
   

ホームステイの思い出 



【ホームステイ】 

 

岐阜県立大垣北高等学校 1年 奥村 芽里依 

 

充実しすぎた 5日間、私を明るく親切に受け入れてくれたの

は Knebel 家で、父、母、姉、妹の 4 人家族だった。Knebel 家

は全員が日本に来た事があり、姉と妹は幼稚園のころから日本

語を勉強していた。2 人とも日常会話程度は出来るレベルで驚

いた。なぜそんなにも小さいころから学んでいた言語が日本語

なのか疑問に思った。と同時に、アメリカ人が持つ礼儀が正し

い、優しいといった日本のイメージも知ることが出来た。お父さんと、お母さんは私の家族や家に

ついて知りたがっていた。アメリカ人が考える家族や地元と私が思う自分の家族や地元の間の違い

を感じた。アメリカの方々は家族をとても大事にしている。また、Oregonと書いたＴシャツを堂々

と着るくらい地元を大事にしている。日本人の何倍も。私も、今より大事にしなければいけないも

のが近くにあると感じられた。私が何よりも嬉しかったのは、家族の一員のように受け入れてくれ

た事である。自分の英語は拙いにも関わらず、家族の団らんの会話に入れてくれて、姉妹とお手伝

いをするときは、食器を並べたり、洗濯をしたり、料理をしたりとアメリカでの日常生活に近いも

のを体験できたと思っている。私にとってお客さんではなく家族の

一員になれたことがとても嬉しかった。 

休日は、土曜日に、朝、かぼちゃを取りに行き、その後はサタデ

ーマーケット、スーパー、ショッピングに連れて行ってもらった。

夕食後にはフローズンヨーグルトを食べに行き、夜には火を焚いて

団らんをした。日本からのお土産も渡した。1 つ 1 つの説明を丁寧に聞いてくれてとても心が温か

くなった。日曜日には朝、2 時間ほどカトリックの教会へ行き、

お祈りをした後、小さな山に登りユージーンの街を見渡した。

午後は住宅街と野原に散歩に連れていってくれた。お父さんの

実家にも行き、家族 10人が揃った。夜はホストシスターのバレ

ーの試合を見に行った。 

出かけ先から帰ってくると毎回のように、何かしたいことあ

る？したいことしていいよと言ってくれた。すると、早めに寝たり、リビングでテレビ見たりと、

体調などに合わせることができたのでとても嬉しかった。また、最初の日に次の日の予定を聞くと、

次の日からは前日の夜に教えてくれたので、起きる時間やシャワーを浴びる時間等、何不自由なく

生活を送る事が出来た。平日は朝 7:15 に家を出て登校した。17 歳のお姉ちゃんが一緒に車に乗せ

ていってくれた。高校生が車を運転していることがとても新鮮だった。学校が終わるのは早くても、

姉妹は宿題が多くて大変そうだった。そこは日本の高校生と繋がる部分があって、強く共感し合え

た。ある日、ホストと一緒にプレゼンの練習をした。熱心に聞いてくれて、たくさんアドバイスを

してくれた。とても濃い英語レッスンの時間になったし、少しでも大垣について知ってもらえる機

会となってとてもよかったと思う。最後に私のホストファミリーが Knebel 家であったことに本当

に感謝している。国境を越えても変わらない人と交わる温かみを教えてもらえた。これから私は、

より熱心に英語学習に取り組み、異文化理解に努めたい。いつか恩返しをするために、再会できる

ことを願っている。 



【ホームステイ】 

 

岐阜県立大垣北高等学校 1年 高橋 佑衣 

 

