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平成 25年度青少年海外派遣研修 シェットランド 

平成 25年 11月 4日（月）～11月 13日（水） 

 
名簿 

氏名 ローマ字表記 学校名 備考 

伊藤 さくら Sakura Ito 湯本中学校  

佐々木 りの Rino Sasaki 東和中学校  

菅原 瑞希 Mizuki Sugawara 南城中学校  

川下 大輔 Daisuke Kawashimo 西南中学校  

佐々木 麻帆 Maho Sasaki 湯口中学校  

遠藤 弥侑 Miyu Endo 東和中学校  

木村 睦 Mutsumi Kimura 花巻小学校 引率教諭 

 

 

 
Shetland Islands （イギリス シェットランド諸島）  人口 22、400人  緯度 60° 

 
シェットランド諸島はロンドンから北東に 960 ㎞、イギリス最北の北緯 60 度に位置する大小

100以上もの島々です。シェットランド諸島には美しい海岸線や砂浜が多く見られます。主要産

業は、農業、漁業、酪農などで、高級羊毛として知られるシェットランド・シープの飼育も重要な

産業です。古くからノルウェーなど北欧諸国とスコットランドによる文化が入り交じり、世界的に

有名な火祭りアップ・ヘリー・アーもヴァイキングの時代を思い起こさせます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ヨーロッパ 
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Aberdeen、 Scotland （アバディーン） 人口約 192、080
人 

 
 スコットランド北東部にある港湾都市で北海油田の基地。

グラスゴー、 エディンバラに次いでスコットランドで3番目（イ

ギリス全国では 25番目）に人口が多い。花崗岩でできた建
物が多くあり、陽光に反射して銀色に輝いて見える格調高い

町並みを誇る。 

 

 

Scotland、 UK （スコットランド） 人口約 5、254、800人 

 
 スコットランドは、イギリス（グレートブリテンおよび北アイル

ランド連合王国）の一部で、グレートブリテン島の北部 1/3 と

周辺の島から構成される。首都はエディンバラ(Edinburgh)。

スコットランド最大の都市はグラスゴー(Glasgow)。イギリスの中にあってもスコットランドには
独自の法制度があり、裁判や教育もイギリスの他地域とは独立したものとなっている。しかし、

スコットランドは、国際的には独立国ではない。キルト等の民族衣装やバグパイプの音楽など

独特の文化を持つ。 

 

 

United Kingdom （イギリス） 人口約 61、565、000人  

   首都 London （ロンドン）  人口  8、174、000人 

 

参考 日本 人口約 127、799、000人 

 東京 人口約  13、227、000人 

 岩手 人口約    1、304、000人  

 花巻 人口約     101、000人 

 
 
時差とサマータイム 

 イギリスの標準時間は、グリニッジ標準時（GMT）で、日本との時差は－9時間です。緯度が
高いイギリスでは、冬は早い時間に暗くなりますが夏は日が暮れるのが遅いです。イギリスで

は夏時間(サマータイム)という制度を採用して、3月～10月の間は時計を 1時間進めます。そ

のため夏時間の間は、日本との時差は－8時間となります。 

 ちなみに、2013年の夏時間最終日は 10月 27日(日)でした。 
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日程 

 

1日目 11月 4日（月） 
現地時間 場所 内容 備考 

15:28 新花巻駅出発 JR やまびこ62号  

 20:05 成田空港駅着 到着後、搭乗手続き  

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日目 11月 5日（火） 
現地時間 場所 内容 備考 

03:05 シャルルドゴール

空港着 
国際線乗り継ぎ手続きへ  

07:25 シャルルドゴール

空港発 
エールフランス航空AF1286で 
イギリスへ 

イギリス時間は、フラン

ス時間から－1時間 

08:25 エディンバラ空港

着 
入国手続・税関審査後 
国内線搭乗手続き 

 

09:45 エディンバラ空港

発 
Flybe BE6993で 
サンバラ空港へ 

 

11:10 サンバラ空港着 バスでラーウィックへ  
午後 ラーウィック着 アンダーソン高校着､ホストスチュ

ーデントと会う｡ 
学校見学と校長面会 

 

 
ホームステイ 

 

3日目 11月 6日（水）～7日目 11月 10日（日） 

 
   ※ アンダーソン高校編成の研修日程に従い行動 

     11/6・・・州都ラーウィックのある、メインランド島の南部をめぐるツアー、 
            ★見学先：ヤールショフ（新石器時代の集落遺跡）、サンバラ岬、 

                   セント・ニニアンズ島（イギリス最大の陸繋
り く け い

島
と う

）、スカロウェイ城 

                   （1599年パトリック・スチュアートによって建造された城）、 
                   ティングウォール小学校とスカロウェイの学校訪問 

     11/7・・・メインランド島の西部をめぐるツアー 
            ★見学際：ヴェメントリー、ボンホガ・ギャラリー、ハッピーハンセル小学校、 
                   エイス中学校 

     11/8・・・ラーウィック市内観光 
            ★見学先：博物館、買い物、映画館等 

     11/9、11/10・・・ホストファミリーデー 
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8日目 11月 11日（月） 
現地時間 場所 内容 備考 
午後 ラーウィック発 各家庭を出発。 

サンバラ空港へ集合。 
 

 サンバラ空港着 到着後、国内線搭乗手続きへ  

16:40 サンバラ空港発 Flybe BE6779でアバディーンへ  

17:40 アバディーン 
空港着 

バスで市内のホテルへ  

夕刻 ホテル  アバディーン泊 

 

