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シンガポール・マレーシア訪問をふり返って 
 

団長  岩村 錦憲 

 
 私たち大口町海外派遣団１４名は、８月１２日（月）から８月１７日（土）ま

での６日間の日程で、シンガポール及びマレーシアを訪問してきました。 

 最初の訪問国シンガポールでは、ホストファミリーの皆さまの温かい歓迎を

受け、それぞれの家庭で２日間ホームステイをさせていただきました。 

 その間、「一般財団法人 自治体国際化協会（ＣＬＡＩＲ：クレア）」を訪

問し、世界各国の国民性と日本の国民性を比較した上で、これからの日本人

は、コミュニケーションスタイル（説明する力 表現する力）をシフトするこ

とが必要であるというお話を伺いました。団員にとっては、これからの人生に

おいてとても参考となる内容ばかりで大変有意義な時間となりました。 

 また、「ニューウォーター・ビジター・センター」を見学しました。国土面積

が狭いシンガポールにとって、充分な水資源を確保し、生活用水や工業用水を安

定的に供給するためのインフラ整備は国家プロジェクトの一つとなっていま

す。最先端技術を使って下水を浄化しており、飲料水としても使用できるほどの

水質だそうです。 

 ３日目には、国境を越えマレーシアへ入国しました。陸路で国境を渡ることや

税関での入国手続きは、貴重な体験となりました。 

 マレーシアでは、学校交流として「アジザ職業訓練校」（日本の専門学校にあ

たるもの）を訪問しました。歓迎のセレモニーの後は、日本の伝統文化である折

り紙を一緒に折ったり、マレーシアのボードゲームを楽しんだりして交流を深

めました。ことばが十分に通じない中でも、楽しい雰囲気の中で交流することが

できました。 

 その後、ホームステイ先のシナラン村に移動しました。シナラン村は、自然豊

かで毎年多くの日本の中高生がホームステイに訪れています。「コンパン」（マ

レーシアの民族楽器で太鼓の一種）の演奏で出迎えていただき、和やかな雰囲気

の中、各ホームステイ先へ向かいました。 

 各家庭では、料理を手で直接食べたり、民族衣装を着たり、チョンカと呼ばれ

る伝統的な遊びをしたり、それぞれにマレーシアの文化に触れ日本との違いを

体感することができました。 
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 今回訪問したマレーシアは、大型国家プロジェクトによる近代化へ向けて発

展途上であり、サービス業や製造業に優先投資されている一面もありましたが、

シナラン村は、パームヤシやゴムの木に囲まれ、多くの自然が残っておりマレー

民族特有の家屋での生活は、貴重な体験となりました。 

 今回のシンガポール、マレーシアへの渡航で、団員の皆さんは、様々な国籍や

文化・習慣を持つ人々が、互いの違いや価値観を認め合い、尊重して暮らす「多

文化共生社会」を見て、様々なことを感じて、学んだことでしょう。異なる言語

圏で多くの人と出会い、そして交流してきたことは、これからの皆さんの人生に

おいて、きっとかけがえのない財産になることでしょう。この経験を活かし、団

員の皆さんが次世代の大口町を担う人間として大きく成長してくれることを、

心より期待しています。 

 結びに、この度の海外派遣事業に関わっていただいたすべての皆様に感謝を

申し上げ、団長としてのあいさつとさせていただきます。どうもありがとうござ

いました。 
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派 遣 行 程 
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流行について 

 

中学生  中家 優歩 

 

