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１ バンコク都高校生訪問団一行名簿 

 

バンコク都随行職員 

 氏名（名が先、姓が後） 年齢 

1 Mr.Kraisorn   Thippayajun クライソーン ティッパヤチャン 52 
2 Ms. Jiraporn   Pungprawat チラーポーン プンプラワット 38 
3 Ms. Pannarai  Chingchitr パンラーイ チンチット 37 
4 Ms. Sureerat   Naruniranat スリーラット ナルニラナート 39 
5 Ms.Veeranuch   Naowasak ウィーラヌット ナオワサック 28 
    

 

  
バンコク都高校生 

氏名（名が先、姓が後） 年齢 

1 Ms. Suthinee   Oranjakrin スッティニー オーラーンチャクリン 18  
2 Mr. Julapong   Rojprasitporn チュラポン ロートプラシットポーン 18  
3 Ms. Pacharapuck  Thuvasujirake パチャラパック トゥワスチレーク 18  
4 Ms. Thitiya   Apriraksaporn ティティヤー アピラックサーポーン 16  
5 Ms. Pichsinee   Chonrujeewong ピッシニー チョンルチーウォン 19  
6 Ms. Chotika   Thamsuwan チョティカー タムスワン 19  
7 Ms. Phusuda   Phusahas プースダー プーサーハット 17  
8 Ms. Praewow   Chumthawee プレーワーウ チャムタウィー 17  
9 Ms. Pichada   Toonsakul ピチャーダー トゥンサクン 16  
10 Ms. Panisa   Daochai パーニサー ダーオチャーイ 16  
11 Ms. Thanapat   Wongsangiam タナパット ウォンサギィアム 18  
12 Mr. Pheeradon   Pudchakarn ピーラドン プッチャーカーン 16  
13 Mr. Sukit   Limsirivallop スキット リムシリワンロップ 15  
14 Ms. Pirachtha Taechawattananant ピラッター テーチャワッタナーナン 17  
15 Ms. Tanaporn   Limthawin タナポーン リムタウィン 17  
16 Ms. Sumonrut   Klaithong スモンラット クラーイトーン 18  
17 Mr. Pongthip   Srivarangkul ポンティップ スリーワラーンクーン 18  
18 Mr. Wisarut   Chitnurat ウィサルット チッヌラット 18  
19 Mr. Chayut   Thanapoonhirun チャユット タナプーンヒラン 17  
20 Ms. Oraphan   Wongsiri オラパン ウォンシリ 17  

 

 



 

 

２ 平成 26年度愛知県・バンコク都高校生交流事業 全体日程 

 

 

4/17 

（木） 

8:00 中部国際空港 着（TG644） 

9:25- 9:45  オリエンテーション①（特別会議室） 

 ※到着が遅れたため、実施せず。 

10:00-10:30 知事表敬訪問（公館） 

10:45-11:30 オリエンテーション②（特別会議室） 

昼食    「城」 

13:00-14:30 名古屋城（見学） 

15:00-16:10 名古屋大学（大学説明、タイ人留学生との懇談） 

17:00    チェックイン 

夕食    矢場とんセントライズ店 

 ＜宿泊：サンホテル名古屋ヴィア白川＞ 

4/18 

（金） 

終日 県立刈谷北高校訪問 

 （体験授業、生徒との交流、部活動見学等） 

夕食    サガミ刈谷店（帰途） 

＜宿泊：サンホテル名古屋ヴィア白川＞ 

4/19 

（土） 

10:00-12:00 ハブスクール生徒とのディスカッション（KKR名古屋） 

       ※県内高校生：10校 25名 

       ※外部講師により進行 

12:30-14:00 交流会、ホストファミリーとの対面（昼食を兼ねて(立

食)） 

14:00- ホームステイ（県内９家族） 

＜宿泊：生徒はホームステイ、引率者はサンホテル名古屋ヴィア白川＞ 

4/20 

（日） 

終日 ホームステイ（引率者は自由行動） 

＜宿泊：生徒はホームステイ、引率者はサンホテル名古屋ヴィア白川＞ 

4/21 

（月） 

10:00 ホームステイ先から集合（ＡＩＡ） 

10:00-11:00  生徒はまとめ 

別室にて、バンコク都職員と打合せ 

昼食    豊田スタジアム内レストラン 

13:30-15:40  トヨタ自動車㈱見学（元町工場、トヨタ会館） 

18:00    送別会（アイリス愛知 コスモス 5）※地域振興部長主催 

＜宿泊：サンホテル名古屋ヴィア白川＞ 

4/22 

（火） 

8:00    ホテル 発 

9:00 中部国際空港 着 

11:05 中部国際空港 発（TG645） 



 

