
 

 

第２回 

ハワイ大学研修訪問団に参加して 

報告レポート 

 
２０１１年２月２７日（日）～３月２４日（木） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  第２回ハワイ大学研修訪問団概要 
 
１．趣旨・目的 

ハワイ大学マノア校（オアフ島）へ研修訪問団を派遣し、ハワイ大学の学

生・教員との交流、授業参加、専門学科訪問、英語研修プログラムの受講、

ホームステイでの生活を通して、両大学間の国際交流を推進すると共に、国

際感覚と理解を深め、さらに日米友好親善に貢献することを目的とする。 
２．訪問日程  ２０１１年２月２７日（日）～３月２４日（木） 
３．参加学生  ２８名 

所属：経済学部 3 名、経営学部 1 名、工学部 3 名、環境人間学部 20 名、

看護学部 1 名 
性別：男性 6 名、女性 22 名 

４．活動内容 
 (1) 英 語 研 修 ・ハワイ大学マノア校が提供する英語研修プログラム 
          （※修了者には、修了証書、成績評価書が授与される。） 
 (2) 国際交流活動 ・各学部・学科のニーズにあった施設見学、授業見学等 
 (3) その他    ・本学から随行教員２名（往路・復路各１名）が参加。 
５．訪問スケジュール概略 

２月２７日（日) 関西国際空港集合、同空路より出国。同日ハワイ・ホノ

ルル空港到 
各自ホームステイ先へ宿泊    

２月２８日（月）予備日（現地交通等の把握、プログラム受講準備等） 
３月 １日（火）～３月１８日（金） 

・アウトリーチカレッジでの３週間の英語研修（午前３

時間：語学研修、午後：自由時間） 
         ・教育研究施設の見学、授業参加 
        ・ハワイ大学学生との交流会 

・オアフ島内の文化施設等の見学 
３月２１日（月）ハワイ大学から英語研修修了証書・成績評価書の受領 

  ３月２２日（火）帰国準備 
  ３月２３日（水）午前、ホノルル空港より出国 
  ３月２４日（木）関西国際空港着、解散 
６．研修費用    ３８０，０００円 
          ・費用に含まれるもの 
           往復航空運賃、海外旅行傷害保険、滞在費（ホームス

テイ２４泊、食事（朝・夕）付）英語研修授業料、現

地での移動に伴う交通費、交流会費 
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経済学部 女子 

 

