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スイス派遣学生の報告文 

奈良大学附属高等学校  杉山ゆう 

 

私が国際ロータリーのプログラムを知ったのは中学一年生のときでした。私には三つ上

の兄がいて兄も奈良大学附属高等学校に通わせていただいていました。兄が高校一年生の

時に、学校からロータリー派遣生のホストファミリー募集の紙をもらってきたのが全ての

始まりでした。私の家族は両親が旅行会社をしており、国際交流に興味や理解があったこと

と、父が昔、留学生のホストファミリーをしたことがあり、私たちにも経験させたかったこ

とにより、両親は快く承諾してくれました。そして、ホストファミリーに応募してみること

になりました。私の家族は、アメリカから派遣されてきた女の子を 3 ヶ月の間受け入れる

ことになりました。当時中学一年生の私は、彼女が親元を離れ、自立している姿や楽しそう

に過ごしている姿に憧れ、留学してみたいなと思いました。その為、私は奈良大学附属高等

学校に入学して留学しようと進路を決めました。 

派遣学生になるまでにたくさんの面接や研修会がありました。いつもすごく緊張してい

たのを覚えています。パワーポイントを使ったプレゼンは練習を重ねる度に上手くなるの

を実感していました。スイスへ派遣される前にもう既に自分の成長を感じました。私が派遣

国にスイスを選んだのはそれほど深い理由があった訳ではありませんでした。私は夏より

冬が好きで寒い国へ行きたかったこと、スキーが好きなこと、乳製品が好きなことと田舎や

自然が大好きなこと、そしてヨーロッパの方々の英語がすごく聞きやすい事は知っていま

した。英語がちんぷんかんぷんな私でもなんとかなりそうだと思ったことを考えて出てき

た国が、スイスでした。初めはこの程度でした。しかし調べていくうちにどんどん行ってみ

たいという想いが強くなりました。 

スイスのロータリーから送られてきた「ロゼッタストーン」というアプリを使って勉強し、

2 週間から 3 週間ごとに送られてくるテストを受けていましたがなかなか上手く行きませ

んでした。このままだとダメだと思い、本屋でドイツ語の勉強の本を買いましたが、この頃

の私は部活も勉強も忙しく、なかなかやる気が出ませんでした。そして何よりこの頃の私は

「行けばなんとかなる」と思っていました。しかし、ロゼッタストーンだけは続けていまし

た。ロゼッタストーンは 40 時間から 60 時間程度やるようにスイスのロータリーから言わ

れていました。スイスへ派遣されて 2 週間後に 4 週間のドイツ語コースがありました。私

は 1 番レベルの低いクラスでしたが、英語とスペイン語で進められる授業について行くこ

とが出来ませんでした。それでも後半になればドイツ語で少しずつ進めてくださるように

なり、少しずつ理解することができるようになりました。そのドイツ語コースの最後には

A1 レベル（日常生活の場面で短く簡単なドイツ語表現が理解でき、自分でも言える）のテ

ストがありました。このテストに落ちたのはクラスで 4 人ほどで、その中に私もいました。

日本人は私を含め 4 人いましたが、私だけがそのテストに落ちてしまいすごく悔しい思い

をしました。 
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8 月後半には学校生活が始まり、友達を作ることに必死になっていました。友達が何を話

