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七飯町海外交流派遣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

交わしてから今年度で 19年を迎えました。 

そして、この海外交流派遣研修は今年度で 22回目を迎え、10月

26日から 11月 5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 3名、役場職員 2

名）で訪問してきました。 

現地では、全員がホームステイをさせていただき、米国の文化や

習慣を学びながら七飯町の魅力を紹介するなど、姉妹都市交流の目

的を十二分に達成してきました。 

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、ホストファミリーと一緒に授業に参加してアメリカの

学校生活を体験しただけではなく、折り紙や茶道などの日本文化を紹介したり、ラジオの生

放送に挑戦する機会なども設けて頂きました。また、「若草物語」の舞台となったオーチャー

ドハウスや、アメリカ独立戦争勃発の地であるオールドノースブリッジ、魔女狩りの街とし

て有名なセーラム市などを訪れ、さらに、アメリカの一大イベントのひとつであるハロウィ

ーンの仮装パーティーに参加するなど、普通の観光ではできない貴重な体験をしてきました。 

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ほど良い経験であ

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。 

町民代表につきましては、「人的・文化的・習慣的な交流を通じて相互理解を深める意欲が

あり、帰国後においても積極的に国際交流事業に協力できる町民を育成する」という目的へ

立ち返り、町内在住のホストファミリー経験者３名を派遣しました。３人それぞれの職種に

応じた視察行程を組んで頂き、現地の町民と直接意見交換ができたほか、文化や習慣の類似

点や違いなどを学ぶことができました。 

引率教員につきましても、コンコードカーライル高校にて日本の俳句についての授業をさ

せて頂いたほか、たくさんの授業を見学した中で、多くの教員との意見交換や懇談が実現で

きました。また、七飯高校とコンコードカーライル高校の交換留学についても、平成２９年

度からの実施に向けて大きく前進させることができました。 

また、訪問団の旅程に合わせ、第 10代国際交流員のクリス・ハウエルさんが二年間の任期

を終えて退任・帰国し、第 11代国際交流員のアンドリュー・クルーパさんが赴任しました。

二人とも現地では訪問団に随行しサポートをするなど重要な役割を果たしました。アンドリ

ューさんは現在、英会話講座の講師や七飯高校英語部での指導など、両町の交流の架け橋と

なって積極的に活躍しています。 

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学

校および保護者の皆様方、そして、心温まる受け入れをしてくださったコンコード町の皆様

方に改めて厚くお礼を申し上げるとともに、2017 年には両町の姉妹都市提携 20周年という

節目の年を迎えますので、皆様とともに記念式典を盛大にお祝いし、両町の友好と親善の絆

をさらに深め、将来にわたり末永く継続していきたいと願っております。 

七飯町長 中 宮 安 一 
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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、研修における成果を事後研修会で検証しています。

14：30～16：00 スペース２０１ 中高生保護者

各学校長

１２月１８日（土） 七飯町役場 ・事後報告会に向けての打ち合わせ 派遣者全員

13：30～16：00 １０１会議室

事後報告会 ２月１８日（土） 七飯町文化センター ・派遣者から報告 派遣者全員

16:30～17:00 １０１会議室 ・町長、学校長より激励の言葉 各学校長

事後研修会

壮行式 １０月２４日（月） 七飯町役場 ・派遣者から抱負 派遣者全員

18:30～19:30 １０１会議室 ・質疑応答 中高生保護者

七飯町歴史館

第３回研修会 ８月２０日（土） 七飯町役場 ・英会話練習 派遣者全員

第４回研修会 ９月３日（土） 七飯町文化センター ・英会話練習 派遣者全員

・コンコードについて

・その他

（講師：クリス・ハウエル）

9:00～12:00 １０１会議室 ・アメリカの文化と生活について

・その他

２０１会議室 ・事業の概要等の説明 中高生保護者

第２回研修会 ８月６日（土） 七飯町文化センター ・七飯の歴史について 派遣者全員

9:00～12:00 スペース２０１及び （講師：文化財係長）

10:00～13:00 調理室 ・アメリカの文化と生活について

平成２８年度七飯町海外交流派遣研修 事前・事後研修日程

日　　　　時 場　　　所 内　　　容（予定） 参加者

・コンコードの概要

・旅程等の説明

・パスポート手続きについて

・質疑応答

第１回研修会 ７月２２日（金） 七飯町役場 ・派遣者自己紹介 派遣者全員

及び説明会 18:30～20:00

最終説明会 １０月１２日（水） 七飯町役場 ・旅程等の最終確認 派遣者全員

・料理体験

（講師：クリス・ハウエル）

第５回研修会 １０月２日（日） 七飯町役場 ・英会話練習（入国審査等） 派遣者全員

9:00～12:00 １０１会議室 ・アメリカの文化と生活について

・その他

（講師：クリス・ハウエル）
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月　　日 地　　　名 時刻 交通機関 行　　　　　程 食　　事

1 10月26日 函館空港 8:45 各自 函館空港JALｶｳﾝﾀｰ前集合

（水） 函館空港発 9:55 JAL-584 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 18:10 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 18:00 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27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

3 10月28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

4 10月29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

5 10月30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

6 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

（月） 　　　　　　　　［ホームステイ］ 昼：学校

　　　　　　　　［コンコード泊］ 夕：家庭

7 11月1日 コンコード滞在 コンコード町内において通学・交流 朝：家庭

（火） 　　　　　　　　［ホームステイ］ 昼：学校

　　　　　　　　［コンコード泊］ 夕：家庭

8 11月2日 CCHS集合 6:30 CCHS正門向いの駐車場集合 朝：家庭

（水） コンコード発 7:00 貸切バス コンコード出発

ニューヨーク着 12:00 ニューヨーク市内視察 ニューヨーク市内視察 昼：レストラン等

ﾛｯｸﾌｪﾗｰｾﾝﾀｰ展望台等

ホテル着 夕方 ［ニューヨーク泊］ 夕：レストラン等

9 11月3日 ホテル発 8:00 貸切バス ニューヨーク市内視察 朝：ホテル等

（木） ニューヨーク滞在 ニューヨーク市内視察 自由の女神等 昼：レストラン等

夕：レストラン等

ホテル着 ［ニューヨーク泊］

10 11月4日 ホテル発 朝：弁当

（金） ニューヨーク発 9:15 JAL-003 成田空港へ 昼：機内食

夕：機内食

11 11月5日 成田着 12:25 朝：機内食

（土） 成田→羽田 リムジンバス 昼：各自

羽田空港発 17:25 ANA-557

函館空港着 18:45 現地解散

平成２８年度　七　飯　町　海　外　交　流　派　遣　研　修　旅　程

コンコード町内および近隣の視察研
修
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派  遣  先  の  位  置 

 

【アメリカ合衆国】 

 

【マサチューセッツ州拡大】 
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派遣者名 ホストファミリー 住所 

瀬戸
せ と

 愛
あい

華
か

 

フライ家 

Sarah Fry（17歳） 

父、母、兄 

132 Ember Lane, Carlisle, MA 

01741 

髙
たか

橋
はし

 優
ゆ

梨
り

香
か

 

カークウッド家 

Emily（16歳） 

父、母、兄弟姉妹 4人 

904 Lowell Road, Concord, 

MA 01742 

 

大宮
おおみや

 更紗
さ ら さ

 

ハンセル／リー家 

Adam Lee（15歳） 

母、祖母、弟 

14 Barkus Farm, Concord, MA 

01742 

小熊
お ぐ ま

  華
はな

 

カー／ハバー家 

Sophia Karr （17歳） 

父、母 

308 Oak Hill Circle, Concord, 

MA 01742 

林
はやし

 蓮
れん

太郎
た ろ う

 

キャンチオ家 

Alejandro Cancio（17 歳） 

父、母、姉 

36 Bristers Hill Road, Concord, 

MA 01742 

佐藤
さ と う

 七海
な な み

 

ファインバーグ家 

Beth Fineberg（15 歳） 

父、母、兄 

60 Crescent Road, Concord, 

MA 01742 

宮川
みやかわ

  渚
なぎさ

 

ベリション家 

Emara Berichon（16歳） 

父、母、弟 

811 Maple Street, Carlisle, MA 

01741 

坂田
さ か た

 留璃
る り

 

カーター家 

Jake Carter（17歳） 

父、母、兄 

166 Harrington Avenue, 

Concord, MA 01742 

名平
な ひ ら

  裕
ゆう

 

ナレンバーグ／タラー家 

David Nurenberg & Liana Tuller 

娘、息子 

8 Dickson Street, Somerville, 

MA 02144 

後藤
ご と う

 永
なが

匡
まさ

 
ジョイス家 

Bill & Kris Joyce 

646 Main Street, Concord, MA 

01742 

杉村
すぎむら

 桃
もも

弥
や

 

髙
たか

橋
はし

 拓子
ひ ろ こ

 

クラッツリー家 

John & Holly Cratsley 

10 Edmonds Road, Concord, 

MA 01742 

田中
た な か

 正彦
まさひこ

 
ジョンソン家 

Tom & Daniela Johnson 

460 Strawberry Hill Road, 

Concord, MA 01742 

庭田
に わ た

 昌
まさ

輝
き

 
ネビソン／マクジャネット家 

Jack Nevison & Nancy McJennett 

500 Thoreau Street, Concord, 

MA 01742 

 



～ 事前研修から出発までの様子 ～ 

- 7 - 

  

～第 1回事前研修～ 

最初に中宮町長から挨拶があり、その後派遣者１人１人が自己紹介をした後、担当係から

事業の説明、旅程等や今後のスケジュールについて説明がありました。 

  

～第 2回事前研修～ 

七飯町歴史館で七飯の歴史などについて学んだ後、派遣者同士で英語での自己紹介をした

ほか、コンコード町の概要についても学びました。 

  

～第 3回事前研修～ 

国際交流員のクリスさんより、英語での挨拶の練習、アメリカのマナーや習慣などを学び

ました。 

 

 

 



～ 事前研修から出発までの様子 ～ 
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～第 4回事前研修～ 

ホストファミリーに日本の料理を食べてもらおうと、実際に作って練習しました。 

  

～第 5回事前研修～ 

ドルを使った買い物に挑戦し、コンコード町で披露する余興の練習などをしました。 

  

～壮行式～ 

派遣者一人一人が決意表明をし、中宮町長からは激励の言葉と、お世話になるホストファ

ミリーへのお土産をもらいました。 

 



～ 事前研修から出発までの様子 ～ 
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中宮町長、與田教育長、北村総務部長、国際交流員クリス、各学校長と ～壮行式にて～ 

 

いざ出発！ ～函館空港にて～ 

 



１０/２６　日本出国日
～　海外研修の様子　～　（事後報告会プレゼンテーションより）

成田空港からアメリカのボストンローガン空港に向けて出発しました
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飛行機内の様子

１３時間という長いフライトでしたが、機内食や映画、音楽を楽しみあっという間でした



ボストン空港到着！！

空港ではコンコード町の方々が
温かく出迎えてくれました



スクールバスでコンコードへ

コンコードカーライル高校に到着し、
対面式の後、各家庭に行きました
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１０/２７　ＣＣＨＳ　見学

生徒は自分のパソコンを使い
授業を受けていました

校舎内にはジムやラジオ局、外にはテニスコートが６面
あったりと、とても広くて設備が充実した学校でした



自動販売機

校内にはお菓子や炭酸水の自動販売機があり、
生徒は授業中も自由に飲んだり食べたりしていました
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昼食の様子

学食はバイキング形式でした
野菜の種類が豊富で、
パンは固めでした



日本文化紹介の様子

カフェテリアで茶道と折り紙を紹介しました
I like it!　と言ってもらえて嬉しかったです
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１０/２８　ラジオ放送

天気予報を英語で読んだり、
日本の曲を流したりしました



体育の授業

CCHSの生徒と一緒にドッヂボールをしました
アメリカのドッヂボールはたくさんボールを使い、
「ドクター」や「スパイ」という役割もありました
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セーラム市散策

ハロウィーンの仮装をした人々でとても賑わっていました
ここでは昔、魔女狩りでたくさんの人が処刑されたと聞き悲しくなりました



１０/２９　ポットラックパーティー

アメリカの食文化を体験できました
ラジオ体操を披露したり、みんなでイカ踊りを
楽しみました
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１０/３１　ハロウィーン当日
日本の七夕のように
各家庭を周ってお菓子を
もらいました



家族で良いカボチャを探しに行き、
それを使ってジャック・オー・ランタンを
作りました
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オールドノースブリッジ見学

アメリカ独立戦争が始まった
歴史ある場所です



ミニットマン（戦争当時の民兵）の像や、
戦いで亡くなったイギリス兵のお墓が
ありました
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ボストン・ケンブリッジ市内へ

ハーバード大学では
ジョン・ハーバード像の
足に触って学業成就を
お願いしてきました



クインシーマーケット自由散策

中には屋台が
たくさんあり、
とても賑わって
いました
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１１/１　オーチャードハウス見学

館長のジャンさんが
ルイーザ・メイ・オルコットに扮し、
劇でオルコット家のことを
説明してくれました



ウォールデンポンド見学

ヘンリー・ディヴィッド・ソローは
この湖畔で自給自足生活をしていました

大沼と景色が似ていて親近感がわきました
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１１/２　ホストファミリーと別れ
ニューヨークへ出発！

アメリカのバイバイと
日本のさよならを
かけ合せた
「バヨナラ」という
恒例の挨拶で
お別れをしました



タイムズスクエア

路上でサックスを演奏している人もいて
アメリカ特有の雰囲気を感じました

たくさんの高層ビルやネオンの看板などの迫力ある光景に驚きました
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ニューヨークの街中

博物館や教会などの
歴史的な建物もありました



近ごろ何かと話題のトランプタワー
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ロックフェラーセンター

ニューヨーク５・６番街にある
複数の高層ビルからなる複合施設です



展望台からの写真

「トップ・オブ・ザ・ロック」に登り、ニューヨークの絶景を３６０度見渡すことができました
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夕食

イタリア料理を
食べました



ニューヨーク２日目　朝食

パンケーキや
フレンチトースト
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自由の女神

直立ではなく
右足を曲げていた
ことにも驚きました

一番楽しみにしていた
自由の女神は、
想像していたより
遥かに大きかったです



国際連合本部ビル　
すべての加盟国の国旗がビルの前に飾られていました
中に入ると、各国から贈られたモニュメントや絵画がありました

- 24 -



夕食

アメリカでの最後の夕食はスペアリブ
サイズが大きく、さすがアメリカ！



　　１１/４　日本へ帰国！
　　　　　ＪＦＫ空港から成田空港へ

ＪＦＫ空港から成田までは、
偏西風のため行きより２時間多い
１５時間のフライトでした

- 25 -
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～海外交流派遣研修報告～  

七飯中学校 2 年 瀬戸
せ と

 愛
あい

華
か

 

 

小学生の頃からずっと憧れていた海外派遣。作文と面接が終わって、参加が決

まってからは毎日その事だけを考えていました。そして、この 11 日間は私の人生

の中で最も充実した日々を過ごしました。  

 

10 月 26 日（水）  

函館空港まで送ってくれた両親に笑顔で別れを告げていると、その近くで泣き

ながら感動の別れをしている人もいて、そこでやっと海外に行くという実感がわ

きました。函館空港から羽田空港まで 1 時間。そこからバスで成田空港まで 1 時

間。成田空港を 18：00 過ぎに出発し 13 時間の長いフライトを終えボストンに着

いたのは、同日の 18：00。時差って不思議だなと思いました。入国審査を無事に

終えて、ロビーに行くとホストファミリーの方々が「ようこそコンコードへ」と

書いてある横断幕を持って迎えてくれました。空港から CCHS（コンコード・カ

ーライル高校）まではスクールバスで移動しました。スクールバスって本当に黄

色いんだという思いと共に、自分が今海外にいることに感動してしまいました。

CCHS でホストファミリーと対面し、帰宅しました。車中では好きな音楽の話を

しました。家に着いてすぐお土産を渡しました。とても喜んでくれて嬉しかった

です。その日は疲れていたので、明日の準備をしてすぐに寝ました。  

 

10 月 27 日（木）  

朝は 6：30 集合。まだ月も出ていました。

車中ではワン・ダイレクションを聞きなが

ら CCHS へ向かいました。到着するとたく

さんの人であふれていました。校内見学を

させて頂いた時は、校内の広さと黒板では

なくスクリーンを使っていることに驚き

ました。昼食は広いカフェテリアで食べま

した。学校が終わると、サラとお母さんの

ジュードさんとダンキンドーナツに寄っ

てドーナツを買っていただきました。夕食

は日本食レストランで寿司を食べました。

イクラやサーモンなど、日本と変わらないものもあれば、お寿司で作ったロール

ケーキのようなものもあり、食べてみるととてもおいしくて驚きました。  

 

10 月 28 日（金）  

この日の 1 時間目に CCHS で放送しているラジオに出演しました。とても緊張

夕食のお寿司 
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しましたが、うまく話せてよかったです。2 時間目にはドッジボールをしました。

日本のルールとアメリカのルールで行いました。ボールを当てると、チームメイ

トが「ナイス！」と言ってくれてとても嬉しかったです。その後、魔女裁判など

で有名なセーラム市に行きました。そこでの自由時間にミニオンズのキャラクタ

ーと記念撮影をしました。たくさんのお店と、たくさんの人がいてとても楽しか

ったです。CCHS にもどってきてからサラの所属しているダンスクラブに行き見

学をしました。練習して反省してからまた練習。これは世界共通なんだなと思い

ました。  

 

10 月 29 日（土）  

午前中はホストファミリーと一緒に買い物に行きました。お昼頃、コンコード

町の皆さんが歓迎パーティーを開いてくださいま

した。そこではラジオ体操といか踊りを踊りました。

パーティーが終わるとジャック・オ・ランタンを作

るための大きなかぼちゃを買いに行きました。私は

かなり大きめのかぼちゃを買いました。その後、ア

メリカ独立戦争が始まったとされるオールドノー

スブリッジとミニットマン像を見に連れて行って

くれました。少し大沼に似ていて、とても静かでし

た。夜にかぼちゃを持って同じ訪問団の小熊さんの

ホストファミリーのソフィアの家に行き、かぼちゃ

を彫りました。初めてにしては結構可愛く、大量の

かぼちゃができました。夕食のためのピザも生地を

伸ばすところから作って食べました。とてもおい

しかったです。その後みんなでテラスハウスを見

ました。日本でも人気だった番組がアメリカでも

親しまれていてちょっと嬉しかったです。でもその時はすぐに寝てしまいました。 

 