私にとってこれが初めての海外経験だった。出国前は充実した日々を過ごしたいと思う反面、う

まく英語が話せるだろうかと不安に感じていた。しかしそんな私をホストファミリーはとてもあた

たかく迎えてくれた。家に着くと、お母さんが「ここはあなたの家なのだから、あなたがしたいこ

とをすればいいよ」と言って下さり、少しずつ肩の力が抜けていくのが自分でも分かった。 

私の好きな事がショッピングであることを伝えたら、ホストシスターのローレンがサタデーマー

ケットに連れて行ってくれた。そこではアクセサリーや野菜などいろいろなものが売られていて、

かなり賑わっていた。どのお店の人も明るく「How are you today?」と声をかけてくれた。アメリ

カ人のフレンドリーな雰囲気に触れる事ができて、とてもフレッシュな気持ちになった。ローレン

には、彼女のおすすめのお店や好きなものをいろいろと教えてもらった。たくさんのお店にローレ

ンと一緒に行けてとても楽しいショッピングがで

きた。週末には、お父さんのマンションがあるポ

ートランドに連れて行ってもらい、ピトックマン

ションというとても大きな洋館に行った。本当に

大きくて、ローレンと「普通では考えられない大

きさだね」と驚いてばかりいた。私は、お母さん

と展示されているベッド、食器、シャワーなどの

ものについて話しながら洋館をまわった。いまま

で覚えてきた単語を駆使して自分の言いたいこと

をお母さんに伝えられた時、心が通い合ったよう

な気持ちになってすごく嬉しかった。この建物は高台にあってとても見晴らしがよかった。きれい

な景色をバックに４人で撮ったこの写真は私の宝物だ。 

お母さんは、毎晩美味しい料理を作ってくれて、ある日はメキシコ料理を家族みんなで食べた。

お母さんはバナナのようなものをつぶして揚げていたので「I haven’t known this dish using 

banana!」と私が言うと、ローレンとお母さんが「This is plantain!!」とメキシコ料理のことに

ついて教えてくれた。日本ではまだ馴染みがないのだが、

プランテインというバナナに似た食材をチップスにし

て食べるのだそうだ。他にもお母さんはいろいろな料理

を作ってくれて、毎日の食事が最高のディナータイムだ

った。最終日には「食べたことのない料理を食べたい!」

という私のわがままを聞いてくれて、ギリシャ料理のレ

ストランに連れて行ってもらった。ピリ辛な料理もあっ

て全部は食べられなかったけれど、お腹いっぱい美味し

い料理を食べられた。もう私には全ての思い出を語り尽

くすことはできない。なにもかもが私にとってとても新鮮で、ひとつひとつの経験がかけがえのな

いものだ。ファミリーはお別れのときに、「ここはあなたの家だからいつでも戻ってきていいよ」

と言ってくれた。もっともっと日本で英語を勉強して、たくさん英語が話せるようになって、もう

一度マイヤーファミリーに会いに、アメリカのオレゴンに行きたいと思う。 



【ホームステイ】 

 

岐阜県立大垣東高等学校 1年 水谷 優太 

 

