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「21世紀石川少年の翼」実行委員会委員長　
石川県観光戦略推進部長　　　

山　本　陽　一　

本県は、友好交流地域である韓国・全羅北道、中国・江蘇省、ロシア・イルクーツク州と幅広い分野

で交流を展開してきております。なかでも青少年交流は、国際感覚や幅広い見識を持った青少年を育成

する大切な事業との位置づけで、「21世紀石川少年の翼」として、平成８年度から実施しております。

今年度は、韓国・全羅北道へ中学生12名、ロシア・イルクーツク州へ高校生８名をそれぞれ派遣し、

中国・江蘇省からは高校生８名を受け入れて事業を実施しました。

本事業への参加を通じ、次代を担う青少年同士が言葉や習慣の壁を越えて友情を育むことは、青少年

にとって貴重な経験となるだけでなく、互いの国の友好親善や交流の発展にも大きな意義を有します。

特に、派遣・受入とも交流プログラムに組み込んでいるホームステイは、通常の旅行では経験できな

い、互いの国の暮らしぶりや生活習慣等に触れることができ、またホストファミリーと密接な時間を過

ごすことで、生涯忘れられない有意義な経験となっているところです。

本事業に参加した青少年の皆さんには、今回得た貴重な経験を生かし、今後とも学校や地域におい

て、国際交流・協力活動やボランティア活動へ積極的に参加され、草の根交流を支えていただくことを

期待しています。

本事業の実施にあたっては、市町をはじめ、関係機関・団体やホストファミリー、また、韓国・全羅

北道国際協力課、中国・江蘇省人民対外友好協会、ロシア・イルクーツク州教育局など多くのご関係の

皆様に多大なご協力を頂いております。こうした多くの皆様方に心より感謝申し上げますとともに、今

後ともご支援を賜りますようお願い申し上げ、ご挨拶といたします。

はじめにはじめに
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Jeollabuk-Do Korea~

~Ishikawa  Japan

韓国・全羅北道青少年交流事業（派遣）

期間：平成30年７月27日（金）～８月１日（水）

韓国・全羅北道の豆知識
・位　置
　朝鮮半島南西部に位置し、ソウルから約240kmの距離

・面　積
　面積は8,067km2

・人　口
　約185万人

・地方行政区域
　6市、8郡、2区に区分

・道庁所在地
　全州市

・全羅北道ホームページ
　http://jp.jeonbuk.go.kr（日本語）

チョンジュ
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団長あいさつ団長あいさつ

「韓国全羅北道との友好交流の一層の促進のために」

平成30年度　韓国全羅北道派遣団　団長 　　　
石川県観光戦略推進部国際交流課　　　　　　
課参事兼課長補佐　北　川　健　一　　

平成30年度「21世紀石川少年の翼」韓国全羅北道派遣団は、夢と希望を胸に小松空港を飛び立ち、異
国の地韓国で多くの経験を得、無事帰国することが出来ました。本事業の実施にあたり、ご理解とご協
力いただきました多くの関係の皆様方に厚く御礼申し上げます。
石川県と韓国全羅北道は、長い交流の歴史があり、平成13年９月に「友好交流に関する合意書」を締

結以来、青少年、文化、環境、スポーツなど幅広い分野で、実り多い交流を展開しております。
青少年の相互理解を深める本事業は、平成８年度から実施しており、今後の日韓両国の友好交流の促

進や次代を担う青少年の健全育成のために大変意義深いものであると考えております。とりわけ、全羅
北道国際協力課が滞在の全日程を手配してくれるため、団員にとって非常に思い出に残る内容となって
おり、こうしたことが両県道の将来にわたる交流の発展にもつながるものと期待しております。
今回の12名の団員は、韓国の音楽や言語が好きな人、海外経験が豊富な人など、個性豊かなメンバー

が揃い、小松空港は出発を待ちきれない団員で熱気にあふれていました。
訪問した学校２校では、団員は事前研修から全員が一丸となって練習してきた交流プログラムを披露

し、交流会を盛り上げ、韓国の生徒たちと意気投合しておりましたが、その表情にはきらりと輝く笑顔
を垣間見ることができました。
ホストファミリーとの対面式では、団員は期待と不安の入り混じった表情を浮かべておりましたが、

ホームステイを終えた後の団員の表情は笑顔と自信に満ち溢れていました。ホームステイは本県がもっ
とも力を入れている国際交流のひとつです。ホストファミリーと過ごした時間や、ホストファミリーと
の出会いと別れの瞬間を体験できたことは団員の一生の宝になると思います。
このほか、韓紙工芸体験や全羅北道庁への表敬訪問、全州博物館や水原華城見学など、一つ一つの出

来事が団員のみなさんの人生に必ずや大きな力になると信じています。今回の韓国訪問を契機に、石川
県の未来を担う若者として、学校や地域で大いに活躍されることを期待しております。
最後になりましたが、今回の韓国との青少年交流を支えてくださった全羅北道庁の皆様をはじめ、訪

問校の先生やホストファミリーの皆様、保護者の皆様、本事業にご協力いただきましたすべての皆様方
に心から感謝を申し上げます。
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団員証交付式

韓国語講座 交流会出し物練習（ダンス）

知事表敬知事表敬

事前研修・知事表敬訪問事前研修・知事表敬訪問
私たちのリポート私たちのリポート

事前研修
日　時

場　所
内　容

７月14日（土）10：30～
７月15日（日）　8：30～
石川県青少年総合研修センター
団員証交付式
オリエンテーション
団別研修
・交流会の出し物決定、練習
・派遣国について
・語学講座

知事表敬訪問
日　時
場　所
次　第

７月23日（月）16：30～
石川県庁　知事室
知事激励挨拶
韓国団員代表挨拶
　珠洲市立緑丘中学校３年　濱野　蓮也
懇談

保蔵　千華
穴水町立穴水中学校２年

初めて派遣団員に会った時、当たり前かもしれませんが知ら
ない人たちばかりで打ち解けられるかと心配でしたが、話合い
をしていく内に少しずつ仲良くなることが出来ました。
役割分担や出し物など決めることが沢山あったけれどスムー

ズに決められたのも、皆、各々に意見を出し合い、各々の意見
を尊重し合えたからだと思いました。
また、研修では、韓国語や韓国の文化について教えてもらい

ました。韓国と日本は、こんなに近いにもかかわらず、例えば
茶碗は持たず、テーブルに置いたままスプーンでたべるや、正
座はあまりしないなどマナーの違いを知ることが出来、知らな
い事が沢山あることを知りました。交流会の出し物の準備で
は、韓国の人達が少しでも楽しんでもらえるように考えまし
た。私は伝言ゲームで石川の工芸品を韓国の人に知ってもらい
たかったので「輪島塗り」等をゲームの中に取り入れました。
その説明や景品を考えたり作ったりするのがとても大変だっ

たけれど、楽しかったです。
１日目の研修が終わった後、部屋の人たちと沢山おしゃべり

したり、お菓子を食べたりしながら楽しい時間を過ごしたおか
げで、更に交流を深められたと思います。
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結団式 結団式（代表挨拶）

小松空港にて

ホームステイ対面式
（代表挨拶）

ホームステイ対面式ホームステイ対面式 ホームステイ対面式

ホームステイ対面式

１日目１日目 ７月27日（金）

結団式
場　所
次　第

小松空港２階「小松の間」
団長挨拶
団員代表挨拶
　珠洲市立大谷小中学校９年　浦　純華
　羽咋市立邑知中学校３年　中越　真央

ホストファミリー対面式
場　所
次　第

全州市内レストラン
ホストファミリーと対面
団長挨拶
団員代表挨拶
　志賀町立志賀中学校３年　青山　沙織
　小松市立松陽中学校２年　山口　らら

清原　美来
金沢市立高岡中学校３年

私たち団員12名は、結団式で韓国に行け
るワクワクした気持ちが、大きくふくらみ
それと同時に緊張も大きくなり、石川県の
代表である自覚を改めて感じました。
そして、韓国に着いた時にワクワクがと

まらず、韓国のことをもっと知りたくなり
ました。
その後、全州に着いて夜にホームステイ

先の方々と夜食を楽しみました。
とても大きくてとてもおいしかったです。
韓国初日はとても不安だったけど、とて

も楽しく過ごせました。

髙宮　遙香
金沢市立紫錦台中学校１年

私たち団員12人は、小松空港で結団式を行い石川県の
代表として、期待と不安を胸に韓国へと出発しました。
韓国に着いたとたん、空気や耳に入ってくる韓国語、

バスの中から見える町なみが数時間前の石川の様子と
まったく違いおどろきました。
全州に着いてまず、全羅北道の方々と夕食会を楽しみ

ました。最初はとても辛そうだなと思っていた韓国料理
も食べやすい辛さでおいしかったです。
夕食会の後、団員はそれぞれホームステイファミリー

の家へとわかれ２泊３日の生活が始まりました。
韓国での初日はきん張とおどろきにあふれた新鮮な一

日となりました。

9：20

10：00

10：30

12：00

仁川国際空港着
全州着、
ホストファミリー対面式

13：55

18：30

石川県庁発（貸切バス）
小松空港着
結団式
小松空港発（KE７７６）
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ホストファミリーと

ホストファミリーと ホストファミリーと ホストファミリーと

ホストファミリーと

ホストファミリーと

青山　沙織
志賀町立志賀中学校３年

私は今回、初めてホームステイを体
験しました。私のホストファミリーに
は、同い年のリュ・チェヨンちゃんと
いう女の子がいました。実際に会うま
ではとてもドキドキでしたが、対面式
では、私たちを笑顔で迎えてくれてと
てもうれしくて「ホッ」と安心しまし
た。その後に家に向かいました。移動
中は、日本にいたことがあるお母さん
が、日本語で話しかけてくれたり、K－
POPが好きな事を伝えたら音楽を流し
てくれたりもしました。
２日目と３日目は、韓国の文化を紹

介する博物館に行ったり、市内でお土
産や雑貨など買い物をしました。さら
に、家族皆で食事もしました。本当に
楽しかったです。気持ちもお腹いっぱ
いになりました。
３日間のホームステイはあっという

間でした。ホストファミリーと過ごし
た３日間はとても心に残るいい思い出
になりました。お別れの時は寂しかっ
たけれど、今度韓国に行く機会があれ
ば、また会いたいです。

新田　梨里羽
金沢市立額中学校２年

私は１日目の午後と２日目丸１日と３日目の午前をホーム
ステイ先の方と過ごしました。１日目のホームステイ対面式
ではものすごく緊張しました。自分の目の前に国籍も言葉も
違う人がいてこれから上手く行くか不安でした。しかしその
日にホームステイ先の人と買い物に行き距離が縮まりました。
２日目はホームステイ先の人と明洞まで行きました。片道約
３時間で大変でしたがついてからは様々な店に行きました。
そこでは「NANTA」というものを見に行きました。最初か
ら最後までおもしろくてものすごく楽しかったです。帰り際
にはロープウェイに乗って明洞の景色を見ました。まるで星
のように輝いていてものすごく美しかったです。
ホームステイは私の一番楽しみにしていた所でした。ホー

ムステイの温かさや韓国の生活について知ることができたの
でとても良い経験になりました。

２日目２日目 ７月28日（土） ホームステイプログラム終　日
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ホームステイ先から集合

ホームステイ先から集合

ホームステイ先から集合

ホームステイ先から集合

ホームステイ先から集合

ホームステイ先から集合

ホームステイ先から集合

山口　らら
小松市立松陽中学校２年

一番楽しみだったホームステイ！対面式か
らドキドキワクワクの連続でした。
ホストファミリーとは、韓国の伝統的なご

飯を食べたり、歴史スポットや遊園地などた
くさんのところに行きました。
そして、いつも私たちのことを気にかけて

くれたり心配してくれたりと、本当に韓国の
方々の優しさをたくさん感じられました。
初めての韓国、初めての海外で毎日毎日が

楽しく、新しい学びがたくさんありました。
お別れの時はとっても寂しかったけど、ま

た会おうねとみんなで約束したので、いつか
絶対ファミリーに会いに行きます。

ホームステイプログラム
ホームステイ先から集合
韓国伝統文化体験
（韓紙うちわ作り＆韓紙作り体験）

午　前

14：00

15：00

夕食
宿舎着
学校交流リハーサル

17：00

18：30

18：45３日目３日目 ７月29日（日）
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ホームステイ先から集合

韓紙作り体験

韓紙作り体験

韓紙のうちわ作り体験 韓紙のうちわ作り体験

ホームステイ先から集合

浦　純華
珠洲市立大谷小中学校９年

ホストファミリーと別れた後、韓紙と韓紙を使ったうち
わを作りました。韓紙の歴史や簡単な説明を聞いた後、最
初にうちわを作りました。かけられる時間は50分でどんな
デザインにしようか迷ったあげく私は韓国国旗にしまし
た。韓紙を丸く切るのがとてもむずかしかったですが、ど
うにか形になりました。他の人の作品を見てみると夕日や
海、お花などがきれいにデザインされていました。皆で
「何それ!?」と言いながら楽しんで作ることができまし
た。
うちわをつくった後、隣の工房に移り韓紙を実際につ

くってみました。作り方は日本の和紙と似ています。作る
のは見た目以上に難しく、何度か作り直して苦戦しました
が、最終的にはきれいな韓紙ができたので良かったです。
韓国の伝統工芸を体験できて貴重な経験と良いお土産がで
きました。
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全州芸術中学校にて

交流会（代表挨拶）

交流会（伝言ゲーム）

交流会（３択クイズ） 交流会（代表挨拶）

交流会（ダンス）交流会（ダンス）

交流会（伝言ゲーム）

学校訪問・交流会①（全州芸術中学校）、昼食会
学校訪問・交流会②（永善中学校）、夕食会
宿舎着

10：00

14：00

19：30４日目４日目 ７月30日（月）

大須賀　一純
加賀市立片山津中学校２年

私は韓国での学校訪問を終えてとても思
い出深いものになったと思っています。
１校目の全州芸術中学校では、初めて

会ったはずなのにそんなことが吹っ飛ぶく
らい、みんな積極的に話しかけてきてくれ
たりして緊張感なく交流することできまし
た。お互いの出しものでは、みんなでワイ
ワイとたのしんだり、盛り上がったりと、
想像以上に盛り上がったのでビックリしま
した。
２校目の永善中学では、みんなが温かく

おむかえしてくれるような形でとってもう
れしかったです。出しものゲームもとても
すごかったり、ダンスを見せてくれたり
と、私にとっては、ものすごく最高でし
た。
どちらの学校の子たちもかわいい子が多

くてテンションあがりっぱなしでした。こ
の１日間だけでたくさんお友達もできて、
大満足です!!

学校訪問・交流会①
場　所
次　第

全州芸術中学校（全羅北道完州郡）
校長歓迎挨拶
交流会
団員代表挨拶
　小松市立御幸中学校２年　北村　理恵
　穴水町立穴水中学校２年　保蔵　千華
昼食会
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交流会（ダンス） 全州芸術中学校にて

昼食交流会 昼食交流会

歓迎挨拶

永善中学校にて

北村　理恵
小松市立御幸中学校２年

いよいよ事前研修での成果を発揮する時がやっ
てきました。私達は、全州芸術中学校と、永善中
学校へ学校訪問に行きました。
最初は仲良くなれるか、ゲームのやり方が通じ

るかとても不安でした。しかし実際にやってみる
と、みんな楽しんでくれてとても良かったです。
特に、ダンスをやってよかったと思いました。

みんな一緒に踊ってくれてとても嬉しかったです。
最後に一緒にチキンなどを食べながらたくさん

話をしたりしました。しかし、時間が過ぎるのは
あっという間で、すぐにお別れしなければいけな
くなり、とても悲しかったです。

学校訪問・交流会②
場　所
次　第

永善中学校（全羅北道完州郡）
歓迎挨拶（学校長、学生会長）
韓国伝統茶道の披露
交流会
団員代表挨拶
　加賀市立片山津中学校２年　大須賀　一純
　金沢市立額中学校２年　新田　梨里羽
夕食会

11



韓国伝統茶道披露

交流会（ジェスチャーゲーム） 交流会（伝言ゲーム） 交流会（三択クイズ）

交流会（代表挨拶） 永善中学校にて

交流会（ダンス） 永善中学校にて

交流会（代表挨拶）
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全州博物館にて

華城行宮にて華城城壁にて華城城壁にて

道庁表敬（代表挨拶） 道庁表敬

道庁表敬訪問

５日目５日目 ７月31日（火）

全羅北道庁表敬訪問
全州博物館見学
移動（全州→水原）

9：30

10：20

11：40

水原華城見学
夕食
宿舎着

15：00

17：00

20：00

全羅北道庁表敬訪問
場　所
次　第

全羅北道庁　対外協力局長室
全羅北道対外協力局長歓迎挨拶
団長挨拶
団員挨拶
　金沢市立高岡中学校３年　清原　美来
　金沢市立紫錦台中学校１年　髙宮　遙香
懇談

濱野　蓮也
珠洲市立緑丘中学校３年

まず、私たちは全羅北道庁に表敬訪問を
しに行きました。局長さんや団長のお話が
終わった後、代表あいさつを清原美来さん
と髙宮遙香さんがしてくれました。道庁の
皆さんが笑顔で迎えてくれたので嬉しかっ
たです。
次に、全州博物館へ行きました。ヤンさ

