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七飯町海外交流研修報告書発行にあたって 

 

 

この海外交流研修は今年度で１８回目を迎え、１０月４日から

１０月１５日までの１２日間、コンコード町に、総勢１３名（中

学生５名、高校生３名、引率教員１名、一般町民３名、役場職員

１名）で訪問してまいりました。 

また、七飯町とコンコード町は、１９９７年１１月に姉妹都市

提携の調印を交わしてから昨年で１５周年を迎え、私を含む７名

の訪問団も同行し、記念式典の参加やコンコードの方々との交流

を深めてまいりました。 

式典では、これまでの教育、文化等の分野における友好親善、

相互理解など両町の交流の深まりを再確認し、今後も両町の友好親善を続けていくことで、

コンコード町行政委員会議長カーミンＣリース氏と再盟約書を交わしてまいりました。 

現地では、全員がホームステイを体験させていただき、海外交流研修の大きな目的であ

る人と人との交流も大成功に終えることができました。 

また、生徒たちは七飯高校の姉妹校であるコンコードカーライル高校において、一緒に

授業に参加し、また、ラジオ局での生出演など多くの経験をしました。さらには「若草物

語」の舞台となったオーチャードハウスや、アメリカ独立戦争発祥の地であるオールドノ

ースブリッジ、ハーバード大学など世界最高峰の大学の校内見学など普通の観光ではでき

ない貴重な体験をさせていただきました。将来を担う若者たちが自分の目や耳で直接体験

することは計り知れない良い経験であり、生涯において大変貴重な財産になったことと思

います。 

町民代表の方につきましても、昨年は１５周年という節目の年であることから、姉妹都

市締結当初より町の国際交流に積極的にご協力いただいている方々３名を派遣。ホストフ

ァミリーとの交流や小学校訪問で交流を深めるなど、とても有意義な時間を過ごさせてい

ただき、姉妹都市交流の目的を十二分に達成してまいりました。 

 そのために、新たな研修プログラムを用意し、また、１５周年記念式典やレセプション

の準備に汗を流していただいたコンコードのＣＣＮＮ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。 

 最後になりますが、姉妹都市提携から１５周年という記念の年を迎え、これまでの姉妹

都市交流のあゆみを振り返り、これからも両町がお互いの文化や志を高め、さらには世界

平和のためより一層の友好関係が築ける事を希望します。そして、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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七飯町 

会計課長 

星村 明輝 

引率教員 

七飯高校 

松山 浩司 

七飯高校 

２年 

森 香奈枝 

 

七飯高校 

２年 

森田 栞奈 
町民代表 

岩本 厚子 

町民代表 

山川 俊郎 

 

町民代表 

松本 貞子 

 

七飯中学校 

２年 

浅利 萌 

七飯高校 

２年 

髙橋 生純 

大中山中学校 

２年 

橋本 優風 

 

大中山中学校 

２年 

河村 萌恵 

七飯中学校 

２年 

渡辺 日可里 

大沼中学校 

２年 

大澤 亜佑美 
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地          図 

【アメリカ合衆国】 

     

【マサチューセッツ州拡大】 

 



日
次

月　　日 地　　　名 時刻 交通機関 行　　　　　程 食　　事

1 10月4日 函館空港 8:30 各自 函館空港出発ﾛﾋﾞｰ集合

（木） 函館空港発 9:55 JL-1162 国内線にて羽田へ

羽田空港着 11:20

羽田→成田 リムジンバス 昼：各自

成田空港発 18:15 AA-154 夕：機内食

【日付変更線通過】 朝：機内食

シカゴ着 15:45 AA-2488 入国審査 昼：機内食

シカゴ発 17:40

ボストン着 20:50 専用バス

ホテル着 22:00 　　　　　　　　［ボストン泊］ 夕：ホテル

2 10月5日 ボストン出発 10:00 ホストファミリーと交流 朝：家庭

（金） コンコード着 11:00 　　　　　　　　［ホームステイ］ 昼：学校

　　　　　　　　［コンコード泊］ 夕：家庭

3 10月6日 コンコード滞在 姉妹都市提携15周年記念式典等 朝：家庭

（土） 　　　　　　　　［ホームステイ］ 昼：コンコード

　　　　　　　　［コンコード泊］ 夕：家庭等

4 10月7日 コンコード滞在 コンコード町内において交流 朝：家庭

（日） 　　　　　　　　［ホームステイ］ 昼：学校

　　　　　　　　［コンコード泊］ 夕：家庭

5 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

（月） 　　　　　　　　［ホームステイ］ 昼：学校

　　　　　　　　［コンコード泊］ 夕：家庭

6 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

（火） 　　　　　　　　［ホームステイ］ 昼：家庭

　　　　　　　　［コンコード泊］ 夕：家庭

7 10月10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：家庭

　　　　　　　　［コンコード泊］ 夕：家庭

8 10月11日 コロニアルイン集合 6:45

（木） コンコード発 7:00 貸切バス ニューヨークへ 朝：家庭

ニューヨーク着 11:00 途中休憩（2～3回程度） 昼：レストラン

ニューヨーク視察 夕：ホテル等

ホテル着 18:00 ［ニューヨーク泊］

9 10月12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

（金） 昼：レストラン

［ニューヨーク泊］ 夕：ホテル等

10 10月13日 ホテル発 9:00 貸切バス ニューヨーク視察 朝：ホテル等

（土） ニューヨーク発 19:00 AA135 空路、帰国の途へ 昼：各自

［機中泊］ 夕：機内食

11 10月14日 羽田空港着 22:15 送迎バス 朝：機内食

（日） ホテル着 23:20 昼：機内食

【羽田泊】 夕：弁当（ホテル）

12 10月15日 ホテル発 11:00 送迎バス 朝：ホテル

（月） 羽田空港発 13:25 JAL1165 昼：各自

函館空港着 14:45 函館空港にて解散

4

七飯町海外交流研修旅程



派遣者 ホストファミリー 住　　　　所

Hanselman（ハンセルマン）家 60 Chase Rd,

生徒名：Tessa（テッサ）　16歳 Concord, MA 01742

Schubert（シューバート）家 199 Oak Hill Circle,

生徒名：Kathryn（キャスリン）　14歳 Concord, MA 01742

Hill（ヒル）家 81 Buttrick Lane,

生徒名：Lucy（ルーシー）　14歳 Carlisle, MA 01741

Barrow（バロウ）家 166 Fiske Street,

生徒名：Emily（エミリー）　14歳 Carlisle, MA 01741

Lee（リー）家 57 Pine Brook Road,

生徒名：Luria（ルーリア）　16歳 Carlisle, MA 01741

Lu（ルー）家 84 Cutters Ridge Rd,

生徒名：Carolyn（キャロリン）　16歳 Carlisle, MA 01741

Gernon（ガーノン）家 56 Pilgrim Road,

生徒名：Thomas（トーマス）　14歳 Concord, MA 01742

Nguyen（ニュエン）家 95 Conant St, Unit 101,

生徒名：Gabrielle（ガブリエル）　17歳 Concord, MA 01742

夫：Jack Nevison（ジャック ネビソン） 500 Thoreau Street,

妻：Nancy McJennett（ナンシー マクジェネット ） Concord, MA 01742

夫：David Nurenberg（デイビッド ナレンバーグ） 8 Dickson Street,

妻：Liana Tuller（リアナ タラー） Somerville, MA 02144

Dentino（デンティーノ）家 431 Brockelman Rd,

夫：Al（アル）　妻：Chris（クリス） Lancaster, MA 01523

Joyce（ジョイス）家 646 Main Street,

夫：Bill（ビル）　妻：Kris（クリス） Concord, MA 01742
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岩　本　　厚　子

橋　本　　優　風

大　澤　　亜佑美

ホストファミリー　一覧

浅　利　　　萌　

渡　邉　　日可里

河　村　　萌　恵

松　本　　貞　子

松　山　　浩　司

森　田　　栞　奈

星　村　　明　輝
山　川　　俊　郎

髙　橋　　生　純

　森　　　香奈枝



 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、実施しました。

また、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 ７月２４日（火）役場1０１会議室 ・事業の概要等の説明

及び説明会 18:30～20:00 ・派遣学生の心得

・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５日（日） 文化センター ・コンコードの概要

9:00～12:00 スペース２０１ （講師：交流推進係長）

・英会話

（講師：ベン・ミリン）

・その他

第３回研修会 ８月１８日（土）文化センター ・七飯の歴史について

9:00～12:00 スペース２０１ ・英会話

・その他

第４回研修会 ９月９日（日） 役場１０１会議室 ・アメリカの生活について

9:00～12:00 ・英会話

・その他

壮行式及び ９月２８日（金）役場１０１会議室 ・壮行式

説明会 16:30～17:00

（壮行式）

17:10～18:00 ・英会話（入国審査等）

（研修会） （講師予定：ベン・ヘイドック）

18:30～19:30 ・旅程等の最終確認

（説明会） ・質疑応答

事後研修会 １月２５日（金）文化センター ・報告会

18:00～19:30 スペース２０１ ・事前・事後の心境

・ホームステイ体験報告等

事　前　研　修　実　施　表　

・中高生代表

・１５周年

・中高生代表

・町民代表

・中高生代表

・町民代表

参加者日　　　　時 場　　　所 内　　　容（予定）

・町民代表

・中高生代表

・町民代表
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・町民代表

・引率教員

・１５周年

・引率教員

・中高生代表

・町民代表

・中高生代表

・引率教員

・引率教員

・引率教員

・引率教員

休憩
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         写真で見る交流研修     

            

  

                     

 

   

 

 

  
 第 3 回事前研修  七飯の歴史を学ぶ 

 

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  コンコード の概要等説明  第 2 回事前研修  ミリン先生と英会話  

第 3 回事前研修  ヘイドック 先生と英会話 
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第 4 回事前研修  ヘイドック 先生と英会話  

 

 

第 4 回事前研修  ヘイドック 先生と英会話  

 

壮行式（七飯町役場）  

 
 

壮行式にて派遣者より一言  

 
 

壮行式にて派遣者より一言  

 
 

壮行式にて派遣者より一言  
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出発式（函館空港）  

 
出発前の記念撮影（函館空港）  

壮行式にて町長より  

ホストファミリーへのお土産授与  

 
 

壮行式にて町長より  

ホストファミリーへのお土産授与  

 
 

壮行式にて町長、副町長、各学校長と記念撮影  
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ボストンローガン空港到着  ミニットマン像見学  

 

オールドノースブリッジ  コンコードのスクールバス  

姉妹都市１５周年記念式典  

 
再盟約書にサインする中宮町長（右） 

とコンコード行政委員会議長  

カーミン C リース氏（左）  
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第８代国際交流員へ辞令交付  カーミン C リース議長と歓談  

15 周年記念レセプション  15 周年記念レセプション  

ホストファミリーとの交流  ホストファミリーとの交流  
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CCHS カフェテリアで昼食  オーチャードハウス見学  

トム・カーティン氏（左）  

アル・ディンティーノ氏（右）  
CCHS カフェテリアにて  

第５代国際交流員ウィットニーさん

（左）と新国際交流員ニックさん（右） 

みんなでイカ踊り  
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15 周年記念訪問団コンコード出発   カールトン果樹園視察   

オルコット小学校訪問   オルコット小学校訪問   

ホストファミリーとお別れの朝   ホストファミリーとお別れの朝   
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ニューヨーク視察   

無事に帰国（函館空港）   
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～交流研修事業報告書～ 

 

七飯中学校２年 浅 利   萌  

 

「いってきます」今日、十月四日、私は生まれて初めて外国へ出発する。

家族と離れ、一人でホームステイもする。きっとコンコードはすてきな所な

んだろうなと思いながら、飛行機に搭乗した。もちろん、ワクワク、ドキド

キしていて楽しみな一方、家族と離れる不安もあった。函館空港から友達や

訪問団の方々と一緒にまずは、成田空港へ。外国へ行ったことのない私は、

成田空港へ行くのも初めてで、空港の広さとお店の多さに驚いていた。シカ

ゴ行きの飛行機への搭乗時間が迫るにつれ、なんだか緊張してきた。飛行機

に乗ってから、シカゴまでの十三時間はとても長かったけど、映画を見たり、

眠ったりして過ごした。楽しみにしていた機内食は、ちょっと期待はずれだ

ったが、食べたことのないものもいろいろあって、おもしろかった。 

シカゴに到着し入国審査には長い列ができており、二時間近く並んでやっ

と私の番が来た。英語の教科書で勉強したり、行く前に練習していたのでや

りとりはスムーズだった。というより、滞在日数しか聞かれず、練習したの

に…と少しがっかりした。しかし、ここで時間がかかってしまいボストンに

行く予定だったのに行けなくなってしまった。急遽シカゴに宿泊することに

なった。戸惑ったし大変だったが、こんなことはめったにないと思うので、

良い経験になったと思う。なんだか、楽しかった。 

次の日、朝六時に出発し、やっとボストンに着くとトムさんやアルさんた

ちが迎えてくれた。スクールバスに乗せてもらいカーライル高校へと向かっ

た。スクールバスは、黄色くて内装がとてもかわいかった。高校でお昼にピ

ザを食べたのだが、一枚がとても大きくてびっくりした。夕方ホームステイ

先の方が私を迎えに来てくれた。どんな人たちだろうと緊張していたけど、

お母さんが優しそうでテッサやオ

リビアが仲良さそうな姉妹だった

ので、ホッとした。その日の夜は、

みんなでｗｉｉのマリオカートを

やった。あたりまえだが、日本の

ものと全く同じで盛り上がり楽し

かった。 

六日は海外交流派遣の人たちと

みんなでオーチャードハウスに行

った。歴史のある建物で、台所に
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井戸の跡があったり、各部屋も扉の一枚も見逃せないほどすてきなところだ