 私にとって今回の研修は初めての異国であり、初めて

のホームステイでした。ですが、あまり心配事は無くて

自分の英語がどこまで通じるのか、どんな出会いが待っ

ているのかが楽しみでした。今回は Jack の家にホーム

ステイしました。初めて会った日の夜は、イタリア料理

の店に行きました。料理の量は多く、チーズの種類が豊

富でした。Jackによると、アメリカのスーパーにはずら

りと並んでいるとか。あと、生まれて初めて持ち帰りの

ボックスを見ました。 

 家に帰ると犬の Dale と猫の Mau と遊びました。私の家には動物はいないのですが、二匹とも面

白くて人懐こく仲良くなれました。とってもかわいかったです。Jackは背が高くて音楽が大好きな

青年です。日本のアニメとゲームが好きで夜は二人で遊びました。アニメは国境を超えるのだと思

いました。 

 土曜日は、Jackの家族と一緒に車に乗ってワイルドサファリに行きました。日本では考えられな

いような広い土地にのびのびと暮らす動物たちを至近距離で見ることが出来ました。特にトラは気

持ちよさそうにしていて、チーターの赤ちゃんがかわいかったです。ごはんには Jack のおすすめ

の Five guysのハンバーガーを食べました。ピーナッツが無料というシステムで驚きました。日曜

日は初体験。家族みんなで乗馬をしに行きました。シスターズという町に行き、カーボーイハット

を買ってもらいました。馬はかわいくておとなしいのですが、急に走り出してたまに道草を食って

とゆかいな動物でとっても賢い。手綱の握り方は簡単で素人の僕でも乗りこなせました。オレゴン

の大自然を感じました。 

 Jackの学校にも行きました。アメリカの学校は授業や校則が自由で楽しいです。先生は生徒を一

人の個人として尊重していました。日本語クラスでは日本の食べ物を勉強していました。余談です

が電子辞書が珍しがられました。アメリカの学校は携帯が自由に使えるのであまり必要ないようで

す。登校は送り迎えで楽でした。 

 今回のホームステイでの 5日間はあっという間でした。一人っ子の僕にとっては兄弟が出来たよ

うで楽しかったです。本当の家族のように扱ってくれて嬉しかったです。英語に関しては大事なの

は技術ではなく思いだと学びました。自分が思ってい

ることを相手に伝えようとする心がけが大切でした。

ホストファミリーはとても優しくて不安な事は何も

なかったです。ただただ楽しい日々を過ごせました。

今回このようにホームステイできた事がとてもうれ

しいです。アメリカの文化に触れ、人々の考え方にも

触れることが出来ました。また、ホストファミリーに

会いたいです。今回の経験をこれからの人生に、世界

で活躍するために活かせるよう頑張ります。 



【ホームステイ】 

 

岐阜県立大垣東高等学校2年 鈴木 結理 

 

初めてのアメリカ、初めてのホームステ

イ。初めてのことばかりで不安と緊張をか

かえたままホストファミリーと対面した。

私のホストファミリーは、双子の Oliviaと

Sarina の家庭で、四人兄弟のとてもにぎや

かな家庭だった。初めて対面したとき、緊張

していた私を温かい笑顔で迎えてくれて、

とても安心したのを覚えている。 

家に着いて私が持ってきたお土産を渡す

と、とても興味を持ってくれて、すぐ打ち解けることが出来た。Oliviaと Sarina は、サンリオの

キャラクターの筆記用具をとても気に入ってくれたし、ホストマザーは、抹茶のお菓子を美味しそ

うに食べてくれた。 

休日は、モールやスーパーやハイキング、さらに屋台が集まるところに連れて行ってもらったり、

親戚のみんなでご飯を食べたりした。ショッピングモールでは、私がずっと食べたいと思っていた

ロールアイスクリームを食べたり、プリントシールをとったりした。ショッピングモールもスーパ

ーも日本とは比べ物にならないくらいの大きさで驚いた。屋台では、日本の屋台とは違いご飯より

ハンドメイドの物を売っている店が多かった。どの店の人もとても愛想がよく、英語がわからない

私にゆっくり分かりやすい単語を使って説明してくれたことがとても印象に残っている。親戚のみ

んなとご飯を食べたときは、どの人も日本にとても興味をもってくれて、たくさん話しかけてくれ

たことがとても嬉しかった。このように休日はアメリカの普段の生活に触れることができ、とても

充実した二日間だった。 

平日は、Sarinaとホストブラザーが通っているシェルダン高校に行った。シェルダン高校は、一

階建てでとにかく大きく迷子になりそうだった。アメリカの高校は、授業ごとに教室を移動する形

で、五分の休み時間の間に移動しなくてはいけないので、とても大変だなと思った。 

昼食は、Sarinaの友達と一緒に近くのドミノピザに食べに行った。日本では、昼食は校内で取るの

が一般的だが、アメリカは自由なので少し羨ましかった。放課後は、三人でスケートリンクへいっ

た。初めてのスケートだったが、すごく楽しかった。 

五日間という短い間だったが、実際にホ

ストファミリーと暮らすことでアメリカと

日本の文化の違いを肌で感じることができ、

すごく充実した五日間になった。だが、伝え

たいことをうまく英語にできなくて悔しい

思いをたくさんしたのでもっとたくさん話

せるようになるために英語をたくさん勉強

してまたオレゴンに行きたい。 

 



【ホームステイ】 

 

岐阜県立大垣北高等学校 2年 髙橋 大地 

 

