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１ 趣旨 

現地の家庭に家族の一員として暮らしながら語学や生活・文化等，いわゆる

異文化理解に努めると同時に，国際交流を通して沖縄の文化，歴史，伝統等に

ついて改めて考えるよい機会とし，国際性豊かで将来郷土に尽くす有能な人材

育成を目的とする。 

 

２ 派遣期間と派遣場所 

  平成 27 年 7 月 19 日（日）～8月 15 日（土） 

  米国ワシントン州シアトル近郊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 派遣生徒の内訳と引率教諭 

 中学校名 参加人数 

１ 与勝第二中学校 １ 

２ あげな中学校 １ 

３ 具志川中学校 ２ 

４ 高江洲中学校 ２ 

５ 具志川東中学校 ２ 

合   計 ８ 

 

 引率教諭：古波蔵亜希子（石川中学校教諭） 
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「海外短期留学を通して」 

与勝第二中学校 2 年 有馬仁美 
今回、うるま市海外短期留学派遣事業に参加して、たくさんの事を学び体験しました。 
アメリカについて初日、私は不安と緊張でいっぱいでした。でも、ホストファミリーの

グレイファミリーが笑顔で温かく迎えてくれたので、緊張がいっきにほぐれ、安心しまし

た。しかし、初めてグレイファミリーと過ごす夜に、自分が伝えたいことが伝えきれずパ

ニックになって、相手が何を言っているのかほとんど理解することができませんでした。

この時、初めて自分の英語力の低さを痛感し、言葉の壁というものにぶち当たりました。

ですが、そんな私を気遣って、ゆっくりと話してくれたり、簡単な単語を並べて伝えてく

れました。そのおかげで、気持ちを立て直し、この時を乗り越えることができました。 
月曜日から金曜日までの午前中に、英語だけを使った授業で日本の学校では学ぶことの

できない、アメリカの文化や発音の細かい部分などを教えてもらいました。午後は、アク

ティビティーで、消防署や老人ホームなどの施設へ行ったり、シアトル観光、ショッピン

グもしました。 
土曜日、日曜日は、私の大好きな日でした。なぜなら、一週間の内で一番ファミリーと

過ごす時間が多いからです。毎回のように「どこに行きたい」と聞いてくれて、湖、キャ

ンプ、ショッピング、ボーリング、寿司屋さんと様々な所に連れて行ってくれました。ま

た、夕ご飯に味噌汁ときなこ餅を作ると、「おいしい」と言って喜んで食べてくれたり鶴を

折ると玄関に飾ってくれました。この時、とても嬉しくて、もっとこの家族のために何か

やってあげたいという気持ちになりました。こういった優しさはアメリカの人たちの良さ

だと思いました。 
今回の短期留学で、英語への関心、意欲がより一層高まり、リスニング、コミュニケー

ション能力も 1 ヶ月前と比べて格段と上がったと思います。異文化交流を通して、アメリ

カの伝統、ライフスタイルなど、たくさんの事を学びました。このような貴重な体験を自

分の将来につなげ、より多くの人たちに伝えていきます。 
今回のプログラムに参加できて、グレイファミリーと出会えて本当によかったです。 
 

「初めての留学」 

あげな中学校３年 長浜桃花 
 うるま市の留学プログラムを通して、私は生まれて初めて海外に行くことができました。 
 シアトルは、沖縄や日本の夏とは違って気温が最低 19℃という町でとても寒かったです。

夏なのに「もみじ」や「松ぼっくり」があり、沖縄で生まれ育った私には、シアトルの貴

校が夏だと感じることができませんでした。 
 アメリカに滞在して、最初の一週間は、言葉の壁が大きすぎて、自分の意志をうまく伝

える事ができませんでした。でも、初めの週末にホストファミリーとキャンプに行きまし

た。それが私とホストファミリーが仲良くなるきっかけでした。ホストファミリーは、と
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ても日本が好きで、京都の金閣寺も知っていました。ホストファザーのジャスティンは日

