ことが出来ません。そのような私が、この度、青尐年海外派遣研修への参加の機会をいただき

ました。この研修を通して、シェットランド諸島という英国の中でも最北端に位置する土地の

異文化に触れることで自分の短所を長所に変えたいと考え、本研修課題を設定しました。 

 

３．研修報告 

（１）シェットランドの食文化 

私が日本との違いの多さに戸惑い、慣れるまでに時間がかかったのが食事です。シェット

ランドでは、何回か外食をする機会がありました。シェットランドには、イタリアンや中華、

日本食のレストランもありました。そしてイギリスで有名な食べ物のひとつに「フィッシュ

＆チップス」というものがあります。「フィッシュ＆チップス」とは、白身魚を油で揚げた

ものとポテトが１つの皿に盛り付けられたものです。決して大きな街ではないシェットラン

ドにも「フィッシュ＆チップス」の専門店がありました。「フィッシュ＆チップス」がイギ

リス人にとって大切な食べ物であることがわかりました。外食で食べた物は、全般的に油っ

こい物が多かったです。ほとんどの物にサイドメニューとしてサラダがついていましたが、

その量は私が思っていたよりも尐なかったです。 

ホストファミリーとの食事でも、驚くことがいろいろありました。主食がなく、おかずだ

けということもありました。カレーを作ってもらったこともありましたが、私が普段食べて

いるカレーとは大きく違っていました。見ためは、スープカレーに近く、具材は角切りトマ

ト、ほうれん草、細かい卵とお肉、味は酸味が強かったです。食事の違いに戸惑う私を気遣

い、お米を食べさせてもらった時もありました。日本のお米とはだいぶ違っていましたが、

その気遣いがとても嬉しかったです。 

（２）シェットランドの自然や文化 

シェットランドには、たくさんの動物がいました。羊は人口の約 14 倍おり、その他にも

ポニー、ウサギ、ヤギ、アザラシなど様々な種類の動物がいました。そのほとんどが野生か

放し飼いされています。外はまるで動物園のようでした。朝には、ラジオからシェットラン

ドの伝統音楽が流れていました。曲調は穏やかなものが多く、明るい歌、静かな歌、様々な

歌が流れていました。 

伝統行事は日本より盛大に行われていました。私が実際に体験したハロウィンでは、ホス

トファミリーの兄妹とその友達何人かと一緒に仮装パーティーをしました。皆で仮装して、



- 7 - 

 

ハロウィンにまつわるショートムービーをビデオカメラで撮りました。初めは内容が理解出

来ず何をするのかわからなかったけれど、皆の輪の中に入ってみるとどういう内容のショー

トムービーなのか、どのように演技したら良いか、などを聞きとることが出来ました。とて

も思い出に残ったハロウィンとなりました。 

（３）シェットランドの学校生活 

シェットランドには学校が尐なく、今回はアンダーソン高校にお世話になりました。名前

は「高校」となっていますが、小学生から高校生までが通っています。日本のように何年何

組とクラスが分かれているのではなく学科ごとに分かれていました。私は、その学科の数の

多さに驚きました。日本のことや地震のことについて勉強しているクラスがありました。私

たちはそのクラスで、東日本大震災についてプレゼンテーションをしました。その後、質問

したり質問に答えたりして交流を深めました。アンダーソン高校の皆さんが日本のことをと

ても知っていたことに驚きました。 

 

４．感想 

私は将来、翻訳家になりたいと思っています。この研修を通し、自分の将来に活かせること

をたくさん見つけました。一つ目は、常にあるシェットランドの人達の優しさです。様々な場

面で気を遣ってもらい本当に助かりました。特にホストファミリーには、現地の海やスーパー

などに連れて行ってもらったり、いろんな物を食べさせてもらったりしました。たくさんの人

達と英語で会話を交わし、一緒に過ごすことによって翻訳家という夢がどんなに大変なのかが

わかりました。今まで以上に、英語の学習に真剣に取り組んでいきたいです。二つ目は、英語

を聞きとることや話すことの出来ない私を理解してくれて最後の最後までお世話してくれた

ことです。そのおかげで、人見知りが激しく自分の考えや思いを上手く伝えることが出来なか

った私が初対面の人に自分の意思を英語で伝えることが出来ました。この海外派遣研修は貴重

な体験でしたし、この研修のおかげで私は成長出来たと思います。 

 

