
 

 

 

 

 

  



 



№ 役名 氏　　名 性別
学校名

役職名 もしくは 学年

いとう　あつし

伊藤　敦

のむら　しんや

野村　真也

よしやす　みえ

吉安　三恵

いわした　ななか

岩下　菜々香

かわぞえ　ゆうき

川添　有希

くにえだ　りか

国枝　里佳

やばし　まいみ

矢橋　舞美

かなやま　りこ

金山　理子

たかはし　ゆう

高橋　優

ふくだ　はるか

福田　遥

ふるた　なお

古田　奈央

派遣期間：平成29年9月16日（土）～9月23日（土）

団員

団員

女

男

団長

団員

3

大垣市立南中学校 1年

大垣市立星和中学校 2年

総務兼通訳

大垣市立北中学校 2年

4

2

総務

大垣市立赤坂中学校 3年

女

(公財)大垣国際交流協会 職員

女

団員

大垣市立西中学校 3年

大垣市立西中学校 3年

滝中学校 3年

女

9

11

8

女

団員

10 団員 女

女

大垣市立赤坂中学校 2年

大垣市立東中学校 教諭

女7 団員

5

6

団員

平成29年度フレンドリーシティ交流事業

女

第７回大垣市中学生ベルギー・ナミュール市研修派遣事業

団員名簿（学年、五十音順）

大垣市立西中学校 校長1 男



平成29年度フレンドリーシティ交流事業

派遣期間：　平成29年9月16日（土）～9月23日（土）の8日間
派遣人数：　11人（引率者3人(団長1人、総務2人）、中学生8人）

月　日 現地時間 交通機関

5:00 バス 大垣市発、バスにて中部国際空港へ

6:30 中部国際空港着

7:40 全日空(NH338) 中部国際空港発〈成田空港行き、飛行時間1:10〉

8:50 成田国際空港着

10:50 全日空(NH231) 成田国際空港発〈ブリュッセル空港行き、飛行時間12:00〉

15:50 ブリュッセル空港着

17:00 バス バスにてナミュール市へ移動

18:30 ナミュール市到着後、ホストファミリーとの対面式、その後各ホストファミリー宅へ

【ホームステイ①】

終日 ≪ナミュール市プログラム≫

終日、各ホストファミリーと過ごす

【ホームステイ②】

≪Institut de la Providence学校≫

8:15 ホストファミリーの送りによりInstitut de la Providence学校集合

午前 歓迎の挨拶と学校紹介、学校内見学、英語授業体験

11:15-12:30 昼食（学校内のカフェテリアにて）

午後 授業体験〔ベルギー文化紹介など〕、ベルギーチョコレート作り

17:00 ホストファミリーの迎えにより帰宅

【ホームステイ③】

≪IATA学校訪問とナミュール市≫　

8:15 バス ホストファミリーの送りによりInstitut de la Providence学校集合

9:00-11:30 芸術（宝石、芸術など）系学校”IATA”訪問

11:30-12:30 昼食（学校内のカフェテリアにて）

13:00-18:00 ナミュール市表敬訪問とナミュール市内見学

18:00 ホストファミリーの迎えにより帰宅

【ホームステイ④】

≪リエージュ訪問とさよならパーティー≫　

8:15 ホストファミリーの送りによりInstitut de la Providence学校集合

バス、電車 バスと電車にてリエージュへ〈リエージュ州の州都〉へ

10:30-15:30 リエージュ見学　〔歴史博物館、昼食、買い物など〕

電車、バス 電車とバスにてナミュールへ

18:30-21:00 さよならパーティー（Institut de la Providence学校にて）

パーティー後、ホストファミリーと帰宅

【ホームステイ⑤】

≪ルーヴェンとゲント訪問≫

8:15 ホストファミリーの送りによりInstitut de la Providence学校集合

8:15 バス ナミュール出発し、ルーヴェンへ

9:15-11:00 ルーヴェン訪問　〔市庁舎、ルーヴェン大学、マーケットスクエア〕

12:30-16:30 ゲント訪問〈ベルギー第3の都市〉　〔聖バーフ大聖堂、グラスレイ（香草海岸）〕

17:30 ホテル着、その後夕食

【ブリュッセルにてホテル泊】

≪ワーテルローとブリュッセル訪問、帰国≫

9:00 バス ホテル出発し、ワーテルローへ

9:45-11:45 ワーテルロー訪問〈ワーテルローの戦い跡地〉　〔ライオン像の丘、パノラマ館〕

12:15-17:30 ブリュッセル訪問　〔グランプラス、サンカンテネール公園、王宮、小便小僧〕

18:30 夕食後、ブリュッセル空港へ移動

19:00 ブリュッセル空港着

21:10 全日空(NH232) ブリュッセル空港発〈成田空港行き、飛行時間11:25〉

【機内泊】

15:35 成田国際空港着　

18:50 全日空(NH339) 成田国際空港発〈中部国際空港行き、飛行時間1:20〉

20:05 中部国際空港着

21:00 バス バスにて大垣へ向け出発

22:30 大垣市到着後、解散

日　　　　程

第7回 大垣市中学生ベルギー・ナミュール市研修派遣団 日程表
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           『白耳義』 愛 『日本』 

大垣市立西中学校 校長  伊藤 敦 

 

＜なでしこ大垣の誕生＞ 

 平成２９年９月１６日（土）から２３日（土）までの８日間、ベルギー、ナミュール市で研修を

してきた。 

参加者は、すべてが女子生徒で１年生１名、２年生３名、３年生４名の合計８名のチームとなっ

た。この８名は、英語検定が２級や準２級の者、幼い頃から英語を習っている者など、英語力に優

れた生徒たちで、まさに少数精鋭の研修チームとなった。 

 女子生徒だけのチームであり、メンバーに気品を感じたため、チーム名を「なでしこ大垣」と命

名し、事前研修をスタートした。事前研修は、５回実施した。研修内容は、フランス語の学習とベ

ルギーで披露する出し物の練習であった。フランス語の学習は、目も耳も体も使ったアクティブな

学習形態で、楽しみながらフランス語の基本的な挨拶や尋ね方を学習した。生徒の覚えは早く、発

音までこだわることができた。出し物については、日本の文

化である「書道」と「茶道」について、英語で発表した。そ

の後、合唱とリコーダー演奏を披露した。合唱は、日本語で

歌ったため、歌詞の意味はベルギーの方々には理解できてい

ないが、美しい歌声は、会場にいる全員の心に響き渡り、大

きな賞賛を浴びた。事前研修の充実した取り組みが、すばら

しい発表やベルギーでの生活につながった。 

＜複雑な心境＞ 

ベルギー研修の引率（団長）を進められたとき、これも大切な仕事であると自分自身に言い聞か

せ、引き受けた。そんな覚悟が必要なのは、フランス語はまったく話すことができず、英語におい

ても大きな不安がある。まして、一人でホームステイをしなければならないため、「できれば、勘

弁してください。」が、私の本音であった。生徒のやる気と私の思いには、大きな差があった。 

しかし、引き受けた以上、団長という立場で何かをしなければならない。と考えるものの、特別

なことは考えられず、結局、当たり前のことではあるが、チームのメンバー全員が楽しく研修し、

健康で安全に帰国することにした。この願いが通じたのか、生徒は、終始笑顔で仲間と共に、楽し

く研修をした。体調を崩す者もなく元気に帰国できたことは、何よりもの報告である。さらに、私

たちがベルギーに行く前は、１週間も雨降りが続いたというのに、私たちは一度も傘を使うことは、

なかった。好天に恵まれたのは、大垣国際交流協会の吉安さん曰わく、「私のおかげ！」。私も大変、

お世話になったので、そういうことにしておきたい。 

＜再び海を渡るあなたに＞ 

 外国には、「Ｙｅｓ、Ｎｏ」が使えれば、行くことができるといわれます。ベルギーは、フラン

ス語なので「Ｏｕｉ、Ｎｏｎ」になります。しかし、これは、最低限の話であり、現地の人と楽し

い生活をしたいならば、レベルの高い英語力を身に付ける必要があります。私のように、英会話で

なく、単語会話ですと話したい内容の半分も、伝えることができません。 

今、現在、英語を学んでいるみなさん、再び、海を渡るときの準備をしっかりとしてほしいです。

また、日本人としての生き方やマナーを身に付けておくことも忘れないでください。 

最後になりましたが、今回の研修に関わって、ご尽力いただいた、大垣国際交流協会、市当局、

関係者様に心よりお礼申し上げます。  

書道の発表 



ベルギー・ナミュール市研修 

 

