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ベトナム研修スタート！！ 
 早朝６：３０に宮崎空港で集合して、飛行機に乗り、博多

空港へ。そこからシャトルバスで国際ターミナルに移動し

ました。荷物検査場は、海外の人がいっぱいで、これから

ベトナムに行くという実感がわいてきました。ハノイに着くと

突然の激しい雨！これがスコールかと不安になりました。

私たちはバスで移動しましたが、ベトナムの人たちは多く

がバイクで移動します。たくさんのバイクが通り過ぎるのを

車窓から見て、ベトナムと日本の違いに気づきました。1

台に何人も乗ったり、前のバイクをどんどん抜いたりと、日

本では見られない光景でした。ラッキーなことにバスでの

移動中に雨も止み、ハノイ市での現地研修がスタート！ま

ず第一の難関は、目の前の通りを渡ることです。人が横

断するのを見てもバイクは止まりません。とても怖くてなか

なか渡れませんでした。しかし、何度か渡るうちにコツをつ

かむことができて、ガイドをしてくれたフンさんがいなくて

も、渡れるようになりました。でも安心せずに、明日も事故

には気を付けます。 

 私たちは歩いてホアロー収容所へ向かいました。ホア

ロー収容所は19世紀末にフランス統治に対して抵抗活

動をしたベトナム人が収容されていた場所です。足を固

定された大勢の人、脱獄した人の歴史に触れ、殴られ、

水をかけられながらも弾圧に抗議する姿や、勉強を続け

る姿に感動しました。 

  次はスーパー マーケットでの買い物です。日本の商品

がたくさん並んでいるのに驚きました。日本の商品はベトナ

ムではどれも少し味が違っていました。不思議です。そし
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て、初めての夕食。ベトナム料理です。香草も想像してい

たより、料理にあっていると思いました。ベトナム語で料理

を注文できたときはとてもうれしかったです。 

                      （2年Ｊ級山本茉奈） 
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国家農業大学の学生と交流 
 今日は国家農業大学へ行きました。大学に着くと宮崎

大学の校章があり、親近感がわきました。まず自己紹介

です。大学の学生の多くはバイオテクノロジー専攻です

が、会計専攻の人もいて、それぞれの研究について聞き

ました。中には日本語でプレゼンをする学生もいて、想像

よりもたくさんの人が日本語を使っていました。私たちは趣

味や部活動、そして宮崎について紹介をしました。お弁当

の写真を見せたときには歓声が上がりました。また、宮崎

産マンゴーが高価なことに、ベトナムの学生は驚いていま

した。その後、大学内の散策中にロンガン（龍眼）の木を

見つけました。取れたての果物を食べる経験は新鮮で、

味はライチに似ていました。昼食は学生とフォーボーを食

べました。米粉の麺フォーと牛肉、玉ねぎ、ネギがスープ

に入ったベトナムの伝統料理です。スープは日本の肉うど

んのつゆに似ている気がします。フォーは幅の狭い平たい

麺で、ベトナムの味を堪能できました。昼食後は再び大学

で探究について学生と英語、日本語、ときどきベトナム語

によるディスカッションです。私は高齢者の生きがいにつ

いて調査しました。ベトナムの高齢者は孫の世話や、隣

人との会話で老後を楽しむそうです。たまに言いたいこと

が伝わらず、もどかしさを感じたので、もっと英語を使いた

いです。学生と別れ、オペラハウスに行きました。周囲は

高級品の店が多く、対照的に路地には見慣れたベトナム

がありました。 ナイトマーケットではベトナム人との金銭感

覚の違いを実感しました。私はベトナムに来て、日本で想

像したベトナムが、本物のベトナムに変わる感覚を味わう

ことができました。まだまだ味わい切れていないベトナムを
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Exchange cultures with university stu-