 私は、シンガポールとマレーシアで、どのようなものが流行っているのかが気

になり、流行について出発前に調べましたが、わからなかったため、現地で実際

に見て調べることにしました。 

１つ目は遊びについてです。シンガポールではカイト、キックスクーターが流

行していました。カイトとは、日本でいう凧です。マンションなどの近くにある

小さな公園のような場所で、みんなでカイトを飛ばしている様子が見られまし

た。キックスクーターは、遊びや、交通手段としてたい

へん多く使われていました。２人乗り用にされていた

り、子どもが座れるようにイスがついているものも見

かけました。マレーシアでは、チョンカという遊びがあ

りました。これは、ホームステイ先でやらせていただき

ました。日本にはない遊びで、ビー玉をルールにそって

動かしていき、多くのビー玉を自分の陣地に入れた人

が勝ちという遊びです。マレーシアのどの家にもあり

ました。 

 ２つ目はアニメについてです。シンガポールではサンリオの「シナモン」、「ド

ラゴンボール」がよく見られているそうです。日本の作品が世界でも見られてい

ることがわかりました。マレーシアでは、ホームステイ先のお母さんがベビーシ

ッターで、赤ちゃんたちと一緒に「ペット」というアニメを見ていました。 

３つ目は服装についてです。シンガポール国内のお店においてある服は、日本

でも店舗を構えているお店だったりと、日

本と変わりませんでした。でも、ホームス

テイ先で聞いてみると、シンガポールは１

年中暑いので、半そでに半ズボンで、一般

的にくつ下ははかず、サンダルで過ごすの

だそうです。マレーシアでは、イスラム教

の関係で、肌を出さない伝統的な服装であ

るバジュクロンがたくさん売られていま
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した。実際に私たちも、マレー系の女性が着用するバジ

ュクロンを着ましたが、全く暑くなく、またカラフルな

色合いでした。 

インターネットで調べるだけでは、わからないこと、

そして体験できないことを実際に現地へ行くことで知

ることができました。流行を通して日本との違いがたく

さんあり、とても刺激的でした。 
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海外派遣研修を経験して 

 

中学生  古田 由乃 

 

 私は、『シンガポールとマレーシアの国

民性、日本の国民性についてどう思う

か？』をテーマに、ホームステイ先のホ

ストファミリーやマレーシアの学校で多

くの人に聞き取りをしました。 

 まず、『シンガポールとマレーシアの国

民性』について両国で一番多かったのは、「優しい人柄であること」次に、「親切

であること」でした。他にも、マレーシアでは、「個性的である」という方もい

ました。 

 『なぜそう思うか？』理由を聞いてみると、「いろいろな人と共感することが

できる」、「友だちを大切にする」、「人を助ける思いがある」ということでした。 

 そして、『日本の国民性』について、現地の人が思っていることで一番多かっ

たのは、「礼儀正しい」でした。他にも、「丁寧である」、「清潔である」、「優しい」、

「よく働く人々」という方もいました。 

 実際に、シンガポールのホームステイ先の方は、ショッピングに連れて行って

私たちを楽しませてくれたり、マレーシアのホームステイ先では椅子にもたれ

て眠そうにしていたら布団を敷いてくれたり、別れ際の時には、涙を流してくれ

ました。様々な場面で、優しい人柄を実感することができました。 

 そして、マレーシアの学校を訪問して、現地の学生と

一緒にチョンカという遊びをしたり、紙飛行機を教えな

がら折ったりして、楽しい一時を過ごしました。積極的

にジェスチャーを使いながら、お互いに会話をすること

で、たくさんの友だちを作ることができました。実際に

シンガポールとマレーシアへ行き、「すぐに友だちを作

れる」という国民性があることも実感でき、私自身も礼

儀正しさや感謝の気持ちを伝えることを心がけました。 

 実際に様々な場面で人の優しさや温かさに触れるこ

とで、テーマである国民性について学んだことを実感す
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ることができた、海外派遣研修となりました。 
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建物と生活面 

 

中学生  若原 由奈 

 

