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七飯町海外交流研修報告書発行にあたって

コンコード町と七飯町は、１９９７年１１月１５日姉妹都

市提携の調印を交わしてから今年で１２周年を迎えました。

そして、この海外交流研修は今年度で１５回目を迎え、

１０月５日から１５日までの１１日間、コンコード町に、

総勢１４名（中学生５名、高校生３名、引率教員１名、一

般町民（農業後継者）３名、役場職員２名で訪問してまい

りました。

今年は、飛行機の遅れにより帰函が１日順延になってし

まい大変心配しましたが、訪問団の皆さんの元気な姿を拝

見しとても安心しました。

今回は、第６代目の国際交流員ボビー・カーグラさんが、

訪問団とともに随行し中高生のサポートをしていただくなど重要な役割を果たしていただ

き心より感謝申し上げます。

現地では、ホームステイを体験させていただき、中高校生と引率教諭は毎日元気に学校

へ通い、同世代の子供たちと仲良く生活し、米国の文化や習慣を学びながら七飯町の魅力

を紹介し、姉妹都市交流の目的を十二分に達成してまいりました。

一般町民代表の参加については、国際交流事業を七飯町の産業振興に役立てたいとの想

いから、本年度は一昨年同様に農業後継者を対象に参加を募り、若手農業者の育成を図る

ため米国の農業事情や経営を学んでもらうことを主眼に実施してまいりました。

そのために、新たな研修プログラムを用意し、準備に汗を流していただいたコンコード

のＣＣＮＮ（コンコード・カーライル・七飯ネットワーク）メンバーの皆様には、大変ご

苦労をお掛けしたことに改めてお礼を申し上げます。

１２月には、姉妹都市提携１０周年を記念して植樹したシンボルツリーと役場庁舎を電

飾し両町の交流の絆を深めるとともに、世界共通の課題である地球温暖化防止に関心をも

っていただきたくため、庁舎屋上の風力発電機からの発電量やＣＯ２削減量がひと目でわ

かるモニターを１階ロビーに設置しました。

また、来年４月には３年ぶりにコンコード・カーライル高校スクールバンドの皆さんが

来町し、七飯高校や地元中学生との合同コンサートなどが予定されておりますが、今から

とても楽しみにしております。

最後になりますが、本事業の実施にあたりまして様々な形でご協力くださいました各中

学校並びに七飯高等学校、地域、家庭の皆様、そして、心温まる受入れをして下さったコ

ンコード町の皆様に改めて厚くお礼申し上げます。

七飯町長 中宮 安一
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町民代表

農業後継者

池田 純也

町民代表

農業後継者

川村 和樹

七飯高校

２年

飴谷 和弘

七飯町

子育て健康

支援室長

小島 寿夫

引率教員

峠下小学校

石川 朋実

七飯町

国際交流員

ボビー・カーグラ
七飯中学校

２年

上野 千秋

七飯中学校

２年

臼渕 光 七飯中学校

２年

木田 璃乃

大中山中学校

２年

本田 あやめ

大中山中学校

２年

白砂 里歩 七飯高校

２年

今野 志保

七飯高校

２年

伊藤 碧

町民代表

農業後継者

築城 徹也
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地 図



日
次

月 日 地 名 現地時間 交通機関 行 程 食 事

1 10月5日 七飯発 8:50 函館空港集合

（月） 函館空港発 9:50 JAL-1162 国内線にて羽田へ

羽田空港着 11:15

羽田→成田 リムジンバス 昼：各自

成田空港発 16:35 CO-008 夕：機内食

ニューアーク着 16:30 【日付変更線通過】 朝：機内食

ニューアーク発 18:45 CO-1190 昼：機内食

ボストン着 20:24 スクールバス 着後コンコードへ［ホームステイ］ 夕：家庭

コンコード 21:30 ［コンコード泊］

2 10月6日 コンコード滞在 コンコード町内において通学・交流 朝：家庭

（火） ［ホームステイ］ 昼：学校

［コンコード泊］ 夕：家庭

3 10月7日 コンコード滞在 コンコード町内において通学・交流 朝：家庭

（水） ［ホームステイ］ 昼：学校

［コンコード泊］ 夕：家庭

4 10月8日 コンコード滞在 コンコード町内において通学・交流 朝：家庭

（木） ［ホームステイ］ 昼：学校

［コンコード泊］ 夕：家庭

5 10月9日 コンコード滞在 コンコード町内において通学・交流 朝：家庭

（金） ［ホームステイ］ 昼：学校

［コンコード泊］ 夕：家庭

6 10月10日 コンコード滞在 ホストファミリーと交流 朝：家庭

（土） ［ホームステイ］ 昼：家庭

［コンコード泊］ 夕：家庭

7 10月11日 コンコード発 10:00 貸切バス 朝コンコード出発 朝：家庭

（日） ボストン着 ボストン市内視察 昼：レストラン

夕方 ［ボストン泊］ 夕：ホテル等

8 10月12日 ホテル発 貸切バス ボストン市内視察 朝：ホテル等

（月） ボストン発 13:45 鉄道 ボストン出発 昼：レストラン

ニューヨーク着 18:00 貸切バス ニューヨークへ 夕：ホテル等

ホテル着 ［ニューヨーク泊］

9 10月13日 ニューヨーク滞在 貸切バス ニューヨーク視察 朝：ホテル等

（火） 昼：レストラン

［ニューヨーク泊］ 夕：ホテル等

10 10月14日 ホテル発 貸切バス 朝：ホテル等

（水） ニューアーク発 11:10 CO-009 空路、帰国の途へ 昼：機内食

［機 内 泊］ 夕：機内食

11 10月15日 成田空港着 13:55 朝：機内食

（木） 成田→羽田 リムジンバス 昼：各自

羽田空港発 17:30 JAL-1167

函館空港着 18:50 函館空港にて解散 夕：各自

七 飯 町 海 外 交 流 研 修 旅 程
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滞在者 ホストファミリー 住 所

Bhatia（バーティア）家

生徒名：Neha（ネハ） 9年生

Kolstad（コルスタッド）家

生徒名：Anna（アナ） 9年生

Carey（ケアリー）家

生徒名：Michelle（ミシェル） 9年生

Bentley（ベントリー）家

生徒名：Laura（ローラ） 9年生

Armstrong（アームストロング）家

生徒名：Katie（ケイティー） 9年生

Beattie（ビーティー）家

生徒名：Alison（アリソン） 11年生

Colman（コールマン）家

生徒名：Katherine（キャスリン） 11年生

Rea-Wilson（リアウィルソン）家

生徒名：Victoria（ヴィクトリア） 12年生

Cicchetti（チケディー）家

妻：Robin（ロビン） 夫：Claude（クロード）

Nevison（ネビソン）家

妻：Nancy（ナンシー） 夫：Jack（ジャック）

Nurenberg（ナレンバーグ）家

夫：David（デイビッド） 妻：Liana（リアナ）

Joyce（ジョイス）家

妻：Kris（クリス） 夫：Bill（ビル）

本 田 あやめ
12 Tarbell Spring Rd.

Concord, MA 01742

96 Pheasant Hill Lane,

Carlisle, MA 01741

臼 渕 光
272 Concord St. Carlisle, MA

01741

木 田 璃 乃

白 砂 里 歩
230 Williams Rd. Concord,

MA 01742

飴 谷 和 弘
131 Cherry St, Framingham,

MA 01701

石 川 朋 実
994 Old Rd. to Nine Acre

Corner, Concord, MA 01742

今 野 志 保
18 Audubon Lane, Carlisle,

MA 01741

伊 藤 碧
35 Raymond Rd, Concord,

MA, 01742

小 島 寿 夫
646 Main St. Concord, MA

01742

川 村 和 樹
池 田 純 也

500 Thoreau St. Concord, MA

01742
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平成21年度 コンコード派遣訪問団ホストファミリー一覧

築 城 徹 也
20 Moore St. #3, Somervill,

MA 02144

上 野 千 秋
441 Sudburry Rd. Concord,

MA 01742



事前研修はコンコード訪問までに、意欲や英語力、訪問団員の団結力向上を目的とし、実施し
ます。また、事前事後における研修の成果を事後研修会において検証しています。

第１回研修会 ８月６日（木） 七飯町役場 ２階 ・事業の概要等の説明
及び説明会 18:30～20:00 ２０１会議室 ・派遣学生の心得

・七飯町について
・コンコードについて
・旅程等の説明
・パスポート手続きについて

・質疑応答

第２回研修会 ８月１７日（月） 七飯町歴史館 ・七飯町の歴史について
13:00～17:00 文化センター ・コンコーﾄﾞ派遣にあたって

（ｽﾍﾟｰｽ201）

第３回研修会 ９月１２日（土） 大沼湖 ・カヌー
9:00～12:00 大沼国際セミナーハウス ・大沼国際セミナーハウス見学
（集合8:30） ・英会話
役場集合

第４回研修会 ９月２６日（土） 文化センター ・英会話他
9:00～12:00 （201会議室） ・派遣日程等事前打ち合わせ
（集合9:00）

壮行式 １０月２日（金） 七飯町役場 ・ 壮行式
16:30～17:00 １０１会議室

第５回研修会 １０月２日（金） 七飯町役場 ・英会話他
及び説明会 17:00～18:30 １０１会議室

19:00～20:00 七飯町役場 ・旅程等の最終確認
１０１会議室 ・質疑応答

事後研修会 １１月１０日（火）文化センター ・事後の心境報告
18:00～19:30 （201会議室） ・派遣研修報告会

ホームステイ等体験報告

事 前 事 後 研 修 日 程

日 時 場 所 内 容
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写真で見る交流研修

第 ３ 回 事 前 研 修 カ ヌ ー 体 験 で 団 結 力 向 上 ！

第 1 回事前研修 事業概要説明会 第 1 回事前研修 事業概要説明会

第 2 回 事 前 研 修 近 代 農 業 発 祥 の 地 七 重 を 学 ぶ 第 2 回 事 前 研 修 近 代 農 業 発 祥 の 地 七 重 を 学 ぶ

第 ３ 回 事 前 研 修 ボ ビ ー 先 生 と 英 会 話 練 習
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第４回事前研修 ボビー先生と英会話練 壮行式の様子

壮行式にて派遣者より一言 壮行式にて派遣者より一言

壮行式にて町長・副町長・教育長・学校長と記念撮影
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教育長より激励の言葉（函館空港） 函館空港にて出発前の記念撮影

ボストンローガン空港にて

コンコード町の皆さんと対面

コンコード町タウンマネージャーと懇談

コロニアルガーデン視察 コロニアルガーデン視察
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ヴェリムファーム視察 ヴェリムファーム視察

ドラムリン体験農場見学ノースイースタンコレクショナル

センター（刑務所）内レストランにて

ヴェリルファーム直売所 ノースイースタンコレクショナル

センター（刑務所）外観
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ゲイニンググラウンド視察 ゲイニンググラウンド視察

ウィラード小学校にて交流授業 ウィラード小学校にて交流授業

ウィラード小学校にて交流授業 ミニットマンの銅像
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オールドノースブリッジ入口にて ホストファミリーとの別れの朝

ホストファミリーとの別れの朝 ボストンコモンの教会

ボストン州議事堂 ボストン宿泊先での風景
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自由の女神行きのフェリー乗場前広場エンパイヤーステイトビル

からみたマンハッタン

エンパイヤーステイトビル屋上 自由の女神行きのフェリー乗場前広場

世界貿易センタービル跡地、

グランドゼロ

帰りのニューアーク空港にて



14

JAPANESE STUDENTS VISIT

CONCORD, MASSACHUSETTS, USA

On Oc tober 5 t h , I vi si ted Concord, Massachusetts in the United States of

America, wi th a group of th irteen Nanae cit izens . This delegat ion consis ted of e ight

students, th ree farmers , one teacher, and one town o ffice worker . It was my first

time retu rn ing to Concord since I arr ived in Nanae on October 23 r d , 2008. Like

most people facing a simi la r s i tua tion , I had some expecta tions , some fee lings of

exc itement , and most o f all , a dete rminat ion to ass is t the de legation in any way

possib le whi le in the United States .

Of course , h aving lived in the United Sta tes fo r ove r twen ty years , I have

become very used to and acc limated to American society and i ts cultu re . There was

not go ing to be a n instance or aspec t o f American society that I would be

unfamil iar wi th . Thus, I d id not have any uncertainties re tu rning to the Uni ted

States .

As expected, there were many laughs be tween Japanese students and

American students , and between American and Jap anese adul ts . And even though

we advised the students on what to expec t in the United States , there were many

unexpected ac tivit ies fo r the students and fo r thi s wri te r . Perhaps the b iggest

surprise came on the th i rd day o f our vis i t to Concord . On tha t day, the students o f

the Nanae delegation we re schedu led for an inte rvie w at the local h igh school ’s

te levis ion studio . Upon arr iva l at the school’s te levision studio , Mr. Dav id

Nurenberg, a teache r at the local high school and major con tr ibuto r to the Nanae-

Concord Sis te r-City re lationsh ip, handed me a list o f ques tions and in fo rmed me

tha t the inte rview would be b roadcas ted to all o f Concord and Carl is le , a

neighboring town, and that I would be conducting the in te rview. This was a mos t

unexpected surprise . I only had five minutes to prepare the s tudents fo r the

inte rvie w and t ranslate the questions that Mr. Nu renberg presented to me. My

abi li ties as a trans lato r and as a news anc hor were go ing to be put to the test . The

inte rvie w took approximate ly fi fteen minutes. Overall , the in te rview proceeded

without a prob lem. T he students unders tood my Japanese and answered a ll

questions to the best o f the ir abil it ies . Fro m th is experience, I real ize that I need to

improve my Japanese skil ls !
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Perhaps the gre atest sa ti s fact ion that I received from the t rip c ame from the

enjoyment tha t the de legation members expe rienced. At firs t , s tudents seemed shy

and uncertain about how to act in the Uni ted States , an un fami liar environment .

Howeve r, soon afte r spending time with host famil ies and experiencing communi ty

events , s tudents steadi ly warmed up to th eir opportune situat ion. I was very

pleased to see Nanae students connected with Concord students and o ther ci tizens

from Concord .

