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⬛ せいかんてい 
　みなさんで  せいかんていに  いきました。私は  おだわ
らの  せいかんていの  れきしを  まなびました。とても楽
しかったです。スタッフから  おだわらの  いろいろな  ぶ
んかを  ならいました。そして、ひなにんぎょうは  とて
もきれいでした。いろいろな  へやを  ⾒見せてくれました。
先⽣生は  いろいろな所を  あんないして  くれたけど、せい
かんていの  ツアーが⼀一番楽しかったです。  

キャサリン（フィリピン） 

⬛ 小田原 
　きのう、わたしたちは  いろいろな  ところに  いきまし
た。いんしょうてきな  ところは  おだわらまちです。わ
たしは  しぜんを  たのしみました。わたしは  うみを  み
たとき  こきょうを  おもだしました。それから、おだわ
らじょうに  いきました。おだわらじょうは  とても  おも
しろくて、たのしかったです。わたしたちは   おだわら
の  れきしを  まなびました。おだわらまちは  れきしがあっ
て、いいところでした。  

ティージェー（フィリピン）  

⬛ 小田原城 
⼩小⽥田原城が印象的でした。そこは東京の⻄西、84kmに位
置しています。いま、⼩小⽥田原城は箱根の⼊入り⼝口です。
⼩小⽥田原公園の中にあります。それはれきし的なところ
です。きれいで、しずかでした。  

ピュー（ミャンマー）  

⬛ 小田原 
⼩小⽥田原でかまぼこを作りました。楽しかったし、おい
しかったし、好きでした。タイには   かまぼこのような
「ルックシンプラー」という⾷食べ物があります。かま
ぼこを⾷食べる時、タイに帰りたくなります。私の作っ
たかまぼこは   ちょっときれいじゃなかったので、次回
はもっとがんばります。  

タム（タイ）  
⬛ かまぼこ 
おだわらで  かまぼこを  作りました。かまぼこという  た
べものは  ゆうめいだと思います。とても  たのしかった
です。私はかまぼこを   ならって、⾃自分で作りました。
かまぼこ⼀一ぽんは七ひき  さかなが  いります。スタッフ
の  せつめいは  わかりやすかったです。さいごに  かまぼ
こは  おいしかったです。  

リン（タイ）  
⬛ ホテルのアクティビティ 
ホテルのアクティビティのとき、わたしたちはクラス
メイトではなかったです。わたしたちは  ともだちです。
ホテルで  わたしたちは⽇日本語で  たくさん話しました。
話すとき、わたしたちは⾃自分の間違いを   しゅうせいし
ましたけど、ときどき  わたしたちの  せんせいが  てつだっ
てくれました。わたしたちが  まなんだ  すべてのものの
ため  よいレビューと  よいれんしゅうでした。それから  
わたしたちは  その⽇日  なにを  けいけんしたか  はなしま
した。みなさんの  けいけんは  ちょっと  ちがっていまし
たが、おもしろかったです。それはユニークな   けいけ
んでした。わたしたちは  このけいけんの  いちぶである
ことが  うれしかったです。  

ミキ（ガーナ）  

　2月の終わりに学生たちは、研修コースのまとめとして、これまで学習したことを定着させ、さらに発展させることを目
的に、小田原・箱根を訪れました。6ヶ月の大変なコースで日本語を学んできた彼らですが、まだまな新しいこととの出会
いがあったようです。 
　To wrap up the course, at the end of February, the students visited Odawara and Hakone to consolidate and 
further develop their knowledge about Japan and Japanese language. Although they have spent a grueling 6 
months learning Japanese, they seemed to experience many new things☺ 



