
日 程： 2019年8月23日（金）～27日（火）
開催地： 北海道 函館地域
参加者： 11名（10名は当財団からの参加者）

共 催： 一般財団法人 北海道国際交流センター
一般財団法人 共立国際交流奨学財団

集合写真



～スケジュール～

8/23
（金）

9:00 羽田空港集合

10:30 羽田空港出発（ANA553)

11:50 函館空港到着

12:30 函館空港出発

13:00 ふるる函館到着、入所式、オリエンテーション

14：30-16：30 バス出発・金森倉庫

17:00 夕食

18：00-19：30 函館山

20：00-21：30 自由・入浴

22:00 就寝

8/24
（土）

8:00 朝食

9:00 布団・部屋チェック・チェックアウト

9：30～ ふるる函館出発、HIFへ

10：00-10：30 ホストファミリーと対面・ホームステイ開始

8/25
（日）

13:00 ホームステイ終了・HIF集合

13:30 バス出発・七飯町大沼へ移動

14：00-16：00 大沼ジップラインアドベンチャー

16:30 ネイパル森到着・入所式・オリエンテーション

17:30 夕食

18：30-19：30 交流会

19：30-21：45 温泉体験（ちゃっぷりん館）

22:00 就寝

8/26
（月）

7:30 朝食

9:00 ネイパル森出発

9：30-11：30 農作業・収穫体験（政田農園）

11：30-12：30 移動・昼食

12：30-13：30 釣り体験（大沼国定公園内・釣り堀太公園）

14：00-15：30 カヌーエビかご漁体験（大沼：キャンプ場）・移動

16：00-16：30 アイスクリーム作り体験（グリーンピア大沼）

17：00-18：30 ネイパル森到着・野外炊事（BBQ）

19：30～ 自由・入浴

22:00 就寝

8/27
（火）

7:30 朝食

8:30 布団・部屋チェック

9:30 チェックアウト・ネイパル森出発

10：00-12：30 見学・地元料理体験・昼食（しかべ間歇泉公園内）

13:30 ホストファミリー函館空港出発ロビー集合

14:30 函館空港発（ANA556）



1.余 意文 （台湾） 東京外語専門学校

2.ジョ センゼン （台湾） イーストウエスト日本語学校

3.リン ズーリャン （台湾） イーストウエスト日本語学校

4.ゼン シミン （台湾） イーストウエスト日本語学校

5.王 雨晨 （中国） 早稲田大学

6.カク カヨ （台湾） 新宿日本語学校

7.カ シュンリョウ （中国） 立教大学

8.マクスィミリアンヌ シュタール （ドイツ） Gymnasium Schloβ Neuhaus

9.チュー マンキック （香港） RMIT University

10.マンディーレ アリアナ （イタリア） Universita Catholica del Sacro Cuore

11.ラ ユヤ （中国） Imperial college London



1日目 8/24（金）
10:30 羽田空港（ANA553）
13:00 ふるる函館入所式、オリエンテーション

オリエンテーションの様子

2日目 8/25（土）
10:00 ホストファミリーと対面式

ホームステイ開始

14:30 金森倉庫
18:00 函館山

王 雨晨 （中国） 早稲田大学
函館に対しての印象：

ここに来る前に、函館の牛乳が有名だということしか知りませんでした。ですが、
函館山や五稜郭タワーなどの観光地に行った後、本当に素敵な町だと感じました。
食べ物はもちろん、その他に温泉も体験したり、おもしろいデザインの商品が陳列
しているレンガ倉庫に行ったり五感で楽しめる所だと思います。
※感想文は学生が書いた文章をそのまま掲載しています。

余 意文 （台湾） 東京外語専門学校
日本の家庭生活について気づいたこと：

トラピスト修道院見に行きました。ホームステイお母さんが長い道のり私
達を連れて行きました。本当に深謝いたします。夕ご飯もおいしいすしやさ
ん函太郎に連れてくれました。そんなおいしいすし食べたことがありません。
嬉しいです。
※感想文は学生が書いた文章をそのまま掲載しています。

