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        東日本大震災被災 中高校生オーストラリア派遣

    

 

 

 

 

 
                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜の花が散り始めた４月 1日、参加生徒 22名と付添 3名は 10日間のオーストラリア訪問を終え、無事に 

成田空港に帰ってまいりました。生徒達は日本に帰り着いた安堵感とすばらしい経験をした充実感で微笑み

を浮かべながら帰路につきました。 

このプログラムは昨年５月、グローバルエクスチェンジの ED を終えてホッとしているところに、

FFJ の石井さんから連絡を戴いた時から始まりました。内容はオーストラリア・サンシャインコースト

クラブが被災した子供たち３０名をオーストラリアに招待したいという話でした。被災地域が郡山クラ

ブと宮城クラブにまたがるためフィールドレップとして対応したほうが良いという判断で、私に連絡戴

いたのでした。 

私は６月に郡山クラブに５名（平野、寺澤、平、野口、私）の準備委員会を設け、具体的な対応につ

いて協議に入りました。対象者は、地震・津波・原発事故で引越しを余儀なくされた高校 1、2 年生と

し、テレビ・ラジオ・新聞・タウン紙などで募集を開始しました。しかし、思うように生徒が集まらな

かったため、県教育委員会のホームページに募集内容を掲載して戴いたり、被害は海側が多いので浜通

りの高校を直接訪問しました。その結果、１３名の応募がありましたが、面接の結果１１名を選出しま

した。宮城クラブについては私が広瀬会長と仙台でお会いして意見交換をした結果、飯岡さんを中心に

進めて戴くことになり、募集の結果、中高生１５名の応募があり、面接の結果 11 名を選出しました。 

２２名の人選が終わった頃に支援費用が集まらないという情報が入りました。このプロジェクトが中

止もしくは縮小されると、応募した生徒だけではなく、メディアや関わって戴いた団体から FF への信
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用を一気に失ってしまうとの危機感から、東京で FFI 理事・余村さんと石井さんの 3 人で FFI のレガシ

ーファンドからの補助や世界大会のラッフルでの募金などについて話合いを持ちました。一方、飯岡さ

んは仙台市のロータリークラブを通して、オーストラリアのロータリークラブ会員の方の会社から不足

分の航空券代を負担して戴く約束を取り付けてくれました。その後、世界大会でのラッフルや FFI を初

めとする多くの方々の温かいご支援があり、費用についてはなんとかクリアすることができました。 

6 月からの 10 か月に渡る準備期間中に、サンシャインコーストクラブ ED の Tom&Jean さんと副 ED

の平野さんとの英語でのメールのやり取りは優に 500 回を超えています。サンシャインコーストクラブ

の会員の皆さんのこのプログラムに対する強い思い入れに深く感謝する次第です。 

生徒達のほとんどは海外へ行くのもホームステイをするのも初体験で、飛行機に乗るのも初めての生

徒達もいました。パスポートやビザの取得などの手続きなどに加え、現地でのマナーや注意事項を徹底

するのが大変でした。オリエンテーションは郡山クラブが 2 回、宮城クラブは 1 回しかできず、全員が

初めて顔を合わせたのが成田空港でしたので、生徒達同士のコミュニケーションも心配でした。特に宮

城クラブの４人の中学生については英語力についても大変心配でした。しかしベテランのホストファミ

リーから温かいもてなしや指導を受け、有意義な経験をすることができました。 

訪問してわかったことは、サンシャインコーストクラブが動物園・学校・空港など、多くの各種団体

にスポンサーになっていただき、具体的金額に計上されない支援をお願いして下さっていたことです。

これもひとえに ED をされた Tom&Jean さんはじめ、サンシャインコーストクラブの皆さんのおかげと

深く深く感謝いたします。またこのプログラムを支援して下さった FFI をはじめとする海外の皆さん、

日本のクラブの皆さんに厚くお礼を申し上げます。また子供たちのために走り回って下さった付添いの

郡山クラブの平野さん、宮城クラブの森房さんに深く感謝いたします。 

参加した生徒達は、この経験を通して支援されるのを待つのではなく、自分のできることには積極的

に取り組んでいくことを学んだと思います。今後は郷土の復興ため、困っている人のために少しでも役

に立とうと努力する人間になってくれると信じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月２３日(土) 成田空港１８:００集合、成田空港発２０：４０ 

３月２４日(日) ゴールドコースト空港着６：２５、FFゴールドコーストメンバー出迎え 

バスでサンシャインコーストへ、(名入り水筒とジャンパーをプレゼントされる) 

ジェシカパーク着 10:30。各ホスト宅へ 

３月２５日(月) 市長表敬訪問（福島県知事および仙台市長の親書を手渡す 生徒代表あいさつ)  