大垣市立東中学校   教諭  野村 真也 

 

 英語を使うことはとても大切！！！今回の研修を通して、英語はコミュニケーションをとるため

の手段の１つであることを強く感じることができました。ベルギーはフランス、ドイツ、そしてオ

ランダに囲まれた国です。そのため、ベルギーの南部ではフランス語、東部ではドイツ語、北部で

はオランダ語が使われています。１つの国の中で３つの言語が話されているのです。では、彼らは

どのようにしてコミュニケーションをとっているのか…？英語を使っているのです。私たちが今回

訪れたナミュール市は、ベルギーの南部に位置しているのでフランス語が話されています。ベルギ

ーに訪れる前に何度かフランス語の研修もありましたが、現地に行って使ったフランス語は限られ

ていました。そこで、ホストファミリーや学校の先生方、生徒たちと話す時は英語でした。 

 ナミュール市に到着し、初めてホストファミリーと出会った時、英語で「疲れてない？ようこそ

ベルギーへ！」と笑顔で迎えてくれました。そして「お祭りが行われてい

るから行ってみないかい？」と言われ、その後すぐにお祭りへ行き、ナミ

ュールの市街を歩きました。その間、高校生と中学生の息子がお祭りのこ

とについて、ナミュールについて、そして日本との違いについて教えてく

れました。彼らの英語は決して発音が良く、流暢なものではありませんで

したが、何とか私に伝えようという思いは強く感じられました。２日目は

古い教会の跡地やナミュール市で一番大きな教会を見学しました。ホスト

ファーザーやホストブラザーは教会の歴史について、どのような人々がい

たのか、どのような生活をしていたのかなどを英語で説明してくれました。

その説明の中では、私にとって難しい単語や知らない単語が多く使われて

いましたが、私がわからないと伝えると、丁寧にわかりやすい表現を使っ

て何度も説明してくれました。 

 ３日目の学校訪問では英語の授業を参観させていただきました。１時間は相手のことについてた

ずねる会話活動が行われました。授業の中では、どの生徒も当たり

前のように英語で会話活動に参加していました。８名の生徒たちも

その活動に加わりました。彼女たちは自分の英語が相手に伝わった

ということを強く感じたのか、どこか楽しそうで、うれしそうな表

情をしていました。その反面、伝えたいけれど英語で表現できない

ときはとても悔しそうな表情を浮かべていました。 

 今回の研修を終えて、日本の生徒とベルギーの生徒との間には、

英語に対する意識が大きく違うことを強く感じました。それは、英語を学ぶ目的です。多くの日本

の生徒はまだテストのために英語を学び、日本にいる限り英語を話す機会が皆無に等しいです。そ

れに比べ、ベルギーの生徒は相手とコミュニケーションをとるために英語を学び、日常の中で英語

を使う機会が非常に多いです。このような目的や環境の違いが、英語を習得する上での大きな差と

なっているのではないかと考えさせられました。このような差を少しでも減らすような授業展開を

これから考え、行っていこうと思いました。 

最後に、今回総務兼通訳としてベルギー・ナミュール市への派遣の機会をいただき、大垣国際交

流協会の皆様（あと団長の伊藤校長先生）に本当に感謝しています。 



キラキラ笑顔の交流を通して 
 

公益財団法人大垣国際交流協会  吉安 三恵 

 

このベルギー・ナミュール市研修派遣事業を終えた今、２つのことが特に印象に残っています。

１つ目は、笑顔です。全員で決めた目標「Enjoy Anytime輝け!

やまとなでしこ!! ～キラキラ笑顔で広げる輪～」には、この

研修を通して団員同士そしてベルギーの人々と積極的に交流

し、自分自身を成長させるという思いを含めました。ベルギー

に到着した瞬間から、建物、風景など目にする全てのものに全

員が好奇心一杯でした。そして、すぐにホストファミリーとの

対面がありました。ホストファミリーの笑顔が私たちを安心さ

せてくれ、こちらも笑顔で対面することができました。到着翌日は各家庭で過ごす１日があり、そ

の翌日に生徒に会うと、「ホストファミリーと何をした、何を話した」など話が尽きませんでした。

この様子を見て、どんなふうにホストファミリーと過ごしているのか想像がつき、引率者としてと

ても安心しました。ホームステイ先の近所を散歩している時、見知らぬ私にも「ボンジュール」と

挨拶をしてくれるくらい、とてもフレンドリーな街でした。そして、学校など訪問先では誰もが笑

顔で温かく迎えてくださる思いが伝わりました。ベルギーから日本へ帰国する飛行機に乗る直前、

ある生徒が言った言葉を今でも覚えています。「国際交流に必要なのは、まず笑顔だね。」もちろん、

笑顔以外に必要なことがたくさんあります。しかし、笑顔は人を安心させてくれ、時には言葉以上

に表現してくれるもの。特に文化も言葉も違う私たちにとっては本当に温かく感じられ、心を開い

て毎日過ごし、体験することができました。 

２つ目は、感謝の気持ちと相手への思いやりです。今回の派遣では、ベルギーのことを学ぶだけ

でなく日本のことも紹介してくるという思いで、書道、茶道、合唱などの出し物を用意し、ナミュ

ール市最終日のホストファミリーとのさよならパーティーで発表しました。どのホストファミリー

からも「すばらしい発表だったよ」「本当にきれいな歌声だったよ」と声をかけていただきました。

思い返すと最初の練習からは見違えるほど立派な発表でした。ホストファミリーが真剣に見てくれ

ている姿に、そして今までの感謝の気持ちに対して、精一杯の思いをぶつけた結果であり、自分の

殻を破って成長したのだと思いました。ナミュールを出発する時には、涙のお別れでしたが、それ

はホストファミリーと充実した日々を過ごし、ホストファミリーが第２の家族になった証だと思い

ました。言葉でのコミュニケーションは十分でなくても、相手に向き合い、相手を理解しようとす

る思いが大切だということを、生徒の姿を見て再認識しました。お別れのときに誓った「いつかま

た会おうね！」を胸に、距離は遠いけれども心は近い国になったベルギ

ーの家族とこれからもつながりを持ってくれることを願っていますし、

私もこの研修を通して出会ったホストファミリーをはじめとする人々と

の関係を大切にしていきたいと思います。ナミュールで主に準備をして

くださったオラフ先生曰く、「大垣で温かく迎えてくださったことに感謝

している。今回は私たちの番」と。多くの人に支えられて繋がってきた

交流をこれからも大切に、そして今回の経験や感謝の気持ちを次の交流

に繋げていくことが、今回訪問した私達の使命に感じます。 

最後に、いつも私たちを笑顔で温かく迎えてくださったナミュールの

皆さん、一緒に引率をしてくださった先生方に、心から感謝しています。ありがとうございました。 



 

ベルギーの思い出 
 



学校訪問について 
 

私立滝中学校３年 福田 遥 

 