Students appeared to enjoy eating a varie ty of American food . In p articula r,

Hawaiian pizza was a no ticeab le hi t . Hawai ian p izza is a popular pizz a d ish in the

United states with p ine apple and ham toppings . Mr. Al Dent ino, the d irec to r o f the

various s tudent bands at the local h igh sc hool, and Mr. David Nurenberg dec ided

(on two separate occasions) to orde r p izza for the Nanae s tudents from New

London’s Pizza , a pizza shop located in the cen ter o f downtown Concord . Afte r

eat ing a ll o f the pizzas , the Nanae studen ts were amazed at not only how much they

ate , bu t also how delicious the pizz a tas tes in Concord . One of the o lder s tudents

said afte r ea ting, “cho umai !” Clearly, p izza from Concord would be one of the

foods Nanae students would miss from America .

The trip to Concord with the Nanae delegation was an invaluable expe rience

tha t I wil l always re member fondly. I e xperienced many un foreseen chal lenges and

estab lished new re lat ionships with many peop le. I would be happ y to do it again !
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10 月 5 日、私は 13 人の七飯町民とアメリカマサチューセッツ州コンコードを訪れました。

生徒 8 人、農業後継者代表 3 人、教員 1 人、役場職員 1 人の訪問団でした。2008 年 10

月 23 日に七飯町に着任してから初めての帰国でした。私と同じ様な状況にいる人がほとん

どそうだと思いますが、私も期待と興奮、そしてアメリカにいる間できる限り訪問団の助け

になろうという決意がありました。

もちろん、20 年以上もアメリカに住みアメリカの社会や文化に慣れていますので、特に

心配な事はなく、不安はありませんでした。

予想した通り、アメリカ人と日本人の生徒の間には笑いがあり、アメリカ人と日本人の大

人の間にも笑いがありました。生徒達にはアメリカではどんな事があるかなどを教えていま

したが、生徒達も私もびっくりするような出来事や行事が用意されていました。その中でも

一番のサプライズは訪問 3 日目の事でしょう。その日七飯の生徒は地域の高校のテレビスタ

ジオでインタビューを受けることになっていました。スタジオに着いてすぐにその高校の教

員で七飯・コンコード姉妹都市交流の担当者でもあるデイビッド・ナレンバーグ先生が質問

の書かれた紙を私にくれ、このインタビューはコンコードと隣町のカーライル全町に放送さ

れ、また私が司会進行係だと言いました。これが一番驚いた事でした。質問を訳したり、準

備したりするのに 5 分しかありませんでした。通訳とニュースキャスターの力を試されてい

るようでした。インタビューは 15 分ほどで、特に問題もなく終わりました。生徒達は私の

日本語を理解してくれとても上手に答えてくれました。この経験からもっと日本語を上達さ

せなければならないと思いました！

この旅行で一番嬉しかったことは訪問団のメンバーが楽しんでくれたことでしょう。最初、

生徒達はアメリカという慣れない場所でどのように行動したらいいか分からずシャイでした。

しかし、ホストファミリーと生活し地域との交流活動を通じて、これは千載一遇のチャンス

だと気づき、積極的に楽しむようになりました。七飯の生徒達がコンコードの生徒や大人達

と交流している様子を見てとても嬉しくなりました。

また、アメリカの食べ物も楽しんでもらえたようでした。特に“ハワイアンピザ”は大人

気でした。ハワイアンピザとはハムとパイナップルをトッピングした、アメリカでも人気の

ピザです。高校で多数の吹奏楽部を教えるアル・デンティーノ先生とデイビッド・ナレンバ

ーグ先生は“ニューロンドンズピザ”というコンコード中心部にあるピザ屋から七飯の生徒

達にピザを二度も買って来てくれました。食べ終わってから生徒達は食べた量に驚いただけ

でなくコンコードのピザの味のおいしさにもさらに驚いていました。高校生の一人が「超う

まい！」と言いました。これから恋しくなる食べ物の一つはあのピザに間違いないでしょう。

この七飯からの訪問団とコンコードを訪れたことはとても貴重な経験で、これからもずっ

と忘れないでしょう。予定外の出来事を経験したり、多くの人々と交流したりできました。

喜んでもう一度やりたいと思います！
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～アメリカ研修を終えて～

上野 千秋（七飯中学校２年）

私が今回の海外派遣の一員に選ばれて、出発する前は、自分の生まれた国ではない

国に行くということに、ものすごく不安でいっぱいでした。だけど、その気持ちの中

で「頑張ろう」とかホストファミリーに早く会いたいという気持ちもありました。

今年の派遣メンバーは、研修のときから、みんなで喋ったりして、行く前からこの

人たちと一緒に行けてよかったと思いました。

アメリカへ向かう飛行機は、最初は映画とか見て楽しさがありましたが、あまりの

長さに疲れてしましました。でも、着いたときは「ここは、もう日本じゃないんだ！！」

と思いそのことだけに嬉しかったです。ニューアーク空港では、初めて外国のお金で

買い物をして、感激しました。でも、英語で話しかけられて何をいっているのかわか

らなくて買うのは少し大変でした。

スクールバスに乗ってコンコード町に向かっているときは、夜だったので少し眠く

なりました。でも、早くホストファミリーに会いたいということだけ考えていました。

実際にホストファミリーに会ったときは、会えたことに嬉しすぎて会ったら言おうと

思っていた言葉が出てきませんでした。最初に会ったのは、お母さんで後から遅れて

１５歳のネハに会いました。ネハに会ったときは１５歳とは思えないくらい大人っぽ

く、目がすごく大きくてかわいかったです。家について改めて自己紹介をしました。

その時は、家族全員が真剣に私の話を聞いてくれて嬉しかったです。話が終わってお

母さんに「何か食べたいですか？」それとも「なにか飲みますか？」と聞かれて、夜

１０時くらいで遅かったので飲み物を貰うことにしました。飲み物を貰うときも、私

がわかりやすいように、水、オレンジジュース、リンゴジュース、コーラなどすべて

の飲み物を冷蔵庫から出して「どれがいいで

すか？」と聞いてくれ、ネハやお母さん、お父

さんの優しさに感激しました。私の部屋は、ネ

ハのお姉ちゃんの部屋でした。そのときは、お

姉ちゃんは家に居なくて、お母さん、お父さん、

ネハの３人で暮らしていました。ネハに家の中

を案内してもらって家の広さに驚きました。例

えば本を読む部屋があったり、テレビを見る部

屋があったりと、最初の１日目は、家の中で迷子になりそうでした。その日は案内し

てもらった後すぐ寝ることにしました。

次の日になって、お父さんが私を起こしてくれました。朝、起きると、お母さんが

いなくて６時くらいに起きたので、いつ仕事に行ったんだろうと疑問に思いました。
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朝食はお父さんが作ってくれて、トーストと卵焼きでした。飲み物は、なぜか日本の

緑茶で、パンと合ってなかったけど私に気をつかって日本の飲み物にしてくれたんだ

と思いました。パンを食べるときに、日本では手で食べることが多いけど、ネハの家

ではナイフとフォークを使って食べていて、私も真似をしてナイフとフォークで食べ

てみました。最初は慣れなかったけど２日目以降は完全にマスターしました。

ネハが起きて英語でたくさん話かけてもらったけど、速くて何て言っているのかわ

からなかったのでほとんど「Ｙｅｓ！」と言ってしまいました。学校へ行くときは、

お父さんがお弁当を作ってくれてそれをもって車で学校まで向かいました。学校に着

いて最初にバンドルームに行きました。そこでは派遣者のメンバーがそろっていてみ

んなで「昨日、どうだった？」という話をで盛り上がりました。学校に通う１日目だ

ったので、ネハについていって一緒に授業を受けました。授業はフランス語とか違う

国の言葉を習う授業もあったけど、それ以外はすべて英語での授業だったので、何を

言ってるのかわからずただ聞くだけの授業でした。授業では日本は、黒板を使って説

明したりするけれど、カーライルスクールでは、スクリーンのようなもので説明した

りして、日本との違いを感じました。すべての授業が終わって帰るときに、ネハとネ

ハの親友のサマンサと３人でいろいろな場所に行きました。最初にアイスクリーム屋

さんに行ってアイスクリームを食べました。日本のアイスクリームとは比べものにな

らないくらい大きくて甘かったです。他にも図書館にいきました。図書館はとても広

くてすごくたくさんの本がありました。その図書館で三人でトランプゲームをするこ

とになりました。ネハもサマンサも日本

語を喋ることはできなかったので、必死に

私にやり方を教えてくれました。私がルー

ルを理解すると２人は嬉しそうに喜んでく

れました。家に帰るとお母さんが仕事から

帰ってきていて「学校楽しかったですか？」

と聞かれ迷わず「Ｙｅｓ！！」と答えまし

た。

２日目の学校は美術の授業があって、と

なりに座っていたサマンサの絵を見たら、すごく上手で驚きました。昼食のときに、

サマンサと一緒にごはんを食べることになりました。サマンサが話しかけてくれるけ

ど、あまり理解することができなかったので、ノートに会話しました。

家に帰って、ネハが習いごとに行くというので、私はネハのお母さんと一緒に買い

物に行きました。お母さんは、家族の中で一番英語をゆっくり、わかりやすい単語に

なおして言ってくれるので、一緒にいる時、すごく安心しました。お店では私の好き

な食べ物だけを選んで買ってくれました。ホームステイでの食事は基本的においしか

ったです。だけど、お米だけは日本のお米と違って、チャーハンとかにむいているパ
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サパサしたお米だったので食べるのに少し大変でした。ホームステイ最後の日に大き

なお店に連れて行ってもらいました。たくさん、おみやげを買ってくれて、とても嬉

しかったです。お返しに私もネハにおかしを買いました。その後、パーティーに行っ

て、ネハと卓球をしたり、花火をしたりしました。卓球でネハがかなり下手だったの

でかなり笑ってしまいました。

お別れの日になって「これでホームステイも終わりか～」と思うと、今まで過ごし

てきた時間がすごく短く感じました。ネハとサマンサとはメールの交換ができるので、

メールでたくさんのことを話していきたいです。

ホームステイが終わって１４人で行動することに少し安心感がありました。美術館

や小さかったけど自由の女神の観光はとても勉強になったし、楽しかったです。ホテ

ルでの食事は量が多くて全部食べることはほとんどありませんでした。すべての研修

が終わって日本に帰ってくる時の飛行機では、もう何回も飛行機に乗ったので、すっ

かり慣れて最初みたくはしゃぐことはありませんでした。成田空港についてやっと「日

本だ！」って実感しました。ただ日本にいるというだけですごく嬉しく感じました。

家に帰りたくさんのことを話ました。１１日ぶりに話したので懐かしい感じがしま

した。

これからの私は、このアメリカ研修で学んだ言葉が違うということの難しさや、言

葉が違っても通じるということを忘れずにしたいです。このような機会があって本当

に感謝しています。本当にみなさんありがとうございました。
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～アメリカで学んだこと～

臼渕 光（七飯中学校２年）

海外派遣の一人に選ばれたとき、私は今まで知らなかったとこや疑問に思っ

ていたことがわかると思い、楽しみでした。今回の研修が私にとっての初め

ての海外だったので、緊張不安な気持ちでいっぱいでした。でも、一緒に研

修に行った人たちやアメリカの人たちのおかげで帰って来たときは、楽しさ

と嬉しさでいっぱいでした。

アメリカでは Kolstad 家でのホームスティから始まりました。ホストファ

ミ リ ー は 私 を 温 か く 迎 え て く れ ま し た 。 す ご く う れ し か っ た で す

(^^)!Kolstad 家では、夜にみんなで wii をやったり、学校から帰ってきてト

ランプで遊んだりして、すごく仲が良くなりました☆

私はホームスティ先の Anna と一緒に４日間、CCHS に通いました。私は、

想像していた以上に日本とアメリカの学校生活の違いにびっくりしました。

まず、学校の大きさが日本とは全然違います。図書室は図書館になるくらい

の広さで、カフェテリアや、教室の数、グランドも競技に合わせていくつか

あったり…。４日間通っても、一人では絶対迷子になってしまうほどの広さ

でした。授業中の様子も違いました。アメリカでは飲食している人もいて、

立ち歩いたりしている人もいました。けど私は、日本と違っていろんな人が

積極的に授業に臨んでいる人が多くてすごいなぁ～と思いました。また、授

業と言ってもたくさんの種類があり、その人その人で受けている授業の違い

もありました。お昼休みの時間も人によって違いがありました。お昼の時間

は１時間以上あってびっくりしました!!

私は毎朝、学校へはスクールバスで通っていました☆このバスは生徒しか乗

れないと聞いて、なんだか自分が４日間も乗ったと考えるとうれしくなりま

した(^^) 学校の廊下ですれ違う時、たくさんの人が“Hello”や“Hi”な

どと声をかけてくれました!アメリカ人は Friendly で優しい人がたくさんい

ました。Anna に紹介されて友達も何人かで

きました(*^^*)学校生活で私たち、研修の

人たちを助けてくれた人はたくさんいまし

た!!その中でも、『メイちゃん』は、日本

に住んでいた事もあって、日本語も英語も

ペラペラで私たちが困っている時、いつで

も助けてくれました。放課後、みんながホ

ストファミリーを待ってる間に学校の中を

スクールバス
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案内してくれたり、どうしても伝わらない

時は親切に訳してくれました!本当に感謝しています<(_ _)>! 私もメイち

ゃんのようになりたい!!!と思いました。

ホストファミリーへの感謝として私は、日本食を食べてほしい!という思

いから、のり巻き、味噌汁、インスタントラーメンを作りました。私がお土

産として買ってきた箸を使って、食べてくれました。みんなが美味しいと言

ってくれて嬉しかったです。他にも買ってきた日本からのお土産も喜んでく

れて良かったです。ホストファミリーのみんなは、本当に優しくて、ゆっく

り話してくれたり、辞書で調べて日本語で伝えてくれました。

ホームスティ最後の日は、璃乃と、そのホストファミリーの Michelle も一

緒に買い物へ行きました。そこで日本へのお土産をたくさん買いました。最

高の思い出になる一日でした＼(^o^)／

そして…あっという間にホストファミリーとのお別れの日がやってきま

した。短い期間でも私に親切にしてくれたホストファミリーとの別れはすご

く悲しかったです。お世話になったホストファミリーやコンコード町の人た

ちに感謝したいです。もっと英語の勉強をしてコンコード町で出会えた人た

ちにまた会いたいです!(^^)!