った。家に帰ってきてハロウィンのカボチャのランタンを作るためのカボチ

ャを買いに行った。そこには大きいものや小さいもの、オレンジや白のたく

さんのカボチャが並んでいて、日本では絶対に見られない光景だった。ラン

タン作りも楽しかった。その日の夜、家族でアップルパイを作った。りんご

をたくさん入れて、真ん中が山のようにこんもりとなっていてとてもおいし

そうだった。でも、焼いてすぐに食べるのではなく、明日の朝食になるそう

で、早く食べたい気持ちをがまんして眠った。翌朝、やっとアップルパイを

食べることができた。一生懸命作ったので、とてもおいしかった。自分の家

でも七飯のりんごを使って作ってみたいと思った。 

 午前中、お父さんがミニゴルフに連れて行ってくれた。これは、ゴルフボ

ールを使ったパークゴルフに似たものだったが、けっこう難しかった。でも、

みんなでコースを回りとても楽しかった。ホストファミリーと一緒にいて、

言葉がわからないだけではなくコミュニケーションがうまくとれずにいた

のだが、もうこの時くらいからは緊張がとけていた。夕方は、バーベキュー

パーティー。ご飯を食べ、カラオケをして、最後にみんなでイカ踊りをおど

った。ちょっと恥ずかしかったけど、テッサたちもこのイカ踊りが気に入っ

てくれたようでうれしかった。 

 八日は、派遣者のみんなでボストンの観光をした。ニックさんがチャータ

ーしてくれた船に乗り、寒かったけどそれを忘れさせてくれるくらい景色が

きれいで最高だった。ハーバード大学にも行った。大学といえば、函館の教

育大学くらいしか知らない私は、とても広くて大きな大学に驚いた。コンコ

ードに帰ってきて、テッサのお父さんが見ているサッカーチームの練習に連

れて行ってくれた。私もサッカー部に所属しているが、アメリカはサッカー

が盛んで、女子はオリンピックでも優勝している。どんな練習をしているの

かとても興味があるし、一緒にボールが蹴れるのが楽しみだった。テッサも

サッカーが好きだとプロフィールに書いてあったので、もしかしたらこんな

チャンスがあるのではと期待していた。アップのパス回しをしただけだった

けど、一緒にサッカーができて本当に楽しかった。なんと、サッカーができ

たのはこの日だけではなく、次の日、カーライル高校に行ったときに、授業

を受けたのだが、５時間目が体育でサッカーの授業だった。テッサと私も含

めて女子は八人、その他は男子。ゲームが始まると男子も女子もアメリカ人

も日本人も関係なくシュートが決まるとハイタッチをしてくれたり、惜しい

シーンでは励ましてくれたり、みんなフレンドリーな感じでとても楽しい時

間だった。最後の夜にもテッサのフットサルの試合を応援に行って、パスに

入れてもらってボールを蹴った。いろんな人とボールを蹴って、サッカーの
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力というかスポーツの力は、言葉なんか関係なく人と人がつながるんだと感

動した。 

 ホストファミリーのお父さんやお母さんには、いろいろな所へ連れて行っ

てもらった。オリビアが習っているというアイルランドの踊りを見たときは、

今まで見たことがない踊りだったので迫力がすごいなーと驚いた。また、お

寿司を食べに行った時、お寿司の中にアボガドが入っていて、ビックリした

けどおいしかった。楽しい経験をたくさんさせてくれた。いよいよ、明日で

お別れという日、高校のパソコンを借りて英語に翻訳して手紙を書いた。洗

濯をしてくれたのに、「洗濯」はどう言ったらいいのかなとあれこれ考えて

しまい、結局「ありがとございました」が言えなかった。ただ、「Thank you」

だけでも良かったのにと日本に帰って来てからも後悔した。自分の思ってい

ること、言いたいことはちゃんと相手に伝えなくてはならないということを

学んだ。しゃべって伝えられなかったけど、少しでも私の気持ちを伝えたか

ったので、短いけれどこの手紙をみんなに渡すことができた。私の気持ちは

少しでも伝わったかな…。家族のみんなには本当に感謝している。別れるの

はとても寂しく、もっと一緒にいたいと思った。 

 コンコードでお世話になったみなさんにさよならをして、ニューヨークへ

行き観光もした。いよいよ日本に帰る、長いよ

うで短かった十二日間の旅も終わった。アメリ

カで出会った人、体験したことすべてがとても

良い思い出となった。今、写真を見てもあの時

に戻りたいと思う。海外派遣に行くと決まった

日から期待と不安でいっぱいだったが、アメリ

カに行ってなんとかコミュニケーションがとれ

たことで私の自信にもなりこの度の目標でもあ

った「積極性」が身についたのではないかと思

う。たくさんに方にお世話になってすばらしい

経験をさせていただき、心から感謝しています。 
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～コンコード～ 

 

七飯中学校２年 渡 邉  日可里 

 

今回私は、海外交流研修に参加させてもらい、これまでにない貴重な体験

をしてきました。 

行けると決まった時は言葉に表せないくらい嬉しさと、不安がありました。 

函館空港を出発し、羽田、成田、シカゴと、わりとスムーズに行くことが

できました。しかし入国審査で事件発生！！！少し並んだら終わるものだと

思っていたら、３時間…。そのおかげでボストン行の便に乗れず…という事

件が発生しましたが、シカゴでの１日最高でした☆ 

次の日は朝早くシカゴを出発して、ニューヨーク、ボストンへ行きスクー

ルバスで待ちに待っていたコンコードへの出発です！！！ 

私が楽しみにしていた対面の時がやってきました！ホストファミリーの

人が日本語でひかりと書いた紙を持っていてとても大歓迎でした。車の中で

一生懸命話しかけてくれて、紙に絵を描いて一生懸命説明などしてくれたけ

ど、私のリアクションは微妙でとても困った顔をしていました。そのあとか

らは、コンコード・カーライル高校に一緒通ったり、観光したり、買い物を

したりしてとても楽しかったです。そのなかでも一番楽しかったのは、ホス

トファミリーの方ともえちゃんファミ

リーとショッピングモールに行ったこ

とです。そこでは一緒に買い物したりし

ている途中に、いきなり音楽にのって踊

り始めたりして、私ともえちゃんは大爆

笑。そこでやっと日本との違いに気づき

ました。それまでは、食事の量の違いや、

家の大きさなどでしたが、いきなり踊り

始めたというのにはびっくり仰天でし

た。 

高校でのカフェテリアでは、あまりおいしくないと聞いていて正直期待し

ていませんでした。しかし、食べてみると最高でサンドイッチやスープ、デ

ザートなどを食べて幸せでした！！！ 

私は、ホームステイ先でカレーライスを作りました。私が全員分作ろうと

したら、『姉はベジタリアンです。』と言われそこにもびっくり！いろいろ、

びっくりすることがあったりしたけど落ち着いてカレーライスを作って大

好評でした。ホストファミリーの方々に『アリガトウ』や、『オイシッカッ



19 
 

タデス』と片言だったけれどなれない日本語で言われてとても嬉しかったで

す。その夜には、ハロウィンのランタン

造りをしてとても楽しくて思い出に残

ることができたと、嬉しかったです。 

 ホストファミリーとの最後の食事は

お寿司でした。私はどこに行くかもわか

らずついて行ったら、驚きのお寿司！驚

いたことはまだありました。それは、箸

の使い方です。私はアメリカの人は箸な

んてものは使ったことのないものだと

思っていたけれど、自然な感じで使っているし、家にも箸があって普段から

使っているのだと驚きました。 

コンコードに行くにつれて、楽しみや不安がありました。言葉が通じるか

どうか、食事は口に合うか、コミュニケーションは上手くとれるかなど行く

前はありましたが、着いたらそんな不安なんて吹っ飛びました。 

お別れの時が来た時はとても悲しかったです。本物の家族のように迎えて

くれて、初めての経験をさせてくれて、楽しいことばかりではなく、言葉の

壁はあったけど中学生の私には体験できないようなことをさせてくれて、と

ても感謝しています。 

 ニューヨークでは、とにかく観光！買い物！自由の女神をみたり、映画の

撮影で使われたところを見たりととて

も楽しかったです。しかし、ホテルが怖

かった…。でも、夜のニューヨークは最

高でした。そのころには、お金の使い方

には慣れていたので、わりとスムーズに

買い物ができました。食事でのトラブル

が少しあったけど、直接的なトラブルが

なくとても楽しむことができました。中

学生でおそろいのニット帽を買ってニ

ューヨークでかぶってニューヨークの街を歩き、お土産を買いニューヨーク

の空気を思う存分吸ってきました！ 

初めは、ホームステイの人はどんな人だろう？っとか、どうコミュニケー

ションをとろう？とか、まずお金は上手く使えて買い物は上手くできるの

か？など不安はたくさんありました。でも、飛行機に乗ったらそんな不安な

んて…消え去りました！ 

飛行機に乗る回数が多すぎて嫌になる時もあったけど、機内食が楽しみで
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した。味は…。 

私はあらためて海外交流研修に参加できてとても良かったです。とても貴

重な体験ができて言葉の壁も感じてきました。この海外交流研修を通して人

と人とのつながりの大切さや、何にでも積極的になることが大切だと思いま

した。 

今回このような機会を与えてくれて本当にありがとうございました。 
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～海外研修を終えて～ 

 

大中山中学校２年 橋 本  優 風 

 

私は今回の海外研修に参加して、とても貴重な経験をすることができまし

た。私は、初めてのアメリカだったので、ワクワクという気持ちと、言葉の

通じないアメリカでやっていけるかという不安な気持ちでした。しかし、何

度か研修を行ううちに、楽しみという気持ちが大きくなりました。 

飛行機から降りて、周りの人が皆日本人じゃなくて、聞こえてくる声が英

語だったので、私はやっとアメリカに来たんだ！と実感が湧いてきました。 

それから、トラブルもありましたが、無事コンコードに着きました。 

そこから、CCHS に行ってホストファミリーと対面しました。そこでは、

Emily という私と同じ年の子と Wendy というお母さんが優しく迎えてくれま

した。CCHS に行くまでの移動中とても不安な気持ちになりました。でも、対

面して家に行き一緒に遊んだりしていくうちに、打ち解けることができまし

た。 

私は Barrow 家にホームステイしました。

家族はお父さんの Mark お母さんの Wendy 長

男の Michael 次男の Kevin 長女の Emily と犬

４匹の５人家族でした。 

 Emily とは一緒に遊んだり、学校に行った

りと、とても仲良くなることができました。                                                       

学校には、スクールバスで行きました。とて

も朝が早くて大変でした。学校では、日本とは違うことがいっぱいでとても

びっくりしました。例えば、授業中に勝手に立ち歩いたり飲食をしている人

もいました。これは、日本の学校ではありえないなと思いました。また、校

内はとても広くたくさんの人が廊下を歩くので、一緒にいた Emily とはぐれ

そうになりました。他に、校内にあるスタジオでラジオに出演しました。ラ

ジオは、初めての体験だったので緊張しましたが、楽しくできました。学校

が終わった後、一緒にアメリカに来たもえとそのホストファミリーと遊ぶこ

とができました。そこで、もちを作ってあげました。でも、微妙な感じで食

べていました。もちを作るのにちょっと苦戦しましたが、楽しい思い出がで

きたのでよかったです。 

いよいよ、ホストファミリーとお別れの日、私は英文の手紙を Emily に渡

しました。とても喜んでくれたので嬉しかったです。 

Emily が私にハグをしてくれた時とても寂しくなりました。もっと一緒に遊

Kevin と Emily 
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んだりして、楽しみ、仲を深めたかったです。でも、たくさんのいい思い出

ができたので、良かったです。ホームステイ以外にも、ボストンやニューヨ

ークに行きました。ボストンでは、フェリーに乗ってクインシーマーケット

に行きました。フェリーはちょっと寒かったけど、とても空や街並みがきれ

いでした。ボストンの町には馬車がたくさんいました。また、ハーバード大

学にも行きました。ハーバード大学にあるジョン＝ハーバードという銅像の

左足に触ると頭が良くなるという言い伝えがあったので、みんな一生懸命触

っていました。リスもたくさんいてかわいかったです。他にも、お店がいっ

ぱいあったので、おみやげを買うこともできました。 

ニューヨークでは、ロックフェラーセンター展望台、自由の女神などを見

学しました。ロックフェラーセンター展望台から見る景色はとてもきれいで

した。高いビルがたくさん並んでいました。ニューヨークの街には、たくさ

んのお店がありました。夜の街は、色々な所が光っていてきれいでした。 

夜でも騒がしく、きぐるみを着た人たちがいてちょっと怖かったけど、みん

なで買い物を楽しむことができてよかったです。 

自由の女神を見に船に乗って行きました。とても寒かったのですが、自由

の女神を見れたので良かったです。思ったよりも大きかったので感動しまし

た。 

今回海外研修に参加して、アメリカの文化や生活習慣に実際に触れ、貴重

な体験をすることができました。あっという間でしたが、とても楽しくたく

さんのことを学ぶことができました。この経験を生かし英語の勉強を頑張り、

また機会があればアメリカに行き、コンコードの人やホストファミリーの人

達と再会したいと思います。これから、１人でも多くの人にアメリカのこと

を伝えていきたいと思います。 

今回このような機会を与えてくださり本当にありがとうございました。 

自由の女神 スクールバス 
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～海外研修レポート～ 

 

大中山中学校２年 河 村  萌 恵 

 

私は、今回の海外派遣に参加し、１０月４日から１５日の間アメリカに行き、たく

さんのことを学び、貴重な体験をしてきました。アメリカと日本の文化、食生活の違

いなど、色々なことを知り、とても有意義な時間を過ごすことができました。 

 