 学校に入ってまず、日本と全く違う西洋の建物の雰囲気に圧倒

された。高い天井やオシャレな床、そして中心にある大きな中庭

が、日本とは違う、ということを深く感じさせた。 

 その後、オラフ校長先生から歓迎の挨拶と軽く学校説明をして

もらった。先生の説明の中にも日本と違うところがたくさんあっ

た。例えば、学校行事について。この字校では、 10 月に大規模

なハロウィインパーティーが行なわれる。動画を見せてもらった

が、教室がアレンジしてあったり学生が皆仮装していたりと楽し

そうだった。私の学校は文化祭がそれに一番近いが、クオリティが全然違った。 

 説明が終わった後はオラフ先生の引率で学校見学をした。まず職員室に行ったのだが、ドアが日

本の玄関のドアの 4倍くらいあって驚いた。中も日本のように個々の机はなく、一つの広々とした

机にいすがたくさんあった。先生に学校のことを聞いたら、先生は 1 週間に 20 時間働けばいいの

で、日本のように授業が終わった後も残って仕事をする必要はない、と言っていた。対照的に授業

は 50 分授業が連続で 2 回あってから 15 分休憩、というスタイルで､ベルギーの方が先生は楽で生

徒は大変だと思った。 

 次に理科の授業の見学をした。1 人 1 台タブレットを使って授業をしていた。その部屋の中には

蜂の巣がガラスで覆われているものがあり、そこから外へつながる管があって蜂が蜜集めできるよ

うになっていた。蜂が密集しているところに手を当てると熱いくらい温かかった。 

 その後も教師になりたい人のための図書館や、生物や美術の授

業、PC部屋を見学して、校舎外を見学した。校舎の外の敷地もと

ても広く、植物で仕切られた迷路のような道は絵本の中のようだ

った。教会の中にはパイプの跡があり、昔はパイプオルガンがあ

ったそうだ。ステンドグラスや細かい彫刻などの凝った装飾はな

かったが、少し色あせた壁画やたくさんの大きな窓から入る光が、

教会に温かみを与えていた。私はその教会がすぐ好きになった。 

 校舎へ帰ると、私と同じ中 3 の生徒達と英語の授業をした。プ

リントに当てはまる事柄の人を探して名前を書いてもらったり 4人グループになって質問をし合っ

たりするうちに 2人の子と仲良くなれた。 

私があまり理解できなくても相手の子の英語の能力がとても高いおかげで会話が成立できた。言語

が違う人と話せて仲良くなれたことに激しく感動し、そしてもっと勉強して英語で会話できるよう

にしたいと強く思った。 

 授業が終わり、他の生徒より 1 足先に食堂でお昼を食べた。

ご飯に春巻きと、アジアを意識したランチだった。団員ににん

じん嫌いが多く、食べてあげてた子がキャロリアンと命名され

た…(笑)デザートは自由だったので 2つも選んでしまった。 

 様々なところを見学したが、1 番日本と違うと思ったのは、

皆がとてもフレンドリーだった、ということだ。廊下の窓から

外で遊んでいる子達に手をふると気づいて振り返してくれた。

廊下ですれちがうとたくさんの人がボンジュール！と挨拶を

してくれた｡時にはこんにちは、と言ってくれる人もいたが、かなりの割合でニーハオ！と言われ

ることがあった。それに比べて日本人はあまりフレンドリーではない。自分から話そうとする意欲

があるから、この学校の人達は英語のレベルが高いのではないかな、と思う。積極性がいかに大事

かを、自分だけでなく周りの人にも伝えていきたい。 



学校訪問 Institut de la Providence（午後の部） 

大垣市立南中学校１年 岩下 菜々香 

 

①授業体験（中学）②授業体験（併設小学校）③日本文化発表 ④ベルギーチョコレート作り体験 

①日本語で「こんにちは～」と温かく出迎えてくれた中学３年生の授業を見学しました。 

授業内容はベルギーの文化を紹介して頂きました。４つの体験型の文化紹介の内、私は３つ体験し 

ました。まず一つ目にベルギーで有名なアニメキャラクターの神

経衰弱をしました。二つ目に観光名所や特産品の写真で詳

しい説明を加えながらベルギーの地図を広げ所在地を教

えてくれました。三つ目はベルギーの特産品紹介。 

チョコレート、ワッフル、クッキー、ジャム、チーズ。

なんとビールまで（ノンアル）試食試飲をさせて頂きま

した。さすが本場の味！とてもおいしかったです。 

 

②笑顔で迎えてくれたのは６年生。まだ英語学習に取り組んで 

いない児童の大半はフランス語で話します。皆、日本の文化に                

ついて大変興味があります。私達の制服に驚いていましたが 

それ以上に驚いていたのは私の付けている学校の名札です。                                                 

「ＮＡＮＡＫＡって書いてあるの？」どの子も名札に釘付けです。             （オ

（オラフ校長先生も驚いていました）私は英語とフランス語を 

交えながら説明をしました。その後グループの子達は漢字に興味を持ちました。絵を描いてその横

に漢字を書いてあげると大喜び。(日本・大垣・太陽)など、楽しそうに漢字を書いていました。 

 

③日本の文化紹介は合唱（Believe）リコーダー（君が代・ふるさと）茶道・書道です。 

皆さん真剣に聴いてくださり大きな拍手を頂きました。茶道は生徒さん２人に体験していただきま

したが、他の生徒さんも体を前に乗り出し興味深く見ていました。書道では「白
べ

耳
ル

義
ギ ―

」「愛」「日本」

と毛筆であらわし、お互いの国の友好関係を示していることを説明しました。大きな歓声が上がり

私達団員の緊張がほぐれた瞬間でもありました。 

 

④団員のお楽しみ♡ベルギーチョコレート作り体験！！スープを温めるような大きな容器の中には

温度管理がしっかりとされたチョコレート。ナッツやレーズンをの

せたもの、中にバニラクリームを入れたタイプなど全部で６種類作

りました。日本のチョコレートに比べ甘くてミルクが濃いのが特徴

です。ラッピングして頂き日本へお土産として持ち帰りました。 

 

「感想」高度な語学力に圧倒されました。日本と比べ規定が少なく自由に見えますが、自己責任あ 

る行動を取れるからこそ「信頼の自由」であると感じました。服装や持ち物の規定はなくても服装 

や文具類はシンプルで実用的な物。一方、学習面や授業姿勢は日本より遥かに厳しく、学習能力も 

優れており授業態度も真面目で積極性を感じました。幼少期から異なる言語に慣れているせいか新 

しい語学の吸収力も優れていました。日本も英語以外の言語学習に早期に取り組む必要性があると 

思いました。私はこの研修で学んだ事を多くの人に伝え社会の役に立つ人に成長していきたいです。                                                                                         

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1506855816/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2xpdmVkb29yLjIuYmxvZ2ltZy5qcC9jbG9jazUxMC9pbWdzLzAvOS8wOTA3NDAyNS5qcGc-/RS=^ADB8VGPBB9Xh4usDUuCraBB7IeRLEE-;_ylt=A2Rivb8Ies9ZbwkARSeU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1506855905/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy50b29uYmFybi5jb20vd29yZHByZXNzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDExLzExL1RoZS1BZHZlbnR1cmVzLW9mLVRpblRpbi1zZWFzb24tb25lMS5qcGc-/RS=^ADB1WVx_zy019XTWuF7YtKB3hcTa2g-;_ylt=A2Rivb9ges9ZBk8ATg2U3uV7


芸術系学校 IATA訪問について 

 

大垣市立星和中学校２年 川添 有希 

 

