201７年度 東海大学付属静岡翔洋小学校

第４回 ハワイ英語研修旅行 作文集
ハワイ英語研修旅行では、英会話学習をはじめ、２泊３日のホームステイ、ポリネシア文化などについ
て学ぶ授業やカフェテリアでの会話、フラレッスン、ハワイの水族館や農園の見学など、様々なプログラ
ムを体験しましたね。また、最終日には、お世話になった先生方やスタッフの皆さんの前で、一人ひとり
研修で印象に残ったことや、ホームステイでの一番の思い出について、自作ポスターを使いながら英語で
立派に発表できましたね。身につけた英語を使って、自分のことを伝えたり、ハワイの自然や文化に触れ、
日本とは違う文化について学んだりして、大きく成長したことでしょう。
みなさんの思い出が沢山つまった作文です。ハワイでの滞在を思い出しながら、読み返して下さいね。
【HTIC/UHWO/Kapolei Market Place で買い物体験 】
1 日目

HTIC や University of Hawaii, West Oahu 校の
校舎見学を現地スタッフと行いました。
日本のスーパーにあるものとの違いを探したり、
レジで支払いの体験をしたりしました。
【フラレッスン】フラの基本動作を学びました。

【英会話の授業①】
ホームステイでの会話やお金の使い方を学びました。

2 日目

【突撃インタビュー】
カフェテリアにいる方々に自分で考えた質問をしました。

【海水浴＠Ko Olina】白い砂浜で海水浴を楽しみました。
【フラレッスン】また新たに１曲レパートリーが増えました。
【英会話の授業】
ホームステイでの会話やポリネシアの文化を学びました。

