
 

 

 

 

 

第１号 ２０１６/１０/２５ 

 

１０月２４日（月）に湧別町を出発したカナダ派遣団が無事カナダに到着しました。 

現地からのレポートをお届けします。 

 

１１１１００００月月月月２４２４２４２４日日日日    

いよいよカナダ派遣が始まりました。ちょっと緊張気味のメンバーと、全然平気な人た

ちと・・・今日からみんなで力を合わせて、カナダで楽しみながら、頑張ってきます。 

ちょっと興奮気味だったのか、国内線の機内で

はうるさいと、さっそく２回も注意を受け、しゅ

んとした感じですが、そのあとはしっかり話も聞

いて、集合時間も守れて、何事もなく無事にカナ

ダに着くことができました。今回の国際線はとて

も揺れて、寝ている人も起きちゃうほどで、私も

眠ってしまって揺れに気づかなかったことにし

ようと思いましたが、なかなか上手く眠れず、結

局足の下に何もない恐怖にじっと耐えるしかあ

りませんでした。機内食は「ビーフ」or「チキン」

で、練習した通りですが、それでも最初はみんな緊張していたようでした。ご飯も飲み物

も無事に頼むことができ、一部の生徒を除いて、味はなかなか好評で、みんなしっかり食

べられていたようでした。朝食はおかゆかオムレツの選択で、私以外全員がオムレツをチ

ョイス！もう、すっかり気持ちはカナダなんでしょうか。こちらも美味しくいただき、睡

眠不足ではありますが、でもなんとか最初のフライトを乗り切りました。 

 

カナダ到着後は、入国審査にみんな口数が少

なくなるほど緊張していましたが、質問された

のは、引率者１名と石黒くんのみ！質問されな

くて、ホッとしたのか残念だったのかわかりま

せんが、無事全員が何事もなくすんなり通過す

ることができました。今年は飛行機に乗る時の

保安検査で引っかかる人もいなく、飛行機が遅

れることもなく、乗り継ぎもなく、何もかもが

スムースにここまで進んでいる印象です。この

調子であと１２日間すごしたいです。 

 

 

 

女満別空港にて 

カルガリーに向かう機内 



今年は成田からカルガリーの直行便だ

ったため、出発の同日の午前中にはカルガ

リー空港に到着しました。しかも、飛行機

が５０分も早く着陸したため、ホテルに入

るまでの間、モールやオリンピックパーク、

ミネワンカレイク、バンフのダウンタウン

と、初日から盛りだくさんで回ることがで

きました。家を出てから２９時間たった今、

まだ初日が終わっていないなんてとても

信じられないですが、まだカナダ時間は午

後９時で、生徒たちは寝不足と疲れ過ぎて 

ハイテンションになっているようで、まだまだ寝つきそうにありません。騒ぎすぎて夜泣

きしないといいのですが・・・。 

具合の悪い子もホームシックもいなく（今

のところ）無事に１日目を終えられて本当に

ホッとしています。ご飯も食べてくれるし、

このまま元気よくカナダ生活を楽しみたい

です。 

明日は、バンフ国立公園の見学に行ってき

ます。 

 

 

やるぞーと気合一発 

無事に無事に無事に無事にカナダに着いカナダに着いカナダに着いカナダに着いてててて乾杯乾杯乾杯乾杯今夜の今夜の今夜の今夜の夕食はサーモン夕食はサーモン夕食はサーモン夕食はサーモン    

レイクミネワンカにて 

カルガリーオリンピックパークにて 

男子・女子オリンピックのボブスレーで 



 

 

 

 

 

第２号 ２０１６/１０/２６ 

 

１０１０１０１０月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（火火火火））））    

カナダ２日目！今日は曇り時々雨、みぞれ、遠くにちらっと青空と、天気がいいのか悪

いのかわからないような感じでしたが、でも実際に見学中は雨や雪にあたることもなく、

峠の上は寒かったですが、想像していた寒さよりは暖かく、全体的には「よかった」と、

言った感じでした。今年のカナダは冬も早く１０月に入ってから雪が降っているとのこと

だったので、覚悟してきましたが、先週から暖かく雪も融けていました。昨日今日はオー

ロラが見られる可能性があるらしく、今夜、空を見てみようと思います。 

皆さん昨日の夜は早めに寝たようですが、半分くらいの生徒たちが朝早くから起きてい

たり、１～２時間おきに目が覚めたりしたようで、やっぱり時差ボケですね。日中のバス

の中は睡魔と闘い、でも負けて多くの生徒たちが寝てしまっていました。バスの中なら寝

れるのに、ベッドでは眠れないそうです（笑）。今夜も１０時には寝る準備をして部屋に入

りましたが、さて、時差ボケからは抜け出せるでしょうか。今夜は明日からのホームステ

イの準備のため、何人かが私の部屋で英語の練習をしていきました。食事の時にウエイタ

ーさんと会話をしたり、ショッピングで店員さんと話したり、本場の英語は早くて流れて

わからないと言いながら、少しずつ頑張っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日はバンフ国立公園の見学をしながら３００