10 月 30 日（日）  

今日は 1 時間ほどかけてボストンに遊びに行きました。まずマサチューセッツ

工科大学に行きました。その後チャールズ橋を渡って少し町を散策しました。昼

食はラーメンを食べました。とてもおいしくて驚きました。午後からはジュード

さんと一緒にオーチャードハウスに行きました。全て英語の解説で難しかったけ

ど楽しかったです。夜にサラとまたテラスハウスを見ました。  

 

10 月 31 日（月）🎃ハロウィン🎃 

今日はまずオールドノースブリッジやミニットマン像を見に行きました。詳し

い説明などもあってより歴史を学ぶことができました。その後ロビンズハウスに

行き、バスで 1 時間程移動してハーバード大学に行きました。想像以上に広くて 1

つ 1 つの建物が大きかったです。ジョン・ハーバード像の右足にも触ってきまし

大量のかぼちゃ 
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た。そこだけ金色に光っていました。また、ハーバードコープというお店でお土

産なども買いました。とても種類が豊富で迷ってしまいました。家に帰ってすぐ

に私はハロウィンの仮装に着替えました。そし

てサラや友達と一緒に集合場所まで行きました。

そこには同じ訪問団の皆さんとそのホストファ

ミリーがいました。そしてみんなでたくさんの

家々をまわってお菓子などをもらいました。日

本の七夕に似ていました。とても楽しかったで

す。  

 

11 月 1 日（火）  

朝から冷え込んだこの日は、草原に霜が降り

ていて冬が近づいているんだなと思いました。

そんなことを思いながらまずはオーチャードハ

ウスを見に行きました。この日は日本語での解

説だったので面白かったです。その後 CCHS に

戻ってコンコード町内で放送されているテレビ

に出演しました。緊張したけど自分の意見も言えてよかったです。その後歩いて

コンコード町の中心街に行き昼食を食べました。

町中とは思えないほどとても自然が多く、公園

の中に競技用のトラックがあったことが印象的

でした。その後ウォールデンポンドを見に行き

ました。水が透き通っていてきれいでした。ま

た今日はホストファミリーと過ごす最後の日で

した。そこで、ジュードさんは私を大きなショ

ッピングモールに連れて行ってくれました。そ

こはとても広く、たくさんの店舗が入っていま

した。とても楽しい買い物でした。  

 

11 月 2 日（水）  

ホストファミリーとお別れの日。朝に家を出

る前に、ジュードさんとハグをしたとき、一気

に悲しみが襲ってきました。そしてバスに乗り込む前、サラとハグをした瞬間涙

があふれてきました。本当に悲しかったです。そしてバスで 4 時間程かけてニュ

ーヨークに移動しました。まず、ホテルにチェックインして荷物を預けました。

そして昼食を食べるためにタイムズスクエアを歩いて移動しました。世界で最も

都会な街、ニューヨーク。あまりの人の多さに少し興奮しました。昼食にはハン

バーガーなどを食べました。その後は少し市内を視察して、ロックフェラーセン

ターへ向かいました。とても高くてニューヨークが一望できました。言い過ぎか

もしれないけど一瞬世界を独り占めした気分になりました。その後一度ホテルに

昼食のラーメン 

ウォールデンポンド 
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戻って自分たちの部屋に行きました。思っていたより狭くて驚きましたが、窓か

ら見える景色は、THE・都会という感じでした。夕食もタイムズスクエアを歩い

て移動して食べました。  

 

11 月 3 日（木）  

今日はまずアメリカの象徴である自由の女神像を見に行きました。像と同じぐ

らい土台の部分も高くて、迫力がありました。感動よりは驚きのほうが大きかっ

たです。てっぺんまで上るには 354 段もの階段を上らなければならないそうで、

今回は上れませんでしたが、次来たときはぜひ上りたいと思いました。その後 2001

年にアメリカ同時多発テロが起きたグラウンドゼロに行きました。今はきちんと

整備されていてとてもテロがあったようには見えません。しかしそこに刻まれて

いた亡くなった方々の名前の数を見ただけでもその悲惨さは想像がつきます。複

雑な気持ちを抱えてその地を後にしました。この日の昼食は日本料理を食べまし

た。とてもおいしかったです。その後国連本部を見学しました。世界のすべてが

ここに詰まっているんだなという感じがしました。会議場もとても広くてたくさ

んの国の方々がいてとても楽しかったです。  

 

11 月 4 日（金）＆11 月 5 日（土）  

海外交流派遣研修の最終日。「帰りたくないな」朝からずっとそれしか考えてい

ませんでした。無事に荷物検査も終えて飛行機の中ではたくさんの映画を見まし

た。行きに比べて飛行時間がとてつもなく短く感じました。無事に函館空港につ

いて家族の顔を見たら少し安心しました。  

 

研修を終えて  

今回の研修で自分が一番深く学べた事は人との関わりです。たとえ国が違って

いて、言語が違って、宗教が違っていても、気持ちをうまく伝えられなくても、

そのために努力しようとする姿を見るだけで真剣な気持ちは伝わると思います。

また一人ではできないことでもこうして支えてくれた方々がいたからこそ私はこ

のような貴重な経験をすることができました。最後に今まで支えてくれた家族を

はじめ、役場の職員の皆様、ホストファミリー、そして 13 名の団員の皆さんにこ

の場を借りて改めて感謝を伝えたいです。本当にありがとうございました。  
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～幸せだったアメリカでの日々～ 

七飯中学校 2 年 髙
たか

橋
はし

 優
ゆ

梨
り

香
か

 

 

1 日目  

函館空港～羽田空港まで 1 時間のフライトで、それからリムジンバスに乗って

成田空港へ。成田空港では、お昼ご飯を食べてそれからの荷物検査…なんと、幸

か不幸か荷物検査に引っかかったのです。まあ大丈夫だったのですが…。それか

ら、いよいよ日本を出発する時がきました。約 13 時間のフライトは、映画を見て

ご飯を食べて寝ることの繰り返しでした。「そろそろ疲れてきて暇だな～」と思っ

ていた時、なんとオーロラを見ることができたのです！とてもハッピーな気分に

なりました。  

 

2 日目  

この日に行った主なことはコンコードカーライル高校での文化紹介です。文化

紹介を行った時間帯が丁度お昼時

で沢山の方が参加してくださいま

した。最初はみんなに折り紙を教え

ていたのですが、後半になると自分

の作れるものを作ったり、中には私

たちが作れないようなものを作っ

ている人もいました。1 番印象的だ

ったのは、ドラゴンを折っていた同

じ派遣団の更紗さんのホストファ

ミリーでした。家に帰ると、時差ボ

ケとはしゃぎすぎた疲れですぐに

眠ってしまいました。  

 

3 日目  

この日はコンコードカーライル高校でのラジオ出演、ドッジボール、セーラム

市探索など、とても楽しい 1 日でした。ラジオ出演では、同じ派遣者の蓮君と一

緒に、飛行機に乗っていた時の出来事を話しました。ドッジボールはアメリカの

ルールで行いました。セーラム市では魔女狩りの話を聞いて、人間の弱さや悲し

みを学び、2 度とそんな悲しいことが起きないようにしたいと思いました。その後、

家に帰ってエミリーとポピーと一緒に卓球をしたり、ヘリウムガスで遊んだりし

ました。  

 

4 日目  

 この日はポットラックパーティーがメインの日程でした。ポットラックパーテ

コンコードカーライル高校ラジオ局にて 
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ィーでは、ラジオ体操やいか踊りをみんなと楽しみました。  

 家に帰ってからはトランプで遊びました。日本のルールのババ抜きも私が簡単

な英語で教えました。簡単にしか教えることはできませんでしたが、理解してく

れました。  

 

5 日目  

 この日はファミリーのみんなと一緒にハロウィン用のかぼちゃを探しに行きま

した。それから、訪問団の他のホストファミリーと一緒にメガメイズという巨大

な迷路に行きました。その後、渚さんのホストフ

ァミリー宅に行って一緒にジャック・オ・ランタ

ンを作りました。思った通りには作れませんでし

たが、とても可愛く作ることができました。  

 

6 日目  

 この日はオールドノースブリッジに行きました。

昔、独立戦争が起こったとは思えないほど綺麗な

場所でとても感動しました。それから憧れのハー

バード大学に行き、頭がよくなるという像を触っ

てきました。その後クインシーマーケットに行っ

て、初めてクラムチャウダーが中に入ったブレッ

ドボールを食べました。思っていたよりも結構量

が多かったです。でもとても美味しかったです。  

 学校から帰ってファミリーと渚さんたちと一緒にハロウィンをしました。アメ

リカでは、日本でもおなじみのキットカットやスニッカーズなどもありました。  

 

7 日目  

 オーチャードハウスに行きました。オーチャードハウスでは劇を見て、より一

層リアル感が増しました。お昼ご飯はコンコード町内で食べました。それから、

皆でウォールデンポンドという湖に行きました。田中さんや庭田さんが石ころで

水切りをしていて、すごく飛んでいました。  

 家に帰ってからカレーうどんを作りファミリーの皆と一緒に食べました。皆美

味しいと言って食べてくれて、コンコード町での最後の夜を楽しく過ごしました。 

 

8 日目  

 コンコード町最後の朝。バスに乗る直前にファミリーに挨拶…号泣でした。国

際交流員のクリスさんが来て中学生の皆で買ったお土産を渡してコンコード町と

「バヨなら」をしました。ちなみに「バヨなら」とは英語の「バイバイ」と日本

語の「さよなら」を掛け合わせたお別れの挨拶です。  

 ニューヨークについてすぐ昼ご飯でした。ハンバーガーを食べて、バスの中で

ガイドさんからニューヨークの説明などをしてもらいました。そこからロックフ

カークウッドファミリーと 
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ェラーセンターに行って、ニューヨークの街並みを見渡してきました。一息つい

て晩ご飯に行きました。ホテルに帰り、皆さんと一緒に 2 回目のハロウィンパー

ティーをしました。  

 

9 日目  

 この日は自由の女神を見に行きました。遠くから見てもわかるほどの大きさで、

感動して何も言えませんでした。午後からは国連のツアーでした。専門的な用語

も多く理解することが難しかったですが、ガイドさんが簡単な言葉で話してくれ

ました。最終日の晩ご飯はステーキでした。とてもボリューミーでした。そして

とても美味しかったです！！デザートはとても甘いチョコレートケーキでした。

ホテルに戻ってからは校長先生の部屋で全員参加の反省会でした。  

 

10 日目  

 楽しかったアメリカと最後のお別れ… 

 アメリカにさよならを告げて飛び立ちました。  

 

感想  

 私は今回この海外交流派遣研修に行くことができて本当に良かったです。まず

七飯町の方々や私を選んでくださった七飯中学校の先生方、そして支えてくれた

家族に感謝しています。そして誰より感謝しているのは、一緒に行って私のこと

を支えてくれた皆です。本当にありがとうございました。私はまたアメリカに行

きます。行くときはまた皆と行ければいいなと思います。アメリカで学んだこと

を日本でも生かし、将来的に七飯町とコンコード町の仲をより深めることのでき

る人材になりたいです。  
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～海外交流派遣研修を終えて～  

大中山中学校 2 年 大宮
おおみや

 更紗
さ ら さ

 

 

 私はこの海外交流派遣研修事業に参加し、アメリカでの文化を学ぶことができ、

ホームステイという貴重な体験をさせていただきました。  

 

 10 月 26 日、いよいよ出発の日。しばらく日本に、七飯町に帰ってこないと思う

と思わず涙が出ましたが、13 時間にも及ぶ飛行機での旅はとても楽しかったです。

この旅の中で一番緊張した瞬間は何と言っても入国審査だと思います。事前研修

で練習はしたけれど、本番は今まで経験したことがないくらい緊張しました。言

葉が通じないという事を、身をもって実感しました。外に出ると、私たちのため

の歓迎団の方々が出迎えてくれました。それからスクールバスで CCHS（コンコ

ード・カーライル高校）へ行きホストファミリーと対面しました。今までホスト

ファミリーとはメールでしかやり取りをしていなかったので顔を見るのはこれが

初めてでした。私の訪問先のアダムは少し男勝りでかっこよくてすごく優しい女

の子で、お母さんのリサ、おばあちゃんのキャロル、弟のアイザックもみんな優

しい家族でした。  

 

    10 月 27 日、アメリカの朝はとても暗いです。午前 9 時の夜明けを初めて見まし

た。  

初めての CCHS での授業。私たちが参加したのは同じ派遣者である七飯高校の

名平校長先生の俳句の授業でした。  

 お昼に CCHS のカフェテリアで中高生の日本文化紹介コーナーをしました。中

学生は折り紙の体験コーナー、高校生は茶道の体験コーナーをしました。どちら

も人気で一番混んでいた時には 50 人以上の人が集まっていたと思います。日本の

文化を少しでも知ってもらう良い機会になったと思います。  

 

10月 28日、この日は CCHS内にある WIQHラジオ局に参加して日本の家族や、

ホストファミリーに向けてアメリカでの生活の感想などを話しました。他にも、

日本で有名な曲を流しました。  

それから、ハロウィンで有名なセーラム市へ移動し、魔女伝説の話などを伺い

ました。もうすぐハロウィンなこともあり、町はハロウィン一色でした。夕飯は、

直径 30cm ほどのピザと大盛りのいちごアイスを食べました。  

10 月 29 日、この日は初めて長い時間ホストファミリーと過ごしました。午前中

はホストファミリーと本屋さんに行きました。午後はポットラックパーティーに

参加し、お昼を食べたり、派遣者全員とホストファミリー全員でイカ踊りを踊っ

たりしました。他の派遣者のホストファミリーとも仲良くなることが出来て楽し

かったです。  
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 10 月 30 日、この日は、同じ派遣者の皆さんとそのホストファミリーと一緒に遊

園地のような場所に行きました。皆さんの想像するような遊園地ではなく、自然

を生かしたアトラクションや、動物などもいました。私たちはとうきび畑のもの

すごく広い迷路へ入りました。出口がわからず、一時間ほど迷路の中をさまよい

歩きました。  

 その後、坂田さんのホストファミリーの家へ行き、皆でご飯を食べたり、アニ

メを見たりしました。とっても楽しかったです。  

 

 10 月 31 日、ハロウィン当日。午前中はノー

スブリッジとロビンズハウス、ハーバード大学

に行きました。オールドノースブリッジは、ア

メリカの独立戦争が始まった場所だとは聞いて

いましたが、詳しい話は聞いたことがなかった

ので現地で本物を見ながら詳しい話が聞けて良

かったです。とてもいい勉強になりました。午

後はクインシーマーケットに行きました。  

 夜は、アダムとアイザックとホストマザーと、

訪問団の皆さん、そのホストファミリーと一緒

にお菓子をもらいに家を回りました。日本では

経験できないような体験だったので、いい勉強

になったのと同時にアメリカの文化を知ること

が出来て良かったです。  

 

 11 月 1 日、この日は、私の念願のオーチャードハウスへ行きました。私は若草

物語が小さいころから大・大・大好きで、

オーチャードハウスに行くのを一番楽しみ

にしていました。実際に行ってみると、案

内をしてくれた人に気になったことや知り

たかったことを聞くことが出来たし、本と

同じように再現された家や家具を見ること

が出来てとてもうれしかったです。若草物

語のグッズも買うことが出来て楽しかった

です。そのあと、ウォールデンポンドを見

学しました。ウォールデンポンドはとても

綺麗な湖でした。  

 今日はホストファミリーと過ごす最後の日でもあったので、ファミリーに日本

食を作ってあげました。私が作ったのはおにぎりとインスタントの味噌汁でした

が、ファミリーはとても喜んで「美味しい」と言ってくれました。  

 

 11 月 2 日、私はこの日が来るのを心の中でとても嫌っていました。アダムやホ

ハロウィンのかぼちゃランプ 

ウォールデンポンド 



- 35 - 

ストファミリーと仲良くなれた今、別れるのはとても嫌でした。別れる時にはア

ダムも涙を流してくれて、私も号泣してしまいました。約一週間お世話になって、

普通の学校生活以上のとてもいい経験が出来ました。私は何度も何度も「ありが

とう」と伝えました。  

 それから 4時間ほどかけてニューヨークに移動しました。ホテルに荷物を預け、

お昼を食べにタイムズスクエアを歩きました。お昼はアメリカに来て初のハンバ

ーガーでした。そのあとはロックフェラーセンターへ行きました。とても高くて

ニューヨークを一望できました。周りは日本では見ることの無いような高い建物

ばかりで、ニューヨークに来たという実感がものすごくわきました。夕食もタイ

ムズスクエア近くのレストランで食べました。  

 

 11 月 3 日、私がニューヨークで一番見たかった

もの、ニューヨークの象徴である自由の女神像を

見に行きました。今まで写真や絵などで沢山見て

きましたが、本物はすごく大きかったです。残念

ながら上に登ることはできなかったけど、本物を

見ることができてものすごく感動しました。  

 その後、アメリカ同時多発テロが起きたグラウ

ンドゼロに行きました。私が生まれた 2001 年にと

てもたくさんの人が亡くなったとは思えないよう

な場所でした。ですが、亡くなった人々の沢山の

名前が刻んであるのを見てそのことを改めて実感

しました。   

 お昼は日本料理で、久しぶりの日本料理に感動

しながらも、帰りたい気持ちと帰りたくない気持

ちが複雑に混ざり合いながら、食事を取りました。

その後、国連本部を見学しました。世界各国の会

議などがここで行われていると思うと、とても感動しました。  

 

 11 月 4 日＆11 月 5 日、帰りたくない…帰りたくないなぁ。最後の夜も荷造りし

ながらそれしか考えていませんでした。飛行時間は行きよりも長いはずなのに短

く感じました。  

 函館空港でお母さんに会えた時にすごく安心しました。帰りたくないと思った

けれど、やっぱり大好きな家族のいる日本が私は一番大好きです。  

 

