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●はじめに 

 国際交流合宿は、今年で 5 回目となります。初めての、草津温泉街での合宿で、留学生も日

本の温泉文化を満喫してくれたことと思います。今回の学生スタッフは、10 名でさまざまな役

割を分担し、積極的にこの合宿をになってくれたことに感謝いたします。合宿所での交流会や

発表会でも、日本人学生と留学生との楽しく有意義な交流が行われ、皆それぞれの楽しい思い

出を作ってくれたことと思います。今後もこのような活動が発展していくことを願ってやみま

せん。 

留学生センター 岡 智之 

 

●合宿の概要 

 日時：2014 年 7 月 31 日（木）～8 月 1 日（金） 

場所：群馬県草津町 草津セミナーハウス 

参加者：計 49 人 日本人学生 11 人 留学生 38 人 引率教員 2 人 

主な見学・活動場所： 草津町 温泉街散策、湯もみ見学、ハイキング 

 

●参加者名簿 

合計：47 名  教員 2 名 日本人学生 11 人 留学生 34 人 

（中国 17 韓国 4 タイ３ モンゴル２ スウェーデン２ 香港 台湾 インド  

ベトナム サモア ドイツ 各１） 

 

名前 国 所属   

  岡 智之 日本 留学生センター教員 引率代表 

  谷部 弘子 日本 留学生センター教員 引率 

1 アケネセ サモア 教員研修生   

2 バドバヤル ゴヤンヅルガル モンゴル 教員研修生   

3 秦岩 中国 教員研修生   

4 孫用直 韓国 研究生   

5 張沛煕 香港 ISEP   

6 張露丹 中国 交換留学生   

7 趙菲菲 中国 日本語教育院生 2年 スタッフ 

8 王越 中国 交換留学生   

9 繆玲琳 中国 交換留学生   
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10 樊雅茹 中国 交換留学生   

11 キム アヨン 韓国 交換留学生   

12 キム スミン 韓国 交換留学生   

13 姜仁崇 中国 学部生 3 年 スタッフ 

14 艾シン 中国 交換留学生 スタッフ 

15 リリョウショウ 中国 ISEP   

16 鈴木 春佳 日本 A 類国語 3年 スタッフ 

17 霍方芳 中国 日本語教育院生 1年 スタッフ 

18 

シンウォラシャイ ジャンナリー（ピッ

ク） タイ 日本語教育院生 1年 スタッフ 

19 陳因果 中国 日本語教育院生 1年 スタッフ 

20 ムアンモンプラサート パイロート タイ 日研生   

21 葉雯歓（ヨウブンカン） 中国 交換留学生   

22 ヴィロッラタナラサミー チャッタワン タイ 日研生    

23 エテ ミヌ インド 教員研修生   

24 グエン トゥ フエン ベトナム 教員研修生   

25 簡迪 中国 日研生   

26 トテュ トュイ ドイツ 交換留学生   

27 レリナ スウェーデン 交換留学生   

28 ファーンルンド・ソフィー スウェーデン 交換留学生   

29 董思エイ 中国 A 類日本語教育 3年 スタッフ 

30 湯本 礼士 日本 日本語教育院生 1年 スタッフ 

31 ゲネンダラム ノミンエハデネ モンゴル 日研生   

32 キム ヨンイル 韓国 交換留学生   

33 村岡 瑞妃 日本 A 類国際教育 3年   

34 王霄 中国 研究生   

35 周炎 中国 日研生   

36 塩野目 水樹 日本 K 類日本研究 1年   

37 富山 純名 日本 学部生   

38 溝口 桃香 日本 N 類カウンセリング 1年   

39 水野 大希 日本 A 類理 2年   

40 生田 巳裕 日本 A 類美術 2年   

41 池谷 彩子 日本 A 類日本語教育 1年   

42 澤 雅宏 日本 A 類国際教育 2年   

43 清野 涼子 日本 K 類多言語多文化 2 年   

44 張海霞 中国 研究生   

45 キョカイチョウ（うさぎ） 台湾 交換留学生   
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●活動内容 