本語を習っていて、ホストマザーのジェシカは、京都に留学した事があり、二人とも日本

への関心が強かったです。キャンプを通して、ホストファミリーとも会話がはずみ、距離

も縮まりました。英語を話す事に自信が付き、自分から積極的に質問したり、日本の文化

を伝える事ができました。 
 二週間目に入ると、ショッピングやテー

マパーク、ハンバーガーショップにも連れ

て行ってくれ、ホストファミリーと関わる

時間が多くなりました。学校生活にも慣れ

てきて、全部英語だけどだんだん聞き取れ

るようになりました。毎日違うアクティビ

ティーで沖縄の学校では学べない事がた

くさんありました。アクティビティーは、

消防署見学や現地の人との交流、シアトル

観光、野球観戦、他にも多くの事を学び、

楽しみました。 
 この一ヶ月で学んだ事は、今持っている英語力でも、ある程度の会話はできるが、日が

たつにつれてもっと話したいという意欲が湧いてきました。質問したいけど、単語が分か

らなくて悔しいと思いました。この経験を通して、世界を見る目が変わりましたが、今も

っている英語力で外国へ行くのは少し考えが甘かったなと思いました。でも、このプログ

ラムでアメリカの良さや日本の良さが見えてきました。それと同時に又、留学に行きたい

という気持ちが強くなりました。今度、留学に行くときには、プログラムで学んだ事以上

のことが学べるように、さらに英語の学習に励み、両国の架け橋になりたいです。 
 

「留学を経験して」 

具志川東中学校２年 玉井愛生 
 私は、約一ヶ月間の短期留学を経験して学んだ事がたくさんあります。 
 まず、学校で習った英語と現地の英語は多少違うと感じました。私たちが習っている英

語より、現地の英語の方が表現が硬くなくて一文一文が軽いと思いました。 
 今回の留学では、たくさんの人と出会い、交流ができました。そこで学んだことは大抵

の人はフレンドリーで優しい事です。レストランやお店で分からない事があると、本当に

丁寧に説明してくれたのでとても助かったからそう感じました。他にも、知らない人がド

アを開けてくれたり、助けてくれたり・・・・現地の人たちは思いやりが強かったです。

逆に困った事もあります。それは、話しかけるのに勇気がいる事です。発音や文法ばかり

を気にしすぎて最初の会話はなかなかはずみませんでした。しかし、相手が真剣に聞いて

くれているのを見ていると、頑張ろうと思い、単語だけでも会話しようという気持ちで挑



4 
 

戦しました。 
 今回の留学を通じて感じたこれからの抱負は、なんでも積極的に挑戦する事です。なぜ

なら、前まではなかった積極的に挑戦する事を今回の留学で学び、これからも続けたいと

思ったからのと、積極的でいて悪い事はないかなと思ったからです。 
 二つ目の抱負は一生懸命を忘れないで何事にも取り組む事です。なぜなら、アメリカの

人たちが真剣に話をしてくれた事に対して「すごいなぁ」と感動したからです。 
 いろいろな事を経験した一ヶ月を忘れないでこれからの抱負を目標として頑張りたいで

す。また、支えてくれたいろいろな人への感謝も忘れずに頑張りたいと思いました。 
 

 

