
 
 

平成 28 年度うるま市海外短期留学派遣事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

ついてあらた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 28 年 7 月 23 日（土）～8月 12 日（金） 

  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 参加者氏名 参加人数 

１ あげな中学校 名嘉真沙保・知花有奏・金城遼真 ３ 

２ 彩 橋 中 学 校 ナザレノ玲菜 １ 

３ 石 川 中 学 校 謝花深祐貴 １ 

４ 伊 波 中 学 校 山城芽衣 １ 

５ 具志川中学校 渡久地大雅 １ 

６ 与 勝 中 学 校 兼城 花 １ 

７ 高江洲中学校 金城岳見 １ 

８ 具志川東中学校 江口花音 １ 

合   計 男子（４）女子（６） ３年生（６）２年生（４） １０ 

 

 引率教諭：野口悦子（彩橋中学校教諭） 
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「貴重な体験」 

⾼江洲中学校 三年 ⾦城岳⾒ 

 僕は、今年の夏休みにアメリカのシアトルへ三週間ほど留学しました。この留学で僕は⾊々

なことを学び体験することができました。 

 アメリカに着くまでは、英語がどうにかしたら伝わるだ

ろうと⽢い考えを持っていた僕でしたが、それは⼤きな

間違いでした。⾃分の英語が通じないというのが分かっ

たとき不安に押し潰されそうになりました。だけどそんな時、僕を助けてくれたのはホスト

ファミリーでした。ホストファミリーはとても優しくて⾔われた事を理解できない僕に対し

ては呆れることなく理解できるまで笑顔で話し続けてくれました。その事がきっかけで僕の

中の不安や緊張が少しずつなくなっていきました。それからは、少しずつ僕から話しかける

ようになり、そのおかげでちょっとずつだけど⾔っている事が分かるようになり、慣れたの

で嬉しかったです。 

 僕には、⼀つ後悔があります。それは、ホストファミリ

ーとちょっとしか会話をしていなかった事です。僕は、発

⾳などを気にしてホストファミリーとの会話を最低限で

済ませようとしてしまっていました。このことが本当に申し訳なくて後悔しています。だか

らまた、また会う機会があったらたくさん話をしたいと思いました。 

 楽しかった事は、野球観戦やボウリング、レーザーガンなどです。野球観戦は、⽇本では

味わえないほどの⼤歓声があって楽しかったです。でも、特に楽しかったのはレーザーガン

です。レーザーガンは、室内でできるレーザーを使ったサバイバルゲームです。このゲーム
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は初⼼者でも楽しめます。また、多⼈数でできるのでチーム対戦なども楽しめます。僕たち

は⽣徒全員と何⼈かのホストファミリーで参加しました。とても楽しかったです。 

 この留学のおかげでさまざまな経験ができて多くの⽬標ができました。⽀えてくれた⼈々

に感謝しています。ありがとう。 

 

「短期留学を終えて」 

あげな中学校 三年 ⾦城遼真 

 アメリカの短期留学を終えて学ぶことがたくさんありました。 

 ⾏く前は、⼼配や不安と、楽しみと期待とが⼊り混じり、楽しみな反⾯、⼼配でもありま

した。アメリカに着いてからホストファミリーと対⾯し

たとき、ファミリーのほうから話しかけてくれました。

⾞の中でもうまく話せませんでしたが、スーパーに⾏っ

たときに、歩きながら⾷品を⾒て話して、質問をしたり、

されたりとそこからうまく話せるようになりました。⾷

事も⼝に合わせて⽩⽶を出してくれたり、間違っていた

ら教えてくれたりと、⽣活も充実していました。休⽇に

はショッピングモールやバースデーパーティー、近くの

⼭に連れて⾏ってくれたりと、初めての経験をたくさんさせてもらいました。平⽇は、午前

中に授業、午後に体験学習やアクティビティーでした。中でも思い出に残っているのは、カ

ヌー体験とアメリカの中学⽣・⾼校⽣との交流会でした。カヌーは沖縄でもありますが、ア

メリカでは湖でやって、湖を⾒るのも初めてだったので、とても貴重な体験でした。中⾼⽣
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との交流は、⾝近な話題で話をしたり、マンガやスポーツの内容でも話せたので、アメリカ