【Waikiki Aquarium／Waikiki の散歩】
3 日目

ハワイならではの魚を見つけられましたか。３グループに
分かれて、Waikiki 歩き＆ABC ストアでお買い物をしました。

【ホームステイ】
International Hospitality Center にて、ホストファミリーと
対面。挨拶をして、それぞれの自宅へ向かいました。

【終日ホームステイ】
4 日目

それぞれの家庭で、アメリカやハワイの
文化を学んだり、日常生活の中で様々な
体験したりしました。

【ホームステイ】
5 日目

２泊３日でしたが、充実した時間を過ごせました。
ホストファミリーのみなさん、ありがとうございました。
【フラレッスン】明日の発表会に向けて練習！

【英会話の授業とスピーチ発表】

【マカハ農園訪問】

【フラダンス発表会】

ポスターを使い、思い出を英語で発表しました。

タロイモ畑のお手伝いをしました。

練習した成果を発揮できました！

6 日目

1

「一つの研修が終わり、新たなる学びが始まる」

引率 教頭 石井 良

第４回ハワイ英語研修を引率するにあたって、今年のキーワードを Activeness（積極性）
、Autonomy
（自主性）
、Action（行動）
、Acceptance（受容）
、Appreciation（感謝）の頭文字から『５つのＡ』と
しました。児童たちが、
『全ての物事を積極的に、他からの働きかけがなくても自分から進んで、常に前向
きに行動し、ハワイの文化を受け入れて、そして全ての人に感謝して帰国しよう！』という気持ちで研修
に挑んでもらいたかったからです。この研修は実践的な英語力を養うだけでなく、本学の海外教育機関で
ある HTIC を活用し、ハワイの歴史・自然文化に触れ、日本とは違う環境を体験することにより、異文化
理解を深めることが大きな目的であり、東海大学の付属機関でしかできない英語研修です。今回参加した
14 名の児童は１週間という短い期間ではありましたが、それぞれ今持っている力を最大限発揮し、
『５つ
のＡ』を実践してきました。一例をあげると、研修２日目、児童たちは初めての English Conversation
を終えた後、HTIC に隣接する UHWO のカフェテリアで、その場にいる見ず知らずの人たちにインタビ
ューをおこないました。日本国内でもいきなり知らない人に声をかけるということは緊張すると思います
が、英語を駆使して様々な人たちに話しかけていました。児童たちにとって非常にハードルの高い内容で
あったと思いますが、研修の前半にこのような体験をすることができたおかげで、研修全体を通して児童
たちは様々な人たちと積極的にコミュニケーションを図ることができました。わずか１週間の研修でした
が大きく成長した１週間でした。
私自身も今回の研修で様々な体験をしました。
例えば児童たちがホームステイ先で過ごしている土曜日、
The Bus に乗って Honolulu まで行き、Waikiki から Downtown や China town を通り Honolulu
Harbor の奥まで４マイルほど歩いてから The Bus で HTIC まで戻りました。Downtown までの道の
りは私たちが良く知っている観光地としてのハワイでしたが、それ以降の道のりはローカルとしてのハワ
イであり、
ホームレスを多く見かけました。
日本人があまり知らないハワイの大きな社会問題の一つです。
また、児童のホームステイ先に行く用事があり、Kailua にある Marine Corps Base Hawaii（海軍基地）
を訪れました。土曜日の夜ということもあり、多くの軍関係者が車で行き来していましたが、銃を持った
憲兵が厳重な警備をしていました。オアフ島の面積の約 22％が軍関係の施設であるというハワイの現状
です。オアフ島一つとっても、まだまだ知らないことがたくさんあります。児童たちには１週間の研修内
容だけでなく、この研修をきっかけに様々な『異文化理解』を深めていってもらいたいと思っています。
この６泊８日の研修は解団式をもって修了となりました。しかしこの研修で培ったことを今後に生かす
も、このまま終了とするのも参加した児童次第です。そのような意味では、この研修のゴールはどこにも
ありません。お世話になった HTIC のスタッフやホストファミリーとのつながりは永遠に続きますし、異
文化理解のためには日本文化理解も重要です。児童たちの今後の成長に期待します。
我々は第５回ハワイ英語研修が今年以上により良いプログラムとなるよう準備を進めていきます。来年
も多くの児童が研修に参加してくれればと思います。最後になりましたが、保護者の皆様をはじめ、研修
を支えていただいた全ての皆様に感謝いたします。

小さな親善大使よ、世界へ羽ばたけ！

引率 髙橋 佑未子

今年で４回目となる東海大学付属静岡翔洋小学校主催 ハワイ英語研修が多くの方々のご支援とご協力
のお陰で、無事に終えることができました。この場をお借りして、本研修に携わってくださった多くの皆
様に感謝いたします。
さて、本校のハワイ英語研修は、他の小学校が行っている海外研修とはひと味もふた味も違うところが
あります。最も大きな違いは、東海大学グループの教育施設をお借りし、様々な活動ができるということ
です。東海大学は日本・海外に多くの教育研究施設を持っています。その一つが、ハワイ州オアフ島にあ
るハワイ東海インターナショナルカレッジ（HTIC）です。日本には多くの大学付属機関が存在しますが、
現地の大学（University of Hawaii, West Oahu）と校舎や学生寮を隣接させ、教育活動を共にしている
のは HTIC だけではないかと思います。そのような素晴らしい環境の元、絶対に観光では味わえない「本
物のハワイ」を体験できた参加者 14 名は本当に幸せだと思います。
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私は常々、子ども達には、若いときに海外に出て、日本との文化の違いや日本文化の良さに気づいても
らいたいと思っています。私も海外に行かせてもらう機会が何度かありました。その度に、現地の人たち
との触れ合いを通して、異文化の面白さや日本文化の素晴らしさに気付かされると同時に、自分自身が日
本という国についての知識が乏しいことに恥ずかしさを覚えました。英語科の私が言うのもなんですが、
海外では綺麗な英語を話す人よりも、間違いなど気にせず「図々しく」相手の懐に飛び込んでいける人の
方が周りから慕われると感じます。この「図々しく」というのがとても難しく、こういう人になるには日
本という国について（文化・習慣・政治・歴史など）深く知っておく必要があります。海外の人たちは、
ガイドブックには書いていないリアルな日本の話を聴き、胸を躍らせるわけです。幸いなことに、子ども
達は、
「みち」の授業を通して、日本文化（柔道、華道、茶道、書道）について学ぶことができます。今回
参加した 14 名にはホームステイ先で「日本から持って行ったお土産をステイ先の方々に紹介し、一緒に
遊んでくる」というミッションを課しました。ステイ先から戻ってきた子ども達の顔には自信に満ちあふ
れた笑顔が見られたことで、ペアで試行錯誤し、一生懸命説明してきたことが分かりました。
「グローバル化社会」と呼ばれるこの世の中で、本校の小さな親善大使はハワイの方々に日本文化の紹
介をしてきました。彼らが将来、創設者の松前重義先生が願っていた世界平和に貢献する人材として、日
本と海外を結ぶ架け橋となってくれることを心から応援しています。