 今回の派遣で私は「日本とシンガポール・マレーシアの違い」について調べて

みたいと思いました。違いといっても食文化や地形、言語といろいろありますが、

私は「建物と生活面」について調べることにしました。 

 私がシンガポールに行ったとき最初に思った

ことは、木と団地が多いということです。シンガ

ポールの人口の８割が「ＨＤＢ」という公団住宅

に住んでいます。ＨＤＢは「Ｈｏｕｓｉｎｇ Ｄ

ｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｂｏａｒｄ」の略で、シ

ンガポールの国民を対象とする公団住宅のこと

です。公団団地なので、外国人は購入できないの

ですが、借りることはできます。私が泊まったホ

ームステイ先の家も公団団地でプールとジャグ

ジー、バーべキュー場、公園、ジムといった家族

で充実できるような設備がありました。入口に

は、たいてい２４時間体制でセキュリティがい

ました。 

 そのため、シンガポールの公団団地は安全にみんなが楽しめる家だと思いま

した。 

 マレーシアの第一印象は壁の色がカラフルで窓が大きいということです。マ

レーシアは１年中熱帯雨林気候なので、暑さと湿気のある中での工夫された作

りになっています。マレーシアの伝統的な家は風通しを

良くして、涼しくし、洪水からの被害を抑える高床式建

築になっていました。窓につけられた木製のブラインド

は、雨を避けながら風を通すと同時に直射日光が室内に

入らない工夫がありました。また、手の込んだ木の彫刻

はマレーシアの伝統工芸ですが、これもインテリアとし

てだけでなく、通気性も考えられた作りでした。 

 マレーシアと日本の大きな違いは、お風呂とトイレで
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す。お風呂は、シャワーでお湯が出なかったです。ホストファミリーのお母さん

に尋ねたら「冷水しか出ないよ。」と言われました。マレーシアは気候が暑いた

め冷水でシャワーをあびることを知って驚きました。トイレでは、トイレットペ

ーパーがなかったのが衝撃的でした。マレーシアの人の大半は紙を使わないこ

とが理由です。マレーシアのトイレで必ず見かけるのが、壁に設置されたホース

です。ここから出る水で、汚れた部分を洗い清潔にするのです。日本でいうウォ

シュレットの働きをします。 

 日本とシンガポール・マレーシアの建物や生活面の違いについて調べてみて、

日本では一般的だと思っていた『トイレにはトイレットペーパーがある』ことが、

『現地では手で洗い、ホースで流す』ということなど、様々な面で一般的ではな

かったことが沢山ありました。 

 貴重な体験をすることができたので感謝しかありません。貴重な体験をあり

がとうございました。 
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観光客の量とごみの量について 

 

中学生  藤田 怜奈 

 

 皆さんは「観光公害」という言葉を知っていま

すか。近年、日本でも観光客による文化財への落

書きや立ち入り禁止区域への侵入、ごみのポイ捨

てなどが多発しています。これらのような、観光

による弊害を公害に例え「観光公害」といいます。 

 私は初め「インターネットの情報は本当なのか」

というテーマにしようと思っていました。しかし、実際に行ってみて「シンガポ

ールにごみは落ちているのか」「観光客の量は住む人より多いのか」ということ

を調査するためにとったデータが関連しているのではないかと考えるようにな

りました。 

 そこで、私はそれらのデータを表にまとめました。 

場所 観光客の量（割） ごみの量（割） 

マーライオン公園 ９ ８ 

アラブストリート ６ １０ 

電車の中 １ １ 

マンションの廊下 ０ ０ 

 

すると、以下のことがわかりました。 

・観光客の多いところに、ごみも多い傾向にある。 

・観光客が少ないところには、ごみが少ない傾向

にある。 

 

 シンガポールでは、入国時にガムの持ち込み禁

止や、ごみのポイ捨ても罰金対象になるなど、厳

しい法律が設けられています。しかし、実際に現

地を見て、たくさんのごみが落ちているように感

じられました。特に観光客の場合、自国のルール

はきちんと守っていても、シンガポールの法律に
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は疎く、法律を破っても罪の意識は少ないのかもしれません。 

 私は、その国に入ったのならその国の法律やルールに従うべきだと思います。

ごみを落とすことを推奨している国などありません。日本では、シンガポールの

ような罰金制度などはありませんが、人として守るべきである『ごみを落とさな

い』ことはもちろん、ごみ拾いやリサイクル活

動などのボランティア活動が各地で行われて

います。今回の海外派遣事業で、実際に現地の

ごみの状況を知ることができました、この状況

を踏まえて、ごみはしっかりとごみ箱に入れて、

リサイクル活動などにも積極的に取り組んで

いきたいと思います。 
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遊びについて 

 