【事前研修会】 

最初の頃は、緊張して全然みんなと話せませんでした。ですが、自己紹介をしたり

交流したりして、打ち解けることができました。研修では、七飯町の歴史などを改め

て学び、英語の研修では、入国審査の練習をしたり、普段使われる会話の発音などを

練習しました。研修を続けていくうちに、日本で外国人と少し話すだけではなく、早

くアメリカへ行って色々な人と会話したいという思いが強まりました。そしてホーム

ステイがとても楽しみになりました。 

【一日目】 

朝、函館空港に集合し、出発式などを行いまし

た。少し不安もありましたが、成田空港へ出発し

ました。成田空港では、空港内を見て回った後に

昼食をとり、飛行機でアメリカへ向かいました。

１５時間くらいのフライトでした。とても一日が

長く感じました。シカゴへ到着後、まずマクドナ

ルドでハンバーガーなどを買いました。初めて「ド

ル」を使い買い物をしましたが、全く使い方がわからなくて困りました。ホームステ

イに対する不安が強まりましたが、すごくわくわくしてきました。 

【二日目】 

今日は、全然時差ボケが無かったので少しびっくりしました。そして、飛行機やバ

スでいろいろ乗り継ぎながらコンコードへ向かいました。楽しみな気持ちがとても大

きかったです。そしてカーライル高校では、初めてアメリカのピザを食べました。す

ごく大きかったですが、とても美味しかったです。夕方ホストファミリーと対面しま

した。みんなとてもいい人でした。家は、すごく大きかったです。お土産を渡すと、

ハイチュウにとても喜んでいたので嬉しかったです。そして私にも、たくさんのプレ

ゼントが用意されていました。とても嬉しかったです。部屋には、お風呂やトイレが

あったことに感動しました。 
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【三日目】 

朝食はバナナが入ったパンケーキでした。コンコードで有名なメープルシロップを

かけました。朝食後は、ルーシーと一緒に地下室で遊びました。地下室があることに

驚きました。そして１１：００頃オーチャードハウスへ行きました。ここでは、ルイ

ザ・メイ・オルコットの話や、「若草物語」に使われた部屋などを見学しました。と

ても勉強になりました。昼食は、私と、ルーシーと、日可里ちゃんとキャスリンと一

緒に外食をしました。フライドポテトが美味しかったです。 

【四日目】 

今日の朝食は、目玉焼きとパンでした。とても美味しかったです。ルーシーとバス

ケをした後、他のホストファミリーと一緒にショッピングモールに行きました。ドル

での買い物に慣れてきたので、感動しました。そしてカーライル高校へ行き、BBQパ

ーティーをしました。パーティーでは、カラオケやイカ踊りをしながら盛り上がりま

した。 

【五日目】 

バスでボストンに行き、フェリーに乗りました。とても寒かったです。空が大きくて、

青かったので、とても綺麗でした。ボストンの街並みはとてもきれいでした。中心街

では、買い物、昼食をとりました。それからハーバード大学のキャンパスに行きまし

た。ジョン・ハーバードという像を観ました。そしてホストマザーにスーパーに連れ

て行ってもらい、人気のメープルシロップを買いました。 

【六日目】 

今日は、スクールバスでカーライル高校へ登校しました。アメリカの朝はとても早

かったです。カーライル高校は、高校というよりも大学みたいな感じでした。学校で

は、ルーシーがたくさんの友達を紹介してくれて、世界の輪が広がったような気がし

ました。そして、ルーシーと一緒に数学と理科の授業に参加しました。とても驚いた

のは、授業中に飲食をしていることです。日本とは異なる授業風景は、新鮮で楽しか

ったです。 

【七日目】 

今日は、カーライル高校のラジオに出演しました。緊張しましたが楽しかったです。

学校が終わってから、私と、ルーシーと、優風、エミリーと一緒に遊びました。ホー

ムステイ最終日に、とても楽しく過ごせたので良かったです。今日でホームステイが

最後だと思うと悲しくなり、まだ帰りたくないな～と思いました。 

【八日目】 

今日は、ホストファミリーとお別れをしました。バスに乗る前に、ルーシーに手紙

を渡しました。ルーシーは私に手作りのネックレスをくれました。本当に嬉しかった

です。もっとホームステイをしていたかったです。とても寂しくなり、またアメリカ
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に来たいと思いました。それからニューヨークへ行きました。人がたくさんいて、少

し怖かったのですが。買い物を満喫しました。 

【九日目】 

自由の女神など、観光をしました。自由の女神は、後ろの足がポーズをとっていた

ことに驚きました。とても寒かったです。夜、日本食のお店に行き、夕食をとりまし

た。少し日本が恋しくなりましたが、帰りたくないという気持ちの方が強かったです。

夜のニューヨークは、とても賑っていたので楽しかったです。 

【十日目】 

 午前中に、ホテルを出発してショッピングン

モールに行きました。そして空港へ向かい、ア

メリカを発ちました。帰りの飛行機は、疲れて

ずっと寝ていました。 

 

私は、海外研修に参加し、たくさんのことを

学び、経験しました。アメリカでは有意義な時

間を過ごすことができ、コンコードにホームス

テイして、アメリカの文化や食生活など、いろいろなことを知ることができました。

アメリカで経験したたくさんのことは、これまで私が経験したなかで、一番貴重な体

験だと思います。もっと英語の勉強をして、またアメリカに行き、ルーシーにもう一

度会いたいです。その時は、今よりももっと英語を話したいと思います。今回、海外

研修に参加できて、本当によかったです。ありがとうございました。 
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～海外交流派遣を終えて～ 

 

大沼中学校２年 大 澤  亜佑美 

 

面接等を乗り越えて派遣生に決まったとき海外という未知の世界に行け

る、貴重な体験ができる、という期待と未知の世界で自分が無事に派遣生と

しての役割を果たすことができるだろうか、という不安が心の中にありまし

た。また、文化の違い（特に言葉）がかなり気がかりでした。 

１０月４日は函館～シカゴまで２０時間かけて行きました。アメリカに着

いたとき、「ついに着いた！」と嬉しさでいっぱいでした。しかし入国審査

に時間がかかりボストン行きの飛行機に乗れなかったというトラブルにあ

い、ホテルにチェックインしたのが深夜になってしまいました。しかも私は

時差ぼけ防止対策として一睡もせずテトリスに没頭していたのでシカゴに

着いたときにはとてつもなく眠かったです。 

５日は４時に起きてニューヨークを経由してボストンに行きました。機内

で寝たのでボストンでは車窓からの景色に見とれていました。野球のスタジ

アムやれんが造りの建物など興味深いものが多くありました。 

コンコードに着き、ホストファミリーに会えた時の喜びは今回で最高のも

のでした。ホストファミリーは韓国系の方で、母のミスクさん、娘のルーリ

アさん、息子のバロンさんと亀（その内１匹はスッポン）と鶏１羽でした。

ルーリアは私より２才年上でしたが、私と同じくポケモンが好きだったこと

もあり、家に向かう車内で会話が弾みました。ルーリア達は日本語を話せな

かったけど、ジェスチャーなどを用いてコミュニケーションをとりました。 

ホストファミリーの家は亀に関する雑貨が多く亀１匹とモビールが１０

数個、壁にはポスターが張りめぐらさ

れていて、とてもにぎやかな部屋でし

た。６日～８日は記念式典などのイベ

ントに出たり、他の派遣者と共にボス

トン観光に行ったりしました。ボスト

ンではクルージングで港を海から見

学したり、クインシーマーケットやハ

ーバード大学での買い物や見学をし

ました。また、ホストファミリーと近

くの大きな公園で散歩をしたり、ショ

ッピングモールやレストランに行ったりと充実した日々を過ごしました。特

に楽しかったのが家族との会話でした。英語は苦手でしたが、ルーリア達に
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日本語を教えたり、逆に韓国語や英語を教わったりと、少しずつ通じるよう

になりました。ハングルの名前をもらったりもしました。ＩＰＡＤを使わせ

てもらいながらアメリカのニュースについてや将来の夢を語り合いました。

現地に住んでいる日本人の方達やＣＣＨＳの先生はとても優しく、楽しい人

達でした。この３日でもっとも楽しかったのがＣＣＨＳのカフェテリアでの

ＢＢＱパーティーです。実際にはＢＢＱは食べられなかったけれど、各家庭

から持ち寄った美味しい料理のバイキングや大きなケーキを食べたり、皆で

思い出のスライドショーの視聴やイカ踊りを踊ったりしました。 

９日～１０日はＣＣＨＳにルーリアと通学しました。ＣＣＨＳは私の知っ

ている高校よりも大きくさすがアメリカと感心してしまいました。特に図書

館が気に入りました。約３階ある大きな図書館で、沢山の本があり私にとっ

て天国のようなところでした。ルーリアとは数学の授業に参加（かなり難し

かった）したり、学食を食べたりしました。学食はサンドイッチがとても美

味しかったです。１０日はオルコット小学校に行き、合唱をしました。私は

伴奏を担当しました。毎日こつこつと練習した成果を発揮することができま

した。ホストファミリーと過ごす最後の日だったので、ミスクさんとルーリ

アとコンコードのレストランに行きました。ロブスターのサンドイッチをご

ちそうしてもらい、皆で話もしました。その後、コンコード博物館に行き、

コンコードの歴史について勉強しました。とても行きたかったところなので

嬉しかったです。 

１１日、いよいよ別れの時がきて、ホストファミリーに手紙を読みました。

涙を流さないと決めていたけれど、ルーリアと共に泣きました。 

ニューヨークに着く前にハンバーガー発祥の地によりました。ニューヨー

クで最初によったのはロックフェラー

センターでした。展望台からの景色は

とても素晴らしかったです。他には車

窓からタイムズスクエアを見学したり

もしました。ホテルはとても豪華でし

たが、少し怖かったです。１２日は自

由の女神等を見学しました。像に登れ

なかったけれど憧れの建造物が近くで

見られたので感動しました。また、夜

は派遣生と一緒に街を歩きました。ヤンキースショップや土産屋に入店して

楽しかったです。 

１３日、アメリカ滞在の最終日はクイーンズのショッピングモールに行き

ました。念願のプレッツェルを食べたり、広いモールを散歩したりと楽しか
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ったです。空港に行く車内で好きな映画のロケ地を眺めることもできました。

飛行機に乗った時は「あぁ、もうこれで終わりか。」と寂しい気持ちになっ

たけれども、楽しい思い出がいっぱいできたので良かったかな、と思いまし

た。１４日～１５日はＪＡＬホテルに泊まりました。やっと日本に着いたと

リラックスできたと同時にずっと英語に囲まれていたので少し違和感があ

りました。函館に着いたとき、やっと帰ってきた！という気持ちになりまし

た。 

今回の海外交流派遣での体験は、今の私に多くの影響を残しました。また、

ここで学んだ外国人との交流や同じ派遣者と過ごした時間を、今後の人生に

生かしていきたいなと私は思いました。 
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～ＡＭＥＲＩＣＡＮ☆ＬＩＦＥ～ 

 

七飯高等学校２年  森  香奈枝 

 

 ２０１２年１０月４日、楽しみ半分、不安半分ながらも待ちに待ったアメリカへ旅

立ちました。 

 初めての長時間飛行機は、音楽を聴いたり、映画を観たりさまざまな機内食や友達

との会話でとても楽しい時間を過ごすことができました。 

 最初の予定では、成田空港からシカゴまで行きそこで乗り換えてボストンへ行くは

ずでしたが入国審査で３時間かかり待っている間に乗るはずだったボストン行きの飛

行機が行ってしまい、急遽シカゴへ一泊するというハプニングが起こりました。シカ

ゴのホテルに着いたのは夜の１０時を回っていて、ホテルを出発するのが朝４時だっ

たので朝３時に起きました。みんな疲れて見えました。 

 シカゴの空港から３つのグループに分かれてニューヨークを経由してボストンに向

かいました。こんなハプニングが起こると思っていなかったのでとてもびっくりしま

した。しかし、シカゴのホテルに泊まったり、シカゴのマクドナルドにも立ち寄るこ

とができたので今となってはいい思い出です。でも、ちょっぴりボストンのホテルに

も泊まってみたかったです。 

 ボストン空港に着くと、トムさんやデンティーノ先生などコンコードの方々が私た

ちの到着を待っていてくれました。とても嬉しかったです。コンコードの方々が用意

してくれたお菓子とリンゴはお昼を食べていなかったこともあり、より一層おいしく

感じました。 

 スクールバスに乗りコンコードカーライル高校に行き、用意してくれていたピザを

ご馳走になりました。ピザは一切れが顔と同じくらい大きくすぐにお腹いっぱいにな

りました。それから、オールドノースブリッジなどコンコードの町を見学しました。 

 カーライル高校へ戻りいよいよホストファミ

リーとのご対面です。カーライル高校へ向かう

バスの中では、期待と不安でいっぱいでした。

カーライル高校に着き、バスから降りた時、み

んなテンションが高くて笑顔で歓迎され、とて

も嬉しかったです。私がホストファミリーを探

していたら、ママが名前を尋ねて来てくれてそ

れに答えると、ママが私にプレゼントをくれま

した。プレゼントをくれると思ってもいなかっ

たので、びっくりしたし嬉しかったです。家に

着くとまず、私が泊まる部屋に案内してくれました。部屋はとても広くトイレやバス

ホストステューデントのトーマス 
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タブが付いていました。お家の中を一通り案内してくれた後に、パパの車でドライブ

をしました。その日の夕食はピザでした。お昼にもいっぱいピザを食べたので少しし

か食べられませんでしたが美味しかったです。 

 二日目は、午前中自由だったので、ママとトーマスと一緒にメインストリートに行

きました。いろんなお店を見たり、ショッピングをしたりとても楽しかったです。午

後からは「若草物語」の作者のルイザ・メイ・オルコットさんが実際に住んでいたオ

ーチャードハウスを見学に行きました。私は若草物語を読んだことがないのですが、

若草物語やルイザ・メイ・オルコットについて色々と学ぶことができて良かったです。

この日の夜は、ホストステューデントのトーマスの妹のグレイスと一緒に私が日本か

ら持ってきたおりがみで遊んだり、トーマスが好きな日本のアニメの「BLEACH」を見

たりしました。グレイスはとても人懐っこくて可愛かったです。 

 また、ボストン研修では、クルーズ船に乗って海からボストンのビルディングを見

たりしました。空港が近かったこともあり、クルーズ中もたくさんの飛行機が上空を

飛んでいました。とても近くてすごい迫力でした。 

 クインシーマーケットへ行くと、前へ進むことができないくらい人がいて大変だっ

たけど、ショッピングを楽しむことができました。 

ホームステイ最後の日は、ロブスターをご馳走してくれたり、家族みんなで

Jack-O`-lantern のお化けカボチャを作りました。パパはナイフでカボチャをくり抜

くのが上手でした。 

そして、お別れの日。ホストファミリーが色々な所につれて行って、色んなことを

体験させてくれたり、優しく接してくれたおかげでまったくホームシックになりませ

んでした。むしろ、日本に帰りたくありませんでした。私はあまり英語が話せません

が ipad の翻訳機能を使って家族みんなとたく

さんコミュニケーションをとることができまし

た。ママに「あなたと出会えることが出来て良

かった。」と言われた時は、本当にうれしく私

も彼らに出会えてよかったと思いました。 

 高校へ行きみんなと最後のお別れをしました。

朝早いにもかかわらずたくさんの人が見送りに

きてくれました。そして、あっと言う間にホー

ムステイが終わり、コンコードともさようなら

をし、ニューヨークへ旅立ちました。 

 ニューヨークは高層ビルがたくさんあり人もたくさんいて、いままでいたコンコー

ドとは全く違いました。ニューヨークでの一番の思い出は、やっぱり何と言っても「自

由の女神」です！！テレビや教科書でしか見たことがなかった自由の女神は実際に見

ると、想像していたのよりはるかに大きくて感動しました。残念ながら自由の女神の

自由の女神 
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中に入ることはできませんでしたが、後ろ姿や足の裏などを見れて、すごい経験がで