dents  
     Today, we went to the Vietnam National 
University of Agriculture. When we arrived, we 
saw the satellite office of University of Miya-
zaki, so I felt a sense of closeness.  We intro-
duced each other.  Most of the university stu-
dents major in biotechnology and some major 
in accounting.  We saw their presentation 
about their majors.  We were amazed that 
many students made their presentations in 
Japanese.  In return, we gave a presentation 
about Japan and Miyazaki; for example, we 
explained our club activities.  Vietnamese stu-
dents got a surprise at the high price of man-
gos in Miyazaki.  
     After the introduction, we walked around 
the university.  We found Longan trees and ate 
their fruits.  They were fresh and tasted like 
litchee berries. 
     Then, we had Pho Beef.  It is a Vietnam-
ese food which contains pho noodle, beef, on-
ions, and leeks.  It was like Japanese Udon.  
     After the lunch, we had a discussion with 
students in Japanese and  sometimes in Viet-
namese.  I was researching about how elderly 
people live their lives in a meaningful way.  I 
found that Vietnamese people enjoyed their 
golden years taking care of their grandchildren 
and talking with neighbors.  When I spoke with 
the university students, I felt frustrated when I 
could not communicate with as much elo-
quence as I wanted to because of my lack of 
experience in English.  
    As I explored the down area at night, I 
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見つけるのが楽しみです。（2年I級宗像知世） 

 

 

 

 

 

 

was surprised to notice many high-end expen-
sive stores intermixed with more traditional 
local stores.  These experiences made what I 
had imagined of Vietnam come to life before 
my eyes.   
I look forward to finding more through the next 
several days. 

                        (Tomoyo Munakata)   
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ドンフー村訪問 
  今日は6時から朝の散歩に出ました。リータイトーの銅

像前は、グループごとに多くの人が様々な体操をしていま

した。私たちは“笑いヨガ”に参加しました。ホッホッハハ

ハッ。汗だくになって体操しながら、のどが痛くなるほど大

きな声で笑いました。老若男女を問わず、皆が全身で楽

しさを表現していました。ベトナムのおばさんの真似をした

ら、すごく喜んでもらえましたので、私もうれしくなりました。

集合写真を撮るときにも大きな声で笑いながらポーズをと

りました。「今日一日が絶対いい日になる」と思える朝の

体操でした。 

 いよいよドンフー村へ向かいます。ホテル前に来たバス

には、すでに昨日交流をした国家農大の学生が乗ってい

て温かく迎えてくれました。ドンフー村の空気は町中と違っ

て新鮮な感じでした。道にもバイクが溢れていなくて、細

い道だったけど通りやすかったです。ＰＡＭＣＩセーフライス

プロジェクトのガ―さんが有機農法について講義をしてく

れました。米の貯蔵施設では衛生面がチェックされ、収

穫量や時期もきちんと記録されていたので驚きました。村

長さんの家では、プロジェクトの有機農法で育てられたお

米をいただきました。日本のお米よりも少し硬かったけど、

香りが良くとてもおいしかったです。他にもたくさんの料理

が用意されていて、それを作ったのは村の男性達だそう

です。 

 村の民家を訪問してインタビュー調査をしました。家で

待っていてくれたおじいちゃんとおばあちゃんに１日のスケ

ジュールを聞くと、農作業や家事、子どもの世話はおばあ

2016 

August 

Visit Dong Phu Vilｌage 
 Today, we took a morning stroll at six in 
the morning.  In front of the emperor Ly Thai 
To’s statue, many groups of people were exer-
cising.  We joined “Laughter Yoga”. We 
laughed a lot until our throats were sore.  Irre-
spective of age or sex, everyone was thor-
oughly delighted.  I imitated what the Vietnam-
ese women did and they were delighted when 
they saw it.  After the exercise, we took a 
group photo with  big smiles.  This exercise 
convinced me that the day was sure to be a 
good day. 
      We went back to our hotel and left for 
Dong Phu Village with university students we 
had met the day before.  Dong Phu Village 
was spacious and different from downtown 
Hanoi.  Mrs. Nga, who had been working as a 
member of PAMCI-SAFERICE PROJECT, 
explained to us about organic farming.  We 
were surprised at how organized the rice pro-
duction was.  The rice under the project tasted 
good and smelled nice. 
      Then, we visited private houses in the 
village to do interviews.  I asked a senior cou-
ple about their daily schedule.  They answered 
that the woman took care of their children, did 
housework, and worked at an agricultural job, 
while the man worked at the community hall.  I 
found that women in Vietnam took an im-
portant part in supporting the family.  
(Yume Kawano)
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ちゃんがして、おじいちゃんは人民委員会に参加している

と言っていました。主な収入源は農作物である農村では

女性が一家を支えていることがわかりました。（2年I級河

野由芽） 
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 CaoBaQuat高校訪問 
  ベトナム研修も今日で4日目！！ついに折り返しです。