しているのかも分からずどう過ごしていいか分からない日々が続きました。それでも少し

ずつ一緒にいてくれる友達が出来ていきました。私はドイツ語、英語、数学、化学、物理、

生物、科学、歴史、法律と経済、美術、体育、音楽の授業を取っていました。授業は電子黒

板とラップトップによる授業がほとんどでしたが、プリントやノートも使っていました。 

8 月末には初めてのロータリーウィークエンド(Welcome Weekend)もありました。英語

で進められていくグループワークは何も分からず、日本人の友達に何を言っているのか何

回も聞いていました。それでも自分が話さないといけない出番があって何も言えず困って

いると、周りの子が助けてくれました。休憩時間にはバレーボールをしました。私は英語が

全然話せなく自信もなかったので友達を作ることにすごく苦労しました。しかし運動は得

意だったので積極的に参加し、たくさんの友達を作ることが出来ました。 

バッチ交換は大いに盛り上がりました。私はバッチ交換で初めてたくさんの友達に自分

から声をかけることが出来ました。そしてたくさんの友達が私へ声をかけてくれました。そ

こでたくさんの友達を作ることが出来ました。その後、ラテン系の国の子を中心にスピーカ

ーで大音量の音楽を流し、2 時間ほど踊っていました。日本ではなかなか見られない光景で

すごく面白かったです。 

一日目とは違い二日目は下手くそな英語でも話しかけてみたり、写真を撮ったりしまし

た。このウィークエンドでは言葉がわからずに困り、も楽しめない時間も長かったですが、

自分から声をかけてみたり伝えようとする気持ちの大切さとスポーツの力の大きさがよく

分かりました。 

  ロータリーウィークエンドが終わると、近くの体育館でバレーを始めることにしました。

本当は日本でバスケをしていたのでスイスでもバスケをしたかったのですが、チームが見

つからずバレーボールになりました。始めてすぐの頃は私以外の子達がドイツ語で長話を

して帰るという様なチームでした。その中に唯一、真面目に黙々とバレーの練習をしている

子がいたので私はその子と一緒に練習をしていました。その後、メンバーが増えたり練習試

合があったりと、少しずつチームの状況が変わりました。長話をしていた子達も真面目にや

るようになり、帰る頃にはみんなで楽しくプレーをすることができるようになりました。継

続の力を知りました。 

9 月には２回目のロータリーウィークエンド（Fall Weekend）がありました。このウィー

クエンドでは、行く道中で特に記憶に残る素敵な経験をすることが出来ました。初日の朝、

準備をしているとちょっとしたハプニングがあり、家を出る時間が予定より遅くなってし

まいました。遅刻することがすごく嫌いでいつも早めに早めに動く私はすごく焦っていま

した。冷静になれないままバスと電車の乗り換えをしました。すると、いつもの反対方向に

電車が動き始め、乗り間違えだと思い余計にパニックになり、電車の停車駅の表示も見ずに

初めの停車駅で降りてしまいました。ひとりぼっちの駅で少し冷静になり、乗っていた電車

があっていたことに気が付きました。どうやって戻ればいいのか分からなかったので駅に
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来たおばあさんに行き方を訪ねました。私がよっぽど不安そうだったのかそのおばあさん