安立ホストファミリー

1泊2日お世話になります！



ジョ センゼン （台湾） イーストウエスト日本語学校

日本の家庭生活について気づいたこと：

皆は一緒にお皿を洗います。台湾で家庭皆食べた
お皿はいつも一人で洗います。日本で家庭皆に一緒
にお皿を洗って、速くて、皆もなかなかです。

※感想文は学生が書いた文章をそのまま掲載しています。

リンズ―リャン （台湾）イーストウエスト日本語学校
日本の家庭生活について気づいたこと：

娘が三人いますが、たまたま姉妹げんか、お父さ
んはいつも優しいですが、間違いところはちゃんと
良い方向に導く、この教育は方はいいと思います。
※感想文は学生が書いた文章をそのまま掲載しています。

アリアナ・マンディーレ （イタリア）

Universita Catholica del Sacro Cuore
日本の家庭生活で気づいたこと：

日本の住宅はもっと古い（和風）ものが多いと
思っていたが、意外と洋風で驚いた。天井が低く感
じた。
※感想文は学生が書いた文章をそのまま掲載しています。

王雨晨（中国）早稲田大学
日本の家庭生活で気づいたこと：

今回は家族との短期間生活で、一番に印象に
残ったのは食事でした。お母さんはすべてのこと
をやるではなくて、お子さんも手伝うのが普通で
あった。これは中国とけっこう違っています。配膳
や食器配布など、大したことでもないですが、必
ず全員で協力することはとても素敵だと思います。
※感想文は学生が書いた文章をそのまま掲載しています。

今井ホストファミリー

渡辺ホストファミリー

秋山ホストファミリー

郡司ホストファミリー



マクスィミリアンヌ シュタール （ドイツ）
Gymnasium Schloβ Neuhaus
日本の家庭生活で気づいたこと：
お風呂がヨーロッパとは全く違うスタイルでお
もしろかった。ヨーロッパではシャワーしかない
が、日本では家に湯舟がついていて、温度調
整などもできることに驚いた。

※感想文は学生が書いた文章をそのまま掲載してい

ます。

カクカヨ （台湾） 新宿日本語学校

日本の家庭生活で気づいたこと：
家族の皆は優しいです。ホームステイの子供
は遊んだ時、ホームステイの母はよく付き合った
と思います。母は根気が強いと思います。本当
に偉いです。両親と子供は友達の関係みたいん
です。この感じはすごく幸せだと思います。
※感想文は学生が書いた文章をそのまま掲載していま
す。

チューマンティック （中国香港）
RMIT University

日本の家庭生活で気づいたこと：
日本の一軒建ては香港の家のよう広くてい
いと思います。あと田舎ではよく車で出歩くの
はおもしろいです。香港では東京と同じく電
車ばっかりでなので。
※感想文は学生が書いた文章をそのまま掲載して
います。

カシュンリョウ （中国） 立教大学

日本の家庭生活で気づいたこと：
家庭生活より、地域の住宅街の高齢化
が進行しているような感じです。
※感想文は学生が書いた文章をそのまま掲載
しています。

川辺ホストファミリー

澤田ホストファミリー

菊ホストファミリー

伏木田ホストファミリー



3日目 8/25（日）
13:00 ホームステイ終了
14:00 大沼ジップラインアドベンチャー

16:30 ネイパル森入所式・オリエンテーション
18:30 交流会

19:30 温泉体験（ちゃっぷりん館）

カクカヨ （台湾） 新宿日本語学校
大沼への印象について①：

始めてジップラインをしました。すごく興奮だと思いました。そして、素晴らしい風
景を見ながら、ジップラインをしました。最高です！あまんりこの自然が見えなくて、
本当に気に入ります。
※感想文は学生が書いた文章をそのまま掲載しています。

交流会の様子

チューマンティック （香港） RMIT University
大沼への印象について②：

大沼の人たちがすごく友好な人でした。色々な体験についたスタッフたちもすご
くいい人ですし、とくにジップラインのガイドさんは面白いし、熱心な方でした。
※感想文は学生が書いた文章をそのまま掲載しています。