9日目 11月 12日（火）  

現地時間 場所 内容 備考 
早朝 ホテル発 バスで空港へ  

 アバディーン空港着 到着後、出国手続き  

09:05 アバディーン空港発 KLMオランダ航空 

KL-1442でアムステルダムへ 

アムステルダムの

スキポール国際空

港へ 

11:45 スキポール空港着 国際線搭乗手続き 航空機乗り換え 

14:25 スキポール空港発 KLMオランダ航空 

KL-861で日本へ 

 
機中泊 

 

10日目 11月 13日（水） 
現地時間 場所 内容 備考 

09:30 成田空港着 到着後、入国・税関審査を行い成

田エクスプレス18号へ。 
 

15:41 新花巻駅着 到着後、解散  
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プレゼンテーション紹介 
 この青少年海外派遣研修に参加する生徒は、それぞれ明確な目的意識及び研修テーマを持って

研修に臨んでいます。 

 例年、個別に掲げた研修テーマとは別に、各派遣先別グループでの共通のテーマをもって研修

に臨んでいただいており、現地の学校などでプレゼンテーションとして発表してきています。今

年は、「花巻市のＰＲ」をテーマに設定し、事前研修や英会話研修の時間を使って練習を重ねま

した。 

 現地で発表した内容をご紹介します。 

 

１ 花巻市の説明 

 わたしたちの街、花巻市は、岩手

県のほぼ中央に位置し、西側の山

脈、東側の高地に囲まれた北上平野

の中にあります。 

 総面積はおよそ９０８平方キロ

メートル、人口は約１０万人です。 

 

   It covers about 908 

square Kilometers of the 

central Kitakami Plain、 and it 

spans from the Mountain 

range in the west to the 

Highlands in the east. 

   There are more than one 

hundred thousand people、 

including over 300 foreign 

residents living in this city. 

 
 市の西部には温泉郷があり、ホテ

ルや旅館が立ち並びます。そこでは

季節ごとに移ろいゆく美しい風景

を楽しむことができます。 

 

   In the west of Hanamaki、 

there are some attractive hot 

springs.  

   Unique hotels and 

Japanese inns are lined along 

the rivers or streams、 and 

people can enjoy the beautiful 

view while sitting in an outdoor 

bath along a river、 gazing at 

the forested mountains. 

 

 
 また、詩人で童話作家の宮澤賢

治、近代画家の萬鉄五郎などの偉人

を輩出しました。 

 

 

 

 

 

 

   In addition Hanamaki has 

produced some great men like 

Kenji Miyazawa 、  who is 

well-known for his poems and 

fairy tales 、  and Tetsugoro 

Yorozu、 who is a pioneer of 

modern painting. 
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 長い歴史の中で培われた郷土芸

能、伝統工芸技術も多く伝えられて

います。 

 

   Many local arts and 

traditional craft skills which 

have been cultivated 

throughout history are being 

passed down today. 

 
 市は観光産業に力をいれており、

毎年200万人以上の観光客がまち

を訪れ、イーハトーヴ花巻で過ごす

時間を楽しんでいます。 

 

 

 このようにたくさんの魅力がつ

まった花巻市ですが、その中から今

日は、私たちが特にみなさんに教え

たい良いところを数点、ご紹介した

いと思います。 

 

   Because the municipal 

government promoted 

tourism、 every year、 over ｔ

wo million people come from all 

over the country to enjoy 

their trip to the arcadia、 

IIHATOV、 Hanamaki. 

   In this way、 Hanamaki is 

full of appeal to visitors but 

especially we will show you a 

couple of fascinating things. 

 
 

２ PRポイント① －祭り・イベントについて－ 
 花巻には、地元の人だけではなく

観光客も参加できるイベントや祭

りがあります。 

 

 

 一番有名なのは、毎年９月に行わ

れる「花巻まつり」です。これは４

００年以上続く歴史のある祭で、３

日間続けて行われます。 

 

   In Hanamaki、 there are 

many events and festivals that 

not only the locals、 but also 

tourists can take part in. 

    The most famous festival 

is、 "Hanamaki Matsuri、" which 

is held every September. It has 

more than 4 centuries of history 

and lasts 3 days. 

 色とりどりの山車が、優雅な旋律

にのって町内を練り歩く様子は、と

ても幻想的です。 

 

 

 また、たくさんの屋台が出るので

たこやきなどの安くておいしいお

やつを食べながら祭を見ることが

できます。 

 

It is very fantastic to see the 

colorful and gorgeous floats 

parade through down-town with 

an elegant melody. 

   We can buy and eat some 

delicious snacks like Takoyaki 

(octopus balls)、 grilled 

sausages、 potato fries、 and 

Kakigoori (shaved ice) from 

various street stalls. 

 



 - 8 - 

 小学生の女の子たちが、伝統的

な、特別な衣装を着て山車をひき、

太鼓をたたいてパレードを行いま

す。大人は三味線や笛、大太鼓を担

当します。 

 

A float procession is headed by 

around 50 elementary-school 

girls with traditional outfits. 

These girls play small drums and 

elderly people play some 

Shamisen、 (Japanese 

3-stringed lute)、 Fue 

(Japanese horizontal flute)、 

and bigger drums mounted on 

the back of the float. 
 若者は力いっぱいみこしをかつ

ぎ、仲間達とおおいに盛り上がりま

す。大人も子どもも、祭りの参加者

も見学客も、みんなが楽しめる祭で

す。 

 

   Young people、 full of vigor、 

carry the portable shrines、 and 

they get very excited. Children 

and adults、 participants and 

sightseers、 everyone can enjoy 

this festival. 