中学生  市川 澪 

 

 私は、今回の海外派遣で遊びについて調べました。日本の伝統的な遊びだとけ

ん玉やお手玉やこまなどがありますが、派遣先では他にどのような遊びがある

か気になったからです。 

 出発前に調べたところ、シンガポールも日本と同じけん玉が伝統的な遊びで

あるとインターネットに書いてありました。そこで、私のホームステイ先の人に

けん玉をやってもらったところ、お母さんはできませんでしたが、子どもはでき

ていました。また、ショッピングに連れていってもらった時に、お店でけん玉が

売っているのを見つけたので改めて伝統的な遊びだと思いました。 

 マレーシアではチョンカというビー玉を使った

遊びとマラッカという日本でいうお手玉のような

遊びがありました。 

マラッカはお手玉と似ていますが、三角の形をし

ていて、とても小さいです。実際にマラッカをやっ

てみましたが、日本のお手玉は丸くて大きいのでつ

かみやすいですが、これは小さかったのでキャッチ

することが難しかったです。 

 シンガポールと同じく、マレーシアのホームステイ先の人にもけん玉をやっ

てもらいました。その結果、シンガポールのホームステイ先のお母さんに比べて、

２～３回続けてできていました。 

それ以外にも、日本で最近流行りのスマホアプリであるインスタグラムやＴ

ｉｋＴｏｋなどもシンガポール・マレーシアで流行っていて、それを使って遊ん

でいました。バス・電車に乗った時もスマホをこっそり見たとき９割の方がイン

スタグラムを開いていました。また、シンガポールのホームステイ先の人はＴｉ

ｋＴｏｋを撮っていたので、インスタグラム・ＴｉｋＴｏｋは世界共通で有名と

いうことが分かりました。 

 この海外派遣でホームステイをし、実際に海外の人と触れ合うことで面白い

発見などがたくさんありました。 
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 遊びを調べて、シンガポールでは日本と同じけん

玉を使って遊んでいたので、すごく驚きました。ま

た、マレーシアではチョンカという日本にはない頭

を使う遊びが印象に残りました。けん玉やお手玉の

ようなマラッカなど、あんなに飛行機で何時間もか

かる遠い場所で似ている遊びをしているのがとて

も親近感を覚え、びっくりしました。 
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世界のマーク 

 

中学生  高倉 歩夏 

 

 今回の海外派遣で私はシンガポールの交通環境とそれに関わる標識について

調べました。日本では自分の車を持っていないと通勤や通学に電車を利用する

人が多いです。それは都市と郊外との発展格差が大きいからだと思います。一方

でシンガポールはバスを通勤や通学に使う人が多いです。シンガポールという

国は面積が狭いです。バスの多い地域では、面積が狭い分発展している地域が多

いです。なので、都市に住む人々は長距離となる移動は必要ないのです。シンガ

ポールに行ってみて多いと感じたバスですが、日本とは違って珍しいデザイン

のバスがたくさんありました。例えば、犬のようなデザインのバスや、いろんな

色が使われていてカラフルなバスなどを見つけられました。 

 次に、標識についてです。トイレのマーク

や禁煙のマーク、日本にもあちらこちらに、

たくさんの標識があると思います。シンガ

ポールと日本でどのように標識が違うの

か、シンガポールの標識を調べてみました。

トイレや禁煙のマークはほとんど同じでし

た。このようなマークは世界中で共通して

いるのでしょう。一方で、日本にはない標識

ですが、意味の分かる標識もありました。

「Ｐ」にバツが付いています。この場所は

「駐車禁止」ということでしょう。日本だと

丸に斜線が付いています。私は標識は知っ

ていても、意味までは知りませんでした。日

本人でも分からないことは日本にやってき

た外国人にはもっと伝わりづらいのではな

いかと思います。 

 私は海外派遣に行ってみて、標識やマークは国ごとにデザインの違いがある

ことがわかりました。そして、全て違う訳ではなく、似たような部分もあるとい

うことを知ることができました。どんな人にでも直感的にわかるように標識な
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どのマークは作られているということがわかりました。 