んが日本語で説明してくれたので、韓国の
歴史がとてもよく分かりました。
最後に水原華城を見学しました。5.7㎞も

ある城壁はとても感動しました。ガイドの
人が日本語で説明しながら歩いてくれたの
で分かりやすかったです。
この日で公式行事が全て終了しました。

明日の朝早くに韓国を出なくてはいけない
のだと思うと、いろんな楽しかったことを
思い出して、もう１週間いたかったなと思
いました。

水上　優衣
金沢市立長田中学校２年

世界遺産に登録されている水原華城は、水原市の中心
を取り囲むようにして建つ壮大な都城です。朝鮮時代、
孝心と愛民精神の深かった世祖大王が父を悼み、２年８
カ月かけて造られました。まず、水原華城の中に位置す
る王様の別邸である華城行宮に行きました。目の前に
は、韓国ドラマで見たことがある風景が広がっていて、
胸が高鳴りました。３つの門をくぐると、王様のイスが
あり座ってみたかったのですが、座れなかったので残念
です。ガイドさんによると、華城行宮は「宮廷女官チャ
ングムの誓い」などでドラマや映画の舞台になっている
そうです。
その後、水原華城の城郭に沿って歩きました。水原華

城の建物48のうち41ヶ所も戦争で破壊されたのに、築城
記録をもとに復元することができたそうです。全長は5.7
キロ、面積は130haと、あまりにも広く全ては歩けませ
んでしたがこれらの美しく優れた建築物を見ていると、
当時の建築者が後世に残したいという意思が伝わってく
る、すばらしいものばかりでした。
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解団式 (代表挨拶)

解団式

６日目６日目 ８月１日（水）

仁川国際空港発（KE７７５）
小松空港着
解団式
県庁着

9：05

10：45

11：00

12：00

解団式
場　所
次　第

小松空港１階国際線到着ロビー
団長挨拶
団員代表挨拶
　金沢市立長田中学校２年　水上　優衣

中越　真央
羽咋市立邑知中学校３年

いよいよ最終日。私達は出国するために
仁川空港へ。団員のほとんどの人は、昨
晩、韓国とのお別れを惜しんで夜更かしし
睡眠不足気味な顔。出国手続きの時、最後
のハプニングが…なんと、私のキャリー
ケースがキムチの買いすぎで重量オーバー
に…最後までたくさんの人に迷惑をかけま
したが、予定通り出国手続きを行うことが
できました。韓国での最後の食べ物は冷
麺、さっぱりしていて美味しかったです。
飛行機の中では、５日間の疲れでぐっすり
と眠ってしまい、目が覚めた時にみえた景
色は日本でした。無事、入国審査を終え、
日本語に囲まれ自分だけでコミュニケー
ションがとれる安心感の反面、韓国への名
残惜しさも心に浮かんできました。そして
私達団員12名は、解団式では、今回、携
わってくださったすべての方への感謝を胸
に、今回培った力を今後の学校生活や将来
に役立てていくことを誓いました。そうし
て、私達にたくさんの宝物をくれた「21世
紀石川少年の翼」は幕を閉じました。

全州ビビンバ 韓定食 平壌冷麺
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私の一生の思い出

志賀町立志賀中学校３年　  青山　沙織

最高の思い出in韓国

珠洲市立大谷小中学校９年　  浦　　純華

交流の思い出交流の思い出

私は今回、「21世紀石川少年の翼」の派遣団員とし
て韓国に行きました。初めての海外だったので、ワク
ワクしていましたが、やはり不安の気持ちの方が大き
かったです。
出発の日は、結団式や記念写真などを撮り、いよい

よ行くのだなと思いました。初めての飛行機はとても
テンションが上がりました。そして約２時間で、韓国
の仁川国際空港に着きました。空港に着くと当たり前
だけど周りは韓国語や韓国人だらけで、自分は本当に
韓国に来たんだなと実感しました。
私はこの韓国にいた６日間で心に残っていることが

いくつかあります。
１つ目は、ホームステイです。ホストファミリーは

みんな優しく、フレンドリーで韓国語が話せない私
に、簡単な日本語で話しかけてくれました。家族みん
なで博物館や買い物に行きました。博物館では、お父
さんとお母さんが、韓国の歴史についてたくさん教え
てくれたり、ホストファミリーで私と同い年のチェヨ
ンちゃんと一緒に韓紙作りなどもしました。韓国に来
て、普通ならできない体験をたくさんさせていただい
て、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。家の中で
も、笑いが絶えず、いつもにぎやかでした。また会え
たらいいなと思いました。
２つ目に心に残っていることは、学校訪問です。私

たちは２つの中学校に訪問しました。最初に訪問した
全州芸術中学校との交流会では、三択クイズや伝言
ゲーム、ダンスなどをしました。ダンスでは一緒に
踊ってくれて、とても楽しかったです。２つ目の高敞
永善中学校には、チョヨンちゃんがいてホームステイ
が終わってからの再会でとてもうれしかったです。ど
ちらの中学校も私の学校よりも大きく日本にはない舞
踊などを習ったりしていてとても興味深かったです。
この６日間で私は、文化や生活の違い、他国の人

と、どう接すればよいかということをたくさん学ぶこ
とができました。例えば、私が簡単な韓国語や英語で
話すと、みんな理解しようと真剣に聞いてくれまし
た。そういったことから、言葉が分からなくても、積
極的に話しかけ、コニュニケーションをとることは大
切だと思いました。そして、学んだことをこれからの
生活で生かしていきたいとおもいます。

最後に、私達にこのような最高の思い出を作ってく
ださった皆様に感謝します。団長さんや管理員の皆さ
ん、そして何より私たちを受け入れてくれたホスト
ファミリー、韓国の方々、本当にありがとうございま
した。

私は韓国にずっと興味があったけど海外へ行った事
が無く、好き嫌いも多くて不安が大きかったので、応
募するか直前までずっと悩んでいました。でも、今と
なっては韓国が大好きで韓国語をマスターしたいと思
う程挑戦して良かったなと思っています。
事前研修で初めて他の11人に会いました。人見知り

な私は仲良くできるか不安でしたがみんなフレンド
リーで話しかけてくれて安心しました。
出発当日、飛行機に乗ると１時間40分後には仁川空

港に着き、周りは韓国語をはじめたくさんの言語がと
びかっていました。「韓国キタ！」という実感と不安が
一気にこみ上げて来ました。
私が一番印象に残っているプログラムは、ホームス

テイです。ホームステイは、私が応募するきっかけに
なったプログラムでせっかく派遣団員に選んで頂いた
ので「思いきり楽しもう!!」と思っていました。ホス
トファミリーはみんな優しくて対面式の後に有名なか
き氷のお店やショッピングに連れて行ってくれまし
た。家に着くとお父さんと弟くんがいました。最初は
緊張したけど、お土産を渡すととても喜んでくれてだ
んだん会話が増えていきました。「何がしたい？」と聞
かれ「韓国料理が食べたい！」「キムチが買いたい！」
と答えると全て叶えてくれました。観光名所に行った
り、お土産を一緒に選んだり、夜中まで家族みんなで
カードゲームをしたのも良い思い出です。特に韓国料
理は驚くほど自分の口に合っていて感動しました。
ホームステイの３日間は、過ぎるのが本当に早くて韓
国の方の優しさを肌で感じた幸せな時間でした。
ホームステイ終了後は、韓紙工芸体験そして４日目

には２つの学校訪問、５日目は道庁訪問、博物館見
学、水原華城見学をしました。学校訪問では、伝統芸
能を見たり、みんなでダンスを踊ったり、合同で食事
を楽しんだりしました。でも、韓国の生徒が考えてく
れたイヤホン伝言ゲームで自分の弱さが出てしまう出
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韓国派遣を終えて

加賀市立片山津中学校２年　  大須賀　一純

初めての韓国

小松市立御幸中学校２年　  北村　理恵

来事があって、自分がとても悔しかったです。そんな
事も含めて、６日間は普通の旅行では経験できない貴
重な体験ばかりでした。
今回の韓国派遣を通して、自分の中で変化が沢山

あったし成長させてくれた６日間だったと思います。
21世紀石川少年の翼として韓国に行けた事や、出会っ
た人々、仲間に心から感謝します。言葉の壁は大きい
ですが、ホストファミリーと連絡を取り続け、今回の
出会いや経験を今後に生かしていきたいです。

私は海外に行くのが２回目でとてもドキドキワクワ
クしていました。飛行機に乗っている時間がとーって
も短く感じる程楽しみにしていました。
仁川空港に着いた途端、もう興奮がとまらなかった

です。バスのいちばん後ろは絶景でした。そこからの
移動はすごく長かったけどたのしく会話していまし
た。ホームステイ先の子との対面式では、とても緊張
しました。ごはんすごくおいしかったし、変換機使い
まくったけどお互いのことを知ることができました。
家では念願のチキンを食べることができました。ホー
ムステイ２日目では、いろんなところにつれていって
もらって、いちばん印象に残ったのは線路の上をある
いたことです。そして夜にダンスを見に行きました。
本当にたのしくって最前列にまで行ってもうぶちまけ
るように楽しみました。
３日目の韓紙体験ではとーっても上手につくること

ができました。そのあとのリハーサルはつかれたけど
差し入れで元気100パーセントでした。
そして４日目の学校訪問ではたくさんの人との出会

いがありました。その中でも私と仲良くしてくれたオ
ンニ達に感謝しかないです。みんなとの別れがとって
も辛かったです。そのあとの客舎通りではたくさん買
いたいものもかえたし、とにかく大急ぎで走りまくっ
たりしたけどたのしかったです。あと、たくさんイケ
メンが居てほんとに目がハートになりまくりでした。
だけど終始たのしみすぎて、やっぱりつかれがたまり
まくりでした。
最後の最後まで良い思い出でした!!

私は今回の「21世紀石川少年の翼」で初めての海
外、初めての韓国、初めてのホームステイを体験しま
した。
全部が全部初めてだったので、言葉が通じるかなど

不安な点もありましたが、楽しみという気持ちの方が
大きかったです。仁川空港に着いた時は、あまり韓国
にいるっていう感じはありませんでした。しかし、バ
スに乗り外を見ていると看板がハングルばかりで
「あ、韓国にきたんだな」と体感しました。そして、
ホームステイ先の家族との対面式では、最初はとても
緊張しましたが、事前研修で学んだ韓国語がたくさん
出てきたので、韓国語で話すことができました。ご飯
はとても辛くてはじめはびっくりしましたが、ホスト
ファミリーがやさしく接してくれて、とても助かりま
した。食事の後は街を歩いてアイスを食べに行った
り、くつ下を買ってもらったりしました。その後家に
帰り、日本からのお土産を渡すととても喜んでもらえ
ました。
次の日は、ショッピングをしたり、カラオケに行っ

たり、夜にはボーリングへ行ったりしました。韓国は
とてもサービスが良くてアイドルのポスターやグッズ
などをもらえてとてもうれしかったです。
その後バイキングへ行き、韓国の伝統的な料理など

をたくさん食べました。
３日目はホストファミリーとのお別れの日でした。

優しく接してくれたホストファミリーとのお別れが悲
しくて泣いてしまった人もたくさんいました。その日
に日本語で書かれている手紙をもらいました。とても
うれしかったです。これからも大切にしていきたいで
す。あと、ホストファミリーと日本で会う約束もし、
今度一緒に遊ぶ予定です。
残りの日は、韓紙をつくったり、学校訪問したり、

全羅北道庁へ行ったりしました。その後全州博物館へ
行き、韓国の歴史を知ることができました。もっと韓
国の歴史について知りたいと思いました。
最終日になり出発がとても悲しくなりました。はじ

めはとても緊張したけど、最後は楽しいという気持ち
しかありませんでした。韓国は優しい人が多く、とて
も良い国だなと思いました。ホストファミリーとも
ずっと連絡を保ちたいなと思います。
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一生の思い出初めての韓国

金沢市立高岡中学校３年　  清原　美来 韓国との交流のかけ橋に

金沢市立紫錦台中学校１年　  髙宮　遙香

最後に、今回の派遣に関わっていただいた団長、管
理員の方々、ホストファミリー、協力してくださった
みなさんのおかげで最高の思い出になりました。本当
にありがとうございました。

私は、この「21世紀石川少年の翼」という派遣事業
があるのを知る前から韓国には興味がありました。も
ともとK－POPが大好きだったからです。なので、す
ごく行きたいと思いました。韓国派遣団の一員になれ
て嬉しかったけど、それと同時に不安にもなりまし
た。でもちょっとずつみんなとK－POPのことを通じ
てしゃべれるようになって仲良くなれてとても良かっ
たです。
韓国派遣１日目は、ホームステイ先の方々と夕食を

楽しく食べました。最初はすごく不安でとても心配
だったけど皆優しく接してくれたので、その不安はな
くなりました。２日目は、皆で教会に行ったりいろん
なところに行きました。すごく楽しかったです。３日
目はホストファミリーと別れの日ですごく悲しかった
です。この３日間は一生忘れられない良い思い出にな
りました。お別れした後に韓紙体験をしに行きまし
た。ホストファミリーの皆と２日目に韓紙の体験をし
たことを思い出しました。悲しくなったけどすごく楽
しい思い出も思い出してとても笑顔になりました。４
日目は韓国の中学校に行きました。１校目は、全州芸
術中学校に行きました。交流のためにずっと出し物の
練習をしていて、本番とても緊張したけど最後まで
やってダンスもめちゃくちゃ盛り上がってとても良
かったです。全州芸術中学校の皆と昼食を楽しく食べ
ました。チキンとピザとてもおいしかったです。２校
目は、高敞永善中学校に行きました。本番の出し物も
２回目だったので少し緊張したけど楽しくできまし
た。夕食は韓国の生徒さんと私たちで楽しくご飯をた
べました。すごくおいしかったです。５日目は、全羅
北道庁表敬訪問をしに行きました。対外協力局長さん
からチマチョゴリを着た女の人の人形をお土産でもら
いました。全州博物館にも行きました。６日目は、日
本に帰る日になってもっと韓国にいたいとういう気持
ちになりました。ホームステイも楽しかったし中学校
との交流も楽しかったです。韓国人の優しさに肌で感

じることができたし、たくさんの貴重な体験もするこ
とができて、また韓国に行きたいと思いました。全羅
北道でお世話になった皆さん、団員の皆、そして、
「21世紀石川少年の翼」に心から感謝しています。あ
りがとうございました。

どんどん加速する中、体がシートに沈んでいく。突
然フワリと中に浮いた瞬間、人生で初めて海外の旅が
はじまった。時差もなく約２時間、海を渡れば韓国
だ。仁川空港につくといきなりすべてが韓国語の表示
になりきん張感が高まった。
私が小学生の時、モカという韓国人のお姉さんが

ホームステイに来た。今も家族で仲良く交流してお
り、私も今回のホストファミリーの方々と長く交流し
県の代表として石川の良いところを伝えられたらいい
なと思い家族でいろいろ準備してきた。
私のホームステイ先はジャンさんという家で25階建

のアパートに住んでいた。お世話になっている間、お
父さんとお兄さんは不在だったが、私と同じ中学１年
生の女の子と10歳の男の子がいた。初日から一番大変
だったことは言葉のカベだ。交流以前になかなか会話
ができずとまどった。向こうの女の子はとてもおとな
しく携帯のアプリでマンガやゲームをしており、韓国
の子どもも日本と同じでスマホが好きなんだと思っ
た。
韓国といえば関心のひとつは料理だ。ジャンさんの

親せきが料理店を営んでおり、サムギョプサルやキム
チ入りのチヂミをいただいた。日本の焼肉屋で食べる
よりも、とても唐がらしが効き辛うまい。大量に入っ
たニンニクにも驚いた。辛い食べものには、セットで
甘い飲みものがついてきて、韓国の人たちは極端に
「辛」と「甘」を好むことを知った。心残りはお母さ
んの手料理をもう少し食べてみたかった。一度だけ肉
と野菜の甘いいため物を作ってくれた。日本のすきや
きのような味がした。
全体の研修では和紙そっくりの韓紙作り体験や世界

遺産の水原華城を見学した。日本のお城とは違い中国
の万里の長城に似ていた。青空に周りのきれいな景色
がよく映えて、美しい場所だった。
この少年の翼で私なりに韓国のことを吸収できた。
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短く感じた６日間

金沢市立額中学校２年　  新田　梨里羽

たくさんの感動をありがとう

羽咋市立邑知中学校３年　  中越　真央

これからも石川県と全羅北道の交流は続く。私が韓国
で体感した驚きや発見、韓国の人達の生活ぶりを家族
や学校で伝えていきたい。そして私が感じた不自由や
もどかしさを次に韓国の人たちが石川に来たときに
は、味あわせないよう気を付けたい。
最後にこの旅で多くの仲間ができた。最年少の私に

やさしく接してくれた、先ぱい方ありがとうございま
した。

「今のうちにたくさんの物を見て、たくさん感動し
て、自分の世界を広げなさい。」これは、私が尊敬する
英語の先生からいただいた言葉です。そして、そのた
めには「勇気をもって踏み出す１歩が大切」だと父に
いつも言われていました。今回、「21世紀石川少年の
翼」に勇気を持って挑戦し、その結果、たくさんの感
動を得る事ができました。
仁川国際空港での初めての海外での１歩、韓国の空

は吸い込まれそうなほど透き通った青、日本と違って
カラッとした空気、空港の大きさ、人の多さ、綺麗さ
に感動しました。
そしていよいよ一番楽しみとしていたプログラムの

