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七飯町海外交流研修報告書発行にあたって 

 

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今年で１７年を迎えました。 

そして、この海外交流研修は今年度で２０回目を迎え、

１０月２８日から１１月７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２名、役場職員２名、大沼国際交流協会職員

１名）で訪問してまいりました。 

現地では、全員がホームステイ体験をさせていただき、

米国の文化や習慣を学びながら七飯町の魅力を紹介してい

ただくなど、姉妹都市交流の目的を十二分に達成してまい

りました。 

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、また今年度はアメリカの一大イベントのひとつであるハ

ロウィンの時期であったことから、中高生においては仮装してパーティーに参加、

また、魔女の街として有名なセーラム市を案内していただく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。 

一般町民代表の参加につきましては、国際交流事業を七飯町の産業振興に役立て

たいという想いから、本年度は企業の後継者を対象に参加を募り、若手後継者の育

成を図るため米国の経営事情や日本との類似点、違いなど直接企業と意見交換をし、

学んでもらうことを主眼に実施しました。 

引率教員におかれましても、現地の小学校にて、書道で漢字を教えるなど積極的

に交流していただきました。 

１９９８年からは、コンコードより国際交流員を招へいし、現在、第１０代目に

なりますクリス・ハウエルさんも一般町民を対象に英会話講座の講師や町内の保育

所での交流、また、両町の懸け橋となり精力的に業務に取り組んでおり、これから

も両町の交流の輪をさらに広げてくれるものと思っております。 

 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校、地域、家庭の皆様、そして、心温まる受入をして下

さったコンコード町の皆様方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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引率職員 

交流推進係 

木村 絵美 

 

町民代表 

篠田 辰則 

 

引率教員 

藤城小学校 

清野 雅之 

 

引率職員 

学校教育課長

松本 亨 

町民代表 

三上 隆広 

大沼国際交

流協会職員 

高井 雅俊 

 

七飯高校 

２年 

八木澤 歩 

七飯中学校 

２年 

田中 駿平 

七飯高校 

２年 

田辺 笑莉 

大沼中学校 

２年 

池田 慈英 

 

大中山中学校 

２年 

冨原 菜摘 

七飯中学校 

２年 

福井 翔音 

七飯高校 

２年 

坂本 風歌 

大中山中学校 

２年 

河村 沙彩 
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地          図 

【アメリカ合衆国】 

 

 

【マサチューセッツ州拡大】 
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月　　日 地　　　名 時刻 交通機関 行　　　　　程 食　　事

1 10月28日 函館空港 8:30 各自 函館空港出発ﾛﾋﾞｰ集合

（火） 函館空港発 9:55 国内線にて羽田へ

羽田空港着 11:25

羽田→成田 リムジンバス 昼：各自

成田市空港着 13:20 夕：機内食

空港内で昼食 朝：機内食

成田空港発 18:20 JAL-008【ボストン直行便】 昼：機内食

【日付変更線通過】

ボストン着 17:50 スクールバス 着後コンコードへ

コンコード 各家庭へ 　　　　　　　　［コンコード泊］

2 10月29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

3 10月30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

4 10月31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

5 11月1日 コンコード滞在 コンコード町内において交流 朝：家庭

（土） 　　　　　　　　［ホームステイ］ 昼：家庭

　　　　　　　　［コンコード泊］ 夕：家庭

6 11月2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：家庭

　　　　　　　　［コンコード泊］ 夕：家庭

7 11月3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

8 11月4日 CCHS集合 7:00 CCHS集合 朝：家庭

（火） コンコード発 7:15 貸切バス コンコード出発

ボストン着 ボストン市内視察 昼：レストラン

ホテル着 夕方 ［ボストン泊］ 夕：ホテル等

9 11月5日 ホテル発 9:00 貸切バス 空港へ 朝：ホテル等

（水） ボストン発 11:50 JAL-007【成田直行便】 ボストン出発 昼：各自

成田空港へ 夕：機内食

【機中泊】

10 11月6日 成田空港着 15:35 入国審査 朝：機内食

（木） 成田ホテル着 17:00 昼：機内食

【成田市泊】 夕：ホテル

11 11月7日 ホテル発 8:30 朝：ホテル

（金） 成田→羽田 リムジンバス 昼：各自

羽田空港着 10:00

羽田空港発 13:00 JAL-1165

函館空港着 14:20 現地解散

平成２６年度　七　飯　町　海　外　交　流　研　修　旅　程

コンコード滞在中は、コンコード
で行程を考えます。中高生はＣＣ
ＨS（コンコードカーライル高
校）での授業に参加し交流を深め
ます。町民代表の方については、
それぞれの職業等に応じた研修内
容が予定に組まれます。宿泊は全
員ホームステイとなります。



～ホームステイ先一覧～ 
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派遣者名 ホストファミリー 住所 

池田 慈英 
サン家 
Kevin Sun（17 歳） 
父、母、妹 

449 Strawberry Hill Rd, Concord, 
MA 01742 

田中 駿平 
キンボール家 
Bradley Kimball（18 歳） 
父、母 

211 Munroe Hill Road, Carlisle, 
MA 01741 

河村 沙彩 
福井 翔音 

カーター家 
Jake Carter（15 歳） 
父、母、兄 

166 Harrington Ave, Concord, 
MA 01742 

冨原 菜摘 
ファインバーグ家 
Max Fineberg（15 歳） 
父、母、妹 

60 Crescent Rd, Concord, MA 
01742 

坂本 風歌 
シューバート家 
Kathryn Schubert（16 歳） 
父、母、姉 

199 Oak Hill Circle, Concord, MA 
01742 

田辺 笑莉 
ゴーディー家 
Claire Gordy（16 歳） 
父、母、妹、弟 

1479 Main St, Concord, MA 
01742 

八木澤 歩  
カー家 
Sofia Karr（15 歳） 
父、母、兄 

308 Oak Hill Cir, Concord, MA 
01742 

清野 雅之 
ジョイス家 
Bill & Kris Joyce 

646 Main Street, Concord, MA 
01742 

篠田 辰則 
クラッツリー家 
John & Holly Cratsley 

10 Edmonds Road, Concord, MA 
01742 

三上 隆広 
高井 雅俊 

ネビソン・マクジェネット家 
Jack Nevison & Nancy 
McJennett 

500 Thoreau Street, Concord, MA 
01742 

松本 亨 
ウィルバー家 
Win Wilbur 

95 Revolutionary Road, Concord, 
MA 01742 

木村 絵美 
カーティン家 
Tom & Susan Curtin 

169 Holdenwood Road, 
Concord, MA 01742 
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　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、研修の成果を事後報告会にて報告しました。

第１回研修会 ８月２０日（水） ・派遣者自己紹介

及び説明会 18:30～20:00 ・事業の概要等の説明

・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 ９月２０日（土） ・コンコードの概要

9:00～12:00 （講師：交流推進係長）

・七飯の歴史について

（講師：文化財係長）

第３回研修会 １０月４日（土） ・英会話

9:00～12:00 （講師：七飯町外国語指導助手）

・その他

第４回研修会 １０月１８日（土） ・アメリカの生活について

9:00～12:00 ・ホームステイ先について

・英会話

（講師：七飯町外国語指導助手、国際

　　　　交流員）

壮行式及び １０月２３日（木） ・壮行式

説明会 16:30～17:00 ・英会話（入国審査等）

17:10～18:00 （講師：七飯町外国語指導助手、国際

　　　　交流員）

・旅程等の最終確認

・質疑応答

事後報告会 平成２７年 ・七飯高校生による報告

２月２日（月） ・事前、事後の心境

18:30～19:30 ・ホームステイ体験報告等

内　　　容

事　前　研　修　実　施　表　

七飯町役場

日　　　　時 場　　　所

七飯町文化センター

七飯町役場

七飯町役場

２０２会議室

スペース２０１

七飯町文化センター

スペース２０１

１０１会議室

２０２会議室

七飯町役場



～写真で見る交流の様子～ 
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【第１回事前研修～町長から挨拶】 

 

【第１回事前研修～自己紹介】 

 

 

  

【第 2 回事前研修～過去の交流の様子を写真で

見ました】 

 

【第 2 回事前研修～七飯の歴史を学びました】 

  
【第 3 回事前研修～英語で自己紹介の練習をし

ました】 

【第 3 回事前研修～ALT のマクレーンさんから

コンコードの歴史を習いました】 

  

 

  



～写真で見る交流の様子～ 
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【第 4 回事前研修～ホームステイ先に英語でメ

ールを書きました】 

 

【第 4 回事前研修～新国際交流員のクリスさん

と英会話練習】 

  

【第 5 回事前研修～入国審査の練習を実践形式で】 

 

 

  

【壮行式～派遣者が決意表明をしました】 【壮行式～町長からファミリーへのお土産をも

らいました】 

  

 

  



～写真で見る交流の様子～ 
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【壮行式～七飯町役場にて】 

 

 

【出発式～函館空港屋上にて】 



～写真で見る交流の様子～ 
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【成田空港～出発ゲート前で】 

 

 

【成田空港～これから乗る飛行機と】 

 

  

【機内にて～機内食は軽食も含めて３回ほど出

ました】 

 

【空港からコンコードへ～スクールバスで移動

しました】 

  

【コンコード到着～美術協会で開かれた歓迎会

でファミリーと対面しました】 

【歓迎会～セレクトマンの議長が歓迎の挨拶を

してくれました】 

  



～写真で見る交流の様子～ 
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【歓迎会～料理を食べながら歓談しました】 

 

 

【ミニットマン国立歴史公園～ミニットマン像

の前で】 

  

【CCHS ラジオ局～校内には生徒が運営するラ

ジオ局があります】 

 

【生放送に挑戦～ネッド先生やラジオ局担当の

生徒たちに教えてもらいながら出演】 

  
【コンコード公共図書館～外観も館内もとても

きれいです】 

【CCHS の歓迎昼食会～バダラメント校長から

お土産をいただきました】 

 



～写真で見る交流の様子～ 
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【サイファイクラブ歓迎会～ピザを食べながら

一緒にアニメを観ました】 

 

【コンコードカーライル高校～現校舎の裏手に

来春完成予定の新校舎が見えます】 

  

【コンコード美術館～「眠り」についての特別

展示を見学しました】 

 

【CCHS 図書館～朝の集合場所だった図書館に

はジグソーパズルなんかもありました】 

  

【セーラム市ツアー～ガイドさんの案内を受け

ながら市内を散策しました】 

【魔女博物館～中には入りませんでしたがガイ

ドさんも一緒に記念撮影】 



～写真で見る交流の様子～ 
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【貿易船フレンドシップ号見学～船内も当時の

ように再現されていました】 

 

【埠頭近くの公園にて～七面鳥とハムのサンド

イッチでピクニック風の昼食】 

 

  

【高校の正面入り口にて～ハロウィンの朝】 【オーチャードハウス～館長のジャンさんによ

る一人芝居で若草物語を少し学びました】 

 

  

【オーチャードハウス～ジャンさんを囲んで】 【コンコード中心地区散策～かわいい小さな

お店が軒を連ねます】 



～写真で見る交流の様子～ 
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【高校カフェテリアのキッチン～温かいスープ

やピザなど食べたい物を自分たちで選んで取り

ます】 

【広いカフェテリア～この日はハロウィンで特

別にポップコーンもありました】 

  

【CCHS テレビ局～他の留学生と一緒に撮影し

た番組はローカル放送されるそうです】 

 

【美術教室にて～陶芸の授業で実際に作らせて

もらいました】 

  

【サッカー部～放課後にサッカー部の練習に参

加させてもらいました】 

【キンボールさんの家にて～全部のファミリー

が集まりパーティーを開いてくれました】 



～写真で見る交流の様子～ 
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【いか踊り～パーティーの最後は恒例のいか踊

りで盛り上がりました】 

 

【カーグラさん宅にて～元国際交流員のボビー

さん（右）と CCHS 卒業生のギャビーさん（左）】 

 

  

【ハーバード大学見学～ジョン・ハーバード像の

前で】 

 

【ハーバード大学近くのパン屋さん～とても寒

い朝だったので温かい飲み物で一休み】 

  

【卸し売りの店コストコ～お土産をたくさん買

いました】 

【町内のレストランで最後の夕食会～松本課長

が代表してお礼の挨拶をしました】 

 



～写真で見る交流の様子～ 
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【出発の朝～ファミリーとの別れは辛かったです】 

 

 

  

【コンコード出発～最後までみんな手を振りま

した】 

 

【ボストン市内観光～コープリースクエア】 

  
【ボストン市内観光～ニューベリー通り】 【ダックボートに乗り込む～ビニールに覆われ

たボートの中は意外と暖かかったです】 



～写真で見る交流の様子～ 
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【ダックボートツアー～操縦に挑戦するとガイ

ドさんがお土産にシールをくれます】 

 

【展望台スカイウォークにて～１セント硬貨に

印字して記念硬貨を作る機械】 

  
【フェンウェイパーク球場～シーズンオフでし

たが球場の周りやお土産屋などを見学】 

 

【ボストン最後の夕食～アメリカの中華料理を

食べました】 

  
【帰りの機内にて～バニラアイスが出ました】 【成田空港到着～お土産もたくさん持って無事

に日本に着きました】 



～写真で見る交流の様子～ 
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「貴重な経験～コンコードを訪ねて」 