7 月 31 日（木） 1 日目 

 8 時 大学正門前集合、出発  

 

    バス内活動：自己紹介、ゲーム、 映画「テルマエ・ロマエ」鑑賞 

    

12 時半  昼食 浅間酒造観光センターにて（舞茸セットが人気）   
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13 時 草津到着 西の河原、温泉街散策（露天風呂を堪能） 
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 16 時 熱の湯・湯もみとおどり見学 

 

 17 時 宿舎チェック・イン 

 17 時半 夕食 

 18 時半 交流会（食堂） 
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        20 時 自由時間・班別活動 

 22 時 消灯就寝 

8 月１日 （金）２日目 

 7 時 朝食 

 8 時 チェックアウト・体操（岡先生による太極拳） 

 

 9 時 発表会 セミナーハウス研修室にて （各班の報告・感想を参照）  

 12 時半 昼食 

 13 時半 宿舎出発     

ハイキング（白根火山ロープウエイ山麓駅→天狗山レストハウス） 

 途中、子熊に遭遇。 
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 バス内活動：映画「アナと雪の女王」 「おおかみこどもの雨と雪」鑑賞 

 18 時 大学到着・解散 

 

●発表会：各班の活動報告・感想 

1班 ゲーム班 

班員：澤雅宏（日本） レリナ（スウェーデン） キムヨンイル（韓国） 王霄 葉雯歓（中国）

キムスミン（韓国） 鈴木春佳（日本） 

 

わたしたちの班は、発表でゲームをすることになり、全員でゲームをすることを通じて楽し

く他の国の文化を知ってもらおう、と考えました。そこで日本では「だるまさんがころんだ」

といわれるゲームを紹介しました。日本の「だるまさんがころんだ」鬼が前を向いて言葉を発

している間に他の人は鬼に近づき、言葉が終わって鬼が振り向いたら他の人は動いてはいけな

くて、動いてしまったら鬼と手をつなぎ、誰かが鬼にタッチしたらみんなで逃げ出し、鬼が少

しずつみんなの方に近づいて次の鬼を決める、というゲームです。同じようなゲームがスウェ
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ーデン、韓国、中国にもあることを知り、様々な掛け声で「だるまさんがころんだ」を行いま

した。 

 

紹介した四か国の「だるまさんがころんだ」 

 

○日本語「だるまさんがころんだ」             だるま→ 

意味・・・だるま（達磨、赤くて丸い僧をもとにした人形）がころんだ 

  

○韓国語「무궁화 꽃이 피었습니다」              

意味・・・ムクゲ（무궁화（ムグンファ）、韓国の国の花）の花が咲きました 

ムクゲの花→ 

○中国語「红灯绿灯停」発音は Pinyinで「hóng dēng  lǜ dēng tíng」 

意味・・・赤信号、緑信号、止まり 

 

○スウェーデン語「Ett, två, tre, rött ljus!」 

意味・・・「１、２、３、赤信号」 

 

感想  鈴木春佳（日本） 

中国とスウェーデンは遠く離れているのに、同じ信号を使っているのに微妙に違う点が興味

深かったです。また、日本でも関西地方では「坊さんが屁こいた」（お坊さんがおならをした）

という掛け声もあるそうです。知らないことを知ることができ、勉強になりました。 

今回、ルールは鬼（ゲーム班の人）に最初にタッチできた人の勝ち、としました。焦るあま

り動いてアウトになってしまった人、ゆっくり鬼に近づく人、早く鬼に近づくことができて他

の人を待っている人など、それぞれの方法でゲームに参加していました。人数が多く二回に分

けたのですが、どちらもとても白熱したゲームになりました。ゲームをする中で、いろいろな

言語が飛び交い、違和感たっぷりでも皆さんが楽しく参加してくださり、私たちも面白かった

です。改めてこの遊びが万国共通のものなのだと実感し、狙い通り楽しく文化を紹介すること
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ができました。みなさんが真剣に参加してくれて、私たちもとても楽しみながら進めることが

できました。ありがとうございました。 

 

 

 

