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姉妹都市アメリカ・マサチューセッツ州コンコード町 交流事業 

 

 

Live in each season as it passes; 

 breathe the air, drink the drink, 

 taste the fruit, and resign yourself 

 to the influences of each. 

 

-Henry David Thoreau 

 

※本報告書は、七飯町ホームページにも掲載しています。 

URL：http://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/category/368.html 
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七飯町長 中宮
な か み や

 安一
や す か ず

 

 

 

 

平成７年に始まり今回で２５回目を迎えた七飯町海外交流派遣研修事業が、

姉妹都市コンコード町の皆様、そして関係各所の皆様の多大なるご協力によ

り、無事に終了することができたことを心より感謝申し上げます。  

今年度も、３ヶ月間の事前研修を入念に重ね、必要なスキルや団結力を存

分に高めた総勢１３名の訪問団が、１０月２８日から１１月８日までの１２

日間でコンコード町及びニューヨーク市を訪れ、ホームステイなどを通して

アメリカの文化や習慣を学ぶとともに、日本、そして七飯町の魅力を紹介す

るなどし、姉妹都市交流の目的を十二分に達成して、報告会においてその成

果を詳細かつ具体的に報告しました。  

中高校生派遣者につきましては、町内の各学校より当事業への参加に相応

しい生徒たちをご推薦いただき、８名の生徒を派遣しました。現地では、七

飯高等学校の姉妹校であるコンコードカーライル高校にて、ホストファミリ

ーの生徒とともに授業に参加してアメリカの学校生活を体験し、代わりに日

本文化の折り紙、けん玉や箸の使い方を紹介するなどの様々な交流活動を行

うことで、生徒たち自らの生き方や将来の展望に大きく影響を与える貴重な

経験ができたことと思います。  

町民代表派遣者につきましては、一般公募により選考した２名を派遣し、

それぞれの職種に応じた施設の見学など社会人同士での様々な交流活動を行

い、互いの文化や習慣に関する違いなどを学ぶことができたとともに、当町

のことを改めて深く知る良い機会になったものと思います。  

また、昨年七飯町に赴任したコンコード町出身で第１２代国際交流員のサ

ラ・タンさんも引率職員として訪問団に随行し、当事業のサポート役として

その能力を存分に発揮しました。七飯町での残任期間においても、英会話講

師など様々な活動を通して両町の交流の架け橋として積極的に活躍されるこ

とでしょう。  

結びに、今後も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

継続していくとともに、七飯町の更なる発展のためにグローバルな国際視野

に立つ豊かな人材育成に取り組んでまいりますので、関係者の方々の変わら

ぬご支援・ご協力をお願い申し上げ、簡単ではございますが、本報告書の発

行にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。  
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所  属  学  年  氏  名  性別  ホストファミリー  

七飯高等学校  

２年  川崎
かわさき

 碧斗
あおと

 男  ロバーツ家  

２年  中村
なかむら

 翔太
しょうた

 男  モッタースヘッド家  

２年  成田
なりた

 遥加
はるか

 女  ロナディア家  

七飯中学校  
２年  梶谷

かじや

 明
め

溜
る

 女  ダドリー家  

２年  福井
ふくい

 陽仁
はると

 男  マッキオン家  

大中山中学校  
２年  木村

きむら

 光
こう

汰
た

 男  ベンヨー家  

２年  佐藤
さとう

  凛
りん

 女  レナート家  

大沼中学校  ２年  白石
しらいし

 大
だい

侑
すけ

 男  ウォロソー家  

引率教員（七飯高等学校）  河原井
かわらい

 規子
のりこ

 女  ジョイス家  

町民代表  千葉
ちば

 春菜
はるな

 女  コルンフォース家  

町民代表  松本
まつもと

 紘子
ひろこ

 女  
タン家  

ナレンバーグ家  

引率職員（団長）  釣谷
つりや

 隆士
たかし

 男  テリー家  

引率職員（国際交流員）  サラ・タン  女  タン家  
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【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 

10/28 

（月 ）  

函 館 空 港  

函 館 空 港 発  

羽 田 空 港 着  

 

羽 田 →成 田  

成 田 空 港 着  

 

成 田 空 港 発  

8:00  

9:55 

11:25 

 

 

 

18:15 

各 自  

JAL584 

 

羽 田 空 港 で昼 食  

リムジンバス 

 

JAL008 

【直 行 便 】  

函 館 空 港 JAL 前 集 合  

国 内 線 にて羽 田 へ  

 

 

 

 

 

 

昼 ：各 自  

夕 ：機 内 食  

朝 ：機 内 食  

～日 付 変 更 線 通 過 （－１日 ）～  ［機 内 泊 ］・・・約 13 時 間  

 

ボストン着  

コンコード着  

18:05 

19:30  

スクールバス  

 

 

 

 

 

 

 

 

各 家 庭 へ  

着 後 コンコードへ  

ホストファミリー対 面 式  

 

 

 

 

 

 

 

[ホームステイ～11/3 まで]  

昼 ：機 内 食  

夕 ：家 庭  

2 
10/29 

（火 ）  

 

生 徒 :CCHS へ通 学 ・授 業 に参 加  

 

大 人 :タウンハウス表 敬 訪 問 、CCHS

訪 問 、校 長 と昼 食 懇 談 会 、他  

朝 ：家 庭  

昼 ：学 校 等  

夕 ：家 庭  

3 
10/30 

（水 ）  
コンコード町  

生 徒 :ボストン市 ・ケンブリッジ市 内 の視 察 見 学  

大 人 :オーチャードハウス、オールドノースブリッジ、コンコー

ド博 物 館 見 学 、他  

朝 ：家 庭  

昼 ：学 校 等  

夕 ：家 庭  

4 
10/31 

（木 ）  

 生 徒 :CCHS へ通 学 （校 内 ラジオ出 演 ）、  

セーラム市 内 の視 察  

 

大 人 :町 施 設 や歴 史 的 建 造 物

の見 学 、ヴェリル農 場 見 学 、他  

朝 ：家 庭  

昼 ：学 校 等  

夕 ：家 庭  
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 月 日  地  名  時 刻  交 通 機 関  行  程  食  事  

5 
11/1 

（金 ）  

コンコード町  

生 徒 ：CCHS で日 本 文 化 紹 介  

コーナーの開 催 、夕 方 に歓 迎  

パーティーに参 加 、他  

 

大 人 ：ソロー小 学 校 訪 問 、美 術  

スタジオ見 学 、夕 方 に歓 迎 パー  

ティーに参 加 、他  

朝 ：家 庭  

昼 ：学 校 等  

夕 ：家 庭  

6 
11/2 

（土 ）  

 

 

ホストファミリーと過 ごす日  

朝 ：家 庭  

昼 ：家 庭  

夕 ：家 庭  

7 
11/3 

（日 ）  

朝 ：家 庭  

昼 ：家 庭  

夕 ：家 庭  

8 
11/4 

（月 ）  

フェアリーラン

ド駐 車 場  

コンコード発  

 

ニ ュ ー ヨ ー ク

市 内 視 察  

6:30  

 

7:00  

 

午 後  

 

 

 

貸 切 バス  

 

貸 切 バス  

 

 

 

コンコード→ニューヨーク 

・セントラルパーク、五 番 街 、

トップオブザロック、他  

 

 

 

 

 

 

［ニューヨーク泊 ］  

朝 ：家 庭  

昼 ：外 食  

夕 ：外 食  

9 
11/5 

（火 ）  

 

ニ ュ ー ヨ ー ク

市 内 視 察  

 

終 日  

 

貸 切 バス  

 

・自 由 の女 神 、グランドゼロ、

国 連 、他  

 

 

 

 

 

 

［ニューヨーク泊 ］  

朝 ：ホテル  

昼 ：外 食  

夕 ：外 食  
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 月 日  地  名  時 刻  交 通 機 関  行  程  食  事  

10 

11/6 

（水 ）  

ホテル発  

 

ニューヨーク

JFK 空 港 発  

6:30  

 

11:30  

貸 切 バス  

 

JAL003 

【直 行 便 】  

 

 

 

 

ニューヨーク→成 田  

朝 ：ホテル  

昼 ：機 内 食  

夕 ：機 内 食  

 

～日 付 変 更 線 通 過 （＋１日 ）～  ［機 内 泊 ］・・・約 14 時 間  

11 
11/7 

（木 ）  

成 田 空 港 着  

成 田 空 港 →

ホテル 

14:40  

 

 

シャトルバス 

 

 

［成 田 ｹﾞｰﾄｳｪｲﾎﾃﾙ泊 ］  

朝 ：機 内 食  

昼 ：機 内 食  

夕 ：ホテル  

12 
11/8 

（金 ） 

ホテル→成 田

空 港 →羽 田

空 港  

 

羽 田 空 港 発  

函 館 空 港 着  

解 散  

 

 

 

 

12:45 

14:05  

14:40  

シャトルバス→ 

リムジンバス 

 

 

JAL587 

 

各 家 庭  

 

 

 

 

 

到 着 後 、解 散 式  

朝 ：ホテル  

昼 ：各 自  
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 日  時  場  所  内   容  

第 １回 事 前 研 修

会 及 び 保 護 者

説 明 会  

7/26（金 ）  

17:30～19:00  

七 飯 町 役 場  

101 会 議 室  

・派 遣 者 自 己 紹 介  

・事 業 および旅 程 等 の説 明  

・コンコード町 の概 要 説 明  

・パスポート取 得 手 続 きについて  

・質 疑 応 答  

第 2 回  

事 前 研 修 会  

8/17（土 ）  

9:00～12:00  

大 沼 国 際 セミ

ナーハウス  

・英 会 話 練 習 ①  

・コンコード町 について 

・調 理 実 習 に向 けての打 合 せ①  

・日 本 文 化 紹 介 コーナー準 備 ①、他  

第 3 回  

事 前 研 修 会  

9/7（土 ）  

13:30～16:30  

七 飯 町 歴 史

館 、文 化 セン

タースペース

201 

・英 会 話 練 習 ②  

・七 飯 町 の歴 史 について 

・調 理 実 習 に向 けての打 合 せ②  

・日 本 文 化 紹 介 コーナー準 備 ②、他  

第 4 回  

事 前 研 修 会  

9/21（土 ）  

9:00～13:00  

文 化 センター

スペース

201、調 理 室  

・英 会 話 練 習 ③  

・調 理 実 習  

・アメリカの文 化 と生 活 について① 

・日 本 文 化 紹 介 コーナー準 備 ③、他  

第 5 回  

事 前 研 修 会  

10/12（土 ）  

9:00～12:00  

七 飯 町 役 場  

101 会 議 室  

・英 会 話 練 習 ④  

・アメリカの文 化 と生 活 について② 

・日 本 文 化 紹 介 コーナー準 備 ④、他  
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 日 時 場 所 内  容 

壮行式 
10/21（月） 

16:30～17:00 
七飯町役場 

101 会議室 

・派遣者の抱負 

・町長、学校長より激励の言葉 

最終説明会 18:00～19:00 
・旅程等の最終確認 

・質疑応答 

第 1 回 

事後研修会 

11/23(土) 

9:00～12:00 

七飯町役場 

101 会議室 

・報告会に向けての準備① 

・友好のツリー飾り付け 

第 2 回 

事後研修会 

12/11(水) 

18:00～20:00 

文化センター 

スペース 201 

・報告会に向けての準備② 

・リハーサル 

報告会リハーサル 
12/18(水) 

16:00～17:30 

文化センター 

スペース 201 

・リハーサル 

報告会 18:00～19:30 

・派遣者による報告 

・質疑応答 
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「海外研修を通して」 

 

七飯高等学校２年 川崎 碧斗  

 

  

僕は、この海外研修を通して、また 1 つ大人に近づけた気がします。その理由として、

慣れない英語での会話、外国の食文化や文化の違いに触れるなど、色々と初めての経験が

あったからです。 

そんな僕の海外研修に参加したきっかけは、仲のいい友人に誘われたことでした。中学

生の頃から興味は持っていたのですが、自分には縁のないことだと思っていました。です

が将来、外国人と接する仕事がしたいと思い、また更に行きたい気持ちが高まりました。

それで今回応募することに決めました。英語もあまり得意ではなく、行くと決まった時は

楽しみよりも不安の方が大きかったです。共に行く派遣者とも上手く話せるか、ホームス

テイでの会話や暮らし方は大丈夫かなど、様々な不安がありました。ですが、数回の研修

を重ね、共に行く派遣者とも仲良くなり、不安が楽しみに変わり、その 2 週間はあっとい

う間でした。 

出発の日の前日は楽しみで全然眠れなく、準備し

た物に不備はないか、頭の中でいろんな状況を想像

し、朝になり空港へ。2 週間離れるということで、

家族はすごく不安だったと思いますが、しっかりと

送り出してくれました。初飛行機、初海外、初日か

ら初めてのことばかりで、すごくワクワクしました。

日本出発は 28日 18時 30分、アメリカ到着も 28日

18 時 30 分と、変な感覚に陥りました。アメリカに

着いたこともあり、みんな元気でした。が、これが

時差ボケの始まりでした…。 

 