ホストファミリーとの別れが終わり、次はボストン市内の観光でした。いろ

いろな場所へ行った中でも印象に残ったのはボストンのハーバード大学の

見学です。大学の中にある銅像の左靴を触ると頭がよくなるという話がある

そうです。もちろん私も触ってきました(^^)左靴の部分だけたくさんの人が

触ったからなのか金色に光っていました!そしてこの大学では“正門を二回

通れば卒業できない”と言われているので、生徒たちは正門からは入学と卒

業の時しか通らないそうです。すごい言い伝えだなぁ～と思いました。ボス

トンでもたった一日だったけどたくさんの思い出を作れてよかったです★

次の日からはニューヨークに行きました。ニューヨークでは５番街などで

買い物をしたりしました。自由の女神は近くでは見れませんでしたが、少し

でも見れてよかったです。グランドゼロも見学しました。グランドゼロの話

は詳しくは知らなかったので実際の場所に行って少しは知れてよかったで

す。ニューヨークでは本当に大都市だな～と思うところがたくさんありまし

た。チャイナタウンもありました!とにかく町の中は人が多くて、すぐ迷子

になりそうでした。高いビルがたくさんあり上を見上げていると首が痛くな

るほどでした。映画などでも見たことがある建物があり感激しました(^^)♪

ニューヨークでの２日間も想像していた以上に早く過ぎてしまいました。ニ

ューヨークの空港を出る時、私はアメリカでの日々を日本の色々な人に伝え



22

て、もっともっとたくさんの人がアメリカを

好きになってくれればいいなぁと思っていま

した。

帰りの飛行機が遅れて、東京で一日滞在す

ることになったというトラブルもありました

が、こういったトラブルも思い出の一つにな

りました!

今回の研修で私は、学んだことがたくさん

ありました。ひとつは、アメリカの人はみんなが親切で Friendly だという

こと。そしてもうひとつは、積極性の大事さやコミュニケーションの大切さ

です。この二つは人間関係を築くには一番大切なものなんだ!ということが

一番心強く残っています。

私は今回の研修で学んだことを忘れず、七飯町や日本の役に立てるように

頑張りたいです。

また、このような貴重な体験ができたのは、私の周りの人たちの支えがあっ

てこそだという事も忘れません。本当にありがとうございました。

ＮＹＣ
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☆ＨＡＰＰＹ ＤＡＹ in ＵＳＡ ☆

木田 璃乃（七飯中学校２年）

私がアメリカで過ごした日々は一生の思い出になりました！！

日本からボストンまで飛行機で約１３時間という長い旅路を経て、夢にまで見たコ

ンコードに到着しました。ホストファミリーとの初めての対面はＣＣＨＳで、私を迎

えてくれたのは、とても可愛らしい女の子の『ミシェル・ケアリー』でした。飛行機

の中で「どんなことを話そう。どういう人だろう。仲良くできるかな。」と色々想像

したり挨拶を練習してからの対面だったのですが会ったときは、やはり緊張して思う

ように言葉が出てきませんでした。しかしＣＣＨＳから家までへの移動中、ミシェル

から話しかけてくれたり私も聞きたいことが山ほどあったので、下手な英語ですがジ

ェスチャーも交えて頑張って会話をして楽しく移動することが出来ました。

ケアリー家は５人家族で、広い庭に猫やモルモッ

た。コンコードの土地は広大で隣の家まで何百メー

トルあるの？というくらい広く驚きの連続でした。

そんな、広大なコンコード。ＣＣＨＳまでの道のり

は遠いため毎朝５時３０分に起きて準備をしたので

すが時差ボケもあって少し大変でした。ＣＣＨＳへ

は毎朝スクールバスで通いました。初めて乗ったス

クールバスは黄色の可愛い、想像していた通りのバ

スでテンションが上がりました。周りにいた生徒の人達も気軽に「Ｈｅｌｌｏ」と声

をかけてくれて嬉しかったです。

ＣＣＨＳに到着してからはミシェルやその友達と授業を受けました。授業中はお菓

子やジュースを飲んだり、立ち上がるなど自由気ままに過ごしていて、もちろん授業

は真剣に聞いているのですが日本ではこのような光景を見ることができないので驚き

ました。こういうところでも日本とアメリカの違いを感じることができたと同時に、

日本でもこういう授業になればいいのにな・・・と思いました。

昼食はカフェテリアで食べました。そこでは日本

から移住したメイという女の子や日本の漫画が好

きだという女の子がいて、仲良くなることができま

した。

放課後はミシェルが部活で忙しいので、その２人

と学校の中を見て回ったり会話をするなど楽しく

過ごすことができました。学校の中は広いので迷

子になるのではないかと感じました。また、放送
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局というのがあり、とても本格的で地域に放送して

いるということでした。私も少しだけ出演させてい

ただきました。最高に楽しかったです。

そういう日々を過ごしていると、５日間経つのは速

く別れの日になりました。楽しく過ごすことができ

たコンコードを離れることは辛かったのですが、ホ

ストファミリーにまた会うことを約束し別れを告げ、

次の目的地ボストンへと向かいました。

ボストンでは「ハーバード大学」「ボストン美術

館」が１番印象に残っています。ハーバード大学で

は、左靴を触れば頭が良くなると言う銅像の左靴だ

けが金色に光っていた事がとても印象に残っていま

す。ボストン美術館では日本でもみることの出来な

い珍しい浮世絵や壁画などが沢山あり、ボストンで

日本の素晴らしさを再確認しました。

また、最後に訪れたニューヨークでは「自由の女

神」などを見ることができました。ボストン、ニュ

ーヨークは３日のみの滞在だったのですが色々な所を観光し、ボストン、ニューヨー

クの歴史に直に触れることができ良かったです。

今回の海外研修では多くのことを吸収することが出来たと思います。初めは言葉が

通じなかったらどうしよう、楽しく過ごせるかなと不安も大きかったのですが、自分

自身の気持ちの持ちようで、そんなことは気にすることなく楽しく過ごすことができ

ました。言葉が通じなくてもジェスチャーや単語を交えることで言葉の壁はなく、知

らない日本人にも気軽に声をかけてくれるというアメリカ人の心の豊かさを知ること

ができました。自由の国アメリカという言葉をよく耳にしますが、実際に行ってみて

本当に自由の国だなと感じることが出来ました。体験したことは友達を始め先生、町

の皆様と多くの人に伝えていきたいです。１人でもアメリカに興味を抱いてもらい、

このような派遣に参加してもらい私のように感動してきてもらいたいです。

貴重な体験をさせていただいた関係者の皆様には感謝し、また機会があれば何度で

も行きたいです！！！ありがとうございました。
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～初Ｕ・Ｓ・Ａの思い出～

白砂 里歩（大中山中学校２年）

日本から飛行機で移動時間約１３時間。「あー！アメリカのコンコード町にやっと

着いた！」と思った頃にはもう真暗な夜でした。カーライル高校のバンドルームで沢

山の人達が私達を迎えてくれました。私は私のホームステイ先の家の「ベニトリー・

ローラ」がどこにいるのか探していました。以前、

私は家のパソコンでローラとメールをした時に、

ローラが家族の写真を送ってくれたのでローラが

どんな子かわかっているはずでしたが・・・。人

がたくさんいたので見つけるのが大変でした。結

局、発表されるまでローラがわからなかったので

すが写真より実物はとってもＣute♡な女の子でした。 

ベントリー家に着いてから、すでにテンションが上がっている私がさらにテンショ

ンが上がりました。なぜなら、ベントリー家のおうちはとてもＢＩＧな家だし大きな

プールもついてありました。それだけではなく家の中の部屋数が何個あるのかわから

ないくらい沢山の部屋があり、何台ものパソ

コン、いくつあるかわからないほどの窓にバ

スタブ＆洗面所＆トイレで、ものすごくびっ

くりしました。１階におりた時私は、おなか

がすいていたのでそのことを伝えようとしま

したが、先にローラのお母さんが「Ａｒｅ

ｙｏｕ ｈｕｎｇｒｙ？」と訪ねてくれたの

で「Ｙｅｓ！！」と答えると数分後にとって

もおいしいスクランブルエッグとカップケー

キとチョコクッキーなどを出してくれました。食べ終わってからローラは明日の朝、

何時に起きるのかを必死に絵にかいて説明してくれました。その日はシャワーにはい

ってもいいよとお母さんが言ってくれたので入り、部屋で寝ました。そのままぐっす

り寝れると思っていたのに夜中の２時に目がさめました。「夜中に目が覚めるよ」と

聞いていたのですがまさか本当に目が覚めるなんて思ってもいませんでした。

次の日、初めての学校でした。移動する範囲が広すぎて授業が終わってから一斉に

生徒が色々な教室から出て来てものすごく廊下などがこんで大変でした。フランス語

の授業の時に私は、ある驚きの光景を目にしました。それは、授業中だというのに生

徒がリンゴをまるごと、堂々と食べていたりお菓子やジュースを食べたりしていまし

た。なので、私も、持ってきていたアメをこっそり周りの友達にくばり、みんなで食
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べていました。そのようなＵ・Ｓ・Ａでしかできない光景を目にできたことは私にと

っての新しい経験のひとつであります。

次の日はみんな授業に出ずに、学校内の見学などをしました。まず、ひとつ目にし

た事がラジオ体験をしました。緊張しました。実際にラジオに流れているのでとても

新鮮な感じがしました。２つ目にＣＣＴＶというテレビに写る事ができる所でカメラ

で写したり、写ったりしました。とても楽しくわくわくしました。そして、ＣＣＴＶ

で「フリスビー」と「メモチョウ」を頂きました。その日のお昼ごはんは、みんなで

ピザを食べました。Ｕ・Ｓ・Ａのピザは、とっても大きくて、おいしかったです。放

課後はローラの友達のネハの家で遊びました。夜ごはんも、ごちそうになりました。

その中でパスタもおいしかったのですが、ミートボールが私にはすごくおいしかった

です。その日の１０時くらいにローラのお母さんが迎えに来たので帰りました。とて

も楽しい 1 日でした。

次の日には、私は大中山中学校の吹奏楽部でトランペットを吹いているという事で

カーライル高校のバンド部に参加させてもらいました。周りは先輩ばかりでとても上

手なトランペッターばかりですごかったです。難しい曲でも「とても簡単だよ！」と

言っていたので「さすがだな～」と思いました。そしてカーライル高校のバンドのメ

ンバーと一緒に演奏ができて楽しかったし、勉強になりました。

ラスト土曜日のホームステイは、午前中に私とロ

ーラのお母さんと３人でリンゴの収穫に行ってきま

した。たくさんリンゴの木があり、何個もリンゴを

食べる事ができアメリカのリンゴはすごく、おいし

かったです。そして、午後は大きなデパートでＳ

hopping に連れて行ってくれました。その時にロー

ラのお母さんがカップにはいったアイスクリームと

クレープをご馳走してくれました。アイスクリームは少し味が濃いのですが日本と似

たような感じでした。クレープはまったく違いました。日本のクレープはクレープ生

地の中の果物や生クリームが包んでありますがアメリカのクレープは紙皿の上にクレ

ープ、果物、生クリームが別々に置いてあり、フォークで食べるので私はものすごく

ビックリしました。でも、食べてみると日本と変わらずおいしかったです。その後は

デパート内のお店で沢山、買い物をしました。その日の夜は「ボーリング」に連れて

いってくれました。その時に私とローラの親友のネハの家にホームステイしていた友

達とその他７～８人ぐらいの人数でみんなで、ボーリングをやって遊びました。しか

し、ボーリングといっても投げるボールの大きさが手のひらサイズだったのでとても、

驚きました。ボーリングを終えた後、みんなでアイスの自動販売機でアイスを買って

もらいました。アイスの種類は「オレオのアイス」や「Ｍ＆Ｍのアイス」などお菓子
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入りのアイスばっかりでした。アイスを食べ終

えると、横に小さなゲームセンターもついてあ

りみんなで遊びまくりました。アメリカのゲー

ムは最高に楽しかったです。

こんな楽しい毎日は長く続かずに、あっという

間にお別れの日になってしまいました。今回の

ホームステイでは、本当に初めての事ばかりで

本当に驚く毎日でしたがとっても沢山の思い出

を作る事が出来たし英語も勉強になりました。

今では毎日のように英語を聞き取りが以前より出来るようになりました。そして、

アメリカでのビックリした事など親や親戚や友達に沢山教えてあげたいです。そして、

私が大人になる時までに沢山の英語を勉強して、又アメリカに行きベントリー家の家

族や沢山の友達に会いたいです。

今回、アメリカに連れて行ってもらう事ができ、考え方も変わり視野がとても広が

ったような気がします。本当に人生の大部分が変わったと思います。そして、連れて

行ってくれた方々には感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。
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～私のアメリカ体験記～

本田 あやめ（大中山中学校２年）

今回の海外交流でアメリカという国に滞在した 10 日間は、私にとってとて

も有意義なものとなりました。今までの私が想像していたアメリカは、どこ

にでも高いビルが立ち並んでいて危険がいっぱいという感じでした。しかし、

実際のアメリカはすべてがそうと言うわけではありませんでした。

★コンコード町★

私たちがホームステイをしたコンコード町は、自然が豊かで私が想像してい

たアメリカとは真逆の雰囲気でした。自然が豊かとは言っても七飯町のよう

に畑が多いわけではなく、町全体が森の中にあるような感じでした。

ホームステイ先の家の窓から見えるのはたくさんの木々で、何度かリスを見

つけました。

★ホームステイ★

ホームステイ先のアームストロング一家の皆さんは、私にとても優しくして

くれました。英語が分からなく困っている私にジェスチャーで伝えようとし

てくれたり、パソコンの翻訳サイトを使って私に話しかけてくれたりしまし

た。学校が休みの日にはロックのコンサートに連れて行ってくれて、アーム

ストロング家の娘(ケイティー13 歳)と一緒に楽しみました。ホームステイで

私が一番びっくりしたのは食事です。朝ご飯はパパが作ってくれたり、見た

ことのない食べ物(野菜)がでてきた

り……。正直、どんなものか分から

ないものを食べるのは少し怖かった

けれど、勇気を持って食べてみると

案外おいしかったです。ホームステ

イ中は、ハンバーガーやピザ等とい

ったアメリカらしい食べ物も食べる

ことができました。ピザは日本で売

っているものより大きくて、1 切れ

でお腹いっぱいになりました。アー

ムストロング一家のみなさんと過ご

したのは短い期間でしたが、きっと

私が忘れることはないでしょう。それくらい内容の詰まった時間でした。

アームストロング一家と私「別れの日」
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★カーライル高校★

