
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の海外研修で、ベトナムに来ての第一印象は、凄く

暑いです。日本はちょうど冬で高野山は氷点下になった

りする中、ベトナムは 30 度を超えていて、凄く暑かっ

たです。そして、街中に出るとバイクが多く、一台のバ

イクに三人乗りしていたり四人乗りしていてとてもビ

ックリしました。一日目は郵便局と教会に行きました。

教会は工事中で中には入れなかったです。二日目は講演

を聞いてお昼を食べてスイティエン公園という、とても

大きなテーマパークに行きました。スイティエン公園に

は安全バーが固定されていなくて、ただ重いだけのジェ

ットコースターがありました。他にも日本のお化け屋敷

とは全く違う、元々はハリーポッターという名前だった

お化け屋敷がありました。そこでは、日本ではありえな

いような事がありました。壁から棒を持った人が出てき

てお尻などを叩かれたり、顔を触られたりしました。そ

の後、スカイデッキで夕焼けや夜景を見ました。三日目

は、クチトンネルという、戦争の跡地に行きました。そ

こでは、爆撃によって出来た盆地や、当時の住人によっ

て作らたトンネルや罠の模型などがありました。トンネ

ルの中はとても暗くて狭くてほとんどしゃがまないと

歩けない位でした。午後は五時間の自由時間でした。そ

の時に、食べたベトナムのお寿司が凄く美味しかったで

す。その後ベトナムでの最後の食事をとりました。最後

に出てきたキムチ鍋が、物凄く辛く、日本の辛い物が可

愛く見える位でした。その後空港に向かい三日間お世話

になったガイドさんとお別れしました。ベトナムはとて

も暑かったですが、とても過ごしやすかったです。そし

てとても楽しかったです。 

ベトナムへ 2泊 4日の研修旅行に行ってきまし

た。私たちが訪れた日はベトナムの旧正月に当

たっており、さまざまな珍しい体験ができまし

た。1 日目は、ベトナムへ着いてすぐに中央郵

便局とサイゴン大教会へ行きました。どちらの

建物もレンガで作られており、建設からおよそ

100 年以上経った今でも綺麗に保たれていまし

た。夕食は、ベトナム料理が楽しめるレストラ

ンでした。日本にはないような独特な見た目と

風味の料理に少し驚きましたが、とても美味し

かったです。2日目、午前中は月森さんという、

ベトナムで日本酒のバーを経営されている方の

講演を聞きました。自分から新しい物事を始め

ることの大切さを教えていただきました。午後

には、スイティエン公園というさまざまなコン

セプトが入り混じったテーマパークで遊びまし

た。沢山のアトラクションに驚きが大きかった

です。最終日、午前中にベトナム戦争の跡地で

あるクチトンネルへ行きました。沢山の種類の

罠や狭いトンネルなど、30年ほど前という近い

過去で起きた戦争の話を聞き、これ以上戦争を

起きないような世の中にしていかなければなら

ないと強く思いました。今回の研修旅行を通し

て、ベトナムと日本の違いを学び、互いの国が

さらに友好な関係を築けるように自分が関わっ

ていけたらいいなと思いました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3日間ベトナムへ修学旅行に行きました。初めはどんなところか分からなかったなので少し不安だったんですけど楽

しく行くことが出来ました。1日目はフランスの植民地時代に建てられた郵便局と教会に行きました。2つともレン

ガで建てられていたけどベトナムでは地震が起きないらしく一度も崩れてないと聞いて羨ましかったです。夕食はレ

ストランでそこで初めてフォーを食ました。2 日目はベトナムに住んでいる日本人の方のお話を聞きました。そこで

ベトナムの歴史について学びました。午後からはスイティエン公園という遊園地に行きました。初めはワニ釣りをし

ました。でもワニは食いついてくれなかったけど生でたくさんのワニを見れて嬉しかったです他にもいろいろなアトラ

クションを体験できて満足出来ました。夜は夜景を見に行ってからベトナムフレンチの夕食を取りました。最終日は

午前中にベトナム戦争について学びました。ベトナムはアメリカが唯一負けたとこでベトナム人の強さを知りまし

た。午後は約5時間の自由行動で買い物をしました。この3日間は日本では体験出来ないことばかりでとても貴重

な時間を過ごすことが出来ました。 

 