        夜は EDのトムさん宅でホストと生徒全員でハンバーガーディナーと天文学の勉強 

３月２６日(火) オーストラリア動物園見物。入場料無料にしてもらう。TV局の取材受ける 

        動物病院見学（生徒代表御礼スピーチ）  

         夜はトムさん宅で付添い３人とホストで会食（蓋より日本側の募集経緯を説明する） 

３月２７日(水) マシューフリンダースアングリカンカレッジでオーストラリアの生徒たちと交換会 

         (モーニングティー、ホストからの 10ドルを使い学食で食事) 

         アボリジニショー見学（マシューの生徒たちと一緒） 

３月２８日(木) 午前はナンバークロケットクラブでクロケットゲームを楽しむ 

         午後はサンシャインコースト大学でサッカー、オリンピックプールで水泳 

          大学副総長からサッカーシャツとキャップをプレゼント（生徒代表御礼スピーチ） 

３月２９日(金)  マルチドー植物園でゲーム（二人三脚、袋競争、縄投げ、スプーンレースなど） 

３月３０日(土)  フリーデー 

３月３１日(日)  マルチドーサーフクラブで朝食、ライフセーバーの仕事見学 新聞社の取材 

４月  １日(月)  早朝にジェシカパーク発  ゴールドコースト空港発 10:55 成田空港着 19:00 

          



- 3 - 

３月３１日 フェアウエルランチ 

FF サンシャインコースト会長あい
さつ、Tom と蓋のあいさつの後、アト
ラクションとして参加生徒達は書道
やブレイクダンス、チアダンス、剣道
の型、日本の子供の遊び紹介（だる
ま落し・けんだま・折り紙）そして「ふ
るさと」や「世界にひとつだけの花」
を斉唱して、感謝の意を表しました。
最後に「Auld Lang syne」（蛍の光）を
全員で斉唱して会を閉じました。 

毎日の一コマ一コマが、楽しい思い
出になりました。 

＜↑３月２６日 オーストラリア動物園も私たちの受け入れスポンサーになり、入場料を無料にしてくれました＞ 

＜３月２７日 マシューフリンダースアングリカンカレッジで現地学生と交換会。はっぴを着て「よさこいソーラン」を踊ってくれた＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はっぴを着て「よさこいソーラン」を踊ってくれた 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜３月２５日、市長を表敬訪問し、今回の派遣事業に対し心からの御礼を ED蓋と派遣生徒代表から申し述べました＞ 

テレビのインタビューい 
を受ける 

Australia Zoo 

憧れのコアラにふれる カンガルーにもふれた 

 

ワニはさすが怖い 

＜若者同士はすぐに打ち解けて笑顔の交流。 校内を案内され、学食で一緒に食事をし、カレッジの雰囲気を十分に楽しんだ＞ 

＜フェアウエルランチ＞ 

    ＜３月２８，２９，３１日はクロケットをし、植物園では二人三脚、カンガルー跳びレース、サーフクラブ前の砂浜で綱引きを楽しんだ＞ 

剣道型の披露 ブレイクダンス 

みんなで感謝をこめて斉唱 

チアダンス けん玉 

アボリジニの音楽
にもふれた 

書 道 
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 ３月２４日早朝６時２５分ゴールドコースト到着。ＦＦゴールドコースト会員の出迎えを受けました。

現地の人々に囲まれ、ここでは自分たちが外国人であると実感した生徒。出発時からずっと抱いてきた

ホームステイやことばに対する不安は、ＦＦゴールドコースト会員の温かいもてなしに触れ、一気に解

消されたという生徒の話を聞き、ひとまず安心しました。 

ゴールドコーストからチャーターバスに乗り、遥か２００ｋｍ以上北にあるサンシャインコーストに

向かいました。目的地の公園にはすでにホスト達が出迎えていました。生徒たちは初めての面会にも拘

わらず、すぐに自分のホストファミリーを見つけられたのには驚きました。早速、翌日からスケジュー

ルに従い、活動が始まりました。どの企画・活動も生徒を楽しませようというＦＦサンシャインコース

ト会員の努力には頭の下がる思いがしました。 

このプログラムの最終日、フェアウエルパーティでは生徒のアトラクションがありました。練習時間

がなかったにも拘わらず、素晴らしい演技を見せてくれた生徒の皆さんを誇らしく感じたひと時でした。

この期間中、お世話になった方々の心の温かさ、心の広さ、心の繋がりなど、Friendship Force の活動

の一環を理解していただけた１０日間であったと思います。これから未来を担う若い皆さんがこの経験

を将来に向けて生かしてくれることを希望します。 

 

  
 

  