「思い出たくさんハワイ英語研修」

4 年 1 組 石川 愛乃

わたしは、ハワイ英語研修で思い出に残ったことが４つあります。
１つ目は、授業です。授業は、２日目と３日目と６日目の３日間だけやりました。先生は２人いて、２
チームに分かれて１時間ずつやりました。内ようは、島のことや自己紹介や、お金の使い方など色々学び
ました。
２つ目は、ホームステイです。わたしは、ハワイ英語研修に行く前から
楽しみにしていました。ホームステイが始まる時、わたしは心配していま
した。なぜなら、日本語が向こうの人たちはしゃべれないから、英語で言
えるか心配でした。でも、ホームステイで英語をいっぱいつかったので、
行く前よりも、少し、読んだり、書いたりするのが、得意になりました。
少しでも得意になれたのでよかったです。
３つ目は、タロイモ畑に行ったことです。日本でいうと、タロイモはさ
といものことです。タロイモ畑に着いたらまず始めに農園の説明をしても
らい、お手伝いをしました。作業を始める前に、ほり方とうめ方を教えて
もらってから作業をスタートしました。あっという間に終わってしまいました。その次に、タロイモをつ
ぶすのを３人から４人ぐらいでやりました。つるつるしていて、すべってしまったけれど、うまく作れて
よかったです。
４つ目は、フラダンスです。１回目と２回目の時はむずかしかったけど、３回目になったら、だんだん
とできるようになりました。とってもうれしかったです。４回目は、フラダンスの発表会です。３０分だ
け最後の練習をやって本番でした。歌とおどりを２曲ずつやりました。まちがえてしまったところもあっ
たけれど、練習よりうまくできたのでよかったです。
このハワイ英語研修で、いろいろなことを学びました。夏休みのいい思い出になりました。

「ハワイ英語研修」

4 年 1 組 大石 璃香

「So , Fast Rika.」
これは、Kumu Lora 先生の授業で、ボードに書いてある金額を見て、自分の持っているふくろの中から
おもちゃのお金で表す授業で、スピードをきそっているときです。私はこの一言で、すごくやる気が出ま
した。なぜなら、アメリカの＄と￠を、日本にいる時、母に教えてもらったけれど、全く理解ができなか
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ったからです。教えてもらっているうちに、気がつくと 21＄も表せるようになりました。先生にほめら
れ、一人でも買い物ができそうだと思うとうれしくなりました。この授業のあと、買い物の時も、コイン
ランドリーを使う時も、必要なお金がすぐ出せるようになっていました。
Oki 先生の授業では、歌やお金の勉強です。Kumu Lora 先生に教えてもらったことを活かして、レベ
ル up した自分で授業に参加しました。
ハワイに着いてから 2 日目に、コオリナビーチに行きました。砂
は白くサラサラしていて、海の色は、青と緑で、キラキラ輝いてい
ました。海でハワイの小学１年生のジャスミンちゃんと、４才のテ
ールちゃん、３才のアレックスちゃんに出会いました。私がジャス
ミンちゃんに、日本のすしについて説明すると、
「No, sister.」
と言って、理解してもらえませんでした。Sushi という言葉を聞い
たことのないジャスミンちゃんには、sister と聞こえてしまったよ
うでした。他の言葉を使ったコミュニケーションはとれて、楽しく
話ができました。
ハワイ英語研修に行く前は、みんなとすごす時間を楽しみにして
いましたが、行ってみると家族に会えないことがさみしく、まわり
の友達になぐさめてもらい、のりこえました。友だちと家族のあり
がたみ、あたたかさを感じられた研修でした。