5 日から 7日にかけて研修旅行で今回は、ベトナ

ムに行きました。海外に行くのは、初めてでし

た。空港では、パスポートで搭乗手続きをする

のは大変でした。ベトナムに着いたらものすご

く暑く、長袖でもきつく感じました。1日目は、

賑やかなホーチミンで郵便局と教会に見学しま

した。特に教会はフランスの植民地時代に創ら

れて戦争の場所でもあったと教えてくれまし

た。次にホーチミン市街で少し買い物をしまし

た。ベトナムの有名なのは、ココナッツ、マン

ゴー、チョコレートなどでした。ホテルに着く

と、すごく良い部屋でした。2 日目の午後からは、

有名な遊園地、スイティエン公園に行きました。

アトラクションの所に行こうとしましたが、そ

の時、自分は腹が痛くなりトイレに引き込んで

しまいました。途中からみんなと合流し安全バ

ーが開くジェットコースターに乗りました。風

が吹いてて気持ち良かったです。最終日は、ハ

ノイでベトナム戦争が起こったクチトンネルに

行きました。落とし穴を見ると無数のトゲがあ

って驚きました。トンネルに入ると少し暗くて

歩きにくく足が痛くなりしんどかったです。さ

らにベトナム人が食べてたタピオカで作られた

芋を試食しました。生でも美味しかったです。

ベトナム人は国の為に命をかけて戦っているん

だと思いました。次にホーチミンに戻り最後の

買い物をしました。お金が余ったので募金をし

ました。今年の研修旅行はベトナムがお正月で

騒いでおり混んでいましたが、自分は怪我のな

い安心した研修旅行になり本当に良かったで

す。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行く前と行ったときの印象は大きく違った。インタ

ーネットを使いその場にいるように感じることはで

きるが、実際に現地に行くと匂いや音など、目に見

えないことを感じられ、受ける印象が全く異なる。

食文化の違いや大量のバイクの排気ガスで独特な匂

いがし、バイクの走る音は日本で感じることができ

ない大きさだった。またクチトンネルでは、実際に

ゲリラ作戦で使われたアメリカ軍に対抗する横穴や

作戦、相手の戦力を効率良く削るための罠を見た。

昼は戦闘、夜は農業をして休まず働き、20 年間戦っ

ていたなどあまり想像ができないことを聞いた。実

際に広島原爆ドームなどを調べ、見に行ったことは

あるがそこにはないものが多くあり、来る前に思っ

ていた雰囲気とは大きく異なっていた。爆弾が落ち

た跡はバスが何台も入るほど大きく、銃声は森中に

響き、地下トンネルでは数分いるだけで汗がでて、

頭が痛くなり、戦争の怖さを実感した。実際に行っ

てみると想像より多くのことが知れることが分か

り、今後の生活をする上での考え方が変わった。 

研修旅行で印象に残っている事は二つあります。まず

第一には、ベトナム戦争におけるクチトンネルの見学

です。アメリカ兵を苦しめた様々な落とし穴などの罠

が展示されていました。アメリカ兵は強く、正面から

向かっては勝てないので、罠を作ったりゲリラ攻撃を

したりして頭を使って戦うことによって勝つことが

できたという話は強く印象に残っています。 

  2つ目は日本とベトナムとの違いです。その中でも

信号機の違いが最も印象深いです。信号の色が変わる

までの時間が表示されていました。ベトナムは日本と

比べてバイクの量が多く交通量も多いため、時間を表

示することによって前持った運転をし、事故を減らし

ているのではないかと考えました。そして、このよう

な違いを国の個性であると考えることが大切だと学

びました。今回の研修旅行でベトナムのことを知るこ

とができ、自分にとってプラスの経験が出来たと思い

ます 

今回僕は 2 回目の海外でした。12 月の海外研修に参加して間もない時でした。自分にとってベトナムと言え

ばバイクとフォーのイメージでした。経済的にはあまり成長していないと思っていました。海外研修とはうっ

て違って楽しみな気持ちで関空を飛び立ちました。着いてすぐに日本の気候とは真逆の季節でとても暑かった

です。この 3日間晴れで汗まみれになりました。さらに人とバイクの多さには驚きました。歩道にも走ってく