 
七飯中学校２年 田中 駿平  

 
 僕は、海外研修に参加させていただき、他では決して得ることが出来な

い貴重な１１日間を体験させていただきました。  
 
 １日目は函館空港→羽田空港→成田空港と日本で３つの空港を経由し、

ボストンのローガン空港へと無事に着くことが出来ました。あまり顔には

ださないようにしていたけど、すごく不安で、ちゃんとやっていけるかと

いうことばかり頭をよぎっていました。言葉が通じるかどうか、ホストフ

ァミリーに受け入れてもらえるか、ちゃんとコミュニケーションがとれる

か、考えれば考えるほど不安でした。でも、成田を出発し、日本を出たと

実感すると、せっかく、こんな体験ができるんだから、楽しもうと気持ち

を切り替えました。  
  入国審査を無事に終え、アメリカに入国することができました。バスで

移動し、対面歓迎式に参加し、ホストファミリーと会うことが出来ました。

家族全員で迎えに来てくれていて、とてもうれしかったです。  
 
２日目  
  朝、６時に起床し、ホストマザーに学校まで送ってもらいました。ブラ

ットと一緒にカーライル高校の授業に参加しました。物理と技術と歴史の

授業でした。３時間とも、あたりまえだけど、全部英語で、何を言ってい

るか全くわかりませんでした。終わった後は、ラジオに出演しました。こ

れも日本ではなかなか体験できない貴重なものとなりました。その後、校

内を見学して家に帰り

ました。  
 
３日目  
  派遣団のみんなとセ

ーラムの街に行き、観光

をしました。魔女裁判で

有名な街で、歴史を感じ

る場所がたくさんあり

ました。外国の町並みも

お店の様子も観る物全てがアメリカだと感じ、楽し
フレンドシップ号 
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かったです。フレンドシップ号も見学しました。昼食や買い物をし帰りま

した。  
 
４日目  
  オーチャードハウスを見学し、「若草物語」の世界を体験しました。そ

の後、高校へ戻り、昼食後、ＣＣＴＶというテレビ番組に出演しました。

インタビューを受けたり、留学生と交流しました。その後、篠田さんと僕

の２人で、カーライル高校のサッカー部の練習に参加させてもらいました。

事前研修の時に、誘ってもらっていたので、すごく楽しみにしていました。

最後に、ユニフォームをプレゼントされてビックリしました。とってもう

れしかったです。ホストマザーがグラウンドに迎えにきてくれていて、家

に帰り、ハロウィンパーティに参加しました。僕は、日本からピカチュウ

の着ぐるみを準備してきていて、とても楽しみにしていました。２歳くら

いの男の子もピカチュウになっていて、日本のものが、アメリカでも人気

があることを実感しました。ピカチュウの着ぐるみは、ブラットにプレゼ

ントしました。  
 
５日目  
  この日は、ホストファ

ミリーと過ごす日でし

た。僕のために、ホスト

ファザーが経営してい

るキンボールファーム

やカー博物館に連れて

いってくれました。広大

な土地が広がり、自然を

いっぱい満喫しました。七飯町に似ているなと思う場所がたくさんありま

した。友好パーティがキンボール家で開かれるので、スーパーに買い物に

行き、少しだけお手伝いができました。  
 
６日目  
  朝、ブラットと一緒に慈英くんとケビンを迎えにいき、ショッピングモ

ールに行きました。４人でたくさん買い物をしてとても楽しかったです。

クリスマスの飾りつけになっていて、ハロウィンとクリスマスの両方を見

られておもしろかったです。夕食はピザ屋さんに連れていってもらい、ビ

ッグサイズのピザにびっくりしました。  
 

キンボールファームのアイスクリーム販売車 
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７日目  
  派遣団と一緒にハーバード大学へ見学にいきました。さわると頭が良く

なると言われている有名な銅像の左足をさわるのを楽しみにしていたの

で、さわることが出来てうれしかったです。ハーバード大のお土産を買っ

て、クインシーマーケットという所で昼食を食べました。学校のみんなへ

のお土産を買えるコストコに連れていってもらいました。この日はホスト

ファミリーと過ごす最後の夜だったので、日本から持っていっていた折り

紙を折ってプレゼントしました。すごい喜んでくれてよかったです。  
 
８日目  
  ホストファミリーと

お別れをし、ボストンへ

向かいました。お別れす

る時は、ホストマザーと

ハグしたりブラットと

握手をしたりしました。

まだまだコンコードに

いたい気持ちでいっぱ

いでした。トリニティ教会やプルデンシャルタワーなど、視察見学をしま

した。昼食のあと、ダッグボートツアーに参加し、楽しかったです。その

日はボストンのホテルに泊まりました。  
 
９・１０日目  
  ローガン空港から日本に向けて出発しました。飛行機の中でグミをぶち

まけてしまいみんなに迷惑をかけました。帰りの飛行機は着陸の時にすご

く揺れてぐあいが悪くなり、みんなに心配かけました。無事に日本に着き、

成田に１泊しました。  
 
１１日目  
 羽田から函館に戻ってきました。日本に戻り、安心できるという気持ち

とまだアメリカで過ごしたいという気持ちの両方が入り交じっている感

じでした。今回の海外交流で、貴重な体験をたくさんさせていただき感謝

の気持ちでいっぱいです。自分から楽しんで何でも吸収しようとすること

の大切さを感じることができ、これからの生活に、このことを生かしてい

きたいです。また、たくさんの人のおかげで、今回の交流が実現している

ことを感じることができ、感謝の気持ちを忘れずにこれからも何にでも一

生懸命に取り組むように過ごしていきたいです。  

別れの日ブラッド君と 
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「海外交流研修を通して学んだこと」 

 
七飯中学校２年 福井 翔音  

 
乗り物続きでフラフラになり、ようやくコンコードについた私はホスト

ファミリーの Harry と Joyce と Jake と愛犬 Zoomer と対面しました！けれ

ど、緊張と乗り物酔いで余り話す事はできません

でした。その日はとても疲れていて、すぐに寝て

しまったけど時差ぼけのせいか、夜中に起きてし

まいました。  
 翌日、６時に起床してＣＣＨＳへ向かう途中の

景色が大沼にとてもよく似ていたので驚きました。

ＣＣＨＳでは Jake と一緒に授業を受け、校内が広

いのに移動時間が３～４分しかなく、トイレに行

く暇もないのかと思ったけれど、授業中の入退室

や飲食もＯＫで安心し、不思議な気分でした。体

育の授業では先生がとてもフレンドリーで、Yes
や No を日本語では何て言うのか聞かれ、教えると生徒達に「はい」「いい

え」と言っていて面白かったです。授業内容はキックボール（キックベー

ス）で、私とさやにもボールを蹴らせてもらいました。そして校内のラジ

オ局に行って出演し、天気予報やコンコード

の感想を話して、とても緊張しました。私が

大好きな Justin Bieber の曲もかけてもらい、嬉

しかったです。ＣＣＨＳのテレビにも出演し

ました。英語が聞き取れるか不安だったけれ

ど、ニュアンスで理解できるようになってき

ました。  
 翌日は寝坊して同じホームステイ先のさや

に起こしてもらい朝ごはんを食べてＣＣＨＳ

へ送ってもらいました。スクールバスで魔女

の街セーラムへ向かうとハロウィン前日だっ

たので、街には仮装した人や大道芸人がいま

した。近くのアイス屋さんで Mint Patty Yogurt を食べ、アメリカの味を体

感できました。安いのに量が多かったです。  
 次の日はハロウィン！！午前中、派遣者全員でオーチャードハウスに行

き、午後は家でホストファミリーとハロウィンの南瓜をくり抜きました。

Zoomer♡ 

CCHS TV 局にて 
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固くて大変だったけど上手にできました。その後お母さんが用意してくれ

たジーニーのコスチュームに着替えて、暗くなってから Jake の友達も一

緒に近所を回りました。外はかなり寒かったです。家に帰ってからは派遣

者が集まり、パーティーをしました。  
 次の日は、結婚式に行くお父さんとお母さんの代わりに女の人が来て、

ボーリング場へ連れて行ってくれました。ボールがソフトボールのように

小さくて投げやすかったです。それから Kimball 家のホームパーティーに

行きました。地下室にはエアホッケーや卓球台があって、とても楽しめま

した。イカ踊りも踊りました。  
 日曜日は、初雪が降りとても寒かったです。家族でボストンの教会に行

きました。オルガンの演奏や聖歌隊の歌には鳥肌が立ちました。礼拝を終

えてから、ショッピングモールで

お土産を買い、スーパーでは夕食

の材料を買いました。この日の夕

食は私の手料理の手巻き寿司で、

口 に 合 う か 心 配 だ っ た け ど

「delicious!」と言ってくれて嬉し

かったです。また、お土産を渡し

たら、ウチワにホストファミリー

の名前を漢字で書いた物を一番喜

んでくれていました。  
 
 そして７日目、派遣者全員でハ

ーバード大学を観光してきました。

とても広く、建物も大きかったで

す。銅像の左足にも触ってきまし

た。みんなそこだけ触るので、左

足だけ剥げていました。また、ハ

ーバード大学の生協でお土産を買

い、コストコでもお土産を買いま

した。この日は最後の夜だからな

のか、ホストファミリーに日本食

レストランへ連れて行ってもらいました。そこで食べたスパイシー枝豆の

辛さは二度と忘れないです。一見普通のお寿司だけど、日本とは全然味が

ちがいました。特に印象に残ったのはイクラが無味だったことです。でも

連れて行ってもらえて嬉しかったです。家に帰ってから地下室があること

に気づき、下りてみると広く、ビリヤードや卓球台、スキー板やレゴが大

大好評だった手巻き寿司♡ 

ハーバード大学で記念撮影 
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量にありました。そこで Jake と私とさやで卓球をしました。卓球をして

いる時の Jake の動きや顔が面白くて、今まで地下室に気づかなかったこ

とを後悔しました。  
 次の日、とうとうお別れの日が来てしまいました。私たちが荷物をまと

め、スーツケースに詰めていると、お母さんに上手だねと褒められました。

車に乗る前にお母さんがハグをしてくれて、涙が出そうになったけど、こ

らえて笑顔で別れました。ＣＣＨＳで私は、ケビンやブラッドと写真をと

ってもらいました。そして最後にみんなで「バイナラ」と言いました。私

は Jake とお父さんにハグをしてからバスに乗りました。バスが動き出す

と、こらえていた涙があふれてきました。  
 その後はボストンの観光で、ブルテンシャルタワーに登り、ＭＩＴを見

て、フェンウェイ球場に行き、ケネディーの実家に行きました。暗くなっ

てからホテルに着き、ハプニングがあったけど、疲れきっていたのでぐっ

すり寝てしまいました。  
 翌日、飛行機出発までかなり時間があったので、売店でお菓子を買った

りみんなで人狼ゲームをして楽しく過ごしました。帰りの１３時間半の飛

行機がずいぶん楽だったのは、酔い止めをくれたなっつや、機内でテトリ

スとオセロを一緒にやってくれたさやとじえいのおかげです。気が付くと

無事七飯に帰ってきていました。  
 海外交流研修を終え、ここには書ききれない程の沢山のことを体験して

学びました。今回、私にこのような経験をさせてくれた全ての人に感謝し

ます。私はコンコードに着くまできちんと英語で伝えられるか不安でした

が、その心配はいらなかったんだと、今は自信を持って言えます。確かに

言葉は大事だけど、分かり合おうとする気持ちの方が大切だと気づかされ

ました。そして、私は将来海外で働く医師になりたいと考えています。今

回の経験を通して、その夢に何歩か近づけたと思います。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 河村 沙彩  

 
私は今回、海外研修に参加し、ホームステイを経験し、たくさんのことを

学び貴重な体験をさせていただきました。  
 
一日目  
函館空港にいる時、私は外国へ行くという実感がまだありませんでした。

成田空港に着くとたくさんの外国人の人々がいました。ボストンに着くと

周りはみんな外国人で、今までに見たことのない景色が目の前にありまし

た。コンコードに着くとホストファミリーの皆さんが歓迎してくれました。

家に着くまでの間にはハロウィンの飾りつけをしている家がたくさんあ

りました。どの家も本格的なイルミネーションをしていました。  
 
二日目  
朝食はヨーグルトにシリアルをかけたもので、フルーツもありましたが合

わなさそうだなと思い食べませんでした。その後すぐに学校へ行き、実際

に授業を受けました。日本の学校とは違い、生徒がそれぞれの教室に移動

するので、廊下はたくさんの生徒であふれていました。授業中、ホームス

テイ先のジェイクがチョコバーを食べていたのでとても驚きました。授業

が終わるとジェイクがラジオ局まで連れて行ってくれ、カーライル高校の

ラジオ番組に出演しました。私の iPod に入っている曲をかけたり天気の

ことを話したりして、緊張しながらも貴重な体験をさせていただきました。 
 
三日目  
今回の朝食もヨーグルト

とシリアル、フルーツが

用意されていて、試しに

フルーツも入れてみると

とても美味しかったです。

コンコードの隣町、セー

ラム市に行き歴史を学ぶ

ツアーで魔女狩りの話を

聞きました。興味深いお

話で、とても面白かった
ＣＣＨＳのスクールバス 
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オーチャードハウスにて 

です。その後、フレンドシップ号のレプリカを見学しました。船の地下に

はハンモックやキャプテンの部屋などがあり、想像以上にきちんとしてい

ました。  
 
四日目  
午前中にオーチャードハウスに行きました。小学生の時に七飯町で劇を見

せてもらったので、劇を見るのは二回目でしたが、初めて見た時のことも

思い出しながら楽しみました。劇を見た後、当時の家を見学しました。昼

食は初めてＣＣＨＳのカフェテリアで食べました。昼食の後はテレビ出演

という貴重な体験をさせていただきました。家に帰ると、チキンが置いて

ありました。この日はハロウィンだったので衣装に着替え、チキンを食べ

て、みんなが集まってきたので家を回りました。すごく寒かったのですが、

みんなとの会話が楽しかったです。  
 
五日目  
この日はホストファミリーと過ごす

日です。いつもより皆さんの起きる時

間が遅くて、朝食は外食でした、午後

はホストマザーがお店に連れて行っ

てくれました。その後、ボウリングへ

行きました。ボールが小さかったので

すが、ガーターがありませんでした。

夜はキンボール家でパーティをしま

した。みんな食べ物を持ち寄り、地下

に行き、卓球やハイパーホッケーで盛

り上がりました。参加者全員でいか踊

りを踊ったりと、とても楽しかったで

す。キンボール家は有名なアイス屋さ

んで、アイスが食べ放題でしたが一つ

一つが大きくて食べ切れませんでした。 
 
六日目  
今日はボストンへ行きました。地下鉄はとても人が多かったです。教会へ

行き、昼食を長男のサム達と食べ、ショッピングモールへ行きました。た

くさんお土産を買えました。夜は、一緒にホームステイをしているかのん

さんが太巻きを作ってくれ、ホストファミリーの皆さんとおいしくいただ

きました。  
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七日目  
ＣＣＨＳに集合して、ハーバード大学に行きました。触ると頭が良くなる

