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～2017年 コンコード派遣 報告書～ 

             引率教員 大中山中学校教諭 泉
いずみ

井
い

 章子
あ き こ

 

  

○はじまり・事前研修 

念願だったアメリカ、マサチューセッツ州コンコードに引率教員として採用された。 

昨年度、20 年以上在籍した函館市から異動となり、初めての渡島、大中山中学校に勤

務することになった。七飯町には、アメリカに姉妹都市があり、町内の中学・高校から

交流生徒、そしてそれに伴い引率教員の派遣があることは、昔から知っていた。英語を

よりよく話すということ、英語圏に身を置くことということは英語教員として強い憧れ

があった為、このプログラムはずっと恋焦がれていたプログラムだった。 

 

コンコード派遣に際し、七飯町ではその準備の為の事前研修を数回開催した。その趣

旨は、現地でのワークショップの準備、派遣団としての結託を含めた懇親、必要な現地

での情報、最低限の英会話、交流の為の各情報の取得だったが、その中で、七飯町に関

して学ぶ場面があった。派遣先の国や、町について知るということは、自分の住んでい

る町についても同時に知り、相手に伝える知識もあるべきだということ。その為の事前

研修の一つに、七飯町役場に隣接する博物館で研修をしたり、七飯町とコンコードの関

わりの歴史を学習した。その中で、チョコボールのモデルになったというアカショウビ

ンという鳥が繁殖期になると大沼周辺に飛来するということ、七飯町の西洋農業発祥の

地としてのアメリカとの関わり、りんご農業についての七飯町の農業の歴史などを学べ

たことは大変有意義であり、それらの知識は訪問団の知識として深みを持たせることが

できた。 

 

○アメリカ到着 

 7 月から始まった事前研修から、あっと言う間に渡米日 10 月 3 日（火）はやって来た。

成田発、ボストン空港行き JAL584 便はおよそ 13 時間かけてアメリカ本土に到着した。

個人的な事であるが、アメリカへの入国と日本脱出は、実は 27 年ぶりなのである。入国

審査、機内への持ち込み物の検査等、かなりの変化であった。 

  

ボストン空港の入国審査前の入り口ボードでは、各国の言語でのお迎えの文字が書か

れていて歓迎ムードを満喫する。一番嬉しかったのは、私が 10 代の頃より現役で活躍す

るロックバンド、エアロスミスがボストン出身で、エアロスミスによる映像での歓迎が、

一番気持ちを盛り上げてくれた。 

 入国審査を終えると、これからお世話になるコンコードの世話役の方々が日本語の歓

迎横幕を持ってお出迎え。ボストンからコンコードまでは、アメリカのハイスクールな

らではの四角で黄色い典型的なスクールバスで移動。バスの中でも、長旅の私たちを気
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遣う世話役の方々は、ウェルカム・キャンディ＆ウォーターを用意し、道中の車窓から

見える、レッド・ソックスのホーム球場やハーバード大学等の説明など、興奮気味の訪

問団をもてなして下さった。 

 

○コンコード・カーライル・ハイ・スクール ～CCHS～ 

私は引率教員という身分の渡航である為、町民代表の方々との日程とは異なり、基本

的には生徒と共に行動する。行ってみて知らされた事だが、自分の学校内での日程は、

決められていたものでなく、自分の希望をはっきりと伝えなければ、生徒に同行する授

業居以外は図書室で過ごさなければならなかったかもしれない。自主自立の国、アメリ

カでは、自分の意見を必ず言うこと。日本のように何でも用意されてはいないのだ。 

 

【体育のクラス】10 月 4 日（水） 

日米でルールの違うドッジ・ボールにて親善試合を行った。CCHS は、数年前に多額の

費用をかけて建て替えられたばかりの、ほぼ新築の校舎である。体育館も、新しく立派

で最新の設備である。日本と違うところは多々あるが、日本では当たり前の共通のジャ

ージや運動着などはない。皆、それぞれの運動しやすい服装である。準備運動も、日本

のそれと比べたらかなりゆるく（見える）、皆で整列しながらストレッチ歩行する程度。

驚いたのは、試合中ノリのいい BGM がかかっていること。生徒達はとてもリラックス 

ており、ダンスする生徒の姿も。日本で言えば、学級レクのような雰囲気であった。帰

国後、勤務校の体育教諭にこの事を伝えると、日本は準備運動の段階から、アップしす

ぎという批判もあるのだとか。 

 

