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「我らの生業」
竹永
薫 会長
2017-2018 年度青少年交換学生

派遣学生（ﾌﾗﾝｽ）矢島

はな

様

ビジター
誕生日祝
前川 永久 会員（５月３０日生）
入会記念日のお祝い小出 純子 会員（２０１１．５．１０）
｢出席報告｣
(本日)5 月 14 日
出席対象
総数
数
24 名
22 名
（前々回)4 月 23 日
出席対象
総数
数
24 名
22 名

出席数
11 名
出席数
13 名

「メーキャップされた会員」
5/10 かながわ湘南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
5/10 ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会
5/11 青少年交換学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
5/13 横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

出席率
50.00％
出席率
59.10％

メークア
ップ
3名
メークア
ップ
5名

矢島はなさん

計
14 名
計
18 名

伊与田あさ子会員
伊与田あさ子会員
前川永久会員 髙田源太会員
福嶋義信会員
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修正出席
率
63.64％
修正出席
率
81.82％

5/13

第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ現・次会長幹事会・三役会
現年度 竹永 薫会長 髙田源太幹事
次年度 千葉 茂会長 前川永久副会長

平林祐樹幹事

「ニコニコＢＯＸ」
三役
矢島はなさんお帰りなさい。ようこそお出で下さいました。ｽﾋﾟｰﾁ楽
しみにしています。
本日の例会も宜しくお願い致します
森
洋会員 青少年交換学生矢島さんようこそ。
御子柴智義会員 前川さんお誕生日おめでとうございます。矢島さんｽﾋﾟｰﾁ楽しみに
しています。
伊与田あさ子会員 ２０１７-２０１８年度青少年交換学生矢島はなさんようこそい
らっしゃいませ。本日は留学先のお話を宜しくお願い致します。
前川会員 お誕生日おめでとうございます。
小出会員 入会記念日おめでとうございます
前川永久会員 矢島はなさんお帰りなさい。ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します。
誕生日を祝って頂きありがとうございます
小出純子会員 矢島はなさんｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致します
また入会を祝って頂きありがとうございます
ニコニコＢＯＸの合計は 12,000 円(累計 419,000 円)
ご協力有難うございました。次週も宜しくお願い致します
誕生日祝
前川永久会員

出席・ﾆｺﾆｺ報告
平林祐樹会員

「会長あいさつ」
・急遽例会場変更になりこちらの行政ｾﾝﾀｰをお借りすることになりました。
ご出席の会員の皆様にはお集まり頂きありがとうございます
・次週例会ｹﾞｽﾄの池井将さんのご都合により、ｽﾋﾟｰﾁを会食懇談の前に行います。
宜しくお願い致します
「幹事報告」
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より「２０１９年規定審議会報告会」開催のお知らせ
日 時 ６月１５日（土）１４：３０～１６：３０
場 所 ﾐﾅﾊﾟｰｸ６階「多目的ﾎｰﾙ１＆２」
◎回覧 ①夜間移動例会 ６月１８日（火）最終例会 ｢杏花飯店｣１８：３０～
②ﾛｰﾀﾘｰ財団ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ ③横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄお礼状
◎配布 ①５月定例理事会議事録
議事録の中で一部変更がありました。
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＊第１ｸﾞﾙｰﾌﾟの合同例会が７月２２日（月）から２９日（月）に
変更になりました
「委員会報告」
【伊与田あさ子地区ｸﾗﾌﾞ管理運営委員】
・６月１５日（土）開催の規定審議会報告会にご出席宜しくお願い致します
【千葉 茂会長ｴﾚｸﾄ】
・次年度日程について
①ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問
②ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐公式訪問

１１月５日（火）
１０月８日（火）

｢スピーチ｣

【帰国報告

2017-2018 年度青少年交換学生派遣学生（ﾌﾗﾝｽ）
矢島 はな 様】

【伊与田あさ子会員よりご紹介】
・私がｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の年度で青少年交換学生ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰをお引き受け
頂いたご家族です
・はなさんは小学校時代の当ﾊﾞﾚｴｽﾀｼﾞｵの生徒さんでした
頑張り屋さんです

