
４月２０日（木） 

And so the adventure begins! We arrived relatively early at Auckland International Airport, which was 
good because it allowed me plenty of time to farewell my family and get through customs. As this was 
my first time overseas and my third time on a plane, I was especially nervous! I found it hard to 
farewell my family because I felt like they had put so much effort into helping me get ready to go, so I 
wished that they could come with me too! Although there were a few issues at customs, I managed to 
safely get through and meet up with Kim before boarding the plane. I found the plane quite 
fascinating, and I enjoyed watching the movies, eating and ordering food, and doing some last minute 
Japanese study. Even though I didn’t fall asleep at all on the plane, it didn’t actually feel like a very 
long time that I was on the plane (the flight was 11 hours though). We arrived at Narita at about 
4:50pm JST and were met by an airport staff as we disembarked. Although this man could not speak 
English, he was very helpful in directing us and made sure we got through Japanese customs very 
efficiently. We were very grateful for his assistance! The plane from Narita to Fukuoka left at about 
6:15, with very little light left in the sky as we took off. Unfortunately it was quite cloudy so we were 
unable to see the sunset. I found this plane journey more difficult to sit through than the Auckland to 
Narita one, it was probably because there was not so much to do and the weather was not amazing, 
we also had to stay up in the air for a little longer due to air traffic. However, this allowed us to have 
stunning views of Fukuoka at night, and I was happy to have this as my first view of the city. I met my 
host family and Ms Hisatsugu shortly after arriving in Fukuoka, Ms Hisatsugu’s English was quite 
good and she encouraged me to speak in Japanese to my host family as much as possible. My host 
family were very kind to me and taught me how to catch the subway. I was very nervous but I 
enjoyed talking to Haruka on the subway. The subway was very convenient as it went directly from 
the Airport to Meinohama Station, which completes the Fukuoka-Kūkō line, and was near to my host 
family’s house. When we arrived at the Matsutaka’s home (a medium-sized house on the third floor of 
a small apartment building) I was welcomed by Mr Matsutaka, and I was given dinner. They showed 
me an English phrasebook that they owned and we practised some phrases together, which made 
me feel welcomed and helped me to get to know them. Looking back on the day before going to 
sleep, I thought about how far I had travelled and how I was in a completely foreign country, but 
despite that I felt like I was welcomed. 

 
  

４月２１日（金） 

久次さとんメイさんとキムさんとライオンさんと一緒に見物しました。久次さんとメイさんは市役

所で勤めます。ライオンさんはアメリカのオークランドに来ました、おかしいですね！福岡市博物

館と福岡タワーと福岡市民防災センターに行きました。福岡について色々な事を学びました。私は

福岡タワーから福岡のけしきが見えましたから、写真をたくさんとりました。福岡は山と海にかこ

まれていますからオークランドと同じぐらいだと思いますよ！けれども、オークランドは高い建物

があまりありません。オークランドの電車とバスにあまり乗りませんから福岡市の地下鉄とバスに

乗ることは楽しかったと思いました。 



 
  

４月２２日（土） 

朝に晴香さんと一緒に自転車に乗って色々なところに行きました。小さい山の上にある神社に行き

ました。神社は鷲尾愛宕神社と言って、神社からすごいけしきが見えました。その後ダイソー（百

円ショップ）と小戸公園に行きました。日本の百円ショップはニュージーランドの２ドルショップ

よりすごいですよ！ひるごはんは焼きそばを作って食べました、おいしかったです。午後にホス

ト・ファミリーと一緒に飯盛神社に行ってえんそうを見ました。晴香さんはおみくじを買いました

けれども私はおみくじを買いたくなかったです。家に帰っている間友泉亭公園に行って茶道をした

り、鯉に餌を投げ与えたり、公園の中に歩いたりしました。ばんごはんは回転寿司のレストランを

食べに行きました。めっちゃ込んでいましたから５０分間ぐらい待ちました。土曜日の一番好きな

事は回転寿司でした！すごかったと思いました！ 

 
 