私は今回このプログラムに参加して学んだことが 3 つあります。 

まず 1 つ目はハワイの文化や習慣です。ハワイにはたくさんの美しい景色がありました。

透き通ったビーチやダイアモンドヘッドからの景色は本当にすばらしかったです。ハワイ

料理もたくさん食べました。ロコモコやマラサダ、スパムむすび、ロミロミ、ラウラウな

どどれもおいしかったです。また、ハワイは時間の流れがとてもゆっくりでした。バスが

なかなか来なくて困ったこともあったけれど、そんなゆったりした時間の流れの中で生活

しているハワイの人たちはとても温かかったです。バスを間違えて運転手さんには何度も

助けてもらったし、困っていると見知らぬ人が声をかけてくれて助けてくれました。今ま

ではテレビを通して見るだけだったけれど、実際にハワイの文化を見て聞いて肌で感じる

ことができて、本当にいい経験になりました。 

2 つ目はコミュニケーションの難しさです。私はハワイでの生活の中で、ホストファミリ

ーや学校の先生や生徒、現地の人たちとふれあって、自分の思っていることを相手に伝え

られないことはこんなにも悔しいのかと初めて知りました。自分の英語力の乏しさを改め

て実感しました。人とコミュニケーションするのに 1 番大切なのは相手に伝えようとする

心であり、それを手助けするのが言葉だと私は思っています。その心を忘れずにそして今

回感じた悔しさを忘れずに、これからもっと英語力を磨いて世界中の人々ともっと深くコ

ミュニケーションが出来るように努力するつもりです。 

3 つ目は自分の周りの人への感謝の気持ちです。私は感謝の気持ちを伝えたい人たちがい

ます。まずはこのプログラムに一緒に参加したクラスメイトです。ハワイでの生活に不安

もたくさんあったけれど、約 1 カ月間みんながいたから楽しく過ごせたと思います。 

次にハワイ大学の先生方、国際交流センターのみなさん、豊田先生、瀬良先生です。私た

ちをいろいろな面からサポートしてくださってありがとうございました。皆さまのおかげ

で私たちは楽しく、気持ちよく、安全にハワイで生活することができました。 

そしてホストファミリーへもお礼を言いたいです。私のホストファミリーは本当に温かく

てこの 3 週間たいへんよくしてもらいました。手料理はどれもおいしかったし、おもしろ

いジョークで私たちを笑わせてくれました。私が一生懸命英語で伝えようとするのを温か

い表情でうなずきながら聞いてくれました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 

最後に家族です。私が留学することをとても心配しながらも温かく送り出してくれて、金

銭面でも精神面においても支えてくれました。家族というのは居てくれるだけでありがた

い存在なのだと日本を離れて実感しました。 

今回のプログラムは私にとって本当に貴重で一生心に残る経験になりました。関わってく

れたすべての人への感謝の気持ちを忘れず、これからも生活していきたいと思います。 
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 このハワイでの研修は、たくさんの思い出、経験を得ることができました。 

海外での語学研修ということで、どんな授業をうけることができるのか本当に楽しみでし

た。実際には、コミュニケーションの授業が主でした。教室の中で基本的な表現を学ぶだ

けでなく、広い大学内の施設で、与えられた課題について学生にインタビューをしたり、

就職フェアのリクルーターに話を聞きに行くこともあり、様々な内容でした。 

最初は、自分の語学力ではこのようなことができるのかと思いましたが、自分の知って

いる表現を中心に喋りかけてみると、ほとんどの方が丁寧に答えてくださり、本当に優し

い方ばかりだと思いました。英語を話すことは簡単ではありませんでしたが、伝えたいと

思い、話すことで、コミュニケーションは可能だと多くの場面で気づかされました。 

ハワイ大学の学生と話す機会が週に２回あり、そこでは自分たちの好きな話題で話すこ

とができました。ハワイ大学の学生は皆勉強熱心で、学生によって勉強の目的も様々でし

た。大学の授業と小学校の授業を見学する機会がありました。そこではどちらも学生が考

えを共有し、討論しあうものでした。自主性が強く、各々が主張し合い、考えを深めると

いう授業で、日本にはあまりない種類の授業だったので、新鮮に感じ、国民性の違いはこ

のような教育から生まれるものなのかと感じました。 

ホームステイ先でも楽しい時間を過ごすことができました。私のホームステイ先には、

合計で 6 人の留学生がステイしていました。その中には日本人だけでなく、スイス人の方

もおり、いろいろな話をして楽しみ、文化の違いも感じました。 

 ホストファミリーはとても親切な方で、週末にはオアフ島の観光名所に案内していただ

いたり、週に数回、ホストファミリーの友達や親戚、以前ホストファミリー宅に留学され

ていた方などが家に集まり、夕食を一緒に食べることがありました。様々な国籍で年代も

違った方のお話を聞くことができ、自分の今後の生活についても考える機会にもなりまし

た。 

 3 月 11 日に発生した東日本大震災以降には、私たちが行く先々で、「家族は大丈夫です

か？」と尋ねられることが多く、大学内での募金活動も地震発生直後からさかんに行われ

ていました。ハワイから離れた国の日本を心配してくださったハワイの方々の親切さを感

じるとともに国際協力のつながりの強さを感じました。これから先、国際化の流れはより

進み、様々な国籍の人とのコミュニケーションが必要になると思います。ツールとしての

英語を身につけると共に、相互に思いやる気持ちもまた必要だと思いました。 
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私がこの研修に参加したきっかけは、「新しい世界、自分をみつけること」でした。今ま