私はベルギーの芸術系学校 IATA を訪問しました。生徒の中には高校生もいて、あんなにも専門

的で難しいことを勉強していて凄いと思いました。IATAには２０以上の学科があって、そのうちの

時計、宝石、写真の３つの学科を見学させてもらいました。 

 １つ目の時計学科では、時計を分解してまた元に戻して細かいパーツを１つ１つ組み合わせてい

ました。作業がしやすいように椅子がとても低くて、顔がちょうど机の上にくるようになっていま

した。はじめの段階は大きい時計を分解して組み合わせて、どんどん時計のサイズを小さくして練

習をしていました。時計はとても精密なもので、ほこりが入るといけないので、空気を吹きかける

道具や、クリアケースみたいなものをかぶせてほこりの侵入を防いでいました。 

２つ目の宝石学科では、生徒は１人１人違う種類の宝石で作業をしていて、その宝石によって美

しい形や反射の仕方(輝き)があることがわかりました。ベルギーには宝石(ジュエリー)の学校が２

校あり、IATAでない学校では宝石を磨くことを中心に学習していて、宝石についてすべてのことを

学ぶことのできる学校はベルギーの中でも IATA しかないことがわかりました。実際に、生徒の活

動を見学すると、指輪を作る人、宝石の形を整えている人、宝石が中に入ったサイコロを作ってい

る人など、１人１人違う作業をしていて、宝石について様々なことを学んでいるのがわかりました。 

３つ目の写真学科では、生徒のみなさんが 1人ずつ写真を撮ってくれました。みなさん、プロカ

メラマンを目指している人たちで、明るさや角度、顔の向きまで的確な指示をして、光や角度をう

まく利用していて凄いと思いました。廊下に飾ってあった写真はとても面白くて、写真 1枚であん

なに工夫ができるのかと驚きました。みなさんは写真を撮るだけでなく、パソコンで編集もしてい

て、芸術的でとてもきれいな写真でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芸術系学校 IATA を訪問して、中学生までの間に自分の夢を決めて、高校でこんなにも専門的な

ことを勉強していることに驚きました。どの学科の生徒も真剣に活動に取り組んでいて、見学して

いる中でとてもそれが伝わってきました。私も IATA の生徒のように何かに集中して、やり抜きた

いと思いました。 



市表敬訪問とナミュール城塞 

 

大垣市立赤坂中学校３年 金山 理子 

 

１、 ナミュール市表敬訪問 

 ４日目の午後は、ナミュール市役所へ行きました。 

 ナミュール市役所はとても綺麗で、お城のようでした。 

今回は残念ながらナミュール市長にお会いすることは出来なかったです。しかし、副市長をはじめ、

ナミュール市役所の方々に優しく迎えてもらえたので嬉しかったです。 

 ナミュール市のＰＲ動画も、ハイクオリティで、短い時間でナミュール市について詳しく知るこ

とができました。 

 例えば、ナミュール市を通るマース川とサンブル川は、昔は一つの川だったことがわかりました。 

 

２、 ナミュール市内散策 

 ナミュール市内をチャンピオン（学校）のオラフ校長に案内してもら

いました。 

 ナミュール市で一番古い塔を紹介してもらいました。とても高く、年

季の入っている感じがしました。建物全体に壁画が描いてあったり、漫

画のキャラクターのオブジェのようなものがあったり、とても芸術的な街でした。 

 ナミュール市には多く学校があるそうです。また、教会もたくさんあり、背の高い建物があった

ら大体教会だと説明を受けました。 

 ナミュール市はたいへん歴史的な街で、古い建

物がたくさん残っています。そこで、割と新しい

建物と古い建物を見分けるコツは、窓だそうです。

昔は、大きな窓を作る技術がなかったため、小さ

な窓しかつくれなかったからだそうです。 

 ナミュール城塞は、ルイ１５世が一部を建てた

らしいです。このお城はシタデレと言われるつく

りで、シンデレラ城などの縦に長いお城と違い、

地下に部屋をつくり、敵からの攻撃に備えていた

そうです。戦争に備えた要塞だったため、大砲も付いているそうです。 

 今は、城の地下で香水を作っていて、城の頂上に店を構えています。結構有名で、多くの著名人

も買いに来ているそうです。香水はたくさん種類があり、どれも長い時間をかけて作っているこだ

わりの品だそうです。どれも高級品です。日本の天皇、皇后両陛下もいらっしゃったことがあるそ

うです。 

 このように、ナミュール市の歴史や文化に多く触れることができました。 

３、 感想 

私は、今回ナミュール市について学んでみて、ナミュール市の良さをたくさん見つけると共に 

大垣市についても見つめ直す事が出来ました。 

 例えば、ナミュール城塞の歴史を聞くと、大垣城についてももっと知りたいと思うようになりま

した。これを機に、大垣についてももっと多くのことを知りたいと思います。 



リエージュ訪問とさよならパーティー 

大垣市立西中学校３年 古田 奈央 

 

 ５日目の訪問先はリエージュという町でした。ベルギーの中でも大きい方の町ということでワク

ワクしていました。ナミュールからリエージュまでは電車で約１時間でした。車内ではトランプを

したり、学校での話をしたりして盛り上がりました。 

 リエージュ駅は最近、新しく造られたそうでとてもきれい

でした。その駅は、まるで動物の体内にいるような感覚をイ

メージして造られたと教えていただきました。建物は丸みを

帯びていて、近未来の建物を見ているみたいでした。 

 リエージュについてまず、歴史博物館に行きました。ベル

ギーがまだ２つの地域に分かれていた頃の歴史からていねい

に説明していただきました。ベルギーの昔の学校を再現され

ている所があったり、昔の写真をたくさん見たりしました。日本とは全く違ったベルギーの歴史に

触れることができ、うれしかったです。 

 その後は、ホストシスターの人たちにリエージュを案内してもらいました。昼食は、ベルギーで

はマクドナルドより人気のあるクイックというファストフード店へ行きました。お昼の後、買い物

の時間がありました。絵本や文房具があるお店に行きました。楽しくてあっという間でした。 

 夕方学校に戻り、さよならパーティーの準備をしました。５日間のホームステイは本当に充実し

ていて、もうお別れなんだなぁ…と思いながら準備をしました。最初は不安だった私たちを温かく、

本当の家族のように迎えてくれたホストファミリーに感謝の思いを伝えようと思い発表しました。

ホストファミリーは、私たちの合唱を聴いて、感動して鳥肌が立ったと言っていました。 

 発表の後、ホストファミリーと最後の夕食でした。他のメンバーのホストシスターとも会話がで

きたし紙風船でも遊べて、終始笑いが絶えませんでした。また、リーダーと校長先生のホストファ

ミリーの人のクラリネットの演奏が素敵でした。 

 ホストファミリーとの絆がさらに深まった忘れられないパーティになりました。 

 



ルーヴェン・ゲント訪問 

大垣市立西中学校３年 高橋 優 

 