今後、誰にでも分かるイラストの付いた標識が増えたり、世界で共通した標識

が増えていって欲しいです。 
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現地の学校について 

 

中学生  伊藤 里菜 

 

 私のテーマは、「現地の学校について」です。 

 まず、学校の長い休みについて調べました。シンガポールでホームステイした

家には、１３歳の男の子がいました。その子のお母さんに聞くと、最近だと、６

月が全て休みだったそうです。一年中暑いシンガポールにも夏休みのような長

い休みがあることに驚きました。また、９月にも、一週間の休みがあるそうです。 

そのため、ホームステイをした日は休みで

はなく、学校に行く準備をしていました。 

学校では、私たちと同じように部活があ

り、夜６時くらいに帰ってきてから宿題を

するそうです。ちなみに、学校へはリュッ

クで登校しているそうです。リュックの大

きさは、私たち日本の中学生が学校用に使

用しているものよりも少し小さいような

気がしました。 

 次は、制服についてです。私たちは今回、マレーシアの学校へ行きました。日

本は学校ごとに違った制服がありますが、マレーシアでは、国内で統一されてい

るそうです。しかし、私たちが行った学校は、専門学校というのもあり、服装は

自由でした。ただし、イスラム教を信仰しているため、手と顔以外は隠していま

した。 

 最後に、生徒数についてです。全体の生徒数は、６６４人で、私の通っている

中学校と同じくらいでした。しかし、ファッションや美容について学ぶ学校なの

で、女子が５８４人、男子が８０人と男子が

すごく少ない学校でした。また、先生も、７

６人中男の人が５人しかいないそうで、女

子校のような感じでした。マレーシア全体

の人口は男性と女性であまり差はないです。 

 私は、今回初めてマレーシアの学校に行

ってみて、日本とのいろいろな違いを自分
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の目で確かめてくることができました。でも、そのように違うところがあっても、

学校の方だけではなく、ホームステイ先の方など全ての人が優しくコミュニケ

ーションをとってくださいました。生活や文化の違いを認め合うことが大切だ

と実感した海外派遣でした。  
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食文化について 

 

中学生  江口 博文 

 

 この食文化というテーマに決めた理由は２つあります。１つ目は、僕はカレー

が好きなので、現地のカレーも食べてみたかったからです。２つ目は、いつも日

本の食べ物ばかり食べているので、海外の食べ物に興味を持ったからです。 

 シンガポールの初日では、夜にシンガポールに到着して、ホームステイ先の人

にホテルでひきとってもらい、ホームステイ先に行きました。 

 最初の夜ご飯は、カレーとブドウジュースと野菜です。ホームステイ先では、

ご飯は手で食べるもので、はしやフォーク、ナイフ、スプーンは食べるものをよ

そうときに使うものであることに僕はビックリしました。 

 カレーはそのままでも少し辛いのに、シンガポールの現地の人は辛くなる赤

いソースを更にかけていたので、辛い食べ物が好きということがわかりました。 

 次の日の朝ご飯は、ココアと昨日のカレーが入っている揚げギョーザと、ウイ

ンナーと、フィッシュフライでした。フィッシュフライは美味しかったですが、

カレーが入っている揚げギョーザは辛くてはしが進みませんでした。ウインナ

ーは、普通にジューシーで美味しかったです。最後の日の夜ご飯のチキンライス

は日本と油が違うので、ちょっとベトベトしていました。僕の口には、全然合っ

てなくて、ちょっと残してしまって申し訳ないなと思いました。 

マレーシアのご飯であるチキンライスやカレーなども、シンガポールのご飯

と一緒で美味しかったです。でも、朝に出てきたお米は、日本に比べすごく細か

ったのでとても不思議に思いました。また、イスラム教は豚肉を食べることがで

きず、お酒を飲むこともできないので、かわいそうだなと思いました。 

 実際に現地に行ったことで、日本と同じ食べ物でも外

国では辛さの違いがあることや辛い食べ物が多いこと、

はしを使う意味が全然違ったりとそれぞれの国で食文化

が違うことを改めて感じることができました。 
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交通事情について 