で生まれてから一度も日本を出た事がなかった私は、海外に何度も留学経験のある友人の

考えの深さや、オープンさにとても憧れ、「日本の視点でしかものを見ることが出来ない、

凝り固まったものの見方を変えたい！」と思い立ち、留学を決意しました。 

 結果から先に言うと、この研修訪問団に参加して本当に良かったと思います。初めて

の海外で、実家暮らしの私にとって親元を離れホームステイをすることも初めてだったの

で、何もかもが新しく、毎日が新鮮な日々を過ごすことが出来ました。ハワイに住んでい

る人は本当にみんないい人で、ハワイ大学の先生、生徒もとても親切にしてくれて、人の

優しさや温かさに触れ、とても感じるものが多い 1 カ月でした。 

たくさんの木やきらきらした海。ハワイの空気や豊かな自然に毎日心癒されました。汗

だくになって登ったダイヤモンドヘッドでの頂上の景色の壮大さ。人生初のダイビングや

シュノーケリングで観た、今にもこの手に触れられそうな色とりどりの魚たち。全ての景

色が脳裏に焼き付いて、今でもあの素晴らしさを忘れることが出来ません。 

勉強に関しても、「もっと学びたい、挑戦したい！」と願えば、そうできるだけの素敵な

環境があったと思います。私は、豊田先生に一度つれてもらった哲学の授業の教授である

Dr．J と仲良くなり、私が個人的に興味のあった音楽の学部の先生とコンタクトを取って

頂く事が出来、音楽の授業に 2 回参加することが出来ました。また、Dr．J の教え子であ

る演劇学部の方が、日本の震災を心配し、日本を元気づけるためにと、彼らが普段練習し

ている「歌舞伎」のリハーサルをみせてくれました。私は日本でも歌舞伎を見た事がなか

ったのですが、このような難しい話や、たちまわりなど、日本の私でも難しい事を英語で

演じているのをみて本当に感動し、日本の文化についてもっともっと日本人である私が学

び、大事にしていかなければと感じました。 

ちょうどこの頃、日本では東日本大震災が起こりました。震災の起こった次の日から、

街では日本を心配し募金を呼びかける声が飛び交い、私自身もバス停などで、見知らぬ人

から声をかけていただき、私たちの家族の心配をしてくれる声に大変感銘を受けました。

こんなにも日本に対して親切にしてくれるとは思ってもみなかったので、正直驚きました。 

ハワイは、〝人種のるつぼ〟であるので、黒人や白人、たくさんの人種や国の人が共存

しています。日本では見られない光景です。最初は少し戸惑いましたが、現地の人は、肌

の色や、太っているとか痩せているとか、そんなものさしで人を評価していませんでした。

「私自身で作り上げた心の差別をなくそう！」そう誓いました。 

ハワイでは良い買い物もたくさんできたので、旅としても人生経験としても大大満足で

す。新たな刺激をたくさんもらいました。この研修訪問を最初の一歩とし、英語力の向上、

そして人間として自分を磨いていきたい、と決意しています。 
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工学部 男子 

 

夢の時間・空間でした。帰ってきて改めて感じたことです。一回も海外に行ったことがな

い僕にとっては、本当にいい経験になりました。とにかく毎日楽しく過ごせて、笑顔でい

れました。笑顔でいたら楽しい、これはハワイの現地の方々から学んだことだと思います。

現地の人は、いつも笑顔で気さくで本当にいい人ばかりでした。ホームステイ先の家族の

マルコム、ミツコさん、ミチ、サチ、一緒にホームステイしたトビアス、ホストファーザ

ーの所属するランニングクラブの人、担任だったレスリー、レジ、ハワイ大学の人達、フ

ラダンスの先生、現地のまとめ役のモナ、ハワイの小学生たち、一緒にサーフィンした人、

ダイビング教えてくれた人、そこで一緒だったグループの人、日本からハワイ大学に来て

る人、現地のお店の人、たまたま道を聞いた人、バスで同乗した人、観光の人、片言の日

本語をしゃべる人・・・行く先々で出会った数えきれない本当に本当にたくさんの人達の

優しさに触れて、喋って、仲良くなって、人との出会いって大切でむちゃくちゃ熱くて心

があったかくなるものなんだと深く深く思いました。こんなにも伝えようとしたり、お互

い理解しようとしたり、一対一のただの会話から感動って生まれる物なのかと初めて思い

ました。日本にずっといて日本語しか喋らんこの環境に居たら絶対に気づかないことでし

た。たった３週間の短いハワイでの生活は僕のこれからにとって絶対プラスになる経験で

した。行って良かった。本当に行って良かったです。英語は全く喋れなくてすごく不安で

した。けど大切なのは英語力じゃないってすぐに気付きます。日本の学校では、型にはま

った正しい文法を習いました。けど向こうでは、もっと自由で何より会話でもなんでも楽

しく笑顔ですることが一番でした。文章になってないぐちゃぐちゃの英語でも伝えようと

すれば伝わる。このことがもっと英語力を上げたいという思いにつながります。 

たくさんの所に行ってたくさんの思い出が出来ました。そこには、いつも一緒に行ったメ

ンバーがいて、このハワイでの生活には欠かせない仲間でした。このメンバーの一員とし

て参加できたことが奇跡だと感じています。２８人全員それぞれが良いところとか見習い

たいところがあって、とにかく良い子ばっかりでした。 

帰る間際ハワイに滞在できないということじゃなくて、ずっと生活して毎日顔を合わせて

た人達に会えなくなる事が辛かった。本当に良いメンバーに恵まれてた。ハワイでたくさ

んの人達に会って、もう一回会いたい人達ばっかりでした。必ず再会しに行こうと思って

います。 

ハワイにいた時間はすごく濃密で、普段出来ない体験が出来て何より楽しかった。勉強も

生活も観光も遊びも全部楽しかったです。 

人との繋がり方への考え方は変わりました。あとハワイの人がすごく好きになりました。 
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環境人間学部 女子 