 

３ 行程の詳細 

【第１日目 ４月１７日（木）】 

 ○8:00 TG644便で中部国際空港着 

 ○10:00～10:30 知事表敬 

  ・場   所：知事公館 

  ・県側出席者：大村知事、加藤国際監、兼松課長、川原主幹 

・使 用 言 語：日・タイ（通訳：狛氏） 

  ＜主な内容＞ 

  ＊クライソーン儀典室長あいさつ（タイ語） 

  ＊訪問団員オラパン・ウォンシリさんあいさつ（日本語） 

  ＊訪問団員自己紹介 

  ＊愛知県知事歓迎あいさつ 

  ＊歓談 

  ＊記念品贈呈 

  ＊記念撮影 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オラパンさんのあいさつの様子 

 

オラパンさんのあいさつ及び訪問団員

の自己紹介は、日本語で行われました。 

バンコク都から知事への記念品贈呈 



 

 

 ○10:45～11:30 オリエンテーション 

  ・場   所：特別会議室 

  ・県側出席者：兼松課長、川原主幹、佐治課長補佐、柴田主事、長谷川嘱託員 

  ・使 用 言 語：日・タイ（通訳：狛氏） 

  ＜主な内容＞ 

  ＊課長あいさつ 

  ＊愛知県の概要説明 

  ＊行程説明 

  ＊フェイスブックへの協力依頼 

  ＊名札の配付 

 

 

 

《愛知県庁の感想（アンケートより抜粋）》 

 ・愛知県知事に会えて光栄だった。 

・とてもきれいだった。 

課長あいさつ 

説明の様子 



 

 

○13:00～14:30 名古屋城見学 

 ・随行職員：佐治課長補佐、柴田主事 

 ・使用言語：英語（善意ボランティアガイド３名） 

 ・見学概要：３グループに分かれ、本丸御殿、天守閣等を見学。 

 

 

 

 

 

《名古屋城の感想 

（アンケートより抜粋）》 

 

 ・とても大きく、豪華で美しかっ       

た。 

・歴史や文化が学べた。 

・ガイドが優しく、良かった。 

 

 

←入場直後の様子 

本丸御殿の見学       → 

ガイドの説明を熱心に聴いており、

質問も出ていました。最後にはガイ

ドの方と写真を撮るなど、好評でし

た。 

↓天守閣中で記念撮影 



 

 

○15:00～16:10 名古屋大学訪問 

 ・随行職員：佐治課長補佐、柴田主事 

 ・参 加 者：名古屋大学職員、タイ人留学生１１人 

 ・使用言語：英語、タイ語 

 ・訪問概要：15:00～15:30 名古屋大学の概要説明 

（大学生活、学部、イベント、留学費用など） 

       15:40～16:10 タイ人留学生との懇談 

              （名大を選んだ理由、日々の生活など） 

 

 

 

《名古屋大学の感想（アンケートより抜粋）》 

 ・タイ人学生に出会うことができ、大学のいろいろな専攻を知ることができた。 

 ・新しい友達ができ、年上のタイ人学生がたくさんのアドバイスをくれた。 

 ・大学での勉強についての情報や奨学金のデータが得られた。 

タイ人留学生との → 

懇談の様子 

↓ 



 

 