と言われるジョン＝ハーバードさんの像の左足を触ったり、買い物などを

してとても楽しかったです。  
 
八日目  
あっという間に時間が過ぎ、ホストファミリーとお別れする日です。ＣＣ

ＨＳへ集合し、お父さんやジェイクたちと一緒に写真を撮ったりハグをし

て別れました。バスの中から外を覗くと皆さんが手を振ってくれていて、

私も一生懸命振り返しました。  
それからダックボートツアーに行きました。車にも船にもなるというのが

驚きで、とても印象に残るツアーでした。  
 
九日目－十日目  
ホテルで朝食をとった後、空港に移動しました。海外交流研修もここで終

わりかと思うと急に寂しくなりました。時差に慣れることができないまま

成田空港に戻って来ましたが、ホテルに着き、英語ではなく日本語が聞こ

えてくる光景を見て、何となくほっとしました。  
 
十一日目  
羽田空港に行き、函館空港に着くまでの時間は本当にあっという間でした。

皆さんと別れて、迎えに来てくれた家族の顔を見て、嬉しい気持ちと今ま

であっという間だったなあという寂しい気持ちが混ざり合って、なんだか

複雑な気持ちでした。しかし、すごく安心していました。  
 
 私は、この海外研修でたくさんのことを学びました。たくさんの人々と

交流し、自分とは違う生活習慣を体験し、これまで見たことのないたくさ

んの景色を目にすることができました。今回の研修で学んだことや体験し

たことをこれからの生活に活かし、頑張って行こうと思います。本当にあ

りがとうございました。  
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「夢」 

 
大中山中学校２年 冨原 菜摘  

 
私は 10 月 28 日～11 月 7 日まで、まるで夢のような日々を過ごしました。 
 
まず私たちは、函館空港に集合し、そこから羽田空港へ行き、リムジン

バスで成田空港へ行きました。そしていよいよ、出国の時が近づいてきま

した。といっても、その時私は全く実感が沸かず、目の前の搭乗手続きの

事だけを考えているだけでした。そして、約 13 時間のフライトを終え、

ボストンに到着！初めての外国。日本とは違ったものが少し目に入っただ

けで、とても気持ちが高ぶりました。  
 
そこからはスクールバスで、コンコードの方々が開いてくださった歓迎

会の会場へ行きました。交流員のみなさんの名前とともに、ホストファミ

リーの方の名前も順々に呼ばれて行きました。誰が私のホストファミリー

なのだろう・・・と、少し体を強張らせながら前へ出ました。お母さん、

お父さん、マックス君、ベスちゃんと握手をし、席に着きました。ですが、

体調がすぐれず、緊張でがちがちになってしまい全く話すことができませ

んでした。  
 
私のホストファミリーは、お父さんのファインバーグさん、お母さんの

スーザンさん、日本のアニメが好きなマックス君、妹のベスちゃんと犬の

シュガーちゃんです。みんな、ほとんど英語が話せない私を暖かく迎えて

くれました。  
 
歓迎会の次の日、10 月 29 日～11 月 3 日までがホームステイの期間でし

たが、その間にたくさんの事を学び、たくさんの思い出が出来ました。  
アメリカの学校では、黒板ではなくホワイトボードとスクリーンを使って

授業をしていました。私がうけた授業は中学 3 年生の音楽、国語、数学の

3 時間だけでしたが、どの先生もやさしく接して下さり、緊張せずに見学

する事が出来ました。それからは中高生のみなさんと集合し、カーライル

高校がやっているラジオに出演しました。それからみんなと固まって行動

しました。いろんな教科の授業中や部室などを見せていただきました。本

当にたくさんの教室や部室があり、とても広かったです。次の日からは、

登下校はマックス君と一緒にすごし、授業中はスクールバスでオーチャー
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ドハウスやセーラム市へ行き、アメリカの文化や歴史をたくさん学ぶこと

が出来ました。  
休日にはホストマザーのスーザンさんと一緒にお買い物へ行き、そこでブ

ランケットとベスちゃんとおそろいのレッグウォーマー、リップクリーム

とマニキュアを買ってもらいました。  
11 月 2 日、日曜日。アメリカで初雪が降りました！  
私のホストファミリーのみんなは、引っ越してきたばかりで長らく雪を観

ていなかったそうで、とても喜んでいました。そしてご飯はイタリア、イ

ンドや日本などの色々なレストランに連れて行ってもらいました。その中

でも特に印象に残っているのが、お寿司です。私のホストファミリーがワ

サビをたっぷりつけて食べていたことに、とてもびっくりしたのを覚えて

います。  
 
コンコードでは、たくさんパーティーを行いました。  
私の中でアメリカは、とてもパーティーをよくしているイメージでしたが、

本当にその通りなのだなと身にしみて感じました。  
ハロウィンパーティーなど、イベントごとに行うパーティーや、私たちを

歓迎してくれた歓迎会など、その他本当にたくさんのパーティーに連れて

行ってもらいました。  
 
そして、ホストファミリーと一緒にいられる最後の日。  
「あなたがいなくなるととても寂しいわ」と、スーザンさんがおっしゃっ

て下さり、だまってハグしてくださり、もう会えなくなると思うと帰るの

がとても辛くなりました。  
はじめは全く話せずにとても迷惑をかけてしまいました。ですが、だんだ

んと耳が慣れていき、意思疎通を図れるようにまでなりました。  
そんな風になれたのも、ホストファミリーのおかげだと思っています。  
 
そしていよいよカーライル高校とのお別れの日。  
最後にマックス君と写真を撮り、バスに乗り込みました。バスの外からは

何も見えないはずなのに、たくさんの人が手を振ってお見送りしてくださ

いました。  
 
その後はプルテンシャルタワー展望台、ダックツアー、ジョン F ケネディ

さんの生家などへ行きました。夜はボストンのホテルに泊まりました。  
それからは、直ぐに出国の日は近づいてきました。気がつけばもう成田に

いて、羽田にいて、函館に帰ってきていました。それほどアメリカでの生
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活は濃いものとなっていたのだと思います。  
この海外派遣で私は、日本とアメリカの食生活や文化の違いが思っていた

よりも全く違っていたものだと実感しました。  
 
正直、コンコードへ行っても、あまり実感がわかず、不思議な感覚でした。  
 
この海外派遣で私は、夢を一つ、持つことが出来ました。  
今まで私は、はっきりとした夢を持てないでいました。  
ですが、アメリカで流暢に英語を話していた大人の方々がとてもかっこよ

く、日本に帰って来てから私もあんな風にかっこよく外国人と話せるよう

になりたい、外国語を話す仕事についてみたいと思いました。  
 
コンコードに行ってみて、とても大沼に雰囲気が似ているなぁと思いまし

た。何といってもアメリカは、人、器、建物、食べ物がとても大きかった

です。日本と同じ虫や花、葉でも、「外国の」虫、「外国の」花、「外国の」

葉というだけで、とても特別なもののように感じました。  
この派遣では、外国の方々との交流だけでなく、大人の方々やほかの学校

の生徒とも交流出来たので、とてもよかったです。  
 
この貴重な体験で学んだことを、今後の生活に生かしていければなと思い

ます。  

☆セーラム市で撮った海！☆ ☆憧れのスクールバス！☆ 
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「海外交流研修成果報告」 

 
大沼中学校２年 池田 慈英  

 
 僕は、今回の研修を通して、これから二度と体験できないようなとても

素晴らしい体験をたくさんすることができました。  
 出発前は、前日まではとても「明日から海外に行く」なんて雰囲気は全

くない、普段と変わらない生活を送っていましたが、いざ出発となったと

きには突然緊張や不安などの感情が湧き上がって、とてもつらい思いをし

ました。  
 ですが、飛行機に乗った時にはもう、そんな感情はなくなっていて、海

外でどんなことをしたいか、どんな場所を見てくるのか、どんなおみやげ

を買おうか……そんな期待の気持ちでいっぱいでした。  
 函館からアメリカへの旅路の中で、他の研修員である生徒の皆さん、大

人の方とも交流を深めていきました。皆さんそれぞれが個性あふれる方々

で、今後の研修へ向けての不安なことなどを冗談を交えながらしっかり話

し合うことができました。  
 成田空港から１３時間、ボストンの空港へ到着。空港では、テロや密売

などの防止のために、到着した人の中から無作為に数人を引き留め、手荷

物などをすべて検査する作業が行われていました。そして僕はあいにくそ

れに引っかかり、他の研修員の皆さんを待たせることとなってしまいまし

た。普段からくじ運の悪い僕ですが、こんな時にも運の悪さが働いてしま

いました。そして、その検査を無事に終え（何もやましい物は持って行っ

てません）、コンコードへ行くスクールバスに乗りました。  
 スクールバスの中で夜景を楽しんでいたら時間はあっという間に過ぎ、

歓迎パーティの会場に到着しました。会場で、自分のホームステイ先の家

族と初対面しました。僕のホームステイした家族は「サン」さんの家族で

す。会社を経営しているお父さんのジアンさん、いつも優しいお母さんの

ユインさん、日本のアニメやゲームが大好きなケビン君、元気いっぱいの

アニーちゃんの四人家族です。  
 歓迎パーティを終え、家族と一緒にホームステイ先の家に向かいました。

そこで初めて家を見ての感想は、「でけぇ…」の一言でした。サンさん一

家の家は日本でいうところの豪邸でしたが、後に家族に聞いた所、「コン

コードは高級住宅街が多く、こんな家はまだ小さいほう」とのことでした。 
 時刻はすでに午後八時だったので、その日はすぐに寝る支度をして寝ま

した。  
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 次の日、朝起きたのは午前３時でした。まだ時差ボケが治らず、三時に

は目がぱっちり覚めてしまいました。６時頃まですこし記録などをしまし

た。  
 毎日の朝ごはんは、ケビンが僕の分を作ってくれました。ちなみに初め

ての朝食はフランスパンと両面焼きのタマゴでした。ケビンの作る朝食は

塩加減が最高で、毎日の朝食がとても嬉しかったです。  
 その日は、学校でケビンと物理、数学、現代語（？）の授業を受けまし

た。ケビンと通った学校は高校なので、その授業はまだ中学生である僕に

は到底理解できない内容でした。  
 別の日には、僕が日本から持ってきたお土産を家族に渡しました。手ぬ

ぐいや箸、日本のお菓子やマンガなど、いろいろなものを渡すたび、家族

は大きくリアクションを取ってくれたりなど、英語がわからなくても嬉し

い気持ちが伝わってきました。  
 また別の日には、ケビンとお父さんとの三人でボストン市内を観光しま

した。マサチューセッツ工科大学や、ボストン美術館など、一度行ってみ

たかった場所に連れて行ってくれました。また、大都市であるボストンに

は大きなビルが建ち並び、上を見上げると空が見えにくいくらいになって

いて、とても新鮮でした。  
 ケビンは日本のアニメやゲームが大好きで、特に日本のアニメについて

はアニメ好きである僕を遥かに超える知識を持っていて、とても驚きまし

た。また、ある日の夜には一緒にいろんなゲームを遊びました。一人で遊

ぶゲームを交代で遊んだり、対戦型ゲームでお互い一喜一憂したり……ケ

ビンとゲームで遊んだ記憶は数えきれません。また、一緒に動画投稿サイ

トの動画を見て、一緒に笑い転げたり、驚きで飛び上がったりしました。

言語は違えど、共通の趣味で盛り上がる事ができ、とても楽しい経験をで

きました。  
 アメリカで過ごす最後の日。ホストファミリーとお別れをし、ボストン

市内の観光をしました。ダックツアーで水陸両用車に乗り、大きなタワー

の上で写真を撮り、レッドソックスの球場に行き、JF ケネディの生家に行

き……いろんな思い出ができました。  
 そんな楽しい時間はあっという間に過ぎ、最終日に、ボストンから日本

へ帰ってきました。一緒に旅した研修員のみなさんともお別れをすること

になり、少し寂しくなりました。家に帰る途中、親といろんな思い出を話

しました。そして、家に帰ってすぐに寝ました。  
 七飯町の姉妹都市であるコンコードは、どこか僕の住む大沼と似ている

なあ、と改めて思います。豊かな自然や人々の温かい心、そして他の人と

協調する気持ちは、とても素晴らしかったです。また、今までテレビでし
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スクールバスと町並み 

ケビン君と自分で記念撮影 

か見たことのない「外国」、つまり日本以外の国がどんな国であるか、五

感で感じることができ、素晴らしい経験ができました。今回の研修で学ん

だことを、未来の自分の人生に活かして行きたいと思います。  
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「海外研修を終えて」  

 
七飯高等学校２年 坂本 風歌  

 
七飯高校に入学する前から参加したいと思っていた海外研修。  

作文や面接を乗り越え、この海外研修に参加できることになってとても嬉

しかったです。  
 
 コンコードへ行く前に数回の事前研修があり、コンコードの歴史、七飯

町の歴史を勉強したり、英会話の練習をしたりしました。入国審査の練習

では発音がうまく聞き取れず苦労しました。英語がうまく話せなくてコン

コードへ行くことが少し不安に思ったりもしました。  
 
 いよいよ出発の日、羽田から成田へ移動し 13 時間のフライト。  
長時間のフライトで少し疲れていましたが窓を見ると今まで見たことの

ないような街並みが広がっていました。初めて生で観る海外の街並みにす

ごくワクワクしました。  
 
 無事ボストン空港に到着し、そこにはトムさんやジュンコさんが出迎え

をしてくれていました。そこからスクールバスに乗り、いよいよホストフ

ァミリーとの対面。ホストファミリーは笑顔で迎えてくれました。  
 
 ホストファミリーの家はすごく広くておしゃれで驚きました。  
家に着いてからホストファミリーのキャサリンにお土産を渡しました。箸

や、扇子、日本のお菓子などをあげましたがとても喜んでくれました。  
リビングでホストファミリーが色々話しかけてくれましたが緊張のあま

り全く上手く話せませんでした。  
このまま一週間もやっていけるのかとネガティブになったままその日は

寝ました。  
 
 コンコード研修一日目はコンコードカーライル高校の見学。  
朝は 6 時 30 分頃に家を出発しました。外は真っ暗でびっくりしました。

高校に着くと日本の高校とは全く違いました。授業では生徒が飲食をして

いたり、教室を出て行ったりと自由な感じでした。  
あとは、私たちの年齢だと人前に出て何かを説明するということは苦手と

する人が多いと思いますが、向こうの高校生達は授業で自分の考えをきち
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んと人前で説明していました。  
校舎内は七飯高校とは比べものにならなくらい広かったです。  
学校が終わるとキャサリンと同じ七飯高校の歩さんのホストファミリー