「ハワイ英語研修に行って」

4 年 1 組 金子 絆

ぼくは、ハワイに行って、いくつか楽しかったことがあります。
まず１つ目は、１日目にやったフラダンスです。ぼくは、は
じめてやったので、できるかわかりませんでした。でも、やっ
てみると、先生がやさしく教えてくれたので、ちょっとずつで
きるようになりました。じょうずに自分でできたなと思うと、
とてもうれしかったです。でも、と中でわからなくなってとめ
てしまうと、だんだん不安になってきました。でも、あきらめ
ないでやっていたら、できるようになってきたので、このまま
がんばろうと思いました。
２つ目は、２日目に行った Ko Olina Beach で、海水浴をし
たことです。ぼくは、ワイキキビーチにしか行ったことがないので、どういう場所かわからないけれど、
どきどきしながら行ってみました。そしたら、とってもきれいだったので、
（なんでこんなにきれいなんだ
ろう？）と思いました。ワイキキビーチはにごっていたのでびっくりしました。でも、Ko Olina Beach
もきれいだったけど、ワイキキビーチもきれいでした。
３つ目は、水族館とホームステイのことです。水族館では、よくわからない魚や、ファインディングニ
モで出てくる魚など、いろいろな魚のしゅるいがありました。夕方からホームステイがはじまりました。
バスからおりた時には、もう Roos さんがまっていたから、またせてしまったのかなと思いました。でも、
まあだいじょうぶかと思って Roos さんの家に行きました。家の中に入ってバックをおくと、トイレは朝
と夜の場所がちがい、朝はオウムがいるので、すぐ場所がわかりました。３～３０キロのダンベルがあり
ました。ホームステイ２日目にワイキキのビーチへつれていってくれました。Monk seal を海にいって見
せてくれました。ぼくは、
（なんでこんなところにいるんだろう。
）と思いました。
一番は、この３つだけど、まだまだほかにも楽しいことがいっぱいありました。来年も、ハワイ英語研
修に行きたいと思いました。
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「ぼくのオハナ」

4 年 1 組 森 梓恩

「オハナ」ハワイ語で家族です。ずっと、ハワイ英語研修の準備から、
ぼくの心にあった言葉です。
ぼくは、今年の 1 月から英語を学び始めたので、他のお友達に比べ、ハ
ンデがある中、ハワイ英語研修説明会のお便りを見た時に、
（これだ。
）と
感じました。いつも今一つ自信が持てないぼくは、初めての海外で正直苦
手な英語にチャレンジしてみたいと思いました。家族は本当にびっくりし
て、
「来年にしたらどうかな？」
と言いましたが、すぐ全力で応えんしてくれました。家族だけではありま
せん。4 年 1 組の友達と先生方もたくさん応えんしてくれました。そんな
ぼくの心のオハナの応えんを背負ってのハワイでした。
一番の楽しみでもあり、不安でもあったのが、ホームステイでした。ぼくと新汰君のホストファミリー
が当日変更になったけれど、それも出会いです。不安の中、とても優しいホストファミリーに出会えまし
た。中でも一番の思い出は、ホストマザーと新汰君と一緒に材料のお買い物から始めたカップケーキ作り
です。ずっと三人笑顔で心から楽しめた時間でした。なれた頃にお別れの時が来てしまい、自分の英語力
のなさに腹が立って仕方ありませんでした。でも、そんなぼくに、ホストマザーがお手紙をくれました。
“いつでも戻ってきてね” “また会える日を楽しみにしている” と書いてありました。だから、ハワイ
で大好きになった英語をもっと努力して、周りの人の助けに心から感謝し、自分をもっと好きになりたい
です。
チャンスがあるのならば、成長した姿でもう一度ハワイ英語研修に参加したいです。そして、ホストフ
ァミリーに成長したぼくで再会したいです。
がんばるぞ！Good Luck！ぼく。