～研修を終えて～  

 私は、出発前に行った壮行式で「アメリカと日本の文化の違いをこの旅で学び

たい」と言いました。実際に、ホームステイをする中で、また、ハロウィンを通

して文化を学べたと思います。ホストファミリーや CCHS の生徒の皆さんが私か

ら日本の文化を学んでもらえたかはわからないけれど、私は少なくとも教科書や

自由の女神像前にて 
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ネットではわからないような事を学ぶことが出来ました。このような貴重な学び

と体験の機会を与えてくれた家族、七飯町役場の皆様、私を受け入れてくれたホ

ストファミリー、そして、事前研修やアメリカに行ってからも助け合ってきた 13

人の派遣者の皆さんに改めて感謝を申し上げます。本当にありがとうございまし

た。  
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～海外交流派遣研修報告～  

大中山中学校 2 年 小熊
お ぐ ま

 華
はな

 

 

 海外という場所は私にとっては無縁だと思っていました。しかし、それは違っ

ていました。この海外交流派遣研修は貴重で充実した時間を過ごすことが出来、

あっという間で夢のような時間でした。  

 

1 日目～日本出発・ホストファミリーと対面～  

 函館空港、羽田空港、成田国際空港にいる間は「まだ日本にいる」という安心

感がありました。しかし、13 時間のフライトに入ると「もう 1 人でやるしかない

んだ」という思いになりました。飛行機を降りると見渡す限りの外国人と英語。

緊張していた入国審査は、指紋も取らず一言も話さずに終わってしまいました。

空港からは黄色いスクールバスに乗り、コンコード・カーライル高校（CCHS）へ

移動しました。そこで初めてホストファミリーのロバートさん、サブリナさん、

ソフィアに出会いハグをしました。家に着くとホストマザーに家の中を案内され、

一つ一つの部屋が広くてびっくりしました。その夜は一緒に野球の試合を見て楽

しみました。お土産を気に入ってもらえて嬉しかったです。そして、ホストファ

ミリーからもぬいぐるみのプレゼントをもらい緊張が和らぎました。  

 

2 日目～CCHS 初登校～  

 時差ボケのせいか早く起床。朝食はパン、りん

ごジャム、ソーセージと朝からボリューミーなメ

ニューでした。朝はまだ暗く、オリオン座が見え

ました。コンコード町は自然がたくさんあり、家

の周りは森のようでした。2 年前に建て替えられ

た校舎はとても広く、マサチューセッツ州で一番

設備が整っている学校でした。昼食はカフェテリ

アで CCHS の生徒と一緒に食べました。ステーキ、

チーズ、ポテトにドリンクはチョコレートミルク

と美味しかったです。文化交流では折り紙を教え

ましたが、言葉が上手く伝わらず苦労しました。

帰宅後、ソフィアと塗り絵をしました。私の為に

ジブリの映画を見せてくれました。夕飯のデザ

ート用にアップルケーキを作りました。ナツメ

グなどの香辛料が効いていて、とても美味しく

て 3 個も食べました。この日感じたことは、

CCHS の方々は目が合うだけで手を振ったり話しかけてくれたりと、とてもフレ

ンドリーでした。日本人にはなかなかできないことだと思いました。  

ソフィアと 

アップルケーキを作った時 
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3 日目～ラジオ出演＆セーラム市～  

 午前中は CCHS で放送しているラジオに出演しました。一人ずつ話して緊張し

ましたが、貴重な体験をすることができました。その後、体育の授業に参加し、

ドッジボールを日本とアメリカの 2 パターンのルールで行いました。アメリカの

ルールはボールが 4 つと多く、スリル満点でした。その後、セーラム市へ移動し

ました。セーラム市は魔女のいた町と言われ、3 日後のハロウィンに合わせ、魔女

の人形があちこちに飾られていました。映画「マレフィセント」の仮装をしてい

る人もいて、見ていて楽しかったです。昨日よりも多くホストファミリーと話が

出来たので、これからも積極的に交流しようと思いました。  

 

4 日目～ポットラックパーティー～  

 朝、ホームステイ先にあるピアノを弾いていると、ホストファザーがバイオリ

ンを取り出し、一緒に演奏してくれました。ポットラックパーティーにはカップ

ケーキとサラダを持って行きました。皆でイカ踊りを楽しみました。夜に、同じ

訪問団の瀬戸さんが私のホームステイ先に来て、ジャック・オ・ランタンを作り

ました。ピザも生地を伸ばすところから始め、とても良い香りで上手に焼けまし

た。  

 

5 日目～ホストファミリーと過ごす日～  

 朝食はファミリーが白米と味噌汁を用意してくれました。食後はホストファザ

ー手作りのログハウスを見せてもらいました。昼食後、デイビットファームに行

き、他のホストファミリー達と遊びました。迷路で約一時間迷ってしまいました。

夜は同じ派遣者の坂田さんのホームステイ先へ行き、夕食を食べました。サラダ、

ホットドック、ハンバーガーとアメリカンなメニューで美味しかったです。この

日は他のホストファミリーとも関わり、皆優しくて楽しかったです。  

 

6 日目～ハロウィン～  

 ハロウィン当日だった為、学校へ着くと仮装している生徒がたくさんいました。

ソフィアの科学の授業に参加すると、先生も全身黄色の蝶々に仮装していました。

アメリカでは黒板ではなくスクリーンで授業を行っているのに驚きました。授業

は少しだけ理解することが出来ました。そして、ミニットマンやオールドノース

ブリッジを見に行き、その歴史についてたくさん説明してもらいました。独立戦

争が始まったこの場所は、教科書では読み取れないほど深いものでした。次にハ

ーバード大学へ行きました。入口や図書館が大きく、一つの町にいるような気分

でした。触れると頭が良くなるといわれる銅像の足にも触れてきました。昼食は

クインシーマーケットで大きなソーセージを食べましたが、フードコートの衛生

面が良くなくて残念でした。夜は持参したお茶漬けを作りました。「美味しい」「見

た目が可愛い」など褒めてくれてとても嬉しかったです。ハロウィンの仮装に着

替えると子ども達が来て「トリック・オア・トリート !!」と叫んでいました。他の
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ホストファミリーの人達と周り、たくさんのお菓子をもらえました。日本の七夕

のようで楽しかったです。  

 

7 日目～コンコード最終日～  

 朝、いつもはパンですがこの日はパンケーキに。メープルシロップがさらさら

していて美味しかったです。この日は待ち望んでいたオーチャードハウスの見学。

室内は撮影禁止だったけど、本で読ん

だ通りの家でした。学校に戻り、コン

コード町内で放送されているテレビ

に出演。自分の考えや思ったこと、感

じたことを言えて良かったです。その

後は街に出て昼食。一旦 CCHS に戻り、

吹奏楽部の練習に参加。学校から楽器

を借りて吹奏楽の交流をしました。音

楽室が広く、天井は体育館のように高

かったのが印象的でした。曲は日本人

作曲の曲でした。顧問の先生にお礼を

言うと、バンド T シャツをいただきま

した。吹奏楽部の練習に参加できたことは貴重な経験でした。言葉は通じなくて

も音楽は言葉の壁を乗り越えることのできるものだとわかり、改めて楽しいと気

づくことができました。学校を出てウォールデンポンドへ行きました。とても綺

麗で透明感がすごかったです。放課後、ソフィアがパン屋に連れて行ってくれて

ホットチョコレートを飲みました。夜はハンバーガーショップへ行きました。さ

すが本場のファーストフード店だなと思いました。ファミリーからこのホームス

テイの思い出のアルバムをいただきました。とても嬉しかったです。家に帰り、

話をしていると、ホストファザーが世界地図を持ってきて「ここがコンコードで

ニューヨークはここだよ」と教えてくれ、別れを惜しみ、コンコード最後の夜を

過ごしました。  

 

8 日目～ニューヨークへ～  

 ホストファザーとは家でお別れでした。「ニューヨークを楽しんで」と言われ力

強く握手をしました。ホストマザーとソフィアとお別れする時は、自然と涙が出

てきました。ハグをすると「またいつでもおいで」と言われました。「また来たい、

絶対来たい」と思いました。ニューヨークに入るとビル群に囲まれ、セントラル

パークを 1 周、映画「ナイトミュージアム」の舞台、自然史博物館を通過。いつ

か個人的に入ってみたいと思いました。5 番街を歩くと、四方八方に人がいて賑や

かでした。オバマ大統領に続くトランプ氏の住まいのトランプタワーや高級ブラ

ンド店が並んでいました。ロックフェラーセンターの展望台は 360 度ニューヨー

クで、自由の女神も見えました。夜のタイムズスクエアはあちこちから笑い声が

聞こえてきました。普段見られないようなものを見ることができ良かったです。  

CCHS 吹奏楽部の練習に参加 
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9 日目～ニューヨーク 2 日目～  

 車内からウォール街を見ることが出来ました。

遂に自由の女神があるリバティ島へ。通訳さんよ

り「足にはサンダルを履いていて、左手に独立宣

言書を持っている」と教わりました。その後、9.11

のグラウンド・ゼロへ。自分はまだ生まれていま

せんでしたが、どれだけ悲惨だったか伝わってき

ました。昼食はアジアレストランへ行き、和食を

食べました。昼食後、国連ツアーに参加しました。

さまざまな会議室の中で 1 つだけ、天井の一部が

吹き抜けのところがありました。「この部屋が未完

成なのは、世界が、まだ未完成だから」と説明し

てくれました。夜はステーキを食べました。明日、

日本へ帰るのは信じられなかったです。寝る時こ

の 9 日間を振り返っても、「楽しかった」の一言で

しか表せないくらい充実していました。  

 

10 日目～アメリカから日本へ～  

 あっという間だったなと考えていました。空港

で拳銃を持った警備員がいて銃社会だなと実感しました。函館空港に着くと緊張

から解き放たれ安心感に包まれました。11 日間の研修は終止符を打ちました。  

 

まとめ・感想  

 この海外交流派遣研修で学んだことは、アメリカ人の心の広さ、温かさです。

言葉が通じなく、悩んだ時もホストファミリーのおかげで良い思い出となりまし

た。もちろん団長さんや訪問団の皆さんのおかげでもあります。笑って泣いてた

くさんの貴重な思い出が出来ました。ホストファミリーの温かさは目に見えなく

ても感じることはできました。これからもホストファミリーと交流を続け、また

会いに行きたいと強く思っています。この貴重な体験をこれからの生活や人生に

生かしていきたいです。感謝しかありません。ありがとうございました。                                                          

自由の女神像前にて 
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～海外交流派遣研修報告～ 

大沼中学校 2年 林
はやし

 蓮
れん

太郎
たろう

 

 

中学校に入学した時からずっと憧れていた海外交流派遣研修。ついにそれが叶いました。

帰国後、数ヶ月が経ちましたがあの時の思い出を忘れることはありません。 

 

10月 26日 

遂に出発の日。朝からとても緊張して家では荷物の確認ばかりしていました。函館空港で

保安検査の後、ガラス越しに親を見ていると自分が旅立つという実感が湧き、寂しいという

よりワクワクしました。成田空港で出国手続きをした後は、家のことより着いてからのこと

を考えていました。国際線の飛行機の中では、オーロラを見たり CAさんに飛行機の設備を

教えてもらったりと、そこだけでもいろいろな経験をしました。そして、ついにアメリカに

到着。外に出て寒さにビックリ！CCHS（コンコード・カーライル高校）に着いてホストフ

ァミリーと対面。ホストファミリーは荷物を持ってくれたり「心配しなくても良いよ」と声

をかけてくれたりと、着いたばかりで緊張していた僕に親切にしてくれました。日本のお菓

子や本をあげると、僕の家族一人一人にプレゼントをくれました。その日は疲れていたので、

グッスリ寝ました。 

 

10月 27日 

朝は 5時くらいに起きて、さほど時差ボケになってないなと思いながら準備をしました。

アメリカ最初の朝食は目玉焼き、トースト、バナナにミルクティーでした。日本なら明るい

はずの 6時台でも全然暗くて、「時間を間違えたかな」と戸惑いました。CCHSの中を見学す

ると、どの教室も広くて、こんなところで毎日勉強している生徒達を羨ましく思いました。

英語の俳句の授業では、隣になった生徒と出来るだけコミュニケーションをとろうと自分が

分かる最大限の英語を使いました。カフェテリアでの日本文化紹介では折り紙の手裏剣の作

り方を教えました。最初は上手く伝わらなかったけど、難しい部分は代わりにやってあげた

りしながら上手く作ってもらえました。最後にお礼を言ってもらえるととても満足感があり

ました。帰宅後はホストファミリーのアレックスとジェンガで遊んだり、将棋を教えてあげ

たりしました。 

 

10月 28日 

この日は雨が降りそうだったのでアレックスが傘とレインコートを貸してくれました。

CCHS に着いて早々に高校が放送しているラジオ放送の準備。ラジオに出演すること、まし

てや英語で話すなんてまったくの初体験でとても緊張しましたが、なんとか達成出来たと思

います。個人的には、特に 2人で話をつなぐ場面は疲れました。体育館でのドッジボールで

は、アメリカのルールでやったりボールを渡す時に少し話したりと、疲れたけどとても楽し

むことができました。セーラム市では、街の歴史の説明やハロウィーンムードの中での買い

物を楽しみました。帰宅後はアレックスとテレビゲームをしたりしました。 
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10月 29日 

この日は休日。朝はアレックスと一緒にコンコード博物館に行き、コンコードの歴史につ

いて学びました。2 人でウォールデンポンドにも行きました。ポットラックパーティーでは

コンコードの人達と話したり、いか踊りやラジオ体操などで地域の人達と触れ合うことが出

来ました。パーティーの後、アレックスとカヌーに乗ってオールドノースブリッジに行きま

した。川から見たオールドノースブリッジは迫力がありました。夕食は街のホテルにあるレ

ストランで食べました。レストランは 45分待ちで、待っている間アレックスとホストファザ

ーと夜のコンコードの街を散歩しました。 

 

10月 30日 

この日も休日。朝からホストファミリー

とハーバード自然史博物館へ。植物のガラ

ス細工や巨大な鉱石、動物や虫の標本、武

器などを見ました。一番印象に残っている

のは、絶滅した生物の展示です。僕は恐竜

が好きで、特に「トリケラトプス」が好き

なのですが、そのトリケラトプスの頭骨の

化石が展示されていました。とても博物館

を満喫することが出来ました。帰宅後はア

レックスとハロウィンのカボチャランタン

を作りました。カボチャの中身はくり抜い

た後、パンプキンパイにして食べて、種は

乾かしてお菓子にして食べました。その後、家の中をハロウィンの飾りで飾り付けました。

特に充実した日でした。 

 

10月 31日 

今日からまた普通の日。朝はオールドノースブリッジとロビンズハウスを見学しました。

朝のコンコードは紅葉が色づいてとても綺麗でした。楽しみにしていたハーバード大学へ。

世界的に有名な大学なだけに少し緊張しましたが、赤いレンガ造りの建物群や巨大な図書館

を見てカッコイイなぁ〜と思いました。ボストン市のクインシーマーケットは大きくて何を

食べるか迷いました。ボストン市はバスの車窓からも色々な風景を見ることができ良かった

です。帰宅後はハロウィンの仮装。僕は忍者の仮装をして、アレックスとその友達と一緒に

街を歩きました。アメリカのハロウィンは町中の子供たちが参加していて、日本との規模の

差に驚きました。 

 

11月 1日 

朝食でホストファミリーに味噌汁を作ってあげました。CCHS で行ったコンコード町内で

放送されるテレビの撮影は、英語で自己紹介するところが緊張してマイクが手汗でビショビ

ショになりました。その後見学したオーチャードハウスでは、寸劇が見られて感動しました。

コンコードの街を散策したあと昼食を食べた時は、国際交流員のクリスさんがメニューを教

ホストファミリーとケンブリッジ市にて 



- 43 - 

えてくれたりお菓子をおごってくれたりしました。ウォールデンポンドに行った時はその大

きさと水の透明度に驚きました。高校から帰る時はアレックスが通っているフェンシング教

室まで迎えに行きました。夕食はホストファミリーへの感謝の気持ちを込めてカレーうどん

を作ってあげました。ちょっと水っぽくなってしまったけどホストファミリーは美味しいっ

て言ってくれました。ホストファミリーと明日別れると考えると寂しかったです。 

 

11月 2日 

朝早く起きて、自分が使った部屋の片付け。ファミリーへのプレゼントを用意したら、家

を出発。ホストファザーは仕事があるので、家でお別れ。そのまま集合場所まで歩いて行き

ました。ホストファミリーやクリスさんとのお別れはとても悲しくて涙が出そうでした。そ

れでも、ニューヨークに着いたらその活気にビックリ！メトロポリタン近代美術館やセン

ト・パトリック大聖堂やトランプタワーなど有名な建物を巡り、ロックフェラーセンターの

トップ・オブ・ザ・ロックへ。展望台から見るニューヨークの街並みは壮大で、これからこ

こに滞在すると考えるととてもワクワクしました。夕食後、タイムズスクエアを散策すると

輝く電光掲示板や大道芸など賑やかな感じが伝わってきました。ホテルでは友達の部屋でも

う 1度忍者の仮装をすることになりました。 

 

11月 3日 

今日は一日中ニューヨーク。ホテルの朝食のフレン

チトーストは甘くて食べきるのが精一杯でした。リバ

ティー島へのフェリーはすごく揺れて、せっかく買っ

たハーバード大学の帽子を落としそうになりました。

自由の女神像は迫力があり、これぞニューヨーク！と

いう感じがしました。グラウンド・ゼロやハイライン

など自分が知らなかった場所にも行くことができてと

ても楽しかったです。昼食は久しぶりに日本食を食べ

られて少しホッとしました。そしてなぜか、あさりを

鍋で温めただけの物に凄くハマってしまってしまいま

した。そして遂に今回の研修で一番楽しみにしていた

国際連合本部へ！教科書や資料でしか見たことの無か

った建物や総会議場を見ることが出来て本当に感激し

ました。その夜ホテルで僕たちの部屋に何人かで集

まって一緒にお菓子を食べたりしたのも忘れられま

せん。 

 