１．横須賀ｸﾗﾌﾞさんにｽﾎﾟﾝｻｰして頂きﾌﾗﾝｽの 1790 地区に 2017-2018 年度の派遣生と
していかせていただきました。
本日は３０分ほどお時間をいただいたので私のﾌﾗﾝｽでの１０か月についてお話
させていただきたいと思います。
２．派遣されていた場所はﾛﾚｰﾇ地方というﾌﾗﾝｽの北東ﾄﾞｲﾂに面した地域のｻﾝﾀﾎﾞﾙと
いう小さな町でした。
３．このﾛｰﾀﾘｰさんの青少年海外交換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに参加するにあたって
約半年間の事前ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝにも参加しました。
・お茶・着付け・小田原散策 etc 今までしらなかった日本の
魅力を身をもって体験できた
４．沢山の方に見送られて羽田空港を元気に出発していったのですが、実は私の留学
一日目は初日からとても忘れられないものになりました。
と、いうの空港のｱｸｼﾃﾞﾝﾄでﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄで乗り換えた飛行機が目的地のﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ空
港に到着できず、ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄで一夜を過ごすことになったのです。
ｹｰﾀｲもあまり電波がよくない状態で、空港で次の日の振り替えﾁｹｯﾄを取り、ﾎﾃﾙ
とﾀｸｼｰのﾁｹｯﾄをもらう手続きを一人で行い、ﾎﾃﾙで一人で眠り、ととても心細く
てこの先どうなるんだろう、、、ととても不安だったのを覚えてます。
５．予定より一日遅れての到着になったにもかかわらず、暖かく迎
え入れてくれた第一ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰです。ﾎｽﾄｼｽﾀｰがこの青少年海外交
換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの OG だったのでとても気にかけてくれました。
最初のうちのほぼﾌﾗﾝｽ語が分からない状態の私に優しく 色々
教えてくれました。
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６．ﾌﾗﾝｽでは三か月に一回２週間のお休みがあるのですが最初のお
休みの時にはﾊﾟﾘに連れて行ってもらったりしました。またお父
さんの趣味のｼｭｰﾃｨﾝｸﾞにも連れて
行ってもらって、本物の銃を撃たせてもらいました。
７．第二ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰは、私のｶｳﾝｾﾗｰさんの両親に当たる方たちでした。もう
二人とも定年退職をしていたのですが孫のように接してくれました。
よく笑いよく食べよく喋る家族だったのでﾌﾗﾝｽ語もとても上達しま
した。そして毎日のんびり話をしながら食後にﾁｰｽﾞやﾃﾞｻﾞｰﾄを食べて
団欒していたのでこの家族にお世話になっている間に５ｷﾛも太りま
した。
この写真、実は私の母がﾌﾗﾝｽに春頃に遊びに来てくれた時のもので二人でお好み
焼き屋そうめんなど日本料理をふるまいました！
８．この家族では山羊を飼っていてその山羊の出産に立ち会わせて
もらったりしました。また週末によくﾄﾞｲﾂの街に車で行ってｼｮｯ
ﾋﾟﾝｸﾞをしていたのでﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰを代えるときに荷物の量がすご
いことになってました。
９．第三ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰはﾊﾟﾝ屋さんを営むおうちでした。休日はﾊﾟﾝ屋さんを
手伝ったりしてました。実は第一や第二のﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰの家にいるとき
からたまにおうちに招いてもらっていたりお泊りをさせていただい
ていたおうちだったのでﾎｽﾄﾁｪﾝｼﾞが決まった時はとても嬉しかった
です。
今年の一月にﾌﾗﾝｽに里帰りをしたのですがその時も会ってきました！
１０．このﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰはﾊﾟﾝ屋の営業でとても忙しかったのですが日曜日の午後はお休
みでよくﾋﾟｸﾆｯｸにいってました。
ﾎｽﾄﾏｻﾞｰがﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝの方だったのであまりお肉が食卓に上がることはなかった