1 月 27 日に初めて生徒たちと会い、3 月 23 日に家族に見送られ仙台を出発しました。海外に行く不

安から泣き出す生徒もいましたが、帰国後の報告会（4 月 4 日）では再会を楽しんでいました。沢山の

写真を見せ合い、話は尽きないのです。短い 10 日間のホームステイでしたが、生徒たちには一生の思

い出になりました。サッカー、クロケット、大学訪問、水泳、動物園などのたくさんの企画に本当に楽

しんだようです。海岸で綱引きをした時、精一杯の力を振り絞って引いている姿に、きっと力強く立派

に成長することと思いました。ホストファミリーは自分の孫か子供の様に接してくださいました。生徒

たちは英語を勉強し、オーストラリアでホストと再会することを楽しみにしています。 ED の

Tom&Jean さん、ホストの方々、会員の方々に深く感謝いたします。私は生徒たちが世界に目を向け、

力強く成長することを願っています。 

 

 

 

 

＜福 島 県＞ 

渡辺千聖（尚志高校二年） 

星の大好きな私は、星空の下でのハン

バーガーディナーが楽しかったです。

オーストラリアで出会った多くの人達

に感謝し、この体験を今後の生活にい

かしていきたいと思います。 

小野田幸実（平商業高校二年） 

初めての海外旅行でした。ホストファ

ミリーに会って初めのうちは緊張して

会話もできなかったのですが、ホスト

が優しく声をかけてくれたので、すぐに打ち解けるこ 

とができました。このような機会を与えて下さったフ

レンドシップ・フォースの方々に感謝します。 

岩渕美咲（福島工業専門学校四年） 

滞在中は拙い英語で震災関連の話をし

ましたが、ホストファミリーは親身に

なって、私の話を聞いてくださいまし

た。いつか英語を使ってもっと中身の濃い話ができる

ようにしていこうと思います。 

渡辺悠雄（安積高校三年）  

英語力が十分ではなかったが、人と人

の間では何が大切かを学ぶことができ

ました。海外のＴＶのインタビューを

オーストラリアホームステイ 

             参加生徒を引率して 
副ＥＤ  

FF郡山 平 野 二美子  

副ＥＤ  

FF 宮城 森 房 雅 子  
ホームステイは一生の思い出 
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受けたり、自分にプラスになる経験がたくさんできま

した。 

小林達也（尚志高校三年） 

不安と期待を抱きながら、成田空港へ

向かっていましたが、オーストラリア

で明るく迎えてくれる現地の人たちに 

会った途端、不安は解消されました。英語が得意では 

ない僕に丁寧に接してくれたホストに感謝します。 

猪狩亜季（磐城桜が丘高校三年） 

これが初めての海外旅行なので毎日、

毎日楽しみにこの日を待っていました。

オーストラリアでは想像以上に有意義 

な時間を過ごすことができました。 

ホームステイ最終日、ホストと別れるのはとても辛か 

ったです。また、このプログラムで福島・宮城のみん 

なと友達になることができたことも良かったです。 

渡邉秀平（磐城桜が丘高校三年） 

出発前日は興奮気味で良く眠ることが

できませんでした。初めて行った外国

でしたが、僕のホストは温かく迎えて

くれ、なかなか伝わらない英語も最後まで一生懸命に

聞いてくれました。ホストと一緒に行った場所・会話

などは僕の大切な思い出です 

横山遥香（富岡高校三年） 

ビーチに行ったり、水族館に行ったり、

コアラに触ったり、アボリジニの話を

聞いたり、とても貴重な体験をするこ

とができました。ホストファミリーや 

このプログラムを立ちあげてくださった皆様に感謝の 

気持ちでいっぱいです。 

吉田真悠子（富岡高校三年） 

私はこの 10 日間を通して多くのこ

とを学びました。震災があり、別れ

もありました。しかし、今こうして

新しい出会いがあります。このプロ 

グラムで築いた絆は永遠です。フレンドシップフォ 

ースに出会えてよかったです。 

佐藤杏香（いわき光洋高校三年） 

本当に楽しいホームステイでした。英

語が話せない私は不安一杯で出発しま

したが、ホストファミリーが温かく迎 

えてくれたのでとても嬉しく思いまし 

た。オーストラリアではいろんな人達と会うことがで 

きました。この経験は一生の思い出となりました。 

 

鈴木涼太（双葉高校三年）  

オーストラリアに着いた時、ここでは

自分が外国人であることを実感しまし

た。オーストラリアの国のように僕の 

ホストも心の大きな人でした。このホームステイで改 

めて自分は多くの人たちに支えられていることに気付 

きました。この経験を思い出し、辛い時も負けないで 

前へ進んで行きたいと思います。 

 