飛行機の時間が約 12時間と、長旅でしたが映画を見たり寝たり、機内食があったり、全

然飽きませんでした。到着後はアメリカに着いたという実感がすごくわきました。周りを

見渡すとアメリカ人、日本とは違う建物、空気も違うように感じました。最初の難関、入

国審査も無事みんなクリアし、ボストン空港からコンコードへ行きました。 

 

CCHSでウェルカムパーティーをしてくれて、ホストファミリーと出会いました。ご飯を

食べたり、高校見学をしたりとすごく楽しかったです。その後は各家庭のホストファミリ

アメリカに上陸 
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ーの家へ帰りました。ホストファミリーとの会話は、最初

の方は聞くのも話すのも苦労しましたが、日を重ねるに連

れて、心も打ち解けてきて、会話も少しだけど出来るよう

になり、アメリカの生活にも慣れてきて、住んじゃいたい

と思うくらい居心地のいい場所でした。僕の部屋やバスタ

オル、朝昼晩のご飯も用意してくれて本当に感謝しかない

です。日本からのお土産として、お菓子や箸、布巾などを

プレゼントしました。また、ホストファミリーは NBAにも

連れて行ってくれました。アメリカに来られただけで一生

の思い出になるのに、NBA もホストファミリーと行けて、

すごく幸せでした！他にも、犬の散歩に行ったり、コンコ

ードの町並みを見たり、スーパーにいったりと楽しいこと

をたくさんしてくれました。 

家庭内の日本と違うところは、玄関がなく、家の中で靴をはくことが多いということ、

朝ごはんはシリアルや卵料理が多く、昼ごはんはサンドウィッチや学食も食べることが出

来ました。夜ご飯はオーブンを使った料理が多かったです。リビングでアイスを食べなが

らテレビを見たり、地下室で卓球をやったりと全然飽きませんでした。夜寝る時は、時差

ボケのせいか全然眠れず、朝はすぐ起きてしまいました。それが 1週間くらい続きました。 

 

コンコードカーライル高校では、ホストブラザーと授業を一緒に受けたり、ドッジボー

ルをしたり、ラジオとテレビにも出演しました。授業の日本と違うところは、始まりと終

わりの挨拶がないこと、授業中も教室の出入りが基本自由、お菓子を食べたり飲み物を飲

んだりするのも自由ということです。ですが、先生によって授業のルールが決められてい

るそうです。授業内容は全然分かりませんでした。 

ドッジボールは、日本のルールとアメリカのルールが全然違い、日本のルールを教えて

あげてプレーしました。そのあと、アメリカのルールを教えもらい、プレーしました。コ

ミュニケーションを積極的にとり、みんなで楽しめたと思います。 

昼休みの時間に、カフェテリアで日本文化を紹介しました。折り紙、箸の持ち方と使い

方、けん玉、うちわ作りなどで紹介しました。みんな興味を持ってくれて、用意したお菓

子などがほとんど無くなりました。 

ラジオは、自己紹介をして、アメリカの好きな

食べ物、好きな曲を紹介しました。テレビは、6つ

の質問に答えました。アメリカに来る前、食べ物

や人にどのような期待や予想を持っていました

か。日本と大きく違うことはなんですかなどを英

語で答えました。ラジオ局もテレビスタジオも、

高校の中に設備されており、マイクやカメラなど

すごく本格的でした。 

ポットラックパーティーにも参加しました。み

背の高い親子だった… 

みんなでハーバード大学行きました！ 



令和元年度七飯町海外交流派遣研修事業 -派遣者レポート- 

11 

2019 Nanae Delegation’s Report 
 

んなで会話を楽しみながら食事をしたり、子供たちは体育館でバスケやバドミントンをし

たり楽しみました。ここでは、ラジオ体操とイカ踊りを紹介しました。みんなで踊れてと

ても楽しかったです。 

 

ホストファミリーとお別れをした日はニューヨークに向かいました。ホストファミリー

とのお別れは、1週間ホームステイをさせてもらい、色々と面倒を見てくれたりしたので、

悲しかったです。また会いに行きたいと思いました。ニューヨークへは車で約 5 時間で着

きました。ニューヨークはセントラルパーク、トランプタワー、トップオブザロック、タ

イムズスクエア、自由の女神、ウォール街、国連本部を観光しました。どれもテレビの中

でしか見れないものだと思っていましたが、肉眼で見ると、言葉では表せないくらい綺麗

な景色で、写真を撮りまくりました。 

 

アメリカから帰る時は、日本の料理が食べたいと思いましたが、日本に帰ると、また行

きたい。と思うような建物や人、食べ物も素晴ら

しい国でした。また絶対、コンコードへ訪れたい

と思います。 

 

これまでが僕がまた 1つ大人に近づいた気がす

る理由です。ここで紹介できたのはほんの一部だ

けで、この他にももっともっと貴重な経験をしま

した。たった 2週間と短い間でしたが、この経験

を活かして、外国人と接する仕事に就職出来れば

いいなと思います。 

 

 

 

  

景色が素晴らしかったニューヨーク 
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Aoto Kawasaki 
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「海外派遣を終えて」 

 

七飯高等学校２年 中村 翔太  

 

 

僕は幼い頃から外国に興味がありました。外国の方に日本語を教えて一緒にコミュニケ

ーションを取りたいという、夢といえば大きなものになってしまうのですが、そのような

漠然とした気持ちが幼心ながらありました。 

そしてその気持ちを忘れかけていた高校 1 年。今の 3 年生のアメリカ研修の発表会のと

き、私の気持ちは再燃しました。そして 2 学年にあがってから、先生から応募しないのか

と言われていたので思い切って応募することを決意しました。無事面接を終えましたが、

しばらくは合格しているかどうか分からず不安な日々でした。なので、先生から合格の報

告をきいたときはとても安堵しました。 

 

決定後は、町の役場などで事前研修などが始まりました。最初は職員さんたちや中学生

たちと上手くやっていけるか、自分は本当に日本語が一切使えないアメリカで生活できる

のかなど、不安だらけでした。しかし、それは杞憂でした。職員さんは皆さんとてもいい

方たちで優しくご指導してくださったり、中学生は皆おもしろく仲良くできました。その

メンバーたちと事前研修を何回も重ね、ついに渡航当

日。僕は飛行機自体初めてだったので、それも不安でし

た。そして関門の入国審査。事前研修でやった流れや返

しを思い出しながら本物の入国審査員の質問に返答し

ていきました。そして無事に審査に合格し入国が許可

されたときは、事前研修が役に立ったということと、英

語での質問に英語で答えられたということにとても感

動しました。その喜びを噛み締め、空港を出てスクール

バスに乗りそのまま CCHSへ向かいました。そこではホ

ストファミリーや学校の先生方がパーティをして迎え

入れてくれました。 

それぞれのホストファミリーを紹介されたあと、そ

のファミリーと軽い食事をしながら自己紹介や質問な

どを少ししました。初めは外国の方の発音の良さとス

ピードにとても驚き聞き取れないことがありました。し

かし、単語をなんとか聞き取って、伝えたいことを理解し
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ようとすればなんとなくは通じました。そしてホストファミリーの家に着いたあとは翌日

の準備をし、すぐ寝ました。なぜなら僕は朝起きるのがとても苦手だったからです。しか

し、起きなければならないという強い意識で毎朝 4 時に起きていました。そのおかげで日

本に帰ってからも早く起きることができるようになっていました。 

 

CCHS は七飯高校の 3～4 倍の生徒数なのですが、話しかけてくれたほとんどの生徒が優

しく丁寧に接してくれたり懸命に聞き取ろうとしてくれたのでとても嬉しく感じました。 

CCHSの学生だけでなく、コンコードの住民の方たちは日本からきた僕たちにとても温か

く接してくれたので、言語は違っても思いやりの心は変わらないのだな、ということにと

ても感動しました。日本から、七飯町から来たということを伝えると、皆さん嬉しそうに

「よく来てくれたね、いらっしゃい」と笑顔で言ってくれたことがとても忘れられないく

らい今も強く印象に残っています。 

コンコードは七飯町と似たような気候だと聞いていましたが本当にその通りで、函館市

や七飯町にいるときとあまり気温などに変わりはありませんでした。しかし、自然や景色

がとても綺麗でした。ホストファミリーも、「コンコードは紅葉や落ち葉などが綺麗だ、も

う少し来るのが遅かったら落ち葉もたくさん見られた」などと、教えてくれました。 

 

冒頭でも言った、「外国の方に日本語を教えて会話してみたい」という幼少期からの夢を

叶えるべく、僕はホストブラザーに日本語の単語を教えてみました。僕の拙い英語で、 

「Wood is called a "Ki", in Japanese」 

と伝えると、「Ki！」と言ってくれたりしました。 

逆に、僕から英語圏の方たちにずっと聞きたかったことも聞いてみました。それは、同

じ意味だが単語が違うというものです。例えば、「見る」という意味の「see」と「look」な

どです。前者は視界に入っている状態の「見えている」で、後者は自分で見ようとして「見

る」ということだそうです。このように学ぶこともたくさんありました。僕は新しい知識

を知ることも嬉しかったのですが、日に日に英語を使って物事を伝えたり言われたことを

理解する能力が身についているという実感を常に得られたことが一番嬉しかったです。 

もし僕が海外に移住することになったとしたら、真っ先にコンコードに住みたいと答え

るでしょう。食べ物は美味しく景色も良い、そして住民たちの人柄も良いので迷わずにそ

う答えます(笑) 

僕がホームステイをさせていただいた家庭でも、外

国の文化がよく分からなかった僕に事細かに教えて

くれたりいろいろな場所に連れて行ってくれたりと

たくさんの優しさに触れることができました。 

英語がもっと流暢に話せていれば、もっと積極的に

なれていたら…などと、今になって後悔していること

が、正直なところ、いくつかあります。 

初めての海外、初めての景色、初めての食べ物。全

てが目新しいもので全てが貴重な経験でした。 
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現在、僕はまたコンコードに行くべく今からお金を貯めています。大人になってからま

たコンコードに行きたいと思っています。英語を今回の研修のときより、より覚えてより

交流したいと思っています。 

 

初めてだらけの研修で僕は、何事もチャレンジする前は心配だけど、チャレンジしてみ

ればそれが杞憂だったということに気づかされ、チャレンジすることの大切さを身に染み

て感じました。 

 

僕は、この研修で学んだことや感じたこと

で、ものの見方が変わりました。その価値観で

周りの物事を今一度見直してみようかと思い

ます。そしてこの先もこの貴重な体験を活かせ

る場面がくると思うので、そのときにはどんど

んチャレンジしていけたらいいなと思ってい

ます。 
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Shota Nakamura 
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    「海外研修を通して」 

 

七飯高等学校２年  成田 遥加  

 

 