のソフィアが私たち二人を公園に連れて行ってくれました。遊具が日本の

ものと比べデザインがとても可愛かったです。夕方頃だったのですが多く

の子供たちが遊んでいました。  
家に帰るとホストファミリーのお父さんがアイスを用意してくれました。

その時食べたアイスが美味しすぎて忘れられません  笑。  
この日は時間に余裕があり、ゆっくり休めました。  
 
 二日目はセーラム市見学。  
今日はホストファミリーと別行動でした。私たちはスクールバスに乗りセ

ーラム市へ向かいました。バスから見える景色は紅葉がとても美しく自然

豊かで大沼にすごく似ていました。セーラム市を見学しているとハロウィ

ーンが近いこともあって仮装している人も見かけました。  
セーラム市見学を終えるとホストファミリーと合流し家に帰り、ハロウィ

ーンの装飾を一緒にしました。  
夜はリビングでジブリ「ハウルの動く城」をホストファミリーと一緒に観

ました。  
 
 三日目はオーチャードハウス見学・ハロウィーンパーティー。  
この日はハロウィーン当日ということで学校に行くと生徒だけでなく先

生までピエロや魔女、着ぐるみを着て学校に登校していました。  
学校では、校舎内にあるテレビ局でローカルテレビに出演しました。緊張

しましたがとてもいい経験になりました。  
若草物語が実際に描かれた家であるオーチャードハウスでは案内の方が

当時の出来事や家具について細かく説明してくれました。  
夕方頃家に帰り、キャサリンが仮装衣装を貸してくれ魔女の仮装をし、七

飯高校の歩さんと笑莉さんとホストファミリーらと近所の家を周りお菓

子をもらいに行きました。たくさんの人が仮装をして出歩いて、陰に隠れ

て色んな人を驚かせている子供たちがいたりと、みんなとてもハロウィー

ンの夜を楽しんでいました。やはり日本のハロウィーンとは規模が全然違

いました。  
 
 五日目はホストファミリーとお出かけ。  
この日は歩さんと笑莉さんとホストファミリーと一緒にでかけました。  
スーパーやコンビニ、ボウリング場など色々なところに連れて行ってくれ
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ました。ボウリングは日本のものとは全然違ってなかなかうまくできませ

んでした。  
夜は姉妹都市友好パーティーがあり、たくさんの人が集まりたくさんの人

と会話することができました。全員でいか踊りをしたりと、とても楽しか

ったです。  
 
 六日目はホストファミリーと水族館へ。  
この日も昨日と同じメンバーで水族館へ行きました。外はすごく寒くてま

さかの初雪をコンコードで見ました。水族館ではホストファミリーがキャ

サリンと同じＴシャツを買ってくれました。とても嬉しかったです。水族

館の次は美術館へ行ったり、お昼にはみんなでピザを食べました。  
六日目にもなると最初の不安は全くなくなり、少しは積極的に不慣れな英

語で物事を伝えられることができるようになったのではないかと思いま

す。  
 
 七日目はハーバードスクエアへ。  
この日はホストファミリーと別行動。ハーバードスクエアを見たり、コス

コなどで買い物をしました。  
全て終えるとカーライル高校に戻りました。私は明日でコンコードを出発

しなければならないと思うととても寂しくて涙が出ていました。  
家に帰り、最後の夕食を食べ、キャサリンと一緒に映画を見ました。  
 
 そしてホストファミリーとお別れの朝。  
朝起きた時は今日でお別れするという実感があまりなかったです。しかし、

いざカーライル高校に行くとたくさんの人が別れを惜しんでいました。  
私は二日前頃からホストファミリーには秘密にしてメッセージ付きの絵

を描いていました。その絵をホストファミリーに渡すとすごく喜んでくれ

ました。絵を渡した途端、涙が止まりませんでした。ホストファミリーと

お別れするのはとても寂しくて辛かったです。  
 
 そしてボストンに一泊、成田で一泊し、11 月 7 日に無事函館に着きまし

た。  
 
 今回この海外研修を終えて思ったことは「本当にコンコードへ行けて良

かった」でした。  
たくさんの人に出会い、たくさんの物を見たり、学んだり、食べたり、知

ることをできました。始めは消極的で不安だらけで始まった海外研修がこ
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んなに充実するとは思っていませんでした。自分の知らなかったことがた

くさんわかって、自分の中の視野が広がりました。そしてコンコードはみ

んなが親切で街並みが綺麗で、とても素晴らしい所なんだともっとたくさ

んの人に知って欲しいです。  
 
 今回の海外研修に参加させていただき本当にありがとうございました。 

 

コンコードの公園にて 

ホストファミリーに

あげた絵 

ハロウィーン当日、

CCHS にて 
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「海外研修」  

 
七飯高等学校２年 田辺 笑莉  

 
 私は将来、海外で働きたいと考えているので海外の生活や食事、文化の

違いなどにとても興味を持っていました。そんな私にとって、この海外研

修は知りたいと思っていた事を実際に経験できる貴重な研修でした。  
 
（１０月２８日・日本出発）  
 私の気持ちは不安よりも楽しみの方が勝っていました。１時間ほど離陸

時間が遅れましたが無事成田発の飛行機に乗ってボストンへ飛び立ちま

した。機内では映画を観たり睡眠を取ったりしていると１３時間のフライ

トはあっという間に感じました。空港に着くと、ジュンコさんやトムさん

が「ようこそコンコード町へ」と書いてある紙を持って出迎えてくれまし

た。ボストン空港からスクールバスに乗って美術協会へ行きました。バス

の中では早くホストファミリーに会いたいという高まる気持ちとホーム

ステイが始まるという緊張で胸がいっぱいでした。バスを降りるとカーラ

イル高校の生徒が笑顔で迎えてくれて緊張が解れました。対面式が始まり

自分の名前が呼ばれるのを待っている間、とてもドキドキしました。名前

が呼ばれると私のホストファミリーは素敵な笑顔で握手してくれました。

家までの道のりでは、まだ聞き慣れない英語で沢山話しかけられ、ホーム

ステイが始まったという実感が湧いてきました。家に着くと２匹の犬が出

迎えてくれました。寝る前にお土産の浴衣や日本の食べ物を渡すと気に入

ってくれ嬉しかったです。夜は１時間ごとに目が覚め、ゆっくり眠れませ

んでした。  
 
（１０月２９日・私の誕生日）  
朝、お母さんの Jane さんが私の部

屋をノックして起こしてくれまし

た。学校へ行く準備をしてキッチ

ンに行くと“Happy Birth Day!!!” 
と言ってくれ朝から涙が溢れまし

た。学校に行くとき、“Today is cold” と言って上着を貸してくれました。

Claire とスクールバス乗り場へ行きました。霧がすごくて夜かと思うほど

外が真っ暗で寒かったです。学校に着くと Claire が沢山の友達に私の事を

紹介してくれ、誕生日と言うことも伝えてくれたので本当に沢山の人に誕
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生日を祝ってもらえました。  
家に帰ると“Birth Day of Emily Today. Let’s go to eating out”と言われピザを

食べに行きました。お店の人から“Happy Birth Day”と言われ風船をもら

いました。家族からはガラスのペンをプレゼントでもらいました。  
家に帰ると家の中が真っ暗で奥に進むとケーキにロウソクの火が灯って

いて家族みんなが誕生日の歌を歌って

くれ、嬉しくて沢山涙が溢れました。す

ると、ハグをしてくれたり頭を撫でてく

れたり、本当に暖かい家族だと思いまし

た。私はホストファミリーが、Gordy 家

で幸せだと心の底から思いました。  
 
（１０月３０日）  
朝、Claire と一緒にスクールバスでカー

ライル高校に登校中、お互いの学校や家族の写真を見せあいながら会話を

しました。学校に着き Claire と別れて研修メンバーと合流して、魔女の街

セーラム市へ行きました。魔女狩り裁判の話を聞いてゾッとしました。少

し寒かったが外でピクニックをして楽しかったです。  
家に帰ると Jane さんが、私の疲れている顔を見て“I’ll I been sleeping in my 
room”と言ってくれたので、少し寝ました。起きてからは、歩のホストフ

ァミリーの家へ行き、ハロウィン用のカボチャに顔を掘りました。  
 
（１０月３１日・ハロウィン）  
研修メンバーと一緒に、『若草物語』が書かれたオーチャードハウスを見

学し歴史を学びました。学校に戻ってからは、

カフェテリアで学食を食べました。その後は、

学校内にあるテレビ局で撮影をしました。他

の国からの留学生もいて留学や文化など、普

段聞けない貴重な事を聞けて勉強になりまし

た。  
家に帰って、ハロウィンの仮装を Claire と選

び、私は魔女の仮装にしました。歩と風歌が

家に来るまでの間、Claire と一つのイヤホンを

二人で使ってアニメを観ながら待っていまし

た。二人で笑ったりお菓子を食べたりして距

離が縮まって嬉しかったです。みんなが集ま

りパーティーをしてから、７人で町内を歩き“Trick or treat ”と言ってお菓
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子を沢山もらいました。家の仮装などが豪華で街がハロウィンに包まれて

いました。途中、足がつってしまい歩くとができなくなると、Kathryn と
Sophia と Hannah が交代で、おんぶをしてくれて優しい人たちに出会えて

嬉しい気持ちになりました。家に着いて、大きな庭で火を囲み暖まりなが

ら話をして楽しかったです。  
 
（１１月１日・休日）  
 歩と風歌のホストファミリ

ーと一緒にコンコード内で買

い物をした後、ボーリングを

しました。盛り上がっていて

笑いが絶えませんでした。  
夜は歓迎パーティーに行き、

イカ踊りを踊ったり写真を撮ったり連絡先を交換したりして交流ができ

嬉しかったです。  
 
（１１月２日・休日）  
 この日も歩と風歌のホストファミリーと一緒にボストンへ行きました。

水族館で映画を見終わり外へ出ると、雪が降っていました。美術館は絵よ

りも家具が多く飾られてありました。  
 
（１１月３日・ホストファミリーと

お別れ）  
 お別れするのが本当に嫌で沢山

涙 が 溢 れ ま し た 。 そ の 間 ず っ と

Claire は抱きしめてくれていて優し

さを感じました。「コンコードに来

たら、私の家がエミリの居場所です」

と言ってもらえたときは本当に嬉しくて「絶対にコンコードへ帰ってこよ

う」と思いました。  
 
この海外研修では友達や暖かい家族に出会え私の視野が広がりました。上

手に話せない日本語を一生懸命に話そうとする姿や勉強を頑張っている

姿を見ていると刺激的で私も英語をもっと頑張ろうと強く思いました。そ

して、新しい夢を持つことができました。貴重な体験をできたことに感謝

します。ありがとうございました。  
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 「自分のなかの世界が広がった旅」 

 
七飯高等学校２年 八木澤 歩 

 
私が海外研修に参加したいと思ったきっかけは昨年度の海外研修の発表を聴

き、全身に鳥肌がたつほど感動したからです。 
スライドショーで様々な写真を見ていくなかで自分もこんな体験を自分の肌で

体験したい！！そしてその体験をよりリアルに皆さんに届けたい！！と思いま

した。二年生になり面接を受け合格したときはすごくすごく嬉しかったです。

自分もあんな体験ができるんだという喜びでいっぱいでした。 
 

行くまでは何回かの研修を重ねてコンコードの歴史や英会話の練習、入国審

査の練習をしました。研修をしていくなかで自分は本当にやっていけるのかと

不安がでてきました。ですが反対にスケジュールやホームステイ先のことを知

ることで楽しみも増えていきました。ホストファミリーが発表されたときのあ

のわくわくドキドキと全身の鳥肌は忘れられません。 
 
出発の日、あまり緊張はなく実感も湧かないまま函館空港に向かいました。

空港内で最後のミーティングをし、集合写真を撮り、羽田空港までとびました。 
羽田空港につきご飯を食べ成田空港に行きました。成田空港は初めてだったの

で少し戸惑いながらも荷物を預け、空港内を見てまわりました。予定の出発時

間より一時間ほど遅れ、ボストン空港にむかい飛び立ちました。これからアメ

リカに行くという実感はあまりなく、初めての機内食と機内で一晩を過ごすこ

とにわくわくしながら乗りました。 
 
ボストン空港に到着し終始緊張し戸惑いながら入国審査を受け、ロビーに出

たところには“コンコードへようこそ”とかいた横断幕があり、たくさんの方が迎

えてくれていてとても嬉しかったです。空港からコンコードに向かうのにスク

ールバスに乗らせてもらいました。初めてのスクールバスは想像通りとてもか

わいくてテンションが上がりました。コンコードに着き美術館でホストファミ

リーと会いご飯をたべそれぞれの家に向かいました。緊張でガチガチでしたが

優しく向かいいれてくれて安心しました。その夜はいつもと違う環境に落ち着

かずなかなか寝られませんでした。 
 
二日目、カーライル高校に朝七時ころに登校しました。学校についても外は

まだ真っ暗で授業中にだんだん日が昇っていくという初めての経験をしました。
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生徒たちは朝から活動的で元気で驚きました。授業は黒板を使わずにほぼプロ