11月 4日～5日 

遂にこの日アメリカを離れます。ホテルで荷物の最終チェックを済ませ、バスで空港へ。

搭乗手続きをする前に一応荷物の重量を計ったら、なんと 1キロオーバー。急いでリュック

に荷物を少し詰め替えてなんとかセーフ。この時は本当に焦りました。飛行機を待っている

間、「帰りたくない」「もっといたい」とずっと念じていましたが、飛行機は予定通り離陸。

1番行きたかった 

国際連合本部前にて 
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飛行機の中ではグッスリと寝てしまいました。そして日本に帰国。成田空港で荷物を取る時

に取っ手がこちら向きになっているのを見て、日本人のきめ細やかさを感じました。羽田空

港ではずっと食べたかった蕎麦を食べられて満足。函館空港に着いて家族や担任の先生とも

会えました。その日は帰ってすぐ寝てしまいました。 

 

最後に 

今回の海外交流派遣研修では様々な「歴史」を学ぶことが出来ました。コンコードの歴史、

セーラム市の歴史、ニューヨークの歴史、アメリカの歴史…古戦場や博物館、実際に事件が

あった場所など色々な場所での見学や体験を通して、アメリカ人の文化や考えに触れること

が出来ました。そして、その見たことや聞いたことをこれから伝えていくことも、派遣者と

してアメリカに滞在した僕の仕事だと思います。ただ行って終わりでは無く、この経験をこ

れからの生活に活かし、他の人に伝えて、2 つの町の間に立てるような人になれるようにこ

れからも頑張ります。今回の素晴らしい経験をさせてくれた役場の職員の皆様、学校の先生、

家族、コンコードの人達、共に過ごした訪問団の皆さん、そしてホストファミリーのキャン

チオ家の皆さん、本当にありがとうございました。 
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～何にもかえることのできない体験～ 

七飯高等学校 2年 佐藤
さとう

 七海
ななみ

 

 

 私はコンコード海外交流派遣研修を通して、様々な出会いや貴重な体験をし、思い出に残

る 11日間を過ごすことができました。 

 

【出発当日】海外が初めての私は緊張と期待を胸に日本を旅立ちました。13時間という、と

ても長いフライトを終え、ボストン空港に到着しました。そして無事入国審査を終えた後、

いよいよスクールバスに乗ってコンコードカーライル高校へ！高校に到着するとたくさんの

人たちが歓迎してくれました。そしてホストファミリーとの初対面。緊張と不安でいっぱい

だった私を温かい笑顔で出迎えてくれて嬉しかったです。ホストファミリーの家は自分の家

と比べ物にならないくらい大きく、とても驚きました。そのあとの夜ご飯の時には七飯町の

ことを紹介したり、自己紹介をしたりなど楽しく会話することができました。 

 

【2 日目】この日は初めてカーライル高校に登校の日。カーライル高校は七飯高校よりはる

かに大きく、所々廊下に水飲み場があり、テレビ局やジムなどの整った環境に驚きました。

学校内を見学した後、カフェテリアという

所で日本の文化紹介として茶道と折り紙を

しました。生徒の皆さんはとても興味を持

ってくれ、実際に抹茶を飲んだり一緒に折

り紙を折ったりなどうまく文化紹介をする

ことができたのではないかと思います。 

 

【3日目】3日目には高校にあるラジオ局で

生徒だけで生放送をしました。原稿通り進

まない点もありましたが、アドリブで話す

部分や英語の部分などもスムーズに進める

ことができました。そのあとは体育に参加

し、日本型、アメリカ型両方のドッチボールをして生徒と楽しむことができました。昼から

はセーラム市を散策。この町は昔魔女狩りがあって、たくさんの人々が処刑されたところだ

そうです。そしてハロウィンが近かったため仮装している人がたくさんいました。 

 

【4日目】この日はホストマザーのスーザンと一緒にポットラックパーティーに行きました。

食事をしたり、いか踊りを全員で踊ったりなど、たくさんの方と交流することができました。

そのあとはスーザンとホストファザーのサムと一緒にボストン内にある博物館に行きました。

この博物館はとても大きく、各国ごとのブースがあり歴史的な絵、食器、家具などが展示さ

れていました。その後にはホストファミリーで同い年のマックスとその妹のベスも合流し、

ショッピングモールに行きました。いろんな店を見て回ったり買い物をしたりなど、とても

コンコードカーライル高校にて日本文化紹介 
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楽しかったです。 

 

【5 日目】ホストファミリーがニューイ

ングランド水族館に連れていってくれま

した。そこではイルカショーを見たり、

ペンギン、ウミガメ、そして普通は関係

者以外入ることのできない所まで見学さ

せてもらったりなど、可愛い動物たちに

癒された一日でした。その夜には同じ派

遣者の坂田さんのホストファミリーの家

に行き、アニメを見たり一緒にご飯を食

べたりなど、楽しい時間を過ごすことが

できました。 

 

【6 日目】この日はアメリカ独立戦争が始まったとされるオールドノースブリッジへ行きま

した。とても穏やかな雰囲気でしたが、この場所から戦争が始まったということを思うと、

とても貴重な場に来たことを心から感じました。またロビンズハウスという所にも見学に行

きました。その後には、ケンブリッジ市内へ。ハーバード大学や生協などを見学し、昼食は

クインシーマーケットで食べ、そこで自由散策をしました。クインシーマーケットは人気の

観光地だそうで、とても人で溢れ、賑わっていました。 

 

【7 日目】ホストファミリーと過ごす最後の日。この日は高校内にあるテレビ局でコンコー

ド町内で放送されている CCTV に出演しました。主にアメリカと日本の違いについて話し、

とても緊張しましたがしっかりと自分の考えを述べることができました。その後は日本でも

有名な若草物語の作者、ルイーザ・メイ・オルコットが住んでいたオーチャードハウスを見

学。そこでは館長のジャンさんがルイーザに扮して各部屋の説明やそこに住んでいた家族の

紹介などをし、それぞれの人物の性格やどんな生活を送っていたかなど、たくさんのことを

学ぶことができました。そして午後からはウォールデンポンドを見学。とても水が透き通っ

ていて本当に湖なのか疑うくらい美しい光景に、つい見とれてしまいました。その夜には私

が夕食に親子丼を作り、「とっても美味しい」と喜んで食べてくれて嬉しかったです。寝る前

にベスが折り紙で作った手紙をくれたのですが、あらためて最後の日だと思うと寂しさがこ

み上げてきました。お母さんのスーザンも「あなたがホームステイに来てくれてとてもたく

さんの思い出ができたわ。またいつでもいらっしゃい」と言ってくれ、部屋に戻って思い出

を振り返りながら泣きそうになりなかなか寝付くことができませんでした。 

 

【8 日目】とうとう別れの日が来てしまいました。感謝の気持ちを伝え、ハグをしてファイ

ンバーグ家とお別れをしました。そして 4時間バスに乗りニューヨークへ！世界中心の都市

というだけあって高層ビルが立ち並び、人がたくさんいて活気に溢れていました。ニューヨ

ーク初日では、ニューヨークの街を歩いての散策やバスの車窓から、またロックフェラーセ

ンターの展望台にも上り、素晴らしい景色を眺めることができました。ホテルはタイムズス

ニューイングランド水族館 
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クエア周辺のホテルだったのですが、夜になってもとても賑やかで楽器を演奏していたりな

ど、日本とは違う世界だと改めて感じました。ホテルでは高校生 3人同室だったので楽しい

思い出ができました。 

 

【9 日目】海外交流派遣研修最終日。朝食はホテル内のレストランでフレンチトーストを食

べました。紅茶もいただき、オシャレな朝から一日がスター

トしました。最初に自由の女神を視察見学してきました。人

生で 1度は行ってこの目で見てみたかったので、夢が叶い感

激しました。思っていたよりも自由の女神は緑色で、一番驚

いたことは右足を折り曲げていたことでした。 

その後はまたニューヨーク市内を歩いて散策し、9.11同時

多発テロが起きたワールド・トレードセンターの跡地を見て

きました。水が流れている周りには亡くなった犠牲者の名前

が刻まれていて、そのテロがどれだけ悲惨だったかと思うと

悲しくなりました。最後には国際連合本部ビルを見学してき

ました。テレビや教科書でしか見たことがなかったので、発

見や驚きがたくさんありました。アメリカ最後の夜ご飯には

大好きなステーキを食べました。 

 

【10日目】いよいよ日本に帰国。15時間かけて成田空港へ向

かいました。帰国した時には時差ボケがありました。そして

函館空港に到着し、たくさんの人が出迎えてくれたのでとてもほっとしたと同時に、安心し

たのか疲れが一気にどっときました。 

 

今回の海外交流派遣研修に参加させて

いただき、日本ではできない貴重な体験や

経験、たくさんの思い出を作ることができ

ました。この研修を終え世界観が広がった

と感じ、以前より成長した自分を感じまし

た。両親をはじめ、この研修の機会でお世

話になった役場の方、国際交流員のクリス

さん、ファインバーグ家、コンコード町の

皆さん、そして訪問団の皆さんには感謝で

いっぱいです。今よりももっと英語を習得

してまたコンコードに行きます！ 

本当にありがとうございました。 
国際連合本部ビル 

自由の女神像にて 
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～世界観の広がった海外交流派遣研修～ 

七飯高等学校 2年 宮川
みやがわ

 渚
なぎさ

 

 

たくさんの出会いと初めてのことばかりの貴重な体験をし、思い出のつまった 11日間。言

語や文化の違いから壁にぶつかることもあったけど、とても良い経験になりました。このよ

うな貴重な機会を頂き、本当にありがとうございました。 

 

《1日目》 

 コンコードへの出発の日。大きな期待と不安を抱え、いざアメリカへ。出国審査のときに

ランダムで何人かに 1人という検査に引っかかるという貴重な体験をし、日本を出発しまし

た。日付変更線を超え約 13時間という人生初のフライトは、機内食や映画を楽しみながら過

ごしたのであっという間でした。ボストン空港に着くと、ジュンコさんをはじめたくさんの

人たちが出迎えてくれました。スクールバスに乗り、カーライル高校に行きホストファミリ

ーと対面しました。その後、ホストファミリーの家でお土産を交換し合ったり、お互いのこ

とを話したりと楽しい時間を過ごしました。 

 

《2日目》 

 朝早くに起き、ホストマザーの車で学校に向かいました。車の中では、私の好きなアーテ

ィストの曲をかけてくれて、一緒に歌いながら学校に行きました。カーライル高校では午前

中に学校の見学をしました。カーライル高校はとても広く、校舎が新しくなってまだ 2年目

ということでとてもきれいでした。また、ジムやラジオ局があったりと、とても新鮮でした。

昼食をカフェテリアで食べたのですが、全てがアメリカンサイズで大きかったです。午後は

日本の文化紹介ということで茶道と折り紙を披露しました。抹茶を美味しいと飲んでくれて

うれしかったです。 

 

《3日目》 

朝、高校内にあるラジオ局でラジオを放送してきました。そこでは、日本の曲を紹介した

り、天気予報を英語で読んだりしました。その後は、体育の授業に参加して、カーライル高

校の生徒と一緒にアメリカと日本のドッヂボールをしました。普段やっているドッヂボール

とは違い、たくさんボールがあったり、バスケットゴールにボールをいれると復活するなど

のルールはとても面白かったです。午後はセーラム市に散策に行きました。セーラム市は昔

魔女狩りが行われたところで、その話を聞きました。とても悲しい話だったけど、2 度とそ

のような悲劇が繰り返されないように語り継いでいくことは大切だと思いました。 

 

《4日目》 

 午前中にハロウィンの買い物に行き、ホストファミリーのエマラと一緒に仮装を選びまし

た。二人でヒーローになろうということで、私はキャプテンアメリカの仮装を、エマラはバ

ッドマンの仮装を選びました。午後からはポットラックパーティーがあり、そこではいか踊
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りを披露したり、一緒に食事を楽しんできました。その後はホストファミリーと一緒に、ボ

ーリングとゲームセンターに行きました。ゲームセンターには日本のマリオカート、メダル

ゲーム、プリクラなどがあり、エマラと一緒に楽しみました。 

 

《5日目》 

 この日は 1日ホストファミリーと過ごす日で、

大きい迷路があるテーマパークに行きました。

その迷路はとても広く難しく、ゴールするまで

に約 2時間かかりました。テーマパークもアメ

リカンサイズだなと思いました。夜はハロウィ

ンかぼちゃを作りました。とても大きいかぼち

ゃで中の実を取るのが大変だったけど、自分で

かぼちゃの顔をデザインして掘ったりと、とて

も楽しかったです。 

 

《6日目》 

 この日は朝からオールドノースブリッジ、ハーバード大学、クインシーマーケットに行き

ました。オールドノースブリッジではアメリカ独立戦争の

話を聞いた後、実際にその橋を渡りました。ハーバード大

学では、足を触ると頭がよくなるという言い伝えのある創

立者のハーバード氏の銅像を触りました。夜はハロウィン

当日ということで、仮装して本場のハロウィンを体験して

きました。仮装はみんな完成度が高く、様々な種類があり

ました。また、七夕のように「トリックオアトリート」と

言い、家を回ってたくさんお菓子をもらいました。 

 

《7日目》 

 この日はコンコードで放送されているローカル番組、

CCTVに出演してきました。初めてのテレビ出演で緊張し

ましたが、芸能人気分を味わえて楽しかったです。主に、

今回の研修についてやアメリカと日本の違いについて聞かれ、しっかり答えることができ、

よかったです。その後は若草物語の作者、ルイーザ・メイ・オルコットが住んでいたオーチ

ャードハウスに行きました。そこに展示されている 8割が実際に使われていたものというこ

とで、オルコットさんの生活していた雰囲気を体験してきました。また、そこでラッキーペ

ニーを拾ったと思ったら、ユーロだったというのもいい思い出になりました。 

 

《8日目》 

 この日はホストファミリーと国際交流員のクリスさんとお別れしました。一緒にいた一週

間の思い出が溢れてきて、涙も溢れてきました。最後には、アメリカの「バイバイ」と日本

の「さよなら」を掛け合わせた「バヨナラ」という恒例のあいさつをしてお別れしました。

作ったハロウィンかぼちゃ 

テーマパーク 
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そのあとはバスに 4時間揺られ、ニューヨークに行きました。ロックフェラーセンターの展

望台に上り、ニューヨークを一望してきました。高いビルが立ち並んでいて、さすが世界の

中心だなと思いました。夜はタイムズスクエ

ア周辺を散策し、ニューヨークの雰囲気を味

わってきました。建物の明かりで夜も明るく、

眠らない街というだけあり、夜もすごくにぎ

やかでした。 

 

《9日目》 

 この日はずっと行きたかった自由の女神や

9.11のメモリアルパーク、国連に行きました。

自由の女神は想像していたものよりはるかに

大きかったです。また、像の中に入れるとい

うことに驚きました。9.11メモリアルパークでは亡くなった方々ひとりひとりの名前が石碑

に刻まれており、この事件の大きさを物語っていました。今回は、9.11記念博物館に行けな

かったので、大人になったら行って自分の目で学んでこういう悲劇を忘れないように語り継

いでいきたいなと思いました。国連では実際に会議が行

われている場所を見たり、世界の情勢を学ぶことができ

ました。 

 

《10日目》 

 朝早くニューヨークを出発し、JKF空港に向かいまし

た。荷物が 10キロ近く増えていて重量オーバーとなり、

荷物を移し替えるのが大変でした。また、セキュリティ

ーチェックがどこの空港よりも厳しかったです。無事出

国審査を終えて、15時間かけて帰国しました。函館空港

に着き、自分の住み慣れた街を見て安心し、久しぶりの

家族との対面にホッとしました。 

 

 今回の研修は初めての経験ばかりで壁にぶつかること

もありましたが、自分の世界観が広がり、とてもいい経

験になりました。また色々なことに臨機応変に対応でき

るようになったような気がします。そして、本場の英語に触れてもっと自分の英語力を向上

したいと思いました。今回このような体験をさせていただきほんとうにありがとうございま

した。この貴重な 11日間は一生忘れません。 

ハロウィンの様子 

自由の女神と 
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～次につながる 10日間～  

七飯高等学校 2 年 坂田
さ か た

 留璃
る り

 

 

 2016 年 10 月 26 日から 11 月 5 日の 11 日間の中で私はかけがえのない宝物を手

に入れました。その宝物は、これから一生忘れることのできない大切なものです。  

 

【出発前日】  

 遠足を楽しみにしている小学生のような高揚感を感じずにはいられませんでし

た。  

 

【出発当日】  

成田国際空港。最初は長いと思われましたがあっという間でした。ボストン空

港到着。入国審査は本当に緊張しました。コンコード・カーライル高校。ホスト

ファミリーとの対面式です。私のホストファミリーは、ホストマザーのジョイス、

ホストファザーのハリー、同じ 17 歳のジェイクでした。ハグから挨拶するのはや

はりアメリカだなと思いました。  

 

【2 日目】  

まだ少し暗い中、カーライル高校に初登校。校舎の大きさに驚きました。日本

の文化を紹介する日本文化交流では茶道をして生徒と交流しました。お昼時には

たくさんの生徒たちに囲まれてびっくりしました。ハリーの手料理「ラザニア」

を食べました。とても美味しかったです。夜はホームシックになり泣いていまし

た。  

 

【3 日目】  

この日はラジオに挑戦でした。みんなととても楽しく喋ることができました。

ドッジボールでは、日本バージョンとアメリカバージョンをしました。とても面

白かったです。セーラム市では仮装している人が多く、見ているだけでワクワク

しました。夜は、ホストファミリーと電車に乗ってボストンへ。ハリーとジェイ

クとともに買い物に行き、ハリーはジョイスにプレゼントを買っていてとても微

笑ましかったです。  

 