 

 ハワイ大学研修訪問団への参加が、私にとっての初めての海外だった。出発するまでに

はたくさんの不安を抱えていたが、行ってしまえばなんとかなるものだということがわか

った。ハワイについてからの第一週間目は、かなり緊張していたので時間の経過が遅く感

じたが、第二週目、三週目は、生活に慣れてきたこともあり、時間が過ぎるのが早かった。 

初の海外であるので、日本人以外の人と一緒に生活するのももちろん初めてである。私

がお世話になったホストファミリーの方たちは、初めて会ったときからとても気さくに話

しかけてくれ、緊張をほぐしてくれた。ホストファミリーの方は、私達が来る以前から、

日本からの留学生を長い間受け入れていたため、日本人に慣れているようだった。そのた

め、私達の物腰や日本人特有の、「いただきます」や「ごちそうさま」、おじぎや相槌の慣

習や文化をある程度理解してくれているようだったので、嬉しかったしほっとした。私が

ネイティブの英語をうまく聞き取れないときは、何回も何回も繰り返し、英語をゆっくり

と言い直してくれたし、私がしゃべるときは、私のつたない英語を聞きとろうと、真剣に、

そして真摯に耳を傾けてくれた。ホストファミリーの方々の行動や言葉はいつも思い遣り

と優しさに満ちていて、私の胸は感謝の気持ちでいつもいっぱいだった。休みの日には、

一緒に海に行ったり、山へハイキングに連れて行ってもらったりして、楽しくて素晴らし

い体験をたくさんすることができた。私達がお世話になったところには娘さんがいて、一

緒に夜遅くまでモノポリーや、その他のボードゲームをして遊んだ。その娘さんの英語の

説明が丁寧で聞き取りやすく、楽しかったし、英語の勉強にもとてもなった。 

 留学してみて自覚したのは、自分は思ったよりも英語ができなかったということである。

実際に英語圏に行って、英語をしゃべろうとしてみると、思ったことを英語にするのがパ

ッと出てこずに苦労した。単語の羅列で伝わるときもあるが、自分の意見をいうところま

で到達することは難しかった。1 ヶ月行くだけでは英語が、ペラペラになるまでとはいか

ないが、ヒアリング能力は付いたように感じる。また、英語しか使えないという環境に浸

り、英語を使っているうちに、日本語を英語に脳内で翻訳するのではなく、少しずつ、脳

内で最初から英語で考えられるようになってきたので、少しは成長した、と思えた。 

 大学での授業は、ネイティブの先生の元、一緒に留学に行っている県立大学の人と授業

を受けた。英語を使ってのディスカッションが中心で、同じ大学の人と英語を使っていろ

いろなことを話した。英語をしゃべる練習にはなったが、授業ではヒアリングの方の能力

はあまり上達しなかったように思う。授業ではインターチェンジの時間があり、ハワイ大

学の学生たちと一緒に話をした。始まる前はかなり緊張したが、始まってみると、学生さ

んと趣味の話をしたり、こちらが日本について説明をしたり、楽しい時間を過ごすことが

できた。また、日本のことを勉強している学生さんと知り合い、友達になれたのでとても

うれしかった。 

 しかし、自分の本当に思わんとしていることを、スムーズに伝えることは難しい。次に

会うときは流ちょうなとはいかなくても、コミュニケーションのとれる英語でちゃんとお



話ができるようになっていたいと思ったし、そのための英語を勉強することの必要性も感

じた。 

 海外での生活、自分の国とは異なった文化の中で過ごすことは、自分の視野を広げ、自

国を客観的に見たり、これからの日本での生活において、いろんなよいところを見つけだ

したりするきっかけになった。自分が日本人であるということを、他国へ留学することで

初めてリアルに実感できたと思う。留学は、私にとって非常に良い経験になった。 
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今回ハワイ大学研修訪問団に参加してとても貴重な体験ができました。ハワイに行くまで、