 平成 29 年 10 月 13 日、私はホストファミリーに温かく迎えてもらった。彼らに会う前は上手く

コミュニケーションがとれるか、どんな 5日間のホームステイが始まるのだろうかなど多くのこと

が心配だった。しかし、私を優しく丁寧で、わかりやすい英語でサポートしてくださり、いつの間

にか私の心配は楽しさへと変わっていた。私のホストブラザーの Alden君やホストマザー、ファザ

ーとの思い出は、すべて紹介すると日が暮れるほどあるので、特に印象に残った事を 3つ紹介する。 

 1 つ目は、オレゴン大学でオレゴン大学対スタンフォード大学のアメフト(アメリカンフットボ

ール)の試合を巨大なスクリーンを使いライブで観た

ことである。私は、日本にいる時から家族の影響で、

少しアメフトに興味があった。そのことを事前にホス

トファミリーにメールで伝えたら希望通り本場のア

メリカの試合を観させてくれた。オレゴン大学の生徒

を合わせると約 300人でオレゴン大学を応援した。得

点が入った時は、みんなで声を上げて喜んだ。あの時

の興奮は、今でも忘れない。 

 2つ目は、サンクリックフォールである。サンクリ

ックフォールとは、オレゴン州で 2番目に高い滝である。オレゴン州は、事前学習でも調べたが自

然が大変綺麗ということで有名である。そんなオレゴン州の大自然の中を往復 8時間ぐらいのドラ

イブで満喫した。日本とは異なり、広大な土地に広がる丘や湖、果てしなく続く道、様々な色があ

る山々が広がっており、深く感銘を受けた。また、昼食は、ホストマザーが作って下さったサンド

ウィッチをキャンプ場で自然に囲まれながら食べた。最高に美味しかった。 

 3 つ目は、ホットドックや BBQ パーティーである。日本のものとは違い、大きさ、おいしさ、ボ

リュームすべてが違った。ホストファザーが好きである野球を観ながらホストファミリーや Alden

君の友達と夜遅くまで楽しんだ。「これぞアメリカ！」と思えるような体験だった。  

 このほかにも、オバマ前大統領が訪れたというアイスクリーム屋やプロの版画人であるホストマザー

の版画やオレゴン大学の教授であるホストファザーにオレゴン大学を見学させたもらったこと、映画鑑

賞、Saturday Market（土曜日に開かれる市場）、ゲームセンター、ユージーン市で有名なドーナツ屋、

コーヒー屋など本当にありとあらゆることを体験さ

せてもらった。人生で最も充実した時間を過ごさせ

てもらった。最高のホストファミリーに選ばれて自

分は本当に幸せだった。次は、私が日本に来た留学

生をホストして最高の思い出を経験させてあげたい

と思った。大人になったら、もう一度、Alden君やマ

ザー、ファザーに会いに行きたい。そのためにも、

もっと英語を学習し、次は違う視点からアメリカで

の文化を楽しめるようにしたい。最高の経験ができ

たことに感謝したい。                    

 



【ホームステイ】 

 

岐阜県立大垣北高等学校 2年 日比 萌咲 

 