２班 ファッション・ショー 

メンバー：繆玲琳、樊雅茹、アイシン（中国）ソフィー（スウェーデン） 

   キョカイチョウ（台湾） 水野大希 生田巳裕（日本） 

感想  アイシン（中国） 

 岡先生とスタッフと参加した皆様とのお陰さまで、楽しくて印象深い合宿を体験した。これ

から、私が担当したファッション・ショーのグループの良さと欠点について少し話したいと思

う。 

 一番目は、テーマの選定ということである。ファッション・ショーと言えば、最初に頭に浮

かんできたのは服のことであった。それで、グループの皆様に国ごとに伝統的な服装とそのも

のの現代社会での発展などについて発表してもらいたいと思った。メンバーは真面目にＰＰＴ

を作ったり、日本人の方は手にしている浴衣も着てもらったりした。合宿の皆様にも多少に知

らないことを伝えてあげられたと私がそう考えている。しかし、後に振り返ると、もっと広く

考えたら、ファッションの歌か料理などもテーマにしても構わないかと思う。要するに、テー

マの選定に関しては、一層広い視点が欠かせないと思う。 

 二番目は、発表の状況である。皆様に真剣で聞いていただいて、私たちがやる気いっぱいで

発表することができた。準備した内容を発表し終わったら、メンバーの［ウサギさん］にマイ
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クで上手に歌を歌ってもらった。日本伝統の演歌も英語の歌も上手で、すごく盛り上がったの

だ。その時こそ、ファッションの歌というテーマを選ぶべきだったと思った。足りないことは、

時間的には少しきつかったと思う。これから必ず気をつけると思う。 

私の担当したグループについての合宿の感想は以上である。残念なこともあるが、皆様と一

緒に良い合宿の思い出を作ることができた。機会があれば、また皆とこのような体験をしたい

と思う。 

 

 

感想  生田巳裕（日本） 

私たちの班は「ファッション・ショー」として、それぞれ自分たちの母国の民族衣装につい

て調べパワーポイントにまとめて発表した。 

班員は中国人、フィンランド人、日本人がいたため３か国の“ファッション”を比較するこ

とができた。民族衣装の歴史、豆知識などを通して衣装について説明した。 国が違えば言語

も、文化、環境も違ってくる。 そしてそれらに伴い衣服も違ってくることが大きな発見であ

った。衣・食・住でもあるように衣服は世界共通の生きるためになくてはならないものであり、
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今回の国際交流合宿という場を通してみんなで考えることができたのは非常に貴重な機会だっ

た。 この機会でお互いの国についての理解を深め合うことができたと感じる。 

最後に班員である、兎ちゃんに自慢の歌を披露してもらった。見た目からは想像できないほ

どのパワーで聴く人みんなを驚かせ魅了させてくれた。 実際のところ班の仲間である私もそ

の時、歌を聴くのが初めてでとても感動した。 自分の特技を堂々と人の前で披露できること

が日本人には苦手な人が多いので見習わなければいけないなと感じた。 

一泊二日の短い期間であったが、多くの人と出会い多くの経験をした。すべてに感謝したい。

ありがとう！ 

 

 

3班 アニメ「苺ましまろ」にアフレコをつけた！ 

メンバー：陳 因果（中国）霍 方芳（中国）塩野目 水樹（日本）王 越（中国） 

張 海霞（中国）姜 （中国）董 思えい（中国） 

１アニメ題材設定理由： 

 主人公アナはイギリス人、父さんの仕事で日本来て５年目。日本語はぺらぺら、日本の生活

にずいぶん慣れてきた転校生だ。頑張って親しみやすいキャラを作りたがる印象が深かった。

会話も分かりやすいし、可愛いキャラクターが多くて、国際合宿のテーマにぴったり合うと思

い、このアニメにした。 

２アニメの内容： 

 イギリス人ではあるが、日本での生活が長く、日本食が好きで、日本文化に精通しており、

日本語が達者な生粋の日本通。しかし本人は英国人でいたがっている。英語をほとんど忘れて

しまっていることと、「コッポラ」というファミリーネームにコンプレックスを抱いている。

転校してきた頃は英語が話せないこと、日本語が話せること、苗字が「コッポラ」であること
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を隠していたが、すぐに千佳達にばれてしまい、アニメでは美羽に「穴骨洞」などと当て字を