 

 
 そして、食べ物に関係するイベン

トもあります。「全日本わんこそば

大会」といい、毎年２月に行われま

す。 

   We also have an event about 

food. It's called the All Japan 

Wanko Soba Contest、 which is 

held every February. 
 ひとくちずつおわんに盛られた

そばを、制限時間内にどれだけ食べ

られるかをこのように競うもので

す。 

 

 

 

 去年は５分間に２２９杯食べた

男性が優勝しました。 

 

   The contestants compete to 

see how many bowls of 

bite-sized buckwheat noodles 

they can inhale in 3 to 5 minutes. 

10 bowls of Wanko Soba noodles 

are the same amount as 1 

ordinary serving.  

   Last year the man who ate 

229 bowls of Wanko Soba in 5 

minutes won the 1st prize. 
 少しずつに分けたそばを何杯も

たべるというスタイルは、花巻まつ

りと同じく４００年以上の歴史が

ありますが、このコンテストは１９

５７年に始まりました。 

 

 花巻市内では４つのレストラン

でわんこそばをいつでも食べるこ

とができます。花巻に来たときは、

   Same as the history of 

Hanamaki festival、 this unique 

style of serving noodles has 

more than 400 years of 

tradition. This contest began in 

1957.  

   In Hanamaki、 we are able 

to try Wanko Soba at 4 

different restaurants. Please 
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ぜひチャレンジしてみてください。 

 

 

try Wanko Soba when you come 

to Hanamaki someday. 

 

３ ＰＲポイント② －温泉－ 

 日本は火山が多いため、優に２０

００を超える温泉があります。 

 

 

 花巻には１２の温泉が湧き出て

いて、それらの多くは市の西側に集

中しています。 

 

   Since there are so many 

volcanoes、 there are well over 

two thousand hot springs in 

Japan. 

   Twelve hot springs flow in 

Hanamaki、 and most of them 

are centered on the western 

mountain area of the city. 
 さまざまな泉質の湯にはケガや

病気を治す力があるとされ、古くか

ら人々に利用されてきました。 

 

 

 

 例えば、神経痛、筋肉痛、関節痛、

そして美肌にも効果があるといわ

れています。 

 

   There are hot springs with 

various qualities of water、 and 

they have been used since 

ancient times to treat wounds 

and illness. 

   It is believed to be 

effective for nerve pain、 

muscle pain、 joint pain、 and 

beautifying your skin. 

 多くの温泉には、大きくて広い浴

槽があるので、家族同士で入浴する

ことができます。もちろん、他人と

も一緒に入ります。 

 

 

 日本では、温泉に水着を着たまま

入ることはできません。日本の温泉

は、裸で入ります。 

 

 ですので、温泉に入る前に体をよ

く洗わなければなりません。 

 

   Most hot springs have big 

and wide bath tubs、 so it is 

possible to bathe together with 

family、 and of course other 

guests as well. 

   In Japan、 bathers are not 

normally allowed to wear 

swimsuits in the onsen waters、 

we bathe naked. 

   So、 all guests are 

expected to wash their bodies 

and rinse themselves thoroughly 

before entering the hot water. 
 市の西側に位置する花巻温泉は、

日本で有名な温泉のうちのひとつ

であり、３つのホテルと２つの日本

旅館を有しています。 

 

 

   Hanamaki Onsen is one of 

the most famous hot springs in 

Japan、 which is in the western 

area of Hanamaki、 and the 

company manages 3 hotels and 2 
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 さらに、４．０８エーカー（５０

００坪）の広さのバラ園があり、６

０００株４５０種のバラが植えら

れています。 

 

 バラの咲く季節には多くの観光

客でにぎわいます。また、この時季

は浴槽に鮮やかな色のバラをうか

べ、香りを楽しむことのできるバラ

風呂も提供されます。 

 

Japanese style inns.  

   In addition、 there is an 

approximately 4.08 acre spread 

of rose garden、 which has 6000 

roots and 450 kinds of roses.  

   A lot of visitors come to see 

this beautiful garden during the 

blooming seasons. We can also 

enjoy bathing with vivid rose 

flowers、 which have a calming 

aroma. 

 日本の温泉リゾートについて言

及すると、「温泉卵」と「温泉まん

じゅう」は外せません。「温泉」と

いう言葉は「ホットスプリングス」

のことです。 

 

 温泉まんじゅうとは、やわらかい

小麦の生地であんこをくるんで蒸

かしたおやつです。 

 温泉卵とは、日本で古くからある

調理法で、温泉の湯でじっくり加熱

したゆで卵のことです。半熟でとろ

っとした黄身の味わいは格別です。 

 

   Speaking of the hot springs' 

resorts of Japan、 "onsen 

tamago" and "onsen manju" are 

the must-haves. The word、 

"onsen、" means hot springs.  

   Onsen manju are the soft 

steamed buns filled with sweet 

bean paste.  

   Onsen tamago is a 

traditional Japanese boiled egg 

which is originally slow cooked in 

the water of hot springs in 

Japan. The creamy texture of 

an uncooked yolk tastes very 

good. 
 冬にはスキーのあとに温泉に入

る人が多くいます。スキーで疲れた

からだを温泉の湯が癒してくれま

す。 

 これは日本が世界に誇れること

だと思います。いつか、皆さんも日

本の温泉を楽しんで欲しいと思い

ます。 

 

   In the winter、 people 

often go skiing、 and then visit a 

hot spring. A hot bath is a great 

refreshment after skiing. 