は私と一緒にもとの駅まで戻ってくれました。そこからは行き先が違っていたので、そのお

ばあさんは私と同じ方向へ行くおじいさんとおばあさんを見つけてくださり、そのおばあ

さんとはお礼を言ってそこで別れました。おじいさんとおばあさんもすごく優しくしてく

ださり、私のあやふやな英語とドイツ語を理解してくださいました。私の顔が強ばっていた

のか、たくさん話しかけてくださり、緊張が少し和らぎました。お礼をしたかったので住所

や電話番号を教えていただいたのですが、連絡はつきませんでした。少し心残りですが、日

本からまた連絡してみたいと思っています。 

集合場所に着くと、初めの電車で私を見かけた子がいたと聞きました。その時私は、「教

えてよ！」と思ったのですが、間違えていなかったらこのような素敵な出会いが出来なかっ

たと思えば、教えてくれなくて良かったかもと思うことが出来ました。 

このようにバタバタと始まった Fall Weekend でしたが、そこでもたくさんの学びがあり

ました。日本ではありえないようなゲームをしたり、世界中のお菓子を味わうことで文化の

違いを感じることが出来ました。スイスの大自然の中、みんなで卓球をして遊んだり、ダン

スやボードゲームをしてすごく楽しいウィークエンドになりました。このウィークエンド

では文化の違いを学び、スポーツやゲームの良さを実感し、何かが起こった時に冷静に判断

し自分で問題を解決するために行動する大切さと出会いの大切さを学べた素敵なウィーク

エンドになりました。 

10月には学校行事である、Eau-la-la （日本でいう文化祭のようなもの）があり、クラスの子

以外の子たちと関われて友達を増やすことができました。中には、日本に興味があって美術を選

択し、日本のアニメや葛飾北斎の絵を学んでいる子がいたり、富嶽三十六景の神奈川沖浪裏の印

刷された T シャツを着ている子もいてと、ても嬉しかったです。 

ホストファミリーにはスペインの別荘地へ連れて行ってもらいました。いつもどこかへ旅行

するときは家族と一緒だったので少し寂しくなりましたが、ホストファミリーは明るくて面白

いので楽しむことができました。とても貴重な経験をさせて頂きました。 

10月末にはドイツ語のテストがありました。9 月の初め、1 番下のレベルのテストに合格する

ことができずにとても悔しい思いをしました。だから今回のテストはすこし怖かったですが、こ

のテストは 1 番の成績で受かって悔しい思いを晴らしたいと思っていたので、スペインでもス

イスでもロゼッタストーンをやるようにしました。ホストファミリーにもたくさん支えて頂き、

なんとか合格することができました。私のホストファミリーは飲み込みの遅い私に根気強く教

えてくださいました。私もホストファミリーに応えたいという気持ちもあり、暇な時間にはアプ

リで勉強したり、ドイツ語でドラマを見たりして過ごしました。テストが近づくと、ホストマザ

ーはわかりやすいドイツ語のドキュメンタリー番組を一緒に見てくださりました。日本のこと

がやっているときは録画してみんなで見てくれました。とても嬉しかったです。そのテストには

合格できてホストファミリーはすごく喜んでくれたし、喜んでくれる姿を見ることができて私

もとても嬉しかったです。 
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週末には人生で初めてアイススケートをしました。メキシコから来ている子が誘ってくれて、

とてもいい思い出ができました。 

そして月末にはもうひとつ大きなイベントがありました。それはカントリーフェアです。カン

トリーフェアでは他の国の知らないこともたくさん知ることができ、興味深いものでした。私た

ちは浴衣を着てブースに立ちました。前日には折り紙で手裏剣を作り安全ピンをつけてオリジ

ナルピンを作ったり、日本について書いたポスターのようなものを 1 人 1 つか 2 つ、分野ごと

に分担して作りました。当日は日本のお菓子を配ったり折り紙を一緒に作ったり楽しい時間を

過ごしました。日本についての説明は、日本に来ていたローテックスの方々が手伝ってください

ました。ほとんどの派遣希望学生はアメリカ、カナダ、オーストラリアへ行きたいと話していま

した。そして必ず聞かれた質問が「日本語は難しいですか」でした。私たちは「はい」と答えま

した。日本語は難しいと思います。だけど特別な言語で面白いと思います。日本語で友達の名前

を書くと大体の子が「おー！かっこいい！」と言って笑顔になります。私はこの留学で言葉が全

てではないことがよく分かりました。たしかに言葉が話せないと困ることは沢山あったし不便

でした。実際に、私が話せたドイツ語は挨拶やお礼の言葉程度でした。英語もみんなのように流

暢に話せませんでした。それでも一緒にいてくれる友達がいたり、私が分かるようにゆっくり話

してくれる子達もいました。言葉は大切かもしれませんが、伝えようと努力することと挨拶とお

礼が出来ればなんとかなることを身をもって実感しました。 

11 月、私はスイスに来て初めて怖い思いをしました。不審者に付きまとわれました。この

件でホストファミリーに負担と心配をかけてしまいました。お世話になったので、普段から

の感謝の気持ちも込めて日本のカレーを作りました。とても喜んでくれて、おかわりもして

くれて、とっても嬉しかったです。 

月末にはロータリーのプログラムでツェルマットへ行きました。スイスといえばやっぱ

りマッターホルン！だと思って来たのでマッターホルンを見るのを楽しみにしていたので

すが、あいにくの曇天で山の全体を見れたのはほんの 5 分程度でした。また機会があれば

リベンジしたいと思っています。 

ツェルマットの車はほとんど全部同じ形で、タクシーもバスも一般車もとても可愛くて

オシャレでした。でもそれだけではなくて、なんと街を走る自動車は全部電気自動車でし

た。マッターホルンやツェルマットは雪をかぶりとても美しい街でした。地球温暖化が進

めばもう見れなくなってしまいます。そのためにここでは地球温暖化に対する取り組みが

行われています。日本では、夏が暑いから地球温暖化が止まって欲しいとかぐらいにしか

思ってませんでした。しかしここに来て、日本にいた時より地球温暖化を身近に感じ、深

刻な問題なのだと実感しました。私たちが地球温暖化の進行を遅らせるためにできること

はそれほど多くないと思うし、難しいことだと思いますが何かできたらいいなと思いまし

た。 
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今回のウィークエンドではディスコがありました。世界共通の音楽の力は凄いなと実感