されたりもした。学校生活では何事につけても、ドジでか弱い茉莉のフォロー役で、ほぼ全面

的に世話をしているが、前述のとおり日本語を話せることを隠しているため、アナもまた茉莉

を介さなければクラスメイトとコミュニケーションできない。しかし、途中からどうでもよく

なったのか学校でも普通に日本語で話している。 

 

３役割分担について 

 シーン 1：家 

 アナのパパ：姜 仁崇 

 アナのママ：陳 因果 

 ア ナ：董 思えい  

 

シーン２：学校へ行く途中 

 アナのモノローグ：塩野目 水樹  

 アナのセリフ：董 思えい 

 美 羽：王 越 

 千 佳：霍 方芳 

 

シーン３：教室で自己紹介 

 先 生：姜 仁崇 

 笹 塚：霍 方芳 

 ア ナ：王 越 

 クラスメート A：陳 因果 

 

シーン４：国語の授業 

 女の先生：王 越 

美 羽：霍 方芳  

 

シーン６：掃除当番 

 クラスメート B：塩野目 水樹  

 美 羽：董 思えい 

 千 佳：張 海霞 

 

シーン７：休み時間 

 ア ナ：陳 因果 

 クラスメート C：王 越 

 

シーン８：国語の授業 

 男の先生：塩野目 水樹 

 笹塚：霍 方芳 

 アナのモノローグ：陳 因果 

 

シーン９：給食の時間 

 アナのモノローグ：陳 因果 

 男の先生：霍 方芳 

 クラスメート一同：全員 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%93%E3%81%A6%E5%AD%97
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シーン５：算数の授業 

 女の先生：王 越 

美 羽：霍 方芳                 

       

 

 

４終わり 

発表前日までに「苺ましまろ」のアニメを決まったので、役割分担など時間を取ってゆっく

り検討する時間がなかった。しかし、ほとんど初対面のメンバーであり、限られた時間にみん

なで協力しながら、自分が担当する部分を真剣に練習している姿がよかったと思う。留学生が

多いため、日本語のセリフを上手にいえるように、アニメを繰り返してみて、登場人物の話し

ぶりをまねしようとする印象が深かった。発表当日に少しトラブルがあったが、みんなで協力

した上で解決し、ミスなく発表できたと思う。今度の合宿で残った思い出が一生もわすれられ

ないんだろう。よい経験になりました。 
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４班 折り紙班 

メンバー：ムアンモンプラサート パイロート（タイ）グエン トゥ フエン（ベトナム） 

      簡迪、周炎、リリョウショウ（中国）村岡瑞妃、湯本礼士（日本） 

感想  ムアンモンプラサート パイロート （タイ） 
  

 僕にとっては国際交流合宿は今回初めてですので、とても楽しかったです。 

太極拳をはじめ、様々な面白い活動に参加でき、本当にいい経験でした。 

そして、僕のグループの担当は日本の折り紙で、皆さんに教える経験はとても楽しかったと思

っています。 

 また、草津の旅行と山登りの経験は楽しく、やはり日本の自然が最高だと思っています。 

岡先生、谷部先生、スタッフの皆さん、どうもありがとうございました。 

今回もし機会があったら、僕は絶対参加したいと思っています。 よろしくお願いします。 

 

  

 

感想   グエン トゥ フエン（ベトナム） 

折り紙の班のベトナムから来たフエンです。７月末に行われた国際交流合宿に参加して、と

ても楽しくて、日本人はもちろん国際の友達でもよくできました。折り紙の班のメンバーは日

本人二人、中国人三人、タイ人一人と、私です。発表会の前、皆で何をしようか、何が必要な

のか、どうやって簡単に教えられるのかを、一緒に相談したり意見を言い合いしたりして、団

結心が溢れてきたと感じられました。発表会の日まですごくわくわくしてきました。 

やっと発表会が来てくれました。直前の日の夜には、中国人たちが船の形の折り方と中国結

びの結び方を教えてくれました。皆が真面目にやりながら、話したりして楽しかったです。や

はり私たちが留学生なので、日本語で折り方を説明するのは日本人のようにうまく言えなかっ
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たのですが、他の人がわかるようにどう説明すればいいのかということを教えてもらいました。