4日目 8/26（月）
09:30 農作業・収穫体験（政田農園）

12:30 釣り体験

14:00 カヌーエビかご漁体験

16:00 アイスクリーム作り体験

17:00 野外炊事（BBQ）

余 意文（台湾） 東京外語専門学校
大沼への印象について①：

キャピングもできるのはいいと思います。きれい
な沼見ながら、カヌーに乗るのはいい経験になり
ました。カヌーエビかご漁体験もおもしろいです。
皆一緒にカヌーに乗って、エビを取って、揚げる。
おもしろいと思います。
※感想文は学生が書いた文章をそのまま掲載しています。

リン ズーリャン （台湾）
イーストウエスト日本語学校
大沼への印象について②：

釣り体験はおもしろかったです。初めで釣りです
が、とでもおもしろいです。カヌーエビかご漁体験で、
仲間達と協力してカヌーを漕げました。景色もきれ
いです。
※感想文は学生が書いた文章をそのまま掲載しています。



最終日 8/27（火）
10：00 見学・地元料理体験・昼食（しかべ間歇泉公園）

13：30 ホストファミリー函館空港出発ロビー集合
14：30 函館空港発（ANA556）

しかべ間歇公園内にて
足湯体験

カレイの煮つけ・タコのサラダ・ツブ
貝のお刺身とお味噌汁を作りました！



一般財団法人 共立国際交流奨学財団
〒101-0021 東京都千代田区外神田2-18-3 第2昭和ビル4F

TEL：03-5295-0205 FAX：03-5295-0206
E-mail：kif-info@dormy.co.jp
URL：http://www.kif-org.com/

～引率後記～
1日目は、午後にホストファミリーとお別れした後、大沼プリンスホテルへ向かい、

ジップラインを体験しました。ジップラインとは、森の中に張ったワイヤーを滑車で
滑り降りていき、絶景を楽しめ、スリルを味わえる、世界的にも人気のあるアクティ
ビティです。大沼に到着した時に雨が降り出し、天気が心配でしたが、準備が終
わってスタートする時には青空が見えました。初めて挑戦する学生がほとんどで、
中には怖がる学生もいました。しかし、全5コース終了後には「楽しかった」と言って

いました。インストラクターの華麗なデモンストレーションを見て、盛り上がっていま
した。

その後、宿泊先のネイパル森へ移動しました。夕食後、全員でドッヂボール大会
をし、交流を深めました。良い汗をかいたところで、お待ちかねの温泉体験です。
隣にあるちゃっぷりん館でゆっくり温泉を楽しみました。
2日目の午前中は、近くにある政田農園でじゃがいもの収穫体験を行いました。

全員、真面目に作業した結果、大きいサイズと小さいサイズに分ける作業があっと
いう間に終わりました。作業のお礼として、茹で立てのとうもろこし、スイカ、トマトを
ご馳走になりました。

午後からは大沼公園に移動し、釣り体験を行いました。初めて釣りをする学生も
いましたが、友達と交流しながら楽しんでいました。大物を釣り上げた学生もいまし
た。
その後、キャンプ場に移動し、カヌー体験を行いました。2チームに分かれ、インスト

ラクターが仕掛けたエビのかごを取りに行きました。天気が良く、駒ヶ岳も綺麗でし
た。エビかご漁が終わりに近かったため、エビの数は少なめでしたが、から揚げを
試食し、美味しいと喜んでいました。

その日の最後の体験は、グリーンピア大沼でアイスクリーム作りを行いました。ク
リーム、卵、砂糖を入れた袋を振り、出来立てのバニラアイスを試食しました。

夕食は野外で、バーベキューを行いました。火起こし、調理、皿洗い、片付けまで、
全員で協力し、無事に終えることができました。
3日目は鹿部町に移動し、間欠泉公園の見学をした後、料理体験を行いました。

その日の朝に鹿部町漁港で獲れた魚介類を使った料理方法を学びました。生魚を
触ったことがなく、魚をさばいた経験もないので、カレイやタコが動くたびに驚いて
いましたが、みんなで協力して美味しい昼食が完成しました。カレイの煮つけ、タコ
のカルパッチョ、ツブの刺身、生ウニをいただきました。東京の居酒屋では味わえ
ない贅沢な料理に、みんな幸せそうな顔をしていました。

今回、引率をいたしましたが、大きなけがや事故なく、全行程、無事に終了いたし
ました。各体験にご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。

一般財団法人北海道国際交流センター
企画広報セクション コーディネーター 島香 奈未