キロの距離をジャスパーまで来ました。朝一番に

サルファーマウンテンにゴンドラで登ったり、ボ

ウ川、レイクルイーズ、氷河、ボウレイク、アサ

バスカの滝などに行きました。氷河の説明の時に

は高校２年生は学校の地理の授業で習ったとの

ことで、ガイドさんの話に興味深そうにしていま

した。 

 

アサバスカフォールにて 

ボウレイク ((寒い!!)) 



また、恒例となっているジャンプ写真も今年は人数が多くて合わせるのが大変でしたが、

みんなで一緒に跳べました。 

 

 

 

今年はあまり野生動物に会えなく、今日

会えたのは「ビッグホーンシープ」「マウン

テンゴート」のみ！明日に期待しましょう！ 

 

 

 

今年の１０人はご飯もよく食べてくれるの

で（特に高校生男子。女子はまあまあかなあ。） 

少しホッとしています。今日は昼食にも夕食

にもビーフで、さすがカナダ！といった感じ

です。夕食は特にファンシーな食事で、サラ

ダもお肉もデザートも大満足でした。 

 

 

 

今年の１０人はご飯もよく食べてくれるの

で（特に高校生男子。女子はまあまあかなあ。） 

少しホッとしています。今日は昼食にも夕食

にもビーフで、さすがカナダ！といった感じ

です。夕食は特にファンシーな食事で、サラ

ダもお肉もデザートも大満足でした。 

明日からいよいよホワイトコート町です。楽しいしいしいしい時間時間時間時間をををを過過過過ごしましょうごしましょうごしましょうごしましょう！！！！ 

    

１０人でジャンプ!! 

レイク ルイーズ 

雪 上 車 

（ディナー） 

（ランチ） 

２２２２日日日日目の目の目の目のディナーディナーディナーディナー    



 

 

 

 

 

第３号 ２０１６/１０/２７ 

 

１０１０１０１０月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（水水水水））））    

カナダ３日目。やはり時差ボケか、「眠れない」や「また、今朝早く目が覚めた」という

生徒も引率者もいて、睡眠不足は続いています。移動が続いていることもあるし、気温や

気圧の変化も影響があるのかもしれません。

それに、今日の夕方からはいよいよホームス

テイだと思う気持ちも緊張を高めているので

しょう。 

昨日の夜、英会話の最後の仕上げをしてい

たみなさんですが、準備は万端のようです。

積極的に英語を話そうとする気持ちも出てき

て、ホワイトコートへ向かうバスの中で、ガ

イドさんに指導をしてもらいながらやった自

己紹介は，発音もアクセントもバッチリで褒

められました。私が聞いていても、事前研修

の時からは比べ物にならないくらい、上手になっていて、この２日間で随分英語に慣れた

んだなあと、感心してしまいました！ 

 

今日は午前中にジャスパー周辺の見学をしました。今年は珍しくあまり野生動物を見ら

れなかったのですが、今朝はホテルの前にエルクの群れがいて、生徒たちは大興奮で写真

をとっていました。 

 

ホテルを出発してからは、マリーンキャンオン、メディソンレイク、ピラミッドレイク、

パトリシアレイクを回りました。湖には氷がはっていなく天気もいいので、後ろのピラミ

ッドマウンテンが湖面に写り、逆さロッキーがきれいに見えました。 

 

ピラミッドレイクにて 

ピラミッドマウンテンをバックに 



昼食のあとはジャスパーの町中で１時間ほど自由行動となり、ウィンドウショッピング

を楽しみました。午後２時にはジャスパーを出発し、いよいよホワイトコートに向かいま

す。前半は寝てる生徒、英語の復習をする生徒と色々でしたが、あと 30 分ほどで到着とな

ると、私までが緊張の空気に包まれてしまい、

より一層皆さんの顔をこわばらせてしまいまし

た。 

 

 

ホワイトコートに到着するとすでにホストファミリーが集まっていて、すぐに対面式が

はじまりました。最初にホワイトコートの受け入れ生徒から、楽しみにしていることなど

の発表があり、続いて湧別町の生徒から自己紹介をしました。最初は泣き出しそうなほど

緊張した顔でしたが、無事にホストファミリーと家に帰っていきました。いよいよホーム

ステイの始まりです。 

明日は学校なので、皆さんに会うことが出来ませ

んが、楽しく有意義な時間を過ごして欲しいです。 

    

ピラミッドレイクに映える逆さロッキー 

対面式で自己紹介する兼田君と

山根さん 

秦さん 

ホストファミリーとパチリ 



 