きているんだと実感できました。ニューヨークはとてもにぎやかだったので今までい

たコンコードとは全く違っていたのでコンコードが恋しくなってしまいました。 

 今回、このような素晴らしく貴重でかけがえのない経験をする事ができたのは、七

飯町、コンコード町のみなさん、役場の国際交流の方々、先生方、そして、アメリカ

と日本の家族のおかげです。この経験をこれからの人生を歩んでいく上でたくさんの

ことに生かして行きたいと思います。そして、もっといっぱい英語を勉強していつか

英語でホストファミリーやコンコードの方々に直接感謝の言葉を伝えたいと思います。

また機会があればコンコードに行きたいです。本当にありがとうございました。 
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～ＡＭＥＲＩＣＡＮ☆ＤＡＹＳ～ 

 

七飯高等学校２年 森 田  栞 奈 

 

２０１２年１０月４日から１０月１５日までの１２日間、海外派遣でボストン、コ

ンコード、ニューヨークへ行って来ました。去年もボストンとコンコードを訪れてい

たのであまり不安などはなく、むしろ派遣が決まってからずっと、早く行きたくてう

ずうずしていました。 

函館から羽田に行き、羽田からシカゴ経由で１３時間くらいかけて行きました。ア

メリカに到着するまでは長かったけど、同じ飛行機だったアメリカ人の人と話をした

りして過ごしたのであっという間でした。 

シカゴに着いてから入国審査があったのですが、たくさん人が並んでいてかなり時

間がかかり、ボストン行きの飛行機に乗れず、急遽シカゴの「Ｌa Ｑuinta」というホ

テルに１泊することになりました。ホテルに着いた時間が１０時を回っていて、次の

日も朝４時に出発する予定だったのであまり休めなかったのですが、予想外のハプニ

ングだったので思い出です。 

シカゴからニューヨークを経由してボストンへ行きました。ボストン空港ではコン

コードカーライル高校のトムさんやデンティーノ先生などコンコードの方々がまって

いてくれたのでとても嬉しかったです。 

空港からスクールバスでカーライル高校へ行き、ウェルカムランチのピザをいただ

きました。かなりお腹が空いていたのでより美味しくいただくことができました。ピ

ザを食べながらみんなで話したりスクールバンドを少しだけのぞいたりして楽しかっ

たです。食べたあとは独立戦争の始まりの地といわれているオールドノースブリッジ

を訪れコストコでお菓子などを買い高校へ戻りました。高校ではホストファミリーの

みなさんが待っていてくれました。 

私のホストファミリーのギャビーは、日本のアニメや漫画などが好きな女の子で、

今年の４月にサイファイクラブで七飯町を訪れていたの

で、久しぶりの再会でした。高校から家へ帰ると、ギャ

ビーのおじいさんとおばあさんが出迎えてくれました。

部屋に案内されてから、私は日本から持っていったおみ

やげを渡しました。とても喜んでくれたので嬉しかった

です。晩ごはんはトマトスープとスパゲティだったので

すが、私は時差ぼけと疲れであまり食べられませんでし

た。 

次の日は、午前中は自由だったので、ギャビーとメイ

ンストリートへ行きました。ギャビーがよく行く画材屋
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さんや、日本でいう１００円ショップなどへ行きました。帰ってからお昼までゲーム

をしているとギャビーのいとこが遊びに来ました。ハイチュウをあげるととても喜ん

でいました。お昼はママがピザを買ってきてくれてみんなで食べました。午後は「若

草物語」の作者のルイザ・メイ・オルコットさんが実際に住んでいたオーチャードハ

ウスへ見学に行きました。ガイドさんの説明はとても丁寧でわかりやすかったです。

館長のジャンさんやキコさんにも会ってたくさん話しました。その他にも歓迎会では

みんなでカラオケをしたり、１５周年式典に出席したり、ボストン研修ではニックが

舟を用意してくれたのでそれで海からの景色を楽しみました。クインシーマーケット

でショッピングをしたのも思い出です。 

学校が休みの日にはギャビーと大きい

ショッピングモールに行きました。日本と

は違ってあり得ないほど大きかったです。

いろんなお店があって目移りして大変でし

た。一番驚いたのは、自分好みのぬいぐる

みを作れるお店があったことです。そこで

ギャビーと一緒にぬいぐるみを作りました。

また、別の日にはお昼にみんなでボストンまで行き中華料理を食べに行ったり、ロブ

スターを食べに行ったりしました。初ロブスターはすごく大きくて食べるのに時間が

かかりました。でも、とても美味しかったです。授業があるときには一緒に授業を受

けたり、休み時間はギャビーとその友達と話していました。日本語を教えたり、去年

のホストファミリーや友達にも会えたので楽しかったです。 

コンコードを旅立つ日は、朝７時前高校に集合しました。高校に行くまでの車の中

で、ギャビーが私の好きな音楽をかけてくれました。

ニューヨークへ出発するまでは、ホストファミリー

や友達とおしゃべりしたり写真を撮ったりして過ご

しました。すごくさみしくて泣いてしまったけど、

メールアドレスを交換したり、また会う約束をした

りしたので良かったです。 

ニューヨークへ行く前に、通り道にあるコネチカ

ット州のニューヘヴンという町に行きました。そこ

でハンバーガー発祥の地と言われているお店に行き

ました。１８９５年に創業してから今でも続いてい

るお店なので驚きました。 

ニューヨークではロックフェラーセンターの展望

台へ行ったり、自由の女神像を見に行ったりショッピングをしたりして楽しみました。

タイムズスクウェアでは時間に関係なくたくさんの人が行き交っていました。また、
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ホテルの売店のおじさんと仲良くなり、お菓子やジュースを買うと、合計金額よりも

すごく安くしてくれたり、おすすめお菓子をくれたり、最後には私のイニシャルのキ

ーホルダーをくれたりなど、うれしいことばかりでした。 

今回でアメリカに行くのは２度目ですが、去年と違った新たな発見ばかりでした。

１２日間はとても長いように思えますが、１日１日の中身が濃くて充実していたので

あっという間に感じました。この海外交流で私はもっと人と人とのコミュニケーショ

ンやつながりを大切にしていこうと思いました。そして成功したのは、周りのみなさ

んの支えやサポートのおかげです。ありがとうございました。これからも英語の勉強

をもっと頑張って、将来は絶対アメリカに住みたいと思います。本当にありがとうご

ざいました。 
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～ＡＭＥＲＩＣＡ ＬＯＶＥ～ 

 

七飯高等学校２年 髙 橋  生 純 

 

２０１２年１０月４日から１０月１５日まで、アメリカ・マサチューセッ

ツ州にあるコンコード町と、ボストン、ニューヨークに行ってきました。 

私は、昨年に七飯高校の吹奏楽局で１度コンコードに訪れました。この事

がきっかけでまたコンコードに行きたいと思いました。今回のコンコードへ

の派遣が決まったとき、昨年感じた、不安と緊張はあまりありませんでした。

逆に、とてもコンコードにいる友達に早く会いたくて行くまで毎日がわくわ

くでたまりませんでした。 

その今回のコンコード滞在で特に思い出に残っていること４つを紹介し

ます。 

１つ目にとても強く思い出に残っているのは、シカゴ空港での出来事です。 

成田空港からシカゴ空港まで、約１３時間かけて行きました。シカゴ空港に

着いてから、アメリカに入国するために、入国審査を行いました。昨年はス

ムーズに行われていたのであまり時間が掛からないかと思いきや・・・。い

つの間にか３時間も待っていました。そして、ボストンへ向かうはずの飛行

機に乗り遅れてしまったのです。入国審査が終わったのは飛行機が出発して

から１時間後でした。その日のボストン行きの飛行機はもう無かったので、

急遽シカゴのホテルに宿泊することになったのです。予定外の出来事に私は

びっくりしました。そして、４時間という短い時間の滞在でしたがシカゴに

長く滞在することができていい経験になりました。 

２つ目に思い出に残っているのは、ホストファミリーとの交流です。 

私のホストファミリーの Lu 家の皆さんは、ホストスチューデントの Carolyn

と弟の Daniel、お父さん、お母さんの４人家族です。今回お世話になった

Lu 家の皆さんは中国系で本場の中国

料理をご馳走になったりしました。滞

在２日目にはロブスターを頂きまし

た。ホストスチューデントの Carolyn

は、日本のアニメや漫画が大好きな子

で、絵を書く事も得意で、似顔絵をプ

レゼントしてくれました。Carolyn は、

私と趣味が一緒だったので暇な時は

ずっとアニメソングなどを歌ったり、

絵を書いたり、アニメを見たり、ゲームをして遊 Lu 家のみんなと私  
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びました。Carolyn と Daniel とお父さんはピアノも上手でピアノも時間があ

るときに教えてくれました。あとは、みんなで遊園地に行ったり、デパート

に買い物に行ったりしました。夜遅くにも関わらずいろんなお店に連れて行

ってくれました。とても優しい家族でした。 

３つ目に思い出に残っているのは、ボストンを回ったときのことです。 

コンコードから約３０分くらいのところにボストンがあります。昨年はバス

でボストンの市街までバスで行きましたが、今回はボストンの市街から離れ

た港から船に乗って行きました。船に乗って海からボストンの町を見学しま

した。海には、日本にはない海上を走っているバスやパトカーなどがありま

した。途中、ボストン空港の近くを通るとたくさんの飛行機が私たちの頭上

を飛び交ってました。海から見るボストンはとても綺麗でした。船を降りた

あと、港から歩いてクインシーマーケットと

いう大きなショッピングモールに行きまし

た。たくさん買い物を楽しみました。 

 ４つ目に思い出に残っているのは、ＮＹで

のことです。ＮＹは、コンコードから６時間

かけて行きました。ＮＹに行くのは初めてで、

正直私にはＮＹがとても眩しく見えました。

実際にＮＹに行ってみるとビルばかりでビ

ルの頂上は見上げないと見れないくらいで

した。ＮＹ研修で一番印象に残っているのは、

夜のタイムズスクエアです。夜の１０時を回

っても電光掲示板が光っていたり、たくさん

の人が行き交っていたり、よくわからない着

ぐるみを着てる人がいたりすごく賑わって

いました。次に印象に残っているのは自由の女神像で

す。ＮＹ最終日に自由の女神像のあるリバティー島に行きました。リバティ

ー島までは船で行き、乗る際には厳重に手荷物検査が行われていました。こ

の手荷物検査は、９・１１の影響なんだそうです。リバティー島に行くと、

大きな自由の女神像が建っていて、思っていたよりも大きかったので驚きま

した。像の足元にはたくさんの観光客の人がいて写真を撮ったり、ビデオを

撮ったりしていました。 

今回この研修で、去年と一味違った体験をすることが出来ました。このア

メリカで学んだ英語の楽しさを、高校の人を始め、町の人にも伝えることが

できたらいいなと思います。今回の研修に携わってくれた皆さんに感謝して

います。ありがとうございました。 

自由の女神像  
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～七飯町海外交流研修に参加して～ 

 

七飯高等学校教員 松 山  浩 司 

 

（１）はじめに 

 私は、今年七飯高校に転勤してきたばかりでしたが、その一年目から早速この中高

生海外派遣引率教員として研修の機会を与えていただいたことに、まずもって関係機

関の方々に深く感謝いたします。私自身、アメリカを訪問するのは３０年ぶりになり、

さらに東海岸は初めてということもあって大変楽しみでもあり、わくわくする気持ち

と緊張感が入り交じった思いで出発の時を迎えました。 

 

（２）波乱続きのボストン到着編 

 １０月４日朝、晴天の函館空港に集合した訪問団、みんな元気にこれからのアメリ

カ訪問に向けて、心弾ませていました。もちろん初めての海外旅行となる中学生を始

め、高校生の中には、昨年コンコードを訪問したことのある生徒もおり、それぞれが、

それぞれの期待を胸に顔を合わせました。 

 まさか、ボストン到着までが、こんなことになるとは露知らず…。 

函館空港を出発、無事に羽田に到着後、成田空港までのリムジンバスに乗り換えます。

ここで改めて、みんなの荷物の多さにビックリ！色とりどりのスーツケースに加え、

ホームステイ先へのお土産で満杯に膨らんだバッグを持つものもいました。 

 成田空港に到着した一行はまず、アメリ

カン航空のカウンターに並び、予め函館で

配られたチケットを使い各自でチェックイ

ンを行うのですが、カウンターには基本的

にチェックインしてくれる係員がおらず、

自動チェックイン機でやることに。ですが、

これがなかなか上手くいかず、ここで非常

に時間を取られました。 First CLASS, 

Business, Economyと書かれた看板はありま

したが、あまり人もいなかったので、我 「々エ

コノミー」の人たちも「ビジネス」の自動チェックイン機を使わせてもらいながらや

っていた所、何時の間にか後ろにはチェックインを待つアメリカ人と思われる人の列

でいっぱいに。すると、その中の一人が「Is this Business or Coach?」と不機嫌そ

うに「君たちはあっちに並べよ。」という感じで話しかけてきて、まずはアメリカ人

によるジャブを浴びせられた感じでした。 

 それでもまだ時間的に出発まではかなりの余裕があり、手荷物検査を済ませたあと

は、これからしばらく遠ざかることになるであろう日本食を食べようということで、

お土産でいっぱいに膨れた荷物 
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生徒たちとともにラーメンなどに舌鼓を打ちながら、昼食を取りました。 免税店や両