 

中学生  稲波 茜音 

 

 私は今回の海外派遣で、シンガポールの交通事情について調べてきました。現

地の様子を見て一番驚いたことは、渋滞がなかったことです。日本では通勤ラッ

シュや帰省ラッシュなど、当たり前のように渋滞があります。日本との違いは何

なのか、なぜシンガポールには渋滞がないのかについて、自治体の国際化を支援

しているＣＬＡＩＲ
ク レ ア

（一般財団法人自治体国際化協会）の方にお聞きしました。 

 日本との大きな違いは、自家用車の所有率の低さです。シンガポールで自家用

車を持つためには、ナンバーを所有するだけで五百～六百万円がかかるそうで

す。それに自動車購入費用を合わせると一千万以上ものお金が必要になります。

また、シンガポールは狭小な国のため自家用車の使用を無限に認めることがで

きず、自動車登録台数割合システムにより、国内にある車両台数の総量を規制し

ていることもわかりました。 

 しかし、自家用車がないから不便ということはあ

りませんでした。その分公共交通機関はとても発達

しています。私は実際ＭＲＴとバスに乗りました

が、快適に移動することができました。地下鉄のＭ

ＲＴは数分間隔で電車が来るため、時刻表はありま

せん。なので、たくさんの人がいても渋滞にはなら

ず、スムーズに乗ることができました。更に日本に

比べ、とても安く乗ることができます。大人料金で

０．７７ドルから乗り換えしても最高で２．０２ド

ルです。 

 また、構内にはホームドアがあり、人身事故など

起こらないよう安全にも配慮がされており、飲食禁

止や禁煙など、人々が快適に乗車できるような工夫

もたくさんされていました。バスについては、日本

と同じでクーラーがあり、車いす専用スペースもあ

ります。ＭＲＴで使用したＩＣカードをバスでも使

用でき、とても便利でした。 
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 このようにシンガポールは公共交通機関がとても発達しており、渋滞緩和だ

けでなく、人や環境にも優しい国だと思いました。 

 今回の海外派遣で日本からではなく、客観的に私たちの暮らしを見直すこと

で、新たな視野が広がり、ものの見方や価値観が大きく変わりました。この経験

をさせていただいた方々に感謝し、これからの人生に生かしていきたいです。 
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言語面からみる多文化共生                  

 

高校生  古村 とう花  

 