   This is something that 

Japan boasts about to the 

world. We hope you can enjoy 

Japanese hot springs some day. 

 
 

４ まとめ 

 いかがでしたか。わたしたちのま

ち、花巻市について、イメージでき

たでしょうか。 

 

   How was our presentation? 

Could you imagine what 

Hanamaki is like? 
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 今度はみなさんが花巻市に来て、

その魅力を体験してほしいと思い

ます。 

 これからもシェットランドと花

巻市との交流が続くように願いつ

つ、わたしたちの発表を終えます。 

ご清聴どうもありがとうございま

した。 

 

   We really hope that you can 

come and experience the life in 

Hanamaki.  

   And we also hope that the 

relationship between Shetland 

and Hanamaki continues for a 

long time. 

   Our presentation is over. 

Thank you for your listening 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出発式の様子 
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研 修 報 告 書 
 

花巻市立湯本中学校 2年   伊藤 さくら 
 

１ 研修課題 

英語を使っての会話力、コミュニケーション能力を向上させること。 

日本とイギリスの文化についての違いを知ること。 

 

 

２ 課題設定理由 

学校で習った英会話で楽しくコミュニケーションを図りたいと思ったから。 

日本とイギリスのそれぞれの特徴、良さを知りたかったから。 

 

 

３ 研修報告 

  （１）現地の人々と 

 私はホストファミリーに初めて会ったとき、ほとんど何も話すことができませんでした。

“Hello.”と言って自己紹介しかできませんでしたが、その間ホストファミリーは笑顔で

聞いてくださいました。このようなことを積み重ね、だんだん慣れていきました。ある日、

ホストマザーのおじさんに自己紹介をしたときに”Nice to meet you.“と言ったり笑顔

を絶やさなかったりすると、とても喜んでくださいました。「伝えたい」という意思をジ

ェスチャーなどに示せば、知っている単語を並べただけの英語も伝わることを実感しまし

た。また、伝えようとする意志がコミュニケーションをとる上で最も大切なことだと知り

ました。 

 アンダーソン高校から家に帰るまでのバスの中では、アンダーソン高校の生徒さんたち

と会話しました。そのみなさんは「こんにちは」と日本語で話しかけてくれたり、“sushi”

の話もしてくれたりしました。また、英語をよく理解できない私に対して、“Are … you …”

と言葉を区切ってわかりやすく質問してくれました。 

 

  （２）日本とイギリスの違い 

○食文化 

 イギリスでは食べる前に「いただきます。」などの言葉を言わずに食べ始めます。7日間

の滞在中、お米を食べたのはたった一度でした。しかし、日本のお米と違い、細くて、甘

みがないものでした。朝食はいつもシリアルかトースト、夕食の主食がパスタだったり、

じゃがいもだったりしました。結局、イギリスの主食は一体どの食べ物であるのか、今で

も疑問です。 

○建築物 

 シェットランドには数百年の歴史を持つ城や町、本物の大砲などがたくさん見られます。

日本家屋に見られる畳や障子などの雰囲気は全くありませんでした。ですが、落ち着きの

ある雰囲気はどちらにも共通してありました。シェットランドは歴史を大切に思っている

のだと思います。 
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４ 感想 

 英語を話すときは、「これを伝えたい」という、はっきりとした意思を持って話すよう

にしました。日本人と日本語で話すとすぐ通じるので、一つ一つの会話にあまり気持ちを

込めませんが、これからは英会話をして過ごしたあの滞在中の感覚を忘れず、これから人

とのコミュニケーションを図っていきたいと思います。 

 

 

５ 写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         きれいなストリートです。              シェットランドの伝統的な料理、 

                                    フィッシュ＆チップスです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      シェットランドポニーです。 
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花巻市立東和中学校 ２年     佐々木 りの 
 

１ 研修課題 

  シェットランドの伝統や文化、日本との暮らし方の違いを学ぶ。 

 

 

２ 課題設定理由 

  私は外国に興味があり、実際に行ってみて日本の暮らし方とどのように違うのか、昔からの

伝統文化はどのようなものがあるのか知ってみたいと思い、本課題を設定しました。 

 

 

３ 研修報告 

（１）文化について 

    シェットランドの文化についてホストファミリーの方に質問してきました。そこで解っ

たことが４つあります。 

    １つ目は水産業です。シェットランドは海に囲まれているので、それを活かして養殖も

行っているそうです。ホームステイ先でも肉料理より魚料理のほうが多かったです。 

    ２つ目はオイルです。オイルターミナルがあり、シェットランドの北海で取れるオイル

が経済の大きな柱でした。 

    ３つ目は羊の毛で作った毛糸の編み物です。ホストファミリーのおばあさんから編み方

を教わりました。 

    ４つ目は毎年 1月に行われるファイヤーフェスティバルという大きなお祭りです。これ

はシェットランド伝統のバイキングのお祭りです。毎年男性の中からバイキングのリーダ

ーが選ばれ、選ばれたリーダーはバイキングのように髪やヒゲを伸ばします。 

 