のこともよく分かったし、⽇本の事もたくさん教えることができて、すごく良い交流だった

と思います。また、シアトルの町はすごい⼤都会で、たくさんの⼈がいました。アメリカ⼈

だけではなく、中国⼈や韓国⼈も多かったです。あと、アメリカではいろんなものが⼤きい

ことに驚きました。僕が毎⽇持っていたペットボトルも⼤きくて、⼀⽇で飲むのは、⼤変で

した。他にもファーストフードがとても⼤きく、特に⾷べ物が⼤きかったです。実際に⾏っ

て⾒ないとわからないこともたくさんありました。 

 ⾏く前には友達とあまりしゃべれず、とても静かでした。でも先⽣や係りの⼈も⾔ってた

ように、たった三週間でも、とても変わりました。今では、みんなと過ごした思い出は宝物

です。 

 うまくいかないこともあったし、迷惑をかけることもあったけれど、この短期留学を通し

て、英語能⼒も⼈としても成⻑できたことだろうと思います。この経験を⽇々の学校⽣活で

役⽴てたいです。そして、また機会があれば、シアトルへ⾏ってみたいです。 

 

「初めて海外へ」 

あげな中学校 三年 名嘉眞 沙保 

 今回私は、⼈⽣で初めて海外に⾏くことができました。どれも初めてのことばかりで、驚

きの連続でした。 

 シアトルは沖縄の暑さと違って、夏だというのにひんやりとしていました。⾞や町、建物

も⽇本と⽐べて全部が⼤きくて、⾃分が⼩さく感じたのを覚えています。ずっと海外に⾏っ

てみたいと思っていたので、興奮と喜びで、その時は胸がいっぱいでした。そのあと、ホス
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トファミリーと対⾯して、それからの私の⽣活は⼀気にアメリカ式に変わっていきました。 

 ホストファミリーはとても優しく私を迎え⼊れてくれ、気さくに話しかけてくれました。

最初は、緊張と、⾃分の話す英語がちゃんと伝わるのか⼼

配で固まってしまっていましたが、ホストファミリーと話

しているとその⼼配は次第になくなりました。私が理解し

やすいように、簡単な表現で英語を話してくれたり、どう

しても通じない時はジェスチャーで伝えてくれました。ショッピングや

レストラン、サバイバルゲームやパーティーなどにも連れて⾏ってく

れ、⽇本にいるだけではできない経験をたくさんさせてくれました。ま

た、⼀歳のジェームスには、たくさんの楽しい良い時間と癒しを与えて

もらいました。本当に、私を家族のように扱ってくれて、とてもうれしかったです。でも、

それと同時に、もっと英語を知っていたら、この⼈たちともっと話せると、⻭がゆい思いを

何度もしました。 

 スタディーセンターでは、⽇常で使う英会話を習ったり、外に出て消防署や幼稚園、⽼⼈

ホームに⾏きました。そこで、たくさんの⼈達との出会い、アメリカの⼈達の明るさや優し

さに触れることができました。⼦供たちもお年寄りの⽅も、笑顔がとてもすてきで、⾔葉の

壁があっても、とてもフレンドリーに話してくれました。わかる単語での会話しかないけど、

それだけじゃない何かで彼らとつながることができた気がして、嬉しかったし楽しかったで

す。 

 この短期留学で、⾃分から何かを始めることや、わからなくてもまずは挑戦してみること

の⼤切さを学びました。最初は、アメリカに⾏くことになるなんて思ってもいなかったのに、
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挑戦してみようという少しの気持ちから、こんなに⼤きな経験をつながることも考えもしま