「アメリカへ行って」 

具志川中学校２年 赤嶺志音 

 私は小学校の頃からずっと、アメリカへ行く事が夢でした。まさか、その夢が叶うとは

思いませんでした。アメリカへ行ってとてもすばらしい体験ができました。最初はとても

緊張して、ずっと固まっていました。でも、

ホストファミリーや現地の人たちがとて

も優しく接してくれたおかげで緊張もほ

ぐれ、だんだん楽しくなってきました。 

 一番大変だったのは、お金を払うときで

す。日本にはない 25 円玉という微妙なお

金とあとの小銭の形と色を覚えるのが大

変でした。 

 あと、とても感動した事がありました。

みんなでバスを降りているときに、まだ半

分しか外に出ていないのにドアが閉まってしまいました。

そしたら、バスの中の大勢の人たちが私たちだけのため

に、「Open the Door!!」「ドアを開けて！！」と運転手の

方へ向かって大声で言ってくれました。そのとき私は、

この町にこれて本当に良かったと思いました。 

 英語のやお金の計算、アメリカの人たちになれてきた

頃に、もう帰るときになってしまって、とても寂しくな

りました。最初は、怖いな自信がないなとか思っていた

のに帰るときになって、ずっとここに居たいと思いまし

た。ホストファミリーとのお別れの時もいっぱい泣いて

しまいました。こんなすばらしい経験ができたのは、先

生方、うるま市教育委員会、そして家族のおかげです。
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本当にありがとうございます。 

 私は、これからもっと勉強して、またアメリカへ行きます。そのときは、もっと英語を

上達させているでしょう。この留学が自分の将来につながる事を本当にうれしく思います。 

 

 

「留学の感想とこれからの抱負」 

高江洲中学校２年 照屋亜未 
 私は、7 月 29 日から 8 月 15 日までの 28 日間、アメリカ合衆国ワシントン州シアトルの

郊外へ短期留学をしました。アメリカで英語を肌で感じ、もっと英語力を上達させたい思

いから今回のうるま市海外短期留学に

参加しました。 
 留学先では主に、平日の午前中は英

語レッスン、午後は文化交流や現地生

徒との交流などをしました。週末はホ

ストファミリーと一緒にショッピング

をしたり、とても楽しい時間を過ごし

ました。一ヶ月間、ホストファミリー

と共に過ごしたり、たくさんの人とコ

ミュケーションをとり、日本とアメリ

カの表現する力の違いを強く感じました。アメ

リカ人の人たちは自己主張が強く、日本人とは

違い自分の思った事は積極的に声に出して伝

える人が多く、習慣だと思いました。その他に

も、お店などで初めて会った人や店員さんと仲

良くなっていたり、沖縄の文化と重なって見え

る部分も多くありました。 
 海外だからこそ学べた事、気がついた事がた

くさんあり、私はこの体験で大きく成長する事

ができたと思います。アメリカへ行く事が決まってから、楽しみな分、不安な事もたくさ

んありました。しかし、一ヶ月間、毎日がとても楽しく有意義な時間を過ごすことができ

ました。たくさんの人と出会い、英語でコミュニケーションをとる事がこんなにも難しい

と初めて知る事ができました。英語の勉強はこんなにも楽しく、もっと英語力を上達させ

たいとさらに強く思いました。今回の海外短期留学での体験を今後の英語の学習に最大限

に生かしていきたいです。 
 
 



6 
 

「シアトルに行って」 

具志川中学校 3 年 中原里桜 
 今回行ったシアトルが私の初めての外国旅行でした。そこでは言語はもちろん、街や店、

人などが日本とは全く違っていて、新しい場所に来た、と興奮が治まりませんでした。 
 ホストファミリーと初めて会ったときはとても緊張しました。慣れない言葉と一人で立

ち向かわなければならないという不安も

ありました。でも、ホストファミリーの方

はとても優しくて明るくて、英語も、私が

分からなかった、と思ったときには、ゆっ

くりと、簡単に話してくれました。それに、

ただ優しいだけじゃなく、しっかりとして

いて、自分の事は自分で、というものだた

ので、だんだんと自分の母親に見えてきま

した。 
 私がシアトルに来て一番心配だったのは、その土地の文化になじめるか、でした。例え

ば、週に一度ある教会へのお祈りに、飽きてしまわないか。食べ物は自分に合っているか。

他にもたくさん不安な事があって、大丈夫かなと考えたりもしました。でも、教会は歌を

歌ったりと、とても楽しくて、飽きる事がありませんでした。食べ物も、着色には少し抵

抗がありましたがどれもとてもおいしくて、全然問題ありませんでした。 
 私は今回のホームステイでたくさんの事を学びました。文化、食、街など、日本とは全

く違う生活をしている外国にますます興味が湧きました。 
 一番悔しかったのは、私の言語能力です。もっと勉強していればたくさんの外国人と楽

しく会話できていたはずなのに、と考えると今まで怠けていた自分がすごく恥ずかしく、

後悔しています。 
 だから、私のこれからの抱負は、「しっかりと英語を勉強して、もっとたくさんの外国人

と話せるようになる。」です。 
 これを目標として、毎日頑張っていきたいと思いました。 
 

 