５．その他報告したいこと・写真等 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

人口の約 14 倍いると言われている羊。放し飼

いの羊には、飼い主ごとにわかりやすく目印

として色が塗られています。 

たくさんの海に面しているシェット

ランド。日本の海よりも色が綺麗で

とてもいい眺めです。 
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平成 23年度青少年海外研修派遣事業報告書 

 

研修先  シェットランド諸島                     

花巻市立 花巻北中学校 2年  八重樫 満里奈   

 

１．研修課題 

国際社会に生きる人として必要な態度や考え方を身につける。 

 

２．課題設定理由 

私は、これからの時代は日本の中だけに閉じこもらずに、世界に視野を広げ、外国に飛び出す力

が必要だと思います。そのためには語学力以外にも備えなければならない力がたくさんあると思い

ます。しかし、それが何かは漠然としており、具体的にイメージできませんでした。そのような私

がこの度、青尐年海外派遣研修への参加の機会をいただきました。日本と遠く離れた地で、言葉も

満足に通じない環境に身を置くことにより、国際社会に生きるために必要なことを見つけられるの

ではと考え、本研究課題を設定しました。 

 

３．研修報告 

(１) 言語や文化の違いをこえる体験 

私は、５日間ホストファミリーの方たちと一緒に暮らした期間の中で、何度か折り紙をしまし

た。折り紙はお土産として日本から用意してきたものを使いました。お手本として鶴を折ったら、

ホストファミリーの方たちは“Ｃｏｏｌ!”と喜びました。次に折り方を教えると、苦戦しなが

らも折っていました。最後には、初めてやったとは思えないくらい上手に折っていました。この

体験で私は、言葉や文化は違っても、このようにさまざまなことを教えあったり、通じ合ったり

できるということを知りました。このことで私は、話し合い、分かり合うことで、誤解や争いは

減るのではないかと思いました。分かり合うことは人と関わる上で最も大切なことだということ

を学びました。 

(２)  視野を広げる体験 

私は今回の海外派遣研修で、自分たちが当たり前だと思っている生活が当たり前ではないとい

うことを、身をもって知りました。たとえば、朝の明るくなってくる時間です。日本は大体午前

６時半くらいになると明るくなってきますが、シェットランドで同じように６時半に起きると、

まるで夜のように真っ暗でした。なんとシェットランドは、夜明けがとても遅く、７時半頃にや

っと明るくなってくるということでした。そのため起きる時間もそれくらいの時間になりました。

日本の学校はそんな時間に起きると遅刻してしまうと思います。しかし、私たちの通った中高一

貫のアンダーソン高校は、始業時間が９時になっているため平気でした。そのアンダーソン高校

は日本の学校と違う点がまだまだありました。たとえば、その校舎の広さです。広いだけでなく、

設備も大変充実しており、驚きっぱなしでした。校舎のあちこちには生徒の皆さんの作品が飾ら

れており、とてもにぎやかでした。このような体験から、国外に目を向け、たくさんのことを学

ぼうという気持ちを持つことは必要だと思いました。 

(３) 文化の違い 

シェットランドで、私が驚いたことの１つが食文化の違いです。滞在中、私はホストマザーに

お弁当を用意してもらいました。しかし、ランチボックスを開け、私はとても驚きました。中身

がフルーツやスナック菓子ばかりだったからです。逆にレストランなどで外食したときは食べき

れない程の量でした。もう１つ、文化について驚いたことはお風呂です。シェットランドは、空

気が乾燥しているため、ほとんど汗をかきませんでした。そのため、シャワーを浴びるのは２、



- 9 - 

 

↓至る所にある古城 

↓シェットランドに生息するシ

ェットランドポニー 

 

３日に１回だけで、びっくりしました。私はこのような文化の違いに最初こそ戸惑いましたが、

生活していくうちに段々慣れていきました。このような貴重な体験ができたことはとてもよい思

い出になりました。 

 

４．感想 

この研修に参加させてもらい、たくさんの貴重な体験をして、シェットランドが好きになりまし

た。豊かな自然に囲まれ、至る所にある古城に歴史を感じました。また、ホストファミリーやお土

産店の店員さん、高校の方たちは、言葉が十分に通じずコミュニケーションが難しいなかでも、優

しく接してくれました。温かい方々ばかりでした。そういうところが好きになったし、この研修に

参加できてよかったと、心から思いました。そしてこの経験を活かし、日本だけにとどまらず世界

に目を向け、いろいろな考え方ができるようになりたいと思いました。 

 

５．その他報告したいこと・写真等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ ホストマザーとつる ↑ ホストファミリーと一緒に 