替所も多くあり、時間的にも余裕がありましたので、ここで最後のホームステイ先へ

のお土産を購入したり、両替する人もいました。 

 そして、いよいよ日本からの旅立ちです。アメリカン航空の機内は横に広かったの

ですが、残念ながら我々の席はほとんどの人が、窓側ではなく、通路を挟んで真ん中

の席でした。前の椅子にはビデオがついているのですが、故障しているものもあり、

また読書灯がつかないものもあるなど、かなり雑な印象でした。 

 日本時間の夜６時に出発後、約１３時間のフライト中に合計２回半の食事が出され

ましたが、そのうち１回は寝ててスルーされました。 

 乗り換え地のシカゴには、ほぼ予定通り到着し、その３時間後にボストンに向けて

飛び立つ予定でした。一度入国審査を受けて、荷物をボストン行きの便に預け直さな

ければならないのですが、入国審査で大問題が発生！大量の人の列が出来ているにも

関わらず、入国審査官の数が少なく、待てど暮らせど列が進まない。そうこうしてる

内に、時間が刻刻と過ぎ、次の便まで１時間もなくなる所までいきました。列を整理

する係員に事情を話しても全く受け入れてもらえず、結局全員が入国審査を済ませた

のは次のフライト時間から１時間近く過ぎた頃に。 

 一応、全員で乗り継ぎのカウンターに行き、事情を話しましたが、結局次の便にも

全員乗れないとわかり、色々方法を探った挙句、シカゴに宿をとり、翌朝早い便でニ

ューヨークに飛び、そこから、デルタ航空に乗り換えて、ボストンに戻るような形で

行くことに。 

 しかし、ニューヨークからのデルタ航空も全員が一度に乗れないので、３班に分か

れて行かねばならないことになってしまいました。 

 その後、シカゴオヘア空港から近いホテルを確保してもらい、そこに宿泊。 食事の

場所も限られ、次の朝の出発も早いことから、空港内のマクドナルドで各自でハンバ

ーガーなどを購入することに。ここでは、

みんな疲れもありましたが、最初のアメ

リカの食べものということで、少し興奮

しながら注文していました。 

 翌朝ホテルのバンで空港まで往復して

もらい、全員の荷物を空港で降ろした所、

ドライバーから「これだけの荷物を降ろ

すのを手伝っているのにチップはないの

か」と催促され、そこで改めて慣習の違

いに気づかされました。 

 そして第一班の人が、ニューヨーク到着後、乗り換え便の出発まで時間がギリギリ

ということで、第二班、第三班の人たちがその人たちの荷物を預かることになりまし

た。一人二個まで荷物を預けるのが大丈夫だということでそうしたのですが、結局ニ

アメリカでの初マック 
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ューヨークに着いてターンテーブルから荷物が出てくるのを待っていてもまったく出

てこないので、空港の係に聞いてみたところ、航空会社が替わってデルタ航空になっ

ても、直接次の便まで荷物は運ばれるだろうとのこと。空港でトラブルがあった場合、

乗り継ぎ便や荷物の問題など、このあたりの対処がやはり難しいなあと実感させられ

ました。 

 また、ニューヨーク・ラ・ガーディア空港の到着ターミナルから、デルタ航空の飛

行機に乗るターミナルまで行くシャトルバスに乗るのにも一苦労。いろいろありま

す・・・。デルタ航空のカウンターに行き、チェックイン。ここで、第二班と第三班

は一便の時間差があって乗る予定だったのですが、急遽空きがあるから同じ便に全員

乗れることに。なんだか予定が全く立たない感じであれよあれよとデルタ航空の機内

に。そしてようやくボストンに到着することができました。 

 コンコード・カーライル高校の先生方やコンコード町の関係者の方々の出迎えを受

け、ほっとひと安心！と思ったところ、最後の最後に１名分の荷物が出てこない！結

局次の日に無事見つかり届いたのですが、もうとにかく到着までの波乱続きの行程に

はびっくり仰天させられました。 

 

（３）コンコード滞在編 

 私がホームステイさせていただいたのは、コンコード・カーライル高校の音楽の先

生であるデンティーノ先生のお宅でした。先生の家は、高校からは車でハイウェイを

飛ばして約４０分かかるランカスターという町にあるのですが、馬の牧場をやってい

ることもあり、その敷地が広大で見るものすべてが、ピクチャレスク(写真的)なお宅

でした。 

 次の日は朝から晴天に恵まれ、ブレックファーストの後、家の周りや牧場周辺を案

内していただきました。辺り全体が非常に背の高い木々に覆われており、秋の木の葉

が舞い落ちる素敵なシチュエーションの中、まるで映画の世界に入り込んだかのよう

に感じました。写真好きな私はもう夢中でシャッターを切り続けました。 

 その後、コンコードでは「オーチャ

ードハウス」の見学、「七飯町・コン

コード町姉妹都市提携１５周年記念式

典参加」、「コンコード・ミュージア

ム見学」、「コンコード・カーライル

高校でのパーティー」など無事予定を

消化できました。 

 中高生の生徒たちが高校で授業等に

参加する日の朝、学校は７：３０から

始まるので、みんな早起きして少し

眠そうに高校の図書館に集合しましデンティーノ先生のお宅の牧場にて  
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た。１時間目、生徒達が図書館を案内してもらっている間、私は、デンティーノ先生

の音楽理論の授業を見せていただきました。電子ボード、パソコン、プロジェクター

を駆使して、電子ボードに写る五線譜に音譜を電子ペンで描き入れながら、生徒への

質問、答えを繰り返し進める授業は大変魅力的でした。 

 その後、午前中は、高校に敷設しているCCTVというTV局でTV製作のカメラの使い方

を教えてもらったり、ラジオ局で日本に向けて電波を発信し、メッセージを送ったり

して過ごしました。ただし、そのやり方の説明を受けて、「さぁ、後はご自由にどう

ぞ」と言われても、いつどのタイミングで始めていいのかも分からず、戸惑いました。

要は、DJがいて、「これから日本から来た生徒がメッセージを送ります」とか紹介さ

れてやるのではなく、とにかく自分達で全部自由にやれということのようで、前触れ

もなく、おずおずと一人一人英語で考えたメッセージを話しました。それで本当に日

本で電波がキャッチされるのか不安でしたが、生徒の一人の保護者の方から聞こえた

というメールが入り、一安心しました。 

 また、イタリアなど他の国の留学生も訪れて、お互いに質問しあいながらの交流の

機会を持つことになったのですが、事前に準備できていなかったこともあり、生徒た

ちはなかなか質問を出せずに戸惑い、時間を持て余してしまったのが残念でした。出

発前の事前研修などで、趣味や特技、好きな食べ物、学校に関わることなどいろいろ

質問できる内容を予め考えさせて、英語で練習させておくべきだなと思いました。 

 午後からの授業は、それぞれホストステューデントの生徒と同じ授業を受けること

になりました。ランチタイムには、みなでカフェテリアに行き、サンドウィッチの昼

食をいただきましたが、ホストステューデントの子がそれぞれタイムスケジュールが

異なっているため、一緒に食べているものもいれば、そうでない生徒もおり、食べて

いる最中に、あるホストステューデントの子が迎えに来て、もう授業に行くよ！とな

ったり、ある子は随分長くカフェテリアで待たさ

れるなどバラバラになりました。 

 放課後はスケジュール変更で部活動の見学はな

しということになったのが少し心残りでした。 

 コンコードでの最終日には、七飯町藤城小学校

との姉妹校であるオルコット小学校を訪問しまし

た。そこで発表するパフォーマンスは、七飯での

事前研修の時に考えていたのですが、最後の練習

をしようと高校のオーディトリアムに朝８：００か

ら集まり、みんな目をこすりながらも頑張りました。  

 オルコット小学校に到着すると、小さくて可愛い全校生徒約７００名が体育館に集

まりウェルカムソングで歓迎してくれました。その後、私たち一行はひとりひとりが

自己紹介、そして練習してきたパフォーマンスの紹介をしました。本番はまずまずの

出来だったかなと思います。 

藤城小学校からの手紙  
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 その後、生徒達は高校に戻り、ランチをとった後それぞれが授業に参加、放課後は

部活動のサイファイクラブとの交流を行い、無事にその日の日程を終了しました。 

 ところで、このコンコードでのホームステイ中に気になったこととして、ホストス

テューデントとそのファミリーがほとんど日本語が出来ない家庭に当たった中学生の

中には、食事中全く無言で過ごすなど、家庭内での会話の場面がほとんどなかった生

徒もいたということでした。正直なところ、中学校２年生には、日本語のないホーム

ステイは本人任せでは少しキツイのではないかと思います。事前の研修で、ホームス

テイ先での会話の練習を少しやりましたが、実際にホストファミリーに面した時に手

に取って話せるようなマニュアル的なものを持たせ、カナをふりながらでもたくさん

話す練習をさせるなどの強化が必要ではないかと感じました。 

 

（４）ボストン研修編 

 コンコード滞在中に、高校のスクールバスに乗せていただき、ボストン研修に赴き

ました。最初ボストンの港にあるUSSコンスティテューション号博物館に行きましたが、

そこには、昔、朝鮮戦争時代に使われた軍艦や、多くの帆船、大砲などが展示されて

いて見所も多かったです。そして、ベンさ

んに替わる七飯町国際交流員として我々の

帰国後から仕事をすることになっているニ

ックさんの取り計らいで、ボストンの港か

ら湾に沿って運行するクルーズ船に乗るこ

とができました。海から見えるボストンの

街はとても素敵で建物が非常に印象的でし

た。船を下りた後は、巨大なショッピング

モールの「クインシーマーケット」で食事

をとり、その後は世界大学ランキングでも

常に１位を争う世界屈指の大学「ハーバード大学」の見学に回りました。ボストンの

全体での研修はここまでで、買い物の時間まで配慮して頂いたためか、じっくりと一

つ一つの見学に時間を費やすことができなく、駆け足で見学して歩く感じだったのが

少し残念でした。 

 

（５）コンコード出発・ニューヨークへ 

 コンコード出発の朝、高校の授業が始まる前に発つことになっていたので朝早かっ

たのですが、みんなそれぞれのホストファミリーにとどまらず、お世話になったすべ

てのコンコード町の方々と握手やハグをしあい、再会を誓ったり、お礼の言葉を述べ

ながら写真を撮っていました。そして別れの時を迎え、みな一様に沈んだ空気の中、

バスでニューヨークへ向かいました。 

湾から見たボストンの建物  
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 ニューヨークでは、現地ガイドの日本人

女性の方が途中からバスに乗り込むことに

なっており、ちょうどお昼過ぎにニューヨ

ーク市内に到着して落ち合うことができま

した。そして用意していただいていたサン

ドウィッチなどの昼食を取った後、まずは

ニューヨーク市内を一望できるロックフェ

ラーセンターの展望台「トップ・オブ・ザ・

ロック」に登りました。９．１１後、この

ような施設への入場時には必ずといっていいほど厳重

な手荷物検査とX線による身体検査があるそうです。ガ

イドさんからは予め、バッグの中のペットボトルやハ

サミ・ナイフ系の金属類は没収されると聞いていたので、みな割とスムーズに登るこ

とができました。ニューヨークのマンハッタンが３６０度見渡せ、セントラルパーク

やまた反対側の遠方には自由の女神像が立つリバティ島も見ることができる最高の景

色でした。次に機会があったときにはぜひ、夜の摩天楼をカメラに収めたいと切に思

いました。 

 その後、ホテルにチェックインをしたのですが、３人部屋に入れるはずのエキスト

ラベッド（ホテルの方は「ローラー・ウェイ」という言い方をしていましたが）がど

の部屋もいつまでたっても入らずに、部屋からフロントに電話を入れなければならな

かったり、部屋の作りがやや古かったため生徒たちの中には怖くて他の部屋に泊まり

に行ったものもいるなど、ここでもちょこちょこプチ・トラブルが。 

 夕食に関しては、現地ガイドさんはご一緒できないということで、自分たちだけで

旅行会社が指定したホテル近くのレストランまで行かねばならないことになりました。

ホテルからそう遠くないところとはいえ、土地勘のない夜のニューヨークはやはり不

安でしたが、私が持って行ったiPadのMAP

を使いながらなんとか目的のレストラン

（この日は中華）に辿り着くことができ

ました。 

 その後は、生徒たちを連れて、「世界

の交差点」「ブロードウェイ・ミュージ

カルの本場」夜のタイムズ・スクウェア

を見学に行きました。ネオンライトの煌

めく巨大な広告看板が見る者を圧倒しま

す。時間は限られていましたが、新たな異国

の世界に身を置くことの不思議な高揚感に包

まれながら、ここでも私は夢中にシャッターを切り続けました。 

ロックフェラー  

センターからの眺望  

タイムズ・スクエアにて  
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  翌日はバスでニューヨーク市内見学となりました。まずは自由の女神像の立つリバ

ティ島まで船で行くのですが、その船乗り場でも手荷物検査やX線による身体検査があ

りました。生徒の一人がうっかりリュックの中にハサミなどが入ったポーチを部屋か

ら持ってきてしまったとのことでガイドさんに伺ったところ、まず１００％没収され

るだろうと言われました。それならと入り口付近の隙間に隠して、帰ってきて船から

下りたら確認してみようとなったのですが、そのまま消えてしまっていたのは言うま

でもありません。自由の女神像見学から陸に戻り、金融街で有名な「ウォール・スト

リート」を歩き、ニューヨークの証券マンの気分になったりしました。また、９．１

１の標的となったワールドトレードセンター跡地の「グラウンドゼロ」を見学しまし

た。 

 ニューヨークにはまだまだ見所があり、セントラルパークや世界三大美術館の一つ

と言われるメトロポリタン美術館、ニューヨーク市立図書館などいろいろじっくり見

たいところでしたが、ここも時間の関係で車窓からのみの見学になったのは残念でし

た。しかし、私にとっては思わぬおまけの場所を見学できるラッキーな機会を得るこ

ともできました。それはバスで車窓見学をしているときにトイレを催した生徒のため、

急遽立ち寄ったおもちゃ店がなんと私の大好

きな映画「ビッグ」の撮影地だったのです。

映画をご覧になった方ならおわかりだと思い

ますが、主人公のトム・ハンクスが、社長と

２人で床に埋め込まれた巨大ピアノ鍵盤で遊

ぶシーンがあるのですが、そのビッグ・ピア

ノに偶然出くわすことができたのです。 

 さて、最後の夕食も、自分たちだけでホテ

ル近くのレストランへ行くことになったので

すが、ここでも支払いに関するトラブルに見

舞われてしまいました。食事が終了し、帰ろうとしたところ店のウェイターに呼び止

められ、チップを請求されたのです。チップは旅行社の予めの支払いに入ってないの

かな？と思いながら、役場の方と相談し、チップの金額を確かめたところ、食事代金

の１５～２０％を支払って欲しいとのこと。仕方なく、チップだけは払いましょうと

なり、チップを支払って帰ろうとしたらさらに呼び止められ、今度は食事代金自体も

まだ払われてないのだとなったのです。さすがに現地旅行者の緊急連絡先など各方面

に問い合わせ、最終的には現地旅行社のカードで支払いをするということで解決した

のですが・・・。 

 

（６）終わりに 

 こうして、最初から最後まで波乱のあった研修も幕を閉じることになりました。私

としては中高生の引率教員という立場上、生徒たちを無事に日本の家族の元に送り届

映画「ビッグ」の撮影地  
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けなければならないという思いで過ごしていましたので、少し緊張しながらの１２日