「ハワイ英語研修の思い出」

4 年 1 組 杉原 依恋

私がハワイ英語研修で楽しかったことと、がんばったことを発表しま
す。
私が一番楽しかったことは、２日目に行ったコオリナビーチでの海水
浴です。海に入ると、口の中に水が入りました。海水なのでしょっぱか
ったです。十分ほど遊んでいると、海外の小さな子どもを連れたお母さ
んに会いました。その中で一番大きな女の子のジャスミンと一しょに遊
びました。私達は、ジャスミンに、日本の料理の定番、すしを教えたら、
ジャスミンはすしをシスターとかんちがいして、小さな女の子を連れて
きて、
「この子は、私の妹だよ。
」
と話しました。私達はおかしくて笑ってしまいました。その後も、何度も話したけれど通じず、結局あき
らめました。私達は先生みたいに、あいうえおを教えました。これは何とか通じました。ジャスミンと出
会えてうれしかったです。
次にがんばったことは、ホームステイでの会話です。通やくしてくれる人はいないので、私とたまちゃ
んは、英語で伝わるようにど力しました。私はアルバムを見せて、家族をしょうかいしたり、学校のパン
フレットを見せました。英語で通じたので、言葉がもしまちがっていても、話題があれば通じることを実
感しました。また、まちがってしまったら、正しい英語も教えてくれました。私はそれがとてもうれしく、
親切だと思いました。
その他に、人生初のシュノーケリングでは、マスクが重すぎて、息ができなくなりました。あわてて苦
しい中伝え、助けてもらったこともありました。
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海水浴もホームステイも、ハワイの人は、仲良くしてくれました。ハワイの人が私達に愛情をたっぷり
かけてくれて、とても感しゃしています。もっと英語を覚えてしゃべれるようになりたいです。もし来年
ハワイ英語研修に行ったら、ハワイのいい所を見つけたいです。

「一週間の体験と学習」

５年１組 乾 新汰

僕は、このハワイ英語研修で多くのことを学びました。その中でも特に身についたことは、自分から進
んでコミュニケーションをとる力です。ホームステイで自分から進んでコミュニケーションをとる力がつ
きました。
ホームステイ先の家でビリヤードをいっしょにやったり、
僕としおん君とホームステイ先の奥さんの Sandra さんとショッ
ピングに行ったりしたことが楽しかったです。ホームステイの中で
一番うれしかったことは、Sandra に自分の言った言葉が通じたこ
とです。
このハワイ英語研修でしか味わえないアクティビティーなども楽
しかったです。水族館には、ハワイのワイキキ水族館でしか見るこ
とのできないハワイアンモンクシールや、ウィンディーシードラゴ
ンやアベエンジェルフィッシュなどのさまざまな海の生き物がいま
した。授業では、Lori 先生と Oki 先生にお金の単位や自己紹介、コ
ミュニケーションのとり方などを教えてもらいました。そして、その先生方に感謝を込めて、歌とファイ
ナルスピーチをやり、成功して、矢部先生にも Oki 先生にも Lori 先生にも感謝が伝わったと思います。
フラもとても楽しくて、レッスンが終わると（あと 20 分くらいフラのレッスンをやりたいな。
）と毎回
思いました。ＩＰＵという楽器を使ったフラと使っていないフラと、歌を２種類やりました。フラの時間
も授業の時間も、もっとたくさんの時間がほしいぐらい、どちらも楽しかったです。
今回のハワイ英語研修では、得るものがたくさんありました。ハワイで英語が好きになることができた
し、よりたくさんの英語を覚えることができました。ハワイの授業やホームステイで身につけた経験をこ
れからのことにつなげていきたいです。

「ハワイ研修の思い出」

５年 1 組 白鳥 佑佳

私のハワイ英語研修の思い出をランキングで書きます。
第 3 位は、ワイキキ水ぞく館とワイキキ散歩です。水ぞく館では、
タツノオトシゴやドリー、ニモなどを見ることができました。おみや
げを買いおわったら、アザラシにエサをあげる所を見ることができま
した。とってもかわいかったです。ワイキキ散歩では、ＡＢＣストア
に行きました。そこでは、女の子達にあげるキーホルダーを買いまし
た。たくさん写真をとりました。とても楽しかったです。
第２位は、マカハ農園です。タロイモを植える時に、ドロドロにな
ると思っていました。しかし、ふつうの畑といっしょの土だったので
びっくりしました。ウサギや羊、ヤギなどの動物もいました。とても
かわいかったです。タロイモでポイを作りました。つぶしてポイを作
るまでにはとても時間がかかりましたが、ポイの味は最高でした。ジジさんがいなくて少し残念でした。
そして、第１位は、Ko Olina Beach です。Ko Olina Beach では、ジャスミンという女の子がいて、
その子といっしょにおにごっこをしたり、
砂をかけ合ったりしました。
ホームステイの１日前だったので、
英会話の練習にもなりました。ジャスミンに、
「ジャパニーズフード Sushi。
」
と言うと、
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「シスター。
」
と必ず言ってきました。ジャスミンは Sushi を知らないと思うので、食べてみてほしいです。
今年は、昨年できなかったタロイモの手伝いができたので良かったです。ホームステイ先が海軍の基地
内で、ふつうの人が入れない所だったので、きちょうな体験がたくさんできたと思います。とっても楽し
かったです。