ジェクターで行っていて、生徒ほとんどが積極的に発言をしていて日本との違

いをいたるところで感じました。 
 
校内はとても広く日本の大学みたい感じでした。ですが、大きなカフェテリ

アがあったりロッカーや壁にたくさんのユニークな落書きがあったり日本と違

う部分もたくさんあり、文化の違いというのを目の当たりにできました。 
 
三日目、みんなでセーラム市とフレンドシップ号見学に行きました。セーラ

ム市の歴史を学びながら市内を散策しました。建物や看板はどれもおしゃれで

どこを写真とっても絵になるので夢中になって取り続けていました。 
その後家に帰ってからハロウィンにむけてかぼちゃを切り抜いてランタンをつ

くりました。こんなに大きなかぼちゃで作ったのは初めてだったのでうきうき

しながらそれぞれ自分で考えたデザインをほっていきました。ホストファミリ

ーは毎年つくっていたので手際よく掘り進めていて私が作り終えるころにはふ

たつもつくっていて驚きました。 
 
四日目、みんなでオーチャードハウスを見学しました。オーチャードハウス

は若草物語の作者であるルイザ・メイ・オルコットさんが住んでいたお家でと

てもきれいで当時のまま残されているようには見えませんでした。その後お家

に帰ってハロウィンの仮装の準備をしてみんなで集まりご飯を食べて着替えた

り帽子をかぶったりして近所のお家を回って歩きました。日本ではない風習な

のでどんな感じなのだろうとわくわくしながら歩いていたら小学生くらいの男

の子が突然驚かして来たり赤ちゃんまで仮装していたりしてとてもユニークで

楽しかったです。 
 
五日目、六日目はみんなで一緒に水族館や映画館、美術館、ボーリング、シ

ョッピングなどに連れていってもらいました。どれも楽しかったです。映画は

一時間もたたないで終わることやボーリングの球が片手で持てるくらいの小さ

いサイズだったりと日本と違うとこがあり新鮮でした。 
 
七日目、ハーバード大学に行き、コスコで買い物をしました。ハーバード大

学はどこもとてつもない広さで圧倒されました。銅像の足にも触れたのでよか

ったです。コスコは大きなショッピングセンターで食料品から日用品、雑貨ま

でなんでもそろっていて建物やカートやお菓子などすべてがビックサイズで日

本では珍しいので圧巻でした。 
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八日目、朝学校に集まりお別れでした。すごく短い時間でしたがいろいろな

経験をさせていただいたこと、家族のような温かい気持ちで接してくれたこと

にとても感謝の気持ちでいっぱいになりました。最後にホストファミリーと握

手したりハグしたり写真をとったりしお別れしました。その後ボストン市内を

観光しホテルに向かいました。 
 

翌日飛行機に乗り日本に帰りました。 
 

この１１日間の体験は私のなかでとても貴重な体験になりました。まさか自

分が高校生のうちに外国に行けるなんて思ってもいなかったので新しい世界を

体験できたことにものすごく喜びを感じています。もっといろんな世界を知り、

体験したいなと思いました。 
最後にこの度はこのような素晴らしい機会をつくっていただきありがとうご

ざいました。 

ボストン空港のロビーにて横断幕 

成田空港で出発前 

ユニークなランタンの完成品 
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「初体験ホームステイ」  

 
七飯町立藤城小学校 清野 雅之  

 
  海外旅行といえば、ほとんどが景色や物的遺跡の見学や見物、そして異

国料理の連続。海外でのスポーツの観戦も然りで、ホテル利用での滞在が

もっぱらの方法だろう。  
  今回、これまでと大きく異なるのは一般家庭にホームステイという滞在

方法を使いながら姉妹都市コンコード市民との交流研修をして来ること

である。滞在先のホストファミリーは、出発の少し前に決定した。Ｊｏｙ

ｃｅ(ジョイス)さんという方で、建築会社を経営されている旦那様、奥さ

んはＫｒｉｓ(クリス)さんで家庭で絵画教室を開いているという家庭だ。

紹介のメッセージカードには趣味が書かれていた。夫のジョイスさんは、

電車模型、奥さんのクリスさんは、ギター、スキー、編み物、散歩、美術、

貝殻の収集とあった。特に、ジョイスさんの趣味は、是非話題にしたいと

思った。私自身が､学生時代から９ミリゲージの趣味にはまり、長いこと

鉄道模型に浸っていたからで、多分ＨＯという１３．５ミリの幅の線路を

敷いてレイアウトを組んでるんだろうなあ。これは、何とも楽しみだとい

う思いでコンコード行きを待ちかねていた。  
  ２８日、１８時２０分発ボストン行きＪＡＬ便で１３時間かけボストン

到着。但し、時差により、アメリカ時間１日前の夜、２８日１８時頃に当

たる。元、ハイスクール校長のトムさんと浅草生まれ育ちのじゅん子さん

(通訳)が出迎えてくれた。その足でコンコード美術協会の建物で歓迎パー

ティーへ。現地午後８時過ぎにホストファミリーの方々との出会いや歓迎

に緊張した。最後に、ホストファミリーと一緒に帰宅することとなった。

シルバーのトヨタ･プリウスがジョイスさんの自家用車だったが、アメリ

カでも人気車として使用されているとのこと。また、３年間のレンタル方

式で、その後返すか買い上げをするのは、日本の方法と同じだ。到着して、

七飯町からのお土産の T シャツや用意してきた日本の扇子・カレンダー・

装飾凧等を渡した。とっても、喜んでいるようだった。時差惚けもひどく、

部屋・シャワーの使い方を習ってその後早々にベッドに入った。夜中、突

然目が覚め、その後どうあがいても寝つけることができなかった。  
 
『表敬訪問～ノースブリッジ』  
 次の日は、中学生・高校生は、コンコードハイスクール(ＣＣＨＳ)で授

業。大人は、町役場にあたるタウンマネージャー表敬訪問、その後、アメ
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ミニットマン像の前で 

 

リカ独立戦争の始まりであるノースブリッジ(北橋)にむかった。川の向こ

うには、校外授業の小学生の集団が見学に大勢いた。英国の兵隊が攻めて

きたときに農業の姿から兵隊にす

ぐに変われるミニットマンの像があり、その前で町民代表が写真を撮った。

午後は､ＣＣＨＣで歓迎昼食会。教頭先生が中心になっていろいろしゃべ

っていた。また、校内の見学でハイスクールの授業や業間の移動でアメリ

カの高校の学生のファッションも見ることができた。派手な子は派手だが、

地味やごく普通のカジュアルのセンスで安心した。夜は、ナンシー＆ジャ

ックさん宅で夕食会を行った。殆ど持ち寄りの食事でアメリカの家庭パー

ティーを味わった。子どもは、子どもで固まって大人は大人の話を（高価

なじゅうたんの談義になると只聞きっぱなし状態）していた。このような

パーティーが滞在中毎日のように続いた。  
 
『オルコット小学校での授業～ハロウィン』  

 次の日は、いよいよオルコット小学校へ

の訪問。全校児童４７０名と校長先生から

お話を伺った。全校を案内され特別支援の

学級も見学させて頂いた。アメリカでは、

１から５年生で小学校で学び､その後中学

校生活に入る。全校児童が体育館で歓迎会

を催して下さった後、全校で『イカ踊り』

を披露して頂いた。七飯町の観光ビデオも

持って行ったが、藤城小学校の一年間の様

子をプレゼンテーションソフトを使って

発表した。アメリカにはない、運動会の様

ジョイスさんの台所から見たバード

フィーダー&ハロウィンパンプキン 

 

オルコットの子と土産交換 
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子のところでは綱引きや玉入れについて興味を持っているようだった。そ

の後、日本の習字 (calligraphy)道具を持参していったので１時間足らずの

中で、漢字の一、二、三、四、五までを書いて示し、一人ずつ好きな漢字

を清書してもらった。低学年でもあり、心が伝わったかどうか不安が多か

った。壁に過去に書いたものであろう日本の毛筆の文字が掲示してあった

が、ひっくり返っていたのを見ると、日本の字は形としてのイメージが強

いと思う。後日、この学年の先生から、授

業で書き上げた全員の習字が送ってきた。

一＋三＝四という風に半紙を横に使ってい

たのはアレンジしたアメリカの先生のセン

スなのか。どうお返ししようかと悩んだが、

結局はクリスマスカードとニューイヤーカ

ードを送ることとした。  
 午後は、他の人たちと合流し昼食、ファ

ミレスで食事を摂り（店のおすすめの

メニューは骨付きのビーフだったが､

焼きすぎでソースもべたべたでうまいとはいえなかった。）その後、街を

散策したがすでにハロウィンの格好をした大人も子どもも歩いている。こ

の日は、ハロウィンの日であり、帰宅後クリスさんは数名の子どもたちの

絵画教室を終え、夕方から近所の女の子数名がハロウィンの衣装やメイク

をして訪問してきた。日本の七夕の日の様子と似ている。歓迎にもハロウ

ィンの格好がよいと思い、日本から持ってきたかぶり物をして用意してい

たが笑われただけだった。(和風で準備) 今回の訪問では、これまでにな

くハロウィンに合わせて訪問したが、この後感謝祭やクリスマスが予定に

入っていてそちらの方も体験したかったなあと思う。  
 
『あこがれのハーバード&ボストン』  
 ホームステイ後半の土曜日に、どこに行きたいか

聞いて来られたので、憧れのハーバード大学やボス

トン美術館の話をしたら連れて行ってもらえるこ

とになった。コンコードからハイウェーを使っても

４０分くらいのところにあった。雨混じりの天気で

はあったが、途中野生の七面鳥や渡り鳥の雁の群れ

とも遭遇した。欲を言えば、野生のスカンクなんか

も見たかった。ハーバード大学は、キャンパスも広

く、近くのマサチューセッツ工科大学も併せればノ

ーベル賞受賞者を確か６０人以上輩出しているは

ハーバードの左足

を摩る 

オルコット小の校長先生と一枚 
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ずだ。ハーバードの像は皆が右足を手でさ

するらしく金色に光っていた。(本人の像に

思われるが、後世イケメンのモデルを使用

したそうだ。)トムさんもここを卒業したそ

うだ。また、博物館には、世界の植物・鉱

物標本や動物の剥製(絶滅したドゥードゥー

も展示していた)ボストン美術館は、国別に

パビリオン化した配置で日本から流出し

た甲冑や蒔絵・版画・刀もあり、ルノアー

ルやセザンヌ、ゴーギャン、ルーベンスの

絵画は勿論のこと、アメリカのティファニーによるステンドグラス類のデ

ザイン展示もなされていた。  
 最終日には、中学生、高校生との一行はボストンの市内巡りを行った。

マサチューセッツ工科大学を見学し、水陸両用バスの『ダックツアー』で

港や運河を巡った。昼食後はジョン F ケネ

ディの生家を外から見学（冬季閉館中）、夕

方にはボストンレッドソックスの本拠地で

あるフェンウェイ球場を見学。すっかり暗

くなり、最後の宿泊のザミッドナイトホテ

ルへ移動した。  
 
『コンコードから  いざ帰国へ』  
松本課長と篠田さんとの３人部屋だったの

で、それぞれのトランクの重さを測ったら

自分のが一番重たかったようだった。ホテ

ルに計量する秤もなく２３キロ以内にする

には、結局次の日の空港を待つほかなかっ

た。晩ご飯は、近くのチャイニーズレスト

ラン『Ｐ．Ｆ．Ｃｈａｎｇ｀ｓ  Ｃｈｉｎ

ａ Ｂｉｓｔｒｏ』  で食べた。中学生は

途中、疲れたのか寝てしまってた子もいた。

次の日の朝、ホテルの別室で朝食を摂り、

１1 時 50 分発成田行きＪＡＬ007 便で帰国

についた。中学生も高校生も今回のホーム

ステイは初体験であり緊張もかなりのものであったと思う。ジェット機の

酔いもあったが期間中の疲れでぐったりしている子が多かった。羽田から

函館空港へはすぐであったが、役場職員の出迎えや家族と久々に会えたこ

ボストン茶会事件の船-復刻 

フェンウェイ球場 

函館空港ロビーで総務課部

長、係長、クリスさんの出

迎え  
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とでほっとしたことだろう。  
 
コンコードとの今回の交流を通して、特にこれからの七飯町を支えていく

中学生、高校生にとっては家族旅行と異なり、身をもって体験交流できた

ことはこれからの人生に大きく影響を与えたことだろう。広い視野に立っ

て、グローバルな眼と心を養う場になったと思う。この機会を得て、将来

の夢や希望に大きく貢献できたと確信できたすばらしき研修旅行である。

（了）  
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「コンコード町訪問を終えて」 

 
町民代表 篠田 辰則  

 
 早いもので、見るものすべてが新鮮だった日々から早２ヶ月が経ちまし

た。あの日本食がたまらなく恋しかった日々もすっかり忘れ、今は、すっ

かり馴染みの七飯の生活に戻り、日々仕事とその後のビールを楽しみにす

る毎日です。  
 さて、本レポートでは、私がコンコード及びボストンに行き、見て、聞

いて、体験した事を、時系列ではなく、事柄別に分け、コンコード及びボ

ストン (アメリカ )と七飯町 (日本 )を比較するという視点で書かせていただ

きたい。なぜなら、コンコードで過ごすにあたり、私が一番強く感じたの

は日本との「違い」であり、事柄別に記述した方が、その「違い」をうま

く説明できると考えたからです。  
＜食事について＞  
 この項目については、アメリカの方の味覚と日本人の味覚が当然のよう

に異なるという事を予めお伝えし、その上で一日本人が感じた率直な感想

であり、決して批判ではない事をご理解いただき読んでいただきたい。  
まず、アメリカの食事は、日本と同じように３食、朝食、昼食、夕食で、

時間帯も日本とほぼ同じです。朝食は、日本では、ご飯とみそ汁におかず

という、いわゆる「ごはん食」の家庭も多いでしょうが、アメリカはほぼ

パン食。パンにジャムやバター、それに卵料理等のおかず 1 品と飲み物が

一般的かと思います。私のホームステイ先では、この他、オートミール(乾
燥麦に牛乳を入れて食べるアングロアメリカの伝統的な料理。日本で言う

とシリアルの牛乳掛けのような食べ物)を出してくれた日もありました。

昼食は、私が見た限り、日本よりも軽めの食事です。サンドウィッチと飲

み物と他 1 品くらいで、昼食を割としっかり食べる日本人としては物足り

ない感じでした。夕食、これは、日本よりもボリュームのある感じでとり

ます。正直なところ、研修中の夕食の時間帯は歓迎会などいわゆるパーテ

ィーの日が多かったので、通常の夕食はあまり見られませんでしたが、い

ずれにせよ、夕食に重点を置いている感じなのと、現地は日本よりもパー

ティーが多いし、パーティー好きといった感じでした。  
そして、重要な味ですが、ここにつていては贔屓目なしで「日本の勝ち

かな。」というのが、一日本人としての素直で正直な感想です。もちろん、

日本の味になれているので、アメリカの方向けの味付けに違和感があるの

は当然といえば当然ですが、それを抜きにしても日本の方が味付けは繊細
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で美味だというのが私の見解です。そして、アメリカの食事は良く言うと