高校は驚くことがたくさんありました。1 つ目は、生徒が個性的で、おしゃ

れな人、異常にテンションが高い人、授業を真面目に受ける人、フレンドリ

ーな人、アニメ好きな人、スポーツ好きな人、他の国から来ている人、とい

うように色々な人がいたことです。2 つ目は、黒板ではなく、パソコンの画

面をスクリーンにうつして、スクリーンに専用のペンみたいなもので文字や

絵がかけるハイテクなものを使っていたということです。3 つ目は、先生が

話している途中なのにも関わらず席を立ちあがってゴミを捨てに行ったり、

お菓子を食べていたりといった日本の授業風景とちがうところです。4 つめ

は、学校が広すぎてどこに何があるの

か分からなくなり、迷子になりそうに

なったことです。5 つ目は学校の中に

ラ ジ オ 局 や 自 動 販 売 機 が あ っ た こ と

です。ほかにも日本にはない教科やク

ラブもありました。私は日本でダンス

を 習 っ て い る の で 、 ダ ン ス の ク ラ ブ

（？）の皆さんと一緒にヒップホップ

を踊りました。難しかったけれど、す

ごく楽しかったです。『ダンスに言葉

なんて必要ない』と改めて感じるこ

とができました。

★ボストン＆ニューヨーク★

ボストンとニューヨークの町並みにはそれぞれ特徴がありました。ボストン

には、レンガ造りの建物や植物が多く、温かい感じがしました。ニューヨー

クは私が想像していたアメリカと似ていて、高いビルが多く“ザ・アメリカ”

という感じでした。ニューヨークでは、かの有名な『自由の女神』を見まし

たが遠すぎてあまりよく見えなく、少し残念でした。それでも、自由の女神

をこの目で見ることが出来たのは、一生の思い出となりました。ボストンも

ニューヨークもどちらも「また行きたい‼」と思えるすてきな町でした。 

★感想★

今回、七飯町海外交流研修の派遣者として、とても良い経験をさせてもらい

ました。初めは不安だらけだったアメリカ行きも、今ではもう一度行きたい

と思うほどになりました。このような素晴らしい経験は、多くの方々に支え

られていたからこそ出来たものです。今回、私に関わってくれた多くの方々

に感謝します。《ありがとうございました！！》

デンティーノ先生と生徒 In バンドルーム
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～海外交流研修～

飴谷 和弘（七飯高校２年）

私は、中学のころから海外交流研修に参加したいとおもっていたので、今

回の海外交流研修のメンバーに選ばれ、とてもうれしかったです。

中学生と他の高校生が全員女子で男子が１人だけで心細かったですが、フ

ァーマーズの方々がいてくれたので安心しました。

出発前の研修会には、用事が重なりあまり行くことができなかったので、

英会話ができるかどうか不安でした

アメリカに着いて入国審査をやり、英語で質問されましたが何を言ってい

るのか全く分からなく審査員に笑われて、ボビーに助けてもらったのでこれ

からの旅がすごく不安になりました。

私のホームステイ先のビーティー家の人たちは、明るく迎えてくれてとて

もうれしかったです。次の日は、ホストシスターのアリソンと一緒に学校に

行き授業を受けました。授業の雰囲気は日本の学校と全く違って授業中に立

ち歩いたり、飲み物を飲んでも怒られないので、すごく自由だなぁと思いま

した。会話は少しも理解できないまま放課後になり色々な部活を見に行きま

した。特にサッカーやアメフトをやりたかったですが時間がなくできません

でした。

家に帰ってからは会話ができないの

でずっと犬と遊んでました。アリソン

のお母さんは校長先生でお父さんが家

事をしていました。

料理は口に合わないのではないかと少

し心配でしたが、すごくおいしくてと

てもよかったです。

次の日は自分たちで撮ったビデオを

編集したり、ラジオやテレビ番組の撮

影などをしました。私たちと同じよう

にホームステイをしにきていたディダ

という人がいて同じ歳でしたがとても背が高かったです。写真を撮ったり、

みんなで喋ったりしてとても楽しかったです。

家に帰ってからは買い物に行ったり、ハンバーガーを食べに行ったりしま

した。料理はとても多くてハンバーガーが来るころにはお腹がいっぱいにな

っていたしハンバーガーの肉はほとんど生だったので残してしまいました

がとてもおいしかったで。

CCHS 校舎内で（一番左が私です。）
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ポットラックパーティーではみんな集まっていか踊りなどをしました。いか

踊りは踊り方がわからなかったですが、なんとなく喜んでもらえたのでよか

ったです。

ホームステイ最終日はホストファミリーと出かけることになりました。ホ

ストファザーが船を持っていたので、海に行き船に乗ってボストンの街並み

を見ました。海から見る景色はすごくきれいでした。すごいスピードを出し

て運転したので、水がかかって大変だったけど楽しかったです。ホストファ

ザーの友人からマグロをもらい帰ってから食べましたが、やっぱり刺身は日

本のほうがうまいなぁと思いました。

夜にサッカーの試合を見に行く

予定だったので少し早く出て、

買い物をました。

ホストファザーにボストンのレ

ボリューションというサッカー

チームのユニフォームを買って

もらい、ユニフォームに自分の

名前と好きな番号をいれてもら

いました。その後、レストラン

で夕食を食べ、試合を見に行き

ました。アメリカでサッカーは

あまりメジャーではないので、

あまり期待しないようにしよう

と思っていたのですが、スタジ

アムは広く観客もけっこういた

ので、びっくりしました。ちっ

ちゃい女の子が紙に選手の名前

を書いてとび跳ねながら応援し

ていたのがすごくかわいかった

です。試合は負けてしまいまし

たが、楽しかったです。

そして、ホストファミリーと

お別れの日になりました。その

ころには英語が最初の日より

話したり聞いたりできるよう

になったので少し安心しました。別れたあと、ボストン美術館に行ったので

すが、学校にある絵と同じに見えてあまり良さがわかりませんでした。その

ポットラックパーティー

アリソンと一緒にサッカー観戦
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後ハーバード大学に行き、ハーバード像を見たりしました。ハーバード大学

はとても広くすごいなぁと思いました。

その日の夜からはみんなでホテルに泊まりました。今まで学校でみんなと

わかれてから家では英語の会話で心細く少し嫌になりましたが、みんなとい

るときは日本語なので、安心しました。

中国人街では、中華料理を食べたりしました。ワニの手など日本で見たこ

とのない奇妙な物が売っていたりしたのでびっくりしました。その後、電車

に乗ってニューヨークに行きました。ニューヨークはボストンと違い建物が

高く、アメリカだなぁって感じがしました。グランドゼロは予想以上に微妙

でただの工事現場で、自由の女神はすごく遠くにあって、カメラで撮っても

何か分からないくらいでした。５番街ではディズニーストアなどに行ってお

みやげなどの買い物をしました。おみやげばかり気にして自分のものをあま

り買っていませんでした。

最終日。飛行機の不具合で出発が遅れて東京で１泊しました。時差ボケで

寝れないのもあって夜は部屋に集まってみんなで話したりしました。はじめ

の日は中学生と少し気まずかったですが、普通に話せるようになったのでよ

かったです。

意外と短かったアメリカ研修。不安な事もいっぱいありましたが、すごく

楽しかったです。もっと英語を覚えてまたアメリカに行きたいと思いました。

みんなにはいろいろ迷惑かけたけど優しくしてくれてありがとうござい

ました。この仲間とアメリカに行くことができて良かったと思っています。

どうもありがとうございました。
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～たくさんの貴重な体験～

伊藤 碧（七飯高校２年）

私は、十日間でたくさんの貴重な体験をさせていただきました。

私は、高校一年から英語部に所属していて英語は少し話せるだろうと思っていまし

た。事前研修で、ボビーの英会話の授業も何の問題もないだろうと思っていました。

しかし、アメリカにつき、みんなと別れ、ホームステイ先の家に行って、いざ会話を

しようとしたとき、頭ではわかっていても、口にできなかったりと、今までの考えと

は違っていて、ととても困りました。

でも、辞書を片手に毎日がんばってい

ると、だんだん話も伝わり、ホームス

テイのファミリーと話をするのが楽

しくなりました。私は、いつも受け身

な態度をとってしまいがちで、このク

セを今回の海外研修で直そうと思っ

ていました。最初の何日かは、話しか

けられたら話をするという繰り返し

でした。ホームステイをして三日目に、

ホストファミリーのお母さ

んが、私の三人の娘にハロウィーンのプレゼントといって私に人形をくれました。ホ

ストファミリーには二人の女の子がいて、もう一人の娘は誰か聞いたら、「あなただ

よ」と英語で言った後に日本語で「私、本当の、三、娘、あります」と言ってくれま

した。去年から日本語を勉強しているので、簡単なあいさつなどしか話せないのに私

のために、そして、本当の娘と言ってくれたことに、とても嬉しくなって、泣いてし

まいました。そのとき私は、こんなに私を思ってくれているんだからもっと積極的に

話をしないと悲しむのではと思いました。次の日からは、ささいなことでも話しかけ

たりと、積極的になりました。ホームステイ最終日にいろんな所に連れて行ってくれ

て、とても楽しかったです。お別れの朝には、たくさんのプレゼントをくれたり、私

がバスに乗る直前には「アメリカに来て何かあったら、いつでもおいで」と言ってく

れて、また泣いてしまいました。六日間のホームステイは、とても充実していました。

みんなで、小学校や牧場に行ったり、ビデオを作ったりと日本ではあまりできない体

験をしました。お家に帰ると、英語しか使えなかったけど、日本語を教えたり、日本

のマンガやアニメを見たり、一緒に買い物に行ったり、ご飯を作ったりと、とても楽

しかったです。
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後半のボストン・ニューヨーク観光では、歴史ある建物を中心に、ボストン美術館・

ハーバード大学・自由の女神像・グランドゼロなど、日本でも有名なものを、直接見

ることができて、とても勉強になりました。買い物のときに、レジでお金を払うとき、

店員によって、笑顔だったり、無愛想だったり日本では考えられないことが、アメリ

カでは普通でした。アメリカは、様々な人種が集まる国とよく言われていますが、実

際アメリカに行くと、身をもって実感しました。ヨーロッパ系・アジア系・アフリカ

系と見た目は中国ぽくても、英語しか話せなかったり、と日本ではあまりない体験で

した。

私がアメリカに行ってとても大変だった

のは、食事でした。日本人でも食べれて

も、とにかく量が多くて、甘くてと、日

本食がヘルシーで人気なのがよく分かり

ました。

今回の海外研修で、私のこれからやりたい

ことが はっきりと見つけることができました。行

く前は、海外は日本と違うことがたくさん

あるから、怖そうというイメージがあった

のに、アメリカから帰って来て、次はどこの国に行こうかと、海外に対する恐怖心は

消え、更に海外に興味をもちました。アメリカに行く前は、自分はこれから何をした

いのか、よくわからなくて悩んでいたけれど、海外への恐怖もなくなったので、小さ

い頃から憧れだった、「留学」を本気で考えるようになりました。留学しても、アメ

リカの生活や環境など、どんな感じなのか全く知識がなかったけど、行ったことによ

って、生活・環境・食事と自分なりに観察してきて、不安はなくなりました。

まだちゃんと学校の先生には留学したいと伝えていないけれど、今回の体験をもと

に、アメリカで何を学びたいのか、何をしたいのか、卒業したあと何をするのかを、

具体的に考えて、いろいろ調べたり、準備したりと、私の悪いクセの口だけ実行しな

いではなく、有言実行でいきたいです。

将来は、日本にとどまらず、世界を行き来して、日本語をから英語だけでなく、日

本語をからフランス語、英語からフランス語と通訳できるように、そして、私の人生

の目標の世界十カ国語話せるようになるのを達成できるように、日々努力してがんば

りたいです。

私が、留学したいと思わせてくれた今回の海外研修には、とても感謝しています。

私は函館市民なのに、採用してくださったので、みなさんを裏切らないように、い

ろいろな形で恩返しをしたいです。



35

アメリカに行く前は、不安や期待でいっぱいだったけれど、みんなでがんばって英

語を理解したり、たくさんの重い荷物を運んだりと、大変だったこともあったけれど、

楽しいことのほうが、たくさんありました。

小さい頃からのアメリカのイメージや、期待にこたえてくれたアメリカ、私をこの

海外派遣をすすめてくださった学校の先生、お忙しいなか私たちのために、いろいろ

準備してくださった役場の方々、いつもそばで私たちを見守ってくださった小島団長、

一番に私たちの体調を気付かってくださった石川先生、通訳やお世話してくださった

ボビー、私達のお願いをいつも聞いてくださったファーマーズのみなさん、いつも協

力してくれたみんな、私の世話をしてくださったホストファミリー、そして、笑顔で

海外派遣に見送ってくれた両親に感謝でいっぱいです。
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～英語と音楽の関わり～