るのでさすがベトナムだなと思いました。あとは食べ物にも不安がありましたが以外にベトナムの米も悪くな

いと思いました。フォーも思いのほか美味しかったです。この研修旅行で僕が一番思い出に残ったのはスイテ

ィエン公園です。自分は絶叫系が苦手なのですが振り回された結果以外と乗れて少しは克服できたようなきが

します。 改めて絶叫系に乗るとストレスが発散されると感じました。今回わかったことは自分の偏見だけに

とらわれず自分の目で確かめて理解を深めていくことです。それによって自分の世界が広がると思うからで

す。ベトナムに行って昔の残酷な戦争や経済の発展さらに人と人との繋がりなど今自分が肌で感じ取ったこと

を今後の人生にも役立てていけたらと思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初日の関西空港からベトナムまで飛行機で 5 時間

半かかってすごくきつかったです。ベトナムに着

いたら気温が 30℃以上あってすごく暑かったです

が寒いより暑い方が好きなのでよかったです。ベ

トナムについてからびっくりしたことは、バイク

の数の多さがすごくて歩道でもバイクが通ってた

のでびっくりしました。そして最初に郵便局に行

きました。郵便局はすごくでかくて観光客の方が

たくさんいました。夕飯はベトナムの料理を食べ

れてすごく美味しかったです。ホテルもすごく綺

麗でびっくりしました。 

二日目は最初にベトナムに住んでる日本人の月森 

さんのお話を聞きました。日本酒をベトナムにも

流行らそうとしてるのがすごいと思いました。お

昼からはスイティエン公園に行きました。スイテ

ィエン公園についてからまず最初にワニ釣りをし

ました。ワニを生で見たのが始めてだったので迫

力がすごかったです。ワニの噛んで引っ張る力が

すごかったですが何度かエサを取り返したので楽

しかったです。スイティエン公園で 1 番衝撃的だ

ったのが二つあって一つ目はお化け屋敷です。日

本のおばけ屋敷はあまり体に触れたりしないので

すがベトナムは普通に触ってくるのでびっくりし

ました。もう一つはジェットコースターです。普

通ならジェットコースターはロックをされて安全

な状態でするはずが、ロックがきちんとされなか

ったのですごくびっくりしました。スピードがあ

まり早い方ではなかったのでよかったです。すご

く暑かったのでかなり疲れましたが楽しかったで

す。 

三日目はベトナムの昔戦争のことを学びました。

ベトナムの人はすごく頭を使って落とし穴を作っ

たりしてたのですごいと思いました。クチトンネ

ルにも入れていい経験ができました。初めての海

外で海外の方ともコミニュケーションをとれて僕

のとって本当にいい経験でした。 

2 月 5 日から 8 日まで二泊四日でベトナムに行き

ました。出発する日は朝早くに高野山を出発 

し、昼前に関空から飛行機に乗りました。5 時間

程でベトナムに着きました。着いて思ったことは

気温が 30℃を超えるので高野山と比べるととて

も暑いということと日本とは違う匂いがすると

いうことでした。1 日目はガイドさんの案内で昔

からある郵便局や教会を観光したり街中で買い

物をしたりしました。2 日目は午前中に日本人の

方の講演を聞いてその後スイティエン公園に行

ってワニ釣りや絶叫系のマシンに乗ったりお化

け屋敷に行きました。本物のワニがすぐ近くにい

る迫力はすごかったです。3 日目はクチトンネル

という戦争中に作られたトンネルに行き、ジャン

グルにたくさん作られた落とし穴やトンネルへ

の入口を見学しました。ベトナムは最近まで戦争

をしていたのにホーチミン市内は高層ビルがた

くさんあって想像していたベトナムとは違いま

した。クチトンネルから市内に帰ってくると自由

時間があり、お土産を買いました。店の前を通る

と手を引かれて店に連れこまれたりして、初めは

びっくりしたけれど以外とすぐに慣れた事に自

分でも驚きました。今までしらなかったベトナム

でこの 3日間で学んだ事は多かったので他の国に

も行ってみたいと思いました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分は今回が初海外、初飛行機だったのでめっちゃ興奮しました（笑） 