私は旅行で韓国に行ったことしかなく、異文化というものはほとんど触れたことがありま

せんでした。しかもアメリカはずっと私の憧れだったので、今回の参加が決まった時は本

当に嬉しい気持ちでいっぱいでした。いざ、ハワイのホノルル空港に着いたとき、最初に

私たちを迎えてくれたのはハワイの温かい風でした。ジリリ、ジリリとなる電話のベルの

音、風に揺れるヤシの葉、60 年代アメリカ風の、木が基調となった空港の造りに英字の看

板……本当に外国に来たんだ、と感じた瞬間でした。空港を出るとホストマザーが歓迎の

レイを持って迎えに来てくれました。いよいよ、3 週間のホームステイの始まりでした。 

1 週目、緊張と新しい生活の中ですべてがあっという間に過ぎて行きました。少しはしゃ

べれるだろうと思っていた英語もステイ先のマザーやファーザーを前にすると緊張して全

くしゃべれず、身振り手振りとなんとか出てくる単語で意思疎通をしていました。着いて

そうそう最初の難関がありました。ステイ先の家からハワイ大学までの交通機関の説明を

マザーがしてくれるのですが、なかなか理解できず、マザーも私も必死でコミュニケ―シ

ョンをとっていました。今ではよい思い出ですが、その時は本当にやばい！と焦ったとき

でした。当然ですが周りはすべて英語で、交通機関の案内も、乗客も外国人で、「ここで降

りるん？？！」と一緒にステイしていた友人と窓の外をキョロキョロ見ながら必死でした。

外国の人は日本人のように親切な人ばかりではないと聞いていたので、道に迷っても聞く

ことにためらいがありましたが、私が出会ったハワイの人はとても優しかったです。もち

ろん、そうでない人もいて、常に気をひきしめていないといけないことも事実でした。し

かし、バス停の降りる場所で迷っていたら「どこに行きたいの？」と声をかけてくれたり、

道に迷っているとゆっくりとした英語で道案内をしてくれる人もいました。日本のように

安全ではありませんが、しっかりとステイ先のマザーや研修団の先生方の忠告を聞いて、

気をつけていれば、恐い恐いと思いすぎる必要はないと思いました。私は今まで、外国の

人に対してどこか日本人と違うクールな部分があるような印象をもっていましたがとても

フレンドリーで外国人も日本人も一緒やなぁと感じました。英語が上手にしゃべれなくて

も、伝えようと頑張る中で、それ自体が既にコミュニケーションになっていて、逆に自分

らしさが伝わり会話に笑い声がたくさんでました。大切なのは英語がしゃべれるとか、し

ゃべれないじゃなくて相手と向き合い自分が感じたこと、自分の考えを伝えようとするこ

とだと思いました。これは日本でもそうだと思います。しっかりと向き合って伝えること

がコミュニケーションで、それは万国共通やなぁと私は思いました。だからこれからハワ

イに行こうか迷われている方は、英語のよしあしに左右されずに行きたい！と思ったらぜ

ひ行ってください。ハワイの人たちはその思いに応えてくれました。あと、目的を持って

行くことをおすすめします。自分はなんのために、なぜこの研修に参加するのかとちょっ

とだけでも考えて行くと、より実りのある研修になると思います。 
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 私がハワイ留学に参加したきっかけは、今まで日本から出たことはなかったので、これ