私が今回の研修に申し込んだきっかけは、中学生の時から七

飯町の海外派遣交流に興味があり七飯高校に来た理由も、

今回の海外派遣に参加するためでした。そして少しでも自

分の目標に近づけるように英語部に入部し、英語実技技能

検定にも挑戦しました。申し込みの知らせがあったときは

すぐ応募しました。派遣が決定したときは「人生のうち一度は海

外に行く！」という自分の一つの夢が叶うんだなと実感できてと

てもうれしかったです。 

出発当日の日になり、函館空港に着いたときも全然実感がわかなかったけれど、ボスト

ン空港に着いて飛行機を降りて外を見たとき、飛行機には１３時間くらい乗っていて日本

を出た時と現地に着いた時間が同じだったのでタイムスリップした気分でした。入国審査

が最初の試練だったので、無事に通過できた時はとても安心しました。 

その後、CCHSに向かい私たちの為に Welcome Partyが用意されてい

て、そこで初めてホストファミリーと会うことができました。私のホス

トファミリーは、三人家族で、犬が二匹いました。最初ホストマザーに

「私たちは日本語を話せません」と言われて自分が少しでも英語を理

解できるようにして会話をたくさんできるように頑張ろうとその時強

く思いました。ですが実際に聞く本場の英語は、英語のリスニングテス

トと速さが比べ物にならなくて当たり前のことだけれど、自分の英語

力のなさにその時は驚きました。 

生まれて初めてのホームステイで、正直最初は不安しかなかったけれど、朝家を出る時

間や洗濯の仕方、お風呂はいつ使っていいかなど、日常の会話をしていくうちにだんだん

慣れていき、緊張も日が経つにつれて無くなっていきました。最初は相手の言っている言

葉でさえ理解するのが大変で翻訳機能をたくさん使っていたけれど、時間が経つと使わな

くても大体言っていることが理解できて、相手と翻訳機なしで会話できた時の達成感はと

ても大きかったです。自分がうまく伝えれないときでも、相手もあ

きらめないで自分と会話しようとしてくれているのを感じることが

できて、言語も人種も違うけれど、お互い思っていることは同じな

んだなあと思いました。ホストマザーは、料理が上手で夜に一緒に

函館空港から出発 

ホストシスターと 

パンプキンパイ 
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パンプキンパイを作りました。 

学校では、最初先生が案内してくれて日本にはないようなジム的なところがあって、本

格的な機械がたくさんあって驚きました。ホストファミリーの子と授業に参加して思った

ことは、わからないことがあったらすぐ手を上げて聞いていて、自分の意思を伝えるのが

とても上手で普段からそういう環境にいるということは、普段自分の意思を伝えるのが苦

手な自分にとってとてもプラスになるなと感じました。みんなとてもフレンドリーで、ホ

ストシスターとランチを食べていたら、ホストシスターの友達が来てキャンディーをもら

ってみんなで自己紹介をしてそのあとに学校の中を案内してくれました。初めて会ったの

に、とても親切にしてくれて、自分も次 CCHS の学生が来たときは同じように親切にしてあ

げようと感じました。 

思い出に残っているのは、学校の中にある部屋でラ

ジオとテレビを放送したことです。七飯町のいいとこ

ろなどを言いました。テレビを収録した部屋は、学校

の中と思えないほど精密な機械が用意されてあった

ので、とても印象的でした。初めてのテレビの収録だ

ったので、カメラの隣に先生がいて笑って！と言われ

ていたけれど、答えるのに必死で頭が追い付かなくなりそうで

した。だけれど、日本に帰ったら体験できないことだと思ったので、できてよかったです。

終わった後は、みんなで写真を撮りました。 

学校以外では、ホストファミリーと一緒に行った友達で、ハーバード大学やケンブリッ

ジ市に連れて行ってもらったことです。ハーバード大学はテレビなどでしか見たことが無

かったので実際に見たときは建物の迫力がすごくて圧倒されました。友達のホストマザー

がハーバード大学の先生をしていると知ったときは、とても驚きました。 

コンコード町を出発した後は、ニューヨークに行きました。着いてバスを降りてすぐに

黒人に話しかけられて怖かったです。アメリカで食べた食事はどれもカロ

リーが高そうなものばかりだったけれど、おいしかったのでたくさん食べ

ました。夜のタイムズスクエアは、広告の照明がまぶしくて夜とは思えな

い明るさと賑わいで、歩いてるだけでもとても気分が上がりました。サイ

レンの音がやまなくてホテルで寝れないと思ったけれど、とても疲れてい

てすぐ寝れたので良かったです。 

今回の研修を通して、私が学んだことは目標をもって、人に頼らずに何

かに取り組むことは自分を成長させるためにとても大事なことだと思

いました。小さい目標を一つでも作って、一つでも出来たらまた新しい

ことに挑戦すること。そうすることで自分自身レベルアップできること

がわかりました。今回の海外派遣に参加していなかったら自分は、目標をもって何かに取

り組むことの大切さに気づけなかっただろうなと、帰ってきてから改めて感じました。約

二週間という短い期間でしたが、普段と全く違う環境にいることで得られるものはたうさ

んあるということに気づきました。この経験を自分のこれからの将来にも生かしていきた

いです！今回の海外研修に関わってくださったすべての皆さんに感謝します。 

七飯高校メンバーと 

自由の女神 
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Haruka Narita 
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    「貴重な体験」 

 

七飯中学校２年 梶谷 明溜  

 

 

私は今回、七飯町海外交流派遣研修事業の派遣者として、アメリカ・マサチューセッツ

州コンコード町とニューヨークに行ってきました。私が応募した理由は、5年前から毎年

ホームステイの受け入れをするようになり、海外に興味を持ったからです。ドキドキとワ

クワクで出発を迎えました。１３時間という長い空の旅が始まり、やっとの思いでボスト

ンにつきました。 

コンコードカーライル高校で行われた対面式では、すごく優しそうな家族が迎え入れて

くれ、安心しました。私は、初めて訪問する側の気持ちを知ることができました。その

後、ホストファミリーと一緒に家に帰り、日本からのお土産を渡しました。渡した中で

も、せんべいと箸がすごく喜んでくれました。海外では人気だなと感じました。家は、三

つのガレージや体育館がある豪邸でした。 

初めての登校日は校内見学をしました。すれ違う生徒が気軽に声をかけてくれてフレン

ドリーだと感じました。そこで驚いたことは、日本の

学校はクラスの教室があるのにアメリカでは、教科の

教室しかないということです。そのため色々なところ

にフリースペースがありました。 

 昼食は、日本と違って、みんなが学校給食を食べる

わけではなく、家から弁当を持参する人もいます。コ

ンコード町にある図書館は外見もお洒落で、中はもの

すごい数の本があ

り、日本でいう本

屋さんのようでした。 

 

ボストンを観光しました。パブリック・ガーデンに

はリスがたくさんいて人が来ても逃げたりせず、動物

もフレンドリーだなと感じました。 

高校にはラジオ局 WIQHがあり、参加しました。日

本の学校の放送室とは違って本格的な機械がありました。インター

ネットで日本でも聞くことができます。その後セーラム市に行きい

ろいろなお店を回りました。買い物をしているうちに、少しずつ外

コンコードの図書館 

ハロウィンで 

集めたお菓子 
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国のお金を使えるようになりました。夜は、Trick or treatと言いながら歩き回りお菓

子をもらいました。 

ホストファミリーと過ごす日の一日目は、ハー

バード大学に行きました、以前ホームステイを受

け入れた、ルークのお母さんが働いていてオフィ

スに入らせてくれました。ハーバード大学のグッ

ズなどが売っているお店を回ったり、ジョン・ハ

ーバード像の足を触ったら頭がよくなるというこ

とで、触ったり貴重な体験ができました。ほかに

もアメリカ最古のボストン地下鉄に乗りました。

日本の地下鉄にも乗ったことがなかったので、人

生初の地下鉄を海外で乗れて、よかったです。 

ホストファミリーと過ごす最終日は、ホストファミリーと友達と大きいお店に行き、お

土産を買いに行きました。迷子になるくらい大きかったです。この日はファミリーとお別

れをしました。日本の「さようなら！」と、アメリカの「Good bye」を合わせた「バヨナ

ラ」と言ってお別れをしました。 

 

そしてニューヨークに向かいました。ニューヨークにつく

と、[Top of the Rock ]という街を眺めることができるとい

うことで有名な超高層ビルの展望台から街の景色を眺めまし

た。想像以上に高くて巨人にのったかのように感じました。 

ニューヨーク二日目は、フェリーに乗って自由の女神を見

に行きました。テレビでしか見たことなかったので、肉眼で

見たときは感動しました。明日日本に帰ると思うと、すごく

寂しくなりました。13時間という長い空の旅も研修が、疲れ

たせいか、ずっと寝てしまいました。起きて窓を見るとそこ

は、すでに日本でした。『またアメリカに戻りたい！』とい

う思いがあふれて出てきました。 

 

研修を終えて 私が一番成長できたのはコミュニケーション

能力が向上したことだと思います。今までは翻訳アプリを使っていましたが、アプリに頼

らず相手に伝わるように、ジェスチャーなどを使い伝えるということができるようになっ

たからです。また、ホームステイする人の気持ちを知ることができました。このような貴

重な体験ができてよかったです。今回の研修事業に関わった皆さん本当にありがとうござ

いました。 

  

Top of the Rock 

ラジオ局 WIQH 
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Meru Kajiya 
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    「ＣＯＮＣＯＲＤ ＵＳＡ」 

 

七飯中学校２年 福井 陽仁  

 

  

僕には夢があります。それは、世界で戦えるランナーになって、マラソンで金メダルを

取ることです。コンコードの近くには、瀬古利彦元選手や川内優輝選手が優勝した、ボス

トンマラソンで有名なボストンがあるので、この研修メンバーに選ばれたら、そこへ行っ

て走ってみたいというのが応募の動機でした。 

派遣が決まった時はものすごく嬉しかったのですが、

反面、ものすごい不安も訪れました。部活の全道・全国

大会の予定と事前研修が重なり研修できない事や、英語

力。不安でいっぱいでした。けれども役場の方々は僕の

不安を一つ一つ解消してくれました。又、一緒に派遣さ

れるメンバーに顔見知りの友達がいた事や、事前にホス

トファザーのクリスから写真付きのメールをもらった

りした事もあり、日にちが迫ってくるごとに楽しみの

方が大きくなっていきました。 

 

10月 28日(月) 

出発当日。緊張と不安の中で、飛行機に乗りました。成田空港からは映画を観たりしてく

つろいでいましたが、着陸が近くなると急にドキドキしてきました。アメリカに来たんだ

という実感がないままバスに乗ってＣＣＨＳに行き、そこでホストファミリーと会いまし

た。僕はクリスからのメールで顔がわかっていましたが、クリスも僕の母から写真付きの

メールを受け取っていたので、お互いにお互いのことがすぐにわかりました。 

それからクリスの家に行くと、ハンバーガーを作ってくれました。家の中も案内され、自

分の部屋がとても広かったのと、家の中にシャワーが３カ所もある事にびっくりしました。

自分ではそんなに疲れていなかったと思っていまし

たが、おいしいハンバーガーを食べた事で安心した

のか、いつもより早く 20時には寝てしまいました。 

 

10月 29日(火) 

この日は僕がとても楽しみにしていた、クロスカン

トリーチームとの練習がある日です。ワクワクが止

とても広かった、僕の部屋  

クリスがメールで送ってくれた、 

ホームステイする家とクリスの写真 
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まりません。朝食を食べにキッチンへ行くと、クリスが「昨夜プレゼントした物を見てご

らん」と言うので開けてみると、そこにはランニンググローブが入っていました。「それを、

今日のクロスカントリーの練習の時に使うといいよ」と言われ、とても嬉しくて、早くク

ロスカントリーの練習にこのグローブをつけて走りたいなと思いました。クロスカントリ

ーチームでの練習は、学校から近くの公園のトラックまで走り、そこで、400×6、200×3

の練習をした後、学校に戻ってからウエイトトレーニングをしました。日本でもアメリカ

でもトレーニングの仕方はほとんど変わりませんでした。チームのみんなからは「速いね！」

と言われて、とても嬉しかったので、これからも頑張ろう！と思いました。家に帰ると、

ホストブラザーのテディのアイスホッ

ケーの練習があるというので、見に行き

ました。リアルなアイスホッケーを初め

て見たので、面白かったです。初めはホ

ストファミリーと話す時に緊張してい

ましたが、この日からだんだん慣れて、

緊張がほぐれてきました。 

 

10月 30日(水) 

朝からボストン市の視察観光に行き、念願のボストンマラソンのスタート地点辺りを見て

きました。バスの中から見たのですが、とてもわくわくして、自分もいつかここで絶対走

るぞ！という気持ちでいっぱいになりました。そこで、昼食にとても大きなピザを食べま

した。アメリカのピザは大きいと聞いていましたが、本当に大きかったです。そのあと、

ＣＣＨＳに戻りレイルトレイルを散策しました。そして家に帰ると、夕飯はピザとコーラ

でした。 

 

10月 31日(木) 

初めてのハロウィーン。この日は、まずＣＣＨＳのラジオ局ＷＩＱＨで、自己紹介や好き

な曲の紹介をしました。初めての事で緊張しましたが、上手に言えてホッとしました。 

そして、ハロウィーンの町セーラム市に行き、家に帰ってからテディとハロウィーンに行

きました。僕はガイコツのマスクとマントをホストファミリ

ーから借りて着ましたが、テディは私服のままでした。自分

でその衣装を選んだのですが、自分でも少し怖いな～と思い

ながら歩きました。ハロウィーンは七飯の七夕とよく似てい

ますが、ハロウィーンではお菓子を取るときに 2個から 4個

まで取ってもいいよと言われたので、少し戸惑ってしまいま

した。初めてのハロウィーンはとても楽しかったです。 

 

11月 1日(金) 

ＣＣＨＳの授業に参加した後、校内のテレビ局ＣＣＴＶで、

カメラの前でインタビューに答えました。緊張していたの

テディのアイスホッケーの試合  

 

少し怖かったハロウィンの仮装 
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で、「Me too.」というところを、「You too.」と言ってしまい、恥ずかしかったです。その

後、日本文化紹介があり、僕はけん玉を担当したのですが、沢山の人が興味を持ってくれ

て嬉しかったです。僕も普段以上に上手にできて良かったなと思いました。また、日米両

方のルールでドッチボール対戦もしました。僕もアメリカ版のドッチボールに最初慣れな

くて戸惑いましたが、ＣＣＨＳの人達も日本版のルールに戸惑っていました。でもやって

いくうちに、お互いの国のルールでそれぞれ楽しめたので、良かったです。夕方からはダ

ドリー家でポットラックパーティーでした。家に体育館があってびっくりしました。いつ

でも思いっきり運動できる環境があって、いいなあと思いました。そこで、ラジオ体操や

いか踊りを披露しました。ホストファミリーの人も加わって、とっても盛り上がり、楽し

かったです。 

 

11月 2日(土) 

この日はホストファミリーと過ごす日で、僕はテディとテディの友達とでアメリカンフッ

トボールを見に行きました。とても迫力がありました。その後、テディの友達数人と、チ

ーズのたっぷり乗っているピザを食べ、それから近所の公園でバスケットボールをして遊

びました。その辺に落ちているボールを使うのにはびっくりしました。そして、テディの

家で映画を観たのですが、ホラー映画だったので、その日はあまり眠れませんでした。ま

た、映画の中で火災報知器が鳴ったのですが、その音でクリスが下に下りてきたのが少し

面白かったです。 

 

