
Sharing My Home 
国際交流員 Whitney Warren 
Nothing could have made me happier after our long, long flight and delay to turn 

the corner after going through customs and see, standing with Tom Curtin and Al, my 
parents holding red, white, and blue balloons to welcome us to America.  One bite of 
Macintosh Apple and I knew I was back in New England. 

I spent most of my days wandering around Concord Carlisle High School 
sometimes trying to give tours in my broken Japanese, pointing out differences and 
similarities between Japan and the US as much as I could, but mostly I hung out in Al’s 
office waiting for tired, jet-lagged students to come in to escape and rest.  I would try 
to ask them what they had eaten for breakfast or lunch that day, what they had done the 
night before and what they had seen that day in school.  One of the funniest moments 

was on the first day when the students were 
explaining what classes they had visited 
and how hard they had been to understand. 
Natsuki, with a completely confused look 
on her face, gave me the handout from the 
class she had just attended–it was 
completely in Spanish! 
I wish I had been better able to 
communicate with the students and explain 
things they may not have understood about 

how school works in America or what teenage life is like.  I wish I had had my own 
electronic dictionary.  The one I was using was a Japanese one and I would type in a 
word and show the screen to whomever I was talking to since I couldn’t read the kanji 
that appeared.   I never actually knew if the word it showed was the right one for what I 
meant.  Onadera-sensei and I shared some great conversations with Al in that crammed 
office talking about the education systems in Japan and the US.  With the aide of lots 
of hand gestures, some drawn pictures and a dictionary, for the most part, we were able 
to understand each other. 
 Every night the adults had some sort of function.  Each dinner or party was a 
little different but all were fun.  I especially loved hosting Thanksgiving at my house.  
It is such a typical and unique American holiday.  I loved being able to share that with 
the adults from Concord.  Some of the very ideas that Thanksgiving is based on are of 
thanks for surviving in this world together and for sharing cultural knowledge.  I loved 
watching Shogo, Yas, and Hisayuki photographing and videoing the turkey and how its 
size compared to their heads.  I loved watching the Japanese tentatively trying the most 
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classic of Thanksgiving dishes–cranberry 
sauce.  Most of all, even though it was 
only for a small group of Nanae citizens, 
I was so thankful to be able to open up 
my home and welcome delegation 
members as a small return for how 
welcomed I have felt in Nanae. 
 My only complaint was that we 
were too busy.  As fun as they are, we 
don't usually have parties every night.  I wish the delegation members could have 
experienced a little of what normal American life is–when we eat dinner as a family 
and then just sit around the house watching TV, reading, playing a board game together 
or doing homework. 
 
長い旅路、飛行機の遅れのあと、税関を通ってその通路の角を曲がった瞬間見え

た赤・白・青の風船を持って立っているトム・カーティン、アル・デンティーノ、 

そして私の両親。これ以上の嬉しさはありませんでした。 

マッキントッシュりんごを一口かじって、ああ私は故郷のニューイングランドに 

帰って来たのだと実感しました。 

滞在中のほとんどの時間はコンコード・カーライル高校で過ごし、時々私の不慣

れな日本語で、日本とアメリカの学校の違いや逆に似ている所を子供たちに紹介し 

ながら校内を案内して歩いたりもしました。しかし、ほとんどはデンティーノ先生 

のオフィスで、七飯町から訪れた時差ぼけの子供たちが疲れて、オフィスに休みに 

逃げ込んで来るのを待っていました。 

みんなは、朝食や昼食に何を食べたのか、昨夜は何をしたのか、学校で何を見た

のかなど、色々聞いてみました。 

中でも特に面白かったのは、初日に子供たちがどんな授業を受けたのか、その授

業がどれだけ難しかったのかを説明してくれている時でした。菜月が困惑の表情を 

浮かべながら、私に授業でもらったプリントを差し出しました。なんとそれは完全 

にスペイン語で書かれたものでした！ 

子供たちともっと上手くコミュニケーションが取れたら良かったと思いました。

そうすれば、アメリカの学校の仕組みや同世代の子供たちの生活などについてみん 

なが理解できないことを説明してあげられたことでしょう。 

また、自分の電子辞書を持っていたら、なお良かったでしょう。日本の物を使っ

ていて、もし分からない単語があれば辞書で引いて話している相手に見せましたが、

私はまだ漢字があまり読めないので、いつもその引いた漢字が私の意味している単 

語なのかどうか分かりませんでした。 
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                      デンティーノ先生の狭いオフィ 

スで、私と小野寺先生とデンティ 

ーノ先生の３人で日本とアメリカ 

の教育制度について話しました。 

ジェスチャーをたくさん使った 

り、絵を描いたり、少し辞書も使 

ったりして会話をしましたが、な 

くてもほぼお互いのことを理解で 

きたと思います。 

訪問団の大人には、毎晩なんら 

かの夕食会やパーティーなどの行 

事がありました。毎回ちょっとずつ違いましたが、どれも全て楽しかったです。 

私は特に、感謝祭ディナーを自分の家で開催できたことが嬉しかったです。感謝

祭は、アメリカの中でも特に伝統的で珍しい休日です。また、コンコードの大人た 

ちと一緒に参加できたことも良かったです。 

感謝祭の基本的な考えの一つに、この世界に一緒に生きられる事、文化的な知識

を分け合える事に感謝しようというものがあります。ショウゴとヤスとヒサユキが 

七面鳥を自分の頭の大きさと比べて写真を撮ったり、ビデオで撮影したりしている 

のが面白かったです。また、皆さんが感謝祭の最も典型的な料理であるクランベリ 

ーソースに挑戦しているのを見て嬉しく思いました。特に感謝しているのは、七飯 

町民の訪問団数人でしたが、自分の家で感謝祭に招いて歓迎できたことです。自分 

が七飯町で歓迎されたことに対し、小さなお返しができたと思います。 

唯一心残りといえば、忙し過ぎたことでしょうか。パーティーなどは楽しかった

けれど、アメリカ人が毎晩パーティーをしている訳ではありません。 

訪問団のメンバーが、普段の生活を少しでも経験できたら良かったと思いました。

それは、家族で夕食を食べ、その後ソファに座り、テレビを見たり、本を読んだり、

ゲームを一緒にしたり、宿題をしたりすることです。 

 
 
 

  
 

 16