まず、ベトナムに着くと日本と比べてと言うかこの時期の日本と比較にならないくらいめちゃくちゃ暑かった

です...基本、外気温が 30 度を下回らないし湿気も多かったので飛行機から降りると汗が滝みたいに出てきま

した...(><)まず初日は、ベトナムがフランスの植民地時代に建てられた郵便局と教会の見学に向かいました。

教会は修復工事中で中には入れませんでしたが外からでも歴史を感じることが出来ました。郵便局は思ってい

たよりも大きく、綺麗でした。次に、サイゴン通りと言うストリート？に行きました。また今回はベトナムが

お正月、日本から見ると旧正月に当たる時期でした。街の中も凄く飾り付けされていて綺麗でした。 

やっぱり旅行といえばご飯が楽しみになります。初日の夕飯はベトナム料理のコースでした。本場で食べるフ

ォーは格別でした。あと、春巻きも美味しかったです。2日目はスイティエン公園と言う遊園地に行きました。

この公園には 2 つ気になるものがありました。それは、ワニ釣りと安全バーのロックがかからないジェットコ

ースターです!!今回自分もワニ釣りをしたんですが…なかなか難しく直ぐにワニに餌を盗られてしまいまし

た...(><)でも、本物のワニがうじゃうじゃ居る光景は迫力もあり興奮しました。 

ロックのかからないジェットコースターはほんとに安全バーのロックがかからず、シートベルト 1 本で安全を

確保していました…（笑）さて、2日目の夕食は、ベトナム風のフレンチでした。美味しかったです。 

3 日目、ベトナムの現地研修最終日です。この日は、ベトナム戦争時に使われていた、クチトンネルと言う所

に行きました。このトンネルは人力で 200㌔以上掘られています。トンネルの中では日常生活も行われていて、

戦闘になると一瞬にして敵を迎え撃つ武器、要塞になります。このトンネルは北ベトナム軍がゲリラ作戦を行

う時の要になっていました。ベトナム戦争終結後まだ 40 年しか経っていません。日本は第二次世界大戦後 70

年、この、30 年の差に少しビックリしました。たった 30 年の差でここまで違うのかと思い、戦争の悲惨さ、

残酷さを改めて実感しました。この研修旅行を終えて、最初はベトナムってどこ？って感じでしたが、いざ、

行ってみると凄くいい所で、歴史や文化も面白く、ベトナム語にも惹かれましたが、やはり、難しくでも、面

白く、楽しい体験が出来たと思います。松本先生、松井先生、添乗員の方、現地ガイドのウォンさん今回はほ

んとにありがとうございました。めっちゃ楽しかったです!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベトナムに 2泊 4日の研修旅行に行きました。海外に行

