
高校生ユージン研修参加者の“声”（19名中） 

 

◎あなたがこの研修に応募した動機・目的を教えてください。（複数回答有） 

 

 海外に行きたいと思った    12名 

 自分の英語力を試したかった   8名 

 ホームステイをしたかった   7名 

 アメリカ人の生活や考え方を知りたかった  6名 

 日本や自分を見直したかった   6名 

 親にすすめられた、兄弟姉妹が行った  5名 

 アメリカに行ってみたかった   3名 

 日米文化を比較したかった   2名 

 国際感覚を身につけたかった   2名 

 以前の研修参加者にすすめられた   1名 

 

 

◎ホストファミリーとの交流はどうでしたか？ 

 

 とても楽しく交流できた   17名 

 まあ交流できた    2名 

 

 

◎もっとも印象に残ったこと・感動したこと 

 

・ホストファミリーとの交流。本当に親切にしてもらった。色々な場所に出かけたり、

美味しいご飯を用意してもらったり、夜遅くまで話を聞いてくれたり、感謝している。 

・アメリカの人々はとても明るく気さくで、優しく接してくれたこと。 

・アメリカの人々のフレンドリーさと自由さが衝撃的だったこと。 

・アメリカのスケールの大きさ。 

・ロサンゼルス語学研修。 

・職場訪問で訪れた先で伺ったお話。 

・想像よりもハンバーガーが大きく、ケーキが甘すぎたこと。 

・きれいな景色。 

・ロサンゼルスの太陽がまぶしかったこと。 

・アメリカに行かせてもらえたこと。 

 



◎研修で得たもっとも大きなこと 

 

・言葉の壁は思ったよりも無く、自信が少しついたこと。 

・英語を学ぶことの楽しさ。 

・英語が全然できないことを改めて自覚し、もっと頑張ろうとやる気が出た。 

・夢の実現に近づいた。目標・夢ができた。将来したいことにつながった。 

・アメリカの学校で授業を受け、文化の違いを学び、英語についても学べたこと。 

・黙らずに積極的に話すことの大切さ。 

・日本を出て、知り合いがほとんどいない状況で暮らした経験。 

・物事を深刻に受けとめ過ぎない楽観的な気持ち。 

・不安でも立ち向かって解決しようとする力。 

・色々な人と関わっていく力。 

 

 

◎この研修に参加しようか迷っている高校生へメッセージをお願いします。 

 

・日本ではできないことをたくさん肌で感じられます。昨日よりも自分を強くしたい、 

 成長させたい人には最高の研修です。 

・自分の力でトラブルや困難を乗り越えて“強さ”を得られると思います。自信をなく 

したり帰りたいと感じたりするかもしれませんが、たくさんの人との出会いが貴重な 

経験になると思います。 

・アメリカでのホームステイは、想像以上に感動し、素晴らしい体験になります。 

・自分自身を今と違う環境に置くことで、色々得ることが出来ると思います。 

・日本と他の国の文化の違いを知り自分の英語力を試すことができ、留学したいと思う 

ようになりました。高校生活は忙しいけれど、視野が広がって良いと思います。 

・家族と離れ日本語に触れない生活は、あまり経験できないと思います。家族や友人以 

外の人の優しさや豊かさに気付けるいい経験になると思います。 

・自分を大きく変えられるチャンス。この研修でアメリカに住むという夢ができました。 

・１年生は外国の文化を知ること、２年生は英語力ブラッシュアップや将来についてな 

ど、得ることがたくさんあった。 

・色々考えて臆病になったら、勇気を出して行動してみるといろんなことが見えてきま 

す。ぜひ勇気を出して。 

・アメリカの学校で授業を受けたり、ホームステイを経験できたり、色々な方と出会っ 

たり、貴重な経験ができるので、ぜひ参加した方が良いと思います。 

 

 



高校生ユージン研修参加者 保護者の“声” 

 

◎お子さまを参加させようと思ったきっかけや理由をお聞かせください。 

 

・子供が海外に興味があり、ずっと行ってみたいと言っていたため。 

・国際関係の仕事に就きたいという子供の夢のため。 

・消極的で狭い視野で物事を見る性格を少しでも変えられたらと思い応募した。 

・市の事業である、補助金があるなど安心材料が多かったので参加させた。 

・これからの将来や進路について考える際、世界は広く選択肢がたくさんあることを 

知ってほしかったから。 

・親自身が高校生の時に参加し人生に影響を受けたので、子供にも参加してほしかった。 

 

 

◎帰国後のお子さまに何か変化がありましたか？ 

 

・初めて一人で海外生活し、自信がついたと思われる。 

・気持ちが強くなり、思ったことを伝えることができ、少し大人になった。 

・自分の夢への思いがますます強くなった気がする。 

・少しだけですが、自分の事は自分でやるようになった。 

・「英語があまり話せず、通じなかった」と益々英語を勉強する意欲が出てきた。 

・他校の生徒ともたくさん交流ができた。 

・アメリカの良さの反面、日本の良さも感じることが出来たようで良かった。 

  



ユージン研修報告                   高校１年 男子 

 

I have learned and experienced a lot through this Eugene and Los 

Angeles program. I was very worried before this program because 

it was the first time to travel overseas. However I got different 

impression totally now. The first thing I thought was that 

Americans were very kind. Because in Eugene my host family took 

me to various places and gave me a lot of experiences. They gave 

maximum hospitality. Their house is on very large ground and 

many animals. They were so cute and gave me a lot of fun. Another thing I thought was that I 

could do everything if I do my best. At first it was very 

difficult for me to listen to English and the conversation 

did not go well. However while I was staying, I became 

able to listen to it gradually and started talking with my 

host family. Further more I think I was able to improve my 

English skills in the class at Saddleback University. 