 ≪ルーヴェン≫ 

 ルーヴェンとは、ヨーロッパ最古の大学がある町です。この大

学はなんと、１４２５年に建てられたそうです。大学そのものを

実際に見ることはできなかったのですが、大学の図書館を見るこ

とができました。屋根にはたくさんの動物の彫刻があり、鶏、ラ

イオンなど様々な種類の動物があるなか、菊の花を持った日本の

狛犬もいました。実はこれは日本とベルギー間の交流のシンボル

なのです。１９１４年、ヨーロッパが主戦場となった第一次世界

大戦で、ルーヴェンはドイツ軍に攻められてしまいました。これ

により、図書館も跡形もなく焼けてしまったそうです。これを受

けて、戦後図書館を立て直そうと、ベルギー政府は世界各国に図書の寄贈を呼びかけました。そし

て、それにこたえて図書を寄贈した国の一つが第一次世界大戦の戦勝国であった日本です。最初の

駐ベルギー日本大使がベルギーの要望を受けて本国に積極的に働きかけた結果、現在の価値で約 

１２億円もの寄付が集まり、１３,０００冊を超える日本図書が寄贈されたのです。わたしはこん

なにも古くからベルギーと交流があったことに驚きましたが、古くから助け合ってきたんだなぁと

嬉しく思いました。他にも再建に携わったアメリカやイギリスなど多くの国の彫刻がありました。 

 ≪ゲント≫ 

 ゲントは、ベルギー第三の都市です。ここにはとても大きな聖バー

フ大聖堂があります。大聖堂に入るとまず、大理石と黒檀を組み合わせ

て作られた説教壇や天井にびっしりと貼られたステンドグラスに驚か

されました。ステンドグラスはあまりに高い場所にあるので細かいとこ

ろまで見ることができなかったのは残念でしたが、きっと一つ一つ絵柄

が違って、とてもきれいなものなのだろうなぁと思いました。大聖堂の

中を歩いていると、聖母マリアの彫刻や、たくさんの男の人の彫刻など

が飾ってあって、本物の人みたいで凄いなぁと思いましたが、リアルす

ぎて少し怖いなぁという思いもありました。私が一番驚いたのは「ゲン

トの祭壇画」と呼ばれている大きな１枚の絵です。この祭壇画には、アダムとイブや神秘の仔羊、

キリスト、聖母マリア、合唱する天使たちなどたくさんの人物が描かれています。この祭壇画に

描かれている人物１人１人に物語があり、有名なアダムとイブのお話も聞くことができました。

神秘の子羊という絵では、胸から血を出している仔羊を全人類のために犠牲となったキリストの

象徴としてたとえているそうです。髪の毛の一本一本まで細かく、草花も４８種類見て分かるよ

うに描かれていました。また、合唱する天使たちの絵でも、それぞれがどのパートを歌っている

のかわかるように描かれているそうです。キリスト教では日曜に礼拝をする習慣があり、日本の

仏教とは違う点がいくつかあるなぁと思いました。ガイドさんのお話から、キリスト教の歴史的

な部分に触れることができました。カインとアベルや、アダムとイブなどのお話を聞きましたが、

日本の仏教ではお釈迦様などのどんな話があるのか、自分の国の宗教についてももっと知ってい

きたいなぁと思いました。この２つの都市を訪れて日本とのつながりや、違う点について詳しく

知ることができました。 



ブリュッセル＆ワーテルローを訪れて 

 

大垣市立北中学校２年 国枝 里佳 

 

 私たちは、７日目に、古戦場があるワーテルローとベルギーの首都のブリュッセルの２つの都市

を訪れました。 

 まず、ホテルを出発して、バスでワーテルローへ向かいました。ワーテルローの戦い跡地につく

と、腕組みをしたナポレオンの像が立っていました。隣には、博物館がありました。体験型の施設

で、目で見て、手で触れて、耳で聞いて、様々なことを学ぶことができました。中に入ると、最初

に目についたのはギロチン台でした。音がとてもリアルで、当時の様子がよく分かりました。博物

館内をしばらく進むと、戦争のとき、実際に兵士が着ていた服がたくさん展

示されていました。例えば、右の写真のように、大きな羽根つきの帽子をか

ぶっていたり、飾りがたくさんついた服を着ていたりします。派手でとても

重そうだったので、どうしてこんな服で戦うのか疑問に思いました。でも、

派手な服で戦うのは大砲の煙などの中でもどこの国の兵士なのか分かるよ

うにするためだと聞き、なるほど、と思いました。また、昔ヨーロッパで実

際に起こった戦いを再現した映像も見ました。３Ｄの映像だったので、まる

でその場所にいるかのような体験ができました。博物館の外には、古戦場の丘がありました。下か

ら上まで階段で登れるようになっていて、みんなで一緒に登りました。長い階段だったので、とて

も疲れました。後から登ってきた方によると、その階段はなんと２２６段もあったそうです。 

 次に、バスでブリュッセルへ向かいました。ホテルのレストランで昼食をとった後は、凱旋門を

見ました。パリにあるような、立派な門でした。１９０５年に完成したので、中央上部に「１９０

５」の文字が刻まれています。みんなで記念写真を撮った後は、ブリュッセル市内の散策をしまし

た。最初に、グラン・プラスに行きました。世界遺産に登録され

ているだけあって、周りを取り囲んでいる建物全てがとても美し

かったです。建物の壁の彫刻は細かいところまでしっかり彫られ

ていて、本当にすごいと思いました。「グラン・プラス」は「大広

場」という意味で、約７０ｍＸ１１０ｍの広さだと聞いていたの

で、大きな広場なのだと思っていました。

でも、実際に見てみると、想像していた

よりも小さかったです。「星の家」の壁にあるセルクラースの像は、右手

を触ると幸運が訪れるといわれているそうです。私もセルクラースの右手

を触ってきたので、幸運が訪れるといいなと思います。グラン・プラスか

ら小便小僧へ向かう道を歩いていると、ベルギーのマンガのキャラクター、

タンタンの壁画を見つけました。とてもかわいい絵だったので、思わず写

真を撮ってしまいました。小便小僧（ジュリアン君）も見ました。思って

いたより小さかったです。いろいろな国から贈られた衣装を着ているところを見てみたかったけれ

ど、衣装を着ていない日だったので、少し残念です。ちなみに、小便小僧のすぐ近くにアイスクリ

ーム屋さんがあって、店先にアイスクリームを持った水色の小便小僧がいました。 

 

 



ワーテルロー古戦場，ブリュッセル観光 

大垣市立赤坂中学校２年 矢橋 舞美 

 

～ワーテルロー古戦場～  

ワーテルローの戦いとは、１８１５年６月１８日にイギリス・プロイセン・オランダの連合軍と

フランス軍との間で行われた一連の戦闘。ナポレオン最後の戦い。この戦いで敗北したことでナポ

レオンの百日天下が終わり、革命戦争以来四半世紀に渡って続いた戦乱が終了。この戦いでヨーロ

ッパの支配体制が確定したと言っても良いくらい大規模な戦いだったが、およそ半日という短い時

間で決着がついた。ではなぜワーテルローで戦いが起きたのだろう。理由は各軍の中心に位置して

いるからだ。イギリスやフランス、オランダ方面から攻めてくるので地理的に丁度良かったのだろ

う。４１ｍもあるライオンの丘からは戦いが行われたフィールドを３６０°眺望できる。それから、

２０１７年９月には、関ヶ原の戦いが行われた岐阜県関ヶ原町とワーテルローの地元自治体が『姉

妹古戦場』協定を結んだ。 

  

 

～ブリュッセル観光～ 

私たちは最終日の午後にブリュッセルを訪れた。そこではショッピングや食事などをした。首都

なだけあって色々な国の人々がいた。特に中国人観光客がたくさんいたのが印象深い。ヨーロッパ

の人たちからするとアジア人の区別がつかないようで、街を歩いていると｢你好｣と声をかけられた。

またヨーロッパでは『Superdry 極度乾燥(しなさい)』というブランドが人気だ。私たちが日本人

だと気づいた現地の方に「このブランドは本当に日本のブランドですか？」と日本語で尋ねられた。

こちらは日本語を喋れる事に、彼はこのブランドが日本にはない事に驚いていた。 

それからブリュッセルと言えばグラン＝プラス。ここは世界で最も美しい場所と言われており、

実際に訪れるとゴミ一つ無く綺麗な建物が建ち並んでいた。１９９８年に世界文化遺産に指定され

た。ここには服屋やチョコレート屋、タンタンのお店など、そして少し外れたところには小便小僧

がある。ここでお土産などを購入した。ワッフル屋には色々な種類のワッフルがあった。ノーマル

ワッフルは€１（約￥１３０）で売っていた。私はそれを食べた。とても美味しくてコストパフォ

ーマンスが高いと思った。色々なことを知れて最高な最終日を過ごすことができた。 

        

 

グラン・プラス 小便小僧 



 

