
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 成田市国際交流協会 

 昨年 12 月 16 日から 18 日の 3 日間、友好都市井邑市より白南鍾
ペクナムジョン

教育体育課長を団長とした友好訪問団（引

率 5名、高校生 12名）が成田市を訪問しました。 

 恒例になった友好都市からの高校生ホームステイ体験。今年も市内ホストファミリーやボランティアの皆さ

んのご協力により、学生たちは各ホストファミリーのご家庭で、日本の生活や文化を体験しました。 

「明るくてやさしい井邑市の高校生」    

                           ホストファミリー 矢野夏光さん 

12月 16日、韓国・井邑市から高校生の皆さんが成田に到着されました。そして我が家では翌日一晩、ホーム
ステイの受け入れをしました。 
我が家に来た 2名の女の子は女子高の 1年生で、とても明るくて優しく、よくおしゃべりをする子たちでした。

女の子達の希望でイオンショッピングモールへお買い物に行きました。韓国の女の子達はみんな日本のお化粧品
に興味があるそうで、我が家の女の子も気に入ったお化粧品が見つかったので、私のお母さんがお土産にプレゼ
ントしました。その他、韓国の自宅で飼っているワンちゃんの服を見に行きました。韓国はあまり犬用の服がな
いそうで、ちょうどクリスマス前だったのでサンタさんの服を見つけて嬉しそうに買っていました。そして、み
んなでプリクラを撮っておそろいのフォトフレームのキーホルダーを買ってそこにいれて記念品をつくりまし
た。 
夕食はお母さんの提案で、お好み焼きを食べに行きました。韓国料理のチヂミのようだと、とても喜んで食べ

ていました。ヘラも上手に使ってお好み焼きをひっくり返し楽しんでいました。スイーツも大好きと言うので、
その後に食べに行きました。 
夜は自宅でいろいろなゲームをしたり、韓国のお話を聞いたりして、とても楽しかったです。通っている女子

高は朝 8時から夜 11 時まで学校で勉強だそうです。昼食も夕食も給食が出て、家に帰るとお母さんもお父さん
も、もう寝ているそうです。中には 11 時まで耐えられず脱走する子もいるそうです。そんなに長い間勉強をす
ると聞いて私はとても驚きました。日本では考えられないと思いました。 
話ははずみ、夜中になってしまいました。翌朝は市役所までお見送りに行きました。 

とても短い間で残念でしたが、明るい女の子達で、とても楽しく過ごすことができました。食事も文化も日本
と韓国は似ているところがあるので、過ごしやすいと言っていました。連絡先を聞いて、その後も連絡を取り合
っています。 