（２）学校について 

    訪問したアンダーソン高校の部活と行事を質問しました。 

    アンダーソン高校の部活は、フットボール、バレーボール、ネットボールがあります。

ネットボールとは、パスだけのバスケットボールのことだそうでとてもポピュラーなスポ

ーツだそうです。 

    大きな行事はクリスマスパーティーで生徒がダンスをしたりする楽しいイベントにな

っているそうです。 

    アンダーソン高校に訪問して外国の学校は日本とは違ってとても自由でした。例えばラ

ンチは街に行って食べたり、制服ではなく私服だったり、髪を染めてアクセサリーをつけ

るなど日本ではありえない事ばかりでびっくりしました。 

 

 

４ 感想 

今回の研修で一番思い出に残っていることは、ホストファミリーの方との会話です。 

 かたことでしたが、２日目になるとジョークを言うなど、とても楽しい時間を過ごすことがで

きました。 

  この研修でたくさんの人と出会ってコミュニケーションをとることで自分の視野を広げる

ことができました。 

  今回体験したことは、私の一生の宝物です。ホストファミリーの方々、家族に感謝したいで

す。 
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５ その他報告したいこと･写真等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        ホストファミリー                   シェットランドの街並み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ある日の夕食                   アザラシの赤ちゃん 
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花巻市立南城中学校 ２年   菅原 瑞希 
 

１ 研修課題  

 ・学習した英語を駆使してたくさん交流する。 

 ・日本との相違点を発見してくる。 

 

 

２ 課題設定理由 

 ・現地の人との沢山の交流を通して、自分の英語力を高めようと思ったから。 

 ・日本と外国では、文化や習慣で何が違うか知りたかったから。 

 

 

３ 研修報告 

（１） ホストファミリーについて 

①  私がホームステイした家には子供が４人居ました。初めのうちは、質問されるとあせ

って答えが遅れてしまうことが多かったのですが、慣れてくると落ち着いて聞き取るこ

とが出来て、だんだんジェスチャーを交えての会話もできるようになりました。 

 また、子供が多いということもあり、ホストファミリーデーには図書館へ行き、本を

借りたりビーチでバーベキューをしたりしました。 

②  私が一番驚いたことは、家族の仲がとても良いことです。ホームステイ期間中ほぼ毎

日と言って良いくらい従妹が遊びに来ていました。また週末には祖父母の家に遊びに行

ったり、祖父母が遊びに着たりととても仲が良いという印象を受けました。 

③  私はホストファミリーへのお土産に「箸」を持って行きました。初めて使う人には難

しいはずなのですが、ホストスチューデントのチャーリーは２日ほどで器用に使いこな

していて、私が日本に帰る頃には何の抵抗もなく、まるで日本人かのように箸を使って

スムーズに食事をしていました。 

自分自身の交流だけでなく、日本とシェットランドの文化の交流もすることが出来た良

い機会でした。 

 

  (２) 街並みについて 

 シェットランドの中心の街ラーウィックには、味わいのある石造りの建物が多かった

です。中でもメインストリートは、店などの建物も歩道や車道も全て石造りだったので、

そこを普通に車両が通っていたのを見たときはすごく驚きました。 

 また、メインストリートは海に近いということもあり、海鳥も沢山いて、まるでおと

ぎの話の世界に入り込んだかのような気持ちになりました。 

 ですが、メインストリートは人の往来がさかんということもあり、歩道にはガムが張

り付いてあったり、ポイ捨てがあったりとせっかくの街並みがもったいないと感じまし

た。 

 それと同時に、環境美化の取り組みは日本のほうが進んでいるという違いも発見する

ことが出来ました。 

 

 

４ 感想 

 １０日間の研修では、大変なこともありました。ですが、ほとんどが楽しいことばかりで

した。伝えたいことを全て伝えることは不可能でしたが、自分なりに写真や絵、実際には体
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を使って沢山のことを伝えたり、逆に学んだりしてきました。 

 また、英語を上手に話すことが出来なくても、一生懸命伝えようという気持ちを持って伝

えれば、相手も一生懸命理解しようと頑張ってくれることも分かりました。 

 最後に、この経験は私にとって一生忘れない大切な思い出となりました。お世話になった

ホストファミリーの皆さんや、現地の人達には本当に感謝しています。 

 そして、いつかお世話になった皆さんにまた会いに行きたいです。 

 

 

５ 写真 

 

 
 

お世話になったホストファミリーです。 

 

 
 

ホストスチューデントのチャーリーです。お好み焼きを箸で食べています。 
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石造りの街並みです。 
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花巻市立西南中学校 ２年   川下 大輔 
 

１ 研修課題 

異国文化にふれ、日本との違いについて学ぶ 

 

 

２ 課題設定理由 

 自分の周りの先輩もこの研修に参加していてその体験談を聞いていたら、海外という異国

の地に興味がわいてきたから。 

 

 

３ 研修報告 

 僕の行ったシェットランド諸島は１日に３回も天候が変るような所で木もなく凄く風が強

い所でした。外は寒かったのですが、建物はレンガ中心の造りで建物の中はとても暖かかっ

たです。ストーブではなく、暖炉などで暖をとることが多かったです。 

 

 僕たちは毎日「アンダーソン高校」という所に通いました。毎朝トーストとコーヒーを食

べて登校しました。登校最中のバスの中では日本のバスと違ってラジオや音楽が流れていま

した。高校では沢山の生徒がいて、髪の毛を緑に染めていたり、ピアスしている人がいたり

して驚きました。アンダーソン高校には日本の高校の規則というものは無いみたいでした。 

 