【4 日目】  

 ポットラックパーティー。中にはお米の料理もあり、日本が恋しくなった時で

もありました。その後、派遣者全員によるいか踊り。とても楽しく、みんな笑顔

でした。  
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【5 日目】  

この日は、一日ホストファミリーと過ごす日でした。昼は、大きな迷路のある

ファームに行き、同じ訪問団の何人かとそのホストファミリーと楽しい時間を過

ごしました。迷路はとっても大きくて 2 時間ほど迷い続けました。くたくたでし

た。夜にはホストファミリーの友

人宅で行われたハロウィンパーテ

ィーに行きました。THE・理想の

家というような家でした。この家

のデザイナーはとても陽気なお婆

さんで印象に残りました。  

 

【6 日目】  

オールドノースブリッジでは、

鋤（すき）を捨て、銃を持った農

民の話などを聞きました。一部分、

イギリスの領地となっているとこ

ろがあり驚きました。ロビンズハウスでは、黒人だけれど奴隷としてではなく、

自分で働いていたという人の話を聞きました。聞けば聞くほどすごい人でした。

ハーバード大学ではハーバード氏の銅像のつま先を触って、頭が良くなりたいと

願いました。クインシーマーケットでは、名物であるロブスターとクラムチャウ

ダーを食べました。また食べに行きたいです。家に帰ってからはジャック・オ・

ランタン作りをしましたが、少し難しかったです。夜はハロウィン！七夕と似て

いました。国と文化は違うけれど親近感を感じました。  

 

【7 日目】  

CCHS 内でコンコード町内に放送される TV 撮影をし、とても緊張しました。若

草物語の舞台となったオーチャード

ハウスへ。館長さんがルイーザ・メ

イ・オルコットに変装して若草物語の

最初の部分を演じてくれました。楽し

く若草物語とオルコット家について

学ぶことができました。ウォールデン

ポンドはとてもきれいな湖で、癒され

ました。夕飯に素うどんを作りました。

ハリーとマイクは箸を使って食べ、マ

ザーはスパゲティを食べるようにス

プーンとフォークで食べていたのに

驚きました。ホストファミリーと過ご

す最後の夜はとても寂しかったです。  

 

夕飯に素うどんを作りました  

ホストマザーのジョイスさんと CCHSにて  
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【8 日目】  

朝早くにホストファザーの車で集合場所へ。デイビット先生が考えたアメリカ

の「バイバイ」と日本の「さよなら」を掛け合わせた「バヨなら」をみんなで言

いました。別れを実感して泣いてしまいました。国際交流員のクリスさんともお

別れで、寂しさが消えることはなくバスで泣いてしまいました。  

そして、眠らない街ニューヨーク！ロックフェラーセンターでは屋上からニュ

ーヨークの街並みを見渡すことができました。タイムズスクエアは人であふれか

えり、クラクションの音やパトカーの音が深夜になっても止むことはありません

でした。  

 

【9 日目】  

自由の女神像は想像以上に大きかったです。自由の女神像はアメリカの独立を

祝うフランスからの贈り物だそうです。その後、9.11 で亡くなった方々の碑石の

ところに行きました。胸にこみ上げるものがありました。この日の夜はみんなで

集まり交流をしました。以前、七飯町の国際交流員として働いていた男性が来て、

完成度の高いボイスパーカッションを披露してくれました。とても思い出深い最

後の夜でした。  

 

【最終日】  

アメリカを発つ日が来ました。アメリカに別れを告げ、15 時間のフライトが始

まりました。函館に帰ってきた時は心がとても温かく感じました。無事に帰って

くることができたこと、家族に会えたこと、日本だということに安心しました。

久しぶりの函館はとても心地よかったです。  

 

【最後に】  

長いようで短かった 10 日間は「高揚感」「不安」「緊張」でいっぱいの日々でし

た。ですが、帰る時には、「また来たい」という気持ちで満ちていました。たくさ

んの思い出とともに、貴重な経験をしたことがこれからの糧になることを確信し

ています。言葉の壁は高かったけれど、伝える方法はいくらでもあり、それはホ

ストファミリーと過ごす中で手に入れた思い出が証明しています。とても温かく、

とても優しい思い出。今回このような大変貴重な体験をすることができて本当に

うれしく思っています。本当にありがとうございました。  
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～平成 28年度 七飯町海外交流派遣研修事業に参加して～ 

町民代表 後藤
ご と う

 永
なが

匡
まさ

 

 

「運命のいたずらのような気がする…。」  

 

間違いなく、2015 年（平成 27 年）までの自分には、こうして七飯町の国際交流

事業に携わることは、想像もできなかった。全く、国際交流の「こ」の字にこれ

っぽっちも関心がなかった自分が、七飯町の代表としてコンコードを訪れるとは

…。40 歳を前にして、人生をリセットされた気持ちにもなった。それだけに、行

くとなったら最大限関わり、精一杯の成果（学び）を上げたいと思った。  

 

2016 年 10 月 26 日水曜日の朝、日常の雑多に完全に後ろ髪を引っぱられながら

函館空港に向かった。自分以外の参加者も、大なり小なりそんな思いがあるだろ

うに、少しもそれを感じさせることがなく、まず 1 つ教えられた。成田までの移

動や、ボストン行きの飛行機の離陸ま

で長い時間がかかったが、中高生が元

気なのはもちろん、その元気を向こう

でのラジオ出演準備にぶつけるなど、

立派だった。また 1 つ教えられた。  

機内では、海外交流にとても理解の

ある CA さんが、座骨神経痛に苦しむ

自分をいたわってくれたり、オーロラ

の出現を知らせてくれたり、着陸後に

メッセージカードを渡してくれたり、

一期一会とはこういうことだと教え

られた。  

 

2016 年 10 月 26 日水曜日の夕方、ボストンのローガン空港に降り立った。出迎

えのアメリカ人、アメリカンな送迎バスを見て、「これから本当に始まる」と武者

震いがした。あっという間にホストファミリーとの対面式が行われ、いつの間に

かジョイス家でスープをすすっていた。  

 

完全な時差ボケで、初日は 2 時間、2 日目は 1 時間しか眠れなかった。不眠特有

の空中浮遊感の中、行程は進む。中高生のラジオ出演の見学をした。「ON AIR」

ランプが付くまで、ワイワイと好き勝手にしゃべっていた彼らが、まるでベテラ

ン俳優や女優のように顔つきが変わった。また 1 つ、驚かされ、教えられた。  

 

 

CA からのメッセージカード 
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2 日目は、名平先生の俳句の授業や中高生の授業参加を見学した。名平先生の授

業に真剣に聞き入り、素晴らしい作品を作るカーライル高校の生徒に、とても感

動させられた。また、授業中に積極的にコミュニケーションをとり、国境の垣根

を越えた汗ほとばしるドッジボールを展開する七飯町中高生の姿に、感心した。

その後訪れたセーラムの街が、ハロウィン一色に染まっている雰囲気にも「ほほ

ぉう」と思ったが、それには及ばなかった。  

それからはもう、先生の立場は捨てた。とことん教えてもらおうと、腹を決め

た。ジョイス夫妻には、3 回も洗濯をさせてもらった。唯一自信があった「Can I use 

a washing machine？」を言いたいが為に…。コンコードの街を覚えるために、何度

も散歩に付き合ってもらった。1 日の行程が終わった後、散策がてらまた学校に戻

り、さまざまな部活動の練習見学や施設見学をした。休日には、日本食（親子丼

とカレーライス）を振る舞ってみた。  

 

ジョイス夫妻には、理想的な夫婦の姿を学ば

せてもらった。  

70 歳を超える 2 人は、互いの生き方を尊重し

あい、無理をせず、付いては離れ、離れては付

き…。象徴的だったのは、2 人で出かける時だっ

た。夜のボストンでも、コンコードの夕方の散

歩でも、パーティーに向かうほんの 10ｍでも、

そっと腕を組んで歩く。そして、どちらかが疲

れてそうな時は、言葉を交わすより、トントン

と身体に触れるのだ。  

ビルは、やさしく親切で気配りが素晴らしく、

真のジェントルマンだった。  

クリスティーナは、情熱的で異文化への理解

があり、外見のみならず内面もビューティフル

だった。2 人との 1 週間で、身体の中がきれい

になった。本当にありがとう！  

 

ついに、ニューヨークに行く日が来

た！身体の底からわき上がる興奮が抑

えられない。もともとミーハーな性格の

私は、興奮していた。大人ぶって必死に

隠そうとしていたが、無理だった。  

 初日は、ロックフェラーセンター展望

台に登った。ニューヨークをぐるりと一

望でき、霞の向こうに自由の女神像も見

えた。みんなで歩いたタイムズスクエア

の熱気も、忘れられない。  

ボストン美術館にて 

～ジョイス夫妻と～ 

ロックフェラーセンターにて  
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 2 日目は、憧れの「自由の女神」だ。波の向こうに、少しずつ迫ってくるアメリ

カの象徴は、私にこう思わせた。「夢が叶ってしまう。嫌だ。近づいてくるな。」

と…。こうして、女神像の足下で虚無感に押しつぶされていた私に、名平先生は

「じゃあ、次は奥さんと見に来なよ。」と、救いの手を伸ばしてくれた。人生を豊

かに生きるには、「やったー！」より「つぎ何するかなぁ？」の意識が大切なんだ

と、学ばせて頂いた。  

 

 いま、少しずつ日常の喧噪に毎日が支配されつつある。  

しかし、心の奥底では大切な宝物が静かに輝きを放っている。  

自分が好きなことをやっていられるのは、平和があってこそ。それを、今まで

どれだけたくさんの方々に支えられてきたのか、痛感した。世界の一員である私

たちにとって、一番大切なのは「平和」だと…。一人の人間として、世界の平和

に少しでも貢献していきたい。また、教員の立場として少しでも多くの生徒に、

好きなことをやれている幸せを伝えていきたい。今は、人生の転機を与えてくれ

た七飯町への感謝の気持ちを感じながら、「世界平和への貢献」の第一歩を具体的

にどう踏み出すべきか、心地良く悩んでいる。  

 

最後に、私は「先生」として出発したはずだが、

たくさんのことを教えられて帰ってきた。  

最高のメンバーだったと思う。今度会う時は、家

族に会う感覚になりそうだ。たった 11 日間で、こん

なに素晴らしい体験と絆ができるのだと、しみじみ

思う。ここだけの話、ボストンローガン空港へは、

クリス・ハウエルの引っ越し荷物運びが、訪問団の

極秘任務となっていた。それを、無難にコンコード

まで運びきったところで、今回の訪問団の絆が証明

されていたのかもしれない…。  

ニューヨーク  

タイムズスクエアにて 
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～七飯町海外交流派遣研修を終えて～ 

町民代表 杉村
すぎむら

 桃
もも

弥
や

 

 

 はじめに、今回の海外派遣研修に参加させていただき、とても貴重な体験ができましたこ

とに感謝申し上げます。参加したいと願っていたこの海外交流の夢が 10年越しに叶うとは思

ってもいなかったので、正直驚きながらも大変嬉しく思っています。学生の時以来英語から

は遠ざかっていたため、今回の研修できちんと現地の方々と交流ができるのか多少不安な面

もありましたが、国際交流員のクリスさんによるわかりやすく丁寧な英会話研修のおかげで

徐々に英語を思い出すことができ、安心して研修に向かうことができました。 

 

 13時間に及ぶ成田－ボストン間のフライトの後、疲れを感じながら空港の到着ロビーを出

ると、コンコードのホストファミリーの方や関係者の方々が横断幕を持ち、一同になって私

達を出迎えてくれていました。ずっと長い間飛行機が到着するのを待っていてくれたと思う

と、とても感激し、胸がいっぱいになりま

した。私はそこで初めてホストファミリー

としてお世話になるクラッツリー家のジョ

ンさんに会いました。ジョンさんは笑顔で

迎えてくださり、互いに自己紹介をしまし

た。その際にジョンさんは私の拙い英語に

も真剣に耳を傾けてくれ、のちに奥様のホ

ーリーさんにもお会いし、出会って間もな

いのに親しい友人のように私を温かく迎え

てくださり、本当にこの方々の家でお世話

になることを嬉しく思い、とても安らかな

気持ちになりました。 

ジョンさんとホーリーさんは互いにお

仕事をされていてとても忙しい毎日を送られていることを事前に交換したメールの内容を見

て把握していたのですが、忙しいところを表には出さず、毎度の朝ごはんも限られた時間の

中でちょっとずつアレンジを加えて、違ったメニューの食事を用意してくれました。クロワ

ッサンとスクランブルエッグ、オートミールやベーコンとトースト、ブルーベリーやクリー

ムチーズ入りのホットケーキなど、大変美味しかったです。 

また、車で出かける時もコンコードの街並みを見ながら所々にある物や建物などの名前を

声に出して教えてくれました。「かぼちゃ」「図書館」「教会」「橋」「ボート」「魔女」「銀行」

「おばけ」「洋服屋」「蜘蛛」「私の事務所」「ジム」「私立高校」など。誠実な気持ちでコミュ

ニケーションを取ろうとしてくれていることを感じ、私ももっとコミュニケーションが取り

たいと思い、疑問に思ったこと、聞きたいことなど徐々に遠慮せずに聞けるようになりまし

た。私の話す英語が通じない時は携帯の翻訳機を使って互いに意見交換をしました。 

ホストファミリーと一緒に過ごした日は、教会でジョンさんが聖歌隊として歌っている姿

ホームステイ先での食事風景 

～ジョン・ホーリー夫妻と～ 
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を見て感動し、ボストン美術館にて世界各国の歴史的な展示物を拝見、その収容物の多さ、

作品の美しさに圧倒されたこと、また殻付きのロブスターを食べさせてくれたことが大変印

象に残り、思い出深い日となりました。 

 コンコードでの研修としてはじめにコンコード博物館を訪れた際には、１万年前に暮らし

ていた原住民の狩りの方法から 19世紀の上位階級の人々の暮らし、また 1775年に起こった

コンコードの戦いに至った背景など、学芸員の方から直接詳しいお話を聞くことができまし

た。また後日、実際にそのコンコードの戦いの場となったオールドノースブリッジに赴き、

この場所でアメリカ独立のきっかけとなった歴史的な戦争が勃発したんだな、と過去に想い

を馳せることができました。その後オールドノースブリッジ周辺に立つロビンズハウスにも

訪れ、今では考えられないような黒人差別のお話などを伺うことができ、訪問団全員で差別

問題について真摯に考えさせられました。 

個人で研修させていただいた花関係の視察では、多方面から日本の花業界との違いについ

て学ぶことができました。まずアメリカの花のルートとしては仲卸業者が存在せずに花屋と

市場が直接取引をしているということです。これは花の鮮度の面で消費者に花が届くまでの

時間が短いのでとても良いことだなと思いました。日本の仲卸業者としてはこの鮮度の面で

一つの課題があるからです。 

また、コンコードの街並みを見ながら気

になっていたのが、花壇や庭先に菊の花が

植えられていること。日本ではあまり馴染

みのない光景だったので花屋さんに直接伺

うと、菊の花はとてもポピュラーだという

ことで、日本の菊のイメージでは仏花や葬

儀関係に使われることが多いですが、アメ

リカでは花を使用する用途によって種類を

制限するということはなく、何にでも多種

多様な花を使用して花束やアレンジメント

を作っても問題ないと言うことを伺いまし

た。バラなどもお悔やみの花として使用で

きると聞き大変驚きました。日本よりも花の使い道に制限がないことで消費率も高く、人々

にとって花という存在が身近に感じられているようなそんな印象を強く受けました。 

7日間によるコンコードでの研修の後、コンコードの町や人々たちとの大切な思い出を胸

に、私たちはニューヨークへと向かいました。ニューヨークではロックフェラーセンターや

タイムズスクエア、自由の女神やグラウンドゼロなど、有名な場所を巡ることができました。

特に印象深いのは国連の場内ツアーで、各国からの素敵な寄贈物を見たり、地雷や原爆に関

する展示を見て、改めて平和について考えさせられました。実際に使われているという会議

場の中に入場することもでき、大変嬉しかったです。 

 アメリカへ出発する前には想像もできませんでしたが、私にとってこの研修はとても有意

義なものとなりました。 

コンコード町中心街にある花屋 

～ウィンストンフローリスト～ 
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七飯町海外交流派遣研修を終えて～Concord町～  

町民代表 高橋
たかはし

 拓子
ひ ろ こ

 

 

Ⅰ、始まりの朝  

 10 月 26 日 7 時 30 分、「行ってきます」とお仏壇に手を合わせ、家族とともに函

館空港へ。コンコード町への交流研修のための荷づくりは 3 回目。娘と息子が派

遣された 4 年前と 5 年前を思い出し準備は万端。空港へ向かう車の中、しばらく

見納めとなる街を眺めていました。緊張はないが、空港へ着くと「いよいよ」と

いう実感が湧いたのと同時にボストン行きの航空会社が日本航空であることに安

堵している自分がいました。  

 教育長をはじめ、政策推進課の皆さん、参加者の家族に見送られ搭乗。涙ぐん

でいる中学生を眺めながら微笑ましく思っていると、二十歳の我が娘も涙ぐんで

おり、苦笑いするしかありませんでした。見送る方が泣くのは、遺伝だと「血の

繋がり」をこんなところで実感することとなりました。  

 

Ⅱ、緊張の対面式  

 自宅を出発し 24 時間、ボストンの空港

へ到着。ロビーには一目でコンコード町の

皆さんとわかるほど、私たちを笑顔で友好

的に出迎えてくださる一行がいました。そ

んな暖かい雰囲気の中、すっかり気分は七

飯町とコンコード町のハーフ。私もいつの

間にか日本のお辞儀より握手をし、ハグを

し、挨拶と自己紹介をしていました。出迎

えの中に、今回のホストファミリーである

ジョン・クラッツリーさんがおり、優しく

手を差し伸べてくれたのが印象的でした。 

 その後、スクールバスで CCHS（コンコ

ード・カーライル高校）へ。そこでは、ホストファミリーとのアットホームな対

面式を終え、それぞれの家へ別れる私たちの緊張をほぐしてくれるかのように、

遅い時間にもかかわらず、手作りのクッキーや飲み物でもてなしてくださいまし

た。私のホストファミリーはクラッツリーさんご夫妻。同じ町民代表の杉村さん

と一緒でした。英語が苦手な私にはこれほど心強いことはありません。しかし、

中高生はたった一人でホストファミリーの家へ。別れ際に「また明日」と声を掛

けても、寂しそうな顔や不安な顔など一切見せず、笑顔でそれぞれの家に向かっ

て行きました。その姿に私も背中を押され、一週間のホームステイが始まったの

でした。  

 