11月 3日(日) 

午前中、テディの友達ボビィとトランポリ

ンセンターへ行きました。ボビィはトラン

ポリンでバク宙をしていてすごいなと思い

ました。自分も真似したかったのですが、難

しかったです。午後からは、テディのアイス

ホッケーの試合があり、両チーム同点でテ

ディが悔しそうな顔をしていたのが印象的

でした。テディと僕は沢山のスポーツを一

緒にやってきましたが、いろいろ学ぶこと

も多かったです。夜にはクリスの親族が集まって、みんなで食事をしました。北海道に友

達がいると話してくれた人もいました。 

 

11月 4日(月) 

いよいよ、ホストファミリーともお別れです。クリスは「僕の家に泊まってくれてありが

とう」と言ってくれました。とても寂しい気持ちだったのですが、その気持ちを抑えてバ

スに乗りました。バスの中では、まだここに居たいなと話していました。そして、ニュー

ヨークに着きました。トランプタワーでは入り口で機関銃を持っている人がいたので、び

っくりしました。 

テディと僕とボビィ 

ボビィのバク宙はすごかった！ 
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11月 5日(火) 

この日はニューヨーク観光です。自由の女神を間近で見られたのはうれしかったです。印

象に残ったのが、グラウンドゼロで亡くなった人の名前に日本人が結構あった事と、国連

で世界のお金が軍事費にかなり使われている事でした。世界が平和になれば、そのお金を

もっと別の幸せなことに使えるのではないかと思いました。 

 

11月 6日(水) 

アメリカを発つ日がやってきてしまいました。思い出がたくさん詰まったアメリカを離れ

るのは本当に寂しかったですが、日本に着いて日本食を久しぶりに食べるとものすごくお

いしく感じ、日本もいいなと感じました。でも次の日、迎えに来てくれた親には「アメリ

カに戻りたい」と言ってしまいました。 

 

研修を終えて～ 

初め、中学校での校内選考では「アメリカを走りたい」という気持ちばかりが先行して

しまい、先生に「七飯町の代表として行くのだから、ふさわしく」とたしなめられていま

した。でも、役場の方がＣＣＨＳのクロスカントリーチームの練習参加を設定してくれた

り、全道・全国大会で出席できなかった事前研修をフォローしてくれたり、スポーツ好き

なマッキオン家をホストファミリーに選んだりしてくれたおかげで、最高の研修をするこ

とができました。 

アメリカで生活をしてみて、『思っていることをちゃんと言う』『目を見て話す』等、沢

山のことを学びました。アメリカでできた友達とも沢山のスポーツを通して、色々なこと

を学びました。 

今回このような最高の体験をさせてくれた七飯町や選んでくれた先生、送り出してくれ

た家族、そしてコンコードの人達にとても感謝しています。この経験を忘れず、将来の夢

に向かって頑張っていきます。本当にありがとうございました！ 
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Haruto Fukui 
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「大きな経験」 

 

大中山中学校２年生 木村 光汰  

 

 

僕は、今回の研修の中で英語のこと以外にも、たくさん

のことを学びました。それは、他の国の人と関わることに

ついてです。僕は小さいころから英語を習っていました

が、実際に本場のアメリカ人に囲まれて話すということが

ありませんでした。しかし、七飯町の姉妹都市コンコード

町への海外派遣事業というものがあると知り、今回の研修

に参加しました。 

 

１日目 １０月２８日 

不安と楽しみを胸に函館を飛び立ち、約１時間１５分で羽田に到着しました。その後、

成田国際空港へ移動し、１８時１０分、日本を飛び立ち、約１３時間かけてボストンロー

ガン空港に到着しました。ボストン到着後、時差ぼけで日付けがよくわからない状態でバ

スに乗り、ＣＣＨＳにてホストファミリーのベンヨーファミリーに会いました。ホストフ

ァミリーの家に向かう車の中でたくさん話をしました。貸してくれた部屋にシャワーがつ

いていたので、すぐシャワーを浴びて寝ました。 

 

２日目 １０月２９日 

アメリカで初めての朝は、４時３０分に起きました。朝食はシリアルで日本のものより

は少し粒が小さくて固かったです。スクールバスの中では音楽がかかっていて、その曲を

口ずさむ人が何人かいました。学校についてミーティングを行い、まず１時間目は学校の

中を見学しました。全生徒がＰＣを持っていて、日本の授業よりも自由で楽しそうでした。

その後、科学、体育の授業を見学しました。昼食はカフェテリアでマカロニとミートソー

スのパスタを食べました。午後は数学の授業を見学し、次にコーラス部の歌を聴きました。

その後コンコード町内を探検しました。ＣＣＨＳに戻ると、ホストマザーが迎えに来てく

れました。その日の夕食は、ソーセージ、枝豆、ジャガイモをふかしたものでした。 

 

３日目 １０月３０日 

この日はケンブリッヂとボストンに行きました。ボストンではピザを食べました。ピザ

は１ピース４００円くらいで、顔の大きさくらいあり、ひとつで充分でした。家に帰って

ホストファミリー 
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から、僕のホストファミリーを含め３家族でボウリングに行きました。夜にハンバーガー

を食べて家に着いたときはもう遅かったのですぐに寝ました。 

 

４日目 １０月３１日 

ハロウィーンだったので、一部の生徒は仮装して学

校に行っていました。この日はＣＣＨＳのラジオ局で

あるＷＩＱＨに参加しました。緊張しながらも楽しか

ったです。その後セーラム市に行ったのですが、ホー

ムレスの人が多数いて少し怖かったです。その夜にホ

ストファミリーとジャック・オー・ランタンを作りま

した。初めて作ったのですが、思っていたより上手く

いったのでうれしかったです。本場のハロウィーン

は、すごく手が込んでいて楽しかったです。 

 

５日目 １１月１日 

この日はＣＣＴＶに出演しました。そこでは質問に

英語で答える必要があったので、少しあせりました。

夜はポットラックパーティーで多くの人が集まりま

した。パーティー会場は体育館がついている家で、た

くさんの人が入ってもまだ余裕があり、すごいと思い

ました。その夜はみんなといろいろな物を食べたりス

ポーツをしたりして楽しい時間を過ごしました。 

 

６日目 １１月２日 

この日はホストファミリーと過ごす日ということで、他のホストファミリーと一緒に観

光に行きました。ハーバード大学はすごく広くてびっくりしました。家に帰ってからホス

トファミリーとトランプをしている間にホストファザーがステーキを焼いてくれたので、

夕食はステーキでした。とてもおいしかったです。 

 

７日目 １１月３日 

ホストファミリーと過ごす最後の日は、登山をしました。アメリカへ行って登山をする

なんて思っていなかったので、とても楽しかったです。その日の夕食はホストマザー・フ

ァザーの手作りのラザニアでした。すごくおいしかったです。 

 

８日目 １１月４日 

ついにホストファミリーとお別れの日、集合場所までホストファザーとシスターが送っ

てくれるので、ホストマザーとは家でお別れを言いました。数日間お世話になったホスト

ファミリーや過ごした部屋と別れるのはとても寂しかったです。その後、約５時間かけて

ジャック・オー・ランタン 

ダドリー家の体育館 



令和元年度七飯町海外交流派遣研修事業 -派遣者レポート- 
 

30 

2019 Nanae Delegation’s Report 

ニューヨークに行きました。ニューヨークはコンコードよりも人

がたくさんいて、人に呑まれてしまいそうで少し怖かったです。

昼食後、まず、トランプタワーに行きました。中はどこもかしこ

もピカピカで、スタッフの服には全てＴｒｕｍｐと書かれていま

した。次にトップ・オブ・ザ・ロックに行き、屋上の展望台に行

きました。そこから見るニューヨークのビル群は絶景でした。 

 

９日目 １１月５日 

この日は、世界で誰もが知っているであろう自由の女神を見に

行きました。お土産を買いに行くと、ほとんどの物がＭＡＤＥ 

ＩＮ ＣＨＩＮＡで、中国はすごいなと思いました。その後、国

連本部に行きました。そこにはテレビでは見たことがあるが自分が行くな

どと思ったことのない空間があり、とても感動しました。 

 

１０、１１日目 １１月６、７日 

アメリカ最後の朝食はハムエッグでした。空港に向

かう間はずっとアメリカで過ごしたいろいろなこと

を思い出していました。ニューヨークから成田空港へ

向かう飛行機の窓からの景色はずっと朝で不思議な

感覚でした。 

時差ぼけのまま成田空港の近くの宿泊先のホテル

に行きました。その日の夕食の時に、このメンバーで

会うこともしばらくないなと思い、淋しい気持ちになりました。 

 

１２日目 １１月８日 最終日 

羽田空港から函館空港へ、約１時間１５分のフライトはすごく短く感じました。飛行機

から降り、母と弟の顔を見て、「帰ってきた」と思いました。 

 

僕は今回の研修で、外国の方々と関わることの楽しさ、難しさ、たくさんのことを学び

ました。このような研修に参加できたことに心から感謝しています。 

  

自由の女神 

国連本部にて 
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Kota Kimura 
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     「海外研修を終えて」 

 

大中山中学校２年 佐藤 凛  

 

 

私は小学校１年生の時から英語を習っていました。そのため、小学生の時から海外へ行

くのが夢でした。そして６年生の時に海外派遣事業というものがあるのを知り、行きたい

と思って、英語の勉強をより頑張れるようになりました。そして、中学２年生となり、参

加申し込みを決めて、作文を書いたり、面接をしたりと緊張した日々が続きました。数日

後、派遣が決まった時は今までにない喜びでいっぱいでした。 

渡航前の研修は、最初は緊張しましたが、参加していくうちに緊張も解け、とても充実

したものになりました。 

 

１０月２８日（月） 

夢だった海外への当日。朝は、家族に心配されながらも家を出ました。アメリカまでの

１３時間のフライトを終え、バスで移動し、コンコードカーライル高校へ。そこでホスト

ファミリーが出迎えてくれました。荷物も持ってくれて、とても優しい人たちでした。対

面式を終えて家へ到着すると、ホストマザーが「シャワー入っていいよ」と言ってくれた

り、親からメールが来たこともすぐに教えてくれて、本当に全員優しかったです。１日目

からすぐに寝られて、一気に緊張もほぐれました。 

 

１０月２９日（火） 

登校日初日だったため、朝はエリザベスと一緒に朝ごはんを食べてから登校しました。

学校は想像よりもはるかに広く、教室も多かったため、迷子になりそうでした。授業はと

ても自由な雰囲気で、でも意見は積極的に言っていて、日本とは違うなと思いました。私

は音楽の授業を見学しました。みんなそれぞれの楽器を持っていて、オーケストラのよう

でした。しかも、演奏もうまくて、圧倒されてしまいました。前にいた生徒が何人か話し

かけてくれて、学校での生活も安心してできた日になりました。放課後、派遣生とそのホ

ストシスター・ブラザー達でコンコードの街を歩きました。図書館に行ったり、みんなで

ポテトを食べたりして、とても楽しかったです。私は学校に戻って、エリザベスはファゴ

ットをデイビッドはドラムの練習を終えてから家に帰りました。夜ごはんまでに、家の案

内もしてもらいました。家もとても広かったです。その後、夜ごはんを食べて、デイビッ

ドと一緒にアニメを見ました。共通の趣味があってうれしかったです。 
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１０月３０日（水） 

この日は学校が休みだったので、派遣者達でボストン

の街を散策しました。公園では、リスが目の前にいて、

日本では無い光景でした。その後、地下鉄に乗ったり、

船にも乗りました。船から見るボストンの街並みがとて

もきれいでした。お昼は、明溜とハンバーガーを食べま

した。その後一旦学校に戻ってからレイルトレイルがあ

る方へ向かいました、そこでアイスを食べました。大き

かったです。家に帰ってから、何人かでボウリングをし

に行きました。初めてだったのですが、上手いとホスト

マザーにほめてもらえました。うれしかったです。家に帰るとホストファザーが出張から

帰ってきていました。挨拶をして、私は日本からのお土産を全員に渡しました。みんな喜

んでくれました。私も、家族分のお土産をもらってうれしかったです。 

 

１０月３１日（木） 

 この日は高校でラジオに参加しました。設備が

本格的で驚きました。終わってから、セーラム市

に行きました。仮装している人がほとんどで、昼

間からにぎわっていました。その後は自由だった

ため、明溜と２人で買い物をしたり、市内を散策

しました。集合してからはセーラム市が魔女狩り

が行われた地だという話を先祖が魔女狩りにあ

ったという人が話してくれました。その日の夜は

家の周りをハロウィーンの仮装で回りました。と

ても楽しかったです。 

 

１１月１日（金） 

最後の登校日。この日はドッヂボールをしました。日本のルールとは違いましたが、とて

も楽しかったです。次に、日本文化の紹介をしました。多くの人が来てくれて、楽しんで

くれました。ほとんどの人がはしを使うのが上手くて驚きました。また、テレビにも出演

しました。質問に答えるのが難しくて、被ったりして大変でした。夜はポットラックパー

ティーがありました。楽しかったです。 

 