私もまた、韓国へ行きたいと思います。ホームステイの受け入れもできて、いい経験となり、素晴らしい交流
ができました。 



   ホストファミリー 小川雄大さん   

 今回、韓国井邑市の高校生２人を自分がホストファミリーとして受け入れをしました。 

初めての体験だったので、彼らと対面した時は不安な気持ちで一杯でしたが、対面式後別のホストファ

ミリーと一緒に皆でカラオケに行き歓迎会をした際、徐々に打ち解けていきました。家に着くまでの間に

「これから日本で何を一番楽しみにしているか。」と聞くと、「ホームステイする家です。」と言ってくれま

した。家に着くとまず彼らがしたことは足を洗うことでした。自分には無い習慣だったので戸惑いました。 

翌日は早朝から「房総のむら」へ行き、お点前や甲冑、千代紙ろうそくの体験を一緒にしました。お点

前は、自分も初めての体験でしたが、正座も慣れていないようでしたが彼らはお抹茶を頂いた時はとても

苦い顔をしていました。千代紙ろうそくでは、新しい年の干支の和紙を選びそれぞれの好きな形に器用に

切り、デザインし完成させていました。甲冑体験までに時間があったので、その時間を利用し成田山へも

行きました。彼らは、神仏に対する信仰心があり境内の歴史的建造物の写真を撮ったり、細かい所まで熱

心に見ていました。 

僕は韓国と日本の食文化の違いを感じていたので、辛い食べ物を好むという印象がありましたが、「何を

食べたいか」と聞いたところ「たこ焼きやラーメンが食べたい」という返答が返ってきたので驚きました。

昼食にたこ焼き、おやつにハンバーガー、夕食には具だくさんのデラックスラーメンをすべて完食でした。

ラーメンは最後のスープを飲み干すほどで本当に日本の食べ物を気に入ってくれたのだと分かり自分も嬉

しく思いました。僕らの世代では食文化には国境はなかった

ようです。 

２日間はとても早く、彼らとお別れの時とても悲しくなり

数日後には彼らが居ない家は寂しくも感じました。それだけ

に共に過ごした時間が貴重な体験だったと感じた時、今回国

際交流に参加しなければ得られなかったかけがえのない一

生の宝物だと思っています。 

 

 

「友情と芽生えた国際交流」 

 

 

ネストベズ市からの 

グリーティングカード 
サンブルーノ市からの 

グリーティングカード 



※翻訳文は協会 HPに掲載します。 
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         （成田市外国語指導助手） 

 

 

 

"Malaysia, Truly Asia" captures and defines the essence of the country's unique diversity.  

“There is only one place where all the colours, flavours, sounds and sights of Asia come together –   
Malaysia.  No other country has Asia's three major races, Malay, Chinese, Indian, plus various other 

ethnic groups in large numbers. Nowhere is there such exciting diversity of cultures, festivals, traditions 

and customs, offering a myriad experiences. No other country is a "Truly Asia" as Malaysia. 

Malaysia is noted as a 'Food Paradise' where you can taste a diversity of delectable food at reasonable 

prices. Be it Malay, Chinese, or Indian cuisine, Malaysia is home to a distinctive palette and a tapestry of 

flavours. In view of the historic influence of Islam and European culture from its colonized period, 

Malaysia stands out as the center of diversity that is unique in Asia.” (Excerpt from Tourism Malaysia 

site).  

Arriving from Malaysia 16 years ago, I was able to adapt 

well to Japan as we are exposed to different cultures from 

young. Japanese people are always very accommodating and 

kind to me. It was a blessing as both my husband and I are 

foreigners. He arrived in Japan three years earlier than I. 

 

We are often asked if we can eat Japanese food. Both my 

husband and I enjoy eating most dishes, except for natto and 

raw sea urchin (uni). 

 

Many Japanese friends are curious about what kind of food I prepare at home. Since there are only the 

two of us, I do not need to make a huge variety. Breakfast is simple with fruit, cereal and yoghurt. We 

are both happy with one or two dishes for dinner. I bring my own lunch (portion from dinner) for work.  

My husband brings his sandwiches that he makes himself. 

 

I cook mostly Malaysian Chinese food, pasta or steak. I 

have tried making some Japanese food, but usually when 

we want it, we prefer to eat out and leave it to the 

professionals. The only Japanese food I cook is Japanese 

curry, but with added peppers! We love hot and spicy 

foods. When I visit Malaysia or if friends visit me, I get 

Malaysian curry sauces to cook with. I also like to bake 

simple cakes. Mostly heavy ones like pound cakes.  

 

Finally, the last question that is always posed to me is: “Are you a good cook?” My answer is: “No, I am 

not. I cook just because I like eating and I will go crazy if I am hungry!” 