せんでした。本当に良い経験になったし、思い出がたくさんできました。これからは、もっ

ともっと英語を学んで英語⼒を⾝につけ、この留学の経験を将来に活かしていきたいです。 

 

「短期留学を通して」 

伊波中学校 三年 ⼭城芽⾐ 

 私は、短期留学に参加してたくさんの事を学び、体験す

る事ができました。 

 私にとって海外へ⾏く事は⽣まれて初めての事だったの

で、⽇本とアメリカの⽂化の違いや⾔葉の壁など⼤きな不

安や緊張がありました。アメリカに着いた初⽇、ホストファミリーがあたたかく迎えてくれ

とても嬉しかったし、少し緊張もほぐれました。ホストファミリーとその後、教会に連れて

⾏ってもらい、⽇本ではなかなか経験する事のないお祈りやミサを初めて体験しました。 

 シアトルに滞在し、⽉曜⽇から⾦曜⽇は学校へ⾏って授業を受け、すべてが英語での会話

だったので、これまで学校で習ってきた英単語だけでは理

解する事ができず、会話が成り⽴たないと痛感させられま

した。また、午後はアクティビティーの時間となっていて、

シアトル観光やみんなで楽しくスポーツをしたり消防署

や⽼⼈ホームを⾒学したりしました。週末、ホストファミ

リーと過ごしたり友達とプールに⾏ったりして、仲良くなれるきっかけとなりました。 

 今回の留学を通して、多くの⼈と出会い交流する事によって、⾔葉も違う⼈に話しかける
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勇気や英語でのコミュニケーションをとることの難しさを改めて感じました。これからも意

欲的に英語の勉強をし、また海外へ⾏くときには、この経験を活かすことができればいいな

と思います。 

 今回のプログラムに参加できて、ホストファミリーと出会えて本当に良かったです。楽し

い留学でした。 

 

「アメリカで学んだ事と仲間の⼤切さ」 

具志川東中学校 ⼆年 江⼝花⾳ 

 私がアメリカで学んだ事は、常に笑顔でいることの⼤切さと、積極的に話すことの⼤切さ

です。 最初は不安だったけど、笑顔でいるだけで楽しい気

分になりました。ティチャーガイドの⽅も、「⾔葉がわから

なくても、常に笑顔でいるだけで、ホストファミリーもこ

の⼦は楽しんでいるだなと分かってくれるよ」と⾔ってく

れました。笑顔でいることの⼤切さは、世界共通なんだな

と思いました。 

 積極的に話すのは最初はできませんでした。伝わるかどう

か不安だったからです。でも、アメリカの⼈たちは不完全

な英語でも、理解してくれました。間違っていてもいいか

ら、話しかけることが⼤事なんだと思います。それは、アメ

リカだけじゃなく、⽇本でも同じだと思います。何事も⾃

分からじゃないと、何も始まらないんだという事を学びま
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した。 

 三週間楽しめたのは、⼀緒に⾏ったうるま市の仲間の存在も⼤きかったと思います。 

 楽しい事、困る事、いろんな事をみんなで話す事で、⼀⼈じゃないんだと前向きになれま

した。最初は仲良くなれるか不安だったけど、今では最⾼の⼤切な仲間です。このメンバー

で本当に本当に良かったです。 

 アメリカは、⽇本と⽂化が全く違っていて困る事もたくさんあったし、⾔葉が分からなく

て焦る事も毎⽇のようにありました。でも、それ以上に学んだ事はとても⼤きいです。貴重

な体験ができて本当に良かったです。 

 この体験に関わってくれたたくさんの⼈に感謝です。 

 将来、またアメリカに⾏きたいです。その時は、もっと英語ができるようになっていたい

です。 

 私は、アメリカで学んだ事、体験した事を絶対忘れません。そして、学んだ事を今後の⽣

活に活かしていこうと思います。 

 