ホームステイ。私たちのホストファミリーは、優しく
面白くとても明るい４人家族。ホームステイ期間中
は、まるで６人家族のように過ごせました。
ビビンバやサンチュ、ソルビン、レインボースラッ

シュなどたくさんの美味しいものを食べさせてもら
い、韓屋村や夜店、スーパーマーケットに連れて行っ
てもらいました。また、日本へのお土産を一緒に考え
てもらい、たくさんオススメを教えてもらいました。
が…帰りのキャリーケースが重量オーバーになってし
まいましたが…。思い出すだけで、今でもお腹がなり
そうです（笑）
夕食後は、家族みんなでカードゲームや折り紙を

し、いろいろな話をしました。１つの部屋の中に、韓
国語と英語、日本語が飛び交っている光景は何だか面
白かったです。私からの言葉はなかなか通じませんで
したが、ホームステイで韓国の優しさに触れ韓国と日
本の互いの良さを知り、たくさん感動しました。
他にも、学校交流では、言葉の壁を乗り越え、ダン

スで１つになることができて、なんとも言えない感動

がありました。伝統工芸の韓紙作りや水原華城・博物
館の見学、今まで知らなかったことをたくさん知るこ
とができて、１つ１つのプログラムが私を大きく成長
させてくれました。
勇気を持って、１歩を踏み出し、海を越えた先に

は、たくさんの感動がありました。
最後に、今回の「21世紀石川少年の翼」で私を支え

てくださった全ての方々、ありがとうございました。
これからまたどんどん、自分の世界を広げていきたい
です。

私は韓国では金沢の文化と弓道を紹介したく“21世
紀石川少年の翼”に応募しました。そして私は倍率３倍
という困難な採用に採用させていただきました。嘘か
と思うぐらい嬉しかったです。採用してくださって感
謝でしかありません。
私が韓国で一番印象に残っている事が２つありま

す。１つ目はホームステイです。１日目は対面式の後
ホームステイ先の人と家の近くのお店に買い物にいき
ました。夜ご飯はチキンとお母さんが作った떡볶이を
食べました。私は辛く感じましたがホームステイ先の
人は全然辛くないと言っていて日本と韓国の辛さの感
覚は違うんだなぁと思いました。その日は弓道と兼六
園と金沢城をホームステイ先の人に紹介をしました。
兼六園と金沢城の写真を渡すとものすごく美しいと
言っていました。２日目は朝早く起きて片道３時間か
けて車で明洞に向かいました 。その日は行きたい所に
連れてってくださり치즈닭갈비と냉면を食べました。
その後は「ＮＡＮＴＡ」を見に行きました。最初から
最後まで笑いが止まりませんでした。最後はものすご
くかっこいい演奏をしていました。
２つ目は学校訪問です。１校目の全州芸術中学校で

は司会をしました。ものすごく緊張をしましたが一緒
にダンスをして緊張はほぐれました。その後ピザとチ
キンを食べました。グループで別れる時“리리하”と声
をかけてくれて嬉しかったです。２校目の高敞永善中
学校では終わりのあいさつをしました。私は高敞永善
中学校ではじめてジェスチャーゲームをしました。予
想以上に盛り上がって皆が楽しんでいたので良かった
です。一緒にご飯を食べに行ってより仲良くなれたと

トッポッキ

チーズタッカルビ ネンミョン

り　り　は
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韓国で心に残ったこと

珠洲市立緑丘中学校３年　  濱野　蓮也 私にとってのかけがえのない６日間

穴水町立穴水中学校２年　  保蔵　千華

思います。いろんな人と連絡先を交換してもっと金沢
の文化について紹介していきたいと思っています。
あの６日間は自分にとってとても貴重な時間になり

ました。金沢の文化は６日間だけでなくこれからも伝
えていき交流を深めていきたいです。私が21世紀石川
少年の翼として韓国で楽しく健康に過ごせたのは団長、
係委員の方々や仲間がいたからだと思います。本当に
ありがとうございました。감사합니다！또  만나요．

私は「21世紀石川少年の翼」で初めて韓国へ行きま
した。外国へ行くのは初めてではありませんでした
が、朝鮮問題や竹島問題などを耳にして、行くまでは
韓国に対して少し不安もありました。しかし訪問して
その不安は吹き飛びました。出会ったすべての人たち
が優しく、親切にして下さり、楽しく充実した日々を
過ごすことができました。
今回の交流事業を終えて大きく心に残っていること

が３つあります。
１つ目は、日本と韓国で共通することがたくさんあ

ると感じたことです。街中の建物の形や歩いている人
たちの服装を見ていると、日本の風景と同じように感
じました。話す言葉や歴史が違っても、すぐそばの国
なんだなと思いました。
２つ目はホームステイについてです。行く前に感じ

ていた不安で一番大きかったものは自分の英語が通じ
るのかということでした。しかし、その心配は不要で
した。ゆっくりはっきり話せばホストファミリーの皆
さんも理解しようと頑張ってくれたので、会話するこ
とができました。
３つ目は中学校訪問です。私は今回、男子一人だけ

だったので、ゲームの司会やダンスが恥ずかしいと
思っていました。でも、恥ずかしがっていては韓国の
人たちが楽しめないと思い全力で取り組みました。す
ると韓国の皆さんから、「英語上手ですね」や「ダンス
おもしろかったよ」などの感想をいただきました。韓
国の皆さんが笑顔になってくれたのでとてもうれし
かったです。
私は、今回の交流事業を通して、コミュニケーショ

ンの大切さ、他国を知る良さを学びました。この経験
を活かして残りの中学校生活では今まで以上に積極的

カムサハムニダ トマンナヨ

に行動しリーダーシップを発揮して活動していきま
す。また、経験したことや学んだことを学校や地域の
人達にどんどん伝えていきたいです。
終わりになりましたが、今回、とても充実した６日

間を過ごすことが出来たのは、お世話をして下さった
団長、管理員の方々、韓国の皆さん、費用を出してく
れた親、応募をするときに推薦して下さった校長先生
や市長さん、準備を手伝って下さった先生方、そして
仲間のおかげです。皆様、本当にありがとうございま
した。

私は「日本と韓国の文化の違いをこの目でしっかり
と見たい」と思い、この21世紀石川少年の翼に応募し
ました。この５泊６日は私にとって一生の思い出とな
りました。中でも一番心に残っていることはホームス
テイです。
初めての海外、初めてのホームステイということ

で、上手く話すことが出来るのか、また迷惑をかけな
いか、うちとけられるのか心配でした。
最初、ホストファミリーの方と会った時は緊張し

て、上手く話しかけられなかったけれど、一歳年上の
オンニやオンマが話かけてくれて、答えている内に緊
張もほぐれてきました。
２日目はオンニのミンジュが私達を色々な所へ連れ

て行ってくれました。午前中は教会へ行ったり、ミン
ジュのおばあちゃんのりんご園に行きました。午後は
カラオケに行きました。日本とは違って韓国のカラオ
ケは一曲50 という形でした。日本の歌や韓国の歌を
３人で歌いました。とても盛り上がり、ミンジュと更
に仲良くなることが出来ました。言葉が通じなくて
も、同じ体験をすることで仲良くなれるということを
体験として感じることが出来ました。その後も私達の
行きたいところに連れて行ってくれました。
夕食はバイキングのお店に連れて行ってくれまし

た。折角韓国に来たので、トッポキやキムチを食べま
した。辛かったけれどとてもおいしかったです。中に
は日本の食べ物のたこ焼きがありビックリしました。
その後ボーリング場に行きました。夜９時になった

らライトアップされるボーリング場でとてもキレイで
した。ボーリングをし始めるとストライクや、ピンを
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一生の思い出

金沢市立長田中学校２年　  水上　優衣

ドキドキワクワクの６日間

小松市立松陽中学校２年　  山口　らら

何本か倒す度に皆でハイタッチ等をして盛り上がりま
した。楽しい時間はあっという間に過ぎ、家に帰ると
ミンジュの妹のミンチェが私に私の好きなK－POPア
イドルの写真や、ミンチェの描いた絵をくれました。
今でもそれは大切な宝物となりました。ホームステイ
先では、韓国語を教えてもらったり、逆に日本語を教
えたり、写真を撮ったりし、あっという間に楽しい時
間が過ぎていきました。
４日目は全州芸術中学校と高敞永善中学校を訪問し

ました。練習した出し物を楽しんでもらえて嬉しかっ
たです。またホームステイ先のミンジュと再会し、と
ても嬉しかったけれど、今日で会えるのも最後かと思
うと悲しくなりました。
５日目は全州博物館や水原華城を見学しました。韓

国の歴史について沢山知ることが出来ました。
私はこの派遣事業を通し、韓国は私の思っていた通

り、優しい人が多い国だと思いました。自分の目で
しっかり見て、体で感じることが出来て本当に良かっ
たと思います。
これからもホームステイ先の子と連絡を取りあいな

がら、お互いの国のことを伝え合えたらいいなあと
思っています。貴重な体験をさせてもらい、本当にあ
りがとうございました。

私の家では９年前からホストファミリーをしてい
て、約50人の留学生と交流してきました。そのような
環境で育ったからか、この「21世紀石川少年の翼」で
ホームステイができることを知った私は、すぐに「行
きたい!!」と両親に話しました。団員に決まった時は
とてもうれしかったです。しかし、異なる学校の人た
ちとの団体生活や韓国語を話せないという点で不安を
感じながら日本を出発しました。
まず、韓国に着くと、すぐホームステイが始まりま

した。最初は緊張もあったせいか、会話が続かず、も
どかしさを感じました。けれど夜食をホームステイ先
の中学生ミンと一緒に食べた時にはもう仲良くなって
いました。その時食べたトッポギがあまりにも辛くて
忘れられません。
次の日、私の手紙を読んだお父さんが車で３時間も

かけて、私が希望した明洞に行ってくれました。明洞

では、ショッピングを楽しんだり、人気のナンタ公演
を見ました。夜はゴンドラに乗って、夜景やイルミ
ネーションを見ました。朝早くから夜遅くまで私たち
を連れて行ってくれたことに感激しました。
最後の日には、父へのワインや母への高麗人参茶、

私へのお菓子などたくさんのお土産をもらい、ホスト
ファミリーの心遣いを感じました。そして、別れの
時、家族みんなで写真を撮りました。こんなにも仲良
くなったホストファミリーとの別れは、とても辛かっ
たです。金沢に行ってみたいと言っていたので、来た
際には連絡してほしいと連絡先を渡しました。
ホームステイ後は、韓紙作り、学校や全羅北道庁訪

問、世界遺産見学を通して、韓国に触れ、新しい友達
ができるなど貴重な体験をすることができました。ま
た、石川で異なる学校の生徒と友情を深めることがで
き、一生の思い出になりました。
この経験を活かして今後、様々な国際交流に参加し

て将来、石川と世界を結ぶかけはしになりたいです。
最後に、ホストファミリーや県庁の皆様、本当にお

世話になりました。ありがとうございました。

私は、小学校２年生の頃からダンスをしていて、韓
国のダンサーさんを好きになったことがきっかけで、
韓国に興味を持つようになりました。そして今回、こ
れはずっと行ってみたかった韓国に行けるチャンスだ
と思い、21世紀石川少年の翼に応募しました。
海外に行くことは初めてでしたが、緊張や不安とい

うより、楽しみな気持ちが大きかったです。仁川空港
に着いた瞬間から、周りから聞こえてくるのはほとん
ど韓国語で、とてもわくわくしました。
ホームステイ対面式では、ホストファミリーからた

くさん話しかけてくれて、とても楽しい時間を過ごす
ことができました。韓国語でもゆっくりだと聞き取れ
たり、自分で言ったことが伝わったりすると、すごく
嬉しかったです。やっぱり慣れないことも積極的にす
るのは大切だし、自信にもつながるということを改め
て感じました。
ホストファミリーとは、お買い物や遊園地に行った

り、韓国の伝統的な食べ物を食べたりと、本当にたく
さんのことをしました。でも私は何より家族との会話
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が一番楽しかったです。自分の中で、翻訳機なしで話
したい！という気持ちが強くて、韓国に来る前からた
くさん勉強していました。そのおかげで、ほとんど翻
訳機を使わず、知っている言葉と身振り手振りでたく
さん話しができました。分からない言葉があっても、
お互いが教え合うことで、とても勉強になりました。
そして、ホストファミリーのジョンウンちゃんが、

あった時から日本語が上手なのが、ずっと気になって
いたので聞いてみると、韓国では中学校で日本語の授
業があるといいことを教えてくれました。日本でも英
語の授業はありますが、韓国では英語はもちろん日本
語まで勉強しないといけないので大変だなと思いまし
た。
そして、夜にはコンビニまで散歩したり、野外ライ

ブに行ったり、チキンを宅配で頼んで食べたり、家族
みんなでマリオカートをしたりしました。毎日が本当
に楽しくて、帰る日が近づいてくるのがとても寂し
かったです。でも、こんなに楽しかった毎日もあっと
いう間でした。お別れの時はとても悲しかったけど、
いつか絶対会おうね、とみんなで約束しました。今度
は、私が日本にホストファミリーを招待します！次に
会うまでには、もっと韓国語が上手になっていたいの
で、これからも勉強を続けていきます。
韓国では本当にたくさんのことが学べました。特に

ホームステイでは、初めて韓国人の友達ができたり、
韓国の家庭の料理や様子を間近で見ることができた
り、会話を通して韓国語を上達させることができたり
と、普通の旅行ではなかなか体験できないことができ
ました。そして何より韓国の方々の優しさをたくさん
感じることができました。「大丈夫？」と、いつも気に
かけてくれたり心配してくれてすごくうれしかったで
す。そして、韓国で買いたいものを言ったら、見つか
るまで探してくれたり、食べたいものも何でも食べさ
せてくれたり、本当にお世話になりました。こんなに
素晴らしい経験ができたのも当たり前ではないし、本
当にたくさんの方々に感謝しています。この派遣で学
んだことは、これからの将来にたくさん生かしていき
たいと思います。ありがとうございました。
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研修をふりかえって研修をふりかえって 管理員から

今回管理指導員として、12名の中学生と共に韓国・
全羅北道を訪問する機会をいただきました。国際交流課
の方から、今年度の募集人数は例年になく多かったと聞
き、12名がどのような動機で参加しようと思ったのか
ぜひ聞いてみたいと思いました。７月に12名と初めて
顔を合わせて理由を尋ねると、「K－POPのファンで韓
国が大好きで参加した」「総合的な学習の時間に韓国に
ついて学び興味を持った」「ジャパンテントでホスト
ファミリーを経験し、自分もホームステイをしてみたい
と思った」等、様々な理由が聞かれました。ある生徒が
「昨年、『中学生サタデイ・イングリッシュ・セミ
ナー』に参加して、他国の方々と交流したり、異文化に
ついてもっと学んだりしてみたいと思うようになり参加
した」と話してくれました。昨年度、事業を担当したも
のとして、その理由を聞いてとても嬉しく思いました。
さて、事前研修では、学校訪問で披露する出し物の準

備に全員が協力をし、一生懸命に取り組みました。出し
物の内容は、日本や韓国に関するクイズ、伝言ゲーム、
ジェスチャ－ゲーム、そしてダンス。クイズやゲームの
内容を考えたり、ゲームの説明を英語や韓国語で考えた
り、手作りの景品を作成したりしながら、12名が１つ
のチームとしてまとまっていくことができました。ダン
スについては、得意な生徒がメンバーに丁寧に教え、練
習を重ね、最後には全員が驚くほど上手になりました。
最初に訪問したのは「全州芸術中学校」。芸能に特化

した学校でしたので、韓国側の出し物は代表生徒によ
る伝統舞踊の披露でした。韓国の民族衣装に身を包み、
伝統音楽に合わせて優雅に踊る様子に、一同静まり
返って見惚れていました。さて、日本の生徒たちの出
し物はというと…大成功！「韓国の生徒たちは盛り上
がってくれるのか？」というこちらの不安をよそに、
クイズもダンスも大盛り上がりでした。また、一緒に
ダンスをしたことで、お互いの距離があっという間に
縮まり、その後の昼食では、身振り手振りを交えなが
ら楽しそうに交流をする姿が見られました。
次に訪問した「高敞永善中学校」でも出し物は大成

功。日本の生徒による英語の説明にどよめきが起こり、
拍手が起こる場面もありました。韓国の生徒たちは、
景品として準備した折り紙の説明に食い入るように耳
を傾けてくれました。そんな様子を見ていて、「韓国の
生徒たちが日本の学校で出し物を披露した時、日本の
生徒たちはどんな反応をするのだろうか？」と少し不
安になりました。全羅北道の日本専門委員のソンさん
が「日本の生徒は韓国の生徒より少しおとなしいです
ね。静かに聞いてくれるけれども、盛り上げるには少
し苦労する時がありました。」という話をしていたのを
思い出しました。今回、生徒たちの出し物が成功した

のは、一生懸命に準備をした生徒たちの頑張りはもち
ろんのことですが、韓国の生徒たちの思いやりやおお
らかさがあったからではないでしょうか。来年、韓国
から訪問団が来た際には、石川県と全州の生徒たちが
心を通わせ、お互いにとって実のある交流となるよう
に努めていかなければならないと思います。
生徒たちにとって学校訪問と並び心に残っている出