【第２日目 ４月１８日（金）】 

○11:00～17:15 刈谷北高校訪問 

 ・随行職員：佐治課長補佐、柴田主事、長谷川嘱託員 

 ・使用言語：日本語、タイ語、英語（日タイ通訳：狛氏） 

 ・訪問概要：11:10～11:40 校長あいさつ、日程説明 

       11:55～12:45 ２～４人ずつ各クラスに分かれて授業体験 

       12:45～13:25 教室で昼食 

       13:25～14:15 日本に関するプレゼンテーション 

       14:25～15:15 ２～４人ずつ各クラスに分かれて授業体験 

       15:45～15:50 記念撮影 

       15:55～17:00 部活動体験（茶道、剣道、書道） 

 

 

あいさつ等が行われた部屋。 

黒板にはタイ文字も書かれ

ていました。 

メンター（世話係の生徒）がそ

れぞれの相手を迎えに来て、教

室まで連れて行きます。 



 

 

 

 

 

《刈谷北高校の感想（アンケートより抜粋）》 

 ・楽しくかったし、生徒がとてもフレンドリーだった。 

 ・生徒はタイ語が話せないにも関わらず私に話しかけようとしてくれた。すごくうれ

しかった。 

 ・学校は美しくて清潔だった。生徒はとてもフレンドリーで愉快だった。 

 ・たくさんの友達ができた。とても楽しかったし、次機会があればまた友達に会って

話したい。 

 ・実践的な体験ができたし、たくさんの友達が自分の世話をしてくれた。 

 ・日本の高校生の生活を知ることができた。 

授業体験の様子 

部活動体験の様子 

（茶華道部） 

 

抹茶もお菓子（もなか）

も好評でした。 



 

 

【第３日目 ４月１９日（土）】 

○10:00～12:00 あいちスーパーイングリッシュハブスクールの生徒とのディスカッ

ション 

 ・実施場所：ＫＫＲホテル名古屋 

 ・対応職員：川原主幹、佐治課長補佐、植村主任、柴田主事、長谷川嘱託員 

 ・使用言語：英語 

 ・主な内容：自己紹介、英語のしりとりゲーム、それぞれの地域紹介、フリートーク 

 

 

《ディスカッションの感想（アンケートより抜粋）》 

 ・新しい友達ができたし、日本の文化について学べた。 

 ・自分の英語力を上達させるのに良い機会だった。 

 ・たくさん意見交換できたし、愛知の市町のことが理解できた。 

 ・新しい友達もできたし、アクティビティはとても楽しかった。 

 ・新しい友達もできたし、英語も練習できた。 

自己紹介の様子 

フリートークの様子 

 

英語で行われましたが、話題は

尽きず、盛り上がっていました。 



 

 

○12:30～14:00 交流会 

 ・実施場所：ＫＫＲホテル名古屋 

 ・対応職員：兼松課長、佐治課長補佐、植村主任、柴田主事、長谷川嘱託員 

 ・参 加 者：ホストファミリー、ディスカッションに参加した高校生 

 ・使用言語：日本語、タイ語（通訳：柴田主事） 

 ・主な内容：課長あいさつ、クライソーン儀典室長あいさつ、ホストファミリー紹                  

       介、歓談 

 

 

 

○14:00～ ホームステイ 

課長あいさつ 

交流会の様子 

 

バンコク都の高校生と日本の高

校生は仲良く食事をしていまし

た。 

ホストファミリーとの対面 

 

ご家族によっては、ウェルカムボー

ドも用意して歓迎してくださいまし

た。 



 

 

【第４日目 ４月２０日（日）】 

○終日 ホームステイ 

 

 

《ホームステイの感想（アンケートより抜粋）》 

 ・ホストファミリーはすごくかわいかった。これ以上ないくらい良かった。とても感

動した。 

 ・この滞在の中で一番好きなところ。本物の日本の家族と一緒に暮らせるのは素晴ら

しいことだ。彼らはとても良く世話をしてくれた。日本食、家、生活、全てが面白

かった。日本人のようになりたい。 

 ・浅井家が大好きだ。とても楽しくて、素晴らしい思い出ばかりだ。本当によくして

くれた。もっと長くいたい。こんな日本人のように暮らしたい。お母さんの料理が

大好き。 

 ・とても良かった。タイとは生活が違った。日本の文化がたくさん学べた。料理もと

てもおいしかったし、もっとホストファミリーと一緒にいたかった。 

 ・家族がとても優しくて親切だったので、彼らとの絆が生まれた。この関係はずっと

続くだろう。 

廣瀬さんのご家庭での 

ホームステイの様子 

鈴木さんのご家庭での 

ホームステイの様子 



 