現在大口町ですすめられている多文化共生について、今回の大口町海外派遣

事業で大変貴重な経験をしました。中でも印象的だったのは言語面です。シン

ガポールとマレーシアでは人々が出自や宗教によっていくつかの言語を使い分

けていました。 

シンガポールには、中国系、マレー系、インド系のシンガポール人と、その

他多くの外国人が住んでいます。シンガポールの公用語は、英語、マンダリ

ン、マレー語、タミル語です。 

例えば、私のシンガポールのホストファミ

リーはマレー系シンガポール人で、マレー語

と英語を話していました。 

一度、シンガポールのホストシスターと、

その友達二人と出かけたことがありました。

ホストマザーが彼らに、私が英語を話すと伝

えたおかげで、彼らはずっと英語で話してく

れました。一方、ホストマザーとタクシーに乗ったときは、運転手とマレー語

で会話していて、どうも私について話しているのに、内容が理解できず、何だ

ろうなと思いながら聞いていました。 

私が日本でホストシスターを経験したときには、留学生を放っておいて、友

達と日本語で話すこともありましたが、今度は私のほうが耳慣れないマレー語

の会話に置いていかれたことで、あのときの生徒は孤独な気持ちだったに違い

ないと気づきました。次にまたホストシスターになったら、できるだけ英語で

話すようにしようと思います。そうすれば留学生は、もっと居心地よく感じる

はずです。 

多文化共生社会では、お互いにわかる言葉

で話すことが必要です。私は、2年前からド

イツ語を学んでいます。 

言葉を理解することで、親近感が湧き、異文

化を大切に感じることができます。大口町に

-21-



住んでいる外国人には日本語を学んでもら

い、大口町民は外国語を習得して外国人を助

けるだけでなく、日本人と外国人の架け橋に

なるべきです。 

大口町の未来を担う私たちは、外国の人と

共生しつつ、大口町を多文化の町として発展

させていけたらいいと思います。 
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ユニバーサルデザインについて 

 

中学生  𠮷野 創太郎 

 

 僕は海外派遣で出発する 2 週間ほど前に左手首を骨折し、ギプスをすること

になりました。そして左手を使えない状況になり、普段の生活をすることが難し

くなりました。そこで僕は、日本と海外とのユニバーサルデザインの違いや、進

み具合について調べることにしました。 

 シンガポールの電車（MRT）の改札口には、日本と同じように車椅子の方が通

ることができるように、普通よりも幅の広い改札口が端に設置されていました。

そして、目の不自由な方向けの点字ブロッ

クがあり、これも日本と同じでした。また、

駅のホームでは転落防止のガードが、日本

のように人の肩の位置までではなく、天井

まであったため良いと思いました。 

 しかし、改札口の IC カードを読取る位

置が高いため、車椅子の方には不自由に感

じるのではないかと思われました。加えて、改札口からエレベータまでの距離が

遠いため、車椅子で移動するのはたいへんではないかと思いました。 

体の不自由な方だけにあてはまることではあり

ませんが、シンガポールのエスカレータは日本と

比べて動くスピードが速いです。空港、駅、デパー

トでも速く、子どもやお年寄りにとって危険なの

で優しくないと思いました。トイレについては、

シンガポールは日本と同じように、車椅子や体の

不自由な方向けの場所がありました。ジュースの

自動販売機については、お金の投入口や、ボタン

が車椅子の方でも届くよう、日本では低い位置に

設置されています。しかし、シンガポールでは車

椅子の方を意識した自動販売機は見当たりません

でした。日本に帰ってきてから分かったことですが、海外では治安の問題から、

自動販売機をあまり置かないということでした。 
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実際に体の不自由な方にお話を聞く機会

がなかったため、僕が目にしたものからの

判断ですが、シンガポールのユニバーサル

デザインは、日本とよく似た状況ですが、日

本の方が少し進んでいるように感じまし

た。 

一方で、マレーシアは、訪問した先が郊外

ということもあったため、ユニバーサルデザインや、バリアフリーについて見当

たりませんでした。 

今回の海外派遣では、ユニバーサルデザインに注目しましたが、他にも宗教に

ついてや、価値観の違いについてなど、様々なことを学びました。出発前には英

語が通じるかと心配していましたが、いざ現地に入ると文法などは合っていな

くても、単語をつなぐことで自分の知らない所で生活している人々と会話する

ことができました。今回の経験を糧として、将来に活かしていきたいです。 
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国際性の育み方について 

 

大学生  高須 梨瑚 

 