 メールのやり取りをすること数日、待ちに待ったホストファミリーとの対面が行われた。少し緊

張しながらも、ハグで迎えてくれたホストシスターのマディーと過ごせる 5日間に期待は膨らむば

かりだった。家に向かう途中、車の中では、日本に興味津々で様々な質問が飛び交った。生活言語

が日本語から英語に変わる瞬間だったと思う。夕食を食べるころには会話が弾みだした。 

 週末は所有しているログハウスを訪れた。暖炉があった。

中に木を入れたり、火をつけたり。手間はかかるけれども、

全部みんなでつくる。そのゆったりとした時間の流れは、家

族の温かさに触れることができる貴重な時間だった。心がふ

わっと温かくなったのは、きっと暖炉のせいばかりではない

だろう。 

 自然の中で行われるスポーツが大好きな家族だったことも

あり、ハイキングにも挑戦した。なんとホストマザーは平日

に一人でも山に行くほどの熱中ぶりだ。熊の足跡を見て喜んでいるあたり、冷や汗をかいたりもし

たが、道のない山の中を鳥の声と水の音だけに包まれて散策するのは、自分がただ何もない、生ま

れたての人間に戻ったような不思議な感覚を呼び起こさせた。もちろんオレゴンと言えば自然、と

だけあってそのスケールの大きさや、特に滝の迫力はアメリカならではだと感じた。アメリカ人の

気の大きさもこれに劣らずというのが、またすごいのだが。 

 夕食後はマディーと一緒に「パンプキンチョコチップクッキー」を作った。 

誰かとお菓子づくりをするのは久しぶりだった気がする。私と、マディーが

型をとったクッキーは大きさや形も少しずつ違っていて、何回目に焼いたも

のかによってもやっぱり少しずつ違った。「2 回目の大きいの、1 番好き！」

そんなことを言いながら、完成したクッキーを頬張った。これまでに食べた

どのクッキーよりもおいしかった。友情という最高のスパイスのおかげで。 

 平日の放課後は、お互いに言語についての意見を交流し合った。マディーは日本語クラスに所属

していることもあり、「よかったね」と「よかったよ」の違いについて尋ねられた。私自身気づい

ていなかった日本語の奥深さに、はっとさせられた。また、英語の単語帳が思った以上の盛り上が

りを生んだ。異なる言語を話す私たちだからこそ逆に、新しい発見や共感できることもたくさんあ

るのが嬉しかった。 

 マディーのお家はベジタリアンだということもあり、何を食べているのだろう？と疑問を感じて

いたが、ホストマザーのレシピはバリエーション豊かだった。なんとメキシコ料理まで頂いた。こ

れには、アメリカのスーパーにベジタリアン専用の食品が数多く並ぶことも関係しているだろう。

多種多様な生き方を尊重する。まさに「自由の国、アメリカ」だった。 

 そして最後に、この経験は私に「信念をもって生きることの大

切さ」を教えてくれた。グローバル社会に生きるとは、個性をも

ちつつ、相手を受け入れることなのだと思う。共に過ごした素晴

らしい日々を胸に刻みたい。いつかまた、会える日まで。 



【ホームステイ】 

 

岐阜県立大垣北高等学校 2年 松岡 真生 

 