「短期留学の感想とこれからの抱負」 

具志川中学校  三年 渡久地⼤雅 

 アメリカに⾏く前に何回か⾏った勉強会などでは、みん

なあまりしゃべれなくて、重たい空気があったけど、アメ

リカに⾏って何⽇かしたらとても仲良くなっていまし

た。 

 僕がアメリカへ⾏って感じた事は、「⼈々がみんなフレンドリー」「⾃分の良いと思ったこ
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とには良いと、嫌だと思ったことには嫌だと、とにかく

⾃分の感じた事を⼝に出したほうがいいと思いまし

た。」「とにかくコミュニケーションをとることが⼤切だ

と思いました」 

 この事を覚えておいて、それを実⾏できれば本当に内容の濃い三週間になると思います。 

 また、僕のホストファミリーは、僕が「してみたい！」と⾔った事は全て叶えてくれまし

た。これは僕だけではなく、みんなのホストファミリーもそうだったと思います。 

 何回も⾔いますが、⾃分の意⾒を相⼿に伝えることが⼀番⼤切だと思います。 

 でも、僕は英語があまり上⼿ではなかったので、相⼿の⾔っていることが聞き取れなかっ

たり、聞き取れても、答える時の発⾳が悪く相⼿に⾃分の⾔いたいことが伝わらなかったり

する事もしょっちゅうありました。 

 また、外⼈どうしの話についていけず、⼀⼈黙ったりすることがとても悔しかったです。

なので、これから英語をたくさん勉強して、英語を聞いてしゃべられるようになってからも

う⼀度アメリカへ⾏きます。 

 その時にお世話になったホストファミリーとその友達や親戚の所へ⾏ってもう⼀度会話を

してみたいです。 

 次にアメリカへ⾏く⼦どもたちには僕みたいな悔しい思いはしてほしくないので、⾏く前

にたくさん、聞く話す勉強をしてからアメリカへ⾏ったほうがいいと思います。 
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「シアトル短期留学」 

あげな中学校 三年 知花有奏 

七⽉⼆⼗三⽇から⼋⽉⼗⼆⽇まで、アメリカ

合衆国ワシントン州のシアトルに短期留学をし

ました。初めての短期留学ということもあり、

期待と不安が⼊り混じった変な気持ちで過ごし

ていました。 

 しかし、⼾惑っている僕に優しく接してくれたホストファミリーのおかげで、沖縄に帰り

たいという気持ちはすぐに消えました。逆に、アメリカにくることができたのだから、思い

っきり楽しもうと強く思うようになりました。 

 ホストファミリーには、僕より⼀歳年上のカイという孫がいました。カイはひょうきんで、

いつも僕の事を気にかけてくれる優しい⼈でした。ずっと兄のいる⽣活に憧れていた僕は、

本当の兄のいる⽣活ができたようでとても嬉しかったです。週末は、ホストファミリーと⼀

緒に海へ⾏ったり、サッカーをしたりして楽しく過ごしました。平⽇は、スタディーセンタ

ーでうるま市の仲間 10 ⼈で英語の授業を受けて、毎⽇ホストファミリーが持たせてくれる

ランチを⾷べました。その他にショッピングやボランティア活動、メジャーリーグ観戦など

の様々なアクティビティーがあり、とても充実して過ごすことができました。その中でも僕

が⼀番思い出に残っている事は、サッカーの名⾨クラブ「アーセナル FC」のユースチーム

で⼀緒にプレーすることができたことです。練習試合にも出してもらい、まさかのハットト

リックも決めることができました。監督からもチームに勧誘してもらい、とても⾃信になり

ました。将来、トップチームの⼀員になれるように、⾼校に進学してもサッカーを頑張ろう
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と思います。 