１１月２日（土） 

 この日はハーバード大学に行きました。みんなでジョン・ハーバード像の右足を学力

向上願って触ってきました。他にもハーバードの店で買い物をしたり、午後からは本屋に

連れて行ってくれて、夜はホストファミリーと外食をしました。 
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１１月３日（日） 

午前中は、明溜とアビーとバスケをして、買い物にも行

きました。レゴの店や化粧品店、スーパーなどを回りまし

た。その夜は、ホストファザーが作ってくれたハンバーガ

ーを食べました。とてもおいしかったです。 

 

１１月４日（月） 

朝はファミリーと別れの挨拶をして、バスに乗りました。

ＮＹに着いてからも別れがまだ悲しかったです。それから、

トランプタワーや“Top of the Rock”に行きました。夜は

みんなでパスタを食べました。 

 

１１月５日（火） 

 ＮＹ２日目はまず自由の女神を見に行き

ました。間近で見られてうれしかったです。

その後にグラウンドゼロへ向かいました。そ

こには命を落とした多くの人の名前があり、

多くの人が訪れ、悲しみが伝わってくる場所

でした。昼食をはさんで、午後からは国連に

行きました。実際に会議を見学したり、展示

を見られたりと、貴重な体験をすることがで

きました。夜はタイムズスクエアで買い物をしました。ＮＹでも忘れられない思い出がで

きました。 

 

１１月６日（水）・７日（木） 

充実した時間を過ごせたアメリカの研修を終え、帰りのフライトもあっという間に感じ

られました。夜は明溜と怖い話を見て過ごしました。眠くなるにつれて研修が終わってし

まうのがとても寂しく感じました。 

 

 

～研修を終えて～ 

 私はこの研修を通して多くのことを学びました。中でも、視野を広く持つこと、自分

の考えを述べることが大切だと思いました。この１２日間で得た事を生かしていけるよう

にしたいです。 

 最後に、今回の研修に関わってくださった方々へ、心から感謝します。貴重な経験を

ありがとうございました。 
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Rin Sato 
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「アメリカの風を感じて」 

 

大沼中学校２年 白石 大侑  

 

 

１〜Prologue〜 

  私とコンコード町との出会いは、小学３年生のときに自由研究で七飯町の姉妹都市につ

いて調べたことがはじまりです。そのときはインターネットの画像でしか見たことがなか

ったものを、今回の研修で実際にこの目で見られることをとても楽しみにしていました。 

 

２〜Meet host family〜 

  １３時間のフライトを終えて、コンコードカーライル高校にて自分のホストファミリー

と初めて会いました。お互いに顔が分からない中で、初めて声を掛けられたときのことを

いまでもよく覚えています。私がお世話になったのはウォルソー家で、弟のイアン君、姉

のテスさん、ホストマザーのキャサリンさんの３人家族です。イアン君は１４歳でドラム

を演奏でき、テスさんは１７歳でトランペットと歌が得意の音楽一家です。 

  初めて会った日の夜、イアン君から帽子をプレゼン

トしてもらったり、たくさん話をしたりしました。そ

こでは、「現地の英会話はこんなに速いんだ」と驚かさ

れるほどのスピードで言葉が飛び交っていました。し

かし私はそれ以上に、言語の壁を超えて会話できるこ

とにとても興奮していたので、恥も外聞もなく積極的

に話しかけました。 

 

３〜Unknown life〜 

  コンコードカーライル高校への通学は、とても緊張していました。中学生の私はただで

さえ、高校というだけでプレッシャーを感じていたのですが、さらに外国の学校というこ

とでますます身構えてしました。 

  登校日の朝食は、カフェなどで食べましたが、時間が無かったときは学校に持ち込んで

食べました。私からすると学校内や、まして授業中に飲食することは考えられなかったの

でとてもびっくりしました。また、日本の授業との違いに注目すると、アメリカではホワ

イト ボードとプロジェクターを用いた授業を行なっていたり、先生の説明の中で質問があ

ったら、いつでもすぐに答えてくれたりするところが印象的でした。 

 また、学食では、バイキング形式のように自分で選ぶことができます。私がこの時に食べ

イアン君（左）とアイス屋さんにて 
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たのは、パンや春巻などでしたが、少し口に合わないものもありました。 

 

４〜Irreplaceable memories〜 

  この研修では、ホストファミリーとの思い出がとてもか

けがえのないものになりました。図書館や教会やレストラ

ンなどの色々な場所へ連れて行ってもらい、アメリカの生

活を身を持って体感することができました。私が訪れたレ

ストランではメニューの中に、日本食の天ぷらやうどんが

あったのでそれをオーダーしましたが、私の想像していたものと

は少し違ったテイストでした。このことから、やはり現地に行っ

たならばその場所ならではのものを楽しむべきだということを教訓として得ました。また、

教会では初めてお祈りをしたり、賛美歌を歌ったりしてキリスト教の文化に親しむことが

できました。また、一番の思い出は、家に音楽の先生がレッスンをしに来たときに、イア

ン君とテスさんと一緒にそれぞれの特技を披露し合ったことです。そのときにキャサリン

さんに「ポットラックパーティーのときに歌っていたアメイジングな曲をもう一度聞かせ

て亅とリクエストしてもらったので、私はそこで「江差追分」を歌ったり、ピアノを弾い

たりしてみんなと音楽でつながることができました。 

 

５〜Fantastic moment〜 

  日本でもハロウィーンが広まりつつありますが、現地ではどのよう

なものなのかをこの目で確かめたいと思い１０月３１日を迎えまし

た。どうやらアメリカでは一日中仮装して過ごす人もいるそうです。そ

れを聞いて私も一日中 1 日中仮装して高校にも行きました。この日は

ラジオ局の出演があったり、セーラム市を訪問したりとたくさんのイ

ベントがありましたが、特にここではアメリカ人がどのように過ごし

ているかが分かりました。この街で印象に残っていることは飲食店や洋

服店の店員さんも仮装をしていて店内の装飾がハロウィーン一色で日

本よりもはるかに豪華だったことです。 

  そして、この日の夜は家の周辺をイアン君と歩いて大体２０〜３０件訪問しました。夜

7時からスタートして、本当に辺りが真っ暗な中で、みん

なとはぐれないようにまわりました。私は「きっと七夕と

似ているんだろうな」と思っていたのですが、小さな子ど

もが親を同伴せずに歩いていたり、夜７時以降にお菓子

をもらいに外出していたことが私の地域と異なり、とて

も驚きました。また、歩いていた最中に見えた洋風の家々

の灯りとハロウィーンの電飾がとても幻想的で感動しま

した。 

 

 

ポットラックパー

ティーでの私 

10月 31日ラジオ局にて 

カフェ NEROでの朝食 

（ジュースとオートミール） 
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６〜Skyscrapers〜 

  ホストファミリーに別れを告げて、バスでニューヨークへ向かいました。昼食はマンハ

ッタンのチャイナタウンで食べて、その後ニューヨーク市内を観光しました。エンパイア

ステートビルやアップルストアなどを訪れ、トップオブザロックという展望台に登りまし

た。そして、新年カウントダウンでおなじみのタイムズスクエアに行き、ホテルで宿泊し

ました。ホテルの部屋は３人部屋とは思えないほどとても広く、簡易キッチンまでありま

した。 

  ２日目の朝、出発時にチップを枕元に置いて、自由の女神像がある島

まで行きました。そこでは、女神像の冠を模したかぶりものが売ってい

たり、博物館などもありました。次に、ニューヨーク証券取引所の近く

にある牛の像で記念撮影しました。牛は「突き上げる」ことから「株価

を上げる」と言う意味で縁起が良いとされています。そして、国際連合

本部ビルに行き、実際の会議や戦争

の兵器や SDGs（持続可能な社会目

標）について見学してきました。私

はこの建物内にある売店で国連加

盟国の国旗がついたポストカード

を全種類買ってきました。1枚６５

セントで総額１２６ドルになりま

した。こうして、二日間のニューヨークライフを満喫

しました。 

 

７〜Epilogue〜 

  「私にもっと英語のボキャブラリがあれば…」と思うことが何度かありましたが、身ぶ

り手ぶりで何とか乗り切ることができました。ホストファミリーには非常にお世話になり、

文化の違いなども考慮してくれたことに本当に感謝しています。また、この研修を通して

自国の文化を客観的な視点で見ることができました。この機会を与えてくださった七飯町

の方々をはじめ、選考してくださった先生方に心から感謝しています。 

  このことをこれからの自分に活かすと共に、身近な人に発信することで恩返しをしてい

きたいと思っています。 

  

自由の女神像に

なりきってみた 

国連でのはがき購入時のレシート 

（3m47cm） 
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 Daisuke Shiraishi 
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「海外交流派遣事業に参加して」 
 
 

引率教員 七飯高等学校 河原井規子  

 

 

 ４月に赴任して以来、七飯高校にはコンコードや他の地域からたくさんの留学生が来校

しており、生徒と楽しく交流する場面を見て町も学校も国際交流に力を注いでいることを

実感しておりました。このたび実際に海外交流派遣研修に参加させていただけることにな

り、２０数年に及ぶ七飯町とコンコードとの国際交流を身をもって体験する貴重な機会を

いただいたことをとても嬉しく思っています。 

 

 数回にわたった事前研修では、国際交流に及んだ経緯だけでなく七飯町やコンコードの

歴史、日米の文化について研鑽をつみ、ゲームや見学・実習を通して派遣団としての団結

力も深めていきました。国際交流と聞くとただ外国語が流ちょうに話せることに目がいき

がちですが、何を伝えられるのかとい

った中身も同じくらい大切だと思って

います。私たちが相手のことを知りた

いのと同じくらい相手も私たちのこと

を知りたいのだとしたら、事前に自分

が住んでいる町や日本の文化について

の引き出しをできる限り増やしておく

必要があるということです。そういう

意味では国際交流は外に目を向けるチ

ャンスと同時に内側に意識を向ける良

いチャンスだと思います。仲間意識と

両方の国の文化を深く学ぶ研修を経て

いざアメリカへ！ 

 

 成田から約１３時間のフライトを経てボストン空港に到着したとたん、コンコードの

方々から暖かく出迎えられ、研修の始まりを実感しました。空港から直行した CCHSで心の

こもった歓迎セレモニーを開いていただき、ホストファミリーと帰途に着いた時はこれか

ら体験できることへの期待で胸がいっぱいでした。ホストマザーのクリスさんはアーティ

ストで、自宅のアトリエで生徒さんに美術を教えています。ホストファザーのビルさんは

鉄道が大好きです。地下にある自作のすばらしいジオラマ模型を見せてくださった時には

＠ボストン空港 
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少年のように目を輝かせて汽車を走らせてくれました。お２人とも穏やかで笑顔を絶やさ

ず、常に私の体調に気を配ってくださったおかげで時差ぼけもなく元気にホームステイを

満喫できました。 

 コンコードと七飯町は季節や気温もほ

ぼ同じ程度で、紅葉が大変美しいコンコ

ードの町並みや自然が豊かで穏やかな空

気感に魅了された私は、あっという間に

コンコードが大好きになりました。CCHS

では、すばらしい施設・設備を案内してい

ただいたり授業を見学させていただく中

でのびのびと主体的に学ぶ生徒さんの姿

を目の当たりにし、次世代を担う人材育

成に熱心な町の姿勢に感銘を受けました。

派遣団の中高生たちもラジオやケーブル

TV 出演や日米でルールの違ったドッジボ

ールを体験させていただいたりハロウィン発祥の地セーラムやボストンを見学し、慣れな

い環境下で助け合いながらもつかの間のスクールライフを満喫していました。また、タウ

ンハウスでの表敬訪問や文化的遺産を見学させていただいた時にはコンコードの歴史や文

化に誇りを持って大切にしていきたいというコン

コードの方々の思いがひしひしと伝わってきまし

た。オールドノースブリッジやコンコード博物館

など心に残る見学先がたくさんありましたが、若

草物語の舞台となったオーチャードハウスで館長

のジャンさんが著者のルイザ・メイ・オルコット

に扮してパフォーマンスしながら館内を案内して

くださったことが一番印象に残っています。当時

使われていたまま保存されている室内で上手なお話にどんどん引き込まれていき、その時

代に遡ったような不思議な錯覚に陥りました。連日見学に付き添ってくださったり、パー

ティを開いて交流してくださった CNN の方々には本当にお世話になりました。お会いした

みなさん心が豊かで魅力的な方ばかりでお別れが辛くて帰りたくなかったほどです。 

 

CCHS では授業の１時間をお借りして授業をさ

せていただきました。筆ペンを使ってハガキとう

ちわに漢字や英単語を描くという内容でしたが生

徒さんはみんな楽しそうに取り組んでくれて、と

ても個性豊かな作品ができあがりました。最終日

には派遣団の中高生がランチタイムにカフェテリ

アで日本文化を伝えるコーナーも設けさせていた

だき楽しく交流してきました。折り紙やけん玉、

ハロウィン＠セーラム 

＠オーチャードハウス 

日本文化紹介＠カフェテリア 
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お箸で豆をつかむ競争など日本らしい遊びにたくさんの生徒さんが参加してくださり、日