 

【第５日目 ４月２１日（月）】 

○10:00     ホームステイ先から集合（ＡＩＡ） 

○10:00～11:00  生徒はまとめ（職員は別室で打ちあわせ） 

○13:30～15:40  トヨタ自動車㈱見学（元町工場、トヨタ会館） 

 ・随行職員：永田主査、柴田主事 

 ・使用言語：英語（工場見学ガイド１名） 

 ・見学概要：13:30～14:40 元町工場見学 

       15:00～15:40 トヨタ会館見学 

 

 

 
 

元町工場での記念写真 

トヨタ会館見学の 

様子 



 

 

○18:00～19:30 送別会 

 ・実 施 場 所：アイリス愛知 コスモスの間 

 ・県側出席者：植田部長、加藤国際監、兼松課長、佐治課長補佐、永田主査、柴田主

事 

 ・使 用 言 語：日、タイ（通訳：柴田主事） 

 ・主な内容：部長あいさつ、クライソーン儀典室長あいさつ、バンコク都からの記念

品贈呈、訪問団員タナパット・ウォンサギィアムさんあいさつ 

 

 

 

バンコク都からの記念品贈呈 

国際監による乾杯 

送別会の様子 



 

 

４ アンケート 

（１）全体アンケート（質問内容） 

 

１． どうして今回の交流事業に参加しようと思いましたか？チェックしてください。 

□（１）国際交流に興味があるから 

  □（２）日本に興味があるから 

  □（３）家族や学校の先生に勧められたから 

  □（４）その他（        ） 

 

２．今回の訪問先の中で印象に残ったところはどこですか？ 

以下の a～fの中から三つを挙げ、理由を書いてください。 

 a.県庁 b.名古屋城 c.名古屋大学 d.刈谷北高校 e.ディスカッション  

f. トヨタ自動車 

・〔           〕 

   理由：                                 

 ・〔           〕 

   理由：                                 

 ・〔           〕 

   理由：                                 

 

３．以下のプログラムの感想を記入してください。 

 （１）刈谷北高校訪問 

 

 

 

 

 

 

（２）高校生とのディスカッション 

 

 



 

 

（３）ホームステイ 

 

 

 

 

 

４．滞在期間中、困ったことや不便に感じたことがあれば、記入してください。 

 

 

 

 

５．このような交流事業を来年以降も実施することを検討していますが、どのような 

プログラムがあると良いと思いますか？チェックしてください（いくつでも）。 

  □（１）博物館や美術館などの訪問 

  □（２）伝統芸能の鑑賞・体験 

  □（３）地元企業の訪問 

  □（４）高校生や大学生との交流 

  □（５）ホームステイ 

□（６）その他（           ） 

 

６．日本・愛知県の魅力はどんなところだと思いますか？ 

  例：歴史、食べ物、ものづくり産業、ポップカルチャー（ファッション、漫画・アニメ）など 

 

 

 

 

 

７．全体について、感想を記入してください。 

 

 

 

 

 

 



 

 

・生徒は皆フレンドリーで親切だった。【11】 

・滞在時間が短かった。もっと長くいたかった。【3】 

・素晴らしい思い出になった【2】 

・クラブ活動がおもしろかった。【2】 

・生徒は英語が上手だった。【1】 

・生徒は英語が不得意でも自分に話そうとしてくれた【1】 

（２）全体アンケート結果 

※ 対象人数：20 人。 有効回答数：19（未提出 1 名）。 

※【 】内は回答数。  

 

１． どうして今回の交流事業に参加しようと思いましたか？ 

（１）国際交流に興味があるから【 11 】 

  （２）日本に興味があるから【 15 】 

  （３）家族や学校の先生に勧められたから【 2 】 

  （４）その他【 0 】 

 