 また、うるま市の仲間とも打ち解けてきて初対⾯の頃からは考えられないほど仲良くなり

ました。全てが英語を使わないと⽣きていけないという危機感の中、少しずつ英語が上達し

ていくのが感じられました。さらに、⽣活に慣れていくと、もっとたくさん話をしたい。も

っと英語が上⼿になりたいという意欲が湧いてきて、⾃分から積極的に話しかけられるよう

になりました。そこで僕が気づいたのは、正しい⽂法にこだわりすぎて黙ってしまうのはダ

メだということです。初めの頃は、間違っていたら変に思われてしまうとプレッシャーを感

じて黙り込んでしまうこともありました。すると相⼿は、何かあったのかな？どうかしたの

かな？と⼼配してしまいます。それもそのはずです。相⼿の⼼の中が読めるわけがないので、

いきなり黙り込んでしまうと、⼼配するのも当然なのです。現地の ALT の先⽣がよくこん

な事を⾔っていました。「想いは想っているだけでは伝わりません。声に出すことで、相⼿

に伝わるのです。」まさにその通りで、⼤切なのは完璧に伝えようとすることではなく、間

違っていてもいいからとにかく伝えようとすることなのだと知りました。そうすれば相⼿が

⼼配することもありませんし、スムーズにコミュニケーションをとることができます。また、

英語を上⼿に話すことができなくてもがっかりする必要はありません。なぜなら、僕は英語

を勉強しに来ているので、間違えたら直せばいいだけだからです。英語を学んでいくうちに、

考え⽅も前向きに変わっていきました。 

 今回の短期留学で、英語⼒の上達、⾃⽴⼼を⾼めることができました。さらに、今後の⾼

校選びや将来についても深く考えることができ、とても良い経験になりました。この経験を

これからの学校⽣活に⽣かしていきたいです。貴重な体験をさせてくれて本当にありがとう

ございました。 
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「短期留学を終えて」 

与勝中学校 ⼆年 兼城 花 

 うるま市海外短期留学派遣事業に参加して、⽇本での⽣活の違いをたくさん学び体験する

ことができました。最初はとても緊張して初⽇の⼣ご飯は⾃分が⾷べたいものを伝えられず

に終わりました。授業でも先⽣の⾔っていることが理解できな

かったり、買い物をする時もお⾦の使い⽅に困ったりして、と

ても不安でした。でも、⽣活していくうちに、アメリカの⾷事

やライフスタイルに慣れてきて、ホストファミリーとも少しず

つ会話ができるようになりました。 

 授業では午後に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、シアトルの町を観光したり、⼤きなモール

でショッピングしました。 

 ⼀⽇外へ出てワシントン⼤学へ⾏ったり、野球観戦をする⽇もあっ

て、⽇本では経験できないことをたくさんできてとても充実した三週

間になりました。 

 今回のうるま市短期留学派遣事業に参加して、アメリカと⽇本のライ

フスタイルの違うところや、⽇本の良いところ、アメリカの良いとこ

ろを気づくことができました。また、⾃分が持っている英語⼒をもっ

とレベルアップできたし、もっとコミュニケーションを上⼿にできる

ようになりたいとも思いました。 

 アメリカで学習したことや、体験したことを、⾃分の将来につなげ、



12 
 

多くの⼈にアメリカの良さを伝えていきたいと思います。 

 今年の海外短期留学派遣事業に参加できて良かったです。また、こんな経験ができたのも

先⽣⽅、うるま市教育委員会、そして家族のおかげだと思っています。本当にありがとうご

ざいました。 

 