くのも飛行機に乗るのも初めてだったので最初は不安

でいっぱいでした。関西空港からベトナムまでは 5時間

半かかりました。タイヤが浮き上がった時の不思議な感

覚を今でも鮮明に覚えています。ベトナムに着いてまず

思ったことは気温・湿度が高く、ジメジメしていて、あ

まり過ごしやすい気候ではないなと思いました。1 日目

は、郵便局と教会を見学しました。夕食にはベトナム料

理で有名なフォーを食べました。食べやすくて美味しか

ったです。2 日目は、午前中は、ベトナムに住んでいる

日本人の方の講演を聞きました。午後からは、スイティ

エン公園に行きました。最初にワニ釣りに行きました。

ワニを見るのは初めてだったので凄く大きくて興奮し

ました。また、瞬発力と噛む力が凄かったです。その後

は絶叫マシンに乗ったり、お化け屋敷に行きました。普

通に顔を触られたのでびっくりしました。3 日目は、ク

チトンネルに行きました。戦争時に使われていた落とし

穴やトンネルを見学しました。トンネルの中は狭くてし

ゃがんで歩かないと行けなかったのでしんどかったけ

どいい経験ができて良かったです。爆弾が落ちた跡を見

ると凄く大きくて戦争の恐ろしさを改めて実感しまし

た。ベトナムは正月と言うこともあり、バイクが多かっ

たけど怪我もなく満喫することができたので良かった

です。初めての海外で不安なことがいっぱいあったけ

ど、日本では体験できないことが色々あったので凄く貴

重な体験になりました。 

鳴り止まない車のクラクションの音。空港から

外に出た時、熱気と湿気も忽ち襲ったきた。こ

こではバイクが道路の大多数を占め、二人乗り

は勿論の事、子供を乗せた 4 人乗りのバイクを

見かけることも少なくはなかった。今回行った

時は旧正月であったので、店が閉まっていたり

したが、国家の象徴である蓮の花や煌びやから

な飾りが通りを彩っていて、非日常的な雰囲気

を味わうことが出来た。また、今年は豚年らし

く、豚の置物が町中に沢山あり、干支の違いや

地震が少なく建物が倒れることはめったに無い

等、日本とは違う一面を見れた。クチトンネル

はアメリカ軍による爆弾から逃れるために作ら

れ、トンネルは地下三階になってて、1 番下の

階は爆弾が落ちてきてもほとんど気づかないぐ

らい安全なトンネルであったらしい。他にもア

メリカ軍の大きい身体に真正面から戦っても、

ベトナム人の小さい身体では負けてしまうの

で、細工が仕掛けられた落とし穴や罠を見た。

アメリカ軍を苦しめ、敗北に導いたベトナム人

の縦横無尽の策略には驚きの連続だった。ベト

ナムでの料理の香辛料の強さや町中での匂い、

飛行機やホテルでのトラブル、正直辛い時も少

なくはなかったが、今回のメンバーで行ったか

らこそ、辛い事も笑って吹き飛ばせたのだと思

う。引率して下さった先生方、ガイドさん、添

乗員さん、そしてみんな、本当にありがとうご

ざいました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２泊４日のベトナムへの研修旅行を終えて、様々な体験が出来ました。ベトナムについての知識はあまり無

かったので、見るもの聞くものすべてに魅力を感じました。特に印象に残っている事は３つあります。 

 まず、ベトナムの交通事情です。日本では基本的に１車線・２車線道路が多く感じますが、ベトナムでは多

くは車線が無く、車線があるところでは４車線あり道路の幅はとても広かったです。主に、バイクが走って

いましたが、乗用車やバス、タクシーも多くいました。幅が広いためか路上駐車・停車も多く感じました。

バイクは２人乗りをしている人が多かったですが、５人乗りをしている人もいました。また、全員がヘルメ

ットをかぶっている訳ではなかったので驚きました。次に、スイティエン公園から見えた景色です。スイテ

ィエン公園で高いところからベトナムの景色を見る機会がありました。スイティエン公園は私達が買い物を

していた場所からは少し離れたところにありました。片側には綺麗な住宅地や学校が遠くにはビルが見えま

した。しかし、もう一方には閑散とした住宅が並んでおり、ところどころ更地もありました。拓けた場所は

豊かに見えても全体が同じように拓けている訳ではない事を実感しました。最後に、ベトナムの街中です。 

 ちょうど旧正月だったので街中は花で飾り付けられていました。その花も日本では見たことのないものが多

くベトナムの文化を感じました。飾り付けられた通りには沢山の方がおり、ベトナムのお正月の雰囲気を感

じられました。そんな中を私も歩いてみて、ベトナムならではの匂い・音・空気を感じました。日本にはな

い風景が広がっていました。ベトナムの方々の生活を街並みや空気から感じることができ、良い経験になり

ました。 

ベトナムは国自体が田舎で、経済的に発展しておらず、衛生面や治安が非常に悪い。それがベトナムに行く前の私

のベトナムに対するイメージでした。商業都市として名高いホーチミンでさえも、都会的なイメージを持っておりませ

んでした。しかし、実際に訪れてみて私の固定概念は払拭されました。 

まず、ベトナムに着いて気が付いたのは、レンガ造りの建造物が多く存在し、これらは実際にフランスから輸入され

たレンガで作られたものです。今も綺麗に残されていて、これは、台風や地震などの自然災害が少ないからという

ことでした。また、女性や子供、老人を標的とした犯罪も少なく、東南アジアでは珍しく女性だけでの観光客が多

いそうです。私も旅行中そのような被害には遭いませんでした。 

そして、ベトナムの方々は親日的で私達が訪れたホーチミンにおいては関西気質な人が多く、旅行中非常に楽しく

コミュニケーションがとれました。もっとベトナムの事を知りたくなったので、また訪れたいと思います。最後になりま

すが、ご引率下さった先生方、添乗員の方、ウォンさん、月森さん、誠にありがとうございました。とても勉強になり

ました。 