初めてのアメリカ、初めてのホームステイ。今年の 6月に、私の家でホームステイの受け入れを

した子の家族がホストをしてくれるということでずっと心待ちにしていた。私を最初に迎えてくれ

たのは、ホストシスターの Alea だった。久しぶりに会うことができてとても嬉しかった。私の不

安が一気に消えていったような気がした。  

2日目はビーチに連れて行ってもらった。目の前に

広がる壮大な景色に感動した。海や波の音が美しかっ

た。オレゴンは自然が美しい場所だと聞いていたので、

実際に見て、実感できたので嬉しかった。その後、市

場に行った。野菜や果物、魚類などが売られていた。

私がカニが好きだと言ったので、ホストファザーがカ

ニを買ってくれて晩ご飯に食べた。身が大きくとても

おいしかった。また夜には地元のスーパーに連れて行

ってもらった。ちょうどハロウィンが近かったので、

カボチャがお店の前に並んでいたり、仮装用の衣装のコーナーが大きくとられていたりと、本場の

ハロウィンの規模の大きさに驚いた。 

3 日目はモールに行った。ホストシスターと学校で年に 1 回行われるホームカミング、いわゆる

ダンスパーティーの衣装を一緒に選んだ。そのような行事は日本にはなく、アメリカらしさを感じ

た。 

4 日目はホストシスターの学校が終わった後、オレゴン大学の見学に行った。ホストファザー、

ホストマザーがオレゴン大学で働いているということで案内してもらった。初めにホストファザー

のオフィスに通された。そこでホストシスターが慣れている手つきで学校の論文を印刷していたの

を見て、日本では考えられない光景に唖然とした。日本とアメリカの文化の違いなのだと思った。

職場で働いていた方ともお話をした。どの方もとても親切で温かかった。次に学内を案内してもら

った。大きなキャンパスがたくさんあった。紅葉の季節で、美しい自然に囲まれながら勉強ができ

るので、とてもいい環境だと思った。また校内にある２万５００

０人を収容できるドーム球場にも連れて行ってもらった。しかし、

ここって大学の敷地内？と思うほど長かった道のりや、大きなド

ームがあることに驚いた。その道中には、ホストシスターが私の

家にホームステイしたときの思い出話で盛り上がった。 

楽しい時間はあっという間に過ぎ、いよいよ最後の日となった。

このころになると私も英語に慣れてきて、スムーズに会話をする

ことができた。別れの時、ホストシスターと私は、絶対また会お

うねと約束をした。素敵な家族に囲まれて、貴重な経験をさせて

いただき、本当に幸せだった。 

                        

 



【ホームステイ】 

岐阜県立大垣東高等学校 2年 茂木 智早 

 

 私は、私と同じぐらいの年齢の女の子 2 人、父、母がいる家に、初めて

ホームステイをした。家に行く前はすごく緊張していたが、そんな心配も

よそに、とても温かく迎えてくれた。初日はお互い自己紹介をしてピザを

食べに行った。そこで、好きな男の子の話や、学校であった不満などを話

していて、日本の女子高生と変わらない所もあってなんだか嬉しく感じた。   

それから二日間は休日だったので、土曜日にホストシスターのダンス発表

会を見に行った。日本では発表などが終わったらただ拍手をするぐらいだ

が、アメリカは出演者の名前を大声で呼んだり、叫んだりして、出演者も

観客にもより一体感が生まれ楽しめるのでいいなと思った。そして、終わ

った後にハロウィンの時期ということもあり、カボチャを買いに行く「パンプキンパッチ」に行っ

た。カボチャはカボチャでも、形や色、大きさや重さなど全て違ったので、選ぶのにすごく迷った

けれど本場のハロウィンに直で触れられる、貴重な経験が出来た。しかもカボチャが無造作に地面

にごろごろ置いてあって自分が気に入ったものを取る、というなんともアメリカらしいスタイルで

日本にはない光景だった。 

日曜日はまず Made In Oregon というお店に行った。そこにはオレゴン産のグッズがたくさん売

っており、オレゴンは自然が豊かなこともあり、木製の食器やステンドグラスの飾り物など、綺麗

で美しいものがたくさんあって魅了された。その後に、オレゴン大学に行った。日本では考えられ

ないほど広い大学で、キャンパスもあちらこちらにあって、とても素敵な大学だった。何より、学

生が色々な人種で、ジムで筋トレをしていたり、サークルをやっていたり、上半身裸で踊っている

人がいたり、思い思いに大学生活を送っている様子で、充実しているのが伝わってきた。私の目に

は日本人よりものびのびとしていて、自由気ままに暮らしているように見えた。その後、前日に買

ったカボチャをホストマザーとホストシスターと一緒に彫った。

それぞれ話さず真剣に黙々と完成させていたのが面白かった。日

本にもこのような文化があったらいいのに、と強く思った。 

そしてこの日すごく感動したことは、オレゴンでとても人気の

Hydro Flask という水筒をアメリカのお土産に買ってくれるとホ

ストファミリーが言ってくれて、その水筒の好きな色と形をぼそ

っと言ったら、三つのお店を回って探してくれたことだ。そこま

でして気に入ったものをプレゼントしたいと思ってくれて、すごく嬉しかった。他の日でも、ご飯

が終わった後にリビングにずっといておしゃべりをしたり、ホストシスターと二人きりで将来や大

学の話をしたり、ホストマザーとホストシスターと学校帰りにアイス屋さんやモールに行ったりで

きた。ホストマザーが日本人だったのだが、気を遣ってずっと英語で話してくれ、国際結婚の話や

二つの言語や文化とともに子育てをしていく大変さなど、奥深い話もたくさんできた。特に私が驚

いたことは、家族同士の距離が近く絆が強かったことだ。夜ご飯に全員が揃った時、その日あった

ことや次の日の予定などを家族全員に全て話していた。さらに、子ども達全員の仲のいい友達の名

前や食べ物の好き嫌いなど、全部正確に把握していて、本当に愛情深い素敵な家族だなと思った。

そんな優しく温かく愛のある家族と五日間も一緒に生活することができ、自分の視野も広がったし、

家族や将来への考え方も変わるいい機会になった。 



【ホームステイ】 

 