本当に色々勉強になりました。 

発表会の時、ゲーム、ダンス、クイズなどを皆と一緒にやって、一緒に爆笑して雰囲気が盛

り上がってきました。うちの班の番がやっと来ました。自分が順調に教えられるのか、皆が折

り紙に興味を持ってやってくれるのか、のようなことを考えてしまって、ちょっと緊張しまし

た。嬉しかったことですが、最初から折り紙に興味を持ってくれる人が多かったです。皆が真

面目に聞いてくれて、積極的にやってくれているシーンを見て、つい嬉しく笑ってしまいまし

た。また、感動したのは岡先生が太極拳をわざわざやって見せてくれたことです。素晴らしか

ったと思います。 

発表会の終わりまでも時間がもっと欲しくて、残念な気持ちが溢れてきました。皆が世界で

色々な国から来たのですが、それぞれの国の文化や習慣などを色々紹介してくれたことでお互

いの国のことをより理解できました。そして、国々の言語が多かったのですが、母語ではない

日本語だけで皆が一緒にわいわいして楽しめたことは素晴らしいことじゃないかと思いってい

ました。 

これから、もし参加するチャンスがあれば、きっともう一度思い切り参加したいと思います。

国際交流の良いチャンスを作ってくれた先生の方々には心から感謝しています。後輩の留学生

達にもこのようなたくさん役に立つ活動を作ってほしいなと思っています。 
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感想  簡迪（中国） 

八月一日、今回合宿に参加し、群馬県の草津に行きました。草津の温泉が有名だということ

はガイドブックから分かりましたが、実際に行って、自分の目で見ると、本当に草津の美しい

景色に感動させられました。 

合宿に行く前、班分けの時、折り紙組に入りました。小さい時から、ずっと折り紙に興味を

持っていましから、自分が知ってる折り紙をみんなに紹介したく、みんなと一緒に折り紙を楽

しもうと思って、折り紙組を選びました。 

グループメンバーと相談して、折り紙だけだはなく、中国の伝統的な中国結びもみんなに紹

介することになりました。私は「黒い苫の船」という江蘇省と浙江省にまたがる水郷地帯で多

く見られる小型の船の折型を教え、もうひとりはブレスレットの結び方を皆に教えました。 

他のグループと比べて、そんなに面白くないから、みんなは興味があるかどうかと心配しま

したが、発表する時、みんな興味津々で習っていました。楽しかったです。それに、発表会の

前、朝の体操として、岡先生と一緒に太極拳をしました。大学で太極拳を習ったことがありま

すが、ただ簡単なヴァージョンですから、やはり岡先生のほうがもっと素晴らしくて、勉強に

なりました。今回の合宿は帰国する前の最初と最後の合宿でした。たくさんの友達ができて、

私にとって、忘れられない思い出になりました。折り紙のメンバー、先生たちに感謝したいで

す。 

 

５班 ダンス班 

メンバー：アケネセ（サモア）秦岩（中国）張露丹（中国）エテ ミヌ（インド） 

  ヴィロッラタナラサミー・チャッタワン（タイ）溝口桃香（日本） 

  ゲネンダラム・ノミンエハデネ（モンゴル）池谷彩子（日本）清野涼子（日本） 

感想  秦岩（中国） 

日本は温泉大国で、日本人は温泉が好きです。 私は日本で旅行の時、温泉や銭湯へ行った

ことがあります。 今回、国際合宿をきっかけにして、草津へ行って、嬉しかったです。 

草津温泉は日本三名温の一つです。西の河原公園では、私にとっては初めて露天風呂に入り

ました。山の中で、緑を見ながら、お風呂でたっぷりのお湯に浸かったことによって、リラッ

クスできるのはよかった。 
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さらに、いろいろな国から来た友達と一緒にサモアダンスをして、楽しかったです。交流活