←イギリスの伝統料理 

フィッシュ＆チップス 
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平成 23年度青少年海外研修派遣事業報告書 

 

研修先  シェットランド諸島                     

花巻市立 西南中学校 2年  佐藤 瑞穂    

 

１．研修課題 

シェットランド諸島の人々との関わりを通して、コミュニケーション能力の向上を図る。 

 

２．課題設定理由 

私は、相手の目を見て話を聞いたり、積極的に自分から話かけたりすることが得意ではあり

ません。そのような私がこの度、青尐年海外派遣研修への参加の機会を頂きました。欧米の方

は、日本人よりもコミュニケーション能力に優れていると聞きます。このような方々との関わ

りを通じ、自分のコミュニケーション能力の向上を図りたいと考え、本研修課題を設定しまし

た。 

 

３．研修報告 

（１）コミュニケーションについて 

シェットランド諸島の人々は、コミュニケーションをとるのがとても上手でした。ホスト

ファミリーや学校の先生が目を見て話したり、目を見て聞いてくれました。また、会話を楽

しませてくれたり、目が合えば微笑みあったり、体全体を使って表現してくれました。私も

最初から最後まで、相手の目を見て話を聞くことができるようになりたいと思いました。 

シェットランド諸島の学校では、日本語を教える経験をしました。教えた日本語は「あり

がとう」「さようなら」「１～１０」「犬」「ねこ」などです。私は、はっきり大きな声で相手

に聞こえるように気をつけて言いました。教室から出るときに、日本語で「さようなら」と

言ってくれました。シェットランド諸島の人たちが日本語に興味を持ってくれたら、うれし

いと思います。 

ただ、自分から話しかけることが尐ししかできず反省しています。もっと自分から話しか

けるとよかったです。私はこの経験を生かし、シェットランド諸島の人たちのように、コミ

ュニケーションをとれるようになりたいと思います。 

（２）学校について 

シェットランド諸島の学校では、登校が９時、下校が３時でした。ほとんどの生徒がバス

で通っていました。思っていたとおり、制服はなく私服で登校していました。風が吹いてい

て寒いときでも、薄着でした。教室によって、机の位置が異なりました。机を合わせたグル

ープ学習もしていました。日本について学ぶ小学生がいました。日本についてたくさん知っ

ていました。それは、４つの島からできているということや、富士山が日本で一番大きい山

だということ、歌舞伎をやっている、忍者がいるなどです。高校生は、地震について学んで

いました。日本をとても心配してくれました。アンダーソン高校の地震を測る機械が、３月

１１日に反応したそうです。その他に、廊下にはいろいろな絵が飾ってありました。また、

数学の教室には、スクリーンに文字や数字が映し出されていました。 
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４．感想 

私は、この研修に参加し、驚いたことがたくさんありました。お弁当は、日本と違って大き

なタッパーにサンドイッチ・ヨーグルト・りんごなどが入っていました。お弁当をつくる習慣

がないということにはとても驚きました。お寿司の中にパプリカが入っているのを食べました。

日本では、見たこともなかったので、驚きました。“FISH&CHIPS”というものを食べました。

レストランで食べたのも、ホストマザーが作ってくれたのも、どちらもおいしかったです。 

ハロウィンの日には、かぼちゃのおばけを作りました。かぼちゃの中の実をとるのが、大変

でした。初めて作ったので、いい体験になりました。車は日本と同じ右ハンドルでした。外国

の車は左ハンドルだけだと思っていたけど、右ハンドルもあるんだなあと思いました。走って

いる車も日本と同じデザインでした。 

ホストファミリーとのお別れのとき、楽しい思い出を作った家族とお別れをしたくないとい

う気持ちがありました。シェットランド諸島でたくさんのことを学ぶことができたので、今後

に生かしていきたいです。 

 

５．その他報告したいこと・写真等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 フランス語の授業に参加 ホームステイ先で 
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平成 23年度青少年海外研修派遣事業報告書 

 

研修先  シェットランド諸島                     

花巻市立 西南中学校 2年  阿部 瑠花    

 

１．研修課題 

イギリス人とのコミュニケーション体験から、日本でのコミュニケーション能力の向上を図

る。 

 

２．課題設定理由 

私は将来、国際交流に関わる仕事をしたいと考えています。しかし、私は時として相手に無

礼な態度をとってしまいます。そのような私が、この度、青尐年海外派遣研修への参加の機会

をいただきました。日本語の通じないイギリスの方とのコミュニケーション体験を通じて、コ

ミュニケーションを図る上で大切なこと、望ましい態度を知り、それを日常のコミュニケーシ

ョンに活かしたいと考え、本研修課題を設定しました。 

 