間でしたが、なかなか他では経験できない貴重な体験を送ることができたと思います。

飛行機の乗り継ぎトラブルや荷物のことなどは逆にこれからもあり得ることですので、

今回の経験を次に行かれる方々に生かすことができるのではと思います。 

 また、この研修の最大の目的であるコンコードのホームステイについてですが、今

後はやはり中高生がもっとホストファミリーと会話ができるような仕組みをつくって

あげる必要があると感じました。ホームステイだからこそ理解できる文化の違い、国

境を越えた人とのつながりを肌で感じとるためにも、その点は重要だと思いますので、

今回の経験を生かし、さまざまな場面で協力していきたいと思います。 

 最後に、七飯町・七飯町役場の関係者の方々、コンコード・カーライル高校の先生

方を始め、コンコード町の関係者の方々、本校七飯高校の先生方など多くの方々に感

謝を申し上げたいと思います。有り難うございました。 

 



45 
 

～Ｗａｒｍ Ｐｅｏｐｌｅ～ 

 

町民代表 山 川  俊 郎 

 

●摘みたてリンゴで心温まる出迎え 

 予定通りに到着、のはずが、シカゴ空港での入国審査に遅れが発生。急遽シ

カゴでの宿泊となったりと慌ただしい日程となりました。が、半日遅れでボス

トンに到着。やっとの思いでロビーに出ると、そこには大きな横断幕が。そし

て沢山の笑顔が私達を出迎えてくれました。その瞬間、長旅の疲れは一気に吹

き飛んでしまいました。それぞれにハグで無事到着を喜び合った後にリンゴと

水、そして菓子などが手渡されました。私達の体調を心配し、その日の朝に近

くの果樹園で摘んで来たというリンゴはパリンと新鮮で甘く、前の晩から落ち

着いて食事をしていなかった私の胃も心もすっかり癒されたのでした。 

 何という心配り、そして温かな出迎えでしょう。 

 

●何て素敵なホストファミリー 

 私と星村さんがお世話に

なったのは、コンピュータ

ーの研究者で、大学での仕

事を退いたジャックさん。

デザイナーのナンシーさん

ご夫妻のお宅でした。対面

式でお二人の笑顔を見ただ

けで心の温かさが伝わって

来ました。お嬢さん達は二

人共に独立し、１０月には

末娘に孫が産まれることを

とても楽しみにしている姿は、同世代の私としてはとても親近感があり、一緒

の生活もとても和やかなものとなりました。 

お二人は在宅での仕事の傍ら、地域へのボランティア活動にも励んでおり、

飾らず周囲の人々には温かい姿に接していると、自分もこの様に生きたいもの

だと憧れてしまいました。１６年もの永きに渡り七飯町からの訪問者を受け入

れて来られたという経験とも相俟って無理のない、従って滞在者には心地よい

理想のホストファミリーの在り方を体験から学ぶことが出来ました。 
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●コンコードの朝は早い 

 旅先では早起きして周辺を散歩するのが習慣となっており、初めての朝は張

り切って６時に起きました。カーテンを開けて外を見ると未だ真暗。時計が狂

ったのかと確認したのですがちゃんと動いていました。緯度が同じ七飯町の朝

６時だと薄明かりにはなっている筈なのですが。７時少し前にようやく外出出

来る明るさになり散歩へと出発。家の前の道路をライトを点けた車が次々に走

り去る様子を見て驚いてしまいました。こんなに暗いのに既にコンコードの

人々は動き出しているのです。２００ｍ程歩くとＴ字交差点があり、そこでは

右折する黄色の大型バスが行列を作っていました。すぐ近くには七飯高校と昨

年姉妹校となったコンコードカーライル高校があり、そこへ向かうスクールバ

スです。時刻は午前７時。信じられない暗さ。何と、授業は７時１５分からス

タートするのだそうです。マサチューセッツ州の名門校の生徒達は早起きして

頑張っているんですね。 

因みに緯度が同じ七飯町との暗さの差は Day Light Saving（日本でいうサマ

ータイム）の期間中だからであり、暗いうちから一日がスタートする代わりに

夜まで明るく、一日を有効に使えるので良い制度だと思います。 

 

●甘い１日 

 正確に言うとコンコード周辺で４軒のアイスクリーム店を訪問し見学したり

試食した１日という事です。仕事の関係上、事前に見学をお願いしたい旨をト

ムさんに伝えてありました。願いは適えられ、それぞれの店でとても参考にな

る話を聞く事が出来ました。抹茶アイスへの関心が高く、今後製造したいとい

う店にはレシピを送る事も約束してあります。それぞれの店での味見にはＳサ

イズを頼んだのですが、日本の３倍の量はありました。日本ではソフトクリー

ムが人気ですが、米国では圧倒的にアイスクリーム好きの人々が多い事に驚き

ました。トムさん、デンティーノさんも子供の様な笑顔で山盛りのアイスをペ

ロリ、ペロリ。おいしい１日でした。 

 

●一芸に秀でよ 

 飲食店経営にも関わっている関係で、数軒のレストランを訪れる機会も有り

ました。コンコード駅の近くに在る古い小さなレストラン（？）“カントリー

キッチン”はターキーサンドが有名で昼には行列が出来るらしいのですが、店

の広さは畳２枚程度と狭くイスが２脚置いてあるだけ。９割以上は電話注文で

のテイクアウトだそうで納得。おばさんが１人で切り盛りしておりました。も

う一軒はＮＹへの移動途中に立ち寄る事が出来たハンバーガー発祥の店“ルイ

スランチ”。こちらは創業から１２０年程の歴史があり、以来変わらぬ味と姿
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勢が多くの人々に支持されて今日に至っております。４代目の当主にお逢い出

来て初代からの伝統をしっかりと受け継いでいる話を聞くことが出来ました。 

両店が１つのメニューだけでこれ程の永い年月を乗り越え、今でも多くの

人々に愛されている理由は何でしょうか。それは、これこそがこの店の自慢の

一品というべき料理をとことん磨き上げて来たからに外なりません。 

一芸に秀でよ。私はこれらの店から力強いメッセージを授かりました。 

●心地よい言葉は嬉しい 

 コンコードでも多くの人々から気軽に言葉をかけて頂き、滞在がより楽しい

ものとなりました。外国を旅していると、出逢う人々との気軽な挨拶や言葉の

やり取りがその一日をとても楽しいものにしてくれます。”Have a great day”

と”Enjoy your trip”は中でも大好きな言葉で、これを大沼でも観光客の皆さ

んにどんどん使いたいのですが、日本語では何と言ったらこの心が伝わるのか、

と日々考えております。ズバリ直訳で”楽しい一日を”とか”旅を沢山楽しん

で”とか言っておりますが、ちょっと照れてしまいます。でも言われた皆さん

は間違いなく笑顔になりますよ。何か素敵な日本語はありませんか。 

 

●百聞は一見に如かず 

 私達の生活は世界との関わりの中で成り立っている事実を自分自身の目で見

て体験出来る事、そして同時に外から日本や自分を見つめる事が出来るこの様

な交流はとても貴重です。若者の立場から、また、七飯町民として世界に貢献

できる事は何か、を考える素晴らしい機会です。この事を可能にしてくれるコ

ンコードの皆様の素晴らしい行動力と優しさに心から感謝致します。そして又、

素晴らしい活動を七飯町で支えて下さる多くの皆様と七飯町の姿勢も私達の誇

りです。感謝申し上げます。 
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～１００００ｋｍのかなた、コンコードでの出会い～ 

 

町民代表 岩 本  厚 子 

 

このたびは海外研修という貴重な機会をいただきありがとうございまし

た。約１００００ｋｍかなたのそれも全くお会いしたこともない方のお宅に

ホームステイさせていただくという経験が如何にかけがえのないものであ

ったかと今深く感じています。 

「ほんの短い間のそして最初で最後かもしれない人々との出会いをしっ

かりと感じてきたい。」というのが今回の私のこの旅にたいする強い想いで

した。 

 

～ホストファミリーと～ 

この１２日間の研修の旅を思い起こす時、一

番に思い浮かんでくるのはホストファミリーの

クリスやビルと過ごした時間や会話の数々です。 

 毎日ご自宅の周辺を散歩されるというクリス

がある朝お気に入りの散歩コースを案内してく

れました。ちょうど色づいた木々の中、色とり

どりの秋の落ち葉と鳥たちのさえずりを楽しみながら散策。さえずりはブル

ージェイ（アオカケス）やカーディナル（ショウジョウコウカンチョウ）だ

と教えていただきました。朝のさわやかな冷たい空気と静寂の中、紅葉の

木々に包まれた趣のある家々を眺め、いろいろなお話を伺いながらのんびり

と散歩を楽しんだことを思い出します。冬は真っ

白な雪の上を歩くスキーで散歩を楽しまれるとの

ことでした。 

自宅での絵画教室を参観させていただいたこと

もありました。その日は小学校低学年の子供達の

６人くらいのクラスでした。中世のヨーロッパの

コスチュームを着た婦人像の写生。クリスは出来

上がった一人ひとりの作品をじっくりと講評して

いしていました。小さな子供にもきちっとした言葉で対応しておられたのが

印象的でした。被写体の歴史的なバックグラウンドまでもしっかり説明して

から描かせるのだそうです。今回、ご要望で日本から「アンパンマン」の人

形（かなり大きいものです。）を持っていきました。「アンパンマンは顔がな

んとバン（丸いパン）でできていて正義のために悪者と戦うだけではなく貧

クリスの絵画教室 

ビル、タラ、クリス 
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しい人々やお腹を空かした子供たちに自分の体の一部を与えるという最も

直接的で崇高な自己犠牲の形を表現した素晴らしいアニメだ。是非子供たち

にそのストーリーを語ってアンパンマンの人形を写生させたい。」というこ

とだったのです。アンパンマンはまだアメリカでは

出版も放映もされていないのですが、クリスはどう

やって知ったのでしょう。 

ご主人のビルが出張で不在の夜、ふたりで兼ねて

からメールで計画していた、ギターの「さくらさく

らセッション・・・?」をしました。プレゼントした

「荒城の月」などのギターアレンジの楽譜を弾いた

り「America The beautiful」をしみじみとした低音で弾き語りしてくださ

ったのが忘れられません。 

１０月７日の日曜日にボストンハーフマラソン

が開催され、夫妻の息子のカールがこのマラソン

に参加するためにはるばるネブラスカからやって

来ました。ボストンの娘さんも集合して皆で応援

に行きました。家族の一大イベントに大集合し

て応援し喜びを我がことのように分かち合う温

かいご家族の風景でした。また終盤の最後部集団ではかなりお年を召した

方々や、補助走者と走る視力障害の方、体に障害のある方々、車椅子のラン

ナー達が満場の拍手の中駆け抜けていく姿に胸が熱くなったのを思い出し

ます。様々な年代層、あらゆる障害を持った人々、アジア系アラブ系アフリ

カ系など多様な人種のランナー達。しっかりと市民の間に

浸透したボストンマラソンのキャパシティの大きさを感

じました。 

ご夫婦はまた、日々の食事にも非常に気を使っておられ、

朝食はオートミールを豆乳で煮てそこにドライの杏やイ

チジクなどを混ぜていただきます。夜も炭水化物や肉はあ

まり摂らず野菜中心。ギー（インドの発酵バター・最も

健康的なバター）をたっぷり塗っていただいたホクホク

に焼いたスウィートポテトは圧

巻でした。ご主人がめくばせしながらおっしゃるに

は家の中では妻に従うけれど一歩家を出るとお腹い

っぱい肉や脂っこいものを召し上がるとのこと。体

形的にも「やはり」というところもあり皆で大笑い

したのを思い出します。 

救急動物病院の

ジョイス獣医師 

クリスの弾き語り 

ボストンハーフマラソン 

ビル 50 年前と今！ 
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３日目の夜は JAPAN NIGHT ということで私が料理を担当。メニューは、い

なり寿司、巻き寿司、切り干し大根と高野豆腐の煮物、ねぎとワカメの味噌

汁。食前酒はビルが用意してくださった純米吟醸。前年にホームステイされ

た宮田さんの渋いぐい飲みでいただき、食後は「白い恋人」を茶菓子に、持

参した茶器でにわか作りの盆手前のお抹茶を喜んでいただきました。冷や汗

ものの出来でしたが、かろうじて味噌汁が好評。クリスは３杯も御代わりし

てくれました。 

コンコードを去る日の前日、ビルが趣味の鉄道模型を披露してくれました。

お宅の地下室一面に鉄橋や踏み切り、シグナル、貨物列車、特急列車などな

ど。それは見事なものです。蒸気機関車は警笛を鳴らすたびにほんとうに蒸

気が出るのには驚きました。長年少しずつ増やしていったパーツの一つ一つ

を説明するビルはまるで少年のようでした。 

 

～コンコード・七飯１５周年～ 

１０月６日、コンコード・七飯の姉妹都市提携 15

周年の記念式典がタウンハウスで厳かに行われ、コ

ンコード美術協会で記念の夕食会が催されました。

CCHS のメンバーはじめ関係者が多数参加され盛大

で楽しい歓談の場となりした。同席された以前七飯

町に国際交流員として来られていた方のご両親

は七飯滞在中の娘さんが七飯での生活を楽しみ、

人々の中で大きく成長されたと話しておられました。お嬢さんは現在札幌に

住んでおられるそうです。またコンコードの教育長のダイアナさんは２００

９年に CCHS 七飯訪問団の団長として随行して来られた時のことを語られ、

生徒達を温かく受け入れられた七飯の皆さんに大変感謝しておられました。

同席の方々は皆さん口々に１５年のこの交流の素晴らしさを語っておられ

たのが印象的でした。 

この会場の美術家協会の会員でもあるクリスはこの夕食会の段取りをオ

ーガナイズしており、何日も前からケータリングの業者選びからメニュー選

びなど仔細にわたり準備に関わってきました。夕食会の後、参加者がお帰り

になり、皆でテーブルやキッチンでの最終始末をやり終えた後、関係者の間

から“WE MADE IT！”と歓声があがりました。皆さんそれぞれにお忙しい日々

の中でこのイベントの準備に大きな力を注いでこられたに違いありません。

その声に思わず感激したのを覚えています。こういう方々たちの陰の力、支

えがあっての１５年であることを実感した一瞬でもありました。 

 