２．今回の訪問先の中で印象に残ったところはどこですか？ 

a. 県庁【 4 】 

 主な理由：愛知県知事に会えて光栄だった。とてもきれいだった。 

b. 名古屋城【 13 】  

 主な理由：とても美しかった。【8】 

  歴史や文化が学べた。【6】 

  ガイドが良かった。【3】 

  名古屋の象徴だから。【2】 

c. 名古屋大学【 5 】 

 主な理由：タイ人の学生と話せた。【5】 

d. 刈谷北高校【 19 】 

 主な理由：生徒がフレンドリーだった。友達ができた。【10】 

  日本の高校生の生活を知ることができた。【8】  

e. ディスカッション【 14 】 

 主な理由：友達ができた。【8】 

  日本について知ることができた。【3】 

  英語の練習ができた【2】 

 

３．以下のプログラムの感想を記入してください。 

 （１）刈谷北高校訪問 

 

  

 

  



 

 

・活動が楽しかった【8】 

・日本について知ることができた。【7】 

・新しい友達ができた。【7】 

・いろいろな意見交換ができた。【3】 

・もっと時間があれば良かった。【3】 

・ゲームが楽しかった【3】 

・英語の練習ができた【2】 

Sumonrut さん：この活動でたくさんの友達ができた。彼らはいろいろなところから来てい

たので、愛知の市についての情報を得られた。 

Suthinee さん：楽しくて実りのある活動だった。日本の文化やライフスタイルについて学

べた。 

Pichsinee さん：楽しかったけど、時間がもっと必要かなと思った。 

・ホストファミリーが優しかった・良くしてくれた。【12】 

・もっと一緒にいたかった【6】 

Thitiya さん：ホストファミリーのおかげで家にいるようだった。皆のことが大好きだ。 

Phusuda さん：もっと長くいたかった。お母さんが作ってくれた料理が大好き。 

Praewow さん：子どもたちがとても元気で、かわいかった。もっと一緒にいたかった。 

Sumonrut さん：ホストファミリーが大家族だったので、居心地がよかった。 

Ponthip さん：家族がとても優しくて親切だったので、彼らとの絆が生まれた。 

 この関係はずっと続くだろう。 

Chotika さん：本物の日本の家族と一緒に暮らせたのは素晴らしい。 

 日本の食べ物、家、生活すべてがおもしろかった。 

Peeradon さん：人生で初めてのホームステイだった。 

 家族がいろいろなことを経験させてくれたのが印象的だった。 

ずっと雨だった。場所から場所へ行くのが不便だった。【1】 

（２）高校生とのディスカッション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ホームステイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．滞在期間中、困ったことや不便に感じたことがあれば、記入してください。 

 

  



 

 