【演劇のクラス】 

課題が与えられ、物語を考え表現する。課題は、「ある場所で、何か問題が起こり、そ

れをある方法で解決する。」というもの。各 5，6 人のアメリカ人のグループに生徒 2 名

が入る。全グループに通訳が入れない為、日本人生徒の理解に困難が生じる。あるグル

ープは、学校の中で火事が起こり、誰かが消火器で消すという内容。主導となる生徒ら

の迫真の演技。また他のグループは、アイスクリーム店で、子供が欲しいアイスがなく

て拗ね出し、店員が何とかなだめすかす、という状況を演じる。アメリカ人は、小さい

頃からこのような演劇のクラスなどを通じて、自分の伝えたい事を身体や言葉を通して

伝える訓練をしてきているのだ。アメリカ人のクリエイティビティや、自己表現の豊か

さは、このような授業から鍛えられているのだと思った。日本人にとっては非常にやり

づらいと感じるクラスだったのではないだろうか。 

 

【陶芸のクラス】 

10 月 5 日（木）、生徒達は陶芸を体験。陶芸の作品を作る。職業科ではないのに、陶芸

が出来る設備が完備されている。表現することに関しては、アメリカは環境が本当に整

っていると感じた。 
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美術の教室のある壁面。アーティスト D.Bowie への追

悼メッセージ 

【音楽】 

七飯町の国際交流員のアンドリューが高校の時に受けたという音楽のクラスを参観。

ここで面白いと思ったのは、男女平等、自主自立の精神を謳うアメリカで、この音楽の

合唱のクラスは、男女別で行っていたことである。女声と男声の指導のしやすさの為で

あるが、かつては women’s course、 men’s course と呼ばれていたのが、今は一応 gender class

となっているとの説明であった。女声コースでは、日本語の「浜辺のうた」を課題の曲

として練習していた。日本語の意味も通じる、素晴らしい歌声であった。次時の男声コ

ースでは、音楽担当の先生のファンが集まるようなクラスであった。ライオンキングで

有名な「The Lion Sleeps Tonight」を男子生徒がファルセットで練習していた。音楽のク

ラスは、指導者の教員とアシスタントがいて、アシスタントがピアノを弾き、教員は指

導のみに専念できるという環境。また、発声練習も、体育と同様にリラックスさせるウ

ォーミングアップという観点のような印象を受けた。 

 

【英語（文学、シェークスピア）、美術、第二外国語（スペイン語）】 

参観授業。英語は、シェイクスピアの

ヴェニスの商人についての考察。クラス

は個人の各取り組み。インターネット、

パソコン持込み・使用可。それぞれがそ

の時間内に考えをまとめている。疑問点

がある場合は、先生に聞く、という形式

であった。アメリカは、飲み物持ち込み

も自由であるし、教師自体が机に腰掛け

て話をするというのも特に行儀が悪い

という風景ではない。クラスで、つい私

語に夢中になってしまう生徒がいても、

人数は 20 人以下の生徒数のため、教師

の「Would you be quiet, please?」だけで

静かになる。 

美術のクラスでは体育、音楽のクラスと同様、BGM を使って、リラックスした環境を

用意し、常にアシスタントがとの二人体制で行っていた。 

最後に第 2 外国語のスペイン語初級のクラスでは、教師は、教科書は用いず、簡単な

ピクチャーカードやワークシートを使用。とにかく喋らせることを強いる授業構成にし

ていた。ドラゴン・テイルと言って、ある課題が出されると、スペイン語の文章を作る。

もし違っていれば、黒板ではなくスクリーンに映し出されたダンサーの画像と共に踊り

ながら、席を移動しなければならないという方式だ。ここにもまたアシスタントが居て

pc、audio-visual、配布物関係のものは一切アシスタントが行っていた。 

 