３．研修報告 

（１）コミュニケーションについて 

はじめは、あいさつも恥ずかしくて言えずにただ黙っていましたが、このままじゃ何も変

わらないと思い、勇気を出して話しかけました。すると、笑顔で答えてくれたのでとても嬉

しかったです。コミュニケーションを図る上で大切なことは、“Yes”，“No”，“Thank you”

や“Hello”などを伝えることです。これらを伝えないと、困った顔で見つめられました。

英語が分からなくても、ジェスチャーで伝わることもたくさんありました。だから、ちゃん

と伝えようと思いました。ホストファミリーの人も、シェットランド内を案内してくれた人

も、とても話しかけやすい雰囲気でした。それは片言な英語にも真剣に耳を傾けてくれ、質

問すれば気軽に答えてくれたからだと思います。だから一緒に居てあたたかい気持ちになり

ました。日本人も、シェットランドの人々のようにすれば、今よりもっと良い国になると思

いました。 

（２）日本人との違いについて 

ア 日本では、多人数が１つの部屋に集まり、静かに話を聞きますが、シェットランドには、

たくさんの科、たくさんの教室があり、その教室１つ１つがとても大きかったです。更

に、授業中の私語や立ち歩きは当たり前で、先生の話を聞くというよりは、個人が課題

をそれぞれ持ち、自分で勉強を進めている感じでした。私は日本の勉強・授業の方が頭

に入りやすいだろうと思いました。 

イ パンやパスタなどが中心でお米もあるにはあるが、消しゴムのカスのような食感でした。

しかし、イギリスで日本食は大人気だそうです。 

ウ 私達がホームスティした時期はちょうど、ハロウィンの時期でした。大人から子供まで

仮装を楽しんでいました。１つ１つの行事を大切にしていました。 

 



- 13 - 

 

 

４．感想 

この研修を通して学んだことは、人との関わり、ちょっとしたあいさつの大切さ、思いやり

の気持ちが必要になるということです。一番の思い出は、ホストファミリーと過ごした日々で

す。最初の頃は、個人行動が多く、自分から話しかけるなんて恥ずかしくてできませんでした

が、３日目頃からは、ジェスチャーなどを混じえた会話でたくさん話したり、一緒にゲームを

したりと、本当に楽しい毎日になりました。私にとって、この経験は、これから生きていくう

えで大切なことだと思うし、海外派遣を通して、私自身も大きく成長することができました。

これからの生活に、この学んだことを活かしていきたいと思います。 

 

５．その他報告したいこと・写真等 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハロウィンかぼちゃ 

シェットランドの博物館で 
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平成 23年度青少年海外研修派遣事業報告書 

 

研修先  シェットランド諸島                     

花巻市立 大迫中学校 2年  小綿 尚人      

 

１．研修課題 

シェットランドの人達や文化から人との接し方や物事の考え方を学ぶ 

 

２．課題設定理由 

僕は内気な面があり、初対面の人やあまり親しくない人の前ではなかなか自分をさらけ出す

ことができません。日常のちょっとした変化にもすぐに対応することが苦手だし、学習に対し

てもそれほど積極的ではありません。そのような僕が、この度、青尐年海外派遣研修への参加

の機会をいただきました。外国の人たちの姿から、上記のような自分の不得意な部分を克服す

る方法を学びたいと考え本主題を設定しました。 

 