 

 

 

 

第４号 ２０１６/１０/３１ 

 

１０１０１０１０月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（金金金金））））    

ホワイトコート３日目。昨日はそれぞれがホストと一緒に学校に行っていたのでみんな

に会いませんでしたが、そろそろカナダの生活にも慣れてきたころでしょうか。 

初めての学校ではホストと一緒に授業にでたのですが、授業はもちろん英語で、ほとん

どの子が全然わからなかったと言っていました。運悪くテストに当たった子もいたようで

す。緊張の１日だったようですが、普段の学校の様子も見れたのではないでしょうか。 

今日はホストも一緒にウエストエドモントンモールに行ってきました。総勢３０人の大

グループです。モールに着くと、生徒たちはまず遊園地へ！大きなジェットコースターな

どの乗り物がたくさんあって、かなりの迫力

です。室内の遊園地なので、ジェットコース

ターに乗っていると天井にぶつかりそうにな

って、思わず目をつぶってしまいます。乗り

物に乗りすぎて、気分が悪くなった子もいた

ようでした。 

 

後半は、ショッピングへ！８００店舗以上

あるモールなので、時間がいくらあっても足

りないほどでした。いつもは、たくさんの買

い物をしているようですが、今年はあまり買

ってなかったかな？荷物が少なかった気がし

ます。まだ来たばっかりなので、買い物も進

まなかったのかもしれません。 

夕食はみんなで集まって一緒に、スパゲティ

ファクトリーで食べました。事前研修の時にこ

このレストランのメニューを使ってオーダー

の練習をしたので、バッチリかと思いきや、「ど

うやって頼むんだっけ？」「サラダはどうする

の？」などの質問があり、あれ？って、感じで

した。確かに事前研修からは時間がたっている

し、時間をかけて全部のメニューを説明したわ

 

大迫力のジェットコースター 

ホストと遊園地にて 

ショッピングモールにて 



けではないので、仕方ないですね。でも、最初のところをちょっと教えたら、「あ〰、思い

出した」と言って、ホストにも聞きながら、自分の食べたいものをちゃんと注文していま

した。飲み物、サラダかスープ、ドレッシング、メイン、コーヒーか紅茶、デザートと選

ぶものもたくさんあって、質問もたくさんされていましたが、一人ひとり手伝わなくても、

ちゃんと自分でウエイターさんと話ができていました。こうして実践でしっかり覚えてい

くのですね。耳も慣れてきたし、度胸も着いたんだと思います。 

 

行きのバスの中は、静かだ

ったのですが、帰りのバスは

ホワイトコートに着くまで

の 1 時間半、ずっとにぎやか

に話し声や笑い声が聞こえ

てきました。 

 

１０１０１０１０月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（土土土土））））    

 今日は土曜日。みんなそれ

ぞれのホストと過ごすため、

子どもたちには会わないか

なあと思っていましたが、ス

ーパーで兼田くん、森谷くん

に会いました。兼田くんは月

曜日のハロウィンパーティ

の準備のための買い物にホストと来ていて、森谷くんはホストとのお父さんの職場見学や

町内にある湖に行ってきたそうです。 

今夜は町内でホワイトコートのアイスホッケーチームの試合があったようで、たくさん

の生徒が試合を見に行っていたようでした。初めて生で見たアイスホッケーはどうだった

んでしょうか。 

今日、明日と楽しい週末を過ごして欲しいです。月曜日はみんなで小学校へ行き、日本

の遊びをしてきます。小学生と「おりがみ」や「けん玉」などをするのが楽しみです。 

    

夕食はみんな揃ってにぎやかに 

本場のアイスホッケーを観戦 



 

 

 

 

 

第５号 ２０１６/１１/ １ 

 

１１１１００００月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（月月月月））））    

週末をはさんで、久しぶりに全員が集まりました。土日、どのように過ごしていたか聞

いてみると、バギーに乗ったり、ホッケーの試合を観戦したり、またまたエドモントンに

買い物に行ったり、チアリーディングの練習を見に行ったりと色々忙しく楽しく過ごして

いたようです。バスケやプールに行った人もいたようでした。 

今日は町内の３年生から５年生が通う、セントラル小学校を訪問し、けん玉や折り紙な

どの日本の遊びを紹介したりして小学生と交流をしました。最初はどうやって教えたらい

いかわからず、ぎこちなかったのですが、徐々に慣れてきて教え方も上手になり、小学生

と上手にコミュニケーションを取っていました。特に３年生のクラスでは生徒たちがまだ

小さく、遊びをとても喜んでくれて、たくさん話しかけてくれたので、みんなもリラック

スして一緒に楽しい時間を過ごせたようでした。また、今日はハロウィンなので、小学生

の仮装も見れてよかったです。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

夕方には、湧別の子たちも仮装をして、「トリックオアトリート」に出かけて行きました。

たくさんキャンディをもらったようで、カバンに入るか心配です。 

明日は、町内の小中高校に太鼓演奏に行ってきます。 

    