今野 志保（七飯高校２年）

今回私は海外研修生となって、大きな期待があった反面、英語で会話ができるだろ

うかという大きな不安を持ちながら、アメリカの地に到着しました。

スクールバスに乗って学校に向かいました。学校に着いてバスを降りたら、私達の

周りには「外国人」・・・バンドルームに着いてホストファミリーと対面しました。

私と同じ学年の人でしたがとても大人っぽく美人でした。自己紹介を英語で頑張って

言ったら通じたので感動しました。家に向かう車の中でたくさんの質問をされました。

やはり英語の授業の時とは違い、あまり聞きとる事ができませんでしたが、電子辞書

を使ったことで、たくさん会話することができました。

いよいよ、ホームステイ生活がはじ

まりました。初日はケイトリンとずっ

と一緒に過ごしました。授業風景はご

飯を食べていたり、ガムを噛んでいた

り、音楽を聞いていたりしていました。

日本では当然ありえないことだと思い

ます。アメリカの先生は、何かを食べ

て授業を受けることは良くないが、食

べないと頭が働かないので許している

という。また、アメリカの先生にはそ

れぞれ教室をもっており、その教室に生徒が移動するという形式をとっていました。

そしてアメリカの生徒の１日の宿題の量はすごい量でした。ケイトリンは学校から帰

ってきたら、１～２時間は宿題をしていました。

２日目はカーライル高校内を探検しま

した。ＷＩＱＨに行きました。ここはラジ

オスタジオみたいな所で女の子トークを

したりしてとても楽しかったです。次にＣ

ＣＴＶに行きました。ＣＣＴＶではだれで

も映像をつくることができ、コンコードと

カーライルに配信されているそうです。放

課後はドラマクラブに行きました。ジェス

チャー伝言ゲームみたいなものをしてい

ました。楽しむことができてよかったと思います。
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３日目はＣＣＴＶでインタビューを受けました。いろんな国の人と話し合うことが

できて良かったと思います。夜にはポットラックパーティーに行きました。各家庭か

らの料理を持ち寄ってみんなで食べました。

多くの人たちと交流が出来て良かったです。

４日目は、バンドルームでいろんな国の人

と交流していました。最初はジャズバンドと交

流しました。ジャズバンドはオーディションで

選ばれた人だけが参加できるもので、とても上

手でした。コンサートバンドとの交流では、一

緒に演奏する前に個人レッスン室みたいな所

で練習しました。設備がとても整っていてすごかったです。コンサートバンドと一緒

に演奏した時にスネアの台がとても高くて笑ってしまいました。外国人のバンドに自

分自身が加わって演奏していることに感動しました。英語が苦手な私でも外国人と一

緒に音楽を楽しめたという事は、「音楽には国境がない」ということを改めて感じる

ことができ、また音楽は自分にとって、とても大切なものだと思いました。

ホームステイの最終日は、クランベリー畑に行ったり、ボストン美術館に行ったり、

パークゴルフをしたり、ケイトリンとコスプレしたり・・・とても濃い１日になりま

した。最終日はいろんなことをしましたが一番印象に残っているのはやはり「コスプ

レ」です。何故コスプレをしたのか未だに分かりませんが・・・少し恥ずかしかった

けど楽しかったです。

私のお世話になったコールマン家のみなさんは、とても明るく暖かい家族で、ホー

ムステイを楽しむことができました。私はホームステイをしたことで、多くの面で成

長することができたと思います。

ホームステイが終わり、ボストンやニューヨークに行きました。テレビで見たこと

のある景色を肉眼で見ることができて、興奮しました。特に印象に残っていることは、

エンパイヤーステイとビルです。エレベーターがとても速く驚きました。展望台につ

いて景色を眺めて最初に思ったことは、タクシーの黄色が目立っていました。他にも

不時着したハドソン川を見ることが出来ました。やはり上空には多くの航空機が飛び

交っていました。そして思ったことがひとつ。高いビルが多く建っていました。あま

り天気は良くなかったですが、きれいな景色を見ることができて良かったです。

私は海外研修生として、様々なことを吸収できたと思います。精神的な面では、自

分の考えていることを相手に伝える難しさや、慣れない地での生活によって、相手の

優しさにふれられたりしました。音楽的な面では演奏法などの技術的な部分でも学ぶ

ことができました。音楽はアメリカ人と日本人という１対１の考えではなく何人と何

人という固定的な考えをもつことはなく、世界中のだれもが音楽を通じて交流ができ

ると私は思いました。
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これからは、今回海外研修で学んだことをどんどん活かせていければよいなと思い

ます。４月にはまたコンコードとの交流があるので今から楽しみです。
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To Our Sister School in Willard school, Concord

Massachusetts
～コンコードのみなさんへ感謝をこめて～

七飯町立峠下小学校 教諭 石 川 朋 実

「石川先生、英語でロバート先生と打ち合わせしていたね～。コンコードから帰って

きた人は違うな～って見ていたよ 」と、同じ職場の先生に声をかけられました。英。

語で打ち合わせできるほどの英語力は、コンコードに行ったから直ぐに身につくわけ

でもなく、私のやりたいことが のロバート先生にあまり通じていないような気ALT

もします。ですが、コンコードから学校現場にもどり、日常生活にもどり、英語での

コミュニケーションも進んで行う自分になったことを感じます。きっと、コンコード

のみなさんの温かい心遣いや歓迎の行事、英語、日本語を超えて気持ちが通じ合える

ことを体験することができたからこそ、と感じています。このような機会をあたえて

くださった、七飯町役場総務課、国際交流係、教育委員会の皆様、小島団長さんをほ

じめとして一緒に研修させていただいた訪問団の皆さん、心よく送り出してくださっ

た峠下小学校の皆様に大変感謝しております。

１ はじめに～ウィラード小学校～

ウィラード小学校と峠下小学校とが姉妹校というご縁で、今回の交流で二度

も訪問させていただくことができました。９月に新校舎が完成したばかり、新

学期を迎えたばかりのお忙しい時に、学級の様子を見学させていただいたり、

歓迎の を開いていただいたり、授業をさせていただいたり、本当に感謝Party

することばかりでした。

新校舎には、峠下小学校との交流の様子も掲示されており、今、担任してい

る子ども達が、それぞれ１年生、２年生の頃の写真があり、大変嬉しくなりま

した。

コンコードには、オルコット小学校（児童数４３２人 、ソロー小学校（児）

童数４４１人 、そして、ウィラード小学校（３７７人）の３つの小学校が、）

あります。小学校は、キンダーガーデン（ ）と１年生～５年生のKindergarten

６年間となっています。三校とも、児童と先生の割合は、

児童１２～１３人に対して１名の先生となっているようで

。 、 、 、す それぞれの学校には 学級担任の先生 図書館の先生

美術の先生、コンピューターに堪能な方、それぞれの補佐

special education teachers classroomをしてくれる方 そして、 （

teachers, a librarian, art teacher, music teacher, tech computer〝
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〟 ）specialist, and several aides and special education teachers.

がいらっしゃるようです。

と、以上のコンコードの小学校の概要については、七飯

に帰ってきてから、コンコードにいらっしゃるトムさんと

じゅん子さんにメールでうかがいました。訪問の際には、

ウィラード小学校のあまりの立派さ、美しさ、近代化され

た設備、等に目を奪われボーッとなり、写真を撮るのも忘

れて、２日間の訪問を過ごしてきました。

２ 先生と２年生学級との交流Barbara

一度目（７日）の訪問は、バーバラ先生とクラスの子ど

も達と過ごさせていただきました。通訳には、コンコード

にお住まいのしょう子さんがボランティアで来てください

ました。

バーバラ先生は、２００６年に七飯にいらっしゃったこ

とがあり、その際、峠下小学校にも訪問され授業してくだ

さっていました。バーバラ先生は、日本の文化を愛してく

ださっている方で、教室の棚の中には、着物や浴衣などの

、 （ ）日本の衣装があり 訪問した前日には日本語会話教室 !?

にも参加されていたそうです。私にも、たくさんの日本語

で話しかけてくださいました。今回の訪問で、コンコード

の子ども達の写真を多く撮影することができたことも、バ

ーバラ先生のご配慮と感謝しております （旅行の前に、。

子ども達の写真はプライバシーの問題から撮影できないと

うかがっていました ）。

しょう子さんは、私にわかりやすい日本語で、子ども達

にもわかりやすい英語で通訳してくださる方でした。子ど

も達の様子を見ながら、子ども達への指示や授業の内容を

、 。変える私の日本語にも 細やかに対応してくださいました

初めてのコンコードでの授業も、しょう子さんのおかげで

なんとか無事終えることができたと、感謝しております。

２－１ リーディング（ ）の授業参観Reading

リーディングの授業は、２年生２１人のクラスを４グループに分けて進め

られていました。

それぞれのグループごとに、先生がおり、教室に併設されている小さな部

屋や別教室等に分かれて学習していました。学級担任以外の先生は、ヘルパ

ウィラード小学校への

峠下小学校からの作品の掲示

Classroomバーバラ先生の
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ーのような形（どのような待遇や身分の先生なのかは、よくわからなかった

のですが）で、それぞれのクラスのリーディング

の授業の先生として参加されていました。

コンコードの小学校では、リーディングの授業

はグループに分かれて学習し、算数ではグループ

に分かれて学習することはないそうです （しょ。

う子さんから、ミドルスクール ではmiddle school

数学の習熟度別グループに分かれて学習するので

はないか、とうかがいました ）。

学級担任のバーバラ先生は、リーディングの授業で一番頑張りが必要な２

名の児童を指導されていました。英単語をおさえる指の模型～発音に合わせ

て模型をスライドさせていく物～を使用したり、なぜ読み間違えたのか～例

えば「発音を間違えた」等、細かく確かめ、間違った原因と、どのようにし

たら正しく読めるのか～２年生の児童に発言させていました。読む教材は、

先生が用意されている多様なお話を読み進めているようでした （一つの授。

業を参観しただけで、全ての授業の進め方や内容はわかりませんが ）日本、

でいうと国語の学習での習熟度別の学習形態や正しく読めるように細かく指

導する姿勢に、それぞれの国での指導の在り方を肌で感じました。

２－２ 授業実践

授業のテーマは「七飯（日本）の子ども達の生

活を伝えよう」と考え、ジャンケンと、絵本の読

み聞かせと、けん玉や紙風船などの昔のおもちゃ

を用意していきました。

授業の前には、２年生のみんなが日本語で自己紹介を

してくれました。大変上手な日本語で、バーバラ先生が

熱心に通われている日本語会話教室の成果と２年生のみ

んなの七飯から来た私への歓迎の気持ちと感じ、本当に

感激しました( )T_T

はじめに、ジャンケンゲームをしました。ジャンケン

は、英語の「 」と同じように「石－紙ーrock-paper-scissor

の学習Reading
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はさみ」と言って、チャレンジしました。最後に勝ち残ったお友達をチャン

ピオンとし、ご褒美に「遊戯王カード」をプレゼ

ントしました。子ども達は「ゆうぎお～」と、日

本語( )で大変喜んでくれました。この遊戯王カ!?

ードは、担任している峠下小学校の６年生からも

らっていきました。アメリカの子ども達を喜ばせ

る物は、七飯（日本）の子ども達の方が詳しいよ

うでした。

次に、 という本を紹介しました。この本は、あ"tokyo friends"

る日、現代の東京に住んでいるアメリカの女の子が日本の女の

子と彼女の弟に会い、それぞれの国の習慣を教え合ったり、環

境を調べたりするお話です。例えば、そば（スパゲッティ）を

食べるとか ひらがな アルファベット を覚えるか お盆 オ、 （ ） 、 （

ボンフェスティバル）の踊りなど、彼らは二つの文化が非

、 。常に異なること そして似ていることを発見していきます

授業の前日に、ホストファミリーのロビンさんと一緒に練

習したのですが、普通でも上手に読めない上に、緊張して

読み間違いや読めずにとまってしまうことが多くありまし

た。が、２年生の子ども達がその都度、親切に教えてくれ

ました。七飯（日本）でもコンコードでも、子ども達に助

けられている自分に変わりはないことも感じました。

、 、 。最後に けん玉や紙風船 おはじきなどを紹介しました

子ども達は大変興味をもって遊びに夢中になっていまし

た。それぞれのおもちゃの数が少なかったので、順番を待

って遊ぶ姿に申し訳なく思うほどでした。

Lunch２－３

お昼は、バーバラ先生に給食をご馳走していただきました 「給食はおい。

しかった？」と聞かれましたが、私には大変おいしいように感じました。嬉

しくて写真を撮るのを忘れるくらいなので、味までわかっていたかどうか怪

しいですが。

昼食は、先生方は子ども達と別の部屋で食べていました。子ども達と先生

方は、給食を注文するか、またはお弁当を持参するそうです。子ども達の昼

食をお世話する職員（担当）の方がいらっしゃるのそうです。

昼食中に、これまで七飯を訪問された先生がその時の写真を見せてくださ

ったり、来年、七飯にいらっしゃる先生方をご紹介いただいたりしました。

どの先生方も大変好意的に接してくださいました。
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２－４ 算数の授業参観

午後から、算数の学習を参観させていただきま

した。リーディングの学習と比べると、ずいぶん

のんびりしているような雰囲気でした。グループ

別にはなっていないものの子ども達の課題は、そ

れぞれ多様な目標をもって活動（例えば、巻物を

使って大きな数の学習をしたり、ドリルで計算練

習をしたり、 ）していました。etc.

しょう子さんが、お子さんのことを思い出し

てくださって、アメリカの小学校の算数は、日本

に比べるとのんびりしていた記憶があると、話し

てくださいました。

Apple Party２－５

私の歓迎のために、保護者の方々が作ってくださったア

ップルパイやアップルクリスプ、アイスクリームなどをご

馳走になりました。アップルパイはもちろんのこと、日本

にはないアップルクリスプも大変おいしく、子ども達と同

じくらいはしゃいでしまいました。また、コンコードのア

イスクリームは大変おいしいことも知りました。

子ども達も、もちろんアップルパーティーを楽しみにし

ていて、訪問した時から「アップルパーティー 」と叫ん!!