を機に外国へ飛び出してみようと思ったからです。ずっと国内だけで生きてきた私は、元々

外国にあまり興味はなかったし、逆に外国へ行かなくても生きていけるという狭い考えの

持ち主でした。しかし、大学生活にも十分慣れ、日常生活に刺激を求めたい気持ちになり

ました。そして行ってみたら何か変わるかもしれない、新しい世界を見たい、参加できる

のは今しかないと考え、さらに今まで培ってきた英語教育がどれほど通用するのか知りた

いという思いもあり、参加することに決めました。 

 まず、目に入るものや聞こえるものが全て英語であるという事実に驚かされました。も

ちろん当然のことなのですが、初海外の私にとって、言語で不便だと感じたことは今まで

にない経験であり、衝撃的でした。身をもって感じるというのはこういうことなのだと感

じました。 

 私が約３週間ハワイに滞在して得たものとして大きかったものは、コミュニケーション

能力です。正直なところ、私の英語能力は乏しいものであり、ホストマザーの言ったこと

が理解できないことや自分の言いたいことが伝わらないことが多くありました。文法や単

語は少し考えれば、頭の中に思い浮かぶのだけれど、対話しているときにそんな時間はあ

りません。また、いざ話すとなると、簡単な英語しか浮かびません。瞬時に正確に返事を

返せない自分に歯がゆさを感じる場面は多かったです。そんな風になってしまうのは、日

本人は恥ずかしがりで、日本で英語教育を受けている間も英語で話すことに億劫になりが

ちだからではないでしょうか。実際私も、中学・高校時代授業中に英語を話すこと自体に

抵抗があり、堂々と話すことはできませんでした。それは日本の英語教育には会話などの

コミュニケーション能力を向上させる訓練が少ないことも関係しているように思います。 

しかし英語でコミュニケーションをとる場面で、そんな自分の英語の能力のなさを痛感

しただけでなく、新たなよい発見もありました。それは、英語で言葉にできなくても、伝

えようとする姿勢を見せることが最も大事なことだということです。こちら側が相手と理

解し合いたいという意識を持って接すると、相手は私が理解して納得するまで嫌そうな顔

ひとつせずゆっくりと話し、耳を傾けてくれました。大切なのは英語を話せる、話せない

ではなく、理解し合おうとする気持ちの部分であることを強く感じました。英語を学習し、

英語のみでコミュニケーションをとれるようになるのももちろん大切なことですが、言語

による壁は心遣いによって取り払えるものであることを実感し、それを実践できたことは

すばらしい体験でした。ずっと日本にいたままでは絶対に経験できないことです。日本で

生きていく上で言葉の壁を感じる場面は少ないかもしれませんが、この経験を今後の生活

に生かしていきたいと思いました。 
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私は、今回ハワイ大学研修に参加しました。参加した理由は、以前から海外に興味があ

り、ホームステイをしてみたいとずっと思っていたからでした。今まで高校などで、行く

機会はあったのにもかかわらず、部活で忙しかったり、行く勇気がなかったりと、なかな

か行くことができませんでした。しかし、今回行こうと決意出来たのは、大学２回生にな

る前に、何か人に話せるような経験をしておきたいと思ったからでした。 

 参加する前は、初めての海外であり、3 週間のホームステイということで、言葉が通じ

なかったらどうしよう、知らない場所で精神的にやっていけるか、という不安がありまし

た。しかし、実際にホノルル空港に着くと、やるしかないという気持ちになり、不安な気

持ちがなくなり、ふっ切れたような気がしたのを覚えています。ホストファミリーはとて

もいい人たちで、バスの乗り方など様々なことを何度も丁寧に教えてくれました。また、

ハワイの文化や有名な食べ物などをも教えてくれ、とても参考になりました。そして、ホ

ストファミリーの友人が家に来たり、ホームパーティーに行ったりと、大学以外で海外の

人と触れ合う機会を作ってくれました。また、教会にも連れて行ってもらい、そこで話を

聞くことで、それまでとは宗教に対する意識が自分の中で変わりました。また、東北地方

太平洋沖地震が来てからは、会う人会う人が「日本の家族は大丈夫?」と心配してくれ、優

しさにとても感動しました。 

 ハワイ大学研修に参加して良かったことは、やはり他国の文化に触れることができたこ

とです。正直、行く前は、歴史、文化、食べ物などあまり知りませんでした。しかし、3

週間いることが出来たことで、深く学び、感じることが出来ました。日本とは、違う習慣、

文化に触れることができたことは、とても新鮮でした。そして何よりも良かったことは、

ネイティブの英語に触れることができたことです。大学の授業では、インターチェンジな

どハワイ大学の学生と話す機会がありました。最初は、自分の意見を言葉にすることが難

しかったのですが、何回もしていくうちに反応の仕方、返し方などが分かるようになりま

した。理解できなかった時も、丁寧に教えてくれました。 

 このハワイ大学研修での３週間は、行く前は不安ばかりで、長い３周間になるのかな、

と思っていました。しかし、実際には、一日一日がとても充実した毎日でした。また、朝

は６時３０分頃に起きるという毎日で、とても規則正しい生活がおくれたことは、本当に

良かったです。そして、ハワイ大学に通うことができ、授業に参加したり、小学校に行っ

たり、観光したりと盛りだくさんの毎日で、あっという間の３週間となりました。この経

験は、私にとってとても大きな経験であり、そこで出会えた多くの人、私にハワイに行く

勇気をくれた人に感謝しています。本当に行って良かったです。 
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私のハワイでの３週間は、やったこと行った場所すごく盛りだくさんで、とにかく短か