総じて、アメリカの教育環境は、施設やカリキュラムが充実している事と同時に、１



- 67 - 

 

Joyce 夫妻と。コンコードのダウンタウンで。 

教室の生徒数も少なく、教員数も教員１名とアシスタントがついていた。州や、町によ

って予算が違う為、アメリカの学校がすべてこうであるとは限らないらしいが。 

 

【日本の学生活紹介の授業】 

そして自分が行った授業は、勤務校の授業の様子、日本の学校独特の朝の挨拶の取り

組み、合唱コンクールの様子などを動画にとって紹介。人気があるという蛙の折紙の作

り方を用意して、ミニ折紙講座を行う。動画を見た先生から、お辞儀に関しての質問が

あった。アメリカの高校生達に、何を伝えたいか、日本文化の何を知って欲しいかが曖

昧であったと反省する。勤務校と CCHS の生徒の交流を、ビデオを通して行うという方

法も面白かったかもしれない。 

 

 

○ホストファミリー Mr. & Mrs. William & Kristina Joyce 

 理想の夫婦というものがあるの

であれば、彼らであったと思う。

Kristina は、美術教室を開き、同

時にカリグラフィーのアーティ

ストである。コンコード内にある

オーチャードハウスで売られて

いるポストカードはほとんど彼

女の作品である。非常に知的で、

色々な事を知っている。行く先々

で私の事を姉妹都市七飯から来

た人間であることを紹介してく

れた。彼女のアート作品や話は興

味深く、毎日、放課後彼女と話を

するのが楽しみで仕方がなかっ

た。彼女の祖先（祖父）はアメリカ東部開拓の祖である Mayflower 号に乗ってやってき

たとのこと。歴史で習ったピルグラムファザーズなどをこの耳で聞くことになるとは思

わなかった。Bill(William)も、またユーモア溢れる gentleman の最たるもので、私の目の

前のドアは全て彼が開けてくれた。家の地下室には彼の鉄道模型のコレクションがあり、

自動で列車や人が動く素晴らしい模型を見せてくれた。彼もお話をするのに楽しい人で、

来日時の写真を見せながらお話をしてくれた。二人はお互いを思いやる様子がよく見受

けられ、Kris が美術教室で忙しい時は、Bill がパーティーの料理をし、外食した時 Bill

の支払いになった時は、夫婦であっても、Kris は、「Thank you for dinner.」と感謝の言葉

を伝える。彼らのつかず離れず支えあう姿は、本当に一緒の空間に居て心地良いもので

あった。彼らは、私の生徒引率の毎日を支えるのに、規則正しい生活と環境を与えてく

れ、本当に心強かった。週末は、希望した魔女の街、セーラムとボストン美術館に連れ
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ウォールデン・ポンドの前で 

てくれ、楽しい時間を過ごす事が出来た。Kris はボストン美術館にある時期関わってい

た為、作品群には精通していて、彼女のガイドで観賞出来た。彼らの支えなしには、CCHS

の仕事も不可能だったのではないかと思うほど、二人には感謝している。 

 

○食事について 

アメリカの家庭というとジャンクフードに肉がたっぷり、というイメージは、それは

もはや昔のもの。アメリカのある程度の知識層は、食べるものによっぽど気をつけてい

て、基本オーガニックのものを取るようにしている。ホストファミリー宅では、健康食

としても和食には興味を持っており、私の滞在に関わらず、ライスもよく食卓に上がる

ようだ。 

日本人に一般的に不評であるオートミールも、私には不味いものではなかった。レー

ズン、胡桃、アーモンド、スパイスはナツメグ、クローブ、シナモンを入れる。好みで、

フレッシュなリンゴかバナナを加え、その上にアーモンドミルクをかける。甘さをメイ

プルシロップで調整すると、食物繊維や各種のビタミンも取れるローカロリーでヘルシ

ーな朝食である。これにたんぱく質のゆでたまごが加えられると、ほぼ完ぺきな朝食で

はないだろうか。ちなみに Joyce 夫妻はコーヒーよりも紅茶派だった。 

 