３．研修報告 

（１）シェットランドの人達の自分との接し方 

僕が外国人に対して持った印象は、明るくて、ユーモアがあり、とても親切だということ

です。シェットランドのみなさんはいつでも僕の事を気遣ってくれました。「のどはかわい

てないか？」「つかれていないか？」「楽しんでいるか？」など何回も何回も質問をしてきま

した。「ＹＥＳ」や「ＮО」で答えると笑顔で返してくれました。ホストファミリ―の三兄

弟、ロス、ショーン、ダニエルとはかくれんぼやサッカーそれにＷii で一緒に遊びました。

いっしょに遊んで感じたことは、日本の中高生よりフレンドリーだということです。僕たち

日本の中高生は、いつもむすっとしていて初対面の人にはあまり自分から話したりしません。

このような人々に囲まれ僕は滞在期間をいつでも笑顔で過ごすことができました。シェット

ランドのひとたちをみならって僕も周りの人がいつでも笑顔で過ごすことができるように

明るくふるまったり気を使ったりしたいです。 

（２）文化の違いについて 

シェットランドのホームステイを始めて最初に戸惑ったことは、くつのまま家に入ること

とお風呂に浴槽がない事でした。しかし、日にちがたつにつれそれらの事に違和感を覚えな

くなりました。この経験から僕が思ったことは、生活様式の違いというのは表面上の多尐の

違いでしかないということです。そして根本的なところが共通していれば、多尐の違いは気

にならなくなるということを学びました。 

(３)学校の違いについて 

僕たちはシェットランドにあるアンダーソン高校を見学しました。アンダーソン高校は中

学生と高校生が一緒に学んでいます。授業は先生が教室を移動し行うのではなく、生徒が教

室を移動して行います。アンダーソン高校は、学年関係なしに受けたい授業があれば、その

教室に行って受けていました。日本はただただ与えられる授業を何となくやるだけであまり

自分の知識の向上になっていません。アンダーソン高校のように日本の人達も、もっと自分
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から進んで学んだほうがいいと思いました。 

 

４．感想 

僕はこの研修で、たくさんの楽しい思い出ができました。ショッピングに行ったり商店街で

ピザを食べたり、いろんな経験をさせてもらいました。日本食のあるレストランにも行きまし

た。わかめが油で揚げられて出てきたのには、とてもびっくりしました。 

それと、僕はホームステイ先の家ではハロウィンパーティーをしました。仮面やマントなど

を身につけ、仮装しました。日本ではこのような習慣はなく初めての体験でとても楽しかった

です。 

ホストファミリ―とのお別れのとき、「Ｔｈａｎｋ ｙоｕ」くらいしか言えなかったけれ

ど、感謝の気持ちでいっぱいでした。短い間だったけど楽しい思い出がたくさんできました。 

シェットランドで様々な経験をし、いろんなことを学ぶことができたので、今度はそれを僕

が伝えて広めていきたいと思います。 

 

 

５．その他報告したいこと・写真等 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シェットランドで有名なフィシュアンドチッ

プスです。 

 

ハロウィンパーティーの様子です。 
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平成 23年度青少年海外研修派遣事業報告書 

 

研修先  シェットランド諸島                     

花巻市立 石鳥谷中学校 2 年  佐藤 杏恵     

 

１．研修課題 

日本とイギリスの生活を比較し，日本の課題や良さを考える 

 

２．課題設定理由 

私は，テレビや本でしか海外の生活を知りません。このため，日本が他国に比べ，どのよう

なところが良くてどのようなところが悪いのか今一つ理解できずにいます。そのような私が，

この度，青尐年海外派遣研修への参加の機会をいただきました。海外の文化や習慣を肌で感じ

とりながら日本のよさや課題をとらえるまたとない機会であると考え，本研修課題を設定しま

した。 

 

３．研修報告 

（１）マナーについて 

マナーと聞くと日本人の私の頭には，挨拶や礼法といったことが頭に浮かびますが，イギ

リスに礼法という考えはありません。しかし，シェットランドの人は老若男女問わず誰もが，

ドアを次の人が通るまで開けていました。そして，そのドアを通る人は誰もが必ず微笑みな

がら“Thanks.”と言います。日本ではあまり見かけない光景です。また，レディ・ファー

ストという男性が女性を優先する習慣がありました。日本人にも，相手を思う気持ちはある

のですが，これらのように行動で相手に示すことは尐ないです。海外の人から，日本人が内

気と言われる原因はこのようなことではないかと思いました。 

（２）食生活の違いについて 

肉料理中心のイメージがあるヨーロッパの食生活ですが，漁業の盛んなシェットランドの

食生活は魚料理が中心でした。有名な料理は，フィッシュアンドチップスという白身魚のフ

ライです。その脂っこさは日本のファストフードの比ではありませんでした。私の滞在した

ホストファミリーでは，夕食に米が出ました。もっちりとした日本の米と違い，パラパラと

した米でした。私は，日本の米のおいしさを実感しました。豪華な夕食とは対照的に，朝食

は紅茶とパン一個だけと質素なものでした。また，昼食のお弁当はタッパーにパンとスナッ

ク菓子とチョコレートが入っているだけでした。私は日本との違いに驚きました。高校生の

エミリーとクッキーとケーキを作った際，私はその大きさと甘さに驚愕しました。甘さへの

心の準備はしていましたが，その甘さは私の想像を絶するものでした。甘さだけでなく装飾

にも違いがあり，できあがったケーキはピンクやブルーのケーキでした。シェットランドの

食生活は，私にとって新鮮なものばかりでした。 

（３）恒例行事について 

ハロウィン・パーティーは，最近日本でもポピュラーになりつつあります。しかし，シェ

ットランドの人々にとってのハロウィン・パーティーは日本とは比べものにならないほど大
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きな行事だなあと実感しました。私は，エミリーの友だちの家でハロウィン・パーティーを