動の時、岡先生の陳氏太極拳は素晴らしかったです。合宿の組織者とスタッフは用意周到であ

りがとうございます。 
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６班 クイズ班 

 メンバー：張沛煕（香港）キム アヨン（韓国）シンウォラシャイ ジャンナリー（タイ） 

    キム ギュウジン（韓国）トテュ トゥイ（ドイツ）富山純名（日本）趙菲菲(中国) 

感想  シンウォラシャイ ジャンナリー  

 今年（2014 年）の夏休み、草津へ合宿に行くことになりました。発表会では私たちの班がク

イズをやりました。本当はゲームをやることに決めましたが、もう一つの班と同じですから、

クイズに変えました。最初の希望から外れましたが、結果的にはクイズが意外によく出来て、

良かったと思います。 

 準備のときは、皆の都合（授業など）でなかなか集まることが出来なくて、ラインで話し合

うようになりました。様々なアイデアを出して、クイズの方向が皆で考えました。せっかく

様々な国からのメンバーがいますから、国際的なクイズを作りました。今回は、日本、ドイツ、

韓国、香港、中国、ベトナムとタイで、一国から 2問ずつ出して、合計で１４問でした。内容

はその国の基本知識や面白いことでした。皆の都合の理由で、このクイズの準備は本番の日ま

でしました。ぎりぎりでしたが、皆の協力でやっと出来ました。本番では、発表がメンバーの

皆で進められて、皆にも楽しく参加してもらって、大変盛り上がりました。 

 様々なことがありましたが、皆の力で出来て良かったと思います。いろいろ勉強になりまし

た。メンバーの皆は帰国したりしても、これは良い思い出になって、心に残されたのではない

かと思います。 
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●合宿アンケートまとめ 

・アンケート集計 

1.合宿の日程はどうでしたか？ 

     

 

よかった 29 普通 8 よくない 0 

  2.合宿の場所はどうでしたか？ 

     

 

よかった 31 普通 5 よくない 1 

  3.バス内活動はどうでしたか？ 

     

 

よかった 29 普通 8 よくない 0 

  4.草津温泉散策はどうでしたか？ 

     

 

よかった 33 普通 4 よくない 0 

  5.交流会はどうでしたか？ 

      

 

よかった 33 普通 4 よくない 0 

  6.草津セミナーハウスはどうでしたか？ 

    

 

よかった 19 普通 17 よくない 1 

  7.発表会はどうでしたか？ 

      

 

よかった 35 普通 2 よくない 0 

  8.ハイキングはどうでしたか？ 

     

 

よかった 23 普通 8 よくない 0 無回答 6 
 

・質問へのコメント 

 ２．合宿の場所はどうでしたか？ 

部屋にはシャワー室がないのでちょっと不便／皆と一緒に同じ部屋にとまりたい（男女一

緒？）／温泉地にもう少し近い方がよかった／涼しくて良い場所でした！／最高／緑色の
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温泉を見られてよかった。／布団は汚い／遠かったけど、温泉が良かった／もっと近場で