のですが代わりにﾋﾟｸﾆｯｸにいった先の森でつんできたお花を天ぷらにして食
べたり、ととても貴重な体験をさせてもらいました。写真はｱｶｼｱ
１１．ﾌﾗﾝｽの高校はｲﾒｰｼﾞでいうと日本の大学に似ています。
私服登校 化粧もよしで授業もあきこまがあったりします。曜日
によっては半日で終わる日もありましたし、逆に午後からの日も
あったりしました。
比較的早く学校が終わるので放課後は家で料理をしたり習い事をさせて頂い
たりしていました。
お昼はｶﾌｪﾃﾘｱであきこまの時間に食べるのですが正直あんまりこれがおいし
くなくて、、、なのでよく学校の外のﾚｽﾄﾗﾝに友達と行ってました。
一月に里帰りした時に学校にも３日間だけ戻ったのですが、友達も先生も図書
室のおばさんもみんな覚えてくれてて はな！久しぶり！ と言ってくれま
した
１２．この十か月でかなりｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな友達が増えました。単純に増えただけじゃなく
て今でも連絡をとりあったりするくらい一生ものの友情を手に入れることが
できました。
この前留学時代にとても仲良くしていたﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ人の友達のおうちに遊びに行
きました。とても懐かしかったです。
またあるﾌﾗﾝｽ人の友達は今度日本に遊びに来てくれます。
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お互いの国を行き来するくらい仲良くなれた友達ができてとても幸せです。
１３．学校でもみんな優しくて、最初のうちはことばが通じなくてもゆっくり話して
くれたり簡単な単語を使ったりｼﾞｪｽﾁｬｰを使ったりしてくれてました。大好き
な友達のためにも早く上達しようと常に思ってました。
ｴｼﾞﾌﾟﾄからﾌﾗﾝｽに移住してきた友達は私もまだまだﾌﾗﾝｽ語勉強中だから一緒
にがんばろうねと言ってくれていました。
１４．春先にﾊﾞｽﾄﾘｯﾌﾟというのがあるのですが私の地区では二つのﾊﾞｽﾄﾘｯﾌﾟがあり
ました。最初にﾊﾟﾘからｽﾍﾟｲﾝのﾊﾞﾙｾﾛﾅをﾊﾞｽでいく約 1 週間の旅がありました。
ほかの地区と合同だったのでかなり大人数でわいわいしながら移動しました。
ﾊﾞｽの中ではだいたいﾌﾞﾗｼﾞﾙ人やﾒｷｼｺ人の男の子が小型ｽﾋﾟｰｶｰをもって音楽を
ながしていました。
たった一週間でしたがもっとﾌﾗﾝｽ語や英語を上手に話せるよう
になりたいと強く思った一週間でした。ﾊﾞﾙｾﾛﾅでは建設途中の
桜田ﾌｧﾐﾘｱやﾀﾞﾘの博物館など有名なものを沢山みました。
たった一週間でしたが一緒に旅行した仲間たちとはかなり仲良
くなりﾊﾟﾘの駅で解散するときはみんなで涙する場面もありました。
またﾄﾘｯﾌﾟが終わってから互いの地区に遊びに行きあったりもしました。
１５．二つ目はﾖｰﾛｯﾊﾟ一周旅行でした。ﾊﾟﾘから始まりﾄﾞｲﾂ ﾁｪｺ ｵｰｽﾄﾘｱ ｲﾀﾘｱ ｽｲ
ｽ などの国を約２週間かけて周遊しました。
ﾊﾟﾘで先日燃えてしまったﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ大聖堂やあの有名な山ﾓﾝﾌﾞﾗﾝ、
ｲﾀﾘｱのﾍﾞﾈﾁｱの海やｵｰｽﾄﾘｱのｳｨｰﾝ、ｽｲｽの国連の会議室などに立
ち寄りました。
今でも目を閉じれば昨日のことのように思い出せます。
現地のｶﾞｲﾄﾞさんに付き添ってもらってました
１６．ﾌﾗﾝｽの私の地区でもﾛｰﾀﾘｰ行事がとても盛んでした。毎月何かしらｲﾍﾞﾝﾄがあっ
てそのたびにほかの国の仲間との絆が深まっていくのを感じていました。
私の地区は 40 人ほどいてｱﾒﾘｶやｶﾅﾀﾞ・ﾒｷｼｺ・ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝなど 10 か国以上から集
まる賑やかな地区でした。
到着して 2 日目にあった夏の４日間のｷｬﾝﾌﾟは全然友達が作れなくて とても
不安だったのをよく覚えてます。
１７．11 月にあったﾛｰﾀﾘｰの行事はそれぞれの国紹介をして次の代のﾌﾗﾝｽから各国に
飛び立つﾒﾝﾊﾞｰがどこに行きたいか希望をとるｲﾍﾞﾝﾄでした。
同じ地区にいた日本人の先輩や日本に留学していた OB の子たちと協力して抹
茶のｸｯｷｰを作ったり日本語の漫画を置いたりしてﾌﾟﾚｾﾞﾝをしました。
ｲﾍﾞﾝﾄの最後に人気投票があって日本ﾁｰﾑは見事二位にかがやきました！
ﾛｰﾀﾘｰの伝統で自分の国のﾋﾟﾝと相手のﾋﾟﾝを交換してﾌﾞﾚｻﾞｰに着けるのですが
こうして賑やかな仲間とであってﾊﾞｽﾄﾘｯﾌﾟでも沢山の人にであった結果