でいました。お楽しみ会に浮かれる自分のクラスの子ども

達を同じでした。

アップルパーティーのために、保護者の方が、わざわざ

学校まで焼きたてのアップルパイを届けてくださる姿に、

胸がいっぱいになりました。

３ 折り紙の授業

折り紙のテーマは「考えて作る」ということで

「いか飛行機 「季節に合わせて作る」というこ」、

「 」 。とで かぼちゃのお化け を作ることにしました

中学生は、コンコードに出発する前に家で折り

紙の作品を作ってきてくれたり、ニューアーク空

算数の授業

の様子Apple Party



44

港で飛行機を待つ間に練習をしてくれたり、大変

。「 、協力してもらいました アメリカの子ども達は

あまり手先が器用ではない」と聞いていたのです

が、学級担任の先生のご配慮（３年生の担任の先

生は、事前に折り方の資料や作品作りをなさって

くださっていました）や中学生、高校生、大人の

方々の子ども達への個別指導の充実により、大変

上手に折ることができました。

また、３年生の担任の先生は、授業を行った日の夕方、

わざわざ私のホームステイ先の さんのお宅まで写真Curtin

を届けてくださいました。初めて出会った方々全てが、様

々な場面で細やかな心配りをしてくださったことに大変感

謝しました。

３－１ ３年生のクラスと５年生のクラスでの折り紙授業

「 」 、いか飛行機 をなるべく遠くに飛ぶように考えながら

折って欲しいというねらいで、中学生、高校生にミニ先生

になってもらい、それぞれグループになって作りました。

コンコードの方に人気の いか踊り に関連づけて い「 」（ ） 「!?

か飛行機」を折ることにしました。

どの飛行機がよく飛んだのか、大人の方々に判定しても

らったり、コンコードの教育長さん、校長先生にもご参加

いただき、飛行機を飛ばす競争をしました。ここでも、ご

褒美の「遊戯王カード」が大活躍しました。

３年生のクラスで「いか飛行機」作りに時間がかかり過

ぎ 「ジャックオーランタン（ 」を作る時間、 ）Jack-o'-lantern

が足りなくなってしまいましたが、中、高校生、大人の方

々のご協力のおかげで、５年生のクラスでは、二つの作品

を無事折ることができました

４ チケッティ（ ）さんのお家でCicchetti

折り紙の授業
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チケッティ家のロビン（ ）さんは、カーライル高Robin

校の図書館司書（ ）で、図書館を６時３０分に開Librarian

館させる前に、プールで泳ぐため、５時に家を出るそうで

す。にもかかわらず、遅くまで私の要領の得ない英語につ

きあってくださったり、授業のための英語の本読みを聞い

てくださったり、いつも笑顔で接してくださいました。ロ

ビンさんは、昨年（２００８年）に七飯にいらっしゃった

Iので、その時、食べた食事も温泉も景色も、何もかも「

」と話してくださいました。その時の「 」love~ !! I love~ !!

の気持ちが、今はよくわかります。

ロビンさんが出勤された後、在宅でお仕事なさっている

クロード（ ）さんに、朝食の用意をしてくださったClaude

り、集合場所まで送っていってくださったりしていただき

ました。クロードさんもずいぶん前に、東京にいらっしゃ

ったことがあるようですが、英語のわからない自

分にゆっくりわかりやすく話しかけてくださいま

した。最後の朝食の時、オバマ大統領が「ノーベ

ル平和賞」を受賞したことを教えてくださいまし

た。

ロビンさんとクロードさんは、コンコード滞在

中、あまり自由時間のない中、ボストンを案内し

てくださいました 「 」と言って、レッド。 surprise!!

ソックスの球場に連れていってくださいました。

私の父が、毎日メジャーリーグをテレビで見てい

て、レッドソックスを応援しているという話を覚

えていてくださったのです。

５ カーティン（ ）さんのお家でCurtin

カーティンさんのお家では、ホームパーティーがあり、ウィラード小学校

でお世話になったしょう子さんのご夫妻と、きみ子さんのご夫妻と一緒に過

お手伝い

ありがとうございました

Surprise!!
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ごさせていただきました。きみ子さんは、コンコード滞在中、様々な場面で

通訳をしてくださいました。現在、近隣の市の小

学校で授業のお手伝いをされているそうで、私の

学校教育に関わる疑問にも丁寧にこたえてくださ

いました。コンコードの教育にかけている予算は

とても大きく、コンコードの公立の学校に通わせ

るためにコンコードに住む方も多いことなども教

えていただきました。

スーザンさんは、いつもゆっくりと、私にもわ

かりやすい日本語で話してくださいました。トム

さんは、朝食にご飯を炊いてくださいました。コ

ーヒーは 「 」と書かれた札幌のスタバで、 Sapporo

買ったというマグカップに注いでくださいまし

た。食器棚には、日本の食器が多く収められ、冷

蔵庫には日本酒という…私の家よりも日本らしい

（ ）お家でした。!?

６ おわりに～ ～Special Thanks

多くの方々の温かい心遣いで、有意義で楽しい

海外交流研修をおくることができました。感謝の

気持ちをどのような英語で、日本語で伝えるとよ

いのかわからないほど 「ありがとう」の気持ちでいっぱいです。、

海外研修からもどり、バーバラ先生からメールをいただきました。メール

の一部を紹介します。

Konnichiha!!!〝

I am taking Japanese with Robin-san and some other poeple.

私はロビンさんたちと日本のことを話しています。

I hope one day to write to you in romanjii.

いつの日かローマ字で手紙をかけるといいな、と思っています。

My students were SO exicted to get your e-mail! Me too!!!

私のクラスの子ども達はあなたからのメールにとても興奮しました。

先週、雪が降りました。We had our first snow last week!

( )It was just a little, but the kids were so excited.

ほんの少しの雪ですが、子どもたちは大はしゃぎです。

After meeting you, my students now want to learn everything about Japan.

あなたに会ってから、

クラスの子ども達は日本について学ぼうとしています。

Surprise!!
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It's wonderful to realize that peace can become so personal.

個人の親睦は素晴らしことわかりました。

I am grateful for the Nanae-Concord relationship.

七飯とコンコードの結びつきを大変うれしく思います。

〟Barbara

コンコードと七飯との友好的なつながり が、バーバrelationship

ラ先生と私との友好的なつながり となり、バーバラ先relationship

生のクラスと私のクラスがつながっていく、という広がりを大変

。 、嬉しく興味深く感じています バーバラ先生と私をつなぐ英語力

日本語力はきめ細かいものであるとは思えませんし、クラスの子

ども達の言語力だけ考えると、つながっていくことは大変難しい

ことです。が、きっと、私のクラスの子ども達や峠下小学校の子

ども達、保護者の方々も「何か」を感じてくれていると考えてい

ます。私とバーバラ先生、ロビンさん、トムさん、コンコードのみなさんと

の間に通った温かい気持ちと同じ感情を感じてくれていると。

最後になりましたが、海外研修の準備期間も、

コンコードにいる間も、七飯町に帰ってきてから

も、様々なご配慮くださった、いつも私にやさし

くしてくださった じゅん子さんに感謝していま

す。
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～七飯町海外交流研修～

川村 和樹（農業後継者代表）

海外交流研修で学びたかった事は、農業についてと、アメリカの人達の文化などを

知り交流を深める事です。

10 月 5 日にコンコードに着き CCHS でホストファミリーの人達と対面をしました。

最初は言葉が通じるか不安でした。しかしホストファミリーの人達はわかりやすく話

をしてくれました。CCHS に着き、ジャックとナンシーに会いました。ナンシーは僕だ

とすぐわかり真っ先に僕のところに来てハグをしてくれました。とても嬉しかったで

す。僕は二人でホームステイをしたので気持ちに余裕があってすぐ馴染む事ができま

した。みんな対面をして各ホームステイの家に行きました。僕達もジャックの家に行

き、日本からのお土産で、鍋セットや土鍋やインスタントのご飯などをわたしました。

ジャックとナンシーはコンコードの帽子や T シャツをくれました。ジャックがパソコ

ンの衛星を使って僕達の家を調べてくれて、住んでる場所を紹介する事ができました。

この日は、ビールなどを飲んだりして一日を終えました。

10 月 6 日コンコードのセミナーハウスに行きタウンマネージャーのクリス・ウェー

ランさんに会って話をしました。コンコードは、家屋税が高いので農家の人達は、一

年で一ドルで土地を借りる事ができて、家屋税を払うより安くすむ方法をとっていま

した。コンコードは出て行った人達の家や土地を町で買ってレンタルする事でよくな

ると考えていました。コンコードは七飯と一緒で農業後継者が少なく、レンタルの家

や土地を作る事によって農業経営者を増やそうとしてました。後継者は弁護士など給

料の高い仕事をするために家を出て行き仕事をしているそうです。コンコードで取れ

た野菜はコンコードの街で直売をして売っているそうです。次にオールドノースブリ

ッジに行き歴史について話を聞きました。アメリカとイギリスの戦争をした場所で独

立戦争をした所でした。戦争の時に流れ玉が当たった家を見ました。CCHS に戻り学校

関係者と挨拶をして昼食を食べました。昼食は日本食と違い量、味がまったく違いま

した。そして学校も見学してみんなフレンドリーで自由だなと思いました。学校では

ラジオ局がありコンコードのラジオで流れると聞きすごいなと思いました。次にウォ

ールデンポンド（湖）に行きました。大沼に似ていて紅葉などを見ました。大沼より

水がきれいで水面鏡で見る紅葉は感動しました。その後にコンコードの街で買い物を

して夜にテリーさんの家でカクテルパーティーをしました。テリーさんの家の娘の旦

那が日本人で、日本食に近い食べ物がでてきてとてもおいしかったです。この頃から

消極的より積極的にならないとだめだなと思い話をしたりして楽しかったです。

10 月 7 日コロニアルガーデンを見学しに行き、花を見ました。昔はカーネーション

も作っていたけど、テレビなどが家庭に入りあまりホームパーティーをやらなくなっ
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たのでカーネーションが売れなくなったので、今は、ツリーやポインセチアなどを作

り、イベント用のものを作っていました。次にヴェリルファームを見学に行きました。

有機栽培で野菜を作っていて、その店で売っていました。次にデボラのグルメショッ

プ（オーガニック自然食品）の店に行きました。この店も有機野菜を売っていました。

日本の野菜と比べてあまり物がよくないと思いました。次はレストラン９９に行って

ローストチキンを食べました。大きさがでかくてすごかったです。そして家に帰り、

小島団長のホームステイ先に行きニューヨークヤンキース VS ネッツ

の試合を見て楽しい時間を過ごしました。

10 月 8 日 CCHS に集合してビーディーセンター（スポーツジムとプール）に行き体

を動かしました。ここではボビー君と一緒に体を動かしました。次にラズベリー農場

に行きラズベリーを見学しました。ラズベリーはブルーベリーと違ってすぐ作る事が

できると言ってました。ラズベリーは、春に種をまいて 6 月に収穫ができるそうです。

一年目は収穫ができず二年目、三年目から収穫ができるそうです。木は、9～10 年使

う事ができます。次にシルファーリフ農場を見学しました。ここは、刑務所で囚人を

更生させるために農場や盲導犬を育てたり、レストランなどをしていて、囚人が作っ

たご飯を食べたらおいしかったです。映画で見るような人達ばっかりで怖かったけど

とてもやさしくてよかったです。次にゲイニンググランドを見学しました。ここはボ

ランティアファームで、給料なしで働いてました。ほとんどが女性で機械なども女性

がやっていてすごいと思いました。ここも有機野菜を作っていました。夜に CCHS に行

き、ポットラックパーティーをしました。ポットラックパーティーではみんな集まり、

ご飯などを食べたり、パソコンでテレビ電話をして寺谷さんの顔を見て安心しました。

イカダンスをしてとても盛り上がりました。ジャックの家に帰り、ジャックの友達の

家でレッドソックスの試合を見ました。

10 月 9 日ウィラード小学校に行きました。みんなで折り紙などを作りました。アメ

リカの子供は体も大きくてとてもかわいかったです。紙飛行機を作ってあげて一番遠

くに飛んだ時は嬉しかったです。昼からはドラムリンファームに行って見学をしまし

た。日本の動物園みたいな感じでした。この日の夜にジャックとナンシーに鍋を作っ

てあげました。僕達も久々の日本食で、お土産なのに自分達がほぼ食べてしまいまし

た。

10 月 10 日ホストファミリーと過ごす日でアウトレットモールで買い物をしたりし

ました。ここでは、一人になって買い物をする時間があって、店員と話す時に会話が

できてとてもうれしかったです。夜はリーガルシーフードに行って夕食を食べました。

この日は、ジャックとナンシーの娘でローラがニューヨークから来て家に帰ってみん

なで話をして盛り上がりました。
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10 月 11 日この日はホームステイ先の人達と別れの日でした。そしてバスでボスト

ンに行きました。ボストンでは博物館を見たり、ハーバード大学を見たり、イギリス

の街に行ったりしました。コンコードと違って建物が大きくアメリカという感じがし

ました。

10 月 12 日ボストンから行きました。ニューヨークは、ボストンよりもすごくて言

葉がでませんでした。この日はほぼ移動でした。

10 月 12 日ニューヨークの観光でタイムズスクエアーや、自由の女神や、エンパイ

アビルや、グランドゼロに行きました。グランドゼロでは、悲しくなり、涙が出そう

になりました。この研修に参加してとても、考え方が変ったし、とても成長できまし

た。アメリカの人達は、おだやかで、フレンドリーでとても学ぶ事がたくさんありま

した。日本に帰って来て、思ったのは、日本の人はせっかちで短気だと思いました。

最後に七飯町長はじめ、七飯町役場の寺谷さん、エミさん、このような研修に行か

せていただき本当にいい経験になり勉強になり、成長できる事ができました。本当に

ありがとうございました。この経験を生かして今後、人生を過ごして行きます。あり

がとうございました。
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「アメリカ滞在記～we are the world～」