・料理【8】 ・すべて【5】  ・気候【2】 ・景色【1】  

・歴史【6】 ・文化【5】 ・アニメ【2】 ・道路【1】 

・人【6】 ・産業【3】 ・陶器【1】 ・包装デザイン【1】 

Suthinee さん：プログラムはとても良く運営されていた。 

 職員がトラブル一つ一つを助けてくれた。 

Julapong さん：プログラムは完璧だ。短かったけど、このプログラムが大好きだ。 

 高校訪問とホームステイがもう少し長ければ、もっと良いと思う。 

Pacharapuck さん：忘れられない思い出。 

Thitiya：良いプログラムです。 

Pichsinee さん：このプログラムを続けるべき。この機会を与えてくれてありがとう。 

Chotika さん：日本と日本人が大好き！ここにいると日本にもっと興味がわく。 

 日本について知れば知るほど、日本にいたくなる。 

Phusuda さん：素晴らしかった。日本にいるのが夢のよう。ここに来られてとてもラッキーだ。 

Praewow さん：将来また来たいと思う。今ここにいられてとてもラッキーに感じている。 

 このようなプログラムを続けてください。 

Panisa さん：いろいろとありがとう。良い時間が過ごせて楽しかった。 

Thanapat さん：プログラムはとても良かった。いろいろとしてくれてありがとう！ 

Pheeradon さん：良い思い出・経験ができて、このプログラムはとても良いと思う。 

 この経験をいかして自身を成長させます。愛知への旅の思い出は忘れない。 

Sukit さん：どのプログラムも素晴らしい。友達、新しい経験ができ、文化を知ることもできた。 

Pirachtha さん：すべてが良かった。とても良い時間が過ごせて、もっといたいと思った。 

Tanaporn さん：プログラムは本当に良かった。タイミングも完璧だった。 

 観光も面白かったし、料理もおいしかった。でももう少し長くいたかった。 

Sumonrut さん：プログラム全体が良かった。ホームステイが愛知の中で一番印象深かった。 

Ponthip さん：プログラムはとてもよく計画されている。 

Wisarut さん：素晴らしかった！どの活動も大好きだった。 

Chayut さん：このプログラムが大好き。 

５．このような交流事業を来年以降も実施することを検討していますが、どのような 

プログラムがあると良いと思いますか？チェックしてください（いくつでも）。 

  （１）博物館や美術館などの訪問【 12 】 

  （２）伝統芸能の鑑賞・体験【 13 】 

  （３）地元企業の訪問【 5 】 

  （４）高校生や大学生との交流【 17 】 

  （５）ホームステイ【 19 】 

（６）その他【 0 】 

６．日本・愛知県の魅力はどんなところだと思いますか？ 

 

 

 

７．全体について、感想を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（３）刈谷北高校アンケート（質問内容） 

１ 日本に関するプレゼンテーションはどうでしたか。 

 

２ 授業見学はどうでしたか。 

 

３ 授業見学の際に何か問題はありましたか。 

 

４ どの部活動に興味を持ちましたか。参加したいものはありましたか。 

 

５ 日本の生徒達とコミュニケーションはとれましたか。 

 

６ 刈谷北高校についてどう思いましたか。 

 

 

 

（４）刈谷北高校アンケート結果 

 １ 日本に関するプレゼンテーションはどうでしたか。 

  ・良かった【12】 

  ・日本について知ることができた【10】 

  ・英語が上手だった【6】 

  ・わかりやすかった【4】 

  ・聞こえにくかった【1】 

 

２ 授業見学はどうでしたか。 

 ・楽しかった【6】 

 ・フレンドリーで優しかった【3】 

 ・日本人の勉強の仕方がわかった【2】 

 ・日本に留学したいと思った【2】 

 ・タイの教育がもっと良くなるような有益な物事をたくさん見ることができた【1】 

 

３ 授業見学の際に何か問題はありましたか。 

 ・日本語【6】 

 ・数学の先生が自分に興味がないようだった【1】 

 ・問題なし【12】 

 

 

 

 



 

 

４ どの部活動に興味を持ちましたか。参加したいものはありましたか。 

 ・剣道部【12】 

 ・茶道部【7】 

 ・書道部【3】 

 ・その他【8】 

 ・部活動見学よりも、もっと授業に参加したい【1】 

 

５ 日本の生徒達とコミュニケーションはとれましたか。 

 ・はい【18】 

 ・少し【1】 

 

６ 刈谷北高校についてどう思いましたか。 

 ・良かった【13】 

 ・生徒・先生が親切だった【6】 

 ・大好き【4】 

 ・教育システムが実践的【1】 

 ・生徒が良い友好関係にある【1】 

 ・生徒は皆英語が話せる【1】 

 

  



 

 

５ （参考）フェイスブック更新結果 

 

5月 12日現在の「バンコク都高校生訪問団受入事業」関係の更新 

更新日 タイトル 
コメント

数 

「いいね」

数 
シェア数 閲覧数 

4月 16日 20 High School Students Will Come to Aichi 13 68 1 1,192 

4月 17日 高校生交流プログラム１日目 4 50 0 884 

4月 18日 高校生交流プログラム２日目 0 32 1 653 

4月 19日 高校生交流プログラム３日目 1 25 0 586 

4月 21日 高校生交流プログラム４日目 1 32 0 674 

4月 21日 高校生交流プログラム５日目 4 26 0 684 

4月 22日 高校生交流プログラム６日目 5 25 0 559 

4月 30日 unforgettable memory - プロイさんの感想 1 34 0 466 

5月 7日 ファーさんの感想 1 14 0 315 

5月 8日 ゲームさんの感想 1 25 1 560 

 