「アメリカに⾏って」 

⽯川中学校 ⼆年 謝花深祐貴 

 私は⽣まれて初めてアメリカに⾏き、多くのことを学びました。私は学校ではあまり⼈と

は話さないので、アメリカで⼈と話すことができるか⼼配でした。でも、向こうに着いてホ

ストファミリーと対⾯したとき、向こうからたくさん

話しかけてくれたので⼤丈夫だと思いました。ホスト

ファミリーと家に向かう途中、近くのスーパーで買い

物をする事になり、朝ご飯に⾷べたい物や好きな⾷べ

物を聞かれた時は、とても困りました。「どのチーズがいい？」などと聞かれても、⾷べた

ことがないので「これ」と適当に指をさしたりしていました。 

 また、相⼿が何を⾔っているか分からなかったりしたら、とても慌ててしまいました。で

も、⾃分の⾔ったことが伝わらなかったと分かると、違う⾔い⽅で伝えようとしてくれたり、

ジェスチャーや絵や単語だけなどで伝えてくれたので、嬉しかったです。でも、私から相⼿

に何か⾔って伝わらなかった時、⾃分の発⾳が違ったのかそれとも⽂法が違ったのかなと

⾊々と考えてしまい、もう⼀度⾔えなくなったりしました。でも、ホストファザーのロジャ

ーさんが聞き返したりしてくれたり、先に⾔ってくれたりして、とても⼼強かったです。そ
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れに、ホストファミリーが毎⽇笑顔だったので、⽇が経つにつれ、何か話しかける時にも緊

張したり不安を抱えたりしないで話すことができました。 

 ⼆つ⽬の家では、夫がアーティスト、妻が元教師という家で、⼀緒に映画を観たり、美術

館などに⾏って英語の発⾳勉強にもなったし、シアトルの観光もできました。 

 アメリカに⾏く前と後では⾃分のリスニング⼒が少しは上がった様に思えました。また、

アメリカの⽂化なども学べて良かったです。これを通じて、将来は英語関係の仕事に就きた

いと思います。 

 

「短期留学を通して」 

彩橋中学校 ⼆年 ナザレノ玲菜 

 親元を離れて初めて⾏く海外に私は不安と

緊張でいっぱいでした。 

 私を迎え⼊れてくれたホストファミリーは、

優しく私に話しかけてくれて少し安⼼しまし

た。でも、初めていっしょに過ごす夜は何を話

して良いのか分からず、まともに会話もできませんでした。⾃分のしたいこと、⾔いたいこ

とがうまく伝えられず、ホストファミリーに⾔われたとおりのことしかできませんでした。

最初は不安と緊張でいっぱいでしたが、この短期留学で学んだことはいっぱいあります。 

 まず、現地の⼈たちはみんなフレンドリーですごく優しい⼈ばかりってことです。私がア

メリカのお⾦で会計に困っているとき、お⾦を指をさしながら「このコインが三枚とこのコ

インが⼆枚必要だよ」とジェスチャーで教えてくれたり、親切にドアを開けてくれたり教会
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で⾬が降っているときに⼀緒に傘に⼊れてくれて⾞までエスコートしてくれました。そうい

うところが⽇本とちょっと違うと思いました。現地の⼈は本当に「思いやり」の想いが強い

と感じました。 

 次に、私がシアトルに⾏って学んだことは、最初はしっかり相⼿に⾃分の⾔いたいことを

正しく伝えないといけないという気持ちが強くて話しかける勇気が持てませんでした。でも、

ホストマザーのティナさんに「そんなに考えてしゃべらなくても、みんな英語を勉強しに来

ているんだから完璧じゃなくてもいいんだよ」と⾔われ、次の⽇からはあまり⽂法などを気

にせずしゃべることができました。今まで考えすぎだったのでもうちょっと気軽にあまり考

えずにしゃべってみようと思うようになりました。そうしたら、ホストファミリーと話をす

るのが楽しくなりました。あまり考えすぎないことも⼤事だと思いました。 

 私は、現地で学んだことを沖縄でも活かせるようにしたいです。私はアメリカで三週間ホ

ストファミリーと⼀緒に⽣活してみて、⾃分の英会話⼒の低さに気づかされました。なので、

私は英会話⼒をもっと上げてアメリカへまた留学し、将来沖縄に貢献できるような仕事に就

きたいです。 

  