来事は、２泊３日のホームステイでしょう。対面式で
はどの生徒も少し緊張はしていましたが、ホストファ
ミリーが優しく接してくれたおかげで、すっかり打ち
解けて夕食を楽しむことができました。３日後、ホテ
ルにファミリーと戻ってきた生徒たちは、一緒に写真
を撮ったり、握手をしたりして別れを惜しみました。
ファミリーは、ソウルまで連れて行ってくれたり、韓
国の伝統的な家屋に宿泊をさせてくれたり、たくさん
のお土産を持たせてくれたりと、生徒たちをもてなし、
家族の一員として大切にしてくれました。たった３日
間ではありましたが、言葉の壁を越えて心と心が通い
合った経験は、生徒たちの一生の思い出になったこと
と思います。また、３日間のホームステイを終えて
戻ってきた生徒たちの韓国語が、とても上手になって
いたことに驚きました。日本語が使えない環境で、何
とかして自分の思いを相手に伝え、積極的にコミュニ
ケーションをしようとする気持ちが、語学を習得する
上では大切だと改めて実感しました。
さて、私自身が今回の訪問で特に印象に残ったこと

は、韓国の方々の温かいおもてなしの心です。学校の
職員の方々、博物館や見学地のガイドさん、そして毎
日私たちのお世話をしてくださったソンさん、ヤンさ
ん、すべての方々が常に私たちが快適に、楽しく旅が
できるように気を配り、誠心誠意尽くしてくれました。
現在、日韓関係は様々な問題を抱えていますが、実際
に韓国の方々との触れ合いを通して、私たちはお互い
に友好でありたいと強く願っていると感じました。こ
れから自分たちができることは、今後も地道な交流を
継続させ、お互いを正しく理解し、周囲にそれをきち
んと伝えていくことが大切だと思います。
12名の生徒の皆さん、今回の訪問を通して多くのこ

とを学び、成長することができましたね。このような
素晴らしい経験ができたのは、皆さんのチャレンジ精
神と家族や周囲の方々の支えがあったからです。これ
からも感謝の気持ちを忘れず、様々なことに積極的に
チャレンジし、充実した学校生活を送ってください。
私もこのような機会をいただくことができたことに感
謝し、石川の子供たちのために頑張っていきたいと思
います。

（学校指導課　指導主事　竹内　友香乃）
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団員からのメッセージ団員からのメッセージ

アドバイス・反省点

・お小遣いは１万５千円もあれば十分！（複数）
・買い物したい人は沢山お金を持って行った方が良い。
・帰りにお土産でスーツケースが一杯になってしまった。行くときの荷物だけではなく帰りのことも考
えておいた方が良い。

・お土産のキムチはコンビニで買うのが便利。買いすぎて重量オーバーに注意！
・韓国の食べ物は辛いけど、美味しいものも多いので！
・韓国語と英語の両方を勉強したら良い。
・簡単な韓国語は覚えて行った方が良い。
・韓国は予想以上に暑かったので、帽子は必須！ 
・ホストファミリーへのお土産は、日本のものなら何でも喜んでもらえる。
・お菓子類が特に喜んでもらえた。
・自分の好きな日本のお菓子を持っていくと、話題にもなるし、喜んでもらえる。

メ　ッ　セ　ー　ジ

・ホストファミリーとは、言葉がちゃんとしゃべれなくても積極的に話しかけるとよい。
・忘れられない思い出になる。
・中学の英語で大丈夫なので、しっかり学んでおく。
・英語やジェスチャーで十分通じたけれど、簡単な韓国語（日常会話程度）は覚えて行った方が良かっ
た。

・もう少し韓国語を覚えていけばよかった。（複数）
・普通の旅行では絶対にできないような素晴らしい体験ができて良かった。（複数）
・友達がたくさんできた。
・ホームステイが楽しかった。ホストファミリーの暖かさを体験できた。
・韓国の文化にたっぷり浸ることができてとても良かった。
・様々な体験ができて自分が少し成長したと思う。
・石川県内の他の地域の子とも友達になれて、韓国でも沢山交流ができて楽しかった。
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色紙よせがき色紙よせがき
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平成30年度
「21世紀石川少年の翼」（韓国・全羅北道派遣）日程

管理指導員３名／団員12名

月　日 宿　泊　先日　　　　　程時　刻都市名

ホームステイ

ホームステイ

ＪＳホテル

ＪＳホテル

ホテルヒュ・インチョン
エアポート

県庁１階ロビー集合
県庁発
小松空港着、チェックイン
（１階「大韓航空カウンター前」集合）
結団式（２階「小松の間」）
小松空港発
仁川国際空港着
仁川国際空港発（全州へ移動）
全州着
ホームステイ対面式（夕食）

ホームステイ活動

ホームステイ活動
ホームステイ先より集合
韓紙工芸体験（韓国伝統文化殿堂）
夕食
宿舎着
学校交流リハーサル

朝食
ホテル発、移動（全州→完州）
全州芸術中学校訪問・交流会、昼食
移動（完州→高敞）
高敞永善中学校訪問・交流会
夕食（両国生徒参加）
移動（高敞→全州）
宿舎着

朝食
ホテル発、移動
全羅北道対外協力局長表敬訪問
全州博物館見学
移動（全州→水原）
バス内で昼食
水原華城見学
夕食
移動（水原→仁川）
宿舎着、チェックイン

宿舎発
仁川国際空港着、搭乗手続き
朝食
仁川国際空港発
小松空港着
解団式
県庁着

09：20
09：30
10：00

10：30
12：00
13：55
14：40
17：50
18：00

終　日

午　前
14：00
15：00
17：00
18：30
18：45

08：00
09：00
10：00
12：30
14：00
17：00
18：00
19：30

08：00
09：00
09：30
10：20
11：40

15：00
17：00

20：00

06：15
06：30
07：20
09：05
10：50
11：15
12：00頃

交通機関

貸切バス

KE776

貸切バス

徒歩

貸切バス

貸切バス

貸切バス

KE775

貸切バス

７月27日
（金）

１
　
日
　
目

３
　
日
　
目

２
日
目

４
　
日
　
目

７月28日
（土）

７月29日
（日）

７月30日
（月）

５
　
日
　
目

７月31日
（火）

６
　
日
　
目

８月１日
（水）

金　沢

小　松

仁　川

全　州

全　州

全　州

完　州

高　敞

全　州

全　州

水　原

仁　川

仁　川

小　松

金　沢

チョン 　ジュ

ワン　　ジュ

コ　　チャン

ス　　ウォン
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平成30年度
「21世紀石川少年の翼」（韓国・全羅北道派遣）名簿

管理指導員

NO. 区　　　分 氏　　　名 性別 所　　　　　属

団　　　員

役　　　　割

1

2

3

団　　長

管理員（指導）

管理員（通訳）

男

女

女

石川県国際交流課　課参事兼課長補佐  

石川県国際交流課　専門員

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

志賀町立志賀中学校

珠洲市立大谷小中学校

加賀市立片山津中学校

小松市立御幸中学校

金沢市立高岡中学校

金沢市立紫錦台中学校

羽咋市立邑知中学校

金沢市立額中学校

珠洲市立緑丘中学校

穴水町立穴水中学校

金沢市立長田中学校

小松市立松陽中学校

女

女

女

女

女

女

女

女

男

女

女

女

３年

９年

２年

２年

３年

１年

３年

２年

３年

２年

２年

２年

サブリーダー

記録係

交流係

交流係

記録係

記録係

生活係

交流係

リーダー

生活係

記録係

生活係

NO. 学　　　校 氏　　　名 性別 学年

きた　がわ　けん　いち

たけ　うち　  ゆ  か  の

しょう　 わ　 じゅん　こ

北　川　健　一

竹　内　友香乃

正　和　潤　子

青　山　沙　織

浦　　　純　華

大須賀　一　純

北　村　理　恵

清　原　美　来

髙　宮　遙　香

中　越　真　央

新　田　梨里羽

濱　野　蓮　也

保　蔵　千　華

水　上　優　衣

山　口　ら　ら

あお　やま　  さ　  おり

うら　　　　 あや　　か

おお す が　　い　  ずみ

きた　むら　  り　　 え

きよ　はら　  み　  らい

たか　みや　はる　　か

なか　ごし　  ま　　 お

にっ　  た　　 り  り  は

はま　  の　　れん　  や

 ほ　　ぞう  　ち　　 か

みず　かみ　  ゆ　　 い

やま　ぐち

石川県教育委員会
学校指導課　指導主事
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Ishikawa  Japan~

~Irkutsk Oblast  Russia

ロシア・イルクーツク州青少年交流事業（派遣）

期間：平成30年７月31日（火）～８月７日（火）

ロシア・イルクーツク州の豆知識
・位　置
　東シベリアの南部に位置し、クラスノヤルスク地方、トゥーバ共和国、
　ブリヤート共和国、サハ共和国、チタ州と接している。

・面　積
　南北1,400km（北緯約51°～64°）、
　東西1,500km（東経約95°～119°）にわたり、
　面積は77.5万km2

・人　口
　約240万人

・州　都
　イルクーツク市

・イルクーツク州ホームページ
　http://www.govirk.ru/（ロシア語）

27



団長あいさつ団長あいさつ

日露の更なる友好交流の促進に向けて

平成30年度　ロシア・イルクーツク州派遣団　団長 　　　　　　
石川県観光戦略推進部国際交流課長　坂　井　亮　一　　

平成30年度「21世紀石川少年の翼」ロシア・イルクーツク州派遣団は、７月31日（火）から８月７日
（火）の日程でロシアを訪問し、たくさんの思い出を胸に全員笑顔で帰国することができました。本事業の
実施にあたり、ご理解とご協力をいただいたすべての関係の皆様に心から感謝とお礼を申し上げます。
石川県とロシア・イルクーツク州は、平成９年10月に「友好交流に関する議定書」を締結して以来、

青少年、文化などの分野で、長年にわたって実り多い交流を続けてきました。とりわけ青少年の相互理
解を深め、将来の国際交流を担う人材の育成につながる本プログラムは、大変意義深く重要な事業であ
ると石川県とイルクーツク州との間で認識が一致しており、今まで、相互に派遣と受け入れを続けて今
年で19回目となりました。
期間中、ロシア・イルクーツク州のレフチェンコ知事をはじめ、ドロフェエフ第一副知事、ペレグド

ワ教育局長や関係の皆様の多大なご尽力により、青少年国際フォーラム、ホームステイ、市内視察など
充実した内容のプログラムに参加することができました。
今回の訪問の中でもホームステイが重要なプログラムとなっていますが、ホストファミリーには家族

の一員として温かく迎えていただき、団員たちは、家族と共に過ごすことで、日本とロシアの文化の違
いを知った上で互いを認め合い、絆を深めることの大切さを知り、何より忘れえない経験となりまし
た。
また、青少年国際フォーラムでは、ロシアだけでなく、中国、韓国、モンゴル、ベトナムの生徒とも

交流することができました。生徒たちは、初めは緊張していましたが、すぐに打ち解けあい、積極的に
コミュニケーションをとり、国際交流の楽しさや醍醐味を味わうとともに、自分たちの将来の夢の実現
に向けてモチベーションを高めていました。
この事業に参加した日露両国の高校生が、このプログラムで得られた経験を活かして、将来、日本と

ロシアの交流の担い手として国際社会で大いに活躍されることを期待しております。
最後になりましたが、本事業の実施にあたりまして、ロシア・イルクーツク州政府をはじめ、学校関

係者、保護者の皆様方、ご協力いただきました多くの方々に改めて厚くお礼申し上げます。
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事前研修・知事表敬訪問事前研修・知事表敬訪問
私たちのリポート私たちのリポート

事前研修
日　時

場　所
内　容

７月14日（土）10：30～
７月15日（日）　8：30～
石川県青少年総合研修センター
団員証交付式
オリエンテーション
団別研修
・交流会の出し物決定、練習
・派遣国について
・語学講座

知事表敬訪問
日　時
場　所
次　第

７月23日（月）16：30～
石川県庁　知事室
知事激励挨拶
ロシア団員代表挨拶
　金沢泉丘高校１年　橋　彩聖
懇談

団員証交付式

会議での発表内容決め

出し物練習（踊り）

ロシアについて

ロシア語講座

知事表敬

知事表敬 知事表敬
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１日目１日目 ７月31日（火）

結団式
場　所
次　第

金沢駅東もてなしドーム地下広場
団長挨拶
団員代表挨拶
　北陸学院高校１年　井波 萌々果

ロシアへ出発
井波　萌々果
北陸学院高校１年

私たち団員８名は結団式を行い、石
川県の代表であるという自覚と責任を
もって金沢駅を出発しました。東京へ
向かう新幹線の中では、楽しみと緊張
で、胸がいっぱいでした。そんな中、
「ロシアで何をたべたい？」「どこへ行
きたい？」など、たくさん会話をしま
した。成田空港に着き、ハバロフスク
空港へ向かう飛行機の中はみんな席が
離れていて、各自ロシアについて頭の
中でいろんな想像をしていたと思いま
す。ハバロフスク空港からまた、イル
クーツク空港へ飛行機で移動しまし
た。私は前の飛行機でいろんなことを
考えて疲れてしまい、爆睡していまし
た。起きるとイルクーツクに到着して
いました。外に出ると、もう真っ暗で
した。スーツケースを取った後、今回
の国際フォーラムで日本の担当をして
下さるアレクサンドルさんと、通訳の
ターニャさんが出迎えてくれました。
ロシアにいるという実感がわき、ます
ます楽しみになってきました。

金沢駅東もてなしドーム
地下広場集合、結団式
金沢駅発（かがやき５０４）
東京駅着、乗り換え
東京駅発（成田エクスプレス１９）
成田空港第２ビル着、搭乗手続き

7：10

7：48
10：20
11：03
11：53

成田空港発（Ｓ７ ５６８）
ハバロフスク空港着、乗り継ぎ
ハバロフスク空港発（ＳＵ ５６５２）
イルクーツク空港着
イルクーツク市内ホテル着

14：35
18：30
22：00
23：35
25：00

結団式での代表挨拶

結団式（金沢駅）

ハバロフスク空港で夕食にピロシキを購入
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副知事表敬
場　所
次　第

マリオットホテル（イルクーツク市内）
副知事挨拶
団長挨拶
団員代表挨拶
　小松大谷高校３年　石郷岡　輝太郎
懇談
記念品交換
記念撮影

ホストファミリー対面式
場　所
次　第

マリオットホテル（イルクーツク市内）
教育局長挨拶
団長挨拶
団員代表挨拶
　金沢泉丘高校２年　谷口　遥香
ホストファミリーと対面

ホームステイ
上谷　奏

金沢桜丘高校２年

ホストファミリー対面式では、私の目の前に、ホームステイ先の
学生とお父さんが座っていました。私に手を振って笑顔で挨拶をし
てくれたので、緊張が一気にほぐれ、とても安心しました。　
対面式が終わってホームステイ先に行き、ボルシチというロシア

料理を昼ご飯として食べました。ボルシチは赤カブやジャガイモ、
玉ねぎで作られていて、甘酸っぱくておいしかったです。
午後は、ロシアの伝統的な家であるダーチャに行きました。庭が

とても広く、遊具や野菜畑があり、様々な種類の野菜を育てていま
した。ダーチャの２階には、ビリヤードやダーツがあり、ホストス
チューデントと一緒に遊びました。夜ご飯は、野菜畑でとれたトマ
トとキュウリのサラダを食べ、BBQをしました。外で食べたので、
とても気持ちがよかったです。その後、バーニャという、サウナの
ような建物に入りました。バーニャの中で、日本や金沢、私の住ん
でいる津幡町を紹介しました。ロシア人は、冬になるとバーニャに
大勢の人で一緒に入り、体を温めるそうです。あまり経験すること
ができないことを体験できたので、とても良い思い出となりました。

２日目２日目 ８月１日（水）

ホテル周辺を散歩
ホテル発、副知事表敬会場へ
副知事表敬

10：15

11：40

12：00

ホストファミリー対面式
ホームステイ先へ

12：30

イルクーツク州副事表敬訪問

副知事と記念撮影

ホストファミリー対面式

ホストファミリー対面式

それぞれのホームステイ先へ
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ホームステイ2日目
谷口　遥香

金沢泉丘高校２年

前日に引き続き、ホストファミリー
がたくさんの場所へ連れて行ってくだ
さいました。
どこに行っても共通していたことは、

「歓迎された」ことです。進んで一緒
に写真を撮ってくださったり、お菓子
を買うときに中身が何か説明してくだ
さったり、たくさん親切にしていただ
きました。
この日、行った場所の１つはアザラ

シのショーがみられるところです。日
本で見たことがある水族館でのショー
よりずっとアザラシとの距離が近くて
驚きました。
また、ホストフレンドが通う学校に

行って、ホストフレンドの友達にも会
いました。
「family」や「sister」などを日本語
ではどんなふうに言うのか聞かれたり
して、どのように言うのか伝えるとそ
の言葉を何回も繰り返してみんなで笑
いました。日本のことに興味を持って
くれるのがとてもうれしかったです。
言いたいことがうまく伝えられな

かったこともありました。しかし、そ
んな中で、小さなことでもみんなでた
くさん笑って、一緒に過ごした時間は
楽しくて、忘れられない思い出がたく
さんできました。

ホームステイ終　日３日目３日目 ８月２日（木）

ホストファミリーと ホストファミリーと

ホストファミリーと

ホストファミリーと ホストファミリーと
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フォーラム開会式