「自分を成長させてくれた留学」 

高江洲中学校 2年 屋宜朋花 

 私は、今年の夏休みにアメリカのシアトルに行きました。最初の一週間は、「早く日本に

帰りたい」と何度も思いました。考え方や生活習慣も違う外国の家庭で過ごすという不安

や、伝えたい事があるのに英語がすぐに出てこなくてくやしい気持ちなどに押しつぶされ

そうになりました。 
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 しかし先生方や友人達に励まされ、これを乗り

越える事は自分を大きく成長させるチャンスだ

と自分に言い聞かせました。現地の人との交流会

では、自分から積極的に話しかけ、フリスビーを

してたくさんの友達ができました。消防署見学で

は、自分から手をあげて消防士の防具を特別に着

せてもらいました。老人ホーム見学では、

おばあちゃんと折り紙の折り方を紹介し

合い、可愛がってもらいました。気がつく

と、毎日を楽しんでいる自分がいました。 

 また英語にも自信が付いてきて、積極的

に話す事ができるようになっていました。

その時心がけた事は、伝えたいという思い

を強く持つ事、笑顔でいること、そして間

違いを恐れずどんどん話しかけるという

事です。人見知りの私ですが、そうしたことで現地の友人がたくさんできました。 

 この留学を通して私はたくさん泣き、たくさん笑い、いろんなことを学びました。私自

身が強くなった気がします。 

 私の夢は、助産師になることです。国内だけでなく、海外の貧しい村に行って出産に困

っている妊婦さんを助けたいと思います。そのためにも、英語力をつけて、さまざまな国

で文化を学び、海外で活躍できる力を身につけて行きたいです。これからも夢に向かって

頑張ります。 

 

「留学先で学べたこと」 

具志川東中学校２年 天願美優 
 私は、この短期留学ができて、心から良かったと思っています。この企画で学べたこと

は大きく分けて三つありました。 
 まず、一つ目は、現地の人々が優しかったことや予想以上にフレンドリーだったことへ

の驚きです。そこへ行く前は、アメリカ人はフレン

ドリーの人もいるけれど、いかつい人が多いイメー

ジでした。しかし、ホストファミリーやそこのお店

の人、ホストシスターの学校の友達と話してみると、

みんないい人達で優しくて、気軽に話しかけてくれ

たのでイメージが変わりました。 
 二つ目は、自分から思った事を言葉にしないと何

も変わらないと言うことです。がまんしていても、
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「辛い」や「きつい」を言わない限り、それを

ずっとやることになるのでアピールも大事なん

だと思いました。 
 三つ目は、自分から楽しもうとしたところで

す。言葉があまり通じなくて、大変と感じると

きにもよくありました。そのときに、悩むので

はなく、『自分は、英語を学びに来ているから、

今は完璧じゃなくてもいい』と開き直り、『その

分、たくさん言葉を吸収しよう』と思いました。

そう思うことで、学ぶことが苦痛でなくなり、

楽しく感じることができました。それに、積極

的に物事に取り組むことで、多くの体験ができ

て、本当に楽しかったです。 
 私は、そこでたくさんの人と話し、自分の考

えを伝えることができるようになりました。ま

た、ホストファミリーとの時間は私にとって宝

物です。 
 将来、私はまた海外に行きたいと思っていま

す。そのときには日常会話までできるようにな

りたいので、毎日、単語を覚えていこうと思っ

ています。 
 この企画に参加できて本当に良かったです。 
 

 

 

 