パーティーにて 

クラッツリーご夫妻と 
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Ⅲ、クラッツリーさんご夫妻  

 クラッツリーさんのご自宅。ご主人は講師のジョンさん。奥さまは建築家のホ

リーさん。お二人とも陽気で暖かいご夫婦でした。ご夫妻が揃ったのは夜 10 時過

ぎ。ジョンさんが戻るまで、ホリーさんと自己紹介をしながらリビングで過ごし

ましたが、緊張した空気が漂っていました。話し声も小声となり笑い顔も引きつ

っているのがわかりました。言葉の壁の厚

さを感じながら、スマートフォンの翻訳機

能を駆使し、意思疎通を図りましたが、片

言の英語でも分かり合えるのは、伝えたい

気持ちと理解したい気持ちが相交わって、

お互いの気持ちを汲むという小さな気遣

いが、一番の意思疎通のツールとなったよ

うに思います。  

 ジョンさんが帰ってきてからプレゼン

トを渡すと、とても喜んでくださいました。

ジョンさんに日本画のマグカップ、ホリー

さんに印伝風のバッグ、お二人に和紙人形、

そして七飯町からのお土産を。特に印伝風のバッグには興味があったようでイン

ターネットでどんなものなのか調べていました。お土産を話題にほっと和んだ時

間を過ごし、長い長い一日が終わりました。  

 

Ⅳ、ホームステイ本格始動  

 二日目の朝、ぐっすり眠れたおかげで、時差ボケもほとんどありません。コン

コード町での本格的な生活がスタートしました。朝は、パンとベーコンとスムー

ジーなどの飲み物。その日によって、マフィンやパンケーキやシリアルや目玉焼

き。日本でも見られる食事風景です。ただ、卵が思ったより小さかったり、ベー

コンがドライであったりと、食材の小さな違いの発見がありました。また、ホッ

トオートミールとチョコレートが入ったジャムを初めて食べましたが、美味しい

ものと美味しいものをミックスすると更に美味しくなるだろうという発想は、素

材の味を大切にしてきた日本人には受け入れがたいものがあるだろうと感じまし

た。  

 朝食を済ませ町職員と私たちはタウンハウスへ。丁度アメリカは大統領選挙の

真っ只中。日本のように選挙カーで名前を連呼し街中を回っている姿は見られま

せん。コンコードタウンハウスの前には下院議員の立候補者が出入り口の左右に

別れて立ち、選挙活動（静かに熱い戦い）をしていました。  

 タウンハウスでは、歓迎セレモニーが行われ、20 年にわたる七飯町とコンコー

ド町の交流の歴史について触れられていました。また、来年の両町の姉妹都市 20

周年記念式典に向けた話し合いも行われ、和やかに粛々と進められました。残念

であったのは、永年両町の架け橋となりご尽力くださったトム・カーティン氏が、

体調が思わしくなく欠席されたことです。トム氏の看病の合間を縫い、奥様が見

レストランにて 
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学に同行してくださったことに、感謝の気持ちでいっぱいです。友好の 20 年の歴

史は、携わってきた方にも平等に年月が積み重なり、20 年の歳を重ねてきたので

す。  

 

Ⅴ、コンコード町の魅力  

 さて、コンコード町はアメリカ独立戦争

に深く関わっている町です。街中にも独立

戦争についての遺産が数多く残っていま

す。何より、コンコード町の町民が歴史に

ついて深い知識と敬意を持ち合わせてお

り、自分の住む街を心より愛しているよう

に感じました。  

 ノースブリッジ、ミニットマン像、スリ

ーピーホロー墓地、コンコードミュージア

ム、エマーソンの家、オーチャードハウス、

ウェイサイドハウス、ウォールデン湖など、

残された多くはきちんと管理され、観光目

的だけではなく、町として後世へ伝えるべきものを知らしめており、町民が誇り

を持って伝承していると感じました。  

 また、美しい自然が残されており、まるで大沼公園の中に住んでいるような錯

覚を覚えました。枯葉で敷き詰められた道路も、信号機などの機械的な色彩がな

い街も、自然を受け入れることで、趣が増大していました。  

ホームシックにならなかったのは、大沼公園の景観に似ていたこの街のお陰かも

しれません。  

 

Ⅵ、姉妹都市として  

 私たちがホームステイした一週間

に個人的なものを含め 4回のパーティ

ーがありました。ホストファミリーを

始め七飯町にゆかりのある方たちが

50 人も集まって下さいました。中には

歴代の国際交流員もいて、子どもたち

が小さかった頃を思い出し懐かしく

もありました。  

 コンコード町では、町民が主体となりアイデアを出し合い、七飯町との交流を

広めています。このようなパーティーも私たちをもてなす意味合いと、交流を引

き継ぐ人材を育てる意味合いがあるように感じました。出席された一人が「また、

コンコード町に戻ってきて下さい。でなければ、真の交流にはならない」と話し

た言葉が印象的でした。  

 

ウォールデン湖 

ミニットマン像の前にて 
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 私はこの研修に参加するに当たって、同

じことを考えていました。コンコード町へ

行っただけ、コンコード町から受け入れた

だけではどちらも一方通行にしか過ぎませ

ん。しかもそれらは、七飯町の行政が関わ

って叶ったものです。その後に、町民とし

て個人として、いかに交流できるかが鍵と

なり、永く続ける意義があると思います。

折角の姉妹都市の交流を深めるためにも、

気軽に町民が関わって行けるような周知や

交流の具体的内容の検討が必要だと思いま

した。  

 

Ⅶ、日本人とアメリカ人の気質  

 クラッツリー御夫妻は、とても私たちに親切でした。どこに行きたいか、何を

したいか、何を見たいのか色々な伝手を頼って実現してくださいました。日本人

はどちらかというともてなす方が得意で、されることには慣れない私が感謝の気

持ちを伝えると、「七飯町の方も同じなんですよ」と言ってくださいました。その

時まで遠慮の気持ちが強かった私ですが、

「頼ってもいいかな」と思えるようになり

ました。そして、自分がホームステイをし

たことで、今までの受け入れ方を見直すこ

とができました。日本人の遠慮が曖昧さと

なって、アメリカ人には通じないことも多

くあるようです。生活習慣やスタイルの違

いで理解できないこともあるかもしれま

せんが、日本人、アメリカ人のそれぞれを

尊重し、個人として分かりあえればいいと

強く思いました。  

 そんな中、私の職業を知ったクラッツリ

ー婦人がコンコードにある老人施設の見学を手配してくださいました。そこは、

日本の福祉施設とはかけ離れた建物で、日本とアメリカの保険制度の相違があり

ますが、利用料は目が飛び出るような金額でした。その分サービスも充実してお

り、まるでホテルのような仕様でした。そこで暮らしているお二人と食事をさせ

ていただきお話できたことは励みとなりました。  

 

Ⅷ、再会の約束  

 出発の朝、車のライトだけが頼りの真っ暗な公園。私たちが着いた頃には、ほ

とんどの派遣者は既に荷物をバスに積み込んでいました。ホストファミリーとの

別れに涙ぐみ別れを惜しむ姿があちらこちらに。私ももれなく涙が溢れてしまい

ハロウィンの仮装 

（左が杉村さん、右が私） 

老人施設にて 
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ましたが、来年七飯町で行われる 20 周年式典での再会を約束し、バスに乗り込み

ました。暗闇の中、見送りのファミリーたちの姿はあっという間に見えなくなっ

てしまいました。暫くの沈黙の間、コンコード町を離れる感傷に浸りながら、い

つの間にか再訪する計画を練っていました。  

 

Ⅸ、ニューヨーク  

 初めてのニューヨーク。コンコード町とは違う洗練された街並み。観光地とし

てのニューヨークには目を見張るばかりでしたが、ここでの生活は考えられませ

ん。是非行って見たかったのは、美術館と博物館

とミュージカル。そして、自由の女神の中。テレ

ビで見るその姿ではなく、自由の女神の目線で世

界を見たかったからです。  

 

Ⅹ、「終わりに」ではなく「これから」  

 今回、海外交流派遣研修に参加させていただき、

心より感謝いたします。約 10 日ぶりに日本へ帰っ

てくると、都会の雑踏さえ心地よく感じました。

つい昨日までは、アメリカに染まっていたはずな

のに、50 年以上も日本人として生きていると、や

はり日本が最高。  

 今回の研修は、七飯町を再発見する機会にもな

りました。七飯町とコンコード町の類似点は多々

あっても決して同じになることはできません。日

本が好き、七飯町が好きという気持ちがなければ、誇らしく交流することができ

ないでしょう。両町の良いところを参考にしながら、「繋がり」を深めていくお手

伝いをしたいと思っています。  

 ホストファミリーはじめ、急遽の研修決定にも関わらず親切にしてくださった

参加者の皆さん、両町のたくさんの関係者の皆さん、本当にありがとうございま

す。七飯町に転居して 15 年。七飯町に恩返しできるようにチャレンジしたいと思

っています。そう、「これから」始まります。  

自由の女神 
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～2016 コンコード派遣 報告書～ 

引率教員 七飯高等学校長 名平
な ひ ら

 裕
ひろし

 

 

 アメリカは大きいし、実に色んな人、およそ考えられるあらゆる人種の人々が

いる。従って「アメリカ人」という単語は辛うじて国籍は示すが、ステレオタイ

プ的に人々を表現できる言葉ではない。皆が建国の思想を誇りに持つ事によりア

メリカが１つの国として成立していることにあらためて感心する。様々な人々が

いて様々な主張があるが、結局は人々が自分たちはアメリカ人であることに誇り

を持ち、自他を尊重でき、許容量が大きい事でサラダボール（メルティングポッ

トではなく）が割れずにいるのだ。ニュ

ーヨークの雑踏にもまれていても何と

なくホっとするのは多様性の中でお互

いの存在を認め合う空気を感じるから

だろう。均一性を求める日本社会との違

いは大きいと感じた。  

 

 ホームステイの期間中、快適で心のこ

もった対応をして下さったナレンバー

グ一家にはあらためて心からお礼を伝

えたい。一家は敬虔なユダヤ教徒で日々

の生活もその教えに従って営まれてい

た。実は家にはテレビも無かった。だか

ら、夕食が終わってビール片手にソファ

ーに埋まり MLB（メジャー・リーグ・

ベースボール）や NFL（ナショナル・フットボール・リーグ）のプレーに「オー

マイガー！」（我が妄想中のアメリカンライフ）なんてなかった。テレビがなけ

れば成立しない我が家と違って「家庭」とか「家族」という言葉の似合う場所だ

った。  

 

 さて、引率教員という立場での参加にはことさらに緊張感を覚えた。コンコー

ドカーライル高校で授業を行う事以外に特段の具体的役割を示される訳でもな

い。自分としては中高生の事前指導も役割とするべきであろうと考えていた。文

化発表の計画と準備、高校紹介のスライドショーの作成（カフェテリア横の超大

型液晶画面で一日中流してもらえるので、次回も何かスライドショーを用意する

と良いだろう）やラジオ番組の原稿作り、ホームステイ先で活用できそうな会話

の練習。手がけると片手に余りそうであった。心配をよそに高校生は準備段階か

ら集中して事に臨み、中学生との連携も怠りなく物事はスムーズに進み、「もっ

と何か出来そうだね。」という感じであった。ハードルは高く数も多い方が越し

コンコードカーライル高校にて 

～マストルーロ校長先生と～ 

コンコードにウォールデンポンド、  

七飯に大沼 
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ていく達成感は大きい。退任する国際交流員のクリス氏への寄せ書きも企画して、

別れの朝には皆をホロリとさせてくれた。さらに、派遣団の T-シャツまで作って

しまった。「アメリカと言えばコーラだろう」と Coca-cola のロゴで Con-cord と

書いたら上手く出来過ぎて誰にも気付いてもらえず「なぜコーラなの？」と説明

が厄介な位だった。一緒に参加した後藤さんが

言っていたが、生徒達は「スイッチがパッと入

る」集団だった。お陰で現地でのラジオ、テレ

ビ収録は全て彼ら任せで、私は自分の授業に集

中出来た。いみじくも中宮町長が出発前におっ

しゃった「この旅で子供達は成長する」と言う

言葉は確かに当たっている。ニューヨーク最後

の夜に派遣団全員が一つの部屋に集まり語り合

った。旅のこと将来のこと。生徒達の言葉を黙

って聞いていると、「これからの世界もまんざ

らじゃ無い」気持ちにさせてもらえた。もっと

多くの青少年にこの様な機会が巡って欲しいも

のだ。彼らにとっての地球は今回の旅で確実に

小さくなった。  

 

 授業に関しては数ヶ月前からコンコードカー

ライル高校の担当者と打ち合わせをさせてもら

い、語学あるいは文化の正規の時間枠で 3 時間

の授業が実現した。十分な準備が出来たので授

業の中に位置づけて下さった先生方にも報いる

ことができた、と少なくとも自分だけは思っている。内容は和歌から俳句誕生に

至る歴史と文化的位置づけについての解説、日本語で詠む俳句の基本的なルール

と名作の解釈、最後は簡単なルールを設定して英語で俳句を作るというもの。生

徒も先生も積極的に取り組んでくれ、最後には何編かの素敵な俳句を詠んでくれ

た。ちょっと宝物の気分である。日米の違いはそれ程感じることはなかった。教

師が楽しめる授業は生徒にとっても楽しい授業なのだと信じたい。  

 

 コンコードからニューヨークへ。実はこの移動が個人的には最も印象的な時間

であったように思う。アメリカは広く、ドラマや映画の中でも「移動」や「乗り

物」が印象に残るところだ。メイン州からフロリダ州まで約 4000km、アメリカ最

長の国道 1 号線をバスでひた走る。もはやニューシネマの世界である。「真夜中

のカウボーイ」の「ジョー」と「ラッツォ」を思い出す。寒さにコートの襟を掻

き寄せ「このまま走れば 3 日後にはフロリダだ。」思わず「ラッツォ」になりき

る。高速道路を走るバスの車窓を「アメリカ」の景色が丁度良い速度で流れ去る。

映画で観たあの「アメリカ」だった。もしも乗っていたのが「グレイハウンドバ

ス」だったら涙くらい流していたかも知れない（笑）。  

～こんなポスターに  

「アメリカ」を感じる～  

コンコードカーライル高校に

掲示されていた格言  

意味は「たとえ、あなた１人だ

けがその立場でも、それが正し

い立場であれば貫き通せ」 
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 大統領選挙間近！という時期の訪米。所構わず選挙の話題になった。コンコー

ドカーライル高校の先生方と懇談した時にも、日本人としての感想を求められた。

TPP や核問題にも当然大きな関心が寄せられていた。ただ、候補者に対する彼ら

の批評は明らかなのだが、いざ誰が大統領になるべきかという段になって口を濁

すもどかしさを感じ、それは選挙の結果が出るまで続いた。アメリカの富の偏り

を示す「1％と 99％」の歪みが変化を求める空気を醸し、予想を覆す選挙の結果と

なった。"Make America Great Again"（訳：アメリカを再び偉大にしよう）となるの

だろうか。  

 

 この度の派遣に参加した事で両町の暖かな関係を再確認出来た気がする。また、

姉妹校としてのコンコードカーライル高校と七飯高校の将来像のデッサンは大き

く捗ったと言える。高校生交換留学に関しても然りである。機会を提供して下さ

った七飯町には心からお礼を申し上げるとともに、今後の連携と支援についても

お願いしつつ報告とさせていただきたい。  

 

2016 年 12 月 27 日にこの交流活動に大きな足跡を残して旅立ったトム・カーテ

ィン氏の冥福を心から祈りつつ。  
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～平成 28年度七飯町海外交流派遣研修事業を終えて～ 

 

引率職員 総務部政策推進課交流推進係長 庭田
に わ た

 昌
まさ

輝
き

 

 

 平成 28 年 10 月 26 日から 11 月 5 日までの 11 日間の日程で、七飯町海外交流派

遣研修事業の引率職員として、七飯町の姉妹町であるアメリカ・マサチューセッ

ツ州コンコード町、およびニューヨーク市を訪れました。私にとっては平成 14 年

の同事業に参加させていただいて以来、実に 14 年振りの訪問となりましたが、前

回と違って今回は交流推進係という直接の業務担当者としての参加であり、14 年

前とは違った意味で責任のある研修事業となりました。  

 今回の訪問団がこれまでと大きく異なるのは、町民代表派遣者の 3名について、

ホストファミリー経験世帯から公募の上、選考を行ったことです。この結果、3

名それぞれ明確な目的意識を持った素晴らしい人材が今年度の派遣者として選考

されました。  

中高生派遣者については、例年、厳正な校内選考を勝ち抜いた優秀な人材が参

加するのは当然なのですが、特に今年度の中高生については、コンコードカーラ

イル高校（以下 CCHS）のデイヴィッド先生に「今年の学生達は今までで一番積

極的で素晴らしい」と言わしめるほど、優秀な生徒達が選考されました。  

さらに今年度の引率教員としては、CCHS との交換留学なども積極的に推進し

てくださっている七飯高校の名平校長先生、そして団長としては、自然科学分野

の知識が非常に豊富で、温厚な人柄で頼りがいのある田中農業委員会事務局長が

選ばれ、総勢 14 名の平成 28 年度海外交流派遣研修訪問団という素晴らしいチー

ムが結成され、私もその一員となることができました。  

 今回の訪問団の優秀さは、事前研修会の段階においても既に明確に現れていま

した。特に、年齢、性別、立場などそれぞれ全く異なる集団であるにもかかわら

ず、すぐに全員が和気あいあいと打ち解けたことは、海外で過ごすにあたって最

も重要な要素のひとつである「社交性」を全員が高いレベルで持ち合わせている

ことの証明でもあり、非常に心強く感じました。  

 