ホームステイの思い出 



 私の第二の故郷 Belgium Namur  

大垣市立南中学校１年 岩下 菜々香 

 

私がお世話になったのはハ―ベントファミリー。 

お父さん・お母さん・私と同じ年１２歳のエリス。９歳の弟エミ

リアンの４人家族です。私にとって初めての海外。初めてのホー

ムステイ。何もかもが初めてでしたが、ベルギーに行く２週間前

から事前にメールで連絡を取り合う事が出来たので、早く会いた

い期待が膨らみ、不安は殆どありませんでした。 

温かく私を迎えてくださったファミリーは初日、長いフライトで

疲れている私を気遣ってくださり自宅で歓迎パーティーをしてくれました。私の為に用意してくだ

さった部屋には日本語で「ようこそ ななか♡」と書かれていました。おもてなしの温かい心を感

じとても嬉しく思いました。翌日は色々な観光名所などに連れて行ってもらいました。ラヴォ―・

サンタンヌ城というアルデンヌ地方の古城。スーパーマーケットに行きたい 

とリクエストしましたが、日曜日は殆どの大型スーパーがお休みで 

代わりにマルシェやチョコレート屋さん。日本でいうコンビニの                         

様な小型スーパー。朝食用のパンをエリスとエミリアンと          

私でおつかいにも行きました。ショーケースの中のパンは   

ケーキのように並べてありました。ご近所の方々にも 

歓迎していただき、充実した家族とのひと時を過ごしました。  (ラヴォ―・サンタンヌ城にて)  

 

三日目お婆ちゃんが歓迎に来てくださいました。扉を開け私をハグして

頬に挨拶のキスをしました。すると皆が｢菜々香にキスやハグはダメ

よ！｣ と慌てました。私は驚き【Ｎｏ ｐｒｏｂｌｅｍ】というと家族

皆が私をハグし頬にキスをしました。日本人を受け入れる研修で、日本

人にしてはいけない事と教えられていたようです。これがきっかけでよ

り家族との信頼関係が強くなった気がしました。 

 

ホームステイ中の食事は毎日家族全員でいただきました。両親の作ってくれる食事はどれも本当に

おいしくて、中でもラクレット（肉・ジャガイモ・フルーツに温めたチーズをかけたもの）は最高

でした。外食ではナミュールで伝統的なレストランに行きました。本場のムール貝の味は格別でし

た。テレビを見る事は一度もなく庭で遊んだ

り（サッカーが出来る程広い）家の中ではビ

リヤードやサッカー・ホッケーゲームなどで

遊んだりしました。楽し過ぎた・・（＾ｖ＾） 

 

ホームステイ最終日の朝。【菜々香は私達の家族の一員だ。菜々香、いつ

でも帰っておいで。】と皆で円陣を組みました。学校に行く前でしたが涙

をこらえられず皆大号泣してしまいました。短い間でしたが私にとって

かけがえのない時間でした。いつか必ず私の第二の故郷ナミュールへ、 

大好きな家族の元へ、今回の経験を生かし成長した姿で逢いに行きます。                                                              



ホームステイについて 

 
大垣市立星和中学校２年 川添 有希 

 

私はホームステイを通して感じたことが２つあります。 

１つ目はホストファミリーのあたたかさです。研修１日目、事前にメールでの交流はあったけれ

ど、ホストシスターのガブリエルの顔や雰囲気はわからなくて、少し不安がありました。しかし、

それはホストファミリーとの対面式ですっかりなくなりました。ホストファミリーは初対面の私に

とても気さくに笑顔で話しかけてくれました。ホストファミリーと写真を撮り、家に着いて寝るま

で会話が止まらなくてとても楽しかったです。家に帰る車の中では日本とベルギーの違いの話をし

たり、いろいろな質問に答えたりしていました。家に着いてからはお互い音楽が好きだったので

YouTube で好きな歌の交流をし、とても初日とは思えないくらい盛り上がりました。頑張って覚え

たフランス語を話したらとても喜んでもらえたし、日本の浴衣を着せてあげた時は「メルシー」と

言ってくれて、とても嬉しかったです。初日、と言っても４時間半くらいでこんなに話せたのは、

ホストファミリーのあたたかさを感じていたからだと思います。 

２つ目はとても充実した時間を過ごせたことです。約５日間ホストファミリーと同じ生活をして、

驚きの発見がたくさんありました。私がホストファミリーと街を歩いてお店に入った時などに、日

本ではお客さんと店員で少し距離感があるけれど、ベルギーではお客さんと店員の距離感がとても

近く、あいさつを交わし、気軽に話をしていました。こういうところもベルギーの人々のあたたか

さが感じられました。他にも、ベルギーの小学校や専門学校を訪問した時にも積極的に私たち(日

本人)に話しかけて質問、紹介、ときには体験をさせてくれる人もいて、ベルギーの人のあたたか

さは積極性が根源なのかなと思いました。このように、５日間ずっと楽しくて色々な発見ができた

ので、充実した時間を過ごせたのだと思いました。 

 私はホームステイという貴重な体験をして 2つのことを感じて、片言のフランス語と完璧ではな

い英語での会話でもあたたかい心で楽しんでくれて、私にいろいろなことを紹介してくれて楽しま

せてくれたホストファミリーの人に本当に感謝したいと思いました。日本だと感じられないことを

たくさん感じて学んで、ちょっとでも自分は成長できたのかなと思います。ホームステイで学んだ

ことを今後必ず活かしていきたいと思います。 

 



研修を終えて… 

 

大垣市立北中学校２年 国枝 里佳 

 

９月１６日の夕方は、とても緊張していました。ホストファミリーとの対面式直前だったからで

す。メールでのやり取りはしていたけれど、実際に会うとなると少し不安でした。でも、ホストシ

スターと初めて言葉を交わしたとき、その不安は吹き飛んでしまいました。ホストシスターが、笑

顔で「はじめまして！」と言ってくれたからです。そのとき、「これからの６日間は、最高の６日

間になる！」と確信しました。そして、その確信は、１００％、と言っていいほど当たっていたの

です。 

 ホストファミリーと過ごした時間の中で、特に思い出に残っていることは２つあります。１つ目

は、ホームステイ２日目にナミュール市の中心部へ連れていってもらったことです。まず、車でム

ーズ川沿いをドライブしました。川とその向こう岸の建物が本当にきれいでした。その後、車をと

めて、ホストシスターおすすめのカフェまで歩きました。歩いている途中で、音楽隊？を見ました。

ホストシスターも、それが何なのか分からなかったそうです。着いたカ

フェは、おしゃれで、たくさんの人でにぎわっていました。メニューは

全てフランス語で、読めなかったので、ホストシスターが大好きだとい

う「ＭＩＫＡＤＯ」というワッフルを頼みました。「ＭＩＫＡＤＯ」は、

ブリュッセルワッフルの上にチョコレートソースとバニラアイスがの

っていました。ボリュームがありそうに見えたけれど、割と軽めで、最後までおいしく食べられま

した。帰りは、シタデルの横を通って帰りました。どっしりしていて、歴史を感じさせるたたずま

いだったので、４日目にシタデルを訪れるのが楽しみになりました。２つ目は、毎日の食事です。

朝食も夕食も、おいしいものばかりでした。また、ホストファミリ

ーとの会話もはずみました。家族みんながそろうのは食事のときだ

けだったので、たくさん話せて楽しかったです。 

 最初は不安だったけれど、ホストファミリーは、みんな優しい人

ばかりでした。私の片言の英語を何とか理解しようとしてくれたり、

私にも分かるようにできるだけゆっくり話したりしてくれました。

ホストファミリーには、感謝の気持ちでいっぱいです。６日間という本当に短い間だったけれど、

ホームステイで過ごした時間は、私にとってかけがえのない思い出です。これからもっと英語やフ

ランス語を勉強して、いつかまた、ベルギーを訪れたいです。そして、ホストファミリーと再会し

たいです。  

 このベルギー研修派遣では、積極的に人と関わることの大切

さを学ぶことができました。ベルギーの人は、単語やジェスチ

ャーでなんとか伝えようとしたら、私が何を言いたいのか理解

してくれました。言葉が通じなくても、積極的にコミュニケー

ションを取ろうとすることで会話ができるのだと実感しました。

この研修で得たたくさんの経験を、これからの生活に生かして

いきたいです。 

 