ホテルから移動してCaoBaQuat高校を訪問しました。そこ

で大々的な歓迎を受けました。まず、日本語の歌で迎え

られ、ベトナムについてのプレゼンです。ベトナムの伝統的

なゲーム（日本の西瓜割りのようなもの）もしました。とても

温かく迎えられていると感じました。その後のティーブレイ

クで気付いたことがあります。ベトナムの高校生は、英語

を話す能力が高いです。なぜ英語を話すのが上手なの

かたずねたら、日頃から英語の曲を聴いたり、英語で映

画を見たりしてリスニングの能力を高めるとともに、話す練

習をしているからだそうです。その後、宮崎大宮高校のプ

レゼンをしました。歓迎会の最後にはTシャツとベトナムの

伝統的な帽子をいただきました。昼食はCBQの生徒と食

べました。やはり、ベトナムの料理はおいしかったです。午

後はDoTempleに向かいました。DoTempleは李王朝の王

様8人が祭られています。CBQの生徒が英語で説明をし

てくれました。難しい単語を使っていて全部を理解するこ

とはできませんでした。1時間ほどDoTempleをまわり、記

念写真を撮りました。行きと帰りのバスではCBQの生徒と

会話をして楽しみました。高校に戻り、ホームステイの家

族と会いました。家に着いて、家族の紹介を受けた後に、

イオンに向かいました。ベトナムのイオンは宮崎のイオンよ

り大きく、中には日本の店や食べ物がたくさんありました。

一通り中を回った後、夕食をとりました。 

   

 

2016 

August 

Visit CaoBaQuat School 
On the fourth day, we went to Cao Ba Quat 

High School.  We were welcomed by a popular 
Japanese song and given a presentation about 
Vietnam.  We played a Vietnamese game with 
the students.  We were touched by their heart-
warming ceremony.  While talking with Viet-
namese high school students, I wondered why 
their English skill was so high.  When I asked 
them, they told me that they often listened to 
English songs and watched movies in English.  
They practiced speaking through these things.  

We made a presentation for them about 
our school.  After we had lunch together, we 
moved to the Đô Temple, which was build in 
1028 on the death of the emperor Lý Thái Tổ.  
Students from Cao Ba Quat High School told 
us about the temple in English, but it was hard 
for me to understand it all.  It took about one 
hour to walk around the Đô Temple.  

After we went back to the school, we were 
introduced to our host families.  I went to AE-
ON mall with my host family.  It was bigger 
than the AEON in Miyazaki and had a lot of 
Japanese shops and restaurants.  We had 
dinner there. 

I felt that Vietnamese people are all kind 
and considerate.  I also realized I needed to 
improve my English.  I would like to make the 
most of the last few days. (Takanori Murata) 
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 今日はベトナム人の温かさを感じた日でした。また、自

分たちの英語の能力の低さを痛感しました。残り3日となり

ましたが、英語のスキルアップを図るとともに探究の研究

に取り組んでいきます。（2年J級村田隆範） 
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IWEと プゥティン村の訪問 
 ベトナム研修も5日目に突入し、いよいよ後半戦です。

朝食は、ホームステイ先のホストファミリーと一緒に外の

店で食べました。その後、Cao Ba Quat高校に集合し、

Cao Ba Quat高校の生徒と一緒にIWE（水環境研究所）

に向かいました。出会って2日目ということもあり、バスの

道中では、会話が弾んでいたように感じます。IWEでは、

ベトナムの水問題についてのプレゼンテーションを聞きま

した。ベトナムでは経済成長による水質汚染が問題となっ

ており、現在それに対する対策が取られているそうです。 

 IWE訪問後はCao Ba Quat高校の生徒と昼食をとりまし

た。ベトナム人は客人をもてなす際、多くの料理を出す習

慣があるようで、大宮生はおろかCao Ba Quat高校の生

徒も、もう限界という顔をしていました。料理の中には、魚

の胃が入っているものもあり、何人かの生徒がチャレンジ

していました。食感はホルモンに似ているということでし

た。 

 昼食を食べた後は、IWEの研究フィールドであるPhu 

Thinh村に向かいました。そこでは、日本の灌漑技術に

よって管理されている水田があり、日本とベトナムの農業

面の繋がりを感じました。また、民家も訪問し、家庭ゴミの

処理方法についての説明を聞きました。 

 その後、Cao Ba Quat高校に戻り、各自ホームステイ先

に向かいました。夕食は豪華でとても美味しかったです。

夜、テレビでNHK（英語でしたが）が流れていたのには驚き

ました。これまでの日程で、食事や習慣などベトナムの文

化の多くに触れました。そのどれもがとても新鮮で、貴重
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Visit IWE and Phu Thinh 