出発当日の朝、函館空港には期待と希望で目をキラキラと輝かせた訪問団が集

合し、高揚した雰囲気の中で出発式が行われました。出発ゲートを越えた直後は

若干の寂しさや不安も見受けられましたが、羽田空港からリムジンバスを乗り継

ぎ、出国手続きを済ませて成田空港を離陸する頃には、皆の気持ちは完全に U.S.A

へと向いていました。途中、機内からオーロラを鑑賞できる機会にも恵まれると

いう非常に稀で幸先の良い出来事もありました。 ボストンローガン空港に到着

し、長時間のフライトによる疲れもあったのか、入国審査で多少手間取る場面も

ありましたが、最終的には全員無事にパスすることができました。ロビーに出る

とそこには日本語で「ようこそコンコードへ」の横断幕とともにたくさんの方々
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がお出迎えにいらしており、中には懐かしい方々や見慣れた方々の顔もちらほら

と見え、非常に嬉しく感じられました。空港の外でアメリカの空気を吸い込んで

から、スクールバスにて CCHS へ移動し、期待と緊張のホストファミリー対面式

となりました。私のホームステイ先は前回と同じジャック＆ナンシー宅でしたの

で、14 年ぶりとなる感動の再会とな

りました。  

 かくして 7泊 8日のホームステイ

生活が始まりましたが、幸運なこと

に私のホストファミリーはジャッ

ク・ナンシーの他に、現在オランダ

在住の娘夫婦とその 4歳の女の子が

帰省する時期と偶然重なったため、

終始賑やかで非常に楽しく過ごす

ことができました。  

 コンコード滞在中は、日中は町

内および近郊のさまざまな施設等の見学ツアー、夜はパーティーなどを催してい

ただき、非常に有意義な研修と密接な交流ができました。大人はそれぞれの職業

に合わせた個別のツアーを組んでいただいたり、中高生は CCHS 高校の授業に参

加するだけではなく、折り紙や茶道のプレゼンテーションをしたり、地元のテレ

ビやラジオにゲスト出演させてもらったりと、非常に充実した日々を過ごすこと

ができました。また、コンコード・七飯・ネットワーク代表のトム・カーティン

さん宅を訪れ、七飯町功労者表彰の表彰状と記念品を無事お渡しして、奥様のス

ーザンさんも交えて来年の姉妹都市提携 20周年記念事業についてお話をすること

もできました。  

 あっという間にコンコードでの 8 日間が過ぎて出発の朝となり、デイヴィッド

先生の「Bye-YO-NA-RA」とともに皆で涙のお別れをし、貸切バスにてニューヨ

ークへと向かいました。  

ニューヨークのホテルにチェックイ

ン後、一部のスーツケースが部屋に届か

ず行方不明となるトラブルがありまし

たが、その夜には無事届き、2 泊 3 日の

ニューヨーク視察研修も存分に堪能で

きました。自由の女神、国連本部、グラ

ウンドゼロなどは言うまでもなく特別

で印象的な場所でしたが、ニューヨーク

市内で 14 年前と大きく様変わりしてい

て私が一番驚いたものは、タイムズスク

エア周辺のビルの壁面を埋め尽くす巨

大なディスプレイ群でした。無数にある

巨大画面のそれぞれが CM やニュース

ジャック＆ナンシー＆孫娘ルーシア 

タイムズスクエアの  

巨大ディスプレイ群 
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などの映像を無秩序に休むことなく放映し続け、そこから色や形を刻々と変えな

がら放たれるたくさんの強烈な光が大都会の雑踏を照らしている光景は、まさに

「世界の中心」という雰囲気が感じられるものでした。  

JFK 空港から成田への 15 時間のフライトも難なく乗り越え、リムジンバスと国

内便を乗り継いで全員が無事に函館空港へ到着することができました。  

あっという間に過ぎ去った 11 日間でしたが、大きなトラブルもなく体調を崩す

人も出なかったことが何よりも一番喜ばしいことでした。中高生からは「絶対に

もう一度コンコードに行く！」「将来、長期間の留学をしたい！」「これからはも

っともっと英語を一生懸命勉強する！」など嬉しい言葉を聞くこともできました。 

この研修事業によって、両町の姉妹都市交流を更に深めることができ、また来

年の姉妹都市提携 20周年記念

事業に向けての良い足掛かり

とすることができました。私

自身も今回の訪問を通して、

コンコード町との交流の素晴

らしさを改めて実感でき、同

時にその手段としての英会話

能力の重要性を痛感させられ

ました。そして七飯町の職員

として、今後も両町の交流を

推進するため自ら努力を続け

ていこうと決意を新たにし

ました。  

最後に、この研修に参加

させていただいたこと、およびコンコード町の人々の心温まる歓待に心より感謝

を申し上げます。この研修が私自身の人生において大きなプラスとなったことを

確信するとともに、私が得たものを七飯町・コンコード町両町に還元していくた

めに、コンコード町でお世話になった方々との連絡を絶やすことなく、両町の交

流の架け橋のひとつとなって貢献していきたいと思います。  

最高のチーム 



- 70 - 

～CIR Delegation Report～  

国際交流員 アンドリュー・クルーパ  

 

ボストンローガン国際空港には、遠い旅から帰ってきた時の思い出がたくさん

あります。訪問団を歓迎する「ようこそ」の横断幕を掲げてみんなが来るのを待

ちながら、私は、チリ、ハンガリー、ルーマニア、アイルランド、そして 2012 年

の七飯町と、自分の数々の旅行のことを思い出しました。  

 

訪問団が着いてからは、親善昼食会やコンコードカーライル高校のバンドとの

演奏、コンコード町内やボストン市、そしてセーラム市の有名な場所への観光案

内などの恒例の行事をこなしました。短く言えば、私たちなりのおもてなしがで

きたということです。コンコード町内を周った時に、ツアーガイドの役をする重

役も担いました。コンコードの歴史はアメ

リカ人が高校の歴史の授業で習うものと

少し違うと私は思います。コンコードは、

ワシントンやジェファーソンなど革命を

起こしたとして知られる有名な人たちで

はなく、普通の人々が正しいと思う信念か

ら革命を起こした場所です。文学界の革命

でも有名なコンコードは「2 つの革命が起

きた町」として、外国からも多くの人々

が訪れるような珍しい町です。誰にでも

自分の家があり、良いと信じるものがあ

ります。  

 

今年の訪問団の皆さんと知り合えて嬉しかったです。多くのアメリカ人は他の

国から来る人々と知り会うことがありません。ですから、このように素晴らしい

方々が来てくれて交流ができるのは

特別で素晴らしいことです。訪問団の

皆さんは、心温まる思い出と、世界が

多様であることへの大きな感謝の気

持ちを残してくれました。  

 

ツアーガイドとしてミニットマン歴

史公園を案内 

歴代の国際交流員と  

（左から 2 代目のモニカさん、5

代目のウィットニーさん、10 代目

のクリスさん、そして自分） 
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～「七飯町海外交流派遣研修 2016」報告書～ 

引率職員(団長) 農業委員会事務局長 田中
た な か

 正彦
まさひこ

 

 

初日【渡米】〔成田からボストンへ〕  

忍耐の時間を想像し覚悟はしていたが、最後尾の座席部分が訪問団の座席で安

堵しました。北極圏上空、オーロラを初めて見ることができました。また、アラ

スカ上空を飛行中、凍ったユーコン川や単

調だがほぼ手付かずの自然が残されている

山脈等を眼下に見ながら一路ボストンへ。  

ボストンローガン空港到着、鬼門の入国

審査。質問内容を想定し、文書を作成して

審査官へ見せたら一言も発する事無く審査

終了となりました。ゲートを出ると、歓迎

の横断幕を持ったコンコードの皆さんによ

る出迎えを受け、感動と安心感を得ること

ができました。  

その後、コンコードカーライル高校のス

クールバスに乗り、ボストン市街を横目に

一路コンコードへ向かいました。カーライル高校到着後、ホストファミリーとの

対面式が行われましたが、それぞれ対面紹介がされる中、私は最後まで紹介され

ることなく対面式が終了するというハプニング？がありました。  

対面式が終了すると、私のホストファミリーのトム・ジョンソンさんが、私の

もとへ駆け寄ってきてくれました。パーテ

ィーもそこそこに、私の長旅の疲労を心配

してか、早々にトムさん宅へと車で向かっ

てくれました。  

コンコードの街中は、アメリカの道路の

イメージとは違い、カーブが非常に多い道

路という印象でした。また、車窓からは、

暗くてあまりわかりませんでしたが、緑が

多い所であるということはわかりました。  

トムさん宅は、市街地より車で 15 分位の

閑静な場所で、オーガニック（化学肥料や

農薬を使用しない）によりラズベリーを栽培、6 次加工している農家さんで、居宅

は日本の平均的な平屋建ての 3 倍位の広さでした。息子のネヴン君〔11 歳〕と娘

のキラちゃん〔15 歳〕と対面、個々へのお土産を渡しました。トムさんが数年前

に来日した際に撮ったという写真を見ながら、私は、電子手帳を傍らに片言の英

語で会話をしました。その後奥さんのダニエラさんが帰宅し、ダニエラさんにも

トムさん 

ダニエラさん 
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お土産を手渡し挨拶した後も、トムさんとの会話が弾みました。  

 

2 日目  

2 時 30 分に目覚めました。この時期の私の平均

睡眠時間は 4 時間半なので、時差ボケなのかどう

かは不明です。夜明けとともに野鳥達が動き出し

てきたので、初バードウォッチングを楽しみまし

た。  

その後、初日の行程である、コンコードタウン

ハウスを表敬訪問しました。タウンハウスでは、

大統領選挙他の期日前投票が実施されており、

頻繁に人の出入りがありました。アメリカは毎

年 11 月が選挙月で、何らかの選挙が必ず行われ

ています。選挙の様子を見学していると、選挙事務の担当者が記念にマサチュー

セッツ州の選挙の説明書をくれました。  

表敬訪問では、訪問団代表として、私のコンコードの街並に対する感想等を述

べさせていただきました。歓談中、偶然タウン

ハウスを訪れていた「不二家のペコちゃん」の

モデルになったというジャネットさんに対面す

ることが出来、記念写真を撮りました。その後、

タウンハウス周辺のモニュメントスクエア等の

案内をしていただきました。フリーメイソン・

ロッジが中心街にあったことに個人的には大興

奮でした。その後、コンコードカーライル高校

へ行き、校長先生を始めとした学校関係者との

昼食会となりました。昼食会では、プレゼント

交換や意見交換会が行われ、昼食後は校舎見学

をしました。  

校舎建て替えの経緯や、空調を工夫して省エネかつ資源保護を意識した建築構

造の説明を受け、また、多種多様な実技室や

生徒へのカウンセリング室やヒーリング室、

ステージ付の大ホール、地元住民も使用でき

るケーブルテレビ局の放送スタジオなど設備

が非常に充実しており、生徒達にとって最上

級の教育環境が整備されていました。  

 夕食は、トムさんの義父と家族、私の 6 人

で、鹿肉のステーキをメインディッシュに豪

華な食事となりました。鹿肉の味はエゾシカ

肉とは違いとても美味しいものでした。また、

義父の持参したスコッチウイスキーをご馳走

「不二家のペコちゃんのモデ

ル」ジャネットさん 

フリーメイソン・ロッジ 

選挙の説明書 
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になりました。私は、お返しに日本から持参した日本酒とはこだてワイン（コン

コード）をふるまいました。  

 

3 日目  

この日の朝食で生まれて初めてオートミールを食べました。  

その後、タウンハウスへ向かいました。この日行われる意見交換会のため、ボ

ストン日本協会理事の森田喜代子氏が通訳

として来て下さいました。その後、コンコ

ード町のタウンマネージャーであるクリス

トファー・ウィーラン氏と最高情報責任者

であるマーク・ハウエル氏の両氏と、大人

の派遣者数名と私で、コンコードと七飯町

の街づくりについての意見交換をしました。 

コンコード町は基本ゾーニング（工業・

農業・住宅を推進する地区と自然を積極的

に保護する地区等に分けること）を設定し

ているが、日本とは違い、あまり厳しい規

制はしていないとのことでした。なお、自

然を積極的に保護する地区については、土地を取得するための寄付を NPO 団体が

募り、積極的に土地を買取し開発の手から守っているそうです。  

 次に、オーガニック農法により野菜等を栽培し、直売しているオクトーバー農

場を見学しました。1 商品につき数種類の品種を取り揃えており、最終の収穫時期

ということもあり、多くの陳列された野菜を見ることが出来ました。  

 続いて視察したバレッツミル農場は、女性 3 人が営む会員制のオーガニック農

場で、1 年に 660 ドルで野菜を優先的に購入できるシステムを導入していました。

また、この農場は農地を町から 10 年契約で安く借りており、来年は更に規模拡大

を図るとのことでした。さらに、国からの補助で設置した、発生室として利用す

るパイプハウスを見学させていただきました。高さ 3ｍ強で広さは 60 ㎡位、外被

フィルムの対応年数は 3 年とのことでした。  

次に、コンコード町直営のエネルギー管理部（電力公社）を視察しました。ゴ

ミ捨て場としていた場所を埋め立てソーラーパネルを設置し、発電した電気を町

民に売り、約 20％の不足分は他の電力会社より購入しており、日本と同様に午後

8 時前後において消費電力が最高値になるとのことでした。  

昼食は、アメリカで一般的な「レストラン 99」でスペアリブのプレート（ポテ

トとパンのセット）を食しました。その後、ウエストコンコード駅前のリサイク

ルショップ、小物屋、自然食品店を見学し、トムさん宅へ戻りました。  

トムさん宅で小一時間の休憩中は、音楽を聴きながら、自家製のメイプルジュ

ース、ラズベリービネガー、ラズベリーの果実をいただきました。  

その後、カクテルパーティーの会場となるヘイデン・バーンズ家へ送ってもら

いました。パーティーでは、七飯町初代国際交流員キャサリン・バンデバーさん、

ハクチョウひょうたん 
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第 2 代国際交流員モニカ・テリーさん、第 5 代国際交流員ウィットニー・ウォレ

ンさんらと再会し、また第 7 代国際交流員のベン・ミリンさんのご両親とは、七

飯町へ訪問していただいて以来 5 年ぶりの再会となりました。さらに、コンコー

ド町に家を持つ、慶応大学大学院卒で世界銀行勤務（現在はルワンダ在住）の日

本人女性と歓談する機会を得ることができました。現在、国連機関に勤める日本

人は約 300 名ですが、2020 年の東京オリンピック開催までには 1000 名にしたいと

日本政府が目標を立てており、国連の運営資金は世界で 2 番目に多く支出してい

る日本だが、勤務者数はとても少ないということでした。断片的ではありますが、

内向的な日本人が多いことの証明となる話が聞けました。  

 

4 日目  

この日はトムさん宅周辺を散策しました。森の中を少し歩くと小さな池があり、

その傍に「ビーバーが倒した木の痕跡があるよ」とトムさんに教えてもらいまし

た。その後、森を通って自然公園を散策しながらバードウォッチングを楽しむこ

とが出来ました。  

散策後、コンコードに在住する鳥類研究

家で数多くの書籍等を執筆し、特に図鑑は

世界的にも有名なデイビッド・アレン・シ

ブリーさんの新刊購入のために本屋へ連

れて行ってくれました。  

本屋へ向かう途中、手のひらをうごめく

ものがあり、良く見るとそれは、マダニで

した。先ほどの森の散策でついたものと思

われ、しかも 4 匹も付いていてビックリし

ました！日本であればもう冬眠している

はずで、大陸に生息する生き物は島嶼に生

息する種よりも逞しいという定説を証明してくれる事例でした。  

本屋で図鑑の新刊 2 種類を 5 冊購入し、帰宅後は、本日開催されるポットラッ

クパーティーに向けて、「ラジオ体操」のリハーサルをし、本番に備えました。  

 パーティーは、ハーヴィーウィーラーセンターで開催され、訪問団全員による

ラジオ体操、イカ踊り等で交流を深めました。  

その後ボストンにある巨大ショッピングモールへ買い物に行きました。  

帰りの車中では気付くと居眠りをしている状態で、疲労の蓄積を肌身で感じまし

た。  

 

5 日目 ポーツマスへ  

この日はホストファミリーと過ごす日で、ニューハンプシャー州ポーツマスへ

トムさんと２人で出かけました。ポーツマスは、日露戦争の講和条約（ポーツマ

ス条約）を結んだ地として我々日本人にはよく知られている都市です。ハイウェ

イを乗り継ぎ、北上し 2 時間程でポーツマスへ到着です。ポーツマスでは、夏場

ビーバーが齧った痕 
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から晩秋にかけてロブスターが多く水揚げされるらしく、ロブスター専門店「シ

ービュー・ロブスター」でロブスターを購入しました。日本円に換算すると 1 匹

700 円前後です。ポーツマスは、夏のバカンスを過ごす避暑地として有名な場所ら

しく、別荘群等を車窓から眺め、高級リゾート施設を利用する人の豪快な滞在プ

ラン等を聞きながら、市内を案内しても

らいました。  

また、人生初の「大西洋」を眺めなが

ら小さな公園やビーチを散策し、ロブス

ターの生態等を教えてもらいました。海

浜の砂が真っ白であり、岩に付く貝など

が全然見当たらなかったことが印象的

でした。  

その後、昼食（初タコス）を食べ、徒

歩により約 2 時間、市内を案内してもら

いました。ピスカタカ川に架かる可動橋

や、レンガの建物が並ぶ中心部を見て、

昔からの富裕層住宅の特徴や、一般住宅は木造が殆どで、世代が変わるごとに増

築されている等の知識も教授いただきました。  

ポーツマスから帰路の途中、ダニエラさんが勤めているボストン市内のスーパ

ーマーケットへ立ち寄り、計画していた日本食（うどん＆そば）をふるまうため

の長ネギと油揚げを購入することが出来ました。日本のスーパーマーケットとは

違い、店内には、オーガニックコーナーが設置されており、野菜・果物の青果物、

乳製品やスナック食品等が大量に陳列されており、またそれらを買い求める人が

多かったのが印象的でした。レジのシステ

ムも日本とは異なり、商品を客が１つ１つ

カートから出し、レジの店員の前にあるベ

ルトコンベヤーに並べていました。自分が

買うものを全部乗せ終わったら、次の人の

分と区別するためのバーを置いていました。

店員は購入品のバーコードをスキャンし、

品物をビニール袋等に入れていました。な

お、購入代金の決済はカードを利用する人

が殆どでした。その後、隣接するリカーシ

ョップでビールとバーボンを購入して帰途

につきました。  

帰宅後、トムさんは購入してきたロブスターをボイル等の調理をし、夕食とな

りました。使用した道具は、北海道の人にはお馴染みの「カニフォーク」とハサ

ミ破壊専用の「ロブスタークラッカー」を使用しました。ロブスターは食べ方に

順序があるようで、トムさんから手順をレクチャーしてもらい食べました。余談

ですが、ロブスターは前足のハサミが大きければ大きいほど足の付け根部分の身

ロブスター 

ポーツマス市街 
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が大きいそうです。味はエビに似ており、新鮮だったためアンモニア臭は全く無