 次に、ホームステイをして感じたことは日本とは違って靴を脱がない生活なのでいつもゆ

っくりとした感じはなかったです。他にはバスタブはあっても毎日シャワーしか使わないの

で「湯につかりたいなぁ」と思うことが多かったです。基本的には時間がアバウトなので朝

起きるのが遅かったり、朝食の時間も遅かったりと日本ではあり得ないと感じました。 

 ホストファミリーデーの最終日にはホストファミリーと一緒にバーべキューをしました。 

浜辺で冬の寒い時期でもやったのでこれも日本とは違いとても楽しかったです。 

 「海外は日本とは違う」ということは言って分かる事です。しかし、実際に行ってみると

全てが違うと言えるくらい日本と異なることがおおかったです。僕はこの研修でこれだけの

違いを学べることができました。 

 

 

４ 感想 

 僕はこの研修で２つの事を感じました。 

 １つ目は、ホストファミリーと楽しく会話をしていても会話が終わると英語が喋れないの

ですごく気まずくなってしまいました。このことから、身振り手振りなどを使ったりして何

か話したりする積極性が必要だと感じました。これは将来、社会に出たと時にも必要なこと 

なのでこの経験を生かして積極的にいきたいです。 

 ２つ目は、どこの国や地域にも共通して言えることですが、自分が今までに覚えた単語や

自分が知っている数少ない単語を並べて、ジェスチャーを使えば必ず通じるということを感

じました。 

 今回の研修を後の世代にも伝え、一生忘れない思い出にします。 
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５ 写真 
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花巻市立湯口中学校 ２年   佐々木 麻帆 
 

１ 研修課題 

 イギリスの様々な文化などについて学び、日本と共通するところや、違いを学ぶ。 

 

 

２ 課題設定理由 

  イギリスと日本の共通点や違いを知り、そこで学んだことをたくさんの人々に伝えたい 

 

 

３ 研修報告 

  (１)日本と共通するところ 

①食事 

 米を主食として食べている日がときどきあり、チャーハンのようにしてたべていました。 

 また、中華料理店があり、箸を使える人もいました。 

②交通 

 車は左側通行で、トヨタなどの日本の車がたくさん走っていました。 

③家 

 私がホームステイした家では靴を脱いでいました。 

④スポーツ 

 海岸沿いに温水のスイミングプールがありました。 

⑤アニメ 

 You Tube を通して主にボーカロイドや、ジブリなどを楽しんでいる人がいました。 

⑥学校 

 学年ごとにクラスわけされていて、クリスマスパーティーなどのたくさんの行事を行っ 

 ていました。また、放課後には毎日ではありませんが、クラブを行っていました。 

 

  (２)日本との違い 

①食事 

 主食はほとんどパンやパスタで、フォーク・スプーン・ナイフを使ってたべていました。 

 また、食事をする時は必ずお水がだされました。 

②交通 

 交差点が無く、ロータリーのようになっていました。 

③家 

 シャワーとトイレが一緒で、バスタブがありましたがほとんど使っていませんでした。 

④スポーツ 

 バスケットボールと似ていてドリブルをしないスポーツが流行っていました。 

⑤アニメ 

 イギリスでは、本格的なアニメは、やっていませんでしたが、ディズニーのアニメ 

 などは、放送されていました。 

⑥学校 

 13歳～16歳までの高校が６校と、13歳～18歳までの高校が２校ありました。 

 生徒は全員私服で、各教科の教室に生徒が移動して授業を受けていました。 

 また、売店のお菓子や、飲み物を買い、授業を受けながら飲食している人もいました。 

 

４．感想 
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 この海外研修では、日本ではできない経験や楽しさあるということを学ぶことができま

した。海外へ行く前は、ホームシックにならないか心配でしたが、一緒に研修した友達や

ホストファミリーなどがとても優しく、とても楽しい研修ができました。 

とくに、ホストファミリーが親切で、荷物を持ってくれたり、まだ英語を上手く話せな

い私達にゆっくりと聞き取りやすいように話してくれたり、知らない単語を教えてくれた

りなど、コミュニケーションのよくとれた対応をしてくれました。 

 私は、研修を通して学んだことを、このような機会を与えて下さった方々への感謝の気

持ちを忘れず、これからの生活に生かしていきたいです。 

 

５．写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          シェットランドの名物                       シェットランドの海 

         フィッシュアンドチップス 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         ホストファミリーとの写真         
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花巻市立東和中学校 ２年   遠藤 弥侑 
 

１ 研修課題 

学校で役立ちそうな事を学び、体験する。 

コミュニケーション力を高める。 

 

 

２ 課題設定理由 

外国の同年代の人が、どのような事をどのように学んでいるのかを知りたかったから。 

初対面の方と話すのが苦手なので自分から積極的に話せるようになりたかったから。 

 

 

３ 研修報告 

・ 学校生活について 

 日本の学校と異なる点がたくさんありました。例えば、登校時間が午前 9時で下校時間

が午後 3時と学校で勉強する時間はあまり長くありません。家庭学習時間も日本の学生の

ように長時間はやらないようです。制服などはなく私服での登校でした。昼食も給食では

なく日本の購買のような所や街に出て買って食べるという形でした。 

 小学校ではイベント時の写真や児童達が作った作品などを廊下の壁いっぱいに貼って

いたのが印象的でした。 

 また、生徒が学校内の清掃をすることはシェットランドでは珍しい事が分かりました。 

 