池田 純也（農業後継者）

10 月 5 日～10 月 15 日まで私はアメリカへ行かせていただきました。日程

としては、5 日～10 日までホームステイ、11 日から 13 日までボストン、ニ

ューヨーク市内視察、そして 14 日に帰国という感じでした。

初めに、この話を知ったときは迷っていましたが、もともと、海外に興味

があり、ましてや、海外の農業が見る事ができるという事もあり、決断しま

した。

ですが、英語をあまり得意としない自分としては 5 日間のホームステイは、

かなりの不安があり、言葉がちゃんと伝わるだろうか…相手の言うことを理

解できるだろうか…という不安が一ヶ月前くらいから頭をグルグル回って

いました。しかし、同じ派遣者である川村さんと同じホームステイ先である

という事と、事前研修などのおかげで、なんとなく英語を思い出し、不安

100％だった気持ちが、楽しみ 50％不安 50％くらいになり、心にゆとりを持

って旅立つことが出来ました。

「アメリカは遠い」そんな漠然な印象しか持っていなかった空路ですが、

やっぱり遠い…。成田→ニューアークまでの 13 時間は大変でした。日本で

陽が落ちた頃に出発したはずが、アメリカに着くと、ちょうど陽が落ちる頃

…という変な感覚にも戸惑ったのを覚えています。ニューアーク→ボストン

まで行き、ボストン空港に降り立ち、スクールバスでＣＣＨＳ(コンコード

カーライルハイスクール)へと向かいました。

高校へ着くと、そこにはたくさんのホームステイ先の方々が歓迎して待っ

てくれていました。そこで、僕はＪａｃｋさんとＮａｎｃｙさんに会いまし

た。

パニックになった僕は、練習してきたはずの自己紹介が言えず、戸惑ってい

ましたが、ＪａｃｋさんとＮａｎｃｙさんは笑って挨拶してきてくれました。

ＪａｃｋさんとＮａｎｃｙさんの家は高校から車で１分という距離でし

た。家に着いてからチーズとクラッカーを出してもらい、Ｊａｃｋさんとビ

ールとワインで酒を交わしました。お土産などを渡し、大変喜んでもらって

感無量でした！

10 月 6 日、タウンハウス、オールドノースブリッジ、ウォールデンポンド

等を見学し、コンコードという町は凄く歴史が深く、七飯町とよく似た風景

や自然もたくさんあり、アメリカに居るのだけれど、どこか故郷に似たイメ

ージで、外国にいるという実感はあまり沸きませんでした。（後でこの感覚
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は覆されます）夜はテリーさん家でカクテルパーティーをしました。そこで、

何人かの日本人に出会い、ちょっと安心(笑)

10 月 7 日、コロニアルガー

デン、ヴェリルファーム、デ

ボラのグルメショップ等を見

学しました。アメリカでは切

り花の需要はほとんど無く、

花と言えば鉢物がほとんどら

しいです。(後に行ったニュー

ヨークのホテルでも切り花で

はなく、鉢のまま飾られてい

た！) ヴェリルファームで

は、オーガニックベジタブル

（有機野菜）を栽培していて、

去年火災に遭い建物が全焼し

てしまったにも関わらず、地

域の方の募金や協力で一年間

の時を経て今年オープンした

らしいです。私たちが訪問し

た農場では「有機」というテ

ーマを掲げた農場がたくさん

あり、値段は多少高くても身

体に良いものを消費者が求め

ている傾向が強く見られまし

た。後に行った「デボラのグルメショップ」(オーガニック自然食品の店)と

いう店でも、様々な自然食品が置いてあり、日本の食品でいうと、お茶、ご

ま油、醤油、米などもありました。自分たち日本人にとって、なじみ深い当

たり前の食品(例えば納豆や味噌など)もアメリカでは自然食品なようです。

ショップの店員は青じそが大好きだと言っていました。日本独自の料理や食

品はまだまだたくさんありますが、ごく一部しか把握していないようで、オ

ーガニックブームを皮切りに、もっと日本の食品の良さを伝えていきたいで

す。

ｂ10 月 8 日、シルファーリーフ農場、ゲイニンググラウンド等を見学しまし

た。シルファーリーフ農場というのは、囚人が働く農場で、懲役が残り 2～3

年の囚人が社会復帰の為に刑務作業をしつつ出所を待つという、刑務所と信

頼の上に出来ている農場です。そこでは、野菜、肉牛の他に、手足が不自由
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な方の為の介護犬育成の取り組みがなされていました。最初は少し怖い印象

があったのですが、普通に仕事をしていたり、犬を教育している姿を見て、

そんな印象は無くなりました。シルファーリーフでは食堂もやっており、そ

れも囚人が料理を作っています。農場で採れた新鮮な野菜を使っているので、

とてもおいしかったです。一般の方も来ていて、刑務所という事を忘れてし

まうほど、親しみやすい場所でした。ですが、そこはやっぱり刑務所。一日

働いて、日給 1～２ドル（約 100～200 円）というのには驚きました。そのお

金を貯めて、出所した時の生活、就職資金にするそうです。

それが、結構貯まるようで、所長さんに「お金を貯めたかったら君もここに

来るといいよ」と言われ、苦笑いしか出来ませんでした。(笑)

ゲイニンググラウンドとは利益を

求めないボランティア農場です。社

員は 3 人ほどいるのですが、他の人

は全員ボランティア。男性も女性も

ボランティアで農作業をしています。

作っている作物は野菜オンリーです。

私が訪問した時は女性が 3 人働いて

いて、ブルーベリーの収穫や畑の後

片付けをしていました。そこには、

大きなトラクターも無いし、消毒を

するような機械も薬も何もありません。畑を耕すときは近隣の農家の方が耕

しに来てくれて、科学肥料、農薬は一切使わない完全無農薬の栽培です。収

穫した作物は週に３、４回トラックで集荷しに来てくれて、その野菜が貧し

い人々に配給されます。缶詰やお金などの寄付はどこにもあるのですが、新

鮮な野菜を寄付する場所は無くて、新鮮な野菜を食べてもらいたいから、こ

の農場はあると聞きました。

「農業」という分野でボランティア活動がある事を初めて知りました。自

分も農業に携わっている人間として、そういった活動がある事を伝え、最終

的には日本でも、農業ボランティアをしたいです。

今回の研修で僕はアメリカに行ったことで、世界の中の日本→日本の中の

北海道→北海道の中の七飯町…と自分が生きている狭い世界を知りました。

農業に関しても、いろんな形の「農業」がある事を知り、自分の視野が広が

る、大変充実した研修となりました。後は、今回の経験を農業だけならず、

色んな場面で生かし、たくさんの人に伝え、アメリカと日本の距離をもっと

短くしていきたいです。
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最後に、今回の海外研修でお世話になった、トムさん、スーザンさん、ジ

ュンコさん、コンコードの方々、七飯町役場の方々、一緒に行った訪問団の

みんな、そして、今回の研修に行くにあたって、迷っていた自分を後押しし

てくれた家族、地域の方々に感謝します。

本当にありがとうございました。
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～アメリカの旅～

築城 哲也（農業後継者代表）

自分はこのアメリカの旅をさせてもらい、とてもいい経験ができなと思います。こ

の話をもらったのは、旅をする 2 カ月前に声がかかったが自分は最初全く行く気がお

きませんでした。めんどくさい、英語がしゃべれない、日本を出た事がない、という

様々な理由があった。ただ地元の藤城の色々な人の後押しがあり、行く決心をつけま

した。そして行く前日の自分はかなり大きな不安がいっぱいだった。それでもギリギ

リまで持って行く物を確認して当日を迎え、とうとう行くんだっていう実感がその時

にわいた。そして飛行機に乗り込み函館から羽田、羽田から成田に移動し、そこから

13 時間という長い時間をかけようやくアメリカに到着した。そこではすでに自分を迎

えに来てくれた現地の人達がいた。記念写真を撮り、自分だけを残しみんなはコンコ

ード町に向かっていき、ここからが個人の旅が始まった。ぼくのめんどうを見てくれ

るのはデービッドさんという人でコンコードハイスクールの先生でした。いきなり空

港から自宅に行こうとしたが自分の車をとめた駐車場が分からなくなり、プチ迷子に

なってしまったが、なんとかして見つけて、とうとう自宅について、家では妻のリア

ナが夕食を作って待っていてくれた。そこで初めてこれからの 5 日間を一緒に生活す

る人がそろい、自分のイングリッシュトークの実践でもあった。最初は日本で習った

自己紹介などを無難にこなしていったが、なかなかふつうのトークになってしまうと

「？」の連続であったが、理解しようと必死で電子辞書をひらいた。そしてようやく

寝る時間になり、疲れていたのかすぐ寝てしまった。ぐっすり寝たが目が覚めたのは

4 時位だった。いつもなら起きるはずのない時間だがここまでまず日本との違いが分

かった。自分だけかもしれないが空気が少し違うなと思った。妙にのどが痛くなって

いたのである。だがそんなのは気にせずに 5 時半まで起き続け、デービッドが学校に

行くので自分も早めに準備して、リアナの作ったホットケーキを食べて元気に家を出

て学校へ出発した。学校ではすでに他の所にホームステイしている生徒達がいて少し

しゃべる機会があった。その後に団長や先生、社会人代表の 2 人と合流してコンコー

ドの役場みたいな所に行き色々と話を聞いた。そこでは日本と違う所があった。コン

コードでは土地を持つのにそんなにお金がかからないという事などが分かった。その

後にきれいな湖がある所に行き学校に昼食を食べに行った。そこでも日本との味の違

いに出会った。アメリカに来て、パン・肉を食べたが、全然自分の口には入っていっ

たが、ここでは麺と米が出てきた。正直麺は味がなく、オリーブオイルのみでの味付

けで、米はタイ米みたいなパラパラな感じがあり、日本の味とはちょっと違った。そ

れでも夜はリアナの作った料理が日本に近づけたご飯で親切にしてくれて感心してし

まった自分がいた。そしてアメリカに来て 2 日目の朝を迎えた。この日もデービッド
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と供に学校に行きトムさんやスーザンさん達と一緒に七飯の大沼に似ている所に行っ

たが本当にここまで似ていると思わなかったぐらいうりふたつだった。一瞬七飯に帰

ってきたかの様な感じになった。そして川村君と池田君がホームステイしているナン

シーさんとジャックさんの家に行き、時間を過ごしテリーさんの家でカクテルパーテ

ィーをやり、デービッドと家へ帰り 2 日目が終了した。

そして当たり前の様に朝早くにおき、この日はガーデン等色々な所を見学に行き、

野菜もいろあざやかで色々なのがあった。トラクターや野菜を洗う機械も日本とはち

がっていた。その後にはレストラン 99 という所に行きとんでもない量の料理を食べた。

そしてお茶などを見に行った。夜には団長がホームステイしている家に行き、レッド

ソックスを応援するはずが試合がなく、ヤンキースをブーイングするという事になっ

たが、日本を代表スラッガー松井（秀）がホームランを打ちふくざつな気持ちだった。

こうしてこの日もいい 1 日をすごし、安らかに眠った自分であった。

10 月 8 日（木）の朝を迎え、この日はジムでトレーニングをする予定でジャージを

着て行った。トレーニングジムに行ったがアメリカ人のサイズはやはりすごいものが

あった。あそしてこの日は夜に学校でポットラックパーティーというものが開かれる

ため、それまではナンシーとジャックの家で時間を過ごしていた。いつの間にかジャ

ックとナンシーともすごく良くされアメリカ人は心の広い人が多いなと思った。しか

もじょじょに英語を理解できている自分にも成長してるなと思ってしまった（笑）。

そして夜のパーティーもせいだいにやってくれた学校にも感謝したい。こうしてこの

日の楽しい 1 日も過ぎ、残りも少なくなりさびしさも感じてきた夜だった。

この日は午前中にウィラード小学校という所に行き折り紙を教えてきたが自分の不器

用さに気付いた。今まで教えられる立場だった自分が教える側になり、ただでさえう

まく教えられないのに英語もうまく説明できず、小学生の方がうまく折り紙をやって

いた。無事授業を終え次の目的地に行くはずが、デービッドが迎えに来てくれて、そ

こから自分だけみんなと別行動になった。そこからボストンに行って公園にリスを発

見したり、政府がいってたっぽい建物の中に入ったり、教会行ったり、船に乗ったり、

ボストンっていう町はすごいなと思った。そのあとにボストンの学校に行っているリ

アナと合流して、初めて 3 人で家以外の場所でそろって外出をした。日本のラッキー

ピエロみたいな所に夜ご飯を食べに行って、そこで松坂バーガーを食べた。これは役

場の寺谷さんにもすすめられてたのでぜひ食べたかったので良かったです。そしてハ

ーバード大学を少し見学して最後はボーリングをやりに行った。これは自分の特技だ

ったんどえ 2 戦 2 勝でいい結果を出した。

そして 10 月 10 日（土）この日がデービッドとリアナと事由に過ごせる最後の日で全

力で絡んでいこうとがんばって色々な質問を前の夜に用意したが全然もたなかっ
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た・・・だけれど辞書を使って色々と会話をして思いっきり楽しんだ。夜には社会人

だけのホストファミリーで集まり、ご飯を食べて家に戻りリアナとデービッドと最後

の夜を迎えた。たくさんの事を教えてくれた 2 人には本当に感謝の気持ちでいっぱい

だった。

別れの朝がやってきて、さみしい感じはあるが笑顔でまた今度会えるのを楽しみに

別れをした。コンコードという町はすごくおだやかな町であるのを知った。七飯町と

すごく似ていて言葉以外は一緒な気がしたくらいだった。そしてお別れをした後に初

めてみんなそろって行動をとるようになった。ボストンに移動してボストンは本当に

キレイな町ですごかった。アメリカに来て 2 回目のハーバード大学や何か所かまわり

ホテルに到着し、久しぶりの日本語のみの会話がなつかしく感じた。しかし旅をして

また学生との壁があったので積極的に夕食の時に同じ度にまざり会話をしたが全然自

分とは違う流行りをもっており自分も年をとったなと実感した。そしてニューヨーク

ではテロのおきた場所、グラウンドゼロを見に行き、まだ何十年もしゅうふくにはか

かるみたいで、むざんなけしきであった。二度とこういう事はおきてほしくないなと

つくづく感じた。また念願の自由の女神を見れてピクチャーしまくった（笑）。その

後にナイキタウンやディズニーストアなどたくさん買い物できる場所に行き、たくさ

ん買い込んだ。タイムズスクエアとかすばらしくてでかい町であった。夜も外出して

ぞんぶんにニューヨークを体感した。

そしていよいよアメリカとさよならをする日にアクシデントがおきた。飛行機に不

備があり出発が遅れたのである。それできゅうきょ東京での 1 泊が決定した。これは

よかったのかは分からないが、最後に予想外な 1 泊が実現したので学生をお台場につ

れていくサプライズプレゼントをした。そしてようやく函館に帰ってきたが、ふり返

れば何もかも全てがかんたんには経験できない事ばかりで行ってよかったなと思った。

行く前にがんこにきょひしてた自分がバカだなと感じた。日本とアメリカの文化の違

いや味の違いなどたくさんあるが想像していたよりアメリカ人はやさしかった。外見

で判断しちゃえばみんなサイズはでかいが内面はあたたかい心のもちぬしが多かった。

これからも七飯とコンコードのこの関係を続けてほしいと思う。いつかは自分でお金

をためてプライベート旅行したいと思います。
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～第二のふるさとコンコード～