本や異文化への関心の高さには目を見張るものがありました。中には初めてとは思えない

ほど上手な生徒さんや、見本の折り方よりも難しい折り鶴を披露してくれた生徒さんもい

て、紹介する側が驚かされた場面もありました。 

 

 ホストファミリーのクリスさんとビルさんには

言い表せないくらいお世話になりました。休日には

コンコードのメインストリートを案内してくれた

だけでなく、ボストンやケンブリッジに連れて行っ

てくれました。アーティストのクリスさんと美術館

博物館を見て歩いた時間は本当に楽しく、あっとい

う間でした。ボストン美術館では１週間くらい滞在

してゆっくり堪能したいくらいの作品たちに圧倒

されましたし、ボストン自然博物館では 1900 年前

後にガラスで作られた植物の標本や宝石の原石や

いん石などの鉱物が展示されていて何時間でも見

ていたくなるくらいすばらしかったです。また、お

２人とも旅行が大好きで数年前に来日し七飯町や

他の都市への旅行を楽しんだとのことで、日本語や

日本の文化に大変興味関心を持ってくださってい

ました。いつか日本に来てくださったときには私がいろいろなところに案内したいなと思

っています。 

 

今回一緒に派遣された中高生はそれぞれ大きく成長して帰国してきました。子どもたち

だけでなく、私たち大人にとってもチャレンジや気づきがたくさんある実りある研修でし

た。私自身も、研修を通して得た経験や出会った人々は一生の宝物になりました。実際に

足を運んでみて、コンコードとの友好関係は一朝一夕では築けないものであることをより

実感し、長い時間培ってきた絆のおかげで有意義な研修になったと感じることができまし

た。七飯高校では毎年コンコードへ生徒をたくさん派遣していただいたり CCHSの生徒さん

を受け入れたりという交流を続

けていますが、１人でも多くの生

徒が異文化理解に関心をもち国

際的な視野を広げるチャンスに

挑戦してもらいたえるよう働き

かけていきたいと思っています。

そして、今後ますますこの交流が

発展し続けるためのお手伝いが

できたらとても幸せです。 

  

Bill & Chris 

ポットラックパーティ 
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I am grateful to everyone who had 

something to do with this trip! 

Billさんのジオラマ 

 

大好きなホストファミリー

（と、団長） 

お別れパーティ 

自由の女神像

の前で 

国連本部 

Noriko Kawarai 



令和元年度七飯町海外交流派遣研修事業 -派遣者レポート- 
 

44 

2019 Nanae Delegation’s Report 

 

 

 

「ふたたび」 

 

町民代表 千葉 春菜  

 

 

私がコンコードに興味を持ち始めたのは 9 年前。七飯町にＣＣＨＳのバンドのメンバー

が来町し、文化センターでジョイントコンサートが開催されました。その時、私は中学 1年

生で、吹奏楽部に入部したばかりでした。その際、言葉が通じなくても音楽で心は通じ合

えることを体感し、そこからコンコードに興味を持ち始めたのです。その翌年、私にもチ

ャンスが。中学二年生を対象とする派遣事業です。意気込んで立候補したものの、同年に

平和大使として派遣されたことを理由に、オーディションを受けることが出来ませんでし

た。その後、七飯高校に進学するも、タイミングが合わずに私はコンコードへ行くことは

ありませんでした。しかし、その数年後、その日はやってくるのです。 

 

看護学校を卒業し、大学に入学した 2019年 4 月。ＣＣＨ

Ｓのバンドのみなさんが、また七飯町にやって来ました。そ

のメンバーの 1 人であるエイダンが、千葉家にホームステ

イに来たのです。彼はとても心が優しく、探究心･好奇心が

旺盛で日本の文化に興味があり、何でも挑戦しようとする

チャレンジャーでした。そんな彼と一緒にいるのはとても

刺激的で、エイダンとたくさん交流したいと思い、私は不慣

れな英語で話しかけ続けました。色々なところへ行き、日本

でたくさんの思い出を作ることができました。その後も交

流は続き、いつかまた会いたいねと話していました。 

 

そんなある日、2019年の派遣事業のお話しが舞い降

りてきました。大学生でも町民代表になれるなんて思いもしなかったので、私はお話を頂

いたあと直ぐに応募し、面接をクリアして、念願の夢が叶い大はしゃぎしたのを今でも覚

えています。中学時代のＣＣＨＳの生徒さんとの出会い、エイダンとの出会い、弟のコン

コードでの短期留学、こういった様々な積み重ねが、私へチャンスを与えてくれたと思っ

ています。町民代表になったからには、私の性格を最大限に活かしてたくさんの人と交流

すること、アメリカの養護教諭や保健室の在り方を学ぶこと、ＣＣＨＳのバンド練習に参

加すること、看護師として団員の健康を管理すること、団員の大人と子供の調整役になる

こと、学べることは全て吸収して積極性を忘れないことなど、自分の中にたくさんのミッ

日本大好きなエイダン 
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ションを掲げ、私はアメリカへと旅立ちました。 

 

まず初めに、長いフライトでスニーカーが履けなくなるくらい足が浮腫みながらも、無

事にアメリカ本土へ上陸しました。入国審査では 1 番心配だった英語をよそに、指紋認証

の肘の角度を注意されたり、修学旅行生だと間違われたり、たくさんのハプニングがあり

つつも楽しく会話して入国することが出来ました。その後ボストン空港で歓迎を受け、ス

クールバスに乗ってＣＣＨＳへ向かいました。じゅんこさんが通訳として車窓から街並み

を見ながらガイドしてくれました。ＣＣＨＳに着くと、夜遅くなのに私達を受け入れてく

ださるホストファミリーの皆さんや CNN の皆さんが集まり、私達を温かく迎え入れてくれ

ました。ここで私は初めて、エイダンのパパにお会いしました。エイダンはバイト中で迎

えに来られないということを告げられしばし歓談しているとそこへ、バイト終わりのエイ

ダンが来てくれたのです。私たちはハグをして再会を喜びました。ここから私のアメリカ

ライフが始まります。 

 

私は大人のチームとして、CNNの方やじゅんこさん、だいすけさんと共に主にコンコード

町の様々な歴史や街並みに触れました。写真や事前研修で話に聞いてイメージしていたも

のとは格段違っており、百聞は一見にしかずとはこのことだな、と感じました。レトロで

オシャレな建造物の数々に、アメリカ独立戦争勃発の深い歴史、緑が沢山ある自然豊かな

街並みは、コンコードの方たちが今まで語り守り続けてきた大切なものであることが一目

瞭然でした。散策で訪れたウォールデンポンドやホームステイしている隣町のカーライル

は、どこか七飯町の大沼を想起させるような風景がひろがっており、たくさんの野鳥が飛

んでいたり紅葉がとっても綺麗だったりと、とても自然豊かな印象が強く残っています。

このような環境ですごしてきたからこそ、コンコードの方々は情緒豊かな優しい性格の方

達ばかりなんだと思いました。 

 

コンコードでの滞在中、私が特に印象に残っていること

について紹介していきます。まず 1 つめはＣＣＨＳに登校

できたこと。スクールバスに乗り登校し、授業を受けたりカ

フェでランチをしたり、バンドの練習に参加することが出

来ました。ＣＣＨＳの生徒はとても気さくに沢山話しかけ

てくれる方が多く、すぐに友達が沢山できる空間になって

いました。バンドの練習では、友達が話しかけに来てくれ何

曲か合奏したりと、とても充実した練習が出来ました。2つ

目に印象に残ったことは小学校に訪問したことです。スク

ールナースの方と懇談し、アメリカでのスクールナースの

制度、学校内での役割や取り組みについてお話を聞けまし

た。保健室の在り方も日本とは違っていましたが、子供の身

体はもちろんのこと、心のケアも手厚くケアしている印象

を受けました。 

私の憧れスクールナース 
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印象に残っていることの 3 つ目はコロ

ニアルインでのディナー会。これは本当

に忘れられない思い出です。皆さんの前

で英語でスピーチをしました。当日の出

発ギリギリまで妹のエメリーと発音の練

習をしたり添削してもらったり。エメリ

ーのお陰で本番も上手にスピーチ出来ま

した。が、しかし。コンコードで過ごした

1 週間の思い出が走馬灯のように蘇り号

泣してしまう事態に。今日でお別れかと

思うと涙が止まりませんでした。わずか 1週間弱でこ

んなにもたくさんの思い出が。コンコードの人達の心の温かみに触れながら過ごすことが

出来た証です。 

 

最後に、ホストファミリーについて。私の毎日の送り迎えやご飯を作ってくれた明るく

綺麗なお母さんのレイチェル。私がボストンの歴史を知りたいと言ったら 1 日かけて現地

を視察しながら語ってくれたお父さんのアンドリュー。日本にまた来るために一生懸命バ

イトしてお金を貯めている長男のエイダン。シャイだけどいつもそっと私に寄り添ってサ

ポートしてくれる弟のオーウェン。どうしたらこんな素敵な子に育つんだろうと感激した

妹のエメリー。私のことを家族の一員として迎えてくれて、素敵な家庭愛を感じながらホ

ームステイできました。感謝の気持ちでいっぱいです。 

アメリカにて日が経つにつれ聞き取れる単語が増えた

り会話ができるようになったり、自分の語学の成長も感

じつつ、自分の様々なミッションをクリアできました。

これからも七飯町とコンコードの交流が続くように願う

と共に、今度は自分がこの姉妹都市交流を支える人材に

なりたいと心から強く思いました。コンコードの方達に

様々な形で恩返しができるように、私はこれからも成長

を続けます。2年後、私はまたきっとコンコードで楽しい

生活を送っていることでしょう。今回の事業に関わって

くださった全ての方々に心からお礼申し上げます。あり

がとうございました。 

 

  

泣きすぎて心配されたディナー会 

週末は家族でボストンへ 
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Haruna Chiba 

Thank you 

Concord… 
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「令和元年度七飯町海外交流派遣研修を終えて」 

 

町民代表 松本 紘子  

 

 

初めに、姉妹都市コンコード町へ派遣して頂き、貴重な体験の機会を頂いたことに感謝

いたします。七飯生まれ、七飯育ちの私は幼い頃から国際交流が身近にある環境の中で育

ちました。毎年我が家には留学生のお兄さんやお姉さんが夏休み、冬休みにホームステイ

に来ていて、コンコード町との交流は CCHSのバンドメンバーの生徒さんのホストファミリ

ーになった 2004年が始まりです。今回の研修での私自身の目標は、新たにコンコードのた

くさんの方々との繋がりを作ること、また、いつもはホストファミリーである自分自身が

ホームステイを体験し、訪れる皆さんが心地よく我が家で過ごしてもらえるにはどうした

らいいのかを学ぶことでした。しかし１番楽しみにしていたことは歴代のホストシスター

やブラザーたちに再会することでした。 

 

<事前研修> 

渡航前には全５回の事前研修がありました。コンコードの基礎知識から実践的な英会話

練習まで、学生も大人も一緒にチームとして取り組みました。 

また、チームワーク向上の為、人間知恵の輪（human knot）にも取り組みました。派遣

者全員で手をつなぎ、１つの輪にほどけるまで２０分間みんなで声を掛け合いました。結

果は１つの輪にならなかったものの、これが良いアイスブレイクとなり、出発の準備が整

いました。 

 

<空港にて> 

空港での出国、入国審査では Kioskという機械で近未来体験をしました。 

パスポートをスキャンし、渡航目的を入力、証明写真（カメラは自動的に背が小さい私

の目線まで降りて来てくれます！）までもこの機械１つで済んでしまいます。出国では審

査官にお願いすると渡航の証であるスタンプはもらえるものの、希望をしなければ Kiosk

の手続きのみで出国が出来てしまうことに驚きました。 

入国審査でも同じ様な機械で手続きもありますが、その後は審査官との１対１での面接

もあました。事前研修ではサラさんが迫真の演技で入国審査官役を務め特訓をしました。

研修生の私達は本番さながらの緊張感で入国審査手続きの練習をしたので、その成果が発

揮され１３名全員が無事にアメリカへ入国することが出来ました。 

ゲートから出るとお迎えにいらしたジュンコさん、ジムさん、リーさんが見えとても安
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心したのを覚えています。 

 

<コンコードの歴史> 

日々の研修の中で、訪れる場所全てに歴史がありました。

コンコードセンター、オールドノースブリッジではスーザン

さんによる歴史の解説は迫力があり、まるで当時にタイムス

リップをした様でした。自分の住んでいる町について学ぶ

と、自然と誇りも持てる様になるんだなと思いました。 

私が１番印象に残っているお話は、オーチャードハウスで

館長のジャンさんより聞いたオルコット一家が住んだその

家はもともと２つの家だったということです。１つは奴隷を

保護していた家族が住んでいた家だったそうです。奴隷制度

が激化していた時代に、彼らを匿うという、なんとも勇敢で優しい家

族が住んでいたということ。もう１つはミニットマンの親子が住ん

でいた家です。農夫であった親子が、この地を守るために、戦いへこ

の家から出発したということです。この２家族の優しさ、強さを継ぐ

ように、オルコットの父 は２つの家を合わせ、１軒の家にして住ん

だと聞きました。古いものを大切に残していくことだけではなく、思

いまでをも残していくことにとても感動しました。 

また、研修中には建築家のホリーさんに町内の歴史的建築物ツア

ーに連れて行って頂きました。町内殆どの建物を手掛けたのではない

かと思うほど、ホリーさんが設計した建物が多くありました。町の条

例で中心部（コンコードセンター）の建物は窓一枚替えるだけでも協議が必要と聞きまし

た。町の外観を守るために徹底された決まりがあることに驚きましたが、街を歩くとそれ

に納得できるほど、全体が完璧に統一された外観となっています。 

新しくより良いものを生み出すことも大切ですが、また、良いものを良い状態で残して

いくことも大切なことだと学びました。それはモノだけではありません、使っていた方の

思いまでも残していくというコンコードの皆さんの気持ちも残していきたいと思いました。 

 