○CCHS での生徒の活動の記録 

 七飯高校の生徒 3 名、大沼中 1 名、七

飯中 2 名、大中山中 2 名の生徒達は、

CCHS 生活を充実して送っていました。

最終日の 10 月 6 日（金）は、自分たち

が考えた日本文化を紹介するワークシ

ョップを開催。カフェテリアの端に彼ら

のブースを作り、高校生は茶道部から指

導を受けたという抹茶のお点前を、中学

生はアメリカ人の名前を聞きとって、そ

れをカタカナに変換して筆ペンで本人

に書いて貰うというテーブルを用意。加えて折紙作成コーナーや、剣玉体験コーナーも

設けていた。元首相の麻生さんが世界に誇れる日本のマンガ文化と称えただけあり、マ

ンガやアニメから日本文化に興味を持つアメリカ人は多く、そしてこのブースにもひっ

きりなしに高校生たちがやってきました。計画から準備そしてこの日の実行まで、生徒

達はお互い協力し合って本当によく頑張ってくれた。 

 高校の同じ建物内にあるラジオ局、ローカルのテレビ局に出演。高校のコーディネー

ターである David 先生がインタビューアとなり、生徒に質問し、答えるというもの。事

前に質問内容は知らされており、生徒達が答える英文も十分練習させておいたのだが、

ハプニングは起こった。事前の質問とは別の質問が用意されていたのだ。しかも日本語

で自由に答えて良いという無茶ぶり。つまり私が即座に同時通訳をし、それをコンコー



- 69 - 

 

ド周辺の日本語理解者が見るかもしれないという、私にとっては今回最大の危機（！？）

が訪れたのだ。個人的には青ざめる場面も、聡明な生徒達は「日本の学校からアメリカ

の生徒達が学ぶべきことは何か。」という質問に対して、「校舎内では、カフェテリアで

すらゴミが落ちているし、誰も拾わない。日本では生徒が教室を清掃するし、ゴミが落

ちていたら拾うように教えられている。」「アメリカの生徒達は授業中にパソコンを使う

ため、書く場面があまり見受けられないが、自分でノートをしっかりとって勉強する事

も大事だと思う。」等、とても立派に自分の意見を表現して返答をしていました。この事

を特記事項としておく。 

 

○ＮＹ観光と帰途へ 

 コンコードでの 1 週間もあっと言う間に過ぎ、出発の朝となった。David 先生が用意し

た「Bye-o-Nara(グッバイと、サヨナラのミックス)」の横断幕を見ながら涙のお別れをし、

一団は NY に向かった。途中、昔私が一時期住んでいた Connecticut, Hartford を通り過ぎ

る時は感無量だった。この国、この土地で学んだ英語で自分はこれまでの生活の糧を立

ててくれ、そしてまた舞い戻る事が出来た。それも引率教員として。英語を自分の人生

の武器にさせてくれたアメリカと、ここに来るチャンスを与えてくれた関係者に心から

感謝の気持ちで一杯となった瞬間だった。 

  

○おわりに  

 壮行式で、本校雨澤教頭が言われた「Seeing is believing.(百聞は一見にしかず。)」を生

徒達は大いに実感した事だろう。どんなに情報網が発達しても、自分自身が体験するこ

とは何ものにも代えがたいものだ。コンコード派遣生徒はその財産を生かし、発信でき

る生徒であって欲しい。自分の人生や、様々な選択の時に、いい影響を与えることと確

信している。 

 