・ コミュニケーションについて 

 最初は緊張しあまり会話をできませんでしたが、2･3 日目には落ち着いて話を聞いて会

話も増えていきました。長文はあまり話せなかったのですが単語でも、伝えようという気

持ちがあれば伝わる事が分かりました。 

 街で、すれ違う時に「Hello」や「こんにちは」と声をかけて下さる方もいてシェット

ランドの方はとてもあたたかいと思いました。 

 

・ 食文化について 

 味は少し濃かったですが、美味しかったです。しかし、量が多く夕食をたくさん食べて

からアイスクリームやカップケーキなどを食べていたので驚きました。 

 また、料理に入っている野菜の量が和食よりもかなり少なかったので和食が健康に良い

という事を改めて知ることができました。 

 

・ 歴史について 

 シェットランドの方々の先祖はバイキングだったそうです。だから、シェットランドの

方々はとてもバイキングが好きでした。年に 1度「Helly」という大きな祭りがあります。

毎年船や盾などを作り、船に火を点けて海へ流すお祭りだそうです。その時に歌う伝統的

な歌もあるそうで昨年の映像を見せてもらいましたがとても楽しそうでした。 

 このような伝統的な祭りはどこの国でもあるという事がわかりました。 

 

 

 

 

 

４ 感想 
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 1 日だけ高校のブラスバンド部の方々と合奏をさせて頂きました。いきなりだったので

焦りましたが楽譜は全世界共通なのでとても楽しく合奏させてもらいました。どこの国で

もみんなが楽しめる“音楽”というのはとても凄いと思いました。 

 日本から出て分かる日本の良さもたくさんありました。最も代表的なのは「挨拶」です。 

食事の際の「いただきます」「ごちそうさまでした」や、授業前と授業後に先生に対して

行う挨拶は普段当たり前のようにしていますが、とても大切な事だと実感しました。 

 今回、派遣に行き自分の世界の狭さを痛感しました。世界中には私の知らない事がたく

さんあります。もちろん、日本の事もほんの一部しかまだ知りません。これから私は、日

本はもちろん外国の事もどんどん興味を持っていきたいと思いました。そのために、まず

は身近な岩手や花巻の事を知り何事にも積極的に取り組んでいきたいと思います。 

 

 

５ その他報告したいこと・写真等 

         バイキング時代の古城です。  
 

 

とにかく羊が多かったです。人口よりも多いそうです。 
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花巻市立花巻小学校 教諭   木村 睦 
 

１ 研修課題 

  今回の海外研修にあたり、次の３つを研修課題として設定した。 

（１）派遣生徒達が有意義かつ安全に研修ができるように工夫してサポートすること。 

（２）ホームステイを通してホストファミリーとの交流を深めること。 

（３）交流都市、英国シェットランド諸島の教育事情等について見聞を広めること。 

 

 

２ 課題設定理由 

研修課題（１）について 

 今回の研修に、私は英国シェットランド諸島で海外研修を行う６名の派遣生徒の引率

者として加わらせてもらった。生徒達は研修への参加に当たりそれぞれ研修課題を持っ

ていた。派遣期間は１０日間であるが、前後の移動日を除くと実質５日間という短いス

テイである。この短期間で、生徒達が課題に対して十分に取組むためにはどのようにサ

ポートすればよいか考えることが肝要であり、課題として設定した。 

 

研修課題（２）について 

 引率者としての参加ではあったが、私もホストファミリーのお宅にホームステイをさ

せていただくこととなった。英国シェットランド諸島と花巻市との交流は、平成２年か

ら、合併前の東和町との交流をスタートに始まったものであり、２０年以上も相互交流

が続いている。派遣生徒と同じように当地の方々と交流を深めことが役割の大切な一つ

であり課題とした。 

 

研修課題（３）について 

 研修への参加が決まり、外国の教育事情の一端を見聞する機会に恵まれることとなっ

た。日本で教員として働く一人として他国の教育事情に触れ見聞を広めることは、今後

仕事をする上で参考とすべきことが多いと思い設定した。 

 

 

３ 研修報告 

（１）派遣生徒のサポートについて 

 生徒達には事務局からあらかじめ、花巻市の魅力についてプレゼンテーションしてく

るようにとの課題が与えられていた。 

最初の機会となった Dunrossness、２カ所目の Tingwall、それぞれの Primary School

では緊張からか少しぎこちなくなってしまったが、６人がそれぞれ自分の役割をよく果

たして花巻市のよいところをアピールすることができた。生徒の話を補うために日本か

ら用意していった温泉や鹿踊りなどの写真を使わせたことが効果的で、どちらの学校の

児童も興味深そうに写真を見ながら話を聴いていた。発表のサポートになったと思う。 

翌日の Anderson High School で行った複数のクラスでのプレゼンテーションでは、生

徒達の気持ちに余裕が生まれたことに加えて日本から随行していた添乗員さんのアドバ

イスや励まし等もあり、前日より声が大きくしっかりした発表となった。顔をあげ相手

を見て話すようにと助言をして臨ませたが、いきいきとした表情で発表した生徒達は、

たとえ言語によるコミュニケーションの力が十分でなく、文法的に誤った speaking にな

ってしまったとしても、表情やジェスチャーが有効にはたらき、むしろそれが言語以上

に大切であることを実感することができたとのではないかと思う。 
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一つのプレゼンテーションが終わったごとに生徒達を集めて評価をし、アドバイスを