<ホストファミリー> 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

珍しく？工事中だった 

オーチャードハウス 

ソローが育った家 

サラさんの家族と 

ナレンバーグ家と 
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私は期間中、２つの家庭にお世話になりました。週日は国際交流員のサラさんのお家に

お世話になりました。サラさん、お母さんのジュリーさん、お姉さんのスーザンさん、愛

犬のオスカーとカルメンと過ごしました。ジュリーさんはアメリカ国内だけではなく、国

外でもお仕事をしていて、マニュアル車で迎えに来てくれるとてもかっこいいお母さんで

した。朝ごはんを食べながらいろいろお話をして、更には元気づけてもらい研修へ行く私

を送り出してくれました。サラさんの家族はよく笑い、ご飯を食べながらお話しするのが

本当に楽しく、毎日家に帰るのがとても楽しみでした。 

週末は CCHSのデイヴィッド先生のお家にお世話になりました。デイヴィッド先生、奥様

のリアナさんとの出会いは 2007年 6月、私がボストンへ留学して間もない頃、ダウンタウ

ンで偶然お 2 人を見かけたことがきっかけでした。その年の４月に Si-Fi クラブの生徒さ

んのホストファミリーをしていたので、現地に知り合いがいない生活に不安だった私は見

覚えのある先生を見かけ、勢いで話しかけてしまいました。その後も交流が続き、2009年、

2013年に先生は我が家へ、2010年には私の母がこの研修で先生のお家へホームステイをし

ました。今ではお 2 人にはナオミちゃん、タイ君２人のお子さんがいます。滞在中ナオミ

ちゃんとタイ君は演劇、ゲーム、歌、お絵かきをしてたくさん一緒に遊んでくれました。

いつかこの２人が我が家にホームステイに来てくれることを今から心待ちにしています。 

  

<これから> 

今回の研修に参加させて頂き、これまでこの交流に携わってきたコンコード、七飯町の

皆さんの培ってきた歴史、繋がりの深さを知りました。渡航前には研修に参加された方々

からコンコードの皆さんの心温かい歓迎について聞いていましたが、実際に訪れるとそれ

は想像以上でした。コンコードの皆さんの優しさに触れ、私も心が豊かな人になりたいと

思いました。 

また、ホストシスター・ブラザーの家族に会うこと、国際交流員・ALTとして一緒に働い

た仲間の家族に会うことで私の中のファミリー・友達の輪がまた世界に大きく広がりまし

た。この研修での経験は間違いなく私の人生の財産となりました。 

 

今回の研修で経験したことへの感謝の気持ちを生涯忘れず、唯一無二の両町の交流が末

永く続く様、私自身出来ることをこれから精一杯していきたいと思います。コンコードの

皆さんに心温かく迎えていただいた様、４月には私たちがコンコードから来る皆さんをお

迎えしたいと思います。この交流に携わるコンコード、七飯町の皆さん、今回の研修でご

一緒した皆さん、本当にお世話になりました。どうもありがとうございました。 

 

 

  



令和元年度七飯町海外交流派遣研修事業 -派遣者レポート- 

51 

2019 Nanae Delegation’s Report 
 

 

 

 

 

  

Hiroko Matsumoto 
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    「コンコード町を訪問して」 

 

引率職員（団長）総務部長 釣谷 隆士  

 

 

今回の訪問団は総勢１３名（中学生５名、高校生３名、引率教員１名、町民代表２名、

役場随行職員２名）で１０月２８日～１１月８日までの１２日間の日程でコンコード町を

訪問してきました。 

まず、この海外交流派遣研修事業に参加するにあたっては、英語も話せない私が役場の

引率職員、しかも「団長」として無事に任務を遂行できるのか、コンコード町でのホーム

ステイ先でうまくコミュニケーションがとれるのか、いままでの諸先輩方が培ってきたコ

ンコード町との姉妹都市交流を引き継ぎ、さらには深めることができるのか、などさまざ

まな不安の山でした。 

 

事前研修会での英会話フレーズ集もすべてを覚えきれないまま、あっという間に出発の

時がやって来てしまい、ファーストコンタクトの方法のみ身に付けての渡米となりました。

しかし、文明の利器とは素晴らしいもので、スマートフォンの翻訳アプリを駆使しながら

なんとかホストファミリーとのコミュニケ―ションを取ることができました。それでも、

日々英語しか耳に入ってこない生活をしていると、少しずつ聞いたことのある単語が聞き

取れるようになり、ニューヨークに行く頃にはスターバックスに一人でコーヒーを飲みに

行ける度胸がついていました。しかし、そんな夢のようなスキルアップも、日本に帰って

きた途端に元に戻ってしまうのは不思議なものです。人は環境に順応するものだと納得せ

ざるを得ません。 

 

コンコード町に着いた翌日にタウンハウスを表敬訪問し、タウンマネージャーやセレク

トボードと懇談ができ、後日タウンマネージャ

ーとコンコード町の消防署、警察署、下水処理

場を視察する機会をいただきました。消防署と

警察署が同じ建物にあり、指令センターは両方

に指令を出すようになっていることに、日本と

は違う合理性を見た気がします。 

コンコード町は、モニュメント・スクエアー

を中心に歴史的な建造物が建ちならび、現在も

改築しながら使われています。少し郊外に出る タウンハウス 
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と樹木が立ち並び緑に囲まれた住宅地があり、グレート･

メドウスという国立野生動物保護区や自然がそのまま残

されたコンコード川、サドベリー川やアサベット川が流れ

ている自然環境や景観は、七飯町の大沼公園の周辺に大変

似ており、安堵感を覚えました。 

また、アメリカ独立戦争が勃発した場所であるオール

ド･ノース・ブリッジやミニットマンの銅像、「若草物語」

を執筆したオルコットの家、透き通るような水の青さが素

敵なウォールデンポンド、その周遊歩道を半周するとヘン

リー･ソローが住んでいたウォールデンハウスの跡地な

ど、歴史的に有名なスポットが数多くあり、自然豊かな観

光と歴史の町でした。 

 

ホストファミリーのテリー夫妻は、２代目の七飯町国際

交流員のモニカさんのご両親で、夫であるジムさんは両町の最初の姉妹都市提携の際、議

長としてサインをされた方です。 

英語が話せない私に大変気を使って頂き、最終日のお別れパーティの挨拶は英語で話せ、

というミッションが事務局から来たことを話すと、英語の挨拶文の添削と練習に何度もお

付き合いいただきました。 

 

今回の海外交流派遣研修事業に参加できたことは、私自身にとって素晴らしい経験とな

りました。また、中高生及び町民代表の参加者にとっても、人生の中で特に素晴らしい経

験となったに違いありません。 

 

最後に、私のホストファミリーを引き受けてくださったジム・テリーさん夫妻、コンコ

ード七飯ネットワークのス―ザン・カーティンさん、毎日私たちに付き添っていただいた

ジュンコ・カーグラさん、そして当事業にご協力いただいたコンコード町のみなさんに心

よりお礼申し上げるとともに、これからも、両町の交流が末永く続くことを願って研修の

報告とさせていただきます。 

 

 

  

ミニットマン 

ジムさん・ジュディさん・ジュンコさん 
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Takashi Tsuriya 
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     「コンコードの思い出」 

 

引率職員 七飯町国際交流員 サラ・タン  

 

  

自分の故郷を七飯からの訪問団に紹介できたことは、私にとって非常に喜ばしいことで

した。私の上司でもある釣谷団長と私の母が、お互いの言葉を話せないにもかかわらず、

同じ部屋のなかで一生懸命会話しようとしているのを見

て、国際交流の素晴らしさに感動しました。 

私がコンコードカーライル高校の３年生で１８歳だっ

た２０１４年、初めて七飯を訪問する直前も、『何を言え

ばいい？』『何を食べたらいい？』『どうやってコミュニケ

ーションを取ろう？』『失敗したらどうしよう？』など色々

と心配していたことを今でも覚えています。 

今回のコンコード訪問団の中高生たちも当時の私と全く同じように、食べ物、お金、空

港の入国手続き、相手とのコミュニケーション、ホームシックなど、たくさんの心配を抱

えていました。 

しかし、私にとっての七飯訪問は、私の人生における最高の経験のひとつであり、その

後の私の人生を変えて、その４年後には七飯に連れ戻してもくれました。その時に私が体

験したのと同じ気持ち、楽しさ、学ぶ機会、驚き、気まずさ、そして素晴らしさを、七飯

町からの訪問団にも体験して欲しいと、心から願っていました。 

出発までの数ヶ月間に及ぶ事前研修、１週間かけての荷造り、そして長時間のフライト

を乗り越えてやっとボストンローガン空港に着き、重い荷物を抱えて角を曲がった先に、

大きな歓迎の看板を掲げたスー・カーティンさんやジュンコさんら CNN のみなさんの顔を

見たときはとても興奮しました。アメリカでの最初の集合写真を撮ってからバスに乗り、

全てが動き出しました。 

今回の研修で改めて学んだことは、「外国にいるときは、ためらったり怖じ気づいたりし

ている暇はない」ということです。外国語でコミュニケーションが取りたいときは、たと

え正しい言葉かどうか自信が無くても、まず言ってみること、一番大事なことはきちんと

した正しい言葉で話すことではなく、とにかく何か言うことなのだということを、私は七

飯町の中高生たちから学びました。 

私は日本語を話すのにとても臆病なので、七飯でもあまり日本語を話せてはいませんで

したが、今回のコンコード滞在中には「自分がもっと日本語が話せれば、もっと通訳など

で訪問団の役に立つことができたのになあ」と思ったことが何度もありました。しかし、

【母、団長、姉】 
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コンコードに着いた直後のホストファミリー対面式での七飯の生徒たちは、約２４時間も

の長旅の後にもかかわらず、すぐに英語を話し始めていました。生徒たちは「ためらった

り心配などしている暇はなく、まずやってみなさい」ということを私に身をもって教え示

してくれたのです。 

私が決して忘れないと思うのは、訪問団の皆さんが英語を話そうと懸命に努力する姿で

す。ナレンバーグ先生が高校の校舎内を案内してくれた時、規子先生が「誰かナレンバー

グ先生の言葉を日本語に訳せますか」と生徒たちに聞くと、生徒たちは英語の説明を必死

に聞いて日本語に訳してくれ、ナレンバーグ先生を大変感動させていました。学校のラジ

オ局とテレビ局でのインタビューでも、生徒たちはすべて英語での質問に対して英語で答

えており、ナレンバーグ先生もこんなことは初めてだと大変感銘を受けていました。また

お別れパーティーでは、訪問団の大人の皆さんは英語でスピーチをしていました。後で聞

くと、釣谷団長と春菜さんはホームステイ中ずっとホストファミリーに手伝ってもらいな

がら一生懸命練習を重ねていたそうです。  

私が個人的に楽しめたのは、ハロウィーンやポットラックなどのパーティーです。訪問

団の皆さんがハロウィーンの仮装をしてアメリカの文化を体験し、

家々を周ってお菓子をもらったり、一緒にピザを食べたりしながらコ

ンコードの町民と交流しているのを見て、本当に素晴らしい体験だと

思いました。また、ポットラックパーティーでは、訪問団の皆さんが

バスケットボールをして遊んだり、コンコード町民にラジオ体操やイ

カ踊りを教えたりしているのを見られたことは、私にとって忘れられ

ない思い出になりました。 

また、個人的な宝物となったのはホストファミリーになれた事でし

た。紘子さんのホストファミリーが急病のため受け入れが出来なくなってしまい、最初の

４日間を私の家で過ごすことになりました。紘子さんは私にとって七飯での最初の１年で

とてもお世話になっている方なので、恩返しが出来る事はとても光栄でした。私の家族は

紘子さんと過ごした時間があまりにも楽しかったらしく、今でもいつ紘子さんに再会でき

るのかと聞いてきます。 

２０１４年に私が初めて七飯町を訪問した時、七飯町の皆さんが私を優しく見守ってく

れたのと同じように、今度は私が訪問団の皆さんを見守りたいと思っていました。団長は

いつもフレンドリーで優しく私をサポートしてくださり、役場がとても居心地よいと感じ

させてくれました。規子先生や七飯高校は私を歓迎してくれて、生徒と安全に接しながら

英語を教える場を提供してくれました。紘子さんは私の英会話講座の運営を手伝ってくれ、

日本の文化や言葉に対する疑問にはいつも優しく好意的に答えてくれました。春菜さんは

七飯町民を代表して私を歓迎してくれ、居心地よく感じさせてくれました。皆さんが私に

してくれた全てのことのお返しに、アメリカでの経験を最大限に楽しんでもらえるように

サポートをしました。これが皆さんの親切に対する恩返しの始まりだと肝に銘じて。 

私が感謝の気持ちを一番強く感じた瞬間は、訪問団と一緒にコンコードを出発する際、

自分のもうひとつの故郷に帰るために自分の故郷を出発するような気持ちになれた時です。 

 

完成！ 
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I was very grateful to have the opportunity to share my home with the Nanae delegation.  