今回私が参加した理由は、英語教員として自分のモチベイション喚起の為でしたが、

それはこれ以上ない機会でした。この研修に参加させて頂いたこと、コンコードの人々

の心温まる歓待に心より感謝を申し上げたい。今回の応募に関し、笑顔で送り出し、不

在の間もカバーして下さった職場の皆さんには感謝の意に堪えません。 

教員の引率枠では、多忙な中学校教員の応募が少ないと聞きましたが、この 2 週間で

得られるものは、生徒に還元できるもの、人生の中での財産になるものなど、大いにあ

ります。このプログラムは職場環境や状況に左右されず、七飯町内在職の教員であれば

誰でも参加可能であって欲しいと心から願います。 

今回得たものを、これより先、これから会う両町の人々や、何より自校の生徒達に伝

え還元してゆくことで、ゆくゆくは日米相互理解と親善、大きくは世界平和に繋がるよ

うに貢献していきたいとここに記しておきます。本当に有難うございました。 

 最後に、ホストファミリー達との最後の夕食パーティーでのスピーチを記念に載せて

おきます。 
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レキシントンのミニットマン像の前で 

～まず最初に、ここに来るまでの各セッティングをして下さった方々にお礼を申し上

げたいです。今までで最高の時間を過ごすことができました。それは、ほとんどホスト

ファミリーによるものが大きいです。  

ジョイス夫妻は 70 代のカップルですが、自分たちとなんら変わらず、元気で、スタミ

ナもあります。奥さんのクリスティーナは、アーティストであり、元美術の教師で今も

自分の教室で教えています。ご主人のビルは元会社のプレジデントであり、一族である

会社を経営していたが、今は引退し、悠々自適に暮らしています。  

 

クリスティーナは、インテリジェントであり、どんな文化も宗教も習慣、伝統も受け

入れる、リベラルで、素晴らしい知識を持った女性です。特に彼女のアートや歴史的な

場所や出来事に対する造詣や知識は深く、美術館に行ってもガイドなど要らず、またオ

ーチャードハウスで売っているカードなどはほとんど彼女の作品です。 

ビルは、心優しく、女性に親切で、毎朝時間通りに私を学校に届けてくれました。車

に乗るときは、ドアを私のために開けてくれて、私は一度もドアに触れませんでした。

私の体調や、私がしたい事をいつも気にかけてくれ、私の事を優先してくれました。行

くところすべてで、会う人にはコンコードと七飯の事を紹介してくれました。 

 高校の David 先生は、生徒にとってベストなスケジュールと日程を考慮してくれ、生

徒達はとても満足しているようでした。間違いなく貴重な経験を積んだと確信していま

す。七飯町役場から同行したアンドリューも、常に生徒とともに行動し、通訳の手伝い

をしてくれた事に感謝します。 

 そして今回の滞在中に私に起こった出来事全てが、人々に親切にし、気遣う事がどん

なに大事なことかを教えてくれました。私は今後、コンコードの人達がいかに友好的で

心温かく親切だということを多くの人に知らせたいです。人々には、ノースブリッジに

立つミニットマンのように、世界を変える機会が均等にあると思います。私は七飯とコ

ンコードの友好がこれからもずっと続く事を祈っています。そして、いつかまたコンコ

ードに戻ることができたらと心から思っています。 

 

Well, I would like to say many many thank 

you for the people who help and organize my 

coming to Concord.  I had such a wonderful time 

ever. 

Mostly my host family helped me and did 

nice to me during my stay. I could not do 

anything without their help. Their hospitality 

made me so comfortable that I could go and work 

at high school things easily. 

Kristina is so intelligent that she is generous 

toward any customs, traditions, culture, and 
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generations. Of course, she knows about everything about art. So I was always excited to listen to 

her. She introduced me to anyone who met us as a visitor from twin city, Nanae. It is good to 

know this program. 

Bill is such a nice gentleman so that he never let me open the door whenever I go into the car. 

He has such a great sense of humor that he never asked me a tip. I feel very thankful his kindness 

to me. 

David is so nice, too. He is in charge of the school things and makes the best arrangement for 

the student. We have been treated well and the student seemed to be quite happy. I believe that 

they had valuable experiences. I really appreciate that his well concerned program. In the 

meantime Andrew is always with the students and helps the students' translation.  I also 

appreciate it. 

So all those things that happened to me have me think about that how important to be kind 

and concern is. It works to get to know each other. I would like to be that kind of person to tell 

how wonderful and generous, nice and warm people Concordians are.  People have a chance to 

change the world like a minute man stood in the middle of the North bridge. I hope this friendship 

between Nanae and Concord will continue for long. 

I would like to come back again soon if it's possible. Thank you so much. 

  