して過ごしました。狼男や魔女の仮装をして楽しむパーティーは，今までに体験したことの

ないユニークなパーティーでした。日本ではイラストでしか見たことのなかったかぼちゃの

お化けも実際に作りました。町の商店街はハロウィンが終わると休む間もなくクリスマス一

色になります。日本で言うならばクリスマスから正月へと一気に変わるようなものです。行

事の内容は国それぞれですが，季節ごとに変わりゆく行事の模様は同じであると思いました。 

 

４．感想 

震災後，初めて研修に行く私たちは，原発事故の影響で軽蔑されるのではないかと不安に感

じていました。しかし，実際は誰もが私たちを温かく迎えてくれて，私はとても安心しました。

ホストファミリーの皆さんは，夕食にお寿司を出してくれたり，休日は諸島を案内してくれた

りと私を気遣い優しく接してくれました。最初は英語を聞きとるのも話すのも片言でしたが，

日を追うごとにもっと話したい，理解したいという欲がでてきました。 この経験は誰もがで

きるわけではありません。短い期間でしたがこの体験を忘れずに過ごしていきたいです。 

 

５．その他報告したいこと・写真等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エミリーの友達の家でのハロウィン・パーティー ホームステー先でのケーキ作り 
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平成 23年度青少年海外研修派遣事業報告書 

 

研修先  シェットランド諸島                     

花巻市立 東和中学校 2年  菊池 友衣      

 

１．研修課題 

震災からの復興にはげむ、岩手の今を伝えることを中心にコミュニケーションを図る。 

 

２．課題設定理由 

私達の花巻市は、世界の人から３月１１日の東日本大震災とその後の原発事故により、壊滅的な

被害を受けたとの誤解があるようです。私は花巻市民として、そのように誤解されることを残念に

思っていました。また、花巻と違い深刻な被害を受けた沿岸部の人達も、復興に向けがんばってい

ます。この姿を世界の人々にも知ってほしいと思っていました。そのような私が、この度、青尐年

海外派遣研修への参加の機会をいただきました。大震災のことに関する正確な情報や復興に向けが

んばる日本人の姿を伝える絶好の機会と考え、本研修課題を設定しました。 

 