＜宮 城 県＞ 

佐藤  愛（聖ウルスラ学院高校三年） 

お風呂はダメというのもあり、最初は

10 分目安で入っていましたが、長い

ということで 3分に。とても大変でし

たが頑張りました。 

今回のホームステイで英語の意味などが随分と分かっ 

た気がします。 

針生奈々(聖ウルスラ学院高校三年） 

私は英語が苦手ですが、オーストラリ

アの人たちと英語で話すことができた

ので、少し自信がつきました。 

私は今回ホームステイをして、日本の

文化と震災について伝えられたと思います。 

大内麻由子（聖ウルスラ学院高校三年） 

今回のいちばんの収穫はたくさんの人

と知り合うことができたことです。ホ

ストファミリーをはじめ、フレンドシ

ップフォースの会員の皆さん、マシューフリンダースア

ングリカンカレッジの生徒の皆さんなど、たくさんの場

所で温かい人々と出会えました。そして今回参加した

21名の仲間達との出会いも宝物です。 

佐藤 剛輝（仙台工業高校二年） 

今回のホームステイでは、自分は他人

とかかわりあうことの楽しさを学べた

と思う。この経験をこれからの生活に

生かせたら、もっと充実した生活が送れると思った。

本当に楽しい 10日間だった。 

末永 新（向山高校三年） 

これまで私が受けてきた数えきれない

ほどのご恩を、こんどは私が返す番だ

と思います。 

今回得た知識や優しさ、思い出や感謝の気持ちをけっ

して忘れることなく、少しでも人のためになることを

ここに宣言します。 
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菊田佳奈（石巻好文館高校三年） 

オーストラリアの方はみんな優しくて

フレンドリーで、日本人とは違った良

さがあるなと思いました。話が好きで

ゆったりしていて時間の流れが遅く感じました。言葉

は違うけど、なんとか分かり合えたので、人と人との

間に壁はないなと思いました。 

藤野 廉（山下中学校三年） 

動物園に行った事とフリータイムの

時が楽しかったです。動物園では、

コアラにさわったり、カンガルーに

餌をやったり、ほかにも初体験のことがありました。

ウォンバットという見た事がない動物もいました。 

藤野亜美（山下中学校二年） 

楽しかったこと ①飛行機と新幹線に

初めて乗ったこと、②ホストファミリ

ーが優しく迎えてくれたこと、③水族

館、特にアシカショー、④フェアウエルパーティー。

みんなそれぞれホストファミリーへの感謝の気持ちが

あったことです。 

高橋 匠（富谷高校二年） 

食事も楽しかったです。私のホスト宅

では、日本食に比べ野菜が多くバラン

スが良いと思いました。シリアルは

様々な種類のフレークがあり、フルーツも、とっても

美味しかったです。日本でも毎朝食べたいです。 

菅原 大輝（向洋中学校二年） 

このオーストラリアで過ごした日々で

は心に残ったこと、楽しかったこと、

学んだことは数えきれないほどです。

このオーストラリアでの思い出は僕の宝物となり、皆

さんから頂いた最高のプレゼントだと思います。 

熊谷正貴（気仙沼中学校三年） 

フェアウエルパーティーでは、オット

ーさんからワールドカップで使ったキ

ーパーグローブを頂くなど、とてもう

れしかったです。ホームステイさせていただき本当に有

難うございました。この経験を活かし、英語の授業によ

り熱心に取り組みたいと思います。 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

                                             

ED 蓋  康 副 ED 平野二美子  

針生奈々(宮城) 
大内麻由子(宮城) 

菊田佳奈(宮城) 
高橋 匠(宮城) 副 ED 森房雅子 

小林達也(福島) 
渡辺悠雄(福島) 

藤野 廉(宮城) 
藤野亜美(宮城) 

鈴木涼太(福島) 

渡邉秀平(福島) 
佐藤剛輝(宮城) 
末永 新(宮城) 

菅原大輝(宮城) 
熊谷正貴(宮城) 

吉田真悠子(福島) 

横山遥香(福島) 

小野田幸実(福島) 
猪狩亜季(福島) 

岩淵美咲(福島) 
佐藤 愛(宮城) 

佐藤杏香(福島) 

渡辺千聖(福島) 

発 行 日：2013 年５月 25日     発 行：オーストラリアホームステイ支援プログラム実行委員会  

編集責任者：FF郡山 寺澤 功      [FF 郡山:蓋 康、平野二美子、平伸子、野口英恵子、寺澤功、 FF宮城:飯岡智、森房雅子] 

大変お世話になりました・・・・・・・受け入れしていただいたホストの方々です 

Daphne & Bill Laws  ED:Tom & Jean Ledwidge Heather Haythorpe Iain & Anne Green Mike & Pat Lawton 

Gabrielle & Graeme 
   Donaldson 

Marilyn Keith Guy Laurel Dixon Gillian & John  
Gosney 

Larraine & Jim  
Haxton 

Terry & Nelly Rogers Helen & Bernie Treston Wayne & Gayle Torrens Fred & Kay Manthei 

 