１８．出発前はこんなにｽｶｽｶだったﾌﾞﾚｻﾞｰが今ではこんなに沢山のﾋﾟﾝが
ついてます。
沢山の友情と一生忘れがたい思い出がこの１０か月間に詰まって
いた証です。
（動画）
とこれは出発前に自己紹介をしてみた動画なのですが
10 か月でどの位上達したかといいますと、 ほぼ何も話せなかった状態から
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ﾌﾗﾝｽ語検定 2 級を取得するくらいになりました。大学卒業程度。
ﾌﾗﾝｽ語検定２級程度といってもﾋﾟﾝとこないと思うのでこの場で簡単にﾌﾗﾝｽ語
で自己紹介をしたいと思います
Bonjour mesdames et messieurs!
Je m’appelle Hana et j’étais une étudiante d’échange en France.
Tout d’abord,merci beaucoup de m’avoir aidé cette année .
J’ai passé une super année.
Ces 10 mois seront inoubliables pour moi.
C’était incroyable pour moi mais mon année d’échange s’est déjà terminée et je suis
revenue chez moi avec tout ces beaux souvenirs de la France!
Merci à tous d’avoir pu me permettre de vivre cette expérience!
１９．学校やﾛｰﾀﾘｰさん主催の行事以外では習い事や家で料理をしていると先ほど言
ったのですが、私はｸﾗﾘﾈｯﾄとﾓﾀﾞﾝﾀﾞﾝｽを習わせてもらってました。
ｸﾗﾘﾈｯﾄもﾀﾞﾝｽも発表会に出させてもらうこともできました。
どちらも初挑戦だったのでとても新鮮で刺激的な体験でした。
こっちの写真は友達と協力して天ぷらを作った時のです。
彼女の家族は初めて天ぷらを食べたけどおいしい！といってくれ
てﾌﾗﾝｽにいる間に２、３回は作らせてもらいました。
２０．ﾓﾀﾞﾝﾀﾞﾝｽの発表会の時の写真です
言葉が十分に分からないうちにﾚｯｽﾝを受けてﾀﾞﾝｽをﾌﾗﾝｽ人の子たちと習うと
いう経験は正直とても難しかったです。うまく振りのﾆｭｱﾝｽが理解できなかっ
たりするときもよくありました。でもなんとか一生懸命くらいついてついてい
くことができました。
２１．ﾌﾗﾝｽ料理っておいしいの？とよく聞かれるんですけど
実はとっても美味しいです。ほんとに。
ﾌﾗﾝｽでお世話になったどの家庭でもご飯の時間ってとても長く
て、だいたい１時間くらいかけます。ｸﾘｽﾏｽともなるとお昼から
始まって夜中までずーっと沢山話して沢山笑って沢山食べ続け
ます。
日本だとだいたいさっさと食べて寝る支度して、、、と時間に追われている生活
をしているのではないかなと思うのですが
実ははじめのうちはこの時間がとても苦痛でした。というのも何を言ってるの
か基本的に分からないし自分が言いたいことも基本的に伝わらないんです。だ
からさっさと食べて一刻でも早くﾘﾋﾞﾝｸﾞから抜け出したい、、、そ
んな気持ちでいっぱいでした。ご飯の時間大嫌いでした。
でも最後の方は、話せることも増えて 学校にいる間に その日
あったことを晩ご飯の時に話そうといつもﾜｸﾜｸしてました。語学
の上達によってあんなに嫌いだったご飯の時間が大好きな時間に
変わったし、そう感じるようになってからさらにﾌﾗﾝｽ料理がおいしく感じられ
ました。
２２．帰国してからは、日本の高校に留年もせずに戻り、無事卒業するこ
とが出来ました。
今はまた 10 月から留学をしようと考えているのでそのために準備
中です。
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最後になりましたが、この場をお借りしてお礼を言わせて頂きたいと思います。
私が日本から遠く離れたﾌﾗﾝｽでも変わらず元気に 10 か月という期間を無事過
ごし、またその中で一生ものの友情や貴重な体験を得ることができました。
どんなにつらくても私をﾌﾗﾝｽに送り出してくださった皆さんのことを思い出
すと頑張れました。とてもいい人たちに恵まれて普通に学校に行ってるだけで
は学べない様々な大事なことを学ばせていただきました。本当に感謝してもし
きれないです。ありがとうございます！
今後は日本にやってくる留学生のｻﾎﾟｰﾄや自分自身ももっと世界に発信してい
ける立派な大人になれるように頑張ります。
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