与え励まして次にプレゼンテーションに向かわせる。このサイクルがよかった。 

また、添乗員さんや現地コーディネーターの方、バスドライバーの方等と努めてコミ

ュニケーションをしていたことも生徒達をサポートする上で非常に大きな力になった。

空港内の移動や搭乗降機、学校や観光施設等への訪問、LERWICK 市内での行動等の場で、

滞在中の私達の連携が生徒達の安全のサポートにうまく機能したと思う。 

 

（２）ホストファミリーとの交流について 

 ５日間のホームステイの内、私は３日間と２日間に分けて２つのホストファミリーの

お宅にホームステイさせていただいた。 

 初めのホストファミリーは、かつて Anderson High Schoolで教鞭をとっていたという

敬虔なクリスチャンの女性で、食事の際、いただく前に毎回二人で神に祈りを奉げてか

らスプーンをもった。夜コンサートに招待していただき二人で楽しい時間を過ごしたり、

日本での留学経験があるという娘さんや息子さんと話をしたりしたことがよい思い出と

なった。 

 二つ目のホストファミリーの女性は、南アフリカからの学生の受け入れを担ったりし

ているという、exchange program にたいへん協力的な方であった。看護師をされていた

ということで、日本やシェットランドの医療事情や高齢者の生活の様子について等が話

題となったが、看護師の厳しい労働環境は日本と似ているという話が印象に残った。休

日に、メインランド島中部までドライブに連れて行っていただき、島内のきれいな風景

を楽しんだ。 

 どちらのステイ先においても、進んでコミュニケーションを図ることと浴室や寝室等

をきれいに使いきちんと片付けることを心がけながら生活した。話題の中につとめて岩

手や花巻のこと、シェットランドと日本との違い等を取り上げるようにして、花巻につ

いての理解を深めていただこうとした。当地のスーパーマーケットで買った食材を使い、

日本から持っていった材料と合わせてラーメンを作ってご馳走したが、日本製のヌード

ルに少し戸惑いながらもおいしそうに食べていただき、うれしく思った。 

 お別れの日。感謝の気持ちとして花束をお贈りした。廉価なものであったが、どちら

の方にも感激していただき、忘れられない時となった。 

 

（３）シェットランド諸島の教育事情等について 

 シェットランド諸島に到着した翌日、島内の Primary School の内２つを訪問した。共

通していたのが、どちらも教室等の壁面や掲示物が色彩豊かで、日本の幼稚園・保育園

に似た雰囲気だったことである。校舎はこぢんまりとしていて、校庭も日本のように大

きくはなかった。１クラス２０人程の子ども達の表情は穏やかで楽しそうに学習してい

た。指導が行き届いているという感じをもった。 

 先生方も表情豊かに子ども達に優しく語りかけ包み込むような雰囲気で指導されてい

たことがとても印象的であった。 

 子ども達は、Primary School を卒業した後 High School に進学する。島内にある２校

の内のひとつ、Anderson High School を訪ねたが、学生達は日本と比較して自由に楽し

く学校生活を送りながら学んでいるようであった。自分自身を律しながら自ら考え判断

して行動し、結果に責任をもつという意識が日本の学生よりもしっかりもてているから

ではないかと感じた。 

 遠方からきている学生のための寮もそろっている校舎は、伝統的な趣の中にも近代的

な部分を併せ持っていて教育設備が整い、どのクラスでも落ち着いた雰囲気で授業が展

開されていた。日本の大学の授業に似たような雰囲気であった。 

 進学を希望する学生はシェットランドを離れ、グラスゴーやアバディーン等にある大
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学へ進む。卒業後は島へ戻ってくる人も少なくないということであった。 

 

４ 感想 

  まず、生徒達を無事保護者の方々にお返しできたことにたいへん安堵している。そして、生

徒達がしっかりと研修することができたことが嬉しい。生徒達は柔軟であった。日本とは違っ

て、一日の内に晴天と雨天とを数回繰り返す気候に戸惑い、そしてなによりも英語を媒介とし

たコミュニケーションに戸惑った生徒達であったが、たとえ文法が多少間違っていようともキ

ーとなる単語や表情、ジェスチャー等、伝えようとする思いで概ねのコミュニケーションがと

れ、気持ちや考えを伝えあえることを体感できたことは非常に大きかったであろうと思う。 

また、私にとっても初めての英国ということで、非常に貴重な体験だった。見聞し学んだこ

とを今後の生活に生かしていきたいと思うとともに、今後是非、英国シェットランドから訪れ

る方をお迎えし、交流を深める一助になれたらと思っている。 

世界は、政治、経済、スポーツ、文化様等々な面でグローバル化が進み、国際理解の重要性

はいうまでもない。一方で、国内ではグローバル化と「使える英語」が広まらない現状への焦

りとを背景とした「英語教育の早期化」の必要性が指摘され、２０１８年度実施を目標として

「外国語活動」の教育改革が予定されている。このような中、花巻国際交流協会が行っている

この事業の意義は大きく、花巻市の青少年達が将来すばらしい国際人へと成長し国際社会から

信頼される人間として活躍されることを期待してやまない。 

最後に、このような研修の機会を与えてくださった関係諸機関の各位の皆様並びに所属校の

諸先生方に心から感謝を申し上げ、結びの言葉とする。 

 

 

５ その他報告したいこと・写真等 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

上左：Tingwall Primary School にてプレゼン 

上中：Anderson High School にてプレゼン 

上右：Anderson High School にてプレゼン 

下左：Anderson High School にてプレゼン 

下中：SCALLOWAY の博物館にて 