 

今回はマレーシア出身で昨年英会話サロンの講師を勤めていただいたMelissa Cheah Gleeson さんに多種

多様な文化と食べ物をもつマレーシアと日本での食生活について書いていただきました。 

 



  

日 程：3月 3日(金) 17:00-20:00(見学可能) 
    3月 4日(土) 10:00-18:30(見学可能) 
    3月 5日(日) 10:00-12:00(見学可能) 
ショー：3月 5日(日) 16:30-18:30(16:00開場)※有料 
※なお、子どもたちの休憩時間は見学できせん。また
見学時間も若干変更になる可能性もございます。 
場 所：成田国際文化会館 大ホール 
主 催：ヤングアメリカンズ事務局  
    WEBサイト http://jibunmirai.com/ya/  

    メール ya@jibunmirai.com 

 本年初の英会話サロンには、財団法人成田国際

空港振興協会のご協力により、外国人ゲスト 3

名をお招きします。  

 日 時：2月 12日(日) 10:00～11:30 

  会 場：はしらデリ＆カフェ(JR 成田駅近く) 

  定 員：15名 

  参加費：500円 

  申込先：協会事務局 (℡23-3231) 

 

 今回の世界の料理を楽しむ会では、ロシア出身の方

を講師に迎え、家庭料理を作ります。 

 日 時：3月 4日(土) 10:00～ 

 定 員：25名 

 会 場：中央公民館 

 参加費：会員 500円／一般 700円 

 持ち物：エプロン・三角巾 

 申込先：協会事務局（℡23－3231） 
 ※メニューは後日協会 HP へアップします 

応募締切：2月 28日(火) (必着) 

申込方法：写真を貼った履歴書を郵送で成田青年会議 

所事務局（〒286-0046 飯仲 45 成田市総合 

流通センター棟２階）へ 

面接日時：3月 5日(日)10:00～ 成田市中央公民館 

※詳細は主催者の成田市青年会議所ホームページをご

覧ください。  http://www.naritajc.com/ 

派遣期間：2017年 8月 16日(水)～23日(水) 

     (事前に宿泊研修を含む 9回程度の 

      研修などを予定)  

派 遣 先：ニュージーランド・フォクストン 

定 員：男女各 4人 

参 加 費：20万円程度 

応募資格：市内在住・在勤・在学で、研修に全回参加  

      できる18～25歳 の明るく健康な人 

 

な人 

 アメリカの非営利活動団体「ヤングアメリカン

ズ」が今年も成田にやってきます。成田市近隣エリ

アの子どもたちを対象とした音楽と歌のワークシ

ョップによる表現芸術教育の様子を、ぜひ間近でご

覧になってみてはいかがですか？練習の見学は無

料ですので、お気軽にお越しください。 

国際交流カレンダー(2月) 

 5日(日) 新春を祝う会(中央公民館/13:00～)＊ 

 7日(火) 広報部会・編集会議(市役所/17:00～)＊ 

11日(土) なりた知っ得出前講座(市役所/13:00~)＊ 

12日(日) 英会話サロン(はしらデリ＆カフェ/10:00～) 

19日(日) サンブルーノ中学生訪問団第 2回 

     事前研修会（市役所/10:00～） 

21日(火) 広報部会・編集会議(市役所/17:00～)＊ 

＊印の付いたものはどなたでも参加できます 

編集後記 

 さる年からとり年に，バトンが渡りました。年の初

めに，目標を掲げた人もあると思います。それぞれに

意欲を持って，目標を達成したいですね。新芽が出る

までは，寒さをしのいで頑張りましょう。年の終わり

に，みんなでとりのように羽ばたきたいものです。互

いに思いやりの精神で「破顔一笑」前向きに！ 

（Y．IKEDA） 

 
ニュ－ズレタ－（毎月１日発行） 

［編集・発行］成田市国際交流協会広報部会(〒286－8585 成田市花崎町 760 成田市役所広報課内) 

           Tel:0476-23-3231／Fax:0476-24-1006／E-mail: nifs@ngy.3web.ne.jp   

                    再生紙を使用しています 

 
成田 国際交流 検索 

なりた知っ得出前講座「広報紙の作り方」を聴講します。当協会会報誌の作成や、市の広報紙の作り方にご

興味のある方は、ご参加ください。（参加者把握のため、事前に協会事務局（23-3231）までご連絡ください。）  

日時：2月 11日（土）13：00～ 会場：成田市役所 3階第 2応接室 

mailto:ya@jibunmirai.com
mailto:nifs@ngy.3web.ne.jp