４月２３日（日） 

あさごはんを食べた後で松高さんと菜月さんと一緒にビーチでさんぽに行きました。このビーチ

（生の松原と言います）はオークランドのビーチ（たとえばオネハンガビーチ／マヌカウハーバ

ー）と同じぐらいだと思いました。９時ごろ車で福岡市に行って福岡オペン・トップ・バスに乗り

ました。バスの上から百道浜や福岡タワーやヤフオクドームや舞鶴公園や大濠公園が見えました。

めっちゃきれいで晴香さんと写真をたくさんとりました。ひるごはんはお好み焼きのレストランを

食べに行きました。あの時の前にお好み焼きを食べたことがありませんでした、お好み焼きはおい

しかったです。ひるごはんの後で舞鶴公園と大濠公園の中にさんぽしました。レストランから唐人

町駅まで歩きました。とおかったですよ！家に帰った時私たちはつかれていました！ 



 
  

４月２４日（月） 

学校に行きましたよ！７時に出ましたから早く起きました。けれども、学校のために私はたいてい

早く起きますからねむくなかったです！マウント・ロスキル高校のせいふくを着ました。西陵高校

のせいふくとちょっと違いました。西陵高校は７時４０分に始まって、毎日じゅぎょうが６か７つ

あります。マウント・ロスキル高校は８時５５分に始まって、毎日じゅぎょうが５つあります。ホ

ームルームの間きむら／さく先生とキムさんとしょくいんかいぎに行って、じこしょうかいをしま

した。きむら先生は英語の先生で毎日先生と一緒に先生の英語のじゅぎょうに行きました。英語の

じゅぎょうにじこしょうかいをしたり、生徒にニュージーランドについて教えたり、生徒たちと話

したりしました。午後に柔道と剣道と空手のクラスを見えました、生徒たちは上手でした。学校の

後で茶道部に行きました。でんとうてきな茶道について学びました。ゆかにすわりましたから茶道

の後で足が痛かった！西陵高校の先生と生徒は私にとてもやさしかったと思います。 

 
  

４月２５日（火） 

西陵高校の生徒たちと色々な事をして、とても楽しかったです。日本語のじゅぎょうの間に色々な

活動をしました。たとえば俳句や小倉百人一首や折り紙や早口言葉について学びました。一番楽し

かったのは日本語の早口言葉でした、たとえばすももも桃も桃の家。私は同級生に英語の早口言葉

を教えました。同級生は英語の早口言葉を言いにくかったと思いました（英語の先生も英語の早口

言葉はむずかしかったと思いましたよ！）。ひるごはんは肉チャーメンを食べました、めっちゃお

いしかったですよ！午後にかていかのクラスに行って、さくらもちを作りました。おいしかったで

すよ！学校の後で書道部に行って筆で色々な漢字を書いてみました。書道部に入っている生徒は私

より書道が上手でした。生徒の書道はとてもきれいでした！ 



 
 

４月２６日（水） 

さいごの日でした（かなしかったです）。ホームルームの間先生にお別れのスピーチをしました。

朝のじゅぎょうの間体育のクラスを見に行きました。体育の先生はとてもきびしかったですよ！ひ

るごはんの前に書道の教室に行って、筆で私の俳句を書きました。午後のホームルームの間に私は

同級生にニュージーランドのおみやげを上げました、たとえばニュージーランドのチョコレートと

バッジでした。２の４から中に同級生の名前を書いた本をもらいました。本はとても可愛かったで

私はうれしかったです。学校の後で西陵高校の友達と一緒に買い物に行きました。楽しかったです

よ！また西陵高校に行きたいです！ 

 
 

４月２７日（木） 

地下鉄で博多駅に行きました。博多駅はとても大きかったと思いました。博多駅からローさんとキ

ムさんとバスでチャイルドキッチンまで行きました。チャイルドキッチンでラーメンと餃子を作り

方を学びました。私たちはラーメンと餃子を作った後で食べました。めっちゃおいしかったと思い

ましたけれども、食べた後でおなかが痛かった。たぶん早く食べましたからですよ。午後に市役所

から大濠公園まで行きました。大濠公園に近い店で着物を着ました。着物を着るはちょっとむずか

しかったと思いましたけれども、とても楽しかったで大濠公園日本庭園に写真をたくさんとりまし

た。私が着た着物はピンクでさくらの花がありました。楽しかったですよ！ 

  



 
 