しました。そして国ごとに自国を紹介する時に、PPAP を踊って盛り上げることが出来ま

した。とても楽しいウィークエンドになりました。今まで知らなかった日本との繋がりも

知ることが出来、充実させることができました。 

  12 月、私は学校の友達がとても少なくひとりでいる時間が多かったり、挨拶もろくに出

来ずにいました。何も出来てない罪悪感がすごく大きく膨らんで、日本に帰りたいと思う

こともありました。そんな時、去年スイスに来ていたローテックスの先輩に相談してみた

ところ、自分の現状を落ち着いて受け入れることができました。そして、クリスマスに小

さなプレゼントを用意して配ってみるというアドバイスを下さったので、やってみること

にしました。クリスマス前の 1,2 週間、クラスの子たちはシークレットサンタというゲー

ムをしていました。誰かが誰かにこっそりプレゼントを渡し、貰った人も誰かへプレゼン

トを渡す。そして、クリスマス前最後のホームルームで答え合わせをし、貰ってない子に

は次の日に誰かが渡すみたいなゲームでした。2 週間ずっと私は誰かが誰かにプレゼント

を渡すところを見て、ひとりで傷ついていました。結局誰にも貰えず、私がプレゼントを

渡す日になってものすごく緊張しました。本当に怖かったです。だけどすっごく喜んでく

れたり、少しだけだけど会話ができたりしました。クラスの子達よりも美術の授業を一緒

に受けている子達の方が仲良くしてくれているので、美術のクラスの子達にも作りまし

た。美術のクラスの子達は私が作ったクッキーを鷲掴みして持って行ってくれる子がいた

り、最後の 1 つを取り合ってくれたりしてくれて、もっと仲良くなったり、今までよりも

いい関係になることが出来ました。       

1 月、スキーコースがはじまり、新しい出会いが沢山ありました。スキーコースは楽しみ

にしていましたが、その反面、不安もありました。言葉もそれほど喋れるわけでもないので、

指示が分かるのかや、日本で怪我した足が悪化したり、滑ってる時に痛くなったらどうしよ

うという不安が私を少し憂鬱にしていました。行きたくないと思うことも沢山ありました

が、行けば行くほど友達が増えたり仲が良くなって、たった５回だったけど最後はとても寂

しい気持ちになりました。 

私のグループは 1 番初心者のグループで、小さな子供がほとんどでした。子供たちはと

ても素直で、ドイツ語を教えてくれたり、スキーの先生の説明をもう一度言ってくれたりい

い子達ばかりでした。時には先生の言うことを聞かず勝手に遊んだりしていましたが、見て

いる保護者もそれほど怒らず、子育てに関する異文化を感じました。 

スキーコースで仲が良くなった子の中には、その子の家に招待してくれた子もいました。

その子の家ではスイスゲームを沢山しました。少し難しいものもありましたが丁寧にゆっ

くり説明してくれて楽しむことが出来ました。神経衰弱は世界共通ゲームでとても盛り上

がりました。私がその子の家についてすぐ、その子の妹は人見知りのため少し泣いてしまい

ました。しかしゲームをしていると私のところへ来てルールを教えてくれたり、ただくっつ

きに来たりしてくれてとても嬉しかったです。私が帰る時には 3 人姉妹のうちの 2 人が号
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泣してしまって少し大変なことになりましたが、それだけ私を受けいれて仲良くしてくれ