ったです。特に思い出になったのは、お世話になったホームステイ先での思い出です。私

は同じ県立大の生徒とのステイではなく、山梨県の語学研修に来ていた生徒と一緒のホー

ムステイ先になりました。最初は顔も見たことないまったく知らない子と部屋まで一緒と

いうのはなんだか不安で、また彼女のほうが年上だったので、さらに壁を感じてしまいま

した。しかし、その不安よりも初めての海外長期滞在、大学にもバス停まで長い坂道を下

って、バスを乗り継いで通わなければいけなかったので、違う学校とか違う地方とか友達

じゃないとか、そんな小さな問題で悩んでなんかいられなくなって、私たちの関係はすご

く近くなっていきました。学校の行き帰りもできるだけ一緒で、放課後ステイ先の家の近

くにショッピングモールがあったので、二人で買い物に行ったり、彼女の大学のほかの生

徒とも合同で、海水浴に行ったりもしました。プログラムの関係上、彼女の大学が５日ほ

ど早く帰国することになっていたので、空港まで見送りに行きましたが、自分が帰るとき

よりも泣いてしまいました。 

ホームステイ自体はすごく良くしていただいて、毎日フルーツを食べさせてもらったり、

ホストマザーがモナさんという中国出身の方だったので、中華レストランにも連れて行っ

てもらったりしました。日本に対する知識もすごく深い人たちだったので、日本食を作っ

てもらい、また食前はモナさん自ら手を合わせて「いただきます」と言っていました。こ

の家には子供がいない代わりに３匹ネコを飼っていたのですが、とても可愛くて、そのう

ち１匹は朝になると餌をあげるので、ベッドまで私たちを起こしに来てくれました。 

今ハワイ研修参加を考えている人たちは、理由や事情はどうあれ、行って損はないと思

います。私も正直全額自費で行く予定だったので、お金がなくて困っていましたが、とり

あえず参加の紙を大学に出してみたら、案外やさしい私の祖父母が何とかしてくれました。

また、異文化との交流はもちろんですが、ハワイ大学でのクラスも遊びみたいで楽しかっ

たです。私は英語が好きで比較的勉強していたので、物足りなくなるのかなと正直思って

いましたが、勉強になるというより、県立大のほかの生徒やハワイ大学の生徒と仲良くな

るためにいく、と考えれば十分満足いく内容だったと思います。なので、クラスよりも実

際に町に出てみることや、ホストファミリーの人との会話や TV はスキルアップにつなが

ったなと思います。もちろん英語が苦手な人でも、十分楽しめると思うし、日本での英語

学習に必要なスキルと海外で生活するためのスキルは違うので、何とかなります。 

私はこのハワイ研修プログラムに参加して、本当にいい経験をすることができました。

実際に行ってみないとわからないことがたくさんありました。これから研修に参加する人

たちもきっと同じように感じると思います。 
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私は、ホームステイをするのも初めてで、英語圏に行くのも初めてだったため、ハワイ