⬛ 箱根の温泉 
箱根はとてもしずかですね。箱根の温泉はきもちがい
いです。私は温泉が⼤大好きですから、箱根が⼀一番印象
的です。でも箱根はちょっと寒いです。温泉に⼊入って、
ねるのがすごくきもちがいいですね。ホテルの温泉は
ちょっとあつかったですが、私は⼤大丈夫です。クラス
メートはたまりませんでした。ちょっとおもしろかっ
たです。温泉は⽇日本の⽂文化の⼀一部分だから、温泉に⼊入
りながら、⽇日本の⽂文化を習いました。  

シャン（中国）  

⬛ 強羅 
強羅でホテルに  とまりました。ホテルは  とてもきれい
です。ホテルで  おんせんに  はいりました。あたらしい  
けいけんがありました。おんせんの   ⽔水はとてもあつい
です。おんせんにはいって、元気になりました。  

ヴィエト（ベトナム）  

⬛ ごうら 
クラスメートと先⽣生と話して、バーグというゲームを
したのが   いんしょうてきでした。いいしつもんをしま
した。みなさんは   とてもつかれましたが、おそくまで  
いっしょに  ゲームをしました。おもしろかったです。  
コア（ベトナム）  

⬛ 強羅 
 　強羅で私たちはたくさんおいしい⾷食べものを⾷食べま
した。おんせんにつかりました。先⽣生と友だちと⼀一緒
に写真をとりました。たのしかったです。  
 　あさ、⼤大涌⾕谷に⾏行って、きれいな景⾊色を⾒見ました。
くろいたまごを⾷食べました。おいしかったです。次は、
ふねに乗りました。そして、箱根関所に⾏行って、江⼾戸
時代の初期の⽂文化を学びました。最後、おみやげを買っ
て、新宿に帰りました。⼀一緒に旅⾏行するのはとても楽
しかったです。  

チョウ（中国）  

⬛ おおわくだに 
おおわくだにが  いんしょうてきでした。おおわくだに
で  たくさん  やまと  おんせんが  ⾒見られました。そこか
らロープウェイで  あしのこに⾏行って、かんこうしまし
た。あしのこは  とても  きれいな  ところですね。そこで  
ふねに  のったり、たくさん  しゃしんを  とったりしまし
た。  

モン（ミャンマー）  

⬛ 大涌谷 
 　今⽇日、私は先⽣生と友だちと⼤大涌⾕谷に⾏行きました。と
てもたのしかったです。⼤大涌⾕谷は箱根の⼀一番ゆうめい
なばしょです。⼤大涌⾕谷の⽩白煙が印象的でした。⽩白煙は
きれいでした。私は友だちとたくさんの写真をとりま
した。  

ハオ（中国）  

⬛ みずうみ 
みずうみで  ふねに  のりました。私は友だちと  いろいろ
な  しゃしんを  とりました。とても  さむくても  友だち
と  たくさん話しました。ほんとうに  しあわせでした。
いろいろな  せんせいと友だちと⽇日本語で話しました。
せんせいは  私に  みずうみの  なまえは  あしのこだと  お
しえてくれました。あしのこは  きれいでした。  

ピート（タイ）  

⬛ あしのこと せきしょ 
あしのこでは  ふねが  いんしょうてきでした。ふねの  デ
ザインが  おもしろかったです。せきしょには  京⼝口御⾨門
があります。それは江⼾戸時代に  たてられました。私は
⽇日本のれきしが  おもしろいと思いますから、私はそこ
で⽇日本の江⼾戸時代のれきしを少しまなびました。先⽣生
⽅方、私をそこにつれていってくれて、ありがとうござ
いました。  

ピョー（ミャンマー）  

⬛ はこねきゅうかいどう いしだたみ 
⼤大きくて  たかい⽊木が  たくさんありますから、私の⼤大好
きな  ばしょです。しずかで  きれいなところですから、
このかんこうちは  いつまでも  ⾒見ていたいです。私のか
ぞくも  つれてきたいと  おもいます。せんせいの  おかげ
さまで  わたしたちは  はこねに⾏行けましたから、「あり
がとうございました」といいたいです。  

ピー（ミャンマー）  