「ハワイ最高」

5 年 1 組 鈴木 さくら

私はハワイ英語研修に初めて参加しました。説明会や学習会に出ていたのに、荷物の準備に時間がかか
ってしまいました。もっと計画的にやればよかったです。
オキ先生の授業では、楽しい動画やおもしろい動画などをいっぱい用意し
てくれたので、私はそれを見てとっても笑顔になれました。
クム・ロニ先生の授業では、ハワイの文化やおいしい食べ物について教え
てくれました。それに、おいしいおやつを経験できてとってもうれしかった
です。
フラダンスの練習では、初めてなので全くわかりませんでした。でも、先
生のお話を集中して聞いて練習したので、発表が成功しました。とっても良
かったです。
ホームステイでは、12 才の女の子と 9 才の男の子がいる 4 人家族におせ
わになりました。
ホストファミリーの第一印象はとってもやさしそうでした。
英語であいさつと自己紹介をしてからも、きん張してなかなか話せませんでした。
日本から持参したけん玉や折り紙で遊んだり、チェスをやったりしました。ジェスチャーで折り紙を教
えるのが少しむずかしかったけれど、少しずつ話ができるようになりました。また、ホストファミリーと
ホノルル動物園に行って、いろいろな動物を見たことも楽しい思い出になりました。中でも、フェネック
を初めて見てとってもかわいいと思いました。また見たいです。
私は、ハワイ英語研修に行く前に目標を立てました。文化を学ぶこと、自己管理をすること、聞く耳と
聞く心を持って自分から会話にチャレンジすることです。目標が達成できるように努力したので、いろい
ろな経験ができました。この経験を活かして、これからもいろいろなことにチャレンジしたいです。

「ハワイ英語研修」

5 年１組 平山 藍

7 月 26 日から 6 泊 8 日で、ハワイ英語研修に行きました。私は初めてのハワイなのでとっても不安
でした。でも、とっても楽しかったです。
行き、帰りの飛行機で、ちゃんと
「May I have ○○?」
や
「Do you have ○○?」
などが言えるのかとっても心配でした。となりの子や、後ろの子がサポ
ートしてくれ通じたのでとっても良かったです。
ハワイに着いてまず、コオリナビーチに行きました。日本の海よりすご
くきれいでした。ビーチで外国人の子どもと仲良くなって、海で遊んでと
っても楽しかったです。
次に、ワイキキ水族館へ行きました。日本ではみられない生き物がいて
びっくりしました。アザラシのエサやりなどとっても楽しいことがいっぱいでうれしかったです。
水族館に行った後、ホームステイでした。ステイ先の人はとってもやさしくて、いつも気にかけてくれ
るいい人たちでした。初日から、さくらちゃん、かほちゃんのホームステイの人たちといっしょにゴルフ
をやったり、アイスクリームをごちそうしてもらったり、とっても楽しくてうれしかったです。その次の
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日は、スカイ君の友達とさくらちゃんたちといっしょに、トランポリンをやりに行きました。さくらちゃ
んと私とちゆりちゃんで参加した外国人とやる初のトランポリンドッジボールは、はく力がすごすぎて、
ちょっとこわかったです。会えなくなるのはさびしかったけれど、とっても楽しい時間でした。
フラでは、基本や歌、おどりなどを教えてくれました。初めてのフラなのでドキドキしていました。発
表会の時にいくつかまちがえてしまったのでとても残念でした。
とても良い経験ができた英語研修でした。