３．研修報告 

（１）震災について 

私はシェットランドの人達に東日本大震災のことを伝えようと、１冊の本を持って行きました。

「平成の三陸大津波」という震災に関する写真がたくさん載った本です。ホストファミリーの方

は、皆真剣にこの本を見ていました。特に関心を持っていたのは原発に関する記事のところです。

私はそんな皆さんの様子から、世界中の人が日本の震災に関心をもっていることを実感しました。

そして、私達日本人のことを真剣に心配してくれていることも分かり、感謝の気持ちでいっぱい

になりました。ホストマザーのピーターさんは、「地震が起きた時はテレビで震災のことを盛ん

に報じていたが、何日かするとほとんど報道されなくなり、詳しい情報が入ってこなかった。」

と話していました。だから私達はこれからも、情報発信に努め、世界の方々の気持ちに応えたい

と思いました。今、自分達にできることを考え、復興に向けてがんばっていきたいです。 

（２）コミュニケーションについて 

シェットランドの学校は、日本にはあまりないスタイルの学校でした。迷いそうなほどに広い

校舎の中を生徒が移動していました。日本では先生が移動し授業を行いますが、ここでは生徒が

移動し授業を受けています。私達と同じ年くらいの生徒もいましたが、私達よりずっと大人っぽ

くてかっこいいと思いました。私達はシェットランドの学校の生徒と交流を図る機会をいただき

ました。日本語を教えたり、日本についての質問に答えたりしました。シェットランドの生徒の

みなさんは日本についてたくさん質問してくれました。英語が通じなかったときもありましたが、

うまくコミュニケーションをとることができました。言葉が通じなくても、手を使ったりしてな

んとか伝えようとするとシェットランドのみなさんも分かろうとしてくれて、とてもうれしかっ

たです。それに、いつも笑顔で話しかけてくれたり、分かりやすいようにゆっくり話してくれた

りして、楽しく過ごすことができました。 

（３）文化について 

生活習慣では、家の中も靴をはいたまま生活することや、シャワーのノズルが壁に固定されて

いることに戸惑いを覚えました。しかし、意外とすぐ慣れました。文化の壁を超えることは、思

っていたより簡単でした。 

食生活もずいぶん違っていました。まずは朝食です。朝食は焼いたパン、またはシリアルです。

焼いたパンには、バターやジャムをつけるか、ハムやチーズをはさみます。シリアルには味があ

りません。ホストファミリーの皆さんは、砂糖を何杯も入れていました。次にお弁当です。ホス

トファミリーの方に用意してもらったお弁当箱はとても大きなものでした。「こんなにたくさん

食べられない。」と思いながら中を見ると、そこにはスナック菓子やジュースが入っていました。
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「これがお弁当？」と思いました。私は外国の朝食やお弁当を知り、日本の朝食やお弁当はバラ

ンスなども考えていてすごいと思いました。そして、手間暇かけて朝食やお弁当を用意してくれ

ている母をすごいと思ったし、もっと感謝しなければならないと思いました。 

 

４．感想 

私はこの海外派遣でシェットランドに行ってよかったと思いました。どんなところなのか、うま

くコミュニケーションをとることができるだろうかなど、行く前はとても不安でしたが、自然が豊

かなシェットランドはとても過ごしやすく、ホストファミリーの皆さんと折り紙や風船で遊びなが

らコミュニケーションもとることができました。 

シェットランドでは驚くことばかりでした。１つは木がないことです。そのため、見晴らしがよ

く、景色がとてもきれいでした。２つ目は道路がせまいことです。町のほうは道路が広いのに、ホ

ストファミリーの家の近くはとても道路がせまく、車１台通るのがぎりぎりでした。３つ目は、家

の中がとても暖かいことです。外は日本より風が強く、とても寒いのに、家の中は暖かく、半袖や

ノースリーブで過ごしていました。日本では見られない光景だったので、とても驚きました。 

ホストファミリーとのお別れのときは、ハグをしてお別れしました。とても寂しかったけれど、

泣きませんでした。今でも思い出すと寂しくなります。本当の家族のように接してくれて、いつも

優しくしてくれたことにとても感謝しています。初めてのことばかりで緊張したけど、とてもいい

経験になりました。私が学んできた事をこれからどんどん日常生活にも活かしていきたいと思いま

す。とても楽しかったです。ありがとうございました。 

 

５．その他報告したいこと・写真等 

 

 

 

 

 

これは夕食です。日本とは違う味で、

とまどいました。 

これはお土産をあげたときの写真です。 

梅干もあげました。 

ホストファミリーの方に折り紙を教え

ました。一生懸命に折っていました。 

これは羊です。シェットランドにはたくさん

羊がいて、家のまわりにもいました。 
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平成 23年度青少年海外研修派遣事業報告書 

 

研修先  シェットランド諸島                     

花巻市立 湯本小学校 教諭  小椋 孝史      

 

１．研修課題 

外国語活動を学習し中学生になった生徒のコミュニケーション能力の素地が，外国でどのよ

うに発揮されているかを観察し，そこから小学校外国語活動の成果と今後の課題を考察する。 

 

２．課題設定理由 

小学校では今年度より外国語活動の授業が本格的にスタートしました。しかし，私が同行し

た８名の中学生も，小学６年生の時に外国語活動の授業を受けています。移行期間として，各

小学校で 10 時間前後の外国語活動の授業が行われていたからです。当時，外国語活動の指導

の充実を図るための研究に携わっていた私が，青尐年海外派遣研修に引率として参加する機会

をいただきました。移行期間とはいえ，小学校で外国語活動がスタートした初年度の子どもた

ちのコミュニケーション能力の素地が外国でどのように発揮されるのかを知るよい機会であ

ると考え，本研修課題を設定しました。 

 

３．研修報告 

外国語活動の指導内容は以下の２つです。 

・外国語を通じて，積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図ること 

・外国語を通じて，言語や文化について体験的に理解を深めること 

これから，この二つの指導内容にそって，生徒の行動をふり返りながら，外国語活動の成果

と課題を述べたいと思います。 

 