たことが何よりも嬉しかったです。その子たちはまだ英語を少ししか話すことが出来ず、コ

ミュニケーションをとるのが難しく、自分のドイツ語の話せなさに少し落ち込んだと同時

に、この子達ともっと話せるようになりたい！と思い、これからのドイツ語の勉強のモチベ

ーションに繋がりました。 

そして 2 月には半年間お世話になったホストファミリーが変わり、第 2 ホストファミリ

ーに移りました。正直、半年前はこのホストファミリー（第 1）とはうまくやっていけない

かもしれないと思っていました。ホストチェンジするときもきっとサラッとできてしまう

のだろうとも思っていました。しかし、私は寂しくて涙が止まりませんでした。 

第 1 ホストファミリーの家は山の中にポツンとある家ですごく静かで綺麗な村にありま

した。私の第 1 ホストファミリーは馬 2 匹、犬 1 匹、猫 3 匹飼っていました。外へ散歩に

行けば乗馬をしている人や犬の散歩をしている人をよく見かけました。サイクリングをし

ている人やジョギングをしている人もいて健康的だなと思いました。そして出会う人全て

に挨拶を交わしていました。日本ではあまり見られない光景で、当たり前だけど当たり前に

できていない日本の現実が少し恥ずかしく感じました。 

朝食はいつも自分でパンを切ってバターやジャムを塗って食べ、お昼は学校の食堂のよ

うなところでご飯を買って食べていました。そのお金は毎週月曜日に 50 スイス・フラン

（5000 円程度）貰っていました。晩御飯は毎晩ホストマザーが作ってくれていました。洗

濯も一週間に一回ホストマザーがしてくれていました。夜の時間は一緒にテレビを見たり、

ドイツ語を教えてくれていました。第２ホストファミリーへ移り、第１ホストファミリーが

私のためにしてくれていたことが全て優しさだったことにも気がつきました。   例えばスイ

スの方はご飯を食べるのがとても早く、私はいつも最後まで残ってしまいます。私は第１ホ

ストファミリーの時、それを気にせずに食べることができていました。ホストファザーが私

の食べるスピードを見て、自分の食べるスピードを変えてくれていたのです。私はそれがわ

かった時、心の底からの感謝を感じました。第 1 ホストファミリーとは違う点が沢山あっ

て戸惑うことも多かったですが、優しい方々で、私が帰国するまですごくお世話になりまし

た。 

 第 2 ホストファミリーには年下のホストブラザーがいました。私がお手伝いをしている

と手伝ってくれたり、分からないことを沢山教えてくれたりしました。少し幼く、とても面

白かったです。弟ができたようで幸せでした。第 2 ホストファミリーは第 1 ホストファミ

リーよりも日本や日本料理に興味があり、お寿司に連れて行ってくださったり日本食を一

緒に作ったりしました。私が帰る頃にはコロナウイルスがかなり広がっており、帰る 1 週

間前くらいから外出禁止になりました。その為お土産やマスクを買うことも出来ませんで

したが、ホストファミリーは、持っているスイスのお土産になりそうなものを沢山くれまし

た。そしてマスクを手作りしてくれたり、貴重な消毒液を分けてくれたりしました。 

留学が終わる頃には、クラスの子や 10月に始めたバレーの友達、ロータリーの友達やホ
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ストファミリーからたくさんのプレゼントを頂きました。すごく嬉しかったです。コロナウ

イルスがヨーロッパでも流行りはじめ、スイスにも入って来たことを知った時、違うプログ

ラムでスイスへ来ていた留学生と一緒に千羽鶴を作り、近くの病院に飾って貰えないか、新

聞の取材に来て貰えないかと計画してたところで帰国が決まってしまいました。 

このような形で終わってしまった私の留学生活でしたが、この留学を終えてみてすごく

小さなことに感謝の気持ちや幸せを感じるようになりました。すごく小さなことに感動す

ることもありました。交際交流をする上で言語はもちろんとても大切なツールだけれど、そ

れが全てでは無いことも学ぶことが出来ました。辛いことも山ほどありましたが、大事なこ

ともたくさんの学ぶことが出来ました。今まで以上に世界に興味を持ち、世界中にたくさん

の友達を作ることが出来ました。自分がした事の無い体験もたくさんさせて頂き、将来の夢

を持てるようにもなりました。すごく充実し、楽しい 8 ヶ月弱を過ごすことが出来、留学し

てよかったなと心から思っています。 
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