岐阜県立大垣南高等学校 2年 山内 優佳 

 

私にとっては人生初のホームステイ。緊張や不安な気持

ちいっぱいで始まった。このホームステイでとてもいい経

験をし、とても素晴らしい思い出を作れた。 

ホームステイの初日。日本語が通じない中で生活するた

め、最初は緊張して黙り気味になってしまったが、ホスト

ファミリーが温かく迎えてくれ、すぐに打ち解けることが

できた。到着が金曜日の夕方だったため早速晩御飯を食べ

た。好きなもの、嫌いなものを聞かれたり、趣味や、部活動は何かなど、緊張している私に対して、

笑顔でゆっくり聞いてくれた。外国のパスポートを持ってきて、日本のパスポートと比較させてく

れ、その違いに驚いたことを覚えている。 

土曜日はハロウィンが近いため、かぼちゃ畑に連れて行ってもらった。行く時は徒歩や車でなく、

馬車に乗せてもらった。そこにはトウモロコシの迷路があり、みんなで右に行くか、左に行くか考

え相談し、楽しんだ。かぼちゃ畑は一面オレンジで、大きいかぼちゃもあれば、かわいらしい小さ

いかぼちゃもたくさんあった。その後、家に帰り、とってきたかぼちゃを掘り、顔を作ったり、ハ

ートや月を掘りジャックオーランタンを作った。私は初めてジャックオーランタンを作ったので、

いびつな形となってしまったが、ホストファミリーと楽しく作ることができた。 

 日曜日はホストシスターのエミリーとエミリーの友達と一緒にショッピングモールに行った。オ

レゴン州のショッピングモールは私が想像するより非常に大きく、ずっと周りを見回していた。エ

ミリー達はハロウィンのコスチュームを買いに行く予定で、私は一緒にたくさんのお店を回った。

日本のハロウィンはあまり仮装するイメージはないが、外国はと

てもリアルな衣装が多くあった。帰宅後、家族みんなで「Fread 

Mayer」へ行った。日本でいうスーパーマーケットみたいなもの

だが、建物はとても大きく、品数が豊富だった。ホストマザーは

私が気になったもの、興味を持ったものを、こっそり買っていて

くれた。そのあと、ホストファザーとホストマザーと三人で散歩

に行った。二人とも大垣に興味を持ってくれて、ユージーン市の

人口と大垣の人口を調べて比較してくれたり、姉妹都市の有名な

ものなどを聞いてくれたりした。町並みはとてもきれいで、リス

などがたくさんいて驚いた。夜には、映画を見たり、カードゲームをしたりした。ほかにも夜食と

してアイスを食べた。月曜日からはエミリーの学校へ行った。日本とは全く違う授業内容、校則、

学校敷地に驚いた。今回ホームステイの期間は短いものであったが、たくさん学ぶことができた。

日本にいるだけでは、話を聞いているだけでは分からない、足を運んで初めて分かった外国の文化、

風景、気候、そして人の温かさ。ホストファミリーの優しさや明るさ、笑顔。エミリーの学校のフ

レンドリーさなどは言葉の壁を取り除く上でとても大切なことだと感じた。また外国とは何か、リ

アルに学ぶことができた。自分の英語の未熟さや、ヒアリング力等の自分の足りなさに気付き、も

っと英語が話せたらスムーズにコミュニケーションがとれるのに、、、、と悔しく思うことが何度

もあった。これからさらに勉学に励みたい。この研修は一生の思い出だ。 



【ホームステイ】 

 

岐阜県立大垣北高等学校 2年 若原 尚真 

 