（１）外国語を通じて，積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成 

現代の子どもたちは自分の感情や思いを表現する力や，他者の感情や思いを理解する力に

乏しいとされています。そこで，小学校では各教科・領域を通じ言語活動を充実させ，言葉

で人と関わることのできる児童の育成を図っています。積極的にコミュニケーションを図ろ

うとする態度を育成する方法は，国語などを通じ様々な方法が考えられますが，外国語活動

は，「外国語を通じて」という特有の方法により，この目標の実現を図ろうとするものです。

外国語を通じてのコミュニケーション活動ですから，当然，満足に英語を話すことができず，

コミュニケーションをうまく図ることができない状況が生じます。そのような時，我々小学

校教員は，正確な英語を話すかどうかではなく，伝えようと努力したかどうかを評価します。

ジェスチャーなど言葉によらないコミュニケーションの手段も駆使し，全力で相手に自分の

思いを伝えようとする態度こそが重要だからです。 

私は，同行した生徒の以下のような行動から，この積極的にコミュニケーションを図ろう

とする態度が育っていることを実感しました。 

・東日本大震災の記録写真集を持参し，震災の様子を伝える準備をしていた。 

・自分の部活動をはじめとする学校生活の様子を収めた写真を持参し，日本の学校を伝え

る準備をしていた。 

・習字作品や折り紙を持参し，日本の文化を伝える準備をしていた。 

・レストランでのメニューが理解できないとき，メニューを指し“Ｗｈａｔ？”と尋ね，
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情報を得ようとしていた。 

生徒たちのこれらの行動のなかに，外国語活動の目指すゴール像があります。我々小学校

教員が目指す具体的な姿として，私は今後，機会あるごとに紹介していきたいと考えます。 

 

（２）外国語を通じて，言語や文化について体験的に理解を深めること 

私は英語を話すことはできません。しかし，引率教諭である以上，話せないとばかり言っ

てはいられず，生徒のために英語で現地の人に尋ねる機会がありました。生徒は私の英語を

笑いました。現地の方と発音が違うというのです。じゃあ自分で尋ねてみれば？と促しまし

たが，それは嫌なのだそうです。私はこれらの生徒の言動から，外国語活動導入期の小学校

現場の混乱を思い起こしました。 

外国語活動の導入が決定した当初のことです。外国語活動の趣旨が，小学校現場に正確に

伝わりませんでした。その原因は，テレビをはじめとした幼児英語教室の宣伝文句にありま

す。「外国語学習は早く始めれば始めるほど効果がある」「日本人でも９歳までは外国語の音

声が識別できる」といった実は根拠のない説が世の中に刷り込まれていました。このため，

小学校に外国語活動が導入された理由も，このような考えであるという誤解が広まっていた

のです。今回，私が同行した生徒が小学校六年生だった頃は，この混乱期に合致します。聞

く力が柔軟なうちに正しい発音を覚えさせなければならない，との誤解が小学校の教師をし

つこいほどの言い直しや反復練習に走らせていた時期です。このような指導が、生徒の現地

の方と同じ発音でなければいけない、という言動の一因と推察しました。 

今，世界では英語を“Englishes”と呼ぶ，その国その国の英語があってよいという考え

方が広まっています。中国には中国の，スペインにはスペインの英語がある。それが普通と

いう考えです。しかし，未だに日本だけが頑なにネイティヴな英語を信仰しています。中学

校の英語の先生は専門家として，正しい発音を生徒に教える立場にあります。だからこそ，

我々小学校教員が外国語活動の時に“Englishes”の考えを児童に伝えなければならないの

です。 

 

４．感想 

現地で生徒が将来の夢を問われた場面がありました。私は「将来何になりたいかって話して

いるよ。」と伝えましたが，「いや，別に…。」と何も答えられずにいました。生徒は英語を話

せないのではありません。話すべき自分をもっていないのです。 

文部科学省は，「英語ノート」という教材を配布しています。（次年度より新教材の配布とな

りますが，その内容は大きく変わりません。）「英語ノート」は，「好きな色」「好きな食べ物」

そして「将来の夢」などを互いに伝え合う活動などで構成されています。小学校高学年で「私

の好きな色は赤です。」のような会話はまず起こりえません。しかし，「英語ノート」の活動を

行い，児童は「自分の好きな色は何か？」を改めて考え，自分のことをふり返ります。この時

間こそを我々小学校教員はもっと大切にすべきです。 

「英語ばかり上達しても，その英語で伝えるべき中身のある人間を育てなければ意味がな

い。」これは，外国語活動の導入が議論された際に，導入を反対する方々から起こった声です。

私たち小学校教員は，今一度この言葉の意味を見つめ直し，日々の授業の充実に努めなければ

なりません。 

海外派遣研修の機会を与えてくださいました関係諸機関の各位並びに所属校の諸先生方と

私の学級の子どもたちに心から感謝を申し上げ，結びの言葉といたします。 