シンプルで素材の味を生かした状態。悪く言うと、日本と比べると味付け

が少し大雑把。といった感じ。ある日のボストン市内の見学日、見学後デ

ィナーにボストン市内の中華料理店に入ったのですが、日本人としてはお

世辞にも美味しいとは言えない味でした。チャーハンは、固い部分や味の

付いていない部分があり、焼きそばも同様の状態。日本国内ならおそらく

クレームになるだろう状態でした。しかし、聞くとこの料理店はボストン

市内で人気の中華料理店との話。ここにアメリカと日本の違いを感じまし

た。日本では、料理店は質や繊細さが求められ、客も味にうるさいし細か

い。しかし、アメリカでは、もちろん質や繊細さも求められるでしょうが、

それよりも量や見た目（外食店に限る。）を重視する傾向があるのかなと

感じました。  
ただし、家庭料理については、いつ

も美味しくいただく事ができました。

アメリカの家庭料理について元来日

本人がイメージするのは、肉類中心で

ボリュームもかなり多めというイメ

ージだと思いますが、それは今のアメ

リカには当てはまらず、家庭料理では

どちらかというとヘルシー志向が強

くなっているのを感じました。アメリカでも近年、肥満やそれらに付随す

る生活習慣病が問題視されてきたようで、それと共に食生活も変遷してき

ているとのお話でした。確かに、年配の方は、お腹の大きい方も多かった

ですが、若人は、スマートな方が多かった気が…笑。また、感心させられ

たのが、料理は夫婦で分担して出来る人がやるという事です。日本に今で

も多少残る文化のように、男は厨房に立たないという風習は全く感じられ

ない。むしろ男性が進んで厨房に立つといった感じでした。そして、アメ

リカでは、どの家庭も日本以上に男性よりも女性が強くパワフルなのも印

象的でした。  
＜車について＞  
 車については、驚くほど日本車が多いです。特にコンコードは多いよう

で、全体の半分くらいは日本車な感じ。他の４割は GM などのアメリカ車、

残りの１割が他の海外製といった感じです。聞くと、「やはり日本車は安

全だから、みんな乗るのだ。」と、私のホームステイ先のジョンさんとホ

リーさんがおっしゃってました。そして、二人の車もそれぞれプリウスと

スバルのＲＶです♪（安全性が売りの日本車ですが、話題のタカタの事も

あり、今後どうなるか。信頼を裏切るような形となり、一日本人として申

ある日の団欒♪ 
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し訳ない限りです。）  
 一点少し気になったのが、アメリカの方が乗る車の状態です。だいたい

の車にぶつかった際に出来たであろう様々な凹みやキズがある。(笑)アメ

リカの方は、こういった凹みやキズはあまり気にならないようです。日本

だと、だいたいの方がぶつけて凹みやキズを作ってしまった際は、恥ずか

しい、みったくない。とすぐに修理に出すのですが、アメリカの方はそう

いう事はあまり気にされないようです。そういった意味では、アメリカの

方は、おおらかで寛大。小さな事は気にしない。といった面があるのかな

と感じました。  
ここら辺は、小さい事を気にし過ぎで細かい日本人は学ぶべきところなの

かなとも感じました。もちろん、日本の細かさは物作りの上では、世界に

類を見ない技術と商品を生んだのでしょうが。  
＜仕事について＞  
 これについては、私の偏見もありますが、アメリカの方は私が思ってい

たよりもずっと生真面目な仕事ぶりだ。というのが率直な感想です。あく

まで私のイメージで先入観もあると思いますが、私が研修に行くまでのア

メリカの方の働き方のイメージは、俗な言い方になりますが、もう少し緩

く、軽いイメージで、おしゃべりしながらゆったり仕事をし、休日も多め。

というのがイメージでしたが、それは全く違って、もちろん、ゆったり仕

事をすることもあったり、休日も日本よりは多いのでしょうが、その分ア

メリカの方はオンとオフの使い分けがしっかりしていて、仕事の時はしっ

かり集中。その分、休みの時はしっかり休む。というのが徹底されている。

というのが、私が実際に見て、受けた印象です。仕事中についても、只々

集中ではなく、時には、同僚とおしゃべりしたり、お客さんが来れば、そ

の方との会話も楽しみながらといった感じで、「車について」でも述べた

ように、あまり小さい事は気にせず、おおらかな空気の中で、それでいて

ＴＰＯをわきまえながらといった感じが見受けられました。  
 日本人はどちらかというと、仕事となれば仕事中心になってしまう傾向

があって、仕事中も只々仕事、それも集中出来ているのかというとそうで

もない。結果、効率が悪い。というのが傾向として割と多く見られるよう

に思うので、こういったアメリカの方のオンとオフの切り替えとおおらか

さ・寛容さは見習うべきだと強く感じました。  
 そして、私のホームステイ先のジョンさんとホリーさんは、中でも凄く

お忙しそうで、日にもよりますが、朝早くから、夜遅くまで働いているよ

うです。その中でも、オンとオフの切り替えをしっかりし、日々の生活を

楽しまれておりました。お二人の様子を見て、仕事に対する真摯さと姿勢

の素晴らしさに感銘を受け、私も帰国後、お二人の姿勢を参考に私自身の
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仕事の仕方、時間の使い方の見直しの参考にさせていただきました。その

意味でも私の今研修とジョンさんホリーさん宅にホームステイさせてい

ただいたことは、私の人生において大きな意味を持ちました。  
＜生活・街づくり・コミュニティーについて＞  
 アメリカの方の日常の生活で大きく違うところは、まず朝が日本より早

い事、そしてその分、退勤の時間も早い事です。これは、サマータイムと

そうでない時とで多少の違いはありますが、だいたい日本より 1 時間程早

く動いていて、学校も 7 時頃の登校です。その分、早く自宅に帰れるので、

家族との時間や私的な時間を多く取れるようになっているようです。時間

の使い方としてはとても効率が良く、私も参考にしたいと思った点です。 
 また、この自宅での時間や私的な時間が多く取れる、取るようにしてい

る。という事とも関連している事なのかもしれませんが、アメリカでは、

自宅の建物の整備、多少の改築、車の整備、これらは可能な限り自分たち

でやるというのも特徴的でした。私の仕事との関連から、日本でいう「ホ

ーマック」のような大型のホームセンターに連れていっていただいた日が

あったのですが、そこには、ジャグジー付のバスタブが売られていたり、

ガラス扉のおしゃれなシャワールームが丸まんま売られていたりと、日本

ではリフォーム関係の業者しか取り扱わないような大型の材料・部材まで

多く売られていました。自宅のお風呂のバスタブを自分で取り替えたり、

シャワールームを自分で丸まんま取り替えちゃうなんて日本では考えら

れないと思いますが、アメリカでは状況にもよりますが、そういったこと

も少なくないようです。これは、日本とアメリカの建物の耐久性や価値観

の違いにも理由があるようで、アメリカでは古くから既存の住宅を出来る

だけ活かすというのが一般的なようで、既存の住宅をその時代時代に合っ

た形に、素材や建材を変更し、リフォームして長く使っていくというのが

主流で、その為、家を購入となると既存の中古住宅を購入し、それを自分

たちの好みにリフォームして使うというのが多いようです。よって、建物

そのものの耐久性がもともと高く作られているようで、これは、物を無駄

にしないエコな考え方が根底にあるようです。また、アメリカは日本に比

べ地震が少ないので、建物が古くなっても壊れにくいという事にも理由が

あるようです。ただし、近年は、アメリカでも新築の住宅も増えているよ

うです。逆に、日本では、地震に耐えられる技術が開発され、高耐久の建

物が建てられるようになったので、リフォーム需要が高まっています。こ

ういった所はアメリカの文化も参考にされた流れかと思いました。  
 そして、アメリカ及びコンコードの文化で強く感銘を受けたのは、コミ

ュニティーとそれを中心とした街づくりです。日本では、私的時間が少な

いのもある為か、他人と他人がコミュニケーションを取る機会や場があま
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りないように思いますが、アメリカでは教会だったり、学校だったり、様々

な行事やパーティーだったりと多くの人に会う機会があり、それを中心と

した街づくりが出来ているように思いました。その一つがコンコード・カ

ーライル高校のスポーツジムで、ここは、高校の１施設なのですが、日本

の民間のスポーツジムよりも立派では

と思うようなプールを有し、トレーニン

グルームなども立派なものでした。そし

て、何より特徴的なのは、ここが一般に

も開放されており、朝の 5 時から使える

という点です。コンコードの方は、ここ

で仕事前の早朝からトレーニングをし、

仕事に向かう方も多いようです。その為、

多くの町民がここに集まり、自然に交流が図られますし、自然に仲間が出

来ます。そして、高校の 1 施設だということもあり、学生との交流も少な

からず図られますし、町民が自分たちの街の学校として強く意識出来るよ

うなシステムが自然と出来上がっています。そして、そこに人の流れが発

生し、当然お金の流れも発生し、意見交換の流れも発生し、ついでに、学

生を見守る目にも繋がるといった様々な良い効果が副次的に発生し、結果、

街の活性化に繋がるといった良い循環が出来上がっていました。この街の

活性化は、ここで説明したほど単純に出来上がっているわけではないでし

ょうが、少なからずこの学校とそれに関連したコミュニティーの繋がりが

強く影響している事は間違いないのではないかと思います。欧州のある国

で、プロフットボールチームを中心にコミュニティーが形成されていると

いう街がいくつかありますが、それと似たシステムと感じました。そのフ

ットボールチームでは、もちろん、中心となるプロフットボールチームを

最上階に、その下にいくつかの年代、カテゴリーのそれぞれのチームがあ

ります。そして、その他にフットボー

ルに限らず、多くの人 (子供から高齢

者、障害を持つ方まで )が参加できる

多種多様なスポーツチームや文化ク

ラブ、レクリエーションが存在し、そ

れらがプロフットボールチームの元

で整備された多様で潤沢な設備をプ

ロフットボールチームの管理と運営

の元に使えるというシステムです。必

然、それらの街の人々はそのトップで

あるプロチームの根強いサポーター

ＣＣＨＳプール 

ＣＣＨＳサッカー部とサッカー

もしました 
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となり、当然試合も見に行きますので、安定した入場料収入があがり、街

としても結束力の強いコミュニティーが形成され良い効果が発生すると

いう訳です。このシステムの縮小版がコンコードのシステムにはあるよう

に思います。プロフットボールチームの役割を町や学校が担っているとい

う訳です。日本や七飯にも各スポーツクラブや文化的なクラブは存在しま

すが、それぞれ独立した組織であり、バラバラの場所で行われ、運営体も

バラバラです。その為、各組織との繋がりがほとんどありませんし、自分

たちの場、自分たちの街と強く意識できるものがなく、必然、町に対して

の関心や責任も薄れる傾向にあると思います。七飯町にも、コンコードの

ように多くの年代が集まる場、システムがあり、多くの組織が繋がれる場

があれば、七飯町自体への関心も高まり、結束力ももっと高まるのではと

感じました。その意味では、七飯町に今現在最も不足しているのは、多く

の町民が集まり有意義に使えるスポーツ施設かと思います。現在、町には

スポーツセンターがありますが、老朽化が進んでいますし、現在の町の人

口から考えても十分な施設と広さを有しているとは言えないでしょう。こ

の場を借りて、スポーツ施設やそれに付随するプールの可能な限り早期の

整備を一町民の意見として、関係者の皆様にお願い致します。  
＜まとめ＞  
 今研修では、この他にも様々な経験をさせていただき、様々な「違い」

を感じ取ることが出来ました。それも全て、私達を暖かく受け入れてくだ

さったＣＣＮＮのメンバーはじめコンコードの皆様、および、綿密な準備

と調整を進めてくださった、七飯町長はじめ、七飯町の関係者の皆様のお

かげと心から感謝しております。今研修で得た経験は、私の人生を変える

大きな経験となった事は言うまでもありません。このような経験をさせて

くださった関係者の皆様に報いるためにも、この経験を自らの能力向上と

仕事の発展に生かすと共に、以て、七飯町の為、そして七飯町とコンコー

ドのより強い友好関係の為、尽力して参りたいと強く決意しました。  
 最後になりますが、ホストファミリーとして私を受け入れてくださった

ジョンさんホリーさんに何より心から感謝し、お二人と過ごした日々が私

にとってかけがえのない時間になった事をお二人にお伝えし、終わりの挨

拶とさせていただきます。また、お二人と、他何名かのＣＣＮＮのメンバ

ーの皆様が来春、来町されるとのお話でしたので、その日を楽しみに、そ

の時は、今度は私が出来る限りのおもてなしで迎えさせていただきたいと

思います。  
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「七飯町海外交流研修を経て」 

 
町民代表 三上 隆広 

 
今回町民代表ということで、姉妹都市のコンコード町に行かせていただ

きました。コンコード町とはアメリカのマサチューサッツ州にある町で人

口約１７０００人、気候は北海道とにた感じで、アメリカ独立戦争の口火

を切ったレキシトン・コンコードの戦いや「若草物語」を書いたルイーザ・

メイ・オルコットなどで有名な町で歴史ある町です。  
最初この話をいただいた時は、耳を疑いました。  
まさか私がアメリカに行ってホームステイをするなんてと思いました。  
初めての海外がホームステイ、しかも英会話もできない私は無理だと思い