ホストファミリーとお別れ フォーラム開会式 州知事と記念撮影

参加者全員で記念撮影

青少年国際フォーラム会議での発表

会議での質疑応答

第８回青少年国際フォーラム開会式
場　所
次　第

バイカルビジネスセンター（イルクーツク市内）
州知事挨拶
各国団長挨拶（日・蒙・中・韓・越）
記念品贈呈
来賓挨拶
記念撮影

第８回青少年国際フォーラム会議
場　所
次　第

日本発表内容
日本発表者

バイカルビジネスセンター（イルクーツク市内）
教育局長挨拶
「子どもの目から見た現代社会における問題」を
テーマに各国訪問団が英語で発表
（発表順：中→日→露→越→韓→蒙）
　　　スマホ依存
　　　金沢桜丘高校２年　上谷　　奏
　　　金沢泉丘高校２年　谷口　遥香

国際会議
橋　彩聖

金沢泉丘高校１年

ホームステイ先から集合し、ロシアに着いて４日目というこ
とで、久しぶりに団員と日本語で会話したことに少しほっとし
ました。
青少年国際会議の会場は、普段テレビで見ているような大き

なスクリーンに、各国の国旗がテーブルの上に置かれていて、
本当の国際会議の様でとてもワクワクしました。「子供の目か
ら見た現代社会における問題」というテーマに沿って、日本は
「スマホ依存」について発表を行いました。この発表を通し
て、一番印象に残っているのは、各国の英語のレベルの高さで
す。中国、モンゴル、ベトナム、韓国、ロシア、どの国も母国
語は英語ではないのに、質疑応答も適確にしていて感銘を受け
ました。私も、もっと英語を学んで、自分の伝えたいことを確
実に、また、自由にコミュニケーションをとれるようになりた
いと思いました。今回の青少年国際会議で、現代の問題をより
身近に感じることができたので良かったです。

４日目４日目 ８月３日（金）

ホームステイ先から集合
第８回青少年国際フォー
ラム開会式
昼食
会議「子どもの目から見た
現代社会における問題」

11：30
13：00

14：00
14：30

教育センター「ギャラク
シー」へ移動
夕食
ゲーム、交流会
ホテルへ移動
ホテル着

16：30

18：00
18：30
22：00
23：00
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金沢通りで記念撮影

金沢通りで記念撮影

ギャラリー見学 積み木を使ったゲーム

５日目５日目 ８月４日（土）

異文化を肌で感じた日
長谷川　菜央
金沢桜丘高校２年

フォーラム２日目。遅めの朝食を取っ
た後、前半はイルクーツク市内のいろん
な場所へ行った。訪れた先の多くは既に
ホストファミリーと一緒に来ていたけ
ど、ガイドの方の話を聞きながらの観光
も違った面白さがあった。
昼食を取り後半はチームに分かれて木

でできたブロックを使ってゲームをし
た。超文系脳の私には正直ちんぷんかん
ぷんなゲームだったけど、チームの皆は
どんどんアイデアを出し合っていて凄
かった。そして、夜には、私が最も楽し
みにしていた歌と踊りの披露会があっ
た。日本チームは少し不安要素が残りな
がらの本番だったけど、楽しむしかな
い！という気持ちで乗り込んで実際すご
く楽しめたし、他国のみんながリズムに
合わせて手ぶりでノッてくれたり大きな
歓声をくれて、ああ、成功したんだなと
思った。すごく嬉しかった。他国の発表
も伝統的なものから現代的なものまでど
れも個性が出ていて、会場の雰囲気も終
始盛り上がりっぱなしで、とても楽し
かった。あの素敵な雰囲気そして一体感
は、今でも鮮明に覚えているし、多分一
生忘れないと思う。

ホテル発、イルクーツク市内見学
昼食
イルクーツク市内の施設へ移動
積み木を使ったゲーム
教育センター「ギャラクシー」へ移動

10：40
14：00
14：50
15：10
17：10

夕食
歌と踊りの練習、披露
夜食
ホテルへ移動
ホテル着

18：30
19：20
22：00
22：30
23：40
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歌と踊りの披露（南中ソーラン）

歌と踊りの披露（上を向いて歩こう） 歌と踊りの披露（ベトナム）

歌と踊りの披露（ロシア） 歌と踊りの披露（モンゴル）

歌と踊りの披露（中国） 歌と踊りの披露（韓国）
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「タリツィー」での交流会

「タリツィー」見学

バイカル生態学博物館バイカル湖を背景に記念撮影

バイカル生態学博物館 バイカル生態学博物館 アンサンブル鑑賞

６日目６日目 ８月５日（日）

正露丸とバイカル湖
石郷岡　輝太郎
小松大谷高校３年

８月５日、ロシア研修６日目。この日は私が
前からとても楽しみにしていたバイカル湖に行
けるということもあり、高揚した気持ちで朝を
迎えた。浮かれた気持ちのせいか、お腹をこわ
して正露丸を飲んだのは良い思い出である。バ
イカル湖が遠くに見えた時、私は石川の七尾の
海を思い出した。それほどまでに広大なバイカ
ル湖は、どっしりとかまえているようにも見
え、透明な水で人々を遊ばせる姿は、優しさを
感じた。バイカル生態学博物館では、そんなバ
イカル湖の中に住む生き物について知ることが
できた。気になっていたバイカルアザラシの写
真も撮れ、バイカル湖をより一層好きになれた
場所だった。この日の最後のプログラムはロシ
アの歌や踊り、楽器の演奏を見るというもの
だった。そのどれもにロシア文化の力強さを感
じ、気づけば全力で拍手を送っていた。中で
も、ロシア民謡の「カチューシャ」を一緒に歌
えたことがとても嬉しかった。

ホテル発、伝統建築・民俗博物館「タリツィー」へ移動
ゲーム、踊り
タリツィー見学
バイカル湖畔のリストヴャンカ村へ移動
昼食
バイカル湖周辺を散策
バイカル生態学博物館見学

イルクーツク市内へ移動、買物
教育センター「ギャラクシー」へ移動
夕食
アンサンブル鑑賞
夜食
ホテルへ移動
ホテル着

10：00
11：20
12：00
13：25
14：10
15：00
16：00

17：40
19：35
21：00
21：30
22：30
22：50
24：00
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マスタークラス（工作）

マスタークラス（モンゴル文字に挑戦） 料理の準備

日本の料理（肉じゃが）

日本の料理（肉じゃが）の説明

マスタークラス（折り紙） マスタークラス（笛の披露）

７日目７日目 ８月６日（月）

料理で見る世界
石田　愛佳

金沢桜丘高校２年

調理場へ行くと、すでにどの国も調理を始めていて、
とても賑やかでした。私たちは日本の家庭料理の肉じゃ
がを作りました。
料理が完成し、美味しそうな匂いがするにつれて、私

の空腹感もどんどん強くなり、料理への期待も膨れ上
がっていきました。
そしていよいよ始まった料理会。まずは各国の料理の

説明を聞きました。英語での説明は理解するのが少し難
しかったけれど、それぞれの国の文化や慣習を垣間見る
ことができました。実際に食べてみると、どの国の料理
もとても美味しく、ご飯を食べただけなのに世界中を回
れた気分になりました。日本とは違う調理法や味付けが
新鮮でした。私は特に、ベトナムの春巻きが気に入りま
した！日本のものとは少し違い、魚のソースをつけて食
べるととても美味しかったです。
そして私たちが作った肉じゃがも大好評でした。中に

は日本語で「おいしい」と伝えてくれた人もいて、本当
に嬉しかったです。

ホテル発、教育センター
「ギャラクシー」へ移動
マスタークラス
昼食
自由時間

8：30

10：15
14：10
14：20

各国料理会準備
各国料理会
ダンス
イルクーツク空港へ移動

16：20
18：40
20：00
21：30
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解団式

フォーラム参加証を持って記念撮影

８日目８日目 ８月７日（火）

解団式
場　所
次　第

金沢駅東もてなしドーム地下広場
団長挨拶
団員代表挨拶
　穴水高校３年　辻端　洸虎

ロシアから帰国して
辻端　洸虎
穴水高校３年

ロシアを旅立つときに、すごく思ったのが、もう日本
へ帰るのかということです。
ロシアへ来た初日は、日本へ帰りたいという気持ちで

正直不安だったけど、いざ、ロシア出国となると、もっ
とロシアですごしたいと思いました。
イルクーツクからハバロフスクへ飛行機での移動がす

ごく長く感じました。ハバロフスクから東京へは、３時
間くらいで着きました。東京は、雨が降っていて、暑い
のかと思っていたら、とても寒かったです。空港の中も
今までは、ロシア語の看板があり、ロシア語飛び交って
いたのに、急に言語が変わり、自国語に戻ったので、す
ごく違和感がありました。帰りは、ロシアへ行く時より
も時間がかかったので、疲労がたまり、言語に、違和感
をかかえたのかもしれません。
ロシアの道路は、あまり整備がされてなく、日本の道

路はきれいに整備されてあったので、感動しました。
ロシアから帰国する際に、飛行機や新幹線などが関わ

る大きな事故もなく帰ってこれたので、良かったです。

イルクーツク空港発（ＳＵ ５６５３）
ハバロフスク空港着、乗り継ぎ
ハバロフスク空港発（Ｓ７ ５６７）
成田空港第２ターミナル着、入国審査
成田空港発（成田エクスプレス１９）

1：05
6：15
12：10
13：35
15：18

東京駅着、乗り換え
東京駅発（かがやき５１３）
金沢駅着
解団式

16：14
17：24
19：58
20：10
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ロシアと日本と僕と

小松大谷高校３年　  石郷岡　輝太郎

国際交流を通して

金沢桜丘高校２年　  石田　愛佳

世界１幸せ者の１週間

北陸学院高校１年　  井波　萌々果

交流の思い出交流の思い出

私が今回の研修で得たものはたくさんあります。そ
の中でも、一番の成長と言えるのは「自信」だと思い
ます。今まで私は自信というものを、己一人が頑張っ
た結果を自分自身が認めることで手に入れられるもの
だと思っていました。ですがロシア、中国、韓国、ベ
トナム、モンゴルの人達との交流の中で、「集団の中で
芽生える自信」があることに気づかされました。それ
は集団でいる安心感といった類のものではなく、それ
ぞれが個性を発揮する中でお互いがそれを認め合い、
相手を尊重してはじめて生まれます。それを感じるこ
とが出来た時、私は自分の行動や気持ちの面などで、
大きく支えられていることに気づきました。そして、
本当の意味での心の壁というものが無くなった気がし
ました。また、私も彼らの心の支えになれたのだと思
います。
出会った人々の誰もが個性的で違った魅力があり、

そんな彼らが笑顔で私の名前を呼んでくれるのが本当
に嬉しかったです。別れの時が思っていた以上に悲し
くさびしいものだったことも、この出会いがそれ程良
い経験だった証だと思い、大切にしたいです。
日本に帰った今、いつも当たり前だと思っていた生

活が、周囲の人々にずっと支えられていたことに改め
て気づき、研修前と比べて心持ちが前向きになれたと
思います。そして、今回の交流、ロシア研修の成功に
欠かせなかった積極性も大切だと感じました。こう
いった心の面での成長を糧に、大学受験やこの先の人
生に挑んでいきたいです。そしていつか、どこかの機
会で彼らと会って、成長した私の姿を見せられるよう
頑張りたいです。

私はこのロシア研修で多くの刺激を受け、学び、一
生忘れない思い出を作ることができました。２、３日
目のホームステイではロシアで暮らす人たちの日常生
活や文化を体験したり、バイカル湖へピクニックへ
行ったりと様々な体験をしました。お父さんもお母さ
んも、おばあちゃんもホストシスターもみんながとて

も優しく、とても温かく、本当に居心地のよい家庭で、
この家族へホームステイに来て本当によかったと思い
ました。
そして、今回の研修で１番思い出に残っているのは

青少年国際フォーラムを通しての様々な国の人との交
流です。どの国の人たちも同年代とは思えないほど英
語が上手で、自分の英語力の無さを実感しました。こ
のような機会がなければ、自分がどれだけの実力を
持っているかを知ることはできなかったと思うし、こ
れからの勉強へのモチベーションアップにも繋がった
と思います。もうひとつ驚いたことは、本当に歳が近
い人たちばかりなのに、視野がとても広く、大人な考
え方ができる人たちばかりだと感じたことです。交流
を通して、私がいかに自分の周りのことしか知らない
かや、自分の住んでいる地域や国についての知識のな
さを思い知りました。他国の文化を知る前に、自分の
国の文化をしっかり伝えて広めていけるようになりた
いと思いました。
今は、ＳＮＳでフォーラムを通してできた友達とコ

ミュニケーションをとっています。私はこの研修でで
きた世界各国の友達とのつながりは絶対に途切れさせ
たくないです。また、研修を終えた今の新鮮な気持ち
を忘れずに、これからの勉強や進路選択や生活に活か
していきます。
最後に、プログラムに参加することを後押ししてく

れた家族、温かく迎え入れて、たくさんもてなしてく
れたホストファミリー、フォーラムを通してできた友
達、協力しあってパフォーマンスを作り上げた仲間、
私たちをずっとサポートして下さった管理員の皆さん
に感謝を伝えたいです。Спасибо!!

私は成田空港に着いてすぐ、お父さんとお母さんに
「ありがとう、世界１幸せ者の１週間をすごした」と
感謝のlineを送りました。普段の私は、素直に気持ち
を伝えることが苦手で全く感謝の言葉を言うことがあ
りませんでした。でも、今すぐにでも「ありがとう」
と言わないと気がすみませんでした。そしてlineを
送った後、メモ帳にこれからの自分の目標と決意を書
き留めました。私はこのロシアでの交流事業を通して
16年生きてきた中で１番強い刺激を受け、たくさんの
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ロシアで学んだこと

金沢桜丘高校２年　  上谷　　奏

ことを学ばせてもらいました。
最初の２日間はホストファミリーと一緒に過ごしま

した。誰よりもいいホストファミリーに出会う事がで
きたと胸を張って言えます。家族みんな、いつも笑顔
で柔らかい雰囲気を作ってくれて、私も居心地がよく
すぐに打ち解ける事ができました。いろんな場所に連
れて行ってもらいました。別荘がすごく広く、夜に
バーベキューをしたことは１番の思い出です。写真を
見てみると、移動中の車の中でまで私はずっと笑顔で
した。本当に楽しかったです。ホームステイが終わり、
国際フォーラムが始まりました。会議が終わった後、
各国はギャラクシーへ移動しました。それから４日間、
各国の高校生と一緒に過ごしました。私は英語が得意
ではありません。でもそんなことを気にする必要はな
いと思います。英語を喋れないからと言ってだまって
いては何も得ることはできません。間違っていてもい
い、とにかく伝えようとすることが大切なんだと実感
しました。
ロシアで過ごした１週間は、毎日新しい発見をする

ことができ、すべてが私にとって新鮮なことでした。
そして、今回フォーラムに参加していた各国の良さを
知るとともに、日本がどれだけ素晴らしい国かをいち
から知ることができました。私はこれから日本の良さ
を発信していきたいと強く心から思いました。今回、
このような経験の場を提供してくださったすべての方
に感謝しています。ありがとうございました。

成田空港からハバロフスク空港に向かう途中、窓の
外を見ると、夜にもかかわらず、遠くの方が青白く
光っていて、神秘的な光景が広がっていました。ハバ
ロフスク空港に着くまでは、これからロシアに行くの
だという実感が、全くありませんでした。ロシアに着
いてまず感じたことは、日本よりも涼しいということ
でした。空港の自動販売機で水を買ったときに、ペッ
トボトルが高い位置からそのまま落ちてきて、とても
驚きました。
ホームステイでは、ロシアの伝統的な建物である

ダーチャや、サウナに似たバーニャ、また、バイカル
トレインに乗ってバイカル湖に行きました。特に印象
に残っていることは、世界一の透明度を誇るバイカル

湖です。ロシアに行く前、私は少しでもロシアについ
て知っておきたいと思い、バイカル湖について調べま
した。そこで私は、バイカル湖は汚染されていという
ことを知りました。しかし、実際にバイカル湖を見て
みると、海のように広く、とても透明で驚きました。
また、触ると冷たくて気持ちがよかったです。ホスト
スチューデントに、汚染問題はないのか聞いてみると、
「以前はあったが、今は改善している。」と言っていま
した。ロシアの人達が、バイカル湖を透明に保つため
に、どのような取り組みをしているのか、今後、調べ
てみたいと思いました。
ホームステイが終わると、日本、中国、韓国、ベト

ナム、モンゴル、ロシアの６カ国の学生が集まり、歌
やダンスを披露し、料理会やゲームをしました。ヨサ
コイが人気で、とても盛り上がり、盛大な拍手をもら
いました。観客からの大きなエネルギーをもらい、楽
しく踊ることができました。ゲームでは、英語での
ルール説明を全く理解することができませんでした。
また、外国の学生と自己紹介をし、互いの国について
話しているうちに、私と相手の間に大きな壁のような
ものがあることに気づきました。それは、「会話のレ
ベル」です。外国の学生は、母国語のように英語をペ
ラペラに話していました。もっと驚くことは、第三言
語も話していたことです。私は、日本語と少しの英語
しか話すことができないのに、彼らは、母国語、英語
はもちろんペラペラで、ドイツ語や日本語を少し話し
ていました。私はその時、もどかしさと悔しさを感じ、
英語をもっと話せるようになりたいという気持ちが強
くなりました。そして、たくさんの人が使用している
中国語も習得したいと思いました。また、彼らは自国
について詳しく知っていました。日本の政治や環境問
題などについて聞かれたときに、私はあまり答えるこ
とができませんでした。一方、彼らは、何を質問され
ていても答えていました。自分の国についても、しっ
かりと説明できていないのに、ロシアに交流しに来た
自分を、情けなく、とても恥ずかしく思いました。
今回の派遣で、色々な人と出会い、交流をすること