ビル、クリス、ダイアナ 
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～懐かしい再会～ 

 我が家にホームステイしてくださったジョン、グレン、

ダイアナさんと再会することができました。ジョンは今年

の４月にコンコード高校サイファイクラブ訪問団の一員

として来日。今はボストンの大學で寮生活。ちょうど試験

の最中でしたが急遽コンコードに帰りご両親と一緒に私

のホームステイ先に愛犬を連れて会いに来てくれました。

ご両親曰く少々引っ込み思案なジョン君ですが七飯での

経験、ホストファザーとのギターのセッションなどがとて

も楽しく、七飯の滞在は彼の一生の思い出になるで

しょうと言ってくださいました。グレンは２０１０

年の４月にカーライル高校ブラスバンドの一員とし

て来日。CCHS のカフェテリアでの“バーベキューパ

ーティ”に試験中にも関わらず駆けつけてくれまし

た。コネティカットの大學ではコンピューターサイエ

ンスと“サックス”を専攻しているとのこと。ホスト

ファザーと毎晩ギターを弾きながら歌ったこと、七飯で皆でカラオケに行

ったことなどが忘れられないとのこと。持参したその時の映像や写真を一

緒に懐かしく見ました。ダイアナは２００９年に訪問団のリーダーとして

来られました。事前にメールでお会いできることを確認はしていましたが

１５周年のレセプションでお会いできた時にはほんとうにうれしく、懐か

しい思いがしました。教育長という重要なお立場で、常にエネルギッシュ

で明るく、レセプションの時もいろいろな方々に紹介して下さりたくさん

の方とお話する機会を作ってくださいました。七飯の温泉に一緒に入り背

中を流し合ったことがいい思い出だとのこと。毎日でも入りたいとおっし

ゃっていました。今度またいらした時には雪渓を眺めながらの露天風呂に

ご案内することを約束。 

 

～研修を終えて～ 

ホストファミリーのビルとクリス、息子のカールと娘のタラ、再会するこ

とのできたダイアナ、ジョン、グレン、交流にかかわってくださったたくさ

んのコンコードの方々、そして細やかな配慮で献身的にサポートしてくださ

った現地の日本人の方々。１００００km ものかなたで出会うことのできた、

かけがえのない方々です。温かいおもてなしありがとうございました。多少

のトラブルにも見舞われた今回の旅でしたが、役場の方々の機転と采配、そ

グレンと 

ジョンとご両親 
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して素晴らしいメンバーの皆様のおかげで忘れることのできない楽しいも

のとなりました。皆様大変お世話になりました。 

幸運にも１５周年という記念すべき節目に立ち会わせていただき感謝い

たします。今後もコンコードの子供達のホームステイを通して「小さな交流」

を楽しませていただきたいと思います。 

ボ ス ト ン の 街 角 
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～七飯町海外派遣研修を体験して～ 

 

町民代表 松 本  貞 子 

 

 初めに、姉妹提携１５周年の記念の年にこのような貴重な体験の機会を頂

いた事に感謝いたします。 

我が家とコンコードカーライルハイスクールとの出会いは、２００４年の

バンドメンバーのホストファミリーになった時からですが、英会話の出来な

い私がコンコードに行ってホームスティをすることなど、考えたことも有り

ませんでしたし、私は絶対むりと思っていましたが、私が体験して今までや

って来た事が良かったのか？反省をしながら、今後のホストとして、プラス

に成る事を見つける事と日常の生活の違いを主婦目線で体験する事を目標

に参加させて戴きました。 

それでもやはり、不安が募るばかり、初めてのアメリカまでの長いフライ

ト、ホームスティ先の事や言葉の事など色々考えてしまいました。 

不安な気持ちを持ちながら、５回の事前研修会も終わり１０月４日出発の

日に成りました。長いフライトも眠る事ができシカゴに無事到着、入国手続

きは、長蛇の列にも係らず審査官が交代の時間なのか居なくなり、日本では、

考えられないと思いつつ何とか審査が終わりました。結局、乗継の便に間に

合わず、その日は、シカゴに宿泊、翌朝ニューヨーク経由でボストンに向う

事になりました。 

 昨日のハプニングも有りましたが、

無事ボストンに到着と思いきや、また

ちょっとしたハプニングが有りまし

た。でも、コンコードからのお迎えの

方々の顔を見たら何か、ホットしまし

た。 

 早速スクールバスでコンコードカ

ーライル高校（CCHS）へ向いました。

こちらは、もう紅葉が始まっていまし

た。七飯と同じ様な気温、気候と聞いて出掛けましたが、こちらの方が早い

んだ、と少しびっくりそして、少し寒いと思いました。（今年の七飯は、い

つもより暖かったですよね。） 

CCHS に近づくに従って今日からホームスティが始まると、考えだしたら、だ

んだんと緊張感がましてきました。夕刻それぞれのホストファミリーの元へ、

私は、２００９年に我が家にホームスティした事の在るディビット先生のお
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宅にお世話になりました。先生の所には、も

うすぐ、２歳なる娘さんがいらして（私にと

って、孫の様な存在です）、「こんにちは」、と

日本語で挨拶してくれました、とても、嬉し

かったです。先生と奥様との会話は、持参し

た電子辞書と先生のアイパットを駆使してな

んとかホームスティ６日間を過ごす事が出来

ました。 

先生のお宅は、ボストン市内で CCHS までは、高速道路で約２０分です。

ボストンの地下鉄駅レッドライン Davis 駅（ボストンは、地下鉄路線が４本

ありそれぞれオレンジ、レッド、グリーン、ブルーラインと呼んでいるよう

です。）まで、徒歩１５分位の所の住宅街でした。その地下鉄でボストンコ

モンへ、散策に連れて行って頂きました。（旅行に出ると、車の移動が多い

のですが先生のお蔭で地下鉄への乗車体験ができました。）公園内は、観光

客の方も沢山居ましたが、地元の方の家族連

れが沢山散策に来て子供達を遊ばせてました。

それと、公園内は、野生のリスが沢山居たこ

とに少しビックリしました。（とても、可愛か

ったですよ。） 

先生のお宅の近所の公園も行きましたが、

子供達を遊ばせに家族連れで来ているのを見

て、自分は、子供とこんなふうに、遊ぶ事が

出来たかな？（しなかったなぁ、と少し反

省・・・） 

 公園で、非常に良く目に付いた事は、公園の敷地内が子供たちが少しでも

ケガをしない様に弾力性が良い物を使っていた事です。（見晴公園遊具の所

は堅い地面のままですよね）・・ 

６日間の滞在中は、コンコードのみなさんにスケジュールを立てて戴き、

オーチャードハウス、世界最古の戦艦、農園、果樹園の見学、オルコット小

学校訪問、恒例の CCHS カフェテリアでのバーベキューパーティー、それと

今年は、姉妹都市提携１５周年と言うことで、記念式典、その後のレセプシ

ョンと、盛り沢山のスケジュールを作って戴きました。レセプションには、

コンコード在住の日本人の方々も多数出席して戴きました。（私の思ってい

た以上に日本人の方が生活して居る事に驚きました。） 

オーチャ－ドハウスでは、館長のジャンさんが、ルイザ・メイ・オルコッ

トに扮し一人芝居を演じて下さいました。それを見て、日本に帰ったら改め

ボストンコモンにて 

近所の公園にて 
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て「若草物語」をじっくり読んで見たいと思いました。 

 USS コンスティチューション号（世界最古の戦艦）見学の後この１０月か

ら、交流員なるニックさんの配慮でボス

トン港でクルージングをすることが出

来ました。七飯に住んでいると、船に乗

る機会が少ないのでボストンの街並み

を見ながら楽しい時間を過ごさせて戴

きました。その後ハーバード大学、大学

生協を回り、私は、ディビット先生に迎

えに来てもらい皆さんと別れました。皆

さんと別れた後、先生が会わせたい人が

いると言い、誰かな？・・・するとミランダ

（現在ハーバード大学在学中、２００９年我

家にホームスティ）と再会出来ました。彼女が自分の大学を見てほしいと言

うので図書館、カフェテリア等を見せて貰いました。どれも歴史を感じ感動

しました（主人にも見せたいなと思いました）。試験期間中と言う事で校内

を見た後、直ぐにミランダは、戻る事になり､私は、涙がポロリ・・・（試験

期間中にも係らず、会いに来てくれた事がとても、嬉しく思いました。） 

 オルコット小学校では、体育館で記念品と歌の交換会（私たちは、森の熊

さん、千の風を）のあと教室で授業参観をさせて戴きました。教室は、子供

達が自然に覚える事が出来るような工夫が随所に見られました。それと、藤

城小学校と交流があるそうで、廊下に藤城小の子供達の写真や手紙が掲示し

てありました。私は、交流が有る事を知りませんでした。この子供達が中学、

高校生になった時交流研修派遣員になって訪問してほしいな、そうしたら、

今まで以上に交流が続きその大切さを知ったり、感じてくれるのでは、と思

いました。 

 ６日間のスケジュールの合間に私は、ロビンさん、ジュンコさん、ホーム

パーティーの会場のナンシーさんの３軒のお宅お訪問する事が出来、興味

（憧れ）があったキッチンを図々しく見せていただきました。どのお宅も広

いキッチン、大きいオーブン、冷蔵庫、食洗機、それと、ワインセラー、私

の憧れ其の物って言うキッチンでした。あと地元のスーパーにも、連れて行

って戴ました。スーパーに置いて有る物に何か食生活の違いを感じて帰って

きました。 

コンコードを帰る日は、朝早かったにも拘らず大勢の方が見送りに来て下

さいました、この６日間は、盛り沢山のスケジュールを準備して、朝早くか

ら夕刻、ある時は、夜遅くまで、私達のお世話をして戴き、コンコードの皆

オルコット小学校掲示
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さんには、感謝の気持ちで一杯です。この気持ちを伝え無いまま帰ってきた

気がします。そして今まで何度かホストをして来ましたが、ホームスティを

引受しているだけで、交流に参加している気に成って居ましたが、コンコー

ドの皆さんに接してきて、今まで以上にお手伝いしければと思いました。（し

かし、その前に英会話の勉強しなくては、いけませんね） 

 今回のお世話になった感謝の気持ちは、次回コンコードの皆さんが七飯に

来町した際にお返ししたいと思います。そして皆さんとまた、会える事を楽

しみに待って居たいと思います。 

そして今回ご一緒した皆さんお世話になりました。感謝いたします。 

最後に本当に貴重な体験をさせて戴き有り難うございました。 
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～コンコードとの交流を終えて～ 

 

七飯町会計課長 星 村  明 輝 

 

コンコード町への海外交流研修は今年度で１７回目を迎え、１０月４日か

ら１５日までの１２日間、町内の学校より中学生５名、高校生３名、引率教

員１名、一般町民３名、町職員１名の総勢１３名で訪問してまいりました。 

また今年は、姉妹都市提携の調印を交わしてから１５周年を迎えるにあた

って、町長・町議会議長はじめ議会議員３名、職員２名の１５周年記念訪問

団と一部行程を同じくし、総勢２０名で記念式典に臨みました。 

 訪問団は４回にわたる事前研修で七飯町の歴史や産業、今年７月にラムサ

ール条約登録湿地となった大沼湖を中心とする恵まれた自然環境、コンコー

ド町と七飯町のこれまでの交流の歴史などを学びました。 

これらを通して郷土七飯町のすばらしさや、コンコードの人々のこの交流

に対する深い思いを認識し、自信を胸にコンコード町に向け函館空港を出発

しました。 

順調に成田空港を経て、現地時間の午後４時に経由地であるシカゴ空港に

到着しました。ここで、最初の難関である入国審査を受け、午後５時４０分

のボストン行きへの便に乗り換える予定でしたが、この審査で予期せぬ出来

事がおこりました。３００人ほどの審査を待つ旅行者に対し、対応する審査

官は２・３人しか居らず、私たち一行は通過に３時間もかかってしまったの

です。もちろんボストン行の飛行機は飛び立ってしまい、図らずもシカゴで

宿泊するしか為す術がありませんでした。急遽宿と航空便の手配をし、シカ

ゴ空港からほど近くの宿に着いたのは午後１１時を過ぎてしまいましたが、

中高生も長旅で疲れているにも関わらずよく頑張ってくれました。私の役割

の一つは子供たちを無事に帰国させる事であり、一連の出来事の知らせが七

飯のご家族に届く時には、とても心配さ

れるのではないかと初日から身が引き

締まる思いでした。 

翌日もボストンへの直行便がなく、ニ

ューヨーク経由でしかも午前６時発で

したので、寝たか寝ないか判らないうち

に、早朝のシカゴを後にしました。 

到着したニューヨーク・ラガーディア

空港からボストンに向かう便も、空席が

少ないため２班に分乗する方法しかあ

歓迎して下さった CCNN の皆さ

んと 
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りませんでした。 

めまぐるしい思いをして、やっとボストン空港に到着したのは、予定より

１日遅れた午前１１時頃だったでしょうか、それにも拘らず空港でCCNNのト

ムさんやジュンコさんをはじめコンコードの皆さんの歓迎を受けた時には、

長旅の疲れも癒されるくらい嬉しい思いでした。 

その後、スクールバスでコンコード

カーライル高校に向かい、図書館でバ

ダラメント校長より歓迎のご挨拶を

頂き、心のこもった手作りのケーキを

頂きながら歓談させて頂きました。コ

ンコード町には半日遅れで到着した

ためタウンハウス表敬訪問は叶いま

せんでしたが、南北戦争の発端の地で

あるオールドノースブリッジを訪ね

訪問団全員で記念写真を撮る事が出

来ました。 

夕刻になりホストファミリーとの対面式がありましたが、にこやかに声を

かけて頂きましたので、私たちはとても安心したのを憶えています。 

私のホームステイ先は交流当初から長年受け入れて下さっているジャッ

クさんと奥さんのナンシーさんでした。事前のメール交換で親切な方だと知

っていましたが、本当に家族の一員として歓迎して下さいました。毎年日本

から来る七飯町民との交流を楽しみにし、しっかり準備をして待っていてく

れたのがとても良く判りました。幸いにも私と同じホームステイ先の方が、

コンコードとの親交の深い山川さんであったため、会話がはずみ交流がいっ

そう充実したものとなりました。その夜は近所でホームパーティーが開かれ

るという事で、ジャックさんとナンシーさんに連れられ、向かったお宅でも

温かい歓迎を受けました。ジャックさんからご近所の方々に私達を次々と紹

介頂き、握手をし、片言で会話する事が出来、初日から多くのコンコードの

方々との交流に感激しました。コンコードで

はこのように近所の人たちが定期的に家庭を

訪問し合い、お互いの親交を深めているそう

です。 

翌日も晴天に恵まれ、ジャックさんと近所の

散策に出かけました。徒歩で１０分ほどにあっ

た湖沼は紅葉真っ盛りで、まるで秋の大沼の湖

畔を散歩する様なすがすがしい気分にさせられ ホストファミリーと 

オールドノースブリッジにて 
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ました。ジャックさんはコンピュータ関連の研究をされた方で、日本語で翻