もいいです。／場所はすずしくてすごくよかったです。／廣い／温泉たのしかった！ 

 ３．バス内活動はどうでしたか？ 

  たのしかった／ストーリー作りが面白かったです！／面白くて仲良くなりやすいと思う／

実は休みしたかったか、簡単な活動をしたい／少し酔った／ちょっと疲れたけどよかった

です。／おもしろい／楽しめた！／途中で酔ってしまった。 

 ４．草津温泉散策はどうでしたか？ 

  まんじゅう！露天風呂！／本当に楽しかったです！／ビバ温泉／修繕のためにちょっと惜

しかった。／温泉最高です。／疲れた／まんじゅうたべた！ 

 ５．交流会はどうでしたか？ 

  ゲームがたのしかった。／日本語だけでなく英語も使えてよかったです。／仲良くなれた

／いろいろな面白いゲームをやっていて楽しかった。／進行にマイクが必要だったと思う。

／交流の部分がたりなかったと思います。ゲームを学ぶよりもあるテーマについて話し合

うのがもっと適切と思う。／もっとわかりやすい企画がいいです。／おもしろい／留学生

と仲良くなれた！／交流会のための準備で仲良くなれた 

 ６．草津セミナーハウスはどうでしたか？ 

  普通においしかった。／普通だけど、安いのが一番いいから、大丈夫です。／たたみだと

思ったのだが、間違った。／とても楽しかった。／布団は汚い。虫の屍体が付いている／

夜の時に出かくのはちょっと大変。位置は少し不便。／おいしい／ふとんのほこりが寝る

とき辛かった 

 ７．発表会はどうでしたか？ 

  ファッション・ショー 2 工夫しててたのしかったです／自分のファッションショーの班

は流行っている歌を歌ったほうがよかったのに。 

  うさぎちゃん ４  うさぎちゃんの歌感動しました。 

  ゲーム １  ゲームの時間がちょっと短いです／だるまさんがころんだ たのしめた 

  ダンス 10 かわいかったです／ダンスは一番いいと思う／楽しかったです！ 

  クイズ 10 勉強になりました／勉強になって、とても楽しかったと思います 
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他        ぜんぶのグループの発表はよかった。／皆はおもしろい 

 ８．ハイキングはどうでしたか？ 

  つらい／熊なんか見れるのが最高！／クマに会えると思わなかった。／天気よくて気持ち

よかった。／登山だと思ったが、ハイキングだけでよかった。／景色はとてもきれいで、

とても楽しかったです。／ちょっと早かったです。もうちょっと見たかったです。／気持

ちよかった、自然をたのしみにしました 

 ９．次に合宿をやるとしたら、いつどこがいいですか。 

  夏休みやその前でいいよ。／同じ日程で良い／同じ時期で鎌倉！／奈良、京都／千葉－海  

／北海道 大阪 箱根／夏 温泉 涼しい／春、花の海がある場合／ぎふけん／春に、食

べ歩きツアーとか！夏に海もいいですね！ダイビングツアーとか。／１０月箱根／毎学期

にやってもらいたいと思います。／海／今でしょう？／温泉地／夏 海／沖縄／いいです。

／鬼怒川、箱根、軽井沢／冬休み スキーに行くほうがうれしいです。／箱根、うみ／夏

休み 沖縄／いなか／富士山／7 月末（今回のように）／箱根とか、それかすずしいとこ

ろ／夏休み、海 

 １０．その他、気がついたことなど、自由に感想をお書きください。 

  先生の太極拳がかっこうよかったと思う。／今回の合宿がすばらしかったです／とっても

充実していて楽しかった！！色々考えてくれたスタッフさんありがとう！！／帰国する前

に国々の友達と一緒に遊びに来ていい思い出を作れて最高です。初めての合宿も来日一年

の最後の合宿はこれから一生の宝物だと思います。本当にありがとうございます。／楽し

かったです！／日本語だけでなく英語の進行もあると英語しかわからない人に good だと思

います。／ゲームぐるぐる回って、みんな前のやったゲームをやっと慣れてきたが、すぐ

別のゲームに変わってしまった。また時間をかけてルールとかの説明や理解が必要なので、

みんなやる気がなくなるかもしれない。むしろ先に何ゲームにするかをきめて、一貫性を

保つほうがいいじゃないかと思います。／こんかいの合宿はとても楽しかったです。私は

色々勉強になりました。／この２日間すごく楽しかったです。友達もたくさん作ったと思

います。これからもみんなとなかよくなりたいです／皆一緒に楽しい時間を過ごしました。

／すごくいい思い出をつくりました！^_^／みんなで一緒に合宿して仲良くなって楽しかっ

たです。／初めての部活でスタッフの仕事も体験しました。とてもいい思い出になると思

います。グループの友達は助け合いながら夜１２時まで練習していたのはとても感動しま
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した。／みんなお疲れさまでした。一緒に楽しくなりました／楽しかったです～！！おつ

かれさまでした。／よるの自由時間がみじかいすぎてちょっとたっぷりとたのしめなくて

ざんねんでしたけど、楽しかったです。／もっと長い日程がほしいです。例えば、２泊３

日とか３泊４日 

 