 

 
 

宮崎大宮

ＳＧＨ 
宮崎大宮高等学校 

文科情報科×ＳＧＨ通信 

× 

Miyazaki-Omiya 

２年海外研修 ベトナム研修⑤ 

宮崎大宮高等学校 文科情報科×ＳＧＨ通信 Vol.11 

2nd Graders’ SGH Study Abroad in Vietnam. 

8/3 

Tue. 



Miyazaki Prefectural Miyazaki Omiya Senior High School 
SGH & Communicative Humanity Course Press 

な体験でした。ベトナム研修も残り少なくなりましたが、精

一杯楽しみたいと思います。（2年I級高妻勇希） 
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  Nguyen Tat Thauh高校訪問 

  今日はベトナム研修６日目。Cao Ba Quat高校とお別

れをし、Nguyen Tat Thauh高校を訪問しました。Nguyen 

Tat Thauh高校は大学の中にあり、中高一貫校でした。ま

ず、Nguyen Tat Thauh高校の紹介で、音楽クラブの生徒

が感動的な歌を披露してくれました。次にベトナムの伝統

衣装であるアオザイを着た生徒たちが踊りを披露してくれ

ました。ベトナムの女性の美しさが現れていて、とても美し

かったです。大宮高校の紹介では、ベトナムの歌を歌い、

とても喜んでもらうことができました。そして校内を案内し

て頂き、研究テーマのインタビュー調査を行いました。ベト

ナムの高校生たちはとても活発で、私たちの質問にも快く

答えてくれて、うれしかったです。図書館は利用者が余り

いないらしく、こじんまりとしていました。数学の授業に入れ

させていただいたところ、私たちと授業内容が似ていまし

た。ベトナム語はわからなかったけれど、おもしろかったで

す。次にバッチャン村へ行きました。バッチャン村は最も

陶芸が有名な村で、観光客もいました。村全体が陶芸で

溢れていて、とても興味深かったです。オーブンの中に入

ると、興味深かったです。オーブンの中に入ると、内部の

壁がセラミックで覆われており、つやつやしていました。作

業工程を通して見てみると、とても手間がかかっていて、

大変さを実感しました。そして、いよいよ陶器作りの体験

を行いました。職人の方が手本を示してくださり、意気

揚々と臨んだものの、難しさに驚きました。とても難しかっ

たです。ホームステイ先はとても豪華で家族の皆さんもと

ても親切でした。夜ご飯はビュッフェに連れていってくれま

2016 

August 

Nguyen Tat Thauh school and Bát 

Tràng
      This is the last day to meet Cao Ba Quat 
students.  We were very sad to say good-
bye.  However, we met new high school stu-
dents at Nguyen Tat Thanh School.  This is 
a school that integrates high school and jun-
ior high school.  At a ceremony, female stu-
dents showed traditional dance wearing ao 
dai, traditional clothes.  Their dance repre-
sents the beauty of Vietnamese women.  In 
return, we sang a Vietnamese song and 
they were delighted to hear it.  
       After the ceremony, we did our re-
search on our individual research topics. 
When we asked them questions, they an-
swered eagerly.  We also joined classes. I 
took math classes and found that the class 
content was similar to ours.  It was interest-
ing even though I did not understand Viet-
namese.  
     Next, we went to Bát Tràng village, which 
is famous for producing a unique style of 
ceramics.  Bát Tràng was crowded with tour-
ists.  We looked in a big glossy ceramics 
oven.  We found out that they traditionally 
make ceramics through a long process.  
Then, we got to experience making ceram-
ics.  Craft workers showed us examples of 
how to make many different objects.  It was 
challenging but fun. 
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した。親戚の皆さんも集まり、大勢での食事は美味しかっ

たです。とても楽しく充実した１日でした。 

     （2年I級赤崎沙綾） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 We had a home stay with Nguyen Tat Thanh 

High School students.  They were very kind.  

They took me to a buffet restaurant.  It was 

delicious.  I enjoyed it.  

 (Saya Akazaki)  