 アメリカに着いて 1 日目、集合場所でホストフ

ァミリーと対面した。家族全員（右の写真は別れ

際に撮ったものでホストマザーは仕事のために不

在）で迎えに来てくれた。会った瞬間に優しさの

オーラを感じた。というのは、単なる感覚的なも

のだけでなくて満面の笑みと親しみのこもった握

手によるものだ。誰かが歌っていた「この世界の

共通言語は英語じゃなくて笑顔だと思う♪」とは

まさにこのことだと思った。英語のスキルが十分

でない私がホストファミリーと意思疎通ができた

のもこれのおかげであろう。日本ではこれを忘れていないだろうか、と今ふと思う。言葉が通じる

からといって疎かにしてはいないだろうか。 

 こうして一生忘れられない 5日間のホームステイが始まった。会った直後からホストブラザー（兄）

のジョンはフレンドリーに話しかけてくれた。私の緊張がほぐれたことは間違いない。いろんなこ

とに興味をもって聞いてくれた。日本のことをいろいろ知っていて共通の話題があり話しやすかっ

た。よくジョークもとばしていた。いい意味で童心を忘れないユーモラスなブラザーだった。 

弟のルイスは初日に私を半袖で迎えに来た。そのとき私は 3枚ほど服を着ていたが、彼は見たと

ころその半袖 1枚。アメリカンだなと思った。もっとも彼は両腕を組み震えていたのだが。彼は私

のためにいろいろ教えてくれたり紹介してくれたりした。彼は私に分かりやすいよう説明し、私が

分からないでいると手やモノを使って分かるようにしてくれた。彼もまた、優しくてユーモラスだ。

（彼による完成度の高い変顔が私のデジカメに収められている。） 

 そんな彼らと行って楽しかったスポットベスト 3を発表する。 

第 3位は…レーザータグ レーザー光線で撃ち合うサバイバルゲームだが、会場のＳＦチックな臨

場感に感動。こんなものがあるとは知らなかった。 

第 2 位は…ホストグランドファーザーの家 ホストグランド

ファーザーの誕生日を祝うため親戚一同が集結。いろんな人に

会えて楽しかった。 

第 1位は…シェルダンハイス

クール ホストブラザー2 人

の友達がとにかく多い。歩け

ば 10 秒に 1 人くらい（言い

過ぎかもしれないが）友達に会う。この友達もまた、フレンドリ

ーで初対面の私に気軽に「Hi!」と声をかけてくれた。アメリカで

は普通なのだろうか。また、アメリカの高校の雰囲気もつかめて

よかった。やはり日本よりフリーな感じ。授業はもちろん私服で飲食もＯＫだ。 

 ホームステイという滅多にない経験ができたことに感謝している。また、出会えたホストファミ

リーとの縁をこれからも大切にしていきたい。 



 

 

 

 

第２回 大垣市高校生アメリカ合衆国オレゴン州 

ビーバートン市、ユージーン市研修派遣事業 研修スケジュール 

 

≪事前研修≫ 

 

 

派遣期間 １０月１３日(金) ～１０月２１日(土) 

 

 

≪事後研修≫ 

日時・内容 

第１回 １１月３日(金・祝) １０：００～１６：００ 

・報告資料作成 

・報告会の練習 

第２回 １２月２日(土) １０：００～１６：００ 

・報告資料作成 

・報告会の練習 

報告会 １２月１６日(土) １３：３０～１５：００ 
 

日時・内容 

第１回 ７月２２日(土) １０：００～１６：００ 

・自己紹介 

・事務局から、旅行会社からの説明（保護者同席） 

・目標、係決め 

・アメリカの高校でのプレゼンテーションについて 

第２回 ８月５日(土) １０：００～１６：００ 

・プレゼンテーションの準備 

・先輩団員交流会（体験談など） 

・英語学習 

第３回 ９月２日(土) １０：００～１６：００ 

・プレゼンテーションの練習 

・国際理解講座（JICA協力） 

・英語学習 

第４回 

 

９月３０日(土) １０：００～１６：００ 

・英語学習とプレゼンテーションの練習 

・出発前の説明会（保護者同席） 

出発式 ９月３０日(土) １３：３０～１３：３０ 

第５回 

 

１０月７日(土) １０：００～１６：００ 

・英語学習とプレゼンテーションの練習 

・現地での研修に向けた最終確認 
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