生まれて初めてのホームステイ 

 大垣市立赤坂中学校２年 矢橋 舞美 

～ホストファミリーの紹介～ 

 私のホストファミリーは４人家族だが両親は離婚している。私は主にマザーのローレンスと 

シスターのマノンと５日間を過ごした。それから３匹の猫と一緒に過ごした。 

２人共とても親切で私を喜んで歓迎してくれた。  

 

～ファミリーとの５日間～ 

 初日の夜は私の好きなピザを食べた。そのピザはトマトソースときのこがトッピングされたもの

だった。日本で売っているピザよりも何倍も大きくて、一回の食事では食べきれなかった。このと

きはまだお互いに慣れていなかったし、特に私はまだ英語に慣れてなかったためコミュニケーショ

ンをとるのに苦戦した。 

 二日目は丸一日ファミリーと過ごす日だった。午前中は日本とベルギーのことについて情報交換

した。特に印象に残っているのがマノンと一緒にピアノを弾いたことだ。今まで弾きたいと思って

いた『エリーゼのために』を優しく教えてくれた。意外と難しく思わなかった。それから午後は城

へ行き、市街地で行われていた‘Fêtes de Wallonie’という祭りに行った。その祭りの中心イベ

ントとして、竹馬のようなものに乗って敵を蹴り落として勝負するゲームがある。実際には見てい

ないが写真で見ただけでも結構迫力が伝わってきた。ここへ来て初めて本場のワッフルを食べた。

ほかほかで甘かったのを今でも覚えている。それからもう一つ驚いたことがある。それは一般道で

普通に時速８０㎞以上出すことだ。日本では有り得ない事が海外では当たり前。まさにこのことだ

なと感じた。 

三日目以降は丸一日ファミリーと一緒では無かったけれど、食事中や帰宅後、寝る前などの空き

時間にたくさん話した。一番印象に残っているのが、ヨーロッパの言語教育についてだ。マノンの

宿題を見せてもらうと、見慣れない言語があった。その言語はラテン語で、ヨーロッパの言語の源

となっている言語だと教えてくれた。よくよく見てみると、確かに英語やフランス語などの言語と

似た単語がいくつかあった。すごいなと心から思った。 

 

～感想～ 

私は生まれて初めてのホームステイと海外滞在で楽しみな反面、もちろん不安だった。そんな私

を温かく迎えてくださったファミリーのみなさんには感謝の気持ちでいっぱいだ。次行くときには

もっと英語やフランス語を上達させたいと思う。それから、ファミリーが来日する際にはそれを上

回るくらいの温かい歓迎をして恩返しをしたいと思っている。このホームステイは一生忘れられな

い。 

 

 



ホームステイを終えて 

 

大垣市立赤坂中学校３年 金山 理子 

１、 初め 

ホストファミリーと初めて会ったのはチャンピオン（学校）でした。最初はほとんど英語も通じ

ず、とても不安でしたが、学校から家までの移動時間などにたくさん話しかけてくれて、少しずつ

不安な気持ちも薄れていきました。最初にホストマザーに「何時間飛行機に乗ってきたの？」と聞

かれたときに、焦って「twenty  hours.」と、１２時間と２０時間を間違えて答えてしまったのは

苦い思い出です。 

２、 ２日目 

 ベルギー研修２日目は１日ホストファミリーと過ごしました。朝８時半に起床し、いきなり寝坊

した！と思い、焦って準備したところ、まだ私以外全員寝ていたので驚きました。どうやら他の家

庭も朝はゆっくりだったようです。平均の睡眠時間が長い国ランキング第１位の隣国フランスの影

響を受けているようです。 

 まず、朝は自転車を借りてナミュールの街をサイクリングしました。見渡す限り緑と動物と可愛

らしいオレンジ色の家で、とても景色が良く、よく晴れていたのでとても気持ちが良かったです。

大きな馬を至近距離で見ることもでき、大満足です。 

 その後はナミュール市の市街地を案内してもらいました。河を渡る小さなボートにも乗せてもら

い、綺麗な街並みを堪能できました。 

 午後からはラヴォー・サンタンヌ城という古城にも連れて行ってもらいました。中世ヨーロッパ

の雰囲気漂うとても綺麗なお城でした。外見の美しさだけでなく、内装も、とても綺麗でした。動

物の置物もたくさん置いてあって、私は動物が好きなのでとても楽しめました。 

 

３、それから 

 ２日目を過ごし、大分家族に

馴染むことができました。最初

はお手伝いも断られていたけれ

ど、段々自然にお手伝いが出来

るようになりました。ホストマ

ザーと一緒に夜ご飯を作ったり、

ベルギーのジュースを一緒に作

ったりして、絆を深めることが

出来ました。たまに、勉強した

フランス語を話すと喜んでくれ

たり、研修の後半には英語も大

分聞き取れるようになり、たく

さんホストファミリーとの思い出を、この研修でつくることができました。 

 ホストファミリーと一緒に時間を過ごすたびに、「もっとたくさんいろんなことを話したい！」

と思うようになりました。私はまだ中学生なので、あまりたくさんのことを話すことは難しいです

が、もっと英語や他の言語を勉強して、たくさんの人とたくさん話ができるようになりたいです。 

この経験を、もっと色々な方面で生かしていきたいです。 



  ベルギー研修 

 

大垣市立西中学校３年 高橋 優 

 

Ⅰホームステイ 

ホストファミリーとは１週間という短い期間でしたが、本当に充実した時間を過ごすことがで

きました。緊張でがちがちだった私に「コンニチハ」と挨拶をしてくれた私のホストファミリー

は、お母さん、お姉ちゃん、妹の３人家族で日本のことが大好きな家庭でした。お姉ちゃんは、

去年大垣にホームステイをした経験があり、日本についてとてもよく知っていました。私の緊張

をほぐすために笑顔でいろんな話題をふってくれて「どのくらい飛行機に乗ったの？」とか、「疲

れてない？」など体調に気遣ってくれたり、簡単な英語で話してくれたりと、ホストファミリー

の優しさを感じました。私自身もそれに応えようと、慣れない英語とジェスチャーで必死に伝え

ました。ホストファミリーは私のあっているのかわからない英語を最後まで聞いてくれて、どう

しても聞き取れなかった言葉はスマホのアプリを使って一生

懸命理解しようとしてくれました。申し訳なくなって「sorry

…。」と言うと、「no problem！！」と笑い飛ばしてくれるホ

ストファミリーを見ると心が軽くなったように感じました。

緊張していた初日はホストファミリーの気遣いのおかげでと

ても楽しく過ごすことができました。失敗を恐れず、伝えよ

うとする気持ちが大切だなぁと感じた１日でした。 

２日目はホストファミリーとブリュッセルのグランプラスに

いきました。チョコレートのたくさん売っている通りを歩いたり、タンタンのショップへ行ったり

とベルギーならではのお店に行くことができました。ジュリアン君は思っていたよりも小さかった

…。本場のワッフルを食べることができ、国王にも会えた、かけがえのない１日となりました。 

ホームステイ 4日目の夜は、姉妹とガトーショコラと白玉団子を作りました。私が驚いたのが材

料の分量で、ベルギーのレシピは２０７ｇ、５３ｇなど細かい分量で書いてあって、さすが美食の

国だと思いました。団子づくりでは、二人とも丸くするのに手こずり、途中から細長くなったりし

ていて面白かったです(笑)。そして、夜ご飯のピザの後に食べました。団子もおいしい！と喜んで

くれて嬉しかったです。 

最初は緊張していたのですが、ホストファミリーが

常に笑顔で接してくれて本当に楽しく過ごすことが

できました。ホストマザーにテーブルマナーを教わっ

たり、簡単なフランス語を教わったりとベルギーの生

活にも触れていくことができました。時間が過ぎるの

があっという間で、お別れが本当に悲しかったのです

が１週間という短い期間で私たちはほんとの家族に

なれたのではないかなと思います。だからもっとフラ

ンス語や英語を勉強し第二の家族のもとへ帰ってい

けるように成長していきたいです！！！ 

 