It was a wonderful collision of worlds, my mother and my boss in the same room together, 

neither able to speak each other’s language, but both of them trying their best to communicate.  

I remember preparing for my first trip to Nanae in 2014.  I was 18 years old, a senior 

at Concord Carlisle High School, and I had so many worries.  What will I say?  What will I 

eat?  How will I communicate?  What if I mess up? 

I found my fears  back in high school were some of the same fears that the Nanae 

students felt preparing for this trip.  They worried about communication, food, foreign money, 

being away from home, airport immigration officers, and so much more.  My trip to Nanae was 

one of the best experiences of my life, and it changed my life.  Four years later, it led me back 

to Nanae.  I hoped for this trip to give the delegate members a similar experience to the one I 

had in high school.  One that was fun, educational, eye opening, uncomfortable, and wonderful. 

After months of preparation, a week of packing, and several long flights, it was exciting 

to round the corner with our heavy bags at Boston Logan Airport to see Sue Curtin, Junko 

Kargula, and other member of the Concord Nanae Network waiting for us with a large signs 

and big hugs.  We took our first group photo in America, boarded the bus to head to the high 

school, and everything began. 

What I learned on this trip is that when you are in a foreign country there is no time 

for hesitancy or fear.  When you want to communicate but you don’t know if you have the right 

words, it’s still important to say it and to try.  What’s most important is not saying everything 

correctly, but to at least say something.  This is what the Nanae students taught me on this 

trip.  I am shy about speaking Japanese.  In Nanae I speak very little and I had many times 

in Concord where I wished that I could say more and understand more and help explain.  What 

the Nanae students taught me from the very first night, where after almost 24 hours traveling 

they met their host families and immediately began speaking English, is that there is no room 

for hesitancy or worry, and you just have to try. 

What I will never forget is the immense amount of effort 

every member of the delegation put into speaking English.  When 

Dr. Nurenberg gave tours and introduced a new classroom or statue 

or concept in English, Noriko-Sensei would turn and ask the students 

who understood him and who could translate what he said into 

Japanese.  The students did their best to listen and to translate, and 

Dr. Nurenberg was very impressed.  At the WIQH radio interview 

and the CCTV television interview, all the question were asked in 

English and all the student responded in English.  Dr. Nurenberg 

said that had never happened before.  At the goodbye dinner for the adults, every delegate 

member gave a farewell speech in English.  I found out later that Dancho and Haruna-san had 

practiced their speeches all week with the help of their host families. 

【紘子さんと祖母】 
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I personally enjoyed events like the Halloween Party and the 

Potluck Party.  Times when delegates got to socialize with Concord 

residents, as well as participate in American culture.  Seeing everyone 

in their costumes on Halloween, going door to door and getting candy, 

eating pizza, was a wonderful thing to experience.  Watching the Nanae 

delegates at the Potluck Party talking with host families, playing 

basketball, and teaching Concordians how to do Radio Taiso and the 

Ikka Dance is something I will never forget. 

Personally, there was nothing more rewarding for me than being 

able to be a host family.  Due to a last-minute sickness with her original 

host family, Hiroko-san stayed at my house for the first four days of the 

trip.  I was so excited to share my home with her, and to try and begin to repay the extreme 

kindness she has shown me during my first year in Nanae.  My entire family had such a 

wonderful time with Hiroko, and every time I speak to them they ask me when they will see her 

again! 

In the ways that Nanae had looked out for me when I traveled to Japan, I hoped to look 

out for them.  Dancho helped me by being a wonderfully supportive and friendly boss, helping 

me feel at home at the Town Office.  Noriko-sensei and Nanae High School welcomed me and 

provided a safe place for me to teach and interact with students.  Hiroko-san helped me 

organize my Eikaiwa classes, and was a warm and welcoming friend whenever I had question 

about Japanese culture or the Japanese language.  Haruna-san is the face of every Nanae 

citizen who welcomed me to Nanae, who made me feel at home.  I hoped that after everything 

they had given me, I could do my best to help them experience and enjoy America.  I hoped to 

begin to repay everyone’s kindness.  

At the end of the trip, I felt most 

grateful to be able to say that I was leaving 

home to go back home. 

 

  

NYC！ 
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Sarah Tan 

Host Family! 

Goodbye Dinner! 

Statue 

of 

Liberty 

My Favorite Photos 
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北海道とマサチューセッツ州の知事同士で地域内市町間での交流拡大を

合意したことを受け、北海道からコンコード町の紹介を受ける

北海道からのマサチューセッツ州訪問団に町長を含む１２名が参加、コンコ

ード町を初めて訪問

コンコード町ソロー小学校児童の作品を大沼小学校にて展示

マサチューセッツ州協会会長の講演会を七飯町で実施

七飯町民３名がコンコード町を訪問

コンコード町ウイラード小学校児童の作品を峠下小学校にて展示

七飯町にて「コンコードと仲良くする会（ＣＮＮ)」結成

コンコード町より７名来町（相互訪問が実現）

中学生同士の文通開始

中学生５名を含む７名がコンコード町へ

大沼函館雪と氷の祭典でコンコードパブリックライブラリーをメイン雪像

として制作

中学生同士の文通が７４組まで拡大

コンコード町から学生２名が来町

ＣＮＮメンバーの婦人５名がコンコード町訪問

第２回目の中学生訪問団（中学生５名含む８名）がコンコード町へ

コンコード町のホームページと七飯町のホームページがリンクされる

七飯中学校のホームページが完成、コンコード町の中学校とリンクされる

コンコード町タウンミーティングにて、七飯町との姉妹都市提携議案可決

七飯町議会にてコンコード町との姉妹都市提携議案可決

コンコード町から日本語を学ぶ学生２名が来町（２ヶ月滞在）

コンコード町から高校教諭と中学教諭の２名来町

第３回目の中高校生訪問団（中高校生７名含む１１名）がコンコード町へ

七飯町にて姉妹都市提携調印式（H9.11.15）

コンコードカーライル高校スクールバンドメンバー等７９名が来町し

合同演奏会および近隣高校生との日米環境問題討論会を開催

コンコード町より初代国際交流員としてキャサリン・バンデバーさんを招聘

第４回目の中高校生訪問団（中高校生７名含む１0名）がコンコード町へ

町長・議長他７名がコンコード町を訪問

２代目国際交流員としてモニカ・テリーさんを招聘

第５回目の中高校生訪問団（中高校生８名含む１１名）が大沼小学校の作品

を持参しコンコード町へ

国際交流員モニカ・テリーさんのご両親来町

大沼雪と氷の祭典でミニットマン像を作製

北海道マサチューセッツ州姉妹提携１０周年記念事業による訪問団に七飯

町より４名が参加しコンコード町に３日間滞在

第６回目の中高校生訪問団（中高校生８名含む１１名）が大沼小学校の作品

を持参しコンコード町へ

マサチューセッツ州からの北海道訪問団員にコンコード町元セレクトマン議

長ほか２名が同行し七飯町に３日間滞在

大沼雪と氷の祭典でミニットマン像を作製

後に３代目国際交流員となるエミリー・ファーローさんが七飯町を事前視察

コンコード町より高校教諭３名と中学校教諭１名来町

同時多発テロ事件の影響で中高校生コンコード訪問が中止

コンコード町より町民２名が七飯町に来町

後に４代目国際交流員となるバートン・ベイツさんご家族が来町

３代目国際交流員としてエミリー・ファーローさんを招聘

コンコード町教育委員が親子で来町

第７回目の中高校生訪問団（中高校生６名含む８名）がコンコード町へ

第８回目の中高校生訪問団（中高校生８名含む１１名）および町長・議長を

含む姉妹都市提携５周年記念訪問団１７名がコンコード町へ

姉妹提携を５年間更新することで調印（H14.10.23）

イラク情勢、ＳＡＲＳ等の影響でコンコード町からの来町中止

国際交流員エミリー･ファーローさんのご家族（４名）来町

(2002年) １０月 

平成１５年 ４月 

(2003年) ７月 

１２月 

平成１４年 １月 

(2002年) ４月 

平成１４年 ５月 

平成１３年 ２月 

(2001年)

５月 

７月 

１０月 

平成１２年 ２月 

(2000年) ９月 

１０月 

(1998年)

８月 

１０月 

平成１１年 ８月 

(1999年) １０月 

平成１０年 ４月 

平成　９年 ３月 

(1997年) ４月 

５月 

１２月 

平成　７年 ２月 

(1995年) １０月 

６月 

１０月 

１１月 

平成　８年 ２月 

(1996年)

５月 

６月 

１０月 

１０月 

平成　４年 １２月 

(1992年)

平成　５年 １０月 

(1993年)

平成　６年 ６月 

(1994年) ８月 
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第９回目の中高生訪問団（中高生６名を含む８名）がコンコード町へ

コンコードカーライル高校スクールバンドメンバー等９３名が来町し

合同演奏会を開催

第１０回目の中高生訪問団（中高生７名）および一般公募により選ばれた

町民代表訪問団（５名）を含む１５名がコンコード町へ

４代目国際交流員としてバートン･ベイツさんを招聘

国際交流員バートン・ベイツさんのご両親が来町

コンコード町教員グループ１１名が来町

第１１回目の中高生訪問団（中高生７名）および一般公募により選ばれた

町民代表派遣者１名を含む１２名がコンコード町へ

コンコード町教員グループ１１名が来町

第１２回目の中高生訪問団（中高生７名）および一般公募により選ばれた

町民代表派遣者３名を含む１３名がコンコード町へ

５代目国際交流員としてウィットニー・ウォレンさんを招聘

姉妹都市提携１０周年を迎え、コンコードカーライル高校スクールバンドメン

バーも加えた記念訪問団１０５名が来町し、姉妹都市提携を５年間更新する

ことで調印（H19.4.14）

中学校、七飯高校との合同演奏会や「みなみ北海道青少年環境国際会議」

を開催、役場庁舎屋上に小型風力発電機を設置、記念植樹を実施

第１３回目の中高生訪問団（中高生７名）および町民代表として農業の若手

後継者３名を含む１３名がコンコード町へ

小型風力発電機の電力を用いたクリスマスツリーと役場庁舎のイルミネー

ション点灯式を開催

コンコード町教員グループ８名が来町

第１４回目の中高生訪問団（中高生８名）および町民代表として企業の若手

後継者３名を含む１４名がコンコード町へ

６代目国際交流員としてボビー・カーグラさんを招聘

第２回イルミネーション点灯式を開催

コンコードカーライル高校によるクリスマスコンサートの生中継鑑賞会を七飯

町で実施

コンコードカーライル高校サイファイクラブ生徒ら２２名が来町

コンコード町教員グループ６名が来町

第１５回目の中高生訪問団（中高生８名）および町民代表として農業の若手

後継者３名を含む１４名がコンコード町へ

第３回イルミネーション点灯式を開催

大沼小学校とコンコード町ソロー小学校の児童がインターネットを通じて

リアルタイムでの交流事業を実施

コンコード・カーライル高校スクールバンドメンバー等１０１名来町し

合同演奏会を開催

コンコードカーライル高校と七飯高等学校の姉妹校提携調印式

（H22.4.20)、大沼森林公園にミズナラを植樹

コンコード町教員グループ６名が来町

北海道・マサチューセッツ州姉妹州提携２０周年記念式典への参加のため

町長・議長他１名がコンコード町を訪問

第１６回目の中高生訪問団（中高生８名）および町民代表として企業の若手

後継者３名を含む１４名がコンコード町へ

７代目国際交流員としてベン・ミリンさんを招聘

国際交流員ベン・ミリンさんのご家族（３名）が来町

コンコード町からの初代外国語指導助手としてベン・ヘイドックさんを招聘

第１７回目の中高生訪問団（中高生８名）、町民代表として町の国際交流

事業貢献者３名を含む１４名、および七飯高校姉妹校交流訪問団として

５９名がコンコード町へ、現地にて合同演奏会等を開催

コンコードカーライル高校サイファイクラブ生徒ら２９名が来町

第１8回目の中高生訪問団（中高生８名）および町民代表として農業の若手

後継者３名を含む１３名、町長・議長を含む姉妹都市提携15周年記念訪問

団７名がコンコード町へ、姉妹提携を５年間更新することで調印（H24.10.23）

９月 

平成２４年 ４月 

(2012年) １０月 

７月 

１０月 

１２月 

平成２３年 ６月 

(2011年) ７月 

１０月 