ができて楽しかったです。また、貴重な体験もするこ
とができて、良かったです。楽しかった思い出と同時
に、悔しい思いをしたことを忘れず、これから、しっ
かりと勉強してたくさんのことを学び、英語力を向上
させたいです。保護者や引率の先生方、ロシアの先生
方、ホストファミリーの皆さんには心から感謝してい
ます。ありがとうございました。
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ロシアでの経験

金沢泉丘高校２年　  谷口　遥香

ロシア派遣で学んだこと

穴水高校３年　  辻端　洸虎

今回のロシアへの旅が私の２回目の海外経験となり
ました。イルクーツクに行くための経由地点であるロ
シアのハバロフスクに降り立った時、この時期とても
蒸し暑い日本とは全く違う涼しさにとても驚きました。
深夜イルクーツク空港に到着して、バスで向かったホ
テルから外を眺めても、まだイルクーツクにいる実感
はわきませんでした。
２日目にホストファミリーとの対面式がありました。

それからの２泊３日で様々な場所に行って、ホスト
ファミリーやその友達とたくさんお話ししました。コ
ミュニケーションは英語です。だから、自分の言いた
いことをうまく言えないこともありました。しかし、
ホームステイの後半に差し掛かってからは、未熟なが
らも英語でコミュニケーションをとることに慣れてき
ました。そして、３日目に国際フォーラムが行われる
場所で久しぶりに一緒にロシアに来た団員のみんなに
会って、ホームステイでのことをお互いに話しました。
久しぶりの日本語はなんだかとても新鮮で懐かしさも
感じました。
３日目から７日目までの活動は、交流の幅がさらに

広がったものでした。ホームステイの時は、日本とロ
シアの交流だったのが、ロシア、モンゴル、ベトナム、
日本、中国、韓国の６か国の交流となりました。最初
の交流である青少年国際会議で、各国の英語力の高さ
に圧倒されました。参加している人の大半が母国語と
英語をコミュニケーションで用いることができて、そ
してそのほかにも１、２か国語話せる人もたくさんい
ました。世界的に見れば、母国語と英語はできるのが
当たり前であることを目の当たりにしました。青少年
国際会議が終わってからのゲームをはじめ、様々な交
流で感じたのは、ほかの国の生徒の積極性です。日本
で、積極的と言われる人でも海外だと消極的と言われ
るのではないか、と思ってしまうくらい積極的で、フ
レンドリーです。だからこそ、初対面でも話しやすく
て初めて会ったと思えないくらい楽しむことができま
した。そんな交流から始まって、各国の伝統的なパ
フォーマンスを見たり、料理を食べたりしながら交流
を深めた数日間は本当にあっという間で、すぐにイル
クーツクから日本に帰国する日が来ました。別れたら
簡単に会えなくなる距離になることはお互いにわかっ

ていました。だから、本当に悲しくて仕方ありません
でした。でも、こんなに別れを悲しめるくらい大切な
友達がこのたったの数日間でできたのは本当にうれし
いです。
今回のロシアのイルクーツクへの訪問で、ロシアの

方たちだけでなくたくさんの国の方たちと交流して、
もっと英語をはじめとする他国の言語や文化を積極的
に学び、コミュニケーションがとれるようになりたい
と思いました。このような素晴らしい機会を与えてく
ださった、各国の関係者や生徒、団員のみんなをはじ
めとする、かかわってくださったすべての方々に深く
感謝したいです。

平成30年度21世紀石川少年の翼ロシア派遣に参加し
て、日本とは違うたくさんの文化や問題に目を向ける
ことができました。
ホームステイでは、最初は、初の海外ということも

あり、すごく緊張していました。ロシア人は、ロシア
語ばかり話しているのかと思っていたら、少し英語も
話していたので、緊張も少しずつ和らいでいき、ホス
トファミリーと打ち解けあうことができました。ロシ
アの人たちは、よく僕のことを気にかけてくれました。
ロシアの人は、ほんとにいい人たちが多いと思いまし
た。
ホームステイの２日間が終わり、次の日からは、

フォーラムが始まりました。日本、ロシア、中国、韓
国、モンゴル、ベトナムの６カ国が集まっていました。
初日は、世界が掲げる問題について各国が発表しま

した。僕は、中国など他国の英語の上手さに圧倒され
ました。日本は、スマホ依存の問題を発表しました。
中国などは、教育制度などについて発表していました。
そこでは、自分たちも気づかなかった問題にふれるこ
とができました。夜には、他国との交流の時間が設け
られました。
フォーラムの２日目と３日目は、各国の歌と踊りの

披露と、娯楽プログラムがありました。日本は、歌は、
上を向いて歩こう、を披露して、踊りは、南中ソーラ
ンを披露しました。南中ソーランは、初めて踊る踊り
だったので、失敗しないか心配でした。案の定、本番
では、踊りの後半で失敗してしまいました。

41



一生の思い出

金沢桜丘高校２年　  長谷川　菜央

交流を通して

金沢泉丘高校１年　  橋　　彩聖

他国の踊りはどこもキレのある踊りばかりでした。
とくに、モンゴルは、キレがよく、印象に強く残りま
した。
日中は、イルクーツク市内を観光しました。バイカ

ル湖は、海のように広く、日本では見られない光景で
した。
最終日は、各国料理会がありました。日本では、味

わえない本場の味を楽しむことができました。
今回の研修を通して、海外へ初めて関心を深めるこ

とができました。この経験を活かし、今後も頑張って
いきたいと思います。

私は今回「21世紀石川少年の翼」のロシア派遣団と
して、初めて海外を訪れました。昨年ロシアに行った
友人からの勧めで、応募を決意しましたが、まさか自
分が団員に選ばれるとは思っていませんでしたし、初
の海外旅行がロシアになることなど想像もできません
でした。
ロシアで過ごした８日間は、見るもの、触れるもの

全てが初めてでとても良い経験になりました。
ホームステイでは、ホストファミリーが笑顔で迎え

てくれて、緊張もなくなり、ロシアでの生活スタイル
を沢山吸収することができました。おじいちゃんとお
ばあちゃんは英語を話すことができませんでしたが、
一生懸命私とコミュニケーションをとろうとしてくれ
てとても嬉しかったです。日本を訪れたことがあるお
ばあちゃんが日本を沢山ほめてくれて心が温まりまし
た。
青少年国際フォーラムでは６カ国の方々と交流し、

各国独自の文化にとても興味がわきました。グローバ
ルな視点を持った仲間との交流は、私によい刺激を与
えてくれて、世界についてもっと学びたいと思わせて
くれました。４日間の交流は、日本で過ごす何倍もの
学びがあり、私の視野を確実に広げてくれました。
今回の派遣での経験は、絶対に私の糧となったし、

忘れられない大切な思い出です。コミュニケーション
をとることの難しさや歯がゆさを感じることも多かっ
たけれど、年齢、性別、そして国境を越えてできた仲
間にとても感謝したいです。

ずっと憧れていた海外。まさか人生で初めて行くの
がロシアだとは思っていなかったけど、すべてが私に
とって刺激となる、一生忘れられない訪問になりまし
た。ロシアは気候、環境、建物、文化など何もかもが
違っていて、初めて異文化を肌で感じられてわくわく
しました。だけど、一番心に残っているのはこの訪問
で出会ったいろんな人達との出会い、関わりです。
私の思い出は大きく分けるとホームステイ、そして

青少年国際フォーラムの２つです。まずホームステイ
では、正直、最初は緊張していたり、思っていたより
向こうの人が話す英語が理解できず戸惑ってしまい、
なかなかなじめなくて落ち込みました。だけど、ホス
トシスターのダーシャはずっと笑顔で色々な話をした
り、私の興味の音楽の話を振ったりウクレレを演奏し
てくれたりして、他の家族も色々なところに連れて
行ってくれたり、日本語を話してくれたりと、ホスト
ファミリーの優しさには本当に救われたし元気づけら
れました。段々なじめていってからは、自分の話や私
の家族の話をホストファミリーに教えたり、いろんな
ことをお喋りしたりできてとても楽しかったです。そ
して、青少年国際フォーラムでは、もう一生経験する
ことはないんじゃないかというくらいのたくさんの貴
重な体験をさせてもらいました。他国のプレゼンを聞
いてたりして、レベルの高さに怖気づいたりもしたけ
ど、一緒に話したり、ダンスを踊ったり、遊んだりし
ていると、みんなとても優しくて気さくで、次第に最
初の緊張していた気持ちもほぐれて、800字にも到底
おさまりきらないくらい楽しくて充実した時間を過ご
せました。別れて空港に向かうバスに乗るときは本当
につらかったです。自分でもこんな涙が出るのかと
びっくりしました。本当に楽しくて素晴らしい経験に
なったけど、自分にもう少し英語力と積極性があった
らもっと楽しかったと思うし、この経験を糧にして自
分を磨きたいです。
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研修をふりかえって研修をふりかえって 管理員から

「イルクーツク」ってどこ？これまでのロシアについ
てのイメージは、近現代史における日本との関わりに
ついてくらいしかなかった。東アジアには、修学旅行
の引率を含めて５、６回行っているが、未知の地であ
るロシア・イルクーツクに行くことになったときは、
不安な気持ちが大きかった。
事前研修では、参加する生徒８名が初めて顔を合わ

せた。最初はみな緊張していたが、役割分担や出し物、
発表の内容、各国料理会で作るメニューについて、お
互いに意見を出し合い、とても良い雰囲気で次々と決
めていった。私はアドバイスを最小限にして、自分た
ちで考え、その考えを尊重するスタンスで生徒を見守
ることにした。歌や踊りの練習でも、振り付けや立ち
位置を自分たちで相談しながら、積極的に練習してい
た。この様子から、この８人ならばしっかりと交流が
できるであろうと期待をもった。
出発当日、生徒たちは和んではいたものの、どこか

緊張しているようであった。１日目の移動は、新幹線
と成田エクスプレス、成田からハバロフスクを経由し
てイルクーツクへ。ホテルまでは17時間かかった。
２日目の朝、昨日はホテルに夜遅く到着したので生

徒たちの体調はどうかと心配したが、特に問題がなく
ほっとした。この日は副知事への表敬訪問、ホスト
ファミリーとの対面式が予定されていた。時間にまだ
余裕があったので、アンガラ川沿いをみんなで散歩す
ることになった。出発前の日本は朝からとても暑かっ
たが、イルクーツクは涼しく爽やかな朝で、気持ちよ
く散歩をすることができた。副知事表敬の後、生徒た
ちはホストファミリーと対面し、そのままそれぞれ
ホームスティ先に向かった。
４日目の昼前に、生徒たちはホームスティ先から青

少年国際フォーラムの会場に集合した。ホストファミ
リーと写真を撮ったりハグをしたり別れを惜しんでい
た。ホームスティはどうだったか心配していたが、ど
の生徒も満足感であふれていたので安心した。昼食時
にホームスティ先での話を生徒たちから聞いたが、皆
とても楽しかったと口をそろえて話し、とても充実し
ていたようであった。国際フォーラムは、ロシア・中
国・モンゴル・韓国・ベトナム・日本の６か国の高校
生が、世界の諸問題について解決策の提案も含めて、
英語でプレゼンするものであった。日本チームは、２
人の生徒が堂々とわかりやすい英語で発表していた。
スマホの害についての発表で、身近なテーマだったた
めか各国の生徒たちは、とても関心を持って聞いてお
り、発表後の質問はどの国よりも一番多かった。その

後、イルクーツク州教育センター「ギャラクシー」に
移動して、交流活動を行った。今後数日間は、この
ギャラクシーを中心に交流活動が行われた。最初は、
外国の生徒の積極さに戸惑いを見せていたが、活動が
始まると皆楽しく交流していた。体を動かす活動もあ
れば、キュボロ（cuboro）という玩具を使ってチーム
で課題をクリアしていく知的な活動もあった。私の中
での一番の思い出は、各国の歌やダンスの披露である。
他の国は民族衣装に着替えて、歌や踊り演奏が本格的
であった。日本も歌と踊りを準備してきたが、練習時
間が少なかったので心配していた。しかし生徒たちは
笑顔で一生懸命発表し、会場からは手拍手や掛け声を
もらい、大盛況であった。終わった後は、生徒たちみ
なやり切った満足感に満ちあふれていた。
最終日には、各国の文化体験や料理を作って振る舞

う活動があった。生徒たちは楽しんでいたが、次第に
残りの交流時間が少なくなってきて、名残惜しそうな
顔つきになった。別れ際には、各国の生徒たちと互い
に涙を流しながら、別れの言葉をかけあっていた。生
徒たちはバスに乗り込んでも涙を流し続け、その姿に
私も心が熱くなり、とても充実した交流だったのだと
感じた。
復路も同様に、日本までの移動はとても大変であっ

た。朝１時にイルクーツク空港を出発し、経由地のハ
バロフスクで５時間半の滞在。ようやく到着した成田
では、日本語が聞こえ、日本語の看板があること非常
に懐かしく安心感を覚えた。そして金沢に降り立つと、
つい数時間前までのロシアでの生活は夢ではないかと
錯覚するほどであった。それほどロシアでの生活が、
とても刺激的なものであったからであろう。
今回の訪問で生徒たちは、町や自然、他国の生徒と

交流する中で、それぞれが異なる文化や言語の中で自
分の思いを伝えることの難しさを知ったと同時に国際
交流の素晴らしさを経験した。わずか８日間の滞在で
はあったが、この経験が今後の高校生活やその後の生
き方に大きな影響を与えるのではないかと思う。最後
に、この素晴らしい青少年国際フォーラムを企画し、
本県の高校生たちを受け入れていただいたイルクーツ
ク州政府、現地での通訳として大変お世話になった
ターニャさん、アンドリヤノフさん、そして団員一人
ひとりのことを常に気にかけて下さった坂井課長に感
謝の意を表すとともに、この派遣の担当として現地と
の連絡調整、事前研修準備、運営、生徒への指示を的
確に行っていた橋場さんに心よりお礼申し上げます。

（学校指導課　指導主事　若山　　悟）

43



団員からのメッセージ団員からのメッセージ

アドバイス・反省点

・お土産を入れるためキャリーバックに予備のスペースを空けておくと良いと思います。
・動く活動が多いのでスカートよりも動きやすいズボンなどがいい。
・フォーラムの最後のお別れの時にさっと渡せる日本のお菓子や小物（栞など）を用意しておくと良い。
・よく移動したり活動するので、リュックとは別にパスポートや財布を入れるような小さなウェスト
ポーチをもっておくといい。

・英単語はたくさん知っておいた方がいいです。日本のお土産は多めに持って行った方がいいです。
・どこの国の人も英語を話せる人が多いので、もっと英語を話せたら良かったなと思いました。
・ホストファミリーだけでなく、フォーラムに参加する人たちにも日本からお土産を持っていけばよ
かったなと思いました。

・交流会の時にいろいろな国の学生からキーホルダーなどのプレゼントをもらったときのお返しのため
小さいプレゼントをいくつか持って行った方がいいと思いました。

・ロシアは夜になるとすごく寒いので防寒具を持って行った方がいい。
・基本的なロシア語を学んでおいた方がいい。
・ホストファミリーとの会話の話題を考えていった方がいい。
・家に帰ってみると意外と自分へのお土産がない。
・英語力も必要だけど、積極性もすごく重要だと思いました。

メ　ッ　セ　ー　ジ

・目標や目的を持って挑むことが大切だと思います。交流を成功させるためにも自身の健康管理を意識
してほしいです。

・今までで１番の夏休みになること間違いなしです！様々な国の人との交流や国際フォーラム、ホーム
ステイなどでたくさんの刺激を受け、成長できると思います。

・必ず良い経験になります。行くときは不安でドキドキしていても、帰りのときには日本に帰りたくな
いと号泣していると思います！

・今までにしたことの内容な経験がたくさんできるので、ぜひ行ってほしいです。
・外国に行って、たくさんの人と交流することで、他の国について教えてもらったり、日本について
知ってもらったりできて楽しいです。また、自分に足りないことも気づかされるので自分をより高め
ることができ、良い経験となりました。

・ホストファミリーなど研修に関わってくれる人たちはみんないい人たちでした。
・日本での生活とは180度違った世界を見ることができ、とても良い経験になると思います。短い期間
の他国との交流だけど、本当に良い仲間ができる！

・参加する前は不安の方が大きかったですが、研修を終えて帰ってきたら本当に行って良かったなと思
うし、毎日ロシアのことを考えているくらい楽しくて充実していました。
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色紙よせがき色紙よせがき
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平成30年度
「21世紀石川少年の翼」（ロシア・イルクーツク州派遣）日程