「ハワイ英語研修旅行の思い出」

5 年１組 松苗 環

私のハワイ英語研修の思い出は、５個あります。
１つ目は、ごはんがとってもおいしかったことです。行く前は（きら
いな食べ物があるから大じょうぶかな。
）と思っていたけれど、ハワイの
ごはんはとってもおいしかったです。HTIC の食堂では、Zizo さんが私
たちのために、量を少なめにしてくれたり、くふうをたくさんしてくれ
てうれしかったです。
２つ目は、思いやりをしてくれたことです。ホームステイでわからな
い英語があった時、私のわかるかんたんな英語を使い、ていねいに伝え
てくれました。あと現地の先生も、カポレイ市内観光、HTIC の案内な
どしてくれてうれしかったです。
３つ目は、ワイキキ水族館とワイキキ散歩です。水族館では、見たこ
ともない魚や、不思議な魚を見れました。特に、心に残った所は、ふれあいコーナーです。私のチームは
ヤドカリを手に乗せてくれました。少しくすぐったかったけれど、そのヤドカリは小さくてとてもかわい
かったです。
４つ目は、コオリナビーチです。私は海が初めてだったので、とても楽しみでした。本当に海水はしょ
っぱいのかなどの不思議は本当で、すごくしょっぱかったです。あと、砂にうもれることができたのでよ
かったです。ホームステイで、シュノーケリングをしたけれど、あまり上手くできなかったので、もう一
度やりたいです。
５つ目は、フラダンスです。やる前は、ちゃんと覚えられるか心配だったけれど、歌も覚えることがで
きました。先生たちはみんなやさしくて、おかしももらうことができました。体の名前は少ししかおぼえ
ることができなかったけれど、半分ぐらいは言えるようになってうれしいです。
行く前に言った目標はすべて達成でき、
１週間すごく楽しめました。
来年もすごく行きたくなったので、
英語をがんばりたいです。

「ハワイ研修での英会話」

6 年 1 組 秋山 果歩

「不安・・・不安・・・・」
出発する１週間前、私はとても緊張し、心臓がドキドキしてきました。その
一方で、ワクワクする気持ちもありました。
そして当日、バスに乗る前に不安な気持ちをおさえながら、母に、
「行ってきます。楽しんでくるね。
」
と言い、バスに乗り込みました。飛行機に乗り７時間。ついに楽しみにしてい
たハワイに到着しました。ハワイ英語研修では、日本では体験できないことが
沢山ありました。中でも私が楽しかったことは２つあります。
１つ目は、フラダンスです。私が想像していたフラとは違い、フラは、簡単
ないくつかのステップを組み合わせて踊るダンスということを知りました。毎
日１時間ずつ３時間で、歌２曲と踊り２曲を覚えました。
発表会の当日、お客さんの前で、緊張しながらもキラキラした演技をひろう
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することができました。その時は、とても達成感がありました。
２つ目は、ホームステイです。私のステイ先は、４人家族でした。最初はとてもドキドキしていました。
けれど、段々話していくうちにワクワクしていきました。皆とても親切にしてくれました。英語も少しず
つ使い、コミュニケーションをとることでファミリーとも話せるようになり、親しくなっていきました。
自分が行きたい場所も英語で言うことができ、
動物園やショッピングにも行きました。
ホームステイでは、
ハワイの文化が色々わかりました。ホームステイ３日目になってくると、相手の意見を聞き、自分の意見
を言うと、相手に通じました。とてもうれしかったです。
１週間たって日本に帰ってくると、改めて日本の良さがわかりました。そして、行かせてくれた親に感
謝し、学んだことをこれからに活かしていきたいです。

「ハワイをふり返って」

6 年２組 植田 智結梨

今年で２回目となるハワイ英語研修。
上手くできたこともありましたし、
ダメだったこともありました。
今年、昨年よりできたことが２つあります。
１つ目は、昨年より「Thank you.」という言葉をたくさんしゃべれたことです。カフェテリアでは、
Zizo さんたちに、
「Thank you for the meal.」
と言えました。それもみんなで言いました。
ホームステイでも、どこかに連れて行ってもらうごとに
「Thank you.」
と言えました。
２つ目は、自分が言いたいことを英語でしゃべれたことです。特に
カフェテリアでは、最初の日のご飯の量が多かったので、翌日
「Small ?」
と聞かれた時に、
「OK!」
と言えました。思ったことを伝えられて良かったです。最終日に食べたロコモコは格別においしかったで
す。
今年もホームステイをやりました。同じ年頃の子ども達とドッジボールやミニゴルフができました。ド
ッジボールでは、ボールの速さにびっくりしました。ホームステイの最後には、ホームステイファミリー
とハグをしました。いつかまた会いたいです。
今年は団長として色々とがんばりました。とても良い経験ができました。
ハワイ英語研修で学んだことはたくさんありました。でもこのことを活かさなければいけません。中学
生になったらこのことを活かしてスピーチをしたり、会話をしたりしたいです。
最後に、家族や先生、ハワイ東海インターナショナルカレッジのスタッフの皆様。ハワイ英語研修を楽
しませてくれてありがとうございました。