 



ホームステイについて 
 

私立滝中学校３年 福田 遥 

 

 ホームステイは、この研修に行く最大の楽しみの 1つだった。日本とベルギーとの文化の違いを

感じる、という目的を果たすことができ、自分の英語の勉強のスキルアップにもなるからだ。そし

て何よりも、言語の違う同世代の子と一緒に暮らし仲を深める、その未知の体験への期待があった。 

自己紹介を終えて写真を撮ったらすぐに解散。ここまで

ずっと一緒だった団員の子達と離れることがとても心細

かったが、常に笑顔でいるように頑張った。そんな私に

ホストシスターは、日本語の単語帳を開いて私に色々と

話しかけてくれた。私は人見知りが激しいのだが、そん

な彼女の姿にもっと仲良くなりたい、と思い、たくさん

話すことができた。 

 初めての夕食はわざわざお米を用意してくれていて、

気遣いに心が温かくなった。夕食の後に私からホストフ

ァミリーへそれぞれのお土産を渡した。のれんをあげたら、くぐれるようなところがなかったので

カーテンの上にかぶせて飾ってくれた･･･(笑） 

 その次の祝日は、ホストブラザー以外の 5 人でナミュールから車で 1 時間ほど行ったところの

Boccillonという町へ行った。色々なお店が並んでいたが、祝日だったのでほとんどが休みだった。

着いたのがお昼頃だったので芝生のところでピクニックをした。玄米パンのようなパンにチーズや

ツナを挟んで食べたりリンゴやトマトを丸かじりで食べたりした。私はナイフとフォークを使って

食べるのが得意ではなかったのでこの方がいいな、と思った。 

ランチの後は町の丘の上にある城を見学した。英語の通訳説明

機を借りてくれたけれど聞いてもほとんど意味がわからなかっ

た…。それでも、姉のカンミがわかりやすく説明しながら回っ

てくれたので、楽しんで回ることができた。敵が攻めてきた時

のために銃の発射ロや砦に工夫がされていて、日本の城もこう

すればよかったのに、と思うようなところが多々あった。城の

1 番上は屋上のようになっていて、町の全体がよく見えた。そ

の城は Semois川に囲まれていて、その川は夏になると川遊びが

できるようで、カンミが次は夏に来て一緒に川遊びをしよう、といってくれて嬉しかった。 

そのあと少し山登りなど町を散歩して、鷹匠のステージを見た。大きい鷹や小さいフクロウが自分

のすぐ横を飛んでいくのでびっくりしたが、初めて鷹匠を見れてよい経験となった。 

 4 日目の夜､ホストファミリーに何かしてあげたいと思い家

から持ってきた冷やし中華を作った｡用意してくれた具が多く

て麺が見えないくらいになってしまった｡ナイフとフォークで

細い麺を食べるのは難しかったが、ホストファミリーがとても

喜んでくれたのでよかった。 

 別れてバスに乗り込む前､団員それぞれがホストファミリー

とハグをして別れていた。ホストシスターとハグをした瞬間、

我慢していた涙が溢れて、バスが発車するまでずっと号泣して

いた。短い期間だったが、新しくできた家族は私にとって大切でかけがえのないものになったと思

う。 

 フランス語どころか英語も十分に話せない私を家族として温かく迎え入れ、優しく接してくれた

ホストファミリーには感謝の気持ちでいっぱいだ。もっともっと英語を勉強して絶対にまたここに

帰ってこよう、そう思えた素晴らしい経験になった。 



          “伝える”ことの大切さ 

                     大垣市立西中学校３年  古田 奈央 

 

 私は、今回、お父さん、お母さん、１７歳のホストシスター、２０歳のお姉さんのいる家庭でホ

ームステイをさせていただきました。 

 ２日目には、ディナンという都市へ行きました。ムーズ川がゆったりと流れている、ヨーロッパ

らしい町並みに感動しました。また、第一次世界大戦のときのヨーロッパの様子を知ることができ

るディナンの城砦に連れて行ってくれました。説明は少し難しかったけど、展示してあるものなど

を見たり体験したりして、戦時中の様子を感じとることができました。日本人として、知っている

知識とヨーロッパで学んだ戦争の歴史は、何かギャップを感じました。すごく貴重な体験でした。 

その後、ショッピングをしようと思っていたのですが、その日は日曜日だったため、お店があま

り開いていなく、ホストシアターと「残念だね・・」と話していました。ホストファミリーの皆さ

んとは、出会って２日しかたっていないのに、親しくしていただき、心配であったホームシックに

はなりませんでした。 

 

私が心に残っているのは、お母さんと料理をしたことです。ベルギーと言えばワッフル、そのワ

ッフルを作るマシーンがあり、一緒に作りました。また、フレンチフライやすごく大きなピザも作

りました。ベルギーの食文化をホストファミリーと一緒に楽しむことができ、すごく嬉しかったで

す。 

ただ１つ私には初日から不安なことがありました。それはホストシスターの子以外はフランス語

しか話せないということでした。フランス語が公用語の地域だから当然なのですが、私が話せるフ

ランス語はすごく限られていたので、会話が出来るか不安でした。でもそんな不安は一瞬でなくな

りました。家族みんなが、少し話せる英語で話しかけてくれたり、調べたり、ジェスチャーや日本

語の単語帳をみたりして、色々な方法でコミュニケーションをとってくれました。言葉が通じなく

ても本当の家族のように接してくれました。その時、私は言葉が通じないから、会話ができないと

言う今までの概念がなくなりました。伝えようという思いで接すれば、伝えられるということをホ

ームステイで学びました。 

 



第７回 大垣市中学生ベルギー・ナミュール市研修派遣事業 

研修スケジュール 

 

＜事前研修＞ 

＜事後研修＞ 

日時・内容 

第１回 １０月９日（月・祝）１０：００～１６：００ 

・報告資料作成 

・報告会の練習 

第２回 １１月５日（日）１０：００～１６：００ 

・報告資料作成 

・報告会の練習 

報告会 １１月１９日（土）１３：３０～１５：３０ 
 

日時・内容 

第１回 ７月１５日（土）１３：３０～１６：００ 

・自己紹介 

・事務局からの説明 

・旅行会社からの渡航手続等説明 

・次回の研修に向けて 

第２回 ７月２８日（金）１０：００～１６：００ 

・目標、係決め 

・フランス語、英語学習 

・出し物の練習 

第３回 ８月４日（金）１０：００～１６：００ 

・フランス語学習 

・国際理解講座（中国派遣団と合同研修） 

・出し物の練習 

第４回 

 

８月２６日（土）１０：００～１６：００ 

・フランス語学習 

・出し物の練習 

・先輩団員との交流会 

第５回 

 

９月９日（土）１０：００～１６：００ 

・出し物の練習 

・現地での研修に向けた最終確認 

出発式 ９月９日（土）１１：００～１１：３０ 

 

派 遣 期 間 ９月１６日(土) ～ ９月２３日(土) 
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