管理指導員３名／団員８名

月　日 宿　泊　先日　　　　　程時　刻都市名

ホテル「イルクーツク」

ホテル「イルクーツク」

ホテル「イルクーツク」

ホームステイ

ホームステイ

金沢駅もてなしドーム地下広場集合
結団式
金沢駅発
東京駅着、乗り換え
東京駅発
成田空港第２ビル着、搭乗手続き
成田空港発
ハバロフスク空港着、乗り継ぎ
ハバロフスク空港発
イルクーツク空港着
ホテル着

朝食
ホテル周辺を散歩
ホテル発、副知事表敬会場へ
副知事表敬
ホストファミリー対面式
生徒：ホストファミリー宅へ
管理員：管理員プログラム

生　徒：ホームステイ
管理員：管理員プログラム

生　徒：ホームステイ先から集合
第８回青少年国際フォーラム開会式
昼食
会　議：テーマ「子どもの目から見た
　　　　現代社会における問題」
（各国10分程度の英語での発表）
教育センター「ギャラクシー」へ移動
夕食
ゲーム、交流会
ギャラクシー発、ホテルへ移動
ホテル着

朝食
ホテル発、市内見学
昼食会場へ移動
昼食
昼食会場発、市内の施設へ移動
積み木を使ったゲーム
ギャラクシーへ移動
夕食
歌と踊りの練習
歌と踊りの披露
夜食
ギャラクシー発、ホテルへ移動
ホテル着

07：00
07：10
07：48
10：20
11：03
11：53
14：35
18：30
22：00
23：35
25：00

09：00
10：15
11：40
12：00
12：30

11：30
13：00
14：00
14：30

16：30
18：00
18：30
22：00
23：00

09：00
10：40
13：40
14：00
14：50
15：10
17：10
18：30
19：20
20：30
22：00
22：30
23：40

交通機関

かがやき504

成田エクスプレス19

S7 568

SU 5652

貸切バス

徒歩
専用車

貸切バス

貸切バス

７月31日
（火）

１
　
日
　
目

３
日
目

２
　
日
　
目

４
　
日
　
目

８月１日
（水）

８月２日
（木）

５
　
日
　
目

８月３日
（金）

８月４日
（土）

金　沢

東　京

成　田

ハバロフスク

イルクーツク

イルクーツク

イルクーツク

イルクーツク

アンガルスク

イルクーツク

イルクーツク

アンガルスク

イルクーツク
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ホテル「イルクーツク」

機中泊

月　日 宿　泊　先日　　　　　程時　刻都市名

朝食
ホテル発、伝統建築・民俗博物館
「タリツィー」へ移動
ゲーム、踊り
タリツィー見学
バイカル湖畔のリストヴャンカ村へ移動
昼食
バイカル湖周辺を散策
バイカル生態学博物館訪問へ移動
バイカル生態学博物館見学
バイカル生態学博物館発、市内へ移動
市内で買物
ギャラクシーへ移動
夕食
アンサンブル鑑賞
夜食
ギャラクシー発、ホテルへ移動
ホテル着

朝食
ホテル発、ギャラクシーへ移動
マスタークラス
昼食
自由時間
各国料理会準備
各国料理会
ダンス
ギャラクシー発、空港へ移動

イルクーツク空港発
ハバロフスク空港着、乗り継ぎ
ハバロフスク空港発
成田空港第２ターミナル着、入国審査
成田空港発
東京駅着、乗り換え
東京駅発
金沢駅着
解団式　もてなしドーム地下広場

09：00
10：00

11：20
12：00
13：25
14：10
15：00
15：50
16：00
17：40
18：45
19：35
21：00
21：30
22：30
22：50
24：00

08：00
08：30
10：15
14：10
14：20
16：20
18：40
20：00
21：30

01：05
06：15
12：10
13：35
15：18
16：14
17：24
19：58
20：10

交通機関

貸切バス

徒歩
貸切バス

貸切バス

SU 5653

S7 567

成田エクスプレス19

かがやき513

８月５日
（日）

６
　
日
　
目

８
　
日
　
目

７
　
日
　
目

８月６日
（月）

８月７日
（火）

イルクーツク

リストヴャンカ

アンガルスク

イルクーツク

イルクーツク

アンガルスク

イルクーツク
ハバロフスク

成　田

東　京

金　沢
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平成30年度
「21世紀石川少年の翼」（ロシア・イルクーツク州派遣）名簿

管理指導員

NO. 区　　　分 氏　　　名 性別 所　　　　　属

団　　　員

役　　　　割

1

2

3

団　　長

管 理 員

管 理 員

男

男

女

国際交流課　課長 

学校指導課　指導主事 

国際交流課　主任主事 

1

2

3

4

5

6

7

8

小 松 大 谷 高 校

金 沢 桜 丘 高 校

北 陸 学 院 高 校

金 沢 桜 丘 高 校

金 沢 泉 丘 高 校

穴 水 高 校

金 沢 泉 丘 高 校

金 沢 桜 丘 高 校

男

女

女

女

女

男

女

女

３年

２年

１年

２年

２年

３年

１年

２年

リーダー

記録係

サブリーダー

フォーラム係

フォーラム係

交流係

生活係

交流係

NO. 学　　　校 氏　　　名 性別 学年

さか　  い　  りょう　いち

わか　やま　　　　さとる

はし　  ば　    ま　　 み

坂　井　亮　一

若　山　　　悟

橋　場　真　美

石郷岡　輝太郎

石　田　愛　佳

井　波　萌々果

上　谷　　　奏

谷　口　遥　香

辻　端　洸　虎

橋　　　彩　聖

長谷川　菜　央

いしごうおか　 こう た ろう

いし　  だ　  あい　　か

 い　  なみ　  も  も  か

うえ　たに　　　　かなで

たに　ぐち　はる　　か

つじ　ばた　ひろ　　と

はし　　　　  あ　　さと

 は せ がわ　  な　　 お
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Ishikawa  Japan~

~Jiangsu Province  China

中国・江蘇省青少年交流事業（受入）

期間：平成30年７月26日（木）～31日（火）

中国・江蘇省の豆知識
・位　置
　中国大陸の東部沿海地方の中心部、長江の下流に位置する。
　東は黄海、南東に上海市、西は安徽省、北は山東省、南は浙江省に接する。

・面　積
　10.26万km2

・人　口
　約8,029万人

・制　度
　省が市を、市が県を管轄する行政制度
　省直轄市：13
　　　　　　（南京、蘇州、無錫、常州、南通、揚州、鎮江、
　　　　　　連雲港、塩城、徐州、淮安、泰州、宿遷）

・省　都
　南京市

・江蘇省ホームページ
　http://www.jiangsu.gov.cn/（中国語）
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団長あいさつ団長あいさつ

中国・江蘇省訪問団　団長　　　　　　
南京田家炳高級中学　副校長　　　　

施　　江　　

こんにちは！　
この度は私たちを温かく受け入れてくださいました谷本知事をはじめとする日本の友人の皆様に感謝

の意を申し上げます。中日平和友好条約締結40周年という節目の年に石川県へ訪問させていただき、本
当に光栄に思います。おかげさまで、石川県でかけがえのない６日間を過ごすことができました。
今年の中国江蘇省から派遣した「少年の翼」訪問団は、南京田家炳高級中学と常州市第三中学によっ

て結成されています。両校とも90年近くの歴史があり、綺麗なキャンパスと進んだ教育施設を持ってお
り、両校とも国際交流を大切にしています。
「少年の翼」という素晴らしい交流プロジェクトを考案された石川県の皆様に心より感謝したいです。
1996年に「少年の翼」で江蘇省との交流が始まってから22年がたちました。この22年間、プロジェクト
に参加した中日の青少年は300人以上にも達したと伺っております。両国の友好交流に多大な貢献をさ
れてきたことに敬意を表したいと思います。
石川県国際交流課の皆様が猛暑にもかかわらず、美しい石川県をご案内いただき本当に感謝していま

す。兼六園や金沢城公園をはじめとする名所旧跡だけではなく、日本の農耕文化と海洋文明をうまく融
合した能登半島も見学させていただきました。また、七尾東雲高校の教員生徒が眩しい日差しの下で出
し物を披露したり交流したりしたことはずっと印象に残っています。また生徒たちを温かく受け入れて
くれたホストファミリーの皆さまにも感謝の意を表したいです。その厚いおもてなしを受け、石川県民
の純朴や親切、友好、開放と自信をしみじみ感じました。歴史伝統と現代文明を完璧に融合した石川県
に敬意を申し上げます。
今回の経験はきっと生徒の皆さんの心で友好の種をまき、中国江蘇省に帰った後も夢と希望を語り合

い、より多元的で美しい世界を作り出していけるのではないでしょうか。両国の青少年は草の根の大使
であり、平和と友好の使者でもあります。６日間は世界を変えることができなくても、世界を見る考え
方を変えることができます。
谷本知事をはじめとする石川県の皆様が来年江蘇省へ訪問する際、南京田家炳高級中学と常州市第三

中学に立ち寄ることを心より期待しております。
最後に、皆様の温かいおもてなしに改めて感謝いたします。どうもありがとうございました。

50



交流の思い出交流の思い出

小松空港到着

輪島朝市 工房長屋・箸づくり沈金体験 工房長屋・箸づくり沈金体験

昼食

千枚田

千里浜

御陣乗太鼓
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工房長屋・箸づくり沈金体験

七尾東雲高校訪問

七尾東雲高校訪問

七尾東雲高校訪問

工房長屋・箸づくり沈金体験

キリコ会館 キリコ会館

七尾東雲高校訪問

七尾東雲高校訪問
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ホストファミリー対面式 ホストファミリー対面式 ホストファミリー対面式

ホストファミリー対面式 ホストファミリー対面式

七尾東雲高校訪問

七尾東雲高校訪問

七尾東雲高校訪問

七尾東雲高校訪問

七尾東雲高校訪問
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ホームステイ（井波さん） ホームステイ（濵中さん）

ホームステイ（石田さん）

翼OBOGとの交流

翼OBOGとの交流 翼OBOGとの交流

ホームステイ（上谷さん）

ホストファミリー対面式

ホストファミリー対面式
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翼OBOGとの交流

兼六園石川県庁訪問

知事表敬

伏見稲荷大社知事表敬

伏見稲荷大社 関西空港から帰国

翼OBOGとの交流 翼OBOGとの交流

翼OBOGとの交流
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最高の旅は知らない都市で新たな感動を味わうこと
です。私にとって、石川県は見知らぬ土地ですが、海
や鳥、畑、村など、すべてのものに心が温まります。
ここにいると、ストレスが自然と解消され、人と自然
の調和の美を感じ、最も誠実で純粋な自分に出会いま
す。

一．調和の美
石川県にいると、感動しやすい日々が続きます。静

かな町で、どこでもきれいな景色が目に浮かびます。
「見て！海だ！」
スマホのスクリーン

から目をあげ、晴れ
渡っている空の下で、
青々とした海が澄んで
います。自由に飛んで
いる一連の海鳥の羽ば
たく音がはっきり聞こ
えます。波が押し寄せ
てきて、ふわっと肌に
触った後、またこっそりと行ってしまいました。イヤ
ホンからちょうど恋の歌が流れ、すべての音符が波と
同じリズムで本当に不思議な気持ちになりました。こ
の海の囁きは何千年前から力強く打っている石川の鼓
動でしょう。
ここではインターネットなんか要りません。一滴の

水にも一木一草にも目を移すことができないのです。
ホームステイ２日目に電車で金沢市へ行くときに、車
輪とレールが摩擦する時に立てたガタンゴトンという
音に安心しました。窓に身を寄せ、稲畑と農舎が目に
入りました。
静かさも力です。
石川県へ来て、

自然と警戒心が解
けて心を開き、自
然の音を聞いたり、
自分の心の声を聞
いたりするようになりました。ある日本作家がこのよ
うに言いました。「美は出会いと親しみによって得られ

るものです。」自然との調和は石川県一人一人の心に
しっとり染み込んでいるようで、自然から来て、自然
の中で成長し、純朴・友好・親切で魅力にあふれてい
ます。ここにいる人々が自然を尊重・保護し、伝統文
化を伝承・珍重するという気持ちはかけがえのない宝
物ではないでしょうか。

二、知事表敬
石川県庁で谷本正憲知事を表敬することは今回訪問

の重要なことの一つです。知事は南京へ訪問した時の
経験談を話し、四大ストーブとしての南京の魅力と熱
情をユーモアたくさんに語ってくれました。私は学生
代表として、日本語で団員と学校を紹介しました。知
事は話を聞きながらあいづちを打ったりして中国の学
生や学校生活に興味津々です。最後に「あなたの日本
語は100点満点です。」と褒めてくれました。
「加賀八幡起上り」というだるまを記念品にいただき
ましたが、谷本知事は自ら加賀八幡起上りが倒しても
すぐに起き上がるのを何回も見せてくれました。今後
困難に出会っても、屈折しても、最後まで諦めずにや
り遂げて欲しいという願いをこめたらしいです。
谷本知事をはじめ、石川県民の皆さんは、縁を大切

にし、真摯で純粋な心を持ち、自分と向き合い、いつ
も楽観的で心
に余裕を持っ
ています。こ
のような枯淡
と調和は石川
県がくれた宝
物です。

・期待に胸を膨らませている
７月末の猛暑、石川県へ訪問させていただきました。

初めて「少年の翼」という名前を聞いた時に、太陽が
見え始めた地平線に向けて飛んでいる鳩が目に浮かび、
その鳩が親善と平和をもって、中国の文化を日本へ伝
え、また平和のシンボルとするオリーブの枝を持ち中
国に戻ってきました。民間の小さな交流使者としての
私たちは皆情熱をもって旅の始まりを待ち望みました。

本当の自分に出会う

南京田家炳高級中学　  方　越寧

異国の教育文化を体験する

南京田家炳高級中学　  申　然陸悦

感想文感想文
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一生忘れられない美しい思い出

常州市第三中学　  魏　鈺嫣

石川県にいる１週間は能登半島の魅力的な景色に
うっとりしたり、ホストファミリーで日本生活を体験
したり、石川県谷本知事からの歓迎を感じたり…最も
印象に残ったのは七尾東雲高等学校での交流活動でし
た。
この日、私は朝早く起きて元気を出して交流の話題

をたくさん考え、目的地に着くのを待ちに待ちました。
七尾東雲高等学校は能登半島の東南にあり、七尾湾に
面しています。途中に青々とした海が綿々と続いてい
るので、２時間の道のりはあっという間にすぎてしま
いました。学校に着いたら、生徒はすでに横断幕を
もって私たちを待っていました。まぶしい日差しの下
で、皆もうびしょびしょになりましたが、「いらっしゃ
いませ」と大声で歓迎してくれました。

・深く知る
交流会は学校の図書室で行われました。校長先生は

あいさつで流行語も使ったりしてユーモアあふれ、先
生よりも友達みたいな感じで生徒との距離が一気に縮
まりました。その後、施校長も訪問団と当校を真面目
に紹介し、お互いに理解を深めました。日本の生徒は
中国語が分からなくても話している施校長をじっと見
つめていて、通訳を聞いた後頷いたりして尊敬の意を
表すことに感心しました。
その後、生徒会のメンバーが東雲高等学校を紹介し

ました。演劇科・総合経営学科・電子機械科という３
つの学科があります。最も特徴的なのは総合経営学科
で、学校に
は 畑 （ ビ
ニールハウ
ス）があり、
農業系列の
生徒はフラ
ワーデザイ
ンやバイオ

テクノロジーの基礎・基本を学んだり、花や野菜、果
樹など栽培・収穫したりしています。商業系列の生徒
は商業の基本を学んだりしてハウスで収穫されたもの
を販売します。
また演劇科が作ったお土産プロモーションのＣＭも

見ました。２分間しかないですが、そのＣＭは心を込
めて作ったものだということが分かります。これは利
益をあげるだけではなく、自分の故郷への愛もうかが
えるのではないでしょうか。また、勉強しながらも実
践を重んじることは私たちの教育に欠けているもので
しょう。
水引き体験の時に、皆さんになぜ自分の学科にした

かと聞いてみたら、大多数の人は故郷を愛しているか
らと答えました。自分が勉強したことがふるさとづく
りに活かされ、七尾市がより繁栄し、多くの人に知ら
れ、ここで観光したり暮らしたりするようになってほ
しいと答えました。本当に感服しました。

・エピローグ
最後に東雲高校がすばらしいストリートダンスを披

露しました。彼らは赤いシャツを着ていて活気に満ち
ています。特に真ん中のお姉さんの笑顔はすごくス
ウィートで、よく彼女と目があったりして、つい彼女
といっしょに笑うようになりました。私たちも古典的
な雰囲気がたっぷりのダンス『将進酒』を踊り、盛大
な拍手を受けました。また日本で大人気の『Lemon』
もみんなで一緒に歌うようになり、皆の歌声や笑い声、
拍手が混同し、特別な友情の歌となりました。
この短い３時間の学校交流は今回の訪問で一番印象

深いものです。異国の同じ年の生徒と交流するのは人
生初めてで、国籍や学校制度が違っていても目的地は
同じで、気持ちも通じあい、共に国のため、世界のた
め一所懸命がんばっているということがよくわかりま
した。