訳された著書も多くあり見せて頂きましたが、その中に私が以前函館の図書

館で手に取った本もあり、ジャックさんの教養の高さにたいへん驚きました。 

その後、同じくホームステイ受け入れのクラッツリーさん宅で昼食を頂き、

その後近くの森やコンコード川の川辺を散歩する機会もありました。黄色の

落ち葉をサクサクと踏みしめ、秋真っ盛りのコンコードの町を歩いていると、

いたる所にカエデ等の大木があり、管理された芝生の中にたたずむ民家が自

然とうまくマッチングしている様は、端正でうらやましい限りの環境でした。 

「若草物語」の舞台となったオーチャード・ハウスを見学をさせていただ

いた時には、館長のジャン・ターンクイストさんと通訳のミルズ喜久

子さんの歓迎を受けました。喜久子さんはここで日本人観光客のため

の通訳やガイドをするなどで活躍され、とてもやさしい人柄でした。

オーチャード・ハウスの訪問客のなかで、アメリカ人の次に多いのは日本人

だそうです。お二人は１１月に日本での「若草物語と青い目の人形」の演劇

を開催する予定になっており、七飯町の方々と交流出来る機会に恵まれた事

にとても感激されておりました。 

今回の訪問団の大きな目標である姉妹都市提携１５周年記念式典は、コン

コード町タウンハウスを会場に、総勢２０名で参加しました。七飯町長とコ

ンコード行政委員会カーミン・C・リース議長との間で姉妹都市再盟約書に

サインを交わし、これまでの交流を通じた友好親善が、両町のみならず両国

の相互理解に寄与してきたことから、これからも末長い交流を継続する事を、

１００名を超える参加者と共に祝いました。 

翌日は中高生と別れて、マサチューセッツ州の酪農業の最先端技術が学べ

るグレート・ブルック農場を訪問させて頂きました。ここでは、完全機械化

された搾乳機に乳牛が自分の意思で向かっていました。農場主から、「牛が

ストレスを感じない搾乳方法は最高品質のミルクを作るのに欠かせない」と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 グレート・ブルック農場 
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説明を受けました。この農場では、牛１頭一日当たり約４０リットルのミル

クを生産し、糞尿から年間２０トンの肥料が生まれ、一部はトウモロコシ畑

等に施肥され、他は堆肥化されて販売していました。更にすばらしい事に、

排水に対しては各農場が環境に責任を持つ最善な方法で処理されているそ

うです。何が良いミルクを作るかを主眼にし、排泄物も無駄にせず、環境に

も配慮したアメリカらしい合理的に構築された循環型システムに感心しま

した。 

 次の日は再度中高生と合流し、オルコット小学校を訪問しました。約４０

０人の児童は「さくらさくら」を歌い歓迎してくれ、お礼に私たちは事前に

猛練習した「森の熊さん」や「千の風になって」を振付を交えて合唱しまし

た。オルコット小学校は七飯町の藤城小学校と６年前から親交が始まり、校

内には日本の震災復興を願って小学生が作った千羽鶴やメッセージなどが

飾ってあり、コンコード町と七飯町との交流が教育的にも広がっているのを

感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンコードに滞在している間に、言葉は通じなくても気持ちが通じ合う場

面が多くあり、文化・生活習慣の垣根を超え、これまでの交流がしっかりと

根付き、その輪が確実に広がってきているのを感じました。今回派遣された

中高生の皆さんは英語を話す楽しさや、その事による可能性を感じ取った事

と思います。このような機会を頂いた感謝の気持ちを忘れずに、是非、この

経験を生かし今後の国際交流の場で活躍してほしいと思います。 

終わりに、心温まる受入れをして下さったCCNNはじめコンコード町の皆様

に感謝すると共に、この度の訪問にあたり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、参加者の保護者の皆様に厚くお礼申し

あげます。 

オルコット小学校での交流 
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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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函館新聞 平成２４年９月３０日 
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北海道新聞 平成２４年１０月２日 
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函館新聞 平成２４年１０月２０日 
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北海道新聞 平成２４年１０月３１日 
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読売新聞 平成２４年１１月２日 
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北海道新聞 平成２４年１１月６日 
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函館新聞 平成２４年１１月６日 
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北海道新聞 平成２５年１月２７日 
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函館新聞 平成２５年１月２７日 
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七飯町・コンコード町姉妹都市提携 15 周年記念事業（Nanae-Concord15th Anniversary） 

 

 

若草物語と青い目の人形 

～Little Women and Blue-eyed Dolls～ 

 
 

 

オーチャードハウス館長 ジャン・ターンクイスト（ルイザ・メイ・オルコット役） 

通訳 ミルズ喜久子 

 

 

                                                                 オーチャードハウス  

    

  

平成 24 年 11 月 3 日（土）   七飯町文化センタースターホール 

 

七 飯 町 
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若草物語とオーチャードハウス 
「若草物語」の舞台、オーチャードハウスの館長、ジャン・ターンクイストさんが来町し、演劇を見

せていただくことになりました。姉妹都市コンコードは、アメリカ文学界を代表する人物が数多く集

まり住んだ町として有名で、そのなかの作品のひとつである「若草物語」の作者「ルイザ・メイ・オ

ルコット」が実際に住んでいた家が「オーチャードハウス」です。ジャン・ターンクイストさんは、

「ルイザ・メイ・オルコット」に扮し演劇を行っておられる方で、世界中から観光客が訪れる場所と

なっており、現在の天皇皇后両陛下も訪れたことのある有名な場所です。 

 

青い目の人形とは 
１９２７年に日米の対立を懸念し、その緊張を和らげようとアメリカから、日本郵

船の天洋丸で全国の小学校や幼稚園に１２，７３９体の人形が送られましたが、太

平洋戦争中に敵性人形としてその多くが焼却処分されてしまいました。しかし、処

分を忍びなく思った人々が人形を隠し、戦後に学校などで発見されました。現存す

る人形は３２３体にすぎず、日米親善と平和を語る資料として大切に保管されてい

ます。その人形にはそれぞれ名前が付けられていましたが、せたな町の太櫓小学校

に保管されていた人形の名前

が、偶然にもコンコード出身の

ルイザ・メイ・オルコットであり、このたび、

その貴重な人形をせたな町からお借りしまし

たので、この機会にぜひご覧になって下さい。 

 

若草物語  Little Women  
１９世紀の半ば、アメリカで南北戦争が起きた頃、戦地に牧師として赴いたマーチ氏、その留守を預

かるマーチ夫人と彼らの娘たち、４姉妹のお話です。４姉妹は、美しく聡明な長女メグ、おてんばで、

父の留守中、一家の男役としてみんなの支えになろうとする空想好きな次女ジョー、内気でとても優

しい「家族の天使」と呼ばれている三女のベス、愛らしく夢見がち、ちょっとおませな四女のエイミ

ーです。「お母さま」と４姉妹に慕われるマーチ夫人は、娘たちに、人に優しく親切にすることを教

えます。「若草物語」の中にこんな場面があります。クリスマスの朝、４姉妹たちが、楽しみにして

いたクリスマスの朝食を、食べようとしていると、お母さまが、近所に住む、とても貧しく、その家

のお母さんは、病気で、家の中には、薪木、食べ物もない家から帰ってきました。そして、娘たちに、

自分たちのクリスマスの特別な朝食を、近所のとても貧しい家族に、あげることを提案しました。そ

して、娘たちは、それに同意し、自ら、食事や薪木を持って行って、近所の寒くて凍えそうで、空腹

な子供たちの面倒をみました。そして、それは、４姉妹にとって、とても楽しい一時となったのです。

「クリスマスの朝食を人にあげ、自分たちは、ミルクとパンで我慢したこの４姉妹ほど、楽しい思い

をした人は、町中誰もいなかったでしょう。」と書かれています。また、戦地にいるマーチ氏は、４

姉妹に手紙をおくります。そこには、娘たちに、勇敢に、心の中の敵と戦い己自身に打ち勝って、父

と再開するときには、父が、誇り高く思える様な愛するべき小さなレディになって欲しいと書かれて

いました。この様な両親に、見守られ、貧しいけれど、仲睦まじく幸せに暮らす４姉妹が、様々な困

難にあいながらも、個性を輝かせ、大人の女性に成長して行く様子を書いた自伝的小説が、「若草物

語」です。  
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プロフィール 
 

ジャン・ターンクイスト さん 

ジャン・ターンクイストさんは、１９９９年よりオーチャー

ドハウス（ルイザ・メイ・オルコット記念館）の館長として働

いています。４０人のスタッフと多くのボランティアをまとめ

て、記念館を運営しています。それ以前は、インター・アクト・

パフォーマンスという団体を設立し、管理、運営してきました。

インター・アクト・パフォーマンスは、歴史上の人物となり、

教育、ビジネス、個人の向上を図るためのセミナーやプレゼン

テーションを行う団体です。教育者、女優、そして歴史家とし

て仕事をしているジャンさんはウィスコンシン大学で、英文学

と比較文学を専攻し、また、教員免許も取得し、卒業しました。 

ジャンさんは、ルイザ・メイ・オルコットに扮して、アメリ

カやイギリスのテレビに出演したのみでなく、アメリカ全土を

はじめ諸外国で、歴史上人物になり、一人芝居の講演をしてき

ました。児童から、学者、アメリカ大統領夫人、６歳から１０６歳にいたるまで、幅広い人々の前で、

講演をしています。オーチャードハウスが、ルイザ・メイ・オルコット記念館となって１００年たち、

１００年祭を迎えた今年、ジャンさんは、新たに、また１００年、オーチャードハウスを保存し、ま

た、多くの人々の教育の場となるようにしていこうという強い信念のもと、持ち前のオルコット精神

で、みんなのリーダーとして、一人でも多くの人にオルコットの事をしってもらいたく、日々働いて

います。 

 

ミルズ喜久子 さん 

ミルズ喜久子さんは、愛知県の漁師町で生まれ育ちました。同志社

女子大学で比較言語学を専攻、教員免許をとりました。結婚前は、地

元で言語を教えていました。結婚後、渡米。そして、愛読書「若草物

語」が書かれた家、オーチャードハウス、ルイザ・メイ・オルコット

記念館を訪問しました。 

初めてオーチャードハウスを訪問した時、ここで働き、自分の尊敬

するオルコットのことを学びたいと思いました。そんな時、１９８７

年、オーチャードハウスで、現在の天皇皇后両陛下にお会いし、皇后

陛下から勇気をいただきました。  

オーチャードハウスで働いて、「日本の若草物語」の読者のみなさ

ん、そして、オーチャードハウスへの日本からの訪問者の方々の架け

橋となりたいと思いました。それ以降、スタッフとして、出産後は子

ども達と一緒にボランティアとして、愛国者のパレードにはじまり、クリスマスプログラム等の特別

なプログラムを学んでいます。これから１００年、オーチャードハウスを保存し、一人でも多くの人

にオルコットの精神を伝えて行きたいと思っています。 
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七飯町とコンコード町の交流 

国際交流に対する住民意識の高まりと共に、継続的な外

国との交流先を求める声が出てきました。これに呼応する

かたちで北海道にその交際相手を依頼していたところ、平

成４年１２月北海道と姉妹州にあったアメリカ・マサチュ

ーセッツ州のコンコードを紹介されました。コンコードは、

ミニットマン（農民兵）と英国軍との最初の衝突が起きた

アメリカ独立戦争勃発の地として有名です。また、多くの

文学者が住んでいた町として知られ、この町が舞台となっ

た「若草物語」のルイザ・メイ・オルコット、「超越主義」

のラルフ・エマーソン、「ウォールデン～森の生活」のヘンリー・ソロー等が住み、これら著名人の

足音を残す施設が多くあります。交流を進めるにあたり、七飯町はコンコードの町について検討を重

ねたところ、北緯４２度線上に位置し気候が似ている、都市郊外にあること、湖を観光地に持ち人口

規模なども大差のないことなど共通点が数多くありました。文教都市であるボストンに近いこともあ

って教育に関心が高いのも特徴であるなどの理由から、訪問を決定しました。平成５年１０月１９日

に北海道初のマサチューセッツ州姉妹市町村交流訪問団の一員として、七飯町から１２名の訪問団が

コンコードへ訪問し、交流についての相互の意思を確認し、その後、平成９年１１月に正式に姉妹都

市として提携しました。以後、小学生同士の文通や、七飯町から中高生と町民代表ら１３～１４人が

毎年コンコードを訪問し、ホームステイをしながら交流を深めております。コンコードからも、コン

コードカーライル高校コンサートバンドのメンバー約１００人が、これまで４回、七飯町を訪れ、地

元の高校生らとともに合同演奏会を開催するなど、交流を深めています。今年は姉妹都市提携１５周

年にあたり、七飯町長はじめ７名の訪問団と毎年の中高生派遣を合わせて２０名で、コンコードを訪

問、１５周年記念式典に出席し、今後も友好交流を続けて行くという事で再盟約書を交わしたところ

であります。この記念の年に、七飯町がジャンさんをお招きし、地元の小学生らに若草物語を披露し

ていただきたいと連絡をとったところ、快くお引受けくださり、今回の公演となりました。 
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         姉妹都市提携 15 周年記念事業  

    若草物語と青い目の人形    

 

平成 24（ 2012）年 11 月 3 日午前 11 時  

七飯町文化センタースターホール      
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 平成 24（ 2012）年 11 月 5 日午前 10 時 40 分  

  大沼小学校体育館  
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平成 24（ 2012）年 11 月 5 日午後 1 時 30 分  

 大中山小学校体育館  
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平成 24（ 2012）年 11 月 6 日午後 1 時 30 分  

 七重小学校体育館  

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 



平成２５年２月発行 

編集・発行 七飯町総務課交流推進係 

      〒041－1192 北海道亀田郡七飯町本町６丁目１－１ 

      TEL ０１３８－６５－５７９１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１2(平成２4)年度 七飯町海外交流研修報告書 

アメリカマサチューセッツ州コンコード町姉妹都市交流事業 
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