ましたが、以前コンコードに行った人は「なんとかなるから」「行ったほ

うがいいよ」などの話を聞いているうちに「もしかしたら大丈夫かも」と

いう根拠のない自信が湧き行くことに決めました。せっかく行くからには

このチャンスを生かし少しでも色々なことを学び吸収しようと思いまし

た。でも現実は甘くありませんでした。出発前の事前研修会のことです。

最初はコンコードの文化や自然についてだったのですが、英語の勉強にな

った途端全然わからなくて学生の方たちに教えてもらうしまつ、私の勉強

不足を痛感したと同時に不安でいっぱいになりました。様々な不安を抱え

たまま、とうとう出発の日が来ました。成田空港から約１３時間の移動を

経てボストンに到着。時差約－１３時間。空港にはコンコードの方たちが

「コンコードへ、ようこそ」と手作りの旗を持ってお出迎えしていただい

たときは、びっくりしたと同時にとてもうれしかったです。それからバス

で移動すること３０分、とうとうコンコードへ到着。  
すばらしい歓迎会をしていただき各ホームステイ先の家族と対面しまし

た。自分のホームステイ先は、ジャックとナンシー夫妻でした。ほとんど

の方は１家族に１名だったのですが私は高井さんと二人。しかも高井さん

は英語も話せると聞いたときは、本当に心強く感じ、安心しました。もし

１人だったと思うと・・・。  
話を戻しますが、それから各ホームステイ先の家族と帰宅。一緒にきたみ

んなと別れ、とうとうホームステイの始まりです。緊張と疲れと不安です

ぐに寝ることはできたのですが、夜中に目が覚め全然眠れない、寝たくて

も眠れないというのは、とても辛いものだとわかりました。あとで聞いた

ら私と同じように眠れない人がたくさんいたみたいです。これが時差ボケ

みたいです。  
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コンコードの町並みは若干

七飯の大沼に雰囲気がにて

いて、町中心部にはいろい

ろなお店や美術館、図書館

などがありました。とても

大きな家が多く築年数が経

ってる家でも綺麗に手入れ

されてる印象を受けました。

コンコードカーライル高校

は自分たちでラジオ番組を

作っていたり様々な取り組

みをしていて、まるで大学

みたいな感じを受けました。

ミニットマン国立公園で独

立 戦 争 が 始 ま っ た オ ー ル

ド・ノース橋、「若草物語」

のルイーザ・メイ・オルコ

ットの住んでいたオーチャ

ードハウス、魔女狩りの町

で有名なセイラムやボストンにあるボストンレッドソックスの球場、ダッ

クボートツアーなど様々なところを見学、体験させていただいたり、コン

コードの方たちと交流もでき勉強になりました。今回、日程的に１０月３

１日ハローウィンを見ることができました。仮装したり家に飾り付けをし

たり各家庭、個性的なものばかりでした。ハローウィンパーティーにも参

加させていただき、とても素晴らしいパーティーでした。アメリカのハロ

ーウィンを実際に見られて感動しました。 
長いようで短かったホームステイも終わり、コンコードカーライル高校で

ホストファミリーとの別れは、やさしく、親切にしていただいた分、とて

もさみしいものでした。バスに乗ってからも私たちの姿が見えなくなるま

でずっと手を振り続け、その姿を見ながら、ジャックには親切にしてもら

ったことや、ナンシーの料理がおいしかったこと、時には言葉がわからな

くて困らせてしまったこと、コンコードの方たちとの様々な交流、パーテ

ィーなどとても貴重な体験、などあっという間に過ぎ去った１週間を思い

出しながら別れを惜しんだことをつい昨日のことのように思い出します。 
ジャックとナンシーには、ありがとうの言葉だけでは、言い表せないくら

い素晴らしい時間を過ごさせてもらったことを感謝しております。  
今回の研修を経て、今まで経験したことのないことを学び、体験できたこ
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とを今後の人生にきっと役立てれることでしょう。今後、七飯町とコンコ

ード町が益々交流を深めていき、一人でも多くの方たちが、お互い行き来

できるような友好関係になることを願っています。  
 

さて最後になりますが、今回の研修でお世話になったジャックとナンシ

ー、コンコードの方たち、今回研修に行かせていただいた七飯町には、と

ても感謝しております。ありがとうございました。一生忘れることのない、

素晴らしい思い出です。  

 
 

ホストファミリーの 

ジャックとナンシーと 
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「コンコード海外交流派遣研修」 

 
（一財）北海道大沼国際交流協会 高井 雅俊  

 
はじめに  
２０代はじめ漠然と海外に憧れを抱き全く英語を話す事が出来ないにも

関わらず、行けば何とかなるという思いだけでバックパック一つ背負いオ

ーストラリアへ行き、辛い思いも数多く経験しましたが、それ以上に英語

（語学）の素晴らしさ・海外の雰囲気、新しい仲間達との出会いに感動し、

次は専門分野を英語で学びたいと思いアメリカに行きました。それが 15
年前のお話なのでそれ以来ぶりのアメリカでした。  
当時ボストンにも留学していたのでコンコード訪問と同じぐらいボスト

ンへ行ける事も楽しみの一つでした。今回の研修では期待と不安もありま

したが、留学時代に二度とアメリカに戻って来る機会はないだろうと思い

日本に帰国したのをくっきり覚えているので、今回派遣団の一員としてコ

ンコードへ行けた事に感謝し、私自身長年忘れていたことを思い出させて

くれる研修になりました。学生時代に過ごしていた時とは違う角度・目線

でいろいろな物を見る事が出来、そして再度物事を考える事が出来ました。 
 
研修報告（コンコード）  
コンコードはボストンからハイウェーを使い車で 30 分ぐらいのとても小

さな町ですが、その一方環境、雰囲気は大沼の湖畔沿いに閑静な住宅地が

あるように感じで、町並み景観いずれも、とても綺麗で素晴らしく統一さ

れています。  
 
行政・教育  
コンコードタウンマネジャーを訪問し、コ

ンコードがあるニューイングランド地方

では植民地時代から現在までタウンミー

ティングによる地方自治が行われ住民の

大部分が集合して地域の政策や予算を決

議しています。それによって行政住民の一

体感、意思統一が図れ、町の方向性が出て

いるのであろうと感じました。  
七飯高校と姉妹校を結んでいるコンコー

ドカーライル高校はテレビドラマに出てくるアメリカを感じさせる平屋

来年 3 月頃完成予定コンコ

ードカーライル高校新校舎 
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の校舎なのですが、建物の老朽化、耐震性の問題もあり 2015 年 3 月頃新

しい校舎が出来上がります。  
アメリカの大体の州では 16 歳から車の運転が出来る為、現在の校舎を取

り壊した後は生徒用の駐車場や緑の芝生に生まれ変わるそうです。高校で

教えている外国語は現在スペイン語、フランス語、中国語の授業があり時

代のニーズに合った言葉や文化を教えているそうですが、残念ながら日本

語の授業は行われておりませんでした。七飯町との交流を長年務めてこら

れた代表トム、スーザン・カーティン夫妻もこの事についてとても残念が

っておられましたが、生徒達は日本のアニメ・漫画・コスプレとかといっ

た新日本文化にはとても興味がある様で、生徒達が知っているアニメや漫

画のタイトルを私に話をしてきましたが全く分からないタイトルばかり

でせっかく現地高校生と話す機会が 1 分ともたなく終了。現状としてある

高校生を持つ母親と話をしたが、毎日大量の宿題が学校から出され、放課

後のクラブ活動、週末には習い事、高校生は自宅にいる時は宿題・勉強漬

け、親も週末習い事の送り迎え、「Crazy」だと、アメリカという国は一見

華やかに感じるが、学生の頃の学業・習い事は日本以上だと感じました。

このことからハーバード大学、マサチューセッツ工科大学、ボストン大学

の様な世界に名だたる大学が近辺にあり、コンコードには公立私立の小・

中・高合わせて 14 校があります、現駐日米国大使キャロライン・ケネデ

ィ氏が卒業した全寮制の学校でアメリカ TOP10 に入る私立コンコードア

カデミーも町の中心部あり、コンコードの教育水準高さに驚きました。  
 
コンコードの歴史  
昔から「世界ふしぎ発見」の様な番組が大好きで、アメリカの歴史上もっ

とも有名な場所であるアメリカ独立戦争の舞台「オールド・ノースブリッ

ジ」、著者ルイーザ・メイ・オルコットが書いた日本では馴染みがある若

草物語の執筆された舞台「オーチャードハウス」それらの書物等が大事に

保管されている「コンコードミュージアム」歴史をすごく大事にしており、

住民がその歴史に誇りに思い生きていると感じました。そして全ての場所

に訪れ共通して言えることはガイドさんの説明が上手さ、歴史が好き嫌い

はあると思いますが、建物を出た後にこの場所で２時間以上話を聞いてた

の？っと感じたぐらいとても中身の濃い説明で驚き半分、すごく勉強にな

り帰国後もたまにインターネットでコンコードの歴史を検索してしまし

ます。  
 
最後に  
ハロウィンや紅葉が色づき始めるこの時期にコンコードを含めたくさん
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の場所を訪れ、多くの物を見てきまし

た。ボストンでは多少思い出の場所も

行けましたが 15 年前と街並みがすっ

かりと変わり、しかしどれもこれも素

晴らしい建物で歴史を感じる場所ば

かりでしたが、やはり一番のこの研修

の思い出はそこで出会った方々だと

感じます。これまで色々な場所へ行きホーム

スティもしてきましたが、ここまで素晴らしく一人や

二人じゃなく会う方のほとんどみんなが日本並みの

おもてなしをしてくれた場所はなかったので、これま

で七飯町とコンコードの交流を築き上げて来られた

代表トムさん、スーザンさんをはじめ、陽気でいつも

冗談ばかり言って仲睦まじい三上さんと私のホスト

ファミリーのジャックとナンシー、駒ヶ岳を愛し版画

にした清野先生のホストファミリーのクリスさん、オ

ーバーオールがとても似合う篠田さんのホストファ

ミリーのジョンとしっかりした奥さんホーリー、昨年

の夏に七飯町へ国際交流事業で来て現在ボストンカ

レッジで法律の勉強しているジョシュとの再会、家に

招待してくれた七飯町現外国語指導助手マクレーンのご両親と妹さん、そ

してこの研修を毎回陰で支えて下さり、コンコードという素晴らしさを数

多く教えてくれ、最高のおもてなしをして下さったジュンコさんとその息

子で紳士のボビー、名前が出た方以外にもたくさんの方々のおかげで素晴

らしい研修になり、無事何事もなく七飯に戻って来ることが出来たと思っ

ています。今回学んだ事を毎年 7 月に七飯町に来る留学生、これから新た

に計画する国際交流に役に立つと感じました。この度私を七飯町海外交流

派遣団の一員に選んで下さった方々、こっちにいたら全く出会えなかった

年齢・職業は異なる 14 名の（中学生・高校生の行動力に凄さにびっくり

しましたが）このメンバーとも知り合えて本当に素晴らしい研修になった

ことに感謝します。今年の 6 月・7 月頃コンコードからトムさん方が札幌、

七飯に来ると現地で言っていたので、もう一度会えるのを心待ちにしてい

ます。そして機会があればもう一度コンコードへ今度は家族を連れ行きた

いと心に誓いました。  

素晴らしき仲間達 

ジュンコさん 
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～コンコードを訪問して～ 

 

学校教育課長 松本 亨 

 

七飯町とコンコードは、平成９年１１月に姉妹提携をいたしましたが、

姉妹提携の調印に至るまでの準備期間も含め、これまでに１３６名の中高

生並びに３３名の町民と２１名の引率教員をコンコードに派遣していま

す。 

今年度は、８名の中高生を始めとして、町民や引率教員を含め総勢１４

名で１０泊１１日の予定でコンコードに向けて１０月２８日に出発しま

した。 

出発当日は、家族の皆さんの見送りのなか、訪問団一同は心を弾ませて

函館空港を出発し、成田空港を経て、現地時間の午後６時頃にボストンロ

ーガン空港に到着し、ここで、最初の難関である入国審査を受けました。

七飯町からほぼ丸１日をかけての移動で訪問団員も少々疲れ気味でした

が、ボストン空港ではコンコードの皆さんが大きく手を振りながら、温か

い笑顔で迎えていただき長旅の疲れも一挙に癒される思いでした。 

その後、スクールバスでコンコード美術協会に行き、盛大な歓迎会とホ

ストファミリーとの対面式をした後、それぞれのホームステイ先へと向か

いました。 

これから、片言の英語でホストファミリーをはじめ、コンコードの皆さ

んと７日間一緒に過ごすと思うと不安と緊張が高まる一方でした。 

コンコードの概要については、七飯町のホームページでも紹介されてお

りますが、コンコードは七飯町と同緯度にあり大西洋岸のボストンの北西

約３０キロに位置しています。 

ちょうど、函館、大沼間ほどの距離になります。このため、四季もはっ

きりしており、気候も七飯町と同じようで、私たちが訪れた１０月下旬の

気温は七飯町とさほど変わりありませんでした。 

面積は、七飯町のおよそ３分の１の６７ .３平方キロ、人口は約１７ ,０

００人の大都市近郊型の典型的な町です。 

また、自然が多く、日本のように住宅が軒を連ねているのではなく、自

然の中に住宅が点在し、別荘地のような雰囲気を醸し出しています。 

町の中を車で道を走っていると、リスなど野生の小動物が現われたり、

樹木や植物も七飯町と同じようで、まるで大沼の周遊道路を走っているよ

うな感覚を覚えました。 

コンコードの方々の就業状況をみると、サービス業、公務員、卸売業の
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３次産業が約９０パーセントを占め、