に行くまでは不安に思っていたことが沢山あった。しかし、今回この研修に参加し、とて

も充実していて、有意義な３週間を過ごすことが出来たと思う。 

大学の授業は、日本の授業と全く形式が異なり、先生の話を静かに聞くというものでは

なく、楽しみながら英語を勉強することが出来た。特に、私が面白かったのは、インター

チェンジだった。これは、ハワイ大学の学生と、様々なテーマについて英語で話すという

もので、とても楽しかったし、ためになったと思う。また、課外授業として、イオラニパ

レスに行ったり、フラダンスの講習を受けたりと、ハワイならではの授業を受けることが

出来て面白かった。他にも、ハワイ大学の演劇科の生徒たちの歌舞伎を見たり、有名な建

築家の講義を聴くことが出来たり、Japanese Culture Club の映画鑑賞会に参加したりと、

面白い経験が出来て良かった。 

授業の後や休みの日は、友達とダイアモンドヘッドに登ったり、ハナウマ湾でシュノー

ケリングをしたり、カイルアビーチに泳ぎに行ったりと、ここに書ききれないくらい沢山

の場所に行き、ハワイを満喫することが出来た。 

ホームステイ先では、ホストマザーと一緒に夕飯の支度をしたり、お勧めの観光スポッ

トを聞いたりと、沢山会話ができたのでとても良かったと思う。一方、私たちのホームス

テイ先は、学校からかなり遠く、早起きが辛かったり、ホームステイ先の子どもがやんち

ゃだったり、大変なこともあった。しかし、大変だったこと以上に楽しいことがあったた

め、今となっては、良い思い出である。また、私のホームステイ先は日系人の家だったが、

日本の文化と違うところが沢山あり、興味深かった。例えば、ひなまつりに私たちはあら

れを食べるが、ハワイでは、餅を食べるのが習慣らしい。そしてこの餅は、日本の餅とは

異なり、砂糖が入っていて甘く、きなこやチョコスプレーをかけて食べていた。こういっ

た違う文化の中で生活することは貴重な経験になった。 

また、ハワイに行って現地の人たちは、とてもフレンドリーで親切だと感じた。道に迷

って焦っていた時、向こうから「どこに行きたいの？」と話しかけてくれて、助けてくれ

た。私たちがまだハワイに滞在中だった３月１１日に東日本大震災が起きたが、町やバス

で出会った沢山の人たちが、「あなたの家族は大丈夫？」と心配してくれて、ハワイの人た

ちの優しさを感じた。 

今回、ハワイ大学研修訪問団に参加し、違う学部の子や、学年が違う子たちと仲良くな

り、一緒に色々な経験が出来た。沢山の人たちに出会い、英語を使い、日本では出来ない

貴重な経験をすることが出来たので、参加して本当に良かったと思う。また、機会があれ

ば、是非参加したい。 
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 今回のハワイ大学での研修が、私にとって初めての海外渡航だった。そのため、約一カ

月の海外滞在、言葉の通じない所でのホームステイ、すべてが初めての経験であり、参加

する前はとても不安だった。ハワイに到着してからも、初めの方は英語をうまく話すこと

ができず、習慣などの違いからも戸惑うことが多かった。しかし、ホストファミリーはと

ても親切にしてくれ、大学での授業もとてもおもしろく、すぐにハワイでの生活に慣れる

ことができた。日本に帰る日が近づく頃には、帰りたくないと思うほどだった。 

 今回私がこの研修に参加しようと思ったのは、英語を話せるようになりたいと思ったか

らである。環境人間学部の国際教養コースに所属しており、海外の文化などを学ぶ機会が

多かったのだが、それを実際に体感してみたいと思っていた。それで参加することにした。 

 当たり前に周りのすべてが英語の生活は、日本でどんな教材を使って英語を勉強するよ

りも勉強になった。ホストファミリーや大学の先生、友人との会話が一番英語の勉強にな

ったと思う。ホストファミリーは私が何か喋ろうとすると真剣に耳を傾けてくれたし、大

学の先生も、配布されたテキストはほとんど使わず、「喋る」ことを中心とした授業をして

くれた。そのおかげで、初めは間違った文法で英語を話すことを恥ずかしがってあまり話

すことができなかったのだが、間違ってもいいからとにかく話そうと思えるようになった。

そのうち、英語を話すことが本当に楽しくなってきて、積極的に話しかけることができる

ようになった。教科書の上での英語と、実際の生活のなかでの英語は違う、というのはよ

く聞いていたことだったが、この研修で本当にそうだと思った。 

 ハワイに滞在している間、多くの場所へ行った。何もしない時間がもったいないと思っ

た。海で泳いだのも、ダイヤモンドヘッドを登ったのも、すべてが楽しく、いい経験だっ

たと思う。ハワイで見る景色は日本のものよりもずっと美しかった。ホストファミリーや、

ハワイ大学で知り合った友人が様々な場所へ連れて行ってくれたのも、忘れられない思い

出のうちの一つである。 

 この研修を通して、英語のスキルだけでなく、人間的にも成長できたような気がする。

以前は知らない人と話すのは少し恥ずかしいと思うところがあったが、ハワイでの生活で

積極的にたくさんの人と話せるようになったし、今回一緒に研修に行った兵庫県立大学の

学生も、ほとんどが顔見知りではなかったのだが、帰る頃には全員と仲良くなることがで

きた。学部も学年も違い、日本で普通の生活をしていれば会うことのなかった人たちとこ

うして仲良くなれたのも、この研修に参加したからである。結果として、この研修に参加

して本当によかったと思う。引率してくれた先生方、親切にしてくれたホストファミリー、

ハワイ大学の先生や友人、一緒に過ごした仲間、今回のこの研修に関わるすべての方々に

感謝している。 

 

 