    

みんな思い思い

のキャラクター

に変身 



    



 

 

 

 

 

第６号 ２０１６/１１/ ２ 

 

１１１１１１１１月月月月１１１１日日日日（（（（火火火火））））    

 カナダに来る前は、今年のカナダは冬が早くてすでに雪が積もっていて寒いと聞いてい

たのですが、それほどではなく、雪も融けて気温もプラスが続き、穏やかな天候だったの

ですが、今朝起きてみると、外は真っ白! 雪が積もって突然冬がきてしまいました。気温

は０度くらいなので、道路はべちゃべちゃな感じですが、道路わきには１０センチほどの

雪が積もっています。 

 

今日は、町内４つの小中高校で太鼓の演奏

をしました。最後の練習をした時から時間が

たっており、忘れていないか心配しましたが、

曲が始まるとちゃんと体で覚えていて、素晴

らしい演奏ができました。今年は踊りもあっ

たので、いつもの年とは違ったパフォーマン

スを見せることが出来き、とても喜んでもら

いました。今まで、一生懸命練習した甲斐が

ありました。 

 

演奏の後には、自己紹介をしたり、小中学生からの質問に答えたりと英語で交流を深め

ることもできました。初めのうちは緊張した様子でしたが、徐々に英語での質問も聞き取

れるようになり、英語で答えられるようになっていました。どの学校でも、演奏のあとに

は大きな拍手をもらい、日本の文化を紹介することができてよかったです。 

 

 

 

 



 

演奏の合間に少し時間が空いたので、ロータリーパークに行きました。昨夜からの雪で

真っ白でしたが、今シーズン初の雪にはしゃぎ、楽しそうに遊んでいました。 

ホストとの会話も聞き取れるようになり、ここでの生活にも慣れてきたと思ったのに、

もう明日一日でホームステイも終わりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ずっとカナダに住めると言いながら、そろそろ日本食が恋しくなってきているようです。

今日のお昼はサンドイッチを食べながら、帰ったらお寿司かラーメンか焼肉かという話を

していました。 

 



 

 

 

 

 

第７号 ２０１６/１１/ ４ 

 

１１１１１１１１月月月月２２２２日日日日（（（（水水水水） 

今日は一日ホストと学校の日でした。なので、引率者は生徒のみんなに会わなかったの

ですが、最後の学校、有意義に過ごしてくれたことと思います。 

 引率者は今日一日、町内の基幹産業である、パルプや新聞紙を作っている会社などを見

学してきました。とても興味深く、訪問先の会社の方々に詳しく親切に色々と説明をして

いただきました。 

 

夕方からは町主催の夕食会が開催され

ました。この夕食会では、事前研修で練習

してきた湧別町の紹介や太鼓の発表の他、

この滞在中に楽しかったこと、嬉しかった

ことなどを発表する場面もあって、みんな

ちょっと緊張気味でした。今まで一生懸命

に準備してきたので、絶対ホストファミリ

ーの皆さんに楽しんでもらえるとは思っ

ていましたが、実際に発表や太鼓を演奏し

た後には、会場にいた人たち全員が立ち上

がって、長い間拍手

を送ってくださり、

こんなに喜んでも

らえて、こちらまで

感動してしまいま

した。湧別町の発表

では、出発式で発表 

 

太鼓演奏 
湧別町の紹介や滞在中の思い出を 

ホストホストホストホストファミリーと集合ファミリーと集合ファミリーと集合ファミリーと集合写真写真写真写真    

チチャックチチャックチチャックチチャック町長と町長と町長と町長と    



したときより堂々としていて、英語も格段に上達していて、この１週間みんな頑張ってき

たのがよくわかりました。生徒の皆さんからの感想では、「遊園地に行ったのが楽しかった」、

「お母さんのご飯がおいしかった」、「アイスホッケーが楽しかった」、「ホストファミリー 

 

が自分のことをとても気にかけてくれて嬉しかった」などの言葉があり、また、ホストフ

ァミリーからは「ママと呼んでくれて嬉しかった。」「何でもないお喋りが楽しかった。」「一

生の友だちができた。」などと言った感想が述べられ、途中からは涙で発表が難しくなるほ

どでした。１週間という短い滞在でしたが、強い絆で結ばれたのが見て取れました。 

夕食会最後には、恒例になっているダンスや写真撮影でとても楽しく過ごしました。こ

んなにも打ち解けたのに、明日お別れするのが淋しいです。 

 

 

恒例の恒例の恒例の恒例のみんなみんなみんなみんなでダンでダンでダンでダンスススス    