小島 寿夫（子育て健康支援室長）

【はじめに】

平成２１年度七飯町海外交流研修会の訪問日程は、１０月５日から１５日までの１

１日間で、これまでと同様、米国マサチューセッツ州の姉妹都市であるコンコード町

を、派遣メンバー１４名（中学生５名、高校生３名、引率教員１名、一般町民代表の

農業後継者３名、役場職員２名）で訪問しました。今回の訪問に向けて「七飯町の歴

史について」「コンコードの町について」「日常英会話」等、５回の事前研修を行い

訪問の準備を重ねました。

海外交流研修会は、ホームステイを通し、アメリカで日本と異なる生活文化に触れ

ることにより、国際的視野に立つ豊かな人材を育成すると共に、コンコード、七飯両

町の相互理解をより深め、友好の輪を一層広げていくことを目的としています。この

ことを踏まえ、中高校生の皆さんはホームステイ先からコンコード･カーライル高校に

通学し、授業を通してアメリカの高校生との交流を行い、農業後継者の方々はアメリ

カの農業事情や経営を学び、今後の自分たちの農業経営に幅広く活用していくことに

あります。

【出発】

１０月５日函館空港を出発し、羽田、成田空港を経由し、ニューアーク空港に到着

し、最初の関門入国審査に向いました。事前研修でマスターをしたはずの英会話は頭

のどこかに隠れましたが何とか通過し、中高校生の皆さんを心配して捜すと国際交流

員のボビー君が付き添い、全員無事通過することができました。約１３時間の飛行機

の旅を終え、ボストン空港に着いたのは２０時頃で３０分程早く到着しましたが、コ

ンコードのＣＣＮＮ（コンコード・カーライル・七飯ネットワーク）のメンバーの皆

さんは既に出迎えにきていました。その後スクールバスでコンコード・カーライル高

校に到着し、ホストファミリーの方々の歓迎を受けました。

【表敬訪問】

次の日、中高校生の皆さんは、スクール

バスでコンコード・カーライル高校に通学

し、社会人は役場に当たるタウンオフィス

を表敬訪問しました。タウンマネージャー

（町長的な人）クリストファー･ウェーラン

氏と会いました。コンコードはアメリカで

も数少ない町制を執っている町で、毎週５

人の代表者が集まり、町行政等について討
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論し、その状況をケーブルテレビで全町民に放映しているとのことでした。また、コ

ンコードの土地事情についてお話を伺い、コンコードでは、土地が高騰化し、農業後

継者が農地を手放し農地が減少してきたため、農地を町が買い取り確保しているそう

です。そして町は年間１ドルで農地を貸付し、農業従事者を確保しようとしていると

のことでした。

次に、コンコード・カーライル高校で教育長のダイアナさんと学校長のピーターさ

んに会い、コンコード・カーライル高校と七飯高校との姉妹提携について話し合いを

しました。

【コンコードについて】

コンコードは、モニュメント・スクエア

ー（コンコードが町として制定された１６

３５年に作られる）を中心に、米国の古い

建造物（１７世紀から１８世紀）が建ちな

らび、今もなお改築しながら使われていま

す。また、一歩郊外に出るとそこには樹齢

１００年は超えている樹木がたちならぶ緑

地と住宅地があり、グレート･メドウスとい

う国立野生動物保護区や自然がそのまま残

されたコンコード川、サドバリー川やアサ

ベット川が流れており、その自然環境や景観は、海外にいることを忘れてしまうほど

七飯町の大沼公園の周辺に大変似ており、

安堵感を覚えました。そして、アメリカ独

立戦争が勃発したオールド･ノースビレッ

ジやミニットマンの銅像、「若草物語」を

執筆したオールコットの家等、数多くの歴

史的人物の関係する建物があります。また、

透き通るような水の青さが素敵なウォール

デンポンド、そしてウォールデンポンドの

周遊道路を半周すると、ヘンリー･ソローが

住んでいたウォールデンハウスの跡地の

「石塚」と複製ハウスなどがあり、情緒あふれる自然豊かな観光と歴史の街です。

【研修内容について】

花卉栽培農家の「コロニアルガーデン」、コンコードのレス

トランの半分の材料を扱っている有機栽培農家「ヴェリルフ

ァーム」、ブルベリーを収穫に来た住民に対して、ブルベリー

の酢やブルベリー茶を直接販売している「シルファーリーフ
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農場」、有機栽培による野菜生産を行って福祉施設や生活困窮者に寄附を行っている

「ゲイニング・グランド」や自然界の傷ついた動物を治療保護し、自然界に戻すこと

や、野菜の栽培、豚、牛や羊の飼育、トラックでの農場内の周遊等を行い、牧草地の

一定の場所に家畜を放牧し、直接糞尿をさせその後家畜を他の場所に移し、その土地

を耕す循環型農業を取り入れている「ドラムラインファーム」を研修し、農業後継者

の皆さんは真剣な眼差しで説明を聴き、自分の農業経営の参考にしようと土に関する

質問や花卉栽培の自分たちとの栽培方法の異なる点等、数多くの質問をしていました。

また、この農場の各施設の排水は、それぞれ浄化槽を使用して環境に配慮しており、

今後大沼湖の浄化の参考にならないかと考える部分がありました。

町民の寄付で建設した「ビーディーセンター」（スポーツジム）はコンコード･カー

ライル高校の道路を挟んだ隣にあり、コンコードとカーライルの住民が健康維持のた

め広く利用しています。

「ノースイースタン（刑務所）厚生施設」

では農作業、調理、食道の接客や介護犬の

訓練師の養成などを実施し受刑者の社会復

帰を目指しています。

ウィラード小学校の公開授業では引率教

員の方が子どもたちの臨時の担任の先生に

なり、残りの訪問メンバーは先生の補助員

として折り紙の指導をしました。どの子ど

もたちも紙ひこうきやかぼちゃのおばけな

どを上手に折っていました。どこの国でも同じですが、子どもの笑顔は屈託がなく、

訪問団の全員が癒され、時間を忘れて過ごしていました。また、この小学校には、学

校の中に一クラスだけ幼児の教室があり驚きました。このことは、今後の七飯町の子

育て支援の複合施設や幼児教育のヒントになるのではと考えています。

【ホストファミリーとの生活】

私のお世話になったホストファミリ

ーのジョイス家のビルさんとジョイス

さんを紹介します。ビルさんは、６５

歳で建築材を販売している会社で働い

ています。ジョイスさんはアーティス

トで自宅に併設しているスタジオで作

品をつくり、午後からは子どもたちに

美術を教えています。二人は、大学で

知り合い結婚生活４２年になるそう

です。お子さんは２人いて、お孫さん
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も２人いるそうです。ジョイスさんのお父さん

は軍医で以前日本に住んでいたことがあり、小さい時に日本の話を聞いていたので大

変日本に興味があるそうです。

コンコード･カーライル高校に到着後ジョイスさんの家に２１時３０分過ぎに着き、

夕食を勧められ飛行機の中で体を動かさないで食事を出される都度食べていたせいか

それほど食欲がなく少しだけいただきました。その時ジョイスさんたちは夕食を食べ

ていなかったようです。私が夕食を食べていないのでジョイスさんたちは食事を我慢

していたと考えると、ただただ恐縮してしまいました。食事はビルさんが朝食を食べ

ないせいか、ジョイスさんは有機栽培の材料を使い、身体にやさしい日本食に似た食

事を提供してくれたり、私のために「ジャパニーズすし米」を用意してくれました。

夜には、ジョイスさんの家で農業後継者の皆さんと一緒にビルさん特製のポップコー

ンとビールを飲みながら野球を観戦しました。ジョイス家での生活は、私への心遣い

がひしひしと感じる毎日で、会話は通じない面もありましたが、人間は言葉だけでは

なく、気持ちで通じることが改めてわかりました。

【海外研修を通じて】

今回の海外研修を通じて、参

加された中高校生の皆さんは、

コンコード・カーライル高校で

貴重な体験をし、物事の考え方

や、自分の考えを相手に伝える

難しさを学んだと思います。ま

た、この中の中高校生がハーバ

ード大学への留学や国際交流の

仕事などに携わり活躍されるこ

とを心より祈っています。社会

人の研修としては、今回、引率の先生、農業後継者、国際交流員、役場職員とそれぞ

れ職種の異なる人々に対し、それぞれの職種に合わせた研修を実施していただき、コ

ンコードの人々の心遣いがひしひしと感じる研修でした。今回の派遣メンバー１４名

が無事に帰国でき、改めて日本のよさが再確認できたことは、これからの我々の人生

に大きな影響を与えることと思います。最後に、子どもたちを快く参加させていただ

いた保護者の皆さん、この海外研修を企画していただいた役場関係者の皆さん、そし

て今回の研修会訪問団の受け入れに対し、細やかなスケジュールの作成をはじめ、毎

日朝早くから夜遅くまでお世話下さいましたコンコードのＣＣＮＮ（コンコード・カ

ーライル・七飯ネットワーク）の皆様に心より感謝をし、報告とさせていただきます。

ありがとうございました。
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七飯町中高校生海外交流派遣研修要綱

（目的）

第１条 この要綱は、教育、文化、スポーツ等による交流を通じ、国際理解とグロー

バルな国際的視野に立つ豊かな人材を育成することを目的として、七飯町立中学校

並びに北海道七飯高等学校（以下「公立学校という。」）に在学する中高校生を、本

町の姉妹提携都市、米国マサチューセッツ州・コンコード町に派遣することに関し

必要な事項を定める。

（派遣資格及び人員）

第２条 公立学校に在学する中高校生で保護者から承諾を得た者及び町立小中学校並

びに北海道七飯高等学校（以下「各学校」という。）に勤務する教員とし、員数は次

項のとおりとする。

２ 公立学校の中高校生については、次のとおりとする。

（１）七飯町立中学校 第２学年の生徒 ５名

（２）北海道七飯高等学校 第２学年の生徒 ３名

３ 教員については、各学校の推薦者から１名を選考する。ただし、町長が特に必要

と認める場合は公立学校に勤務する教員の中から直接１名を指名することができる

ものとする。

（研修内容）

第３条 米国マサチューセッツ州・コンコード町及び米国東部地域内における交流研

修とする。

２ 研修期間は９日から１１日間の範囲とし、コンコード町及び近郊においてのホー

ムステイ、学校での授業体験を主に交流研修するものとする。

３ 教員については、現地学校において授業を行うものとする。

（参加要件）

第４条 交流研修の参加要件を次のように定める。

（１）心身ともに健全で、協調性に富み、規律ある団体行動がとれる者

（２）海外での交流研修に熱心で、帰国後積極的に交流研修事業に協力できる者

（選考）

第５条 学校長は次のとおり派遣者を選考するものとする。

（１）全校生徒並びに教員に募集の趣旨を公表し、応募のあった者から適格者を選

考する。

（２）学校長は、選考した者について町長に推薦するものとする。

（３）町長は、推薦のあった者から派遣者を決定するものとする。

（派遣費用）

第６条 派遣に係る費用として、交通費、宿泊料、旅券代、渡航手数料、旅行保険料

等の経費について町が負担し、参加者負担金を３万円とする。

（事前研修及び事後の活動）

第７条 海外交流研修の目的を達成するため、故郷七飯町やコンコード町の特色、文

化、海外旅行の心構え、英会話等を事前に研修するものとする。

２ 派遣者は、帰国後に研修の成果としてレポートを提出するものとする。
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３ 町は、広報紙、ホームページ等により研修の成果を広く住民に周知するものとす

る。

（補則）

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。
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七飯町民海外交流派遣研修要綱

（目的）

第１条 この要綱は、文化、スポーツ、産業、経済等による交流を通じ、国際理解と

グローバルな国際的視野に立つ豊かな人材を育成することを目的として、本町の姉

妹提携都市、米国マサチューセッツ州・コンコード町に町民を派遣することに関し

必要な事項を定める。

（派遣資格及び人員）

第２条 派遣者は、町内に住所を有し３年以上居住している者とする。

２ 派遣者は、１８歳以上とし高校生を含まないものとする。

３ 派遣者が学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条の規程による大学等の学

生で町外に住所を有している場合は、保護者の住所要件を勘案する。

４ 派遣者の数は、予算の範囲内とする。

（研修内容）

第３条 米国マサチューセッツ州・コンコード町及び米国東部地域内における交流研

修とする。

２ 研修期間は９日から１１日間の範囲とし、コンコード町及び近郊においてのホー

ムステイにより、文化、スポーツ、産業、経済等について、交流研修するものとす

る。

（参加要件）

第４条 交流研修の参加要件を次のように定める。

（１）心身ともに健全で、協調性に富み、規律ある団体行動がとれる者

（２）海外での交流研修に熱心で、帰国後積極的に交流研修事業に協力できる者

（選考）

第５条 町長は公募により応募のあった者から面接試験により適格者を選考する。

（派遣費用）

第６条 派遣に係る費用として、派遣者１人１回について、交通費、宿泊料、旅券代、

渡航手数料、旅行保険料等の経費について町が負担し、参加者負担金を二分の一と

する。ただし、特定の目的を定め、特に町長が認めた場合はこの限りでない。

（事前研修及び事後の活動）

第７条 海外交流研修の目的を達成するため、故郷七飯町やコンコード町の特色、文

化、海外旅行の心構え、英会話等を事前に研修するものとする。

２ 派遣者は、帰国後に研修の成果としてレポートを提出するものとする。町は、広

報紙、ホームページ等により研修の成果を広く住民に周知するものとする。

（補則）

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。
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【平成２１年１１月１４日（土）函館新聞】
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