その多くがボストンに勤務していま

す。 

そのためか、タウンハウス（役場の

ような所）で話しを伺うと、これ以上、

人口が増えることは望んでいなく、開

発を避け自然を保全し、田舎の雰囲気

を残しながら観光に力を入れている

と述べていました。 

コンコード滞在中は、コンコード町

内だけではなく、セーラム市などのコ

ンコード近郊にも足を延ばしましたが、山地がなく、どこまでも地平線が

続き、空がとても広く感じられ大地の広さというものを感じました。 

先に述べたように、コンコードの方々は初対面にも関わらず、私たちに

とても温かく親切に対応していただき感謝の気持ちでいっぱいです。コン

コード町内や近郊をたくさん案内していただきましたが、その際に通訳の

ために同行していただいたのは、コンコードに住んでいる日本人の方々で

した。 

コンコードにこんなにも日本人がいるのかと驚くと同時に、海外で活躍

している日本人を見て、今回の訪問団の中高生は、いつかは私も海外で活

躍したいと思い巡らせていることを願っており、また、そうであって欲し

いとも思っています。 

また、引率教員を始めとする一般町民の皆さんは、アメリカの授業の仕

方を視察するため単独で学校訪問し小学生に書道を教え、また、町民代表

の方は、自分の職業としている仕事をコンコードで実際に体験するなど、

目的意識をしっかりと持った行動に敬意を表したいと思います。 

中高生は、コンコード滞在中はコンコードカーライル高校の授業へ参加

するとともに、ホストファミリーとアドレスの交換をするなど、しっかり

と交流を果たしており、最終日の別れの朝には、涙で別れを惜しんでいた

光景は交流の深さを物語っていると感じています。 

最初は、中高生を一人でホームステイさせることに多少の不安はありま

したが、この７日間で家族同様に過ごしたようで、彼らの勇気と行動力に

感服しました。 

今回のコンコード訪問を通して感じたことは、コンコードと七飯町との

これまでの交流がしっかりと根付いており、その輪が確実に広がってきて

いることです。 

文化や生活習慣、言葉の違いを乗り越えて続けてきた交流は、お互いの

コンコードセンターの街並み 
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心をしっかりと結んでいると言えるでしょう。 

コンコードの皆さんは、平たい言葉で言うと「本当に良い人たち」ばか

りです。 

コンコードの皆さんが、今度七飯町を訪れた時にはコンコードの方々の

ように友愛を込めて最高の笑顔で迎えたいと痛感しているところです。 

国際化が当たり前の今日において、平成９年に姉妹提携をしてから平成

２６年で１７周年を迎えますが、七飯町を誇りに思い、また、日本の文化

を大切にし、コンコードの生活習慣や文化を尊重しながら交流を続けてい

くことは非常に意義のあることだと考えています。 

七飯町が実施してきている海外派遣事業が、今後とも、子どもたちをは

じめとする町民の国際感覚の情操や海外での活躍の足がかりになること

祈念いたします。 

今回の海外派遣事業の実施に当たり大変お世話になったコンコードの

皆さんに感謝とお礼を申し上げ、そして、平成２６年度七飯町海外派遣交

流事業にご協力いただいた団員の皆様にお礼を申し上げます。 

コンコードの皆さん、次にお会いすることを楽しみにしています。 

 

 

 

 

オールドノースブリッジとミニットマン像 
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「コンコード訪問２０１４」 

 
政策推進課交流推進係 木村 絵美  

 

＜はじめに＞  中高生海外交流研修の引率でコンコードへ行くのはとて

も久しぶりでした。初めて行った時は私もこの仕事を始めて間もなかった

のでコンコードのことも、姉妹都市交流の歴史などもほとんど知らず、中

高生と同じような気持ちで行ったと思います。しかし今回は違い、これま

での仕事を通じて知り合ったたくさんのコンコードの方がいて、町内の風

景や道などにも慣れ、そしてこの交流の素晴らしさを知ったことで、前よ

りも自信を持ってみんなのサポートと引率をすることができたのではと

思います。 

 

＜事前研修＞ 今年も出発までに全部で 5 回の事前研修会を行いました。

自分の町の歴史を学び、コンコードのことを勉強し、そしてマクレーン、

クリスと英会話の練習をしました。すぐに英語が話せるようになるわけで

はないけど、みんなの英語を話すということに対しての抵抗や恥ずかしさ

みたいなものを少しでも無くせられればいいなと思いました。また、この

事前研修で集まったことでお互いを知り、一緒に旅する仲間だという意識

ができ、だんだんと仲間になれたと思います。 

 

＜英語＞ 今回思ったことは、生徒たちの英語が上手。上手というか、英

語に対しすごく前向きで、発言しようとする態度もたくさん見られ、とて

も頑張っているという印象を受けました。よく日本人は英語をたくさん勉

強するのに話せない人が多いと言われます。知識はあるのに使わないのは

もったいないのです。今回アメリカに行って英語を話すこと、つたなくて

も頑張ってコミュニケーションを取ることの楽しさに気づいてくれたら

嬉しいです。 

 

＜出発＞ 函館空港に集合しすぐに荷物を預け、2 階で出発式を行いまし

た。副町長から激励の言葉をもらい、14 人元気に出発しました。道のり

は順調で、特にトラブルもなく成田空港へ。唯一のトラブルといえば私が

空港内でちょっと迷ってしまい、一緒にお昼を食べたメンバーに迷惑をか

けたというくらいですしょうか（笑）。 

 

＜飛行機＞ 成田発ボストン行の JAL の直行便でした。機体は新しいタ
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イプで機内の湿度や気圧の調整が前よりもぐっと改善されているし、日系

なので日本語も通じたり、日本食が出たり、また観られる映画やアニメも

たくさんあり、とても快適でした。到着の少し前に多少揺れ、酔った人も

いました。 

 

＜最新＞ ボストンのローガン空港に着いて驚いたのが、「キオスク」と

呼ばれる自動入国審査 ATM のようなものに遭遇したことです。私たちの

グループは全員それを使うよう指示されました。タッチ画面でまず言語を

選び、あとはいろいろな質問に答え、パスポートをスキャン、そして片手

の指紋を登録し顔写真を撮影します。最後に出てきたレシートを取って本

当の入国審査官のところへ。あとはパパッとした確認だけで通過できまし

た。中には時間が多少かかた人もいましたが、基本的に時間も短くて済み、

便利だなと感じました。 

 

＜対面式＞  空港から真っ直ぐ向かったのはコンコード美術協会の建物

の 2 階でした。そこでホストファミリーとの対面式と歓迎会が開かれまし

た。みんなは緊張しながらもファミリーと対面し握手して一緒に席につき

ました。セレクトマンの議長が挨拶して歓迎してくれました。食事も用意

されていて、食べながらみんなで歓談しました。この歓迎会の企画と準備

をやってくれたのは、4 月に七飯を訪れたばかりの高校のサイファイクラ

ブの生徒たちで、七飯が開いた歓迎会に感動したのでその恩返しをしたい

という思いからだったそうです。これを聞いて本当に嬉しく思いました。 

 

＜CCHS＞  コンコードカーライル高校へ中高生と共にほぼ毎朝集まり

ました。授業が始まる時間が七飯に比べて 1 時間は早いため家を出る時間

も早く、時差ボケや長旅の疲れも相まってみんな大変だったと思います。

集合場所になった図書室ではいつも早くから来ている司書長のロビン先

生が温かく迎えてくれました。ふつうの授業の他に、ラジオ放送やテレビ

収録と日本ではあまり体験のできない貴重な授業にも挑戦できました。サ

ッカー部に参加したときも、大きな試合の直前でしたが七飯の参加者 2

人を温かく迎え入れてくれました。今の校舎の裏に新校舎が建てられてい

て、来年春には引っ越しが出来ます。まだそんなに古くないように見えた

今の校舎ですが、実はあちこち壊れたり雨漏りしたりしているそうです。

私たちはこの校舎に通う最後の訪問団となりました。 

 

＜住宅事情＞  コンコードでは昔ながらの伝統スタイルの家を改築した

り補修したりして長く住んでいる家が多いのですが、最近では日本のよう
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に壊して新築するところも出てきたそうです。子どもたちが家を離れ夫婦

では大きすぎる家から小さ目の家を建てたり他に移ったり、新しく引っ越

してくる家族では元々あった家を壊し新築することも増えたようです。ま

た日本の分譲マンションのようなコンドミニアムも町内に新しく建てら

れていました。私のファミリーのトムさんたちは高齢になり階段が辛くな

ったが家を離れたくないとの理由で他へ引っ越すよりも住宅用のエレベ

ーターを導入することを決めたそうです。 

 

＜ハロウィン＞ 今年の訪問は例年よりも遅く、ちょうど 10 月 31 日の

ハロウィンにぶつかりました。民家もお店

もお化けやカボチャ、かかし、蜘蛛などの

デコレーションを飾っていました。中には

白いドレスを着た人形をベランダに飾って

いる家があって、本物の人に見えてちょっ

と驚きました。CCHS でも全員ではありま

せんが、たくさんの先生や生徒が仮装して

登校していました。日本ではなかなか出来

ないことなので七飯の中高生たちも良い体

験になったのではと思います。夕方には仮

装した子供たちがお菓子をもらいに近所

を歩くのですが、子供が少なくあまり回っ

てこない地域などではお菓子を玄関先に

置き自由に取ってもらって、夕食に出かけたりすることもあるそうです。 

 

＜セーラム市＞ ボストンの北にセーラム市という、魔女の伝説が残る街

へ連れて行ってもらいました。これまでの訪問団では初めてのことだと思

います。ガイドさんの説明を受けながら街中を散策し、その後かつて貿易

船としてアジアまで航行していた船のレプリカを見学しました。メインス

トリートではたくさんの大道芸人がいて様々なパフォーマンスをしてい

て、観光客も大勢いました。また、通りのお店では他では買えなそうな少

し不気味なお菓子や飾り、おもちゃなんかが売られていました。店内には

占い師のコーナーもありました。 

 

＜再会＞ 今回の訪問で特に嬉しかったことの一つに、たくさんの友達に

再会できたことがあります。元国際交流員のボビー、ウィットニー、エミ

リー、現在は大学生で CCHS 在学中に 2 度七飯を訪れたことがあるギャ

ビー、そして高校卒業後に七飯を訪れたミランダに再会できたことでした。

セーラム市内でギャビーとち

ょっと怖いピエロの人形と 
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ボビーは仕事で日本語を使い、ギャビーは大学で日本語を学んでいて、2

人は上手な日本語で通訳やみんなのサポートなどをしてくれとても助か

りました。みんなと再会し、近況を聞いたり七飯での思い出を話したりと

一緒に楽しい時間を過ごすことができました。七飯に来たみんなが今もこ

うやって交流に関わってくれることをとても嬉しく思いました。 

 

＜パーティー＞  滞在中にたくさんのホームパーティーを開いていただ

きました。キンボールさんのお宅では参加者全員でいか踊りが踊れるくら

い広い地下で歓迎会を開いてくださり、アイスクリーム屋を営んでいて、

自家製アイスもふるまってくださいました。また、ジュンコさんのお宅に

集まった時もこれまで交流に携わってくれた懐かしい方々も集まり、盛大

なパーティーとなりました。この日はアメリカンフットボールの地元のチ

ーム「ペイトリオッツ」の試合がテレビ中継されていて、それをみんなで

観戦しました。日本ではまだ馴染みが薄いスポーツなので私たちはルール

を教えてもらいながら観戦し、みなさんの熱狂的な応援に一緒に盛り上が

りました。 

 

＜出発＞  コンコード出発の朝は始業前だったこともありまだ薄暗くて

寒かったです。そんな中たくさんのファミリーが見送りに来てくれました。

お互いに別れを惜しむ生徒と家族の様子を見て、今年もいい交流と友情が

うまれたんだなと実感しました。最初は慣れない環境で緊張と不安がいっ

ぱいですが、だんだんと英語にも慣れ、少しずつ会話もできるようになっ

て家族の一員として楽しめるようになったと思います。怖がらずに進んで

挑戦することで得られる経験が必ず自分のためになります。みんなそれぞ

れの気持ちを胸に別れを惜しみつつコンコードを出発しました。バスの車

内はしばらくの間シーンと沈んでいました。 

 

＜帰国＞ ボストン市内のホテルに 1 泊しました。古めのホテルは少し変

わった、横に広い造りでした。帰りはやっぱりお土産が増えすぎてしまい、

みんな重量制限との戦いとなり、ホテルで各自最後の荷造りと重さの調整

をして空港へ行きました。しかし、私を含め数人がオーバーとなり、カウ

ンター前でスーツケースを開けることになりました。預け荷物の数を増や

したり、手荷物に中身を振り分けたりして全員無事に飛行機に乗ることが

出来ました。搭乗ゲートに着いてからの待ち時間はそれぞれ最後の買い物

をしたり、ゲームをしたりして過ごしました。帰りの便もほぼ満席でした。

機内では多少のおもしろハプニングはあったものの、全員元気に無事に日

本に着くことが出来ました。成田空港内にあるホテルに泊まりましたが、
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久しぶりに食べる最初の日本食はカレーでした。みんな美味しいと完食で

した。 

 

＜終わりに＞  今回の研修も無事、

大成功に終えることが出来ました。

それもこれもコンコードの皆さん

の大きな力添えがあってこそ可能

でした。特にトムさんとジュンコさ

んにはお世話になりました。毎日朝

早くから、時には夜遅くまで引率

してくださり、食事や車の手配、

パーティーの準備やファミリーと

の連絡調整など本当に大変だった

と思います。言葉では感謝し尽くせないほどです。また、デイビッド先生

をはじめとするコンコードカーライル高校の先生方にも生徒たちの受け

入れで大変お世話になりました。そしてホームステイを引き受けてくださ

ったホストファミリーのみなさんとコンコードカーライル七飯ネットワ

ーク（CCNN）のみなさんにも本当に感謝の気持ちでいっぱいです。この

海外交流研修が中高生にも大人にも人生を変えるような素晴らしい体験

をさせてくれる本当に素晴らしい研修だと改めて実感しました。ふつうの

海外旅行なら誰でもできますが、ホームステイをして、コンコードのみな

さんの心温まるおもてなしを受け、新しい友達を作れる。こんな機会はな

かなかありません。そし

てお互いを思いやれる素

晴らしい関係が出来てい

るのだなと改めて思い、

この交流の存在に感動す

るばかりです。この貴重

な交流をこれからも続け

さらに大きくしていくた

めに私もずっと微力なが

らお手伝いをし続けて行

きたいと思いました。  

ホストファミリーとしても大変お世

話になったスーザンさん、トムさん 

訪問団メンバー全員で 
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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、
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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。 

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 
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北海道新聞夕刊 平成２７年２月１３日（金） 
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函館新聞 平成２７年２月６日（金） 
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