く、ガーリックバターとの相性も抜群でした。加えて飲んだビールの美味いこと、

久しぶりに「しあわせ」を感じました。コーン、ポテト、サラダの副菜とデザー

トにはパンプキンパイでしたが、さすがに胃袋には入る余裕がありませんでした。

ディナー終了後、腹痛（たぶんタコスが原因？）を起こし、体調不良のまま就寝

となりました。旅行先で初めて正露丸を服用しました。  

 

6 日目〔ハロウィン〕  

この日は高校へ送ってもらい、訪問団全員そろっての集団行動となりました。

オールドノースブリッジ、ロビンズハウス等視察研修の後ボストン市内へ移動し、

ハーバード大学構内を足早に散策見学後、クインシーマーケットで各々好きな昼

食をとり、帰路につきました。  

帰宅早々、夕食（きつねうどん【温】・盛りそば【冷】）の仕込みを行いました。

完成後、うどんを試食してもらいました。嗜好が合ったようで、とても気に入っ

て食べてもらえました。試食だったはずが、気が付いたらダニエラさんは自らお

かわりをして食べていました。  

夕食の準備が終わり、ハロウィンの準備をしました。股引き、ダボシャツと法

被でお祭り姿になりました。ネヴン君は忍者に仮装し、キラちゃんはフェイスペ

イントをしていました。3 人揃って記念撮影の後、それぞれのパーティー会場へ向

かいました。私はコンコードのカーマン・リース＆エリック・グリーンさん宅（日

本では馴染のない夫婦別姓だそうです。）で訪問団と合流し、ピザやナッツ・ワイ

ン等を頂きながらパーティーを楽しみました。  

また、色々な趣向を凝らした家々が並ぶ街中を散策しながら、ハロウィンの雰

囲気も実体験することが出来ました。函館近郊の「七夕」にも似ていましたが、

大人も含め街全体で楽しんでいるという点では「似て非なるもの」と実感しまし

た。  

パーティー終了後、帰宅し日本食での遅い夕食となりました。きつねうどん

【温】・盛りそば【冷】を食べてもらいました。日本人の心遣いを表現するという

観点から、「盛りそば」は 1 口サイズに取り分けて食べやすく提供してみました。

また、残った食材の「あぶらあげ」をフライパンで焼き色を付け、醤油で頂きま

したが、こちらも好評でした。  

ただ、唯一の失敗は、仕込みが早過ぎた「うどん」が汁をほとんど吸ってしま

っていたことでした。それでも手直しを加え提供したら「ノープロブレム」と言

って食べてくれました。3 人とも箸の使い方が上手かったのにはビックリしました。 

 食事の後片付けを終えて、トムさんが所有する土地の今後の構想について話を

聞かされました。所有地 25 ヘクタールの内 20 ヘクタールを 5 分割し、それぞれ

に引き込み道路を整備し、別荘を建築して販売や賃貸するという計画でした。実

はその朝の送迎途中、トムさんが市街地の不動産屋の前で停車し、私に降車を促

がしたのです。私は促がされるままに降車して店頭の物件広告を見てみると、私

の生涯給与でも到底及ばない程の高額物件ばかりで、しかも中古物件なのでビッ
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クリしました。どうやら、リーマンショック後の 2011 年頃から再び不動産価格は

上昇を始め、2013 年、2014 年と大きく回復したようで、例に漏れずコンコードに

おいても不動産投資が順調のようでした。  

不動産の土地利用計画についていろいろ話をしている中で、アメリカでは GPS

測量は普及していないことや、公共性の高い河川敷地も個人所有となっていて固

定資産税が賦課されているなど日本との相違点が多いことに驚きました。  

 

7 日目  

生涯最後となるであろう 2 度目のオートミールを朝食で食べました。  

「若草物語」を書いたルイーザ・メイ・オルコット一家が住み、物語の舞台とも

なったオーチャードハウスを訪問団全員で見学しました。オーチャードハウスで

は、ジャン・ターンクイスト館長さんの劇と喜久子・ミルズさんの通訳により館

内を案内してもらいました。  

 その後、図書館を視察し、館内に収蔵・展示されている美術品等の鑑賞や運営

等について館長さんから教授いただきました。エマーソンアンブレラを見学後、

コンコード駅前のニューロンドンピ

ザにて昼食を摂りました。  

午後からは、駅前の「おもちゃ屋」

「額縁店」を見学後、コンコードの著

名人の眠る墓地を見学し、ウォールデ

ンポンドへ行きました。ここは、哲学

者・ナチュラリスト・博物学者・奴隷

解放思想家のヘンリー・デイビッド・

ソローが 28 歳のとき（1845 年）に自

ら建築した小屋に住み、自給自足で生

活をした有名な場所で、ビジターセン

ターを視察後、湖周辺を散策しながら、

ソローが実際に居を構えていた場所

まで、シマリスやティットマウス等の野生動物を観察しながら、自然を満喫しま

した。また、池の水位は夏期の少雨の影響で例年よりもかなり低いとのことでし

た。  

その後、トレイルズ・エンド・レストランが会場の「お別れ夕食会」へ出席し、

訪問団代表としてお礼の挨拶をしました。帰宅後、トムさんと過ごす最終夜には、

オーガニック農法でラズベリーを栽培している中での困り事相談でした。日本由

来の害虫「オウトウハマダラミバエ」を駆除するいい方法はないかとの相談でし

た。当然、農薬を使わずに駆除する最善の方法についてです。真っ先に「木酢液」

による防除を思いついたものの、持参した安物の電子手帳には「木酢液」の単語

が収容されていませんでした。大学・大学院生時代に昆虫の研究をしていた従弟

に相談して知見を得たら情報提供する旨の約束をし、シャワーへ入り、翌早朝の

出発に備え身支度を整え就寝となりました。  

ヘンリー・デイビッド・ソロー居住跡 
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8 日目 ニューヨークへ  

コンコード・七飯・ネットワークの皆さんの手厚い対応により、ホームステイ

によるコンコードでの 1週間滞在を無事終え、フェアリーランド駐車場へ集合し、

ファミリーとお別れの後、バスによりニューヨークへ向け出発しました。帰町迄

の長時間に亘る訪問団全員での団体行動の始まりです。走行中、車窓よりイェー

ル大学等を眺めながら、車内は、各々の滞在期間中の会話で溢れ、久々の耳慣れ

た日本語に安堵する自分がいました。途中、サービスエリアに立ち寄り休憩とな

りました。  

ここでビックリしたのがアメリカで唯一確認できた自動販売機（屋内）が設置さ

れていたことです。しかも販売されていた品物は、ヘッドホンやイヤホン、電卓、

CD プレーヤー、スマホ等、一寸高級な品物ばかりでした。どう考えても頻繁には

ニーズのないものばかりで、商売として成立しているのか不思議でした。  

ニューヨーク市内へ入り、超高層ビルの立ち並ぶ街並やセントラルパーク、ア

メリカ自然史博物館、元ビートルズのメンバー、ジョン・レノンが射殺された高

級集合住宅ダコタ・ハウス等を車窓から眺めながら、2 日間宿泊するウェリントン

ホテルに到着しました。ホテルに荷物を預け（後に研修視察最大の大事件に発展）、

昼食となりました。  

昼食後、車窓からの市内視察やメト

ロポリタン美術館・ミッドタウン（ト

ランプ・タワー、セント・パトリック

大聖堂等）を見学しながらロックフェ

ラーセンターへ向かいました。ロック

フェラーセンターでは、ニューヨーク

全体の眺望を展望台より楽しむこと

が出来ました。街としての歴史は浅い

が、経済・文化・政治的な中枢機能が

集積している場所〔世界都市〕だとい

うことが、一望して実感しました。  

 1 日目の視察終了後、ホテルへ戻っ

て各々の部屋へ行き、運んでもらって

いた荷物を確認すると、他の人の荷物が紛れ込んでいました。この辺の対応は、

いかにもアメリカらしい「大雑把」だなと再認識させられました。荷物の所在も

判らない人がいるなか、夜のニューヨークへと繰り出し、レストランへ夕食に向

かいました。夕食はイタリアンレストランでした。  

どんな人がいるかもわからないニューヨークの夜の人ごみの中を集団で移動す

る危険については、添乗員さんからも再三にわたる警告を受けており、その緊張

感と不安感で、食べた物の味はほとんど覚えていませんでした。  

 その後、ブルックリン在住のフランク・シャニースとホテルで再会するため、

一足先にレストランから一人でホテルへ戻りました。  

 シャニースは、七飯町の大沼国際交流協会での「エクスペリメント・イン・イ

セント・パトリック大聖堂 

【カトリック教会】内のステンドグラス 
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ンターナショナル・リビング（E・I・L）」プログラムで 2010 年に来町した際にホ

ームステイの受け入れをしたことが縁で知り合ってから、現在でも娘と連絡を取

り合っています。2013 年に日本語の勉強のため再来日し、2014 年の新年を我が家

で迎えて日本のお正月を体験してもらった時以来の再会となりました。  

彼女から娘へのお土産等を戴き、日本からのお土産を手渡した後、ホテルと通

りを挟んで隣接する「ベナッシュ・デリカテッセン」というレストランで、私は

食後のビールで、彼女はディナーを摂りながら歓談しました。ディナーを終え、

彼女の帰りを見送った後、ホテルに戻りました。紛失荷物のその後が気になって

いましたが、無事各々の手元に戻ったとのことで安堵しました。  

 

9 日目 ニューヨーク市内視察  

ホテルで朝食後貸切りバスにて出

発し、市内の街並を車窓から眺めなが

ら、ユネスコの世界遺産『自由の女神』

を視察するためにニューヨーク港内

のリバティ島へフェリーで渡りまし

た。全員で記念写真を撮影、自由行動

の後再びフェリーでマンハッタン島

へ戻り、「グラウンド・ゼロ」を視察

後、貨物鉄道の高架線路跡を転用し、

都市公園として整備した先駆的成功

例として有名な「ハイライン」を視察

しました。ここで個人的に目を引いたものは、この公園に設置されていたゴミ箱

でした。設置されていたゴミ箱は、テロ防止対策が施されている堅牢なつくりで、

上部からゴミを入れる円筒型になっており、本体は二重構造で、爆発物が仕掛け

られ、爆発しても上部に吹っ飛ぶだけになっており、被害を最小限に収める仕組

みのものでした。  

 その後、ハイライン傍、元ナビスコの工場跡に造られた「チェルシーマーケッ

ト」で、添乗員さんお勧めニューヨーク定番のお土産「ファット・ウィッチ・ベ

ーカリー」でブラウニーを購入しました。

昼食は、コリアンタウンにある韓国人が

経営する「 IchiUmi」というバイキング

レストランでした。この店は、和食、韓

国、中華料理が入り混じり、和食に飢え

ていた私たちのフラストレーションと

胃袋を幸福へと導いてくれました。  

食後、一寸落ち着いて考えてみたので

すが、「やっぱりこれは和食じゃない。」

という結論に辿り着き本物の和食に対

する思いが益々強くなりました。  

グラウンド・ゼロ 

ハイラインに設置されていた 

テロ対策用ゴミ箱 
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 午後からは国連本部ツアーでし

た。国連本部ビルは、ロックフェラ

ー一族が寄贈した土地に建てられ

ているとのことです。  

 夕食は、少し早めにホテルを出て、

「ハーシーズ」や「エムアンドエム

ズ」等に立ち寄りお土産等を購入し

てから、タイムズスクエアの様子が

見渡せるレストラン「ババ・ガン

プ・シュリンプ」でスペアリブ等を

食べました。夕食後、夜のタイムズ

スクエアを体感しました。キラキラ

したネオンサインや巨大ディスプ

レイ、大きな企業広告看板や電光看

板が街中に溢れており、私は馴染めませんでしたが、世界各地から訪れる人々を

魅了している不思議な空間でした。アメリカ発祥の大量生産、大量消費社会に通

じる景色で、さらに、少し前には見られなかったであろう、スマホを手にかざし

ている多くの人々が見られ、それが何とも異様な光景で受け入れがたい変な気持

ちになりました。  

この日も前日同様、今度は七飯町の第７代国際交流員だったベン・ミリンにホ

テルで再会するため、一足先にタイムズスクエアから一人でホテルへ戻りました。

ベンは前日にマダガスカルから帰国したばかりで、奇跡的なタイミングで再会で

きることとなりました。  

レストランで食事の後、訪問団が集まってアメリカ最終夜の反省会が行われて

いる部屋へ２人で行きました。ベンは訪問団の殆どの人と初対面ということで、

自己紹介の後、反省会場はたちまちベンによる英会話教室の場へと変わりました。

英会話教室が終わって反省会を再開し、私はベンに得意のボイスパーカッション

を披露してもらいました。生演奏を初めて観る人も多く、最終夜のいい思い出に

なったようです。帰国間もなく時差ボケもある中、わざわざ再会のために出向い

て来てくれたことが大変嬉しく、いい思い出になりました。  

 

10 日目 帰国  

朝 6:00 にホテルを出発し、空港へ向かいました。早朝にも関わらず、マンハッ

タン島方面へ向かう反対車線は、車・車・車で早くも大渋滞でした。毎朝の光景

とのことで、さすが車社会のアメリカを再認識させられました。  

キャリーケースの重さを計量・調整し、出国審査を済ませ、最後のお土産を購

入し、アメリカでの食の目的だったターキーのハンバーガーを食べ、帰国便へ搭

乗しました。忍耐のフライトを覚悟していましたが、なんと又もや最後尾座席部

分が訪問団の座席でした。腰痛防止のため立っている時間が長かった私を気にし

て声を掛けてくれた CA さんの日本人らしい細やかな気配りがなんとも嬉しく感

国連会議室 

【安全保障理事会会議場】 
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じて、研修の締め括りとなりました。  

成田到着後、おにぎりを頬張って「日本食は美味しい」という中高生達の声や、

リムジンバスで羽田空港へ向かう中でも「やっぱり日本が安心できる」「ホッとす

る」等の声が聞こえました。  

 

今回の研修視察に参加して  

一番印象に残っていることは、コンコードの水道水が普通に飲めたことです。

いままで、旅行先（特に国外）では、水道水は飲んだことはなく、いつも市販の

ミネラルウォーターを飲んで体調管理をしていました。  

二番目の印象としては、アメリカはどちらの方向に向かっているのか？という

ことです。姉妹都市コンコード町のように自然保護思想を理念に置き、省エネ対

策や農薬を使用せず、自然に対する負荷を与えないオーガニック農法による野菜

作り等、地球にやさしい街づくりに勤めながら暮らす人達のいる一方、「アメリカ

の象徴」であるニューヨークの不夜城で大量生産・大量消費・大量廃棄と全く真

逆の生活をしている人達。発展途上国も含め、世界的な流れとしては後者の生活

様式にシフトしつつある昨今ではあるが、地球という資源の限られた惑星の上で

は、そう遠くない将来において限界が訪れるであろう、そんなことを思いながら

今回の研修を終えました。  
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2016 年 10 月 26 日（水）函館新聞  
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2017 年 3 月 2 日（木）北海道新聞夕刊「みなみ風」  
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○七飯町中高校生海外交流派遣研修要綱 
平成１９年６月２９日 

要綱第１５号 
改正 平成２０年６月４日要綱第３号 

平成２１年５月２５日要綱第９号 
（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
は各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。 
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。 
附 則（平成２０年６月４日要綱第３号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 
附 則（平成２１年５月２５日要綱第９号） 

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 
 平成１９年６月２９日 

要綱第１４号 
改正 平成２０年６月４日要綱第４号 

（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条の規定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２分の１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。 

附 則（平成２０年６月４日要綱第４号） 
この要綱は、公布の日から施行する。 
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～ トム・カーティンさん 安らかに ～ 

 

七飯町とコンコード町の姉妹都市交流

の発起人であり、コンコード・七飯ネット

ワークの代表として両町の交流推進に永

年尽力され、両町の友好関係における最大

の功労者であるトム・カーティンさんが

2016 年 12 月 27 日に 71 歳でお亡くなりに

なりました。 

これまで 20 年以上もの長きにわたり、

両町の懸け橋として献身的にご尽力いた

だいたことに深く感謝を申し上げるとと

もに、心よりご冥福をお祈りします。 

 

 

 

<トム・カーティンさんの略歴> 

 

◆1944 年 12 月 29 日マサチューセッツ州エバレットに生まれる 

◆ハーバード大学を卒業し、ボストン大学の大学院で教育学の博士号を取得 

◆コンコードカーライル高校の進路指導専門教員として 39 年間勤務 

◆ハーバード大学の入学選考面接官や同窓会役員としても長年にわたり活動 

◆1990 年代から日本との交流活動に着手、1995 年にはコンコード町と七飯町の姉

妹都市交流を始め、コンコード・七飯ネットワークの代表として積極的に活動 

◆2014 年にはマサチューセッツ州・北海道協会の会長に就任 

◆2016 年 7 月 20 日、外務大臣表彰を受ける 

◆2016 年 11 月 4 日、七飯町より功労者表彰を受ける 

◆2016 年 12 月 2 日、日本国天皇より旭日双光章を受章 

 