「最初で最後のハワイ英語研修いろいろな経験」

6 年 1 組 横塚 芯和

７月２６日、
１２時ごろに結団式をやって、
両親に行ってきますと手をふりながら成田空港へ出発です。
家族に８日間会えないことはさびしいけれど、初のハワイ、とっても楽しみでした。８日間初めてのこと
や経験することが沢山ありました。
ホノルル空港に着いて、まずびっくりしたことは、車が右を走っていることです。そこから、HTIC に
行って、マーク先生が HTIC とハワイ大学などの案内をしてくださいました。ハワイ大学の庭には、バナ
ナなど南の国のような植物が植えられていました。そして、１日目の夜、初のフラダンス先生に教えられ
て一生懸命におどりました。
２日目、朝の体操をし、カフェテリアで朝食後に、コオリナビーチで海水浴をしました。砂をかぶせて
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体をうめたりとっても楽しかったです。とってもきれいで、来てよかったなと思いました。忘れられない
思い出になりました。
３日目は、みんなとハワイの生き物を見に、ワイキキ水族館と、ワイ
キキの海辺を散歩しました。水族館には、とってもかわいいアザラシが
いました。思わず写真を何枚もとってしまいました。その後、班に分か
れたみんなと、ワイキキにある ABC マーケットでアイスを食べました。
日本とはちがう味でした。午後からは、Roos さんの家にホームステイ
に行きました。英語を使って自己紹介や行きたい場所を伝えたりと意外
に通じあえて楽しかったです。３日間が過ぎました。
６日目、マカハ農園に行きました。そこで、タロイモ畑のお手伝いを
して、命のつながりを教わりました。その午後は、フラの発表会。３回
の練習の成果を見せることができました。次の日は、ぶじに帰ることが
できました。
行かせてくれた両親に感謝をしたいです。

「ハワイ英語研修」

6 年２組 藁科 結

私は、２度目のハワイ英語研修に参加しました。昨年同様、数多くの体験をしてきました。そして、仲
間とすごす集団生活の大変さと楽しさも学びました。
私の一番の思い出は、ホームステイです。とても楽しくて充実した時
間でした。おむかえでスタートしたホームステイ。ホストファミリーの
家の中は、アジアの世界でした。日本いるような感じでした。お父さん
は、
「あなた達は家族だよ。だから、家の中で自由にしていいよ。
」
と言ってくれました。お父さんとは色々な話をしました。旅行の話を聞
かせてくれました。日本・韓国・中国の話でした。
２日目、お父さんに起こしてもらってのスタート。近所のデパートと
プールに行きました。プールは坂になっていて、最大の深さが９ｍあり
ました。日本では見たことのないプールでした。貴重な体験でした。夕
食後は、パロロ本願寺に行きました。パロロ本願寺では盆おどりを見ました。ハワイに住む日本人のお祭
りを、外国人も一緒に楽しんでいました。ハワイで見た日本文化は、何か違うもののように見えました。
３日目の最終日は、フリーマーケットと水族館に行きました。お土産を買いたいと話したら、フリーマ
ーケットで買うといいよと教えてくれました。教えてくれた通り、ハワイらしいものがたくさんありまし
た。楽しく買い物ができました。その後、水族館に行きました。ゆったりとした時間を楽しんだ後は、お
別れの時間でした。お父さんは別れ際に
「君は英語を理解していてすごいね。
」
と言ってくれました。
ハワイ英語研修では、英語がわからずに困ることが多々ありました。一人では無理でも友達と助け合う
ことで解決できたこともありました。友達とずっと一緒にいるので、けんかをしました。いやなこともあ
りました。でも、ふり返ってみればすべてが勉強でした。英語研修で学んだことを日々の生活に役立てた
いです。
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