４月２８日（金） 

ローさんとメイさんとキムさんと一緒に太宰府天満宮にいきました！電車に乗って４０分間ぐらい

かかりました。太宰府天満宮で好きだった物は梅ヶ枝餅でした、めっちゃおいしかったと思いまし

たよ！朝の間に太宰府天満宮の中にさんぽしたり、写真をとったり、見物したり、太宰府天満宮の

歴史について学んだりしました。ひるごはんは蕎麦のレストランを食べに行きました。ひるごはん

の後で九州国立博物館に行きました。九州国立博物館は山の上にありますから太宰府天満宮から博

物館まで長いエスカレーターがあります。博物館で文化交流展示室に行きました。文化交流展示室

で九州の歴史について学びました、たとえば長い間前に有名な戦士を埋葬し方について学びまし

た。一日中歩きましたから足が少し痛くてつかれました。家に帰った後で西陵高校の友達と歓送会

をしました。西陵高校の友達は私にとてもやしかったで、また会いたいですよ！ 

 

 
  

  

  

 



４月２９日（土） 

あさごはんの後で松高さんと晴香さんと菜月さんと一緒に自転車に乗ってマリゾンに行きました。

マリゾンは有名な結婚式のところで福岡タワーの後ろにあります。マリゾンは人気ですから店やレ

ストランやカフェがあります。私たちはアイスクリームを買ってから海の前ですわって話しまし

た。家からマリゾンまで８キロメートルぐらいですから私たちは帰った後でおなかがすきました

よ！ひるごはんはうどんのレストランを食べに行きました。私はからあげうどんを食べました。午

後に合気道のディスプレイを見に行きました。合気道をしている人は上手でした。合気道のディス

プレイの後で松高さんと晴香さんと菜月さんとてれさと一緒にキャナルシティ博多を買い物に行き

ました。キャナルシティ博多はオークランドのショッピングモールよりすごいと思いますよ！キャ

ナルシティ博多は大きくてきれいなビルだと思いました。買い物に行った後でてれささんに「さよ

うなら」と言いました。てれささんは晴香さんの友達で私とおなじぐらいの名前があります（すご

いですよ！）。「さようなら」と言うことはかなしかったです。また会いたいです！ばんごはんは

レストランに行きました。私は天ぷらやさしみを食べたかったですから天ぷらやさしみがあったセ

ットをちゅうもんしました。セットは大きかったです！でも、私は全部食べられましたよ。食べ物

は全部おいしかったと思いました。家に帰った後で私のお荷物をパックしました。私のお荷物をパ

ックすることはかなしくてむずかしかったです。ニュージーランドに帰りたくなかったです。 

 
  

４月３０日・５月１日 
Last day… I spent the morning finishing my packing and talking with my host family. Because of all the stuff I had bought 
(mostly at the 100 yen shops!) I nearly went over the baggage weight limit. I took many photos of the Matsutaka’s house and 
the neighbourhood before we left for the airport because I liked how different it was to the neighbourhood/residential area 
of my home. It was a long drive to the airport, and allowed me time to look out at all the views and reminisce all the things I 
had done and the places I had come to know. We met Ms Hisatsugu, Kim, and Kim’s host family at the airport and checked in 
our baggage before going to eat lunch. And then it was time to say good bye. It was so hard to say goodbye to everyone, 
because of the friendships I had made and the incredible specialness of this trip. It was the most hard to say goodbye to 
Haruka, my host sister, who felt like a real sister to me after all the time we had spent together.  
The flight from Fukuoka to Narita left at 1:00pm passed uneventfully, and Kim and I were left with 2 hours to spend at Narita 
before boarding our flight at about 6:00pm. Just as we were boarding the sun set over Narita and the sky was an amazing 
pinky purple, it was a beautiful sight to leave Japan with. I spent most of the flight not doing much, sleeping a little but mostly 
being kept wide awake by the turbulence we faced while passing over the equator. The sun came up about an hour before we 
started flying over New Zealand, and from the high altitude above the clouds we had a clear view of the sky, it was another 
beautiful sight! By the time we touched back down at Auckland International Airport I was quite happy to be home. I think 
that being happy to go home does not mean that something wasn’t good, rather I think it means that we achieved complete 
satisfaction in what we did, and could wish for no more or no less, so therefore we wish for what is to come and cherish the 
past as valuable memories. I was so happy to see my family and friends again and to share my stories with them. People ask 
me what my favourite thing about Japan was, but I have not yet been able to articulate only one thing that stood out above 
the rest. I treasure everything from my trip, even though not everything went to plan, and I am so grateful to everyone who 
made it possible~ NZJS, sponsors, family, the Fukuoka Council, my host family, my schools (MRGS and Seiryou). It has meant 
so much to me to achieve a dream that I thought would be impossible for me, and to get even more out of it than I thought I 

could! 私はまた福岡市に行きたいですよ！本当にありがとうございました。 



  

 

 
  

  

 

 