Thank you all staffs and Kagegawa city for planning this 

Eugene and Los Angeles program. I want to make use of 

this experience in my future life. 

  



ユージン研修報告書                    

                          高校１年 女子 

 

サンタモニカにはビーチやショッピングエリア、遊園地がありどこ

をみてもしんじられないような景色がひろがっていました。アメリ

カにきたばかりで英語にまだ慣れていなかった私たちは、買い物を

した時店員さんがなにをいっているか分からなくて困ったことは苦

い思い出ですが、時間が足りなくなるほどほど楽しむことができま

した。 

 

ユージンのホストファミリーは食べることが好きでオススメのおいしい

お店にたくさん連れて行ってくれました。ホストファミリーは注文する

ときはいつもメニューを詳しく説明してくれました。料理が出てくると、

びっくり。すべてのサイズが大きくて日本との違いを感じました。ホス

トファミリーとシェアして食べたのでいろんな種類を食べることができ

たし、なにより家族になった気がしてうれしかったことを覚えています。

ホストファミリーは私がやりたいことをかなえようと計画したくさんの

経験をさせてくれました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 

 

 

 

ホストファミリーの家にあったスパに入りました。スパか

らの景色はすばらしいものでサンセットが最高でした。ア

メリカには思っていた以上に海や山、丘などの自然がたく

さんありました。私のあこがれであったアメリカであった

かいスパにはいっていることに感動しました。ここで過ご

したひと時は一生忘れられないものです。 

 

アメリカで過ごした１０日間はなにもかもが新鮮でした。世界にはまだまだ私が見ていな

いものばかりで、それをたくさん見て触れて感じてみたい！そう思いました。これを実現

させるためにいろんな国の人とコミュニケーションをとれるようになりたいです。ホスト

ファミリーから「英語がわからなくてだまるなら、間違ってもいいから口をひらいてみる

ことが大切。」と教えてもらいました。この言葉を忘れず、どんなことにも勇気を出して挑

戦していきたいです。 



 

初めての世界を体験して 

                      高校 1年 男子 

 

 

 今回ユージン研修ということでアメリカに訪れて、自分がもとから抱いていたアメリカのイ

メージ通りだった、というよりそれ以上だったことや、逆にイメージとはかけ離れていたことが

たくさんあった。今回はアメリカの「食」と「生活」に分けて話したいと思う。 

 

 アメリカの食べ物で自分が一番感じたことは「甘い」ということだ。 

もちろん、サイズが大きいというのもよく感じたが、特にケーキ、 

シェイクは自分の大好物でありながら甘すぎて食べきることが出来なかった。 

正直、食べ物に関してはやっぱり日本の方がいいと思った。 

 

自分がアメリカに到着して一番初めに驚いたことは「信号」だ。 

意外と知られていないと思うがアメリカの歩行者側の信号は日本とは全く違うのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ところで、上の真ん中の写真をよく見てほしい。 

自分たちはハンバーガーとクリスピーを２つずつ頼んだだけなのに、ものすごい量のケチャップ

が入っていた。アメリカ人の大雑把な性格を肌で感じることができたいい体験だったと思う。 

また、やはりすべてにおいてサイズが大きいというのは噂どおりだった。スーパーマーケット、

自然、そして食べ物、すべてのスケールが日本とは比べ物にならないと感じた。 

 

といっても、アメリカはものすごく楽しくて最高の思い出になったと思う。 

またいつか必ず行きたいと思う。 

  



 アメリカ体験記                 高校２年 女子 

 

 私はこの研修で初めてアメリカに行きました。そして、そこには広い世界が広がっていました。 

今回の研修は 2 年生の春休みで、４月から受験生という時期でしたが自分の将来にもつながるような経

験ができたと思います。 

 

まずは、ユージンのホームステイ中に連れて行

ってもらった、Sealion Caves。ここには洞窟

の中にたくさんのアシカがいました。 

実は、ユージンは環境保全に力をいれているそ

うです。地域の人が当たり前に環境保全を生活

の一部に考えていて感動しました。私はそこで、

将来、人間と自然、両方のことを考えた街の環

境を作る職業に就きたいと思うようになりま

した。 

 

 

次は、世界はとてつもなく広いということ。 

Oregon university と Saddleback college に

行くと、共通言語はもちろん英語で、いろん

な国の人が勉強していました。そこで、自分

だけが英語を頑張っているわけではなく、世

界には他にもたくさん頑張って勉強している

人がいると気づきました。そして、自分も努

力しようという気持ちになりました。 

 

 

 

 最後に、アメリカの人たちは、すごく温かったです。

アメリカのご飯、お会計の仕方、あいさつ、生活習慣

を教えてくれたり、観光スポットに

連れて行ってくれたりしました。心

から楽しめたといえます。そして、

片言の英語でも伝える意思と情熱が

あれば、伝わりました！自分自身、

とても収穫が多いものとなりました。 

 