今回の海外派遣を通して、私は多くの子供たちと関わることができた。幼い子

どもはもちろん、１７、８歳といった同い年ぐらいの子どもたちとも関わること

ができ、日本との違いをひしひしと感じた。この報告書ではマレーシアでの体験

をもとに、日本とマレーシアの教育システムの違いから、今後大口町で国際性の

ある子供たちを育てるヒントを考えたいと思う。 

 まず、大きな違いとして英語学習の開始時期である。私のホームステイ先には

17 歳の女の子がいて、流暢な英語を話していた。私は彼女にいつから英語の勉

強を始めたのかを尋ねると、彼女は６歳から学校で勉強を始めたと答えていた。

マレーシアで訪問した専門学校の校長によると、マレーシアでは母国語、数学、

そして英語の教育に力を入れているそうだ。日本でもこの３つは同様に主要教

科となっている。しかしながら、日本で英語学習の本格的な開始は中学生からで

ある。そのうえ、日本で英語を学習する際に重要視されるのは文法である。この

２点が、日常生活で使う英語が日本国内でなかなか学習できない原因であると

思う。 

 また、マレーシアでは宗教の授業がある。ホームステイ先にいた女の子が通う

学校では必須科目となっているそうだ。日本の公立の学校ではなかなか受ける

ことができない授業である。マレーシアのほとんどの人がイスラム教を信仰し

ている。私はマレーシアのホームステイ先でイスラム教について多くのことを

教えてもらった。教えてくれたのは子どもたちである。私は彼女らの話を聞いて、

生活の基軸、拠り所となるものをよくわかっている彼女らが、とてもかっこよく

感じた。日本には多くの文化が混在しており、初詣やクリスマスだって存在する

面白い国である。したがって、この国で自分の生活の拠り所となるものを明確に

し、深く理解することは少し難しいのである。しかしながら、外国へ行った際に、

多様な文化に触れる中での自分の判断基準を成立させるためには、昔からある

和の心を大事にするという大雑把なことだけではなく、現在、国内に多く存在す

る文化も知る必要があるのだ。 

 これらの点から、国際性のある子どもたちを育てるためには、実践的な英語を

学習できる機会を増やすこと、そして混在する多くの文化を知って自分の拠り
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所となるものを見つけること、この 2 点が大切だと感じた。マレーシアの子ど

もたちと関わることで、多くのことを学ぶことができた。心から感謝したい。 
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あとがきに代えて  

８月１２日（月・祝）  役場で出発式を行った後、中部国際空港から日本を出発しました！ 

 

シンガポール（チャンギ国際空港）に到着し、ホストファミリーとご対面です。 

宗教や文化などの生活環境が日本とは大きく異なる家庭での生活は、とても貴重な経験でした！ 
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８月１３日（火）   

自治体国際化協会（クレア）シンガポール事務所 

 

シンガポールに出向している愛知県職員の方から、外

国の方とコミュニケーションをとる時のコツについて学

びました。 

実際に海外で働いている方が感じたことをお聞きして、

国際的な生活がイメージできたのではないでしょうか。

事務所はマーライオンやマリーナベイサンズが見え

る、とても素敵なところでした！ 

 

 

午後からはニューウォータービジターセンターにてシンガポールの水の処理技術を見学。 

英語の解説が難しかったですが、みんな少しでも聞き取ろうと頑張っていました。 

 

 

 

 

 

-28-



８月１４日（水）マレーシアに移動し、現地学校の生徒と交流しました。 

         こちらからは折り紙を教え、チョンカなどのマレーシアの伝統的な文化を学びました。 

         学校の中も案内してもらい、日本の学校との違いを肌で感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マレーシア市内観光後、シナラン村に到着しました。 

村長宅で入村式を行っていただき、ホストファミリーのお宅へ。 
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８月１５日（木） 

朝は公民館でエクササイズ。みんな汗だくでした。 

その後はパームヤシやゴム園を見学しました。木を

切るとすぐに樹液が出てくる様子は中々見られない

のでいい経験になったと思います。 

午後は各々でホストファミリーと楽しく過ごしました。 

 

 

 

夜にはシナラン村の村長のお宅でパーティー！ 

民族衣装を着て、コンパンという楽器を演奏しました。 

みんな似合っていましたよ！ 
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８月１６日（金）ホストファミリーとお別れして、シンガポールに再入国しました。 

         そのままリトルインディアやディスカバリーセンターなどを巡り、夜にはナイトサファ

リに行きました。 

８月１７日（土） 

ナイトサファリからそのまま空港に向かい、いよいよ帰国で

す。無事に日本に帰ってこられて良かったですね。皆さんお疲

れ様でした。 
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