私のホストファミリーは、鈴らとお父さんとお母さ
んの３人家族で、家は金沢市中心部にある３階建ての
一軒家です。また家には２匹の可愛い犬と２匹のツン
デレな猫がいます。鈴らは中国語を６カ月間勉強し、
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中国人は日本に対して複雑な感情を持っています
が、魅力的な観光地だということは否定できません。
ラッキーなことに、今回石川県へ訪問するチャンスに
恵まれ、日本文化の独特な魅力を実際に体験すること
ができました。日本滞在中、一番印象深くて感動が多
かったのはホストファミリーと一緒にいる時間です。
少し緊張感と期待感を抱きながら、私たちはレスト

ランでの対面式で初めて会いました。お母さんと娘さ
んは明るくて、いつも笑顔なので、私もすぐ彼らの生
活に馴染むことができました。お父さんと息子さんは
すこしシャイであまり感情を表に出さないタイプで
す。またもう一人アメリカの留学生がいて、繊細で知
性的な顔立ちから、31歳の彼女を18歳だと勘違いして
しまいました。
一日半ほとんど英語で話していましたが、うまく交

流ができました。私の趣味に合わせて、お母さんは心
を込めて計画を立てました。例えば、音楽好きな私を
つれて一緒にカラオケへ行ったり、ショッピング好き
な私をつれて買い物したりしました。お母さんは専業
主婦で、作った料理は本当においしかったですし、家
事もすごく上手にできます。感服しました。
日本の町で、交通信号機がなくても車は歩行者が道

を渡るのを待ちます。町を歩くだけでも楽しみになり
ます。スマホで写真を撮ったら、どれもきれいです。
また、ホストファミリーから日本の生徒の夏休みの宿
題は少ないということを知りました。しかも、保護者
はオープンマインドで子供に独立したスペースと時間
を与え、彼氏がいたりお化粧したりすることもすごく
普通のこととして干渉することはありません。

日本文化の魅力を感じる

常州市第三中学　  王　涵

私と中国語で日常会話ができるのは、本当にすごいで
す。お父さんとお母さんの通訳にもなりました。
彼らは「少年の翼」の日程表を黒板に貼っていて、

私たちの行程をとてもよく知っていました。
対面式が終わった後に、私をスーパーにつれて日本

のお菓子と明日の朝ご飯をたくさん買いました。別れ
た時は何とそのお菓子を全部私にくれました。
私は生ものが苦手で温かい物が好きだと聞いて、お

母さんは朝ご飯に熟した魚やウェルダンの牛ステーキ、
大盛りのサラダ、梅干し入りのおにぎり、紅茶とご飯
を用意してくれて、食べ過ぎてしまいました。
朝ご飯の後、私たちは車で百貨店へ行きました。そ

こで、お父さんの作品ですごく大きなだるまを見まし
た。その後はアニメ関連の店へ行ったり、マクドナル
ドを食べたりして、とても楽しかったです。
午後家に着いた後、

お母さんに浴衣を着付
けてもらったり、かわ
いい髪形を結っても
らったりしました。家
近くの木の下でいっぱ
い写真を撮りました。
お父さんが帰った後、
また四人で夏祭りへ行
きました。すごく賑や
かでした。
夜は焼肉を食べに行きました。日本の焼肉の店はす

ごくかわいくて、お肉もすごくおいしくて、浴衣がき
つくなるくらいいっぱい食べました。また、クレーン
ゲーム機で景品をとりました。お父さんは店員にコツ
を教えてもらって、ガレージキットやぬいぐるみをと
ることができました。とても楽しかったです。
今回のホー

ムステイは私
にとって一生
忘れられない
美しい思い出
です。鈴ら、
お母さん、お
父さん、本当
にありがとう
ございました。
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平成30年度
「21世紀石川少年の翼」（中国・江蘇省青少年訪問団受入）日程

管理指導員３名／高校生８名

月　日 宿　泊　先日　　　　　程時　刻

温泉民宿　海辺

　

ホームステイ

ホームステイ

ホテルエコノ東金沢

ホテルサンプラスユタカ

上海浦東空港発
小松空港着
昼食
千里浜なぎさドライブウェイ
千枚田
宿舎着、夕食
御陣乗太鼓

宿舎発
輪島朝市
工房長屋・箸づくり沈金体験 
キリコ会館
昼食
七尾東雲高校訪問
ホストファミリー対面式

生　徒：ホームステイプログラム
管理員：県内視察

学　生：ホームステイプログラム
管理員：県内視察

ホームステイ先から集合
翼ＯＢＯＧとの交流会、昼食
（おにぎり・味噌汁・ギョーザづくり）
兼六園・金沢城公園
宿舎着、夕食

宿舎発
県庁舎案内（展望ロビー、災害対策本部室）
知事表敬
京都へ移動
昼食
京都市内見学（伏見稲荷大社）
宿舎着、夕食
　　　　　　
宿舎発
関西空港着
関西空港発
上海浦東空港着　　　　

 9：35
12：35

15：30
18：00
18：30
20：30

 8：30
 8：45
 9：30
11：10
11：50
13：50
19：00

11：20
11：30

15：00
18：00

 9：00
 9：15
10：00
10：40
13：00
16：00
18：30

 9：30
10：00
14：10
16：25

７月26日
（木）

１
　
日
　
目

３
日
目

２
　 

日 

　
目

４
　
日
　
目

７月27日
（金）

７月28日
（土）

７月29日
（日）

５
　
日
　
目

７月30日
（月）

６
　
日
　
目

７月31日
（火）
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平成30年度
「21世紀石川少年の翼」（中国・江蘇省青少年訪問団）名簿

管理指導員

NO. 区　　　分 氏　　　名 性別 所　　　　　属

団　　　員

ホームステイ先

1

2

3

団　長

管理員

管理員

男

男

男

南京田家炳高級中学副校長

1

2

3

4

5

6

7

8

２年

２年

２年

２年

１年

１年

１年

１年

濵　中　萌　生

東　　　武　琉

上　谷　　　奏

石　田　愛　佳

和　氣　鈴　ら

重　山　光　輝

井　波　萌々果

NO. 学　　　校 氏　　　名 学年

女

男

男

女

女

女

女

女

性別

施　江

操　海涛

郎　叙

方　越寧

周　理査

周　天朔

申　然陸悦

魏　鈺嫣

周　陽

蔣　淑英

王　涵

南京田家炳高級中学学生

南京田家炳高級中学学生

南京田家炳高級中学学生

南京田家炳高級中学学生

常州市第三中学学生

常州市第三中学学生

常州市第三中学学生

常州市第三中学学生

常州市第三中学
数学チーム・教育研究チームリーダー 
南京市人民政府外事弁公室友好協会工作処
主任科員

シ　  コウ

ソウ　 カイトウ

ロウ　 ジョ

ホウ　 エツネイ

シュウ　  リ  サ

シュウ　テンサク

シン　 ゼンリクエツ

 ギ　 ギョクエン

シュウ　ヨウ

ショウ　シュクエイ

オウ　  カン
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「21世紀石川少年の翼」これまでのあゆみ

韓国・全羅北道
派　　        　　　　　　　　遣 受　　　　　　入

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

昭和61年度
昭和62年度
昭和63年度
平成元年度
平成２年度
平成３年度
平成４年度
平成５年度
平成６年度
平成７年度
平成８年度
平成９年度
平成10年度
平成11年度
平成12年度
平成13年度
平成14年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度

  100
  100
  125
   92
   90
  110
  110
  110
  111
  104
   75
   62
   71
   66
   50
   47
   37
   18
   14
   16
   14
   15
   23
13
－ 
13
－ 
8

－ 
12

   － 
   － 
   － 
   61
  110
  110
   98
  118
  164
  114
   86
   85
   77
   70
   50
   50
   41
   20
   17
   20
   12
   15
－ 
－ 
12
－ 
13
－ 
12
－ 

回 年　　度 日　　　　　程 団　　　長 副　団　長 参加人数 日　　　　　程 参加人数
中 西 知 事
杉 山 副 知 事
中 西 知 事
中 西 知 事
杉 山 副 知 事
肥 田 教 育 長
中 西 知 事
太 田 副 知 事
谷 本 知 事
山 岸 局 長
竹 部 教 育 参 事
中 山 教 育 次 長
北 川 局 長
倉 本 教 育 次 長
上 乘 教 育 次 長
村井教育次長兼学校指導課長
鹿野教育センター所長
金 田 教 育 次 長
太 田 課 長
豊 原 課 長
井川寺井高校長
三 国 局 長
田 西 課 長
北 村 次 長

－
木 島 課 長

－
戒田課参事兼補佐

－
北川課参事兼補佐

吉 田 教 育 次 長
善 　 局 長
吉 田 参 与
吉 田 参 与
山 田 局 長
柏 木 局 次 長
寺 西 局 長
佐 藤 県 参 事
山 岸 局 長

－
越 島 局 次 長

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

※１　平成７年度までは、「日韓少年交流事業」として実施
※２　交流団体は、昭和61年度～平成９年度は「世界文化交流協会」、平成10年度～15年度は「韓国青少年連盟」、平成16年度～27年度は「韓国青少年全北連盟」、平成28年度～は「全羅北道」　
※３　平成15年度は新型肺炎（SARS）の影響により中止　　  ※４　平成21年度は新型インフルエンザの影響により受入を中止  
※５　平成27年度は中東呼吸器症候群（MERS）の影響により派遣を中止

中国・江蘇省
派　　        　　　　　　　　遣

※１　交流団体は、「中国江蘇省人民対外友好協会」　※２　平成15年度は新型肺炎（SARS）の影響により中止

受　　　　　　入

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

平成８年度
平成９年度
平成10年度
平成11年度
平成12年度
平成13年度
平成14年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度

   20
20

   20
   12
   20
   19
   16
   16
  　5
  　5
  　8
    5
    6
－ 
10
－ 
4

－ 
５
－ 
8

－ 

    8
8

    8
    8
    8
    8

8
8
10
10
8
8
8

    8
－ 
  8
－ 
8

－ 
8

－ 
8

回 年　　度 日　　　　　程 団　　　長 副　団　長 参加人数 日　　　　　程 参加人数
谷 本 知 事
山 岸 局 長
中 村 教 育 次 長
中 西 局 長
東 局 次 長
中 西 局 長
大 井 局 長
竹 中 次 長
山本国際交流協会専務
山 口 県 参 事
豊 原 課 長
岩本学校指導課長
八十田七尾高校長

－
田西国際交流協会専務

－
田西国際交流協会専務

－
藤 村 課 長

－
戒田課参事兼補佐

－

山 岸 局 長
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

　　　　　　 －
　　　　　　 －
　　　　　　 －
７月27日(木) ～８月２日(水)
７月26日(木) ～７月31日(火)
７月25日(木) ～７月30日(火)
７月23日(木) ～７月28日(火)
７月22日(木) ～７月27日(火)
７月27日(水) ～８月１日(月)
７月26日(水) ～７月31日(月)
７月24日(水) ～７月29日(月)
７月23日(水) ～７月28日(月)
７月29日(水) ～８月３日(月)
７月28日(水) ～８月２日(月)
７月26日(水) ～７月31日(月)
７月25日(水) ～７月30日(月)
７月24日(水) ～７月29日(月)
８月６日(金) ～８月11日(水)
８月３日(水) ～８月８日(月)
７月26日(水) ～７月31日(月)
８月８日(水) ～８月13日(月)
７月30日(水) ～８月４日(月)
　　　　　　 －
　　　　　　 －
８月８日(水) ～８月13日(月)
　　　　　　 －
７月23日(水) ～７月28日(月)
　　　　　　 －
８月４日(金) ～８月９日(水)
　　　　　　 －

８月５日(月) ～８月10日(土)
８月９日(土) ～８月14日(木)
８月16日(日) ～８月21日(金)
８月15日(日) ～８月20日(金)
８月13日(日) ～８月18日(金)
８月５日(日) ～８月10日(金)
８月４日(日) ～８月９日(金)
７月24日(土) ～７月28日(水)
７月24日(日) ～７月29日(金)
８月３日(木) ～８月８日(火)
７月24日(火) ～７月29日(日)
８月３日(日) ～８月８日(金)
８月20日(木) ～８月25日(火)
　　　　　　 －
７月28日(木) ～８月２日(火)
　　　　　　 －
８月１日(木) ～８月６日(火)
　　　　　　 －
７月30日（木) ～８月４日(火)
　　　　　　 －
８月３日(木) ～８月８日(火)
　　　　　　 －

７月23日(火) ～７月28日(日)
７月23日(水) ～７月28日(月)
７月29日(水) ～８月３日(月)
７月28日(水) ～８月２日(月)
７月26日(水) ～７月31日(月)
７月25日(水) ～７月30日(月)
７月24日(水) ～７月29日(月)
８月５日(木) ～８月10日(火)
８月２日(火) ～８月７日(日)
７月20日(木) ～７月25日(火)
８月７日(火) ～８月12日(日)
７月24日(木) ～７月29日(火)
８月６日(木) ～８月11日(火)
８月19日(木) ～８月24日(火)
　　　　　　 －
７月26日(木) ～７月31日(火)
　　　　　　 －
７月24日(木) ～７月29日(火)
　　　　　　 －
７月21日(木) ～７月26日(火)
　　　　　　 －
７月26日(木) ～７月31日(火)

８月４日(月) ～８月８日(金)
８月３日(月) ～８月７日(金)
８月５日(金) ～８月９日(火)
８月９日(水) ～８月14日(月)
８月８日(水) ～８月13日(月)
８月７日(水) ～８月12日(月)
８月５日(水) ～８月10日(月)
８月５日(木) ～８月10日(火)
８月５日(金) ～８月10日(水)
８月６日(日) ～８月11日(金)
８月４日(日) ～８月９日(金)
８月３日(日) ～８月８日(金)
８月９日(日) ～８月14日(金)
８月８日(日) ～８月13日(金)
８月６日(日) ～８月11日(金)
８月８日(水) ～８月13日(月)
８月７日(水) ～８月12日(月)
７月23日(金) ～７月28日(水)
７月22日(金) ～７月27日(水)
８月４日(金) ～８月９日(水)
７月25日(水) ～７月30日(月)
８月８日(金) ～８月13日(水)
８月19日(水) ～８月24日(月)
８月５日(金) ～８月10日(金)
　　　　　　 －
７月26日(金) ～７月31日(水)
　　　　　　 －
７月29日(金) ～８月３日(水)
　　　　　　 －
７月27日(金) ～８月１日(水)
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職　　　　　　　名 氏　　　名 備　　考

  石川県観光戦略推進部長

  石川県市長会事務局長

  石川県町長会事務局長

  石川県高等学校長協会会長

  石川県小中学校長会会長

  石川県健民運動推進本部事務局長

  石川県教育委員会学校指導課長

  石川県教育委員会生涯学習課長

  石川県少子化対策監室子育て支援課長

  石川県観光戦略推進部国際交流課長

委　員　長　

監 査 委 員

　　〃

事 務 局 長

（以上10名）

山　本　陽　一

谷　　　　　晃

打　和　浩　之

宮　﨑　栄　治

平　澤　晃　一

玉　屋　匡　康

塩　田　憲　司

篠　原　恵美子

畦　内　一　夫

坂　井　亮　一

ロシア・イルクーツク州
派　　        　　　　　　　　遣 受　　　　　　入

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

平成10年度
平成11年度
平成12年度
平成13年度
平成14年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度

   － 
    8
   － 
    8
   － 
    9
   － 
    8
   － 
    8
    8
   － 
10

   － 
10

   － 
9

－ 
8

    9
   － 
   11
   － 
   10
   － 
   10
   － 
    8
   － 
   － 
　　7
   － 
　　8
   － 

８
－ 
7

－ 

回 年　　度 日　　　　　程 団　　　長 副　団　長 参加人数 日　　　　　程 参加人数
－

大 蔵 教 育 次 長
－

東 局 次 長
－

新 宅 局 長
－

上田金沢泉丘高校長
－

向 峠 次 長
良 澤 課 参 事

－
北 村 次 長

－
清 水 次 長

－
藤　村　課　長

－
坂 井 課 長

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

※１ 交流団体は、「ロシアイルクーツク州政府」　※２　平成15年度は新型肺炎（SARS）の影響により中止
※３ 平成21年度は新型インフルエンザの影響により中止

 ７月29日(水) ～８月５日(水)
　　　　　　 －
 ７月21日(金) ～７月28日(金)
　　　　　　 －
 ７月19日(金) ～７月26日(金)
　　　　　　 －
 ７月30日(土) ～８月６日(土)
　　　　　　 －
 ８月５日(日) ～８月12日(日)
　　　　　　 －
　　　　　　 －
 ８月５日(金) ～８月12日(金)
　　　　　　 －
 ７月22日(月) ～７月29日(月)
　　　　　　 －
 ７月22日(水) ～７月29日(水)
　　　　　　 －
 ７月23日(日) ～７月29日(土)
　　　　　　 －

　　　　　　 －
８月13日(金) ～８月20日(金)
　　　　　　 －
８月17日(金) ～８月24日(金)
　　　　　　 －
７月31日(土) ～８月７日(土）
　　　　　　 －
７月29日(土) ～８月５日(土)
　　　　　　 －
８月４日(月) ～８月11日(月)
８月１日(日) ～８月６日(金)
　　　　　　 －
８月３日(金) ～８月11日(土)
　　　　　　 －
８月１日(金) ～８月９日(土)
　　　　　　 －
８月２日(火) ～８月９日(火)
　　　　　　 －
７月31日(火) ～８月７日(火)
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　  （石川県観光戦略推進部国際交流課内）

〒920-8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地
TEL 076-225-1382　FAX 076-225-1383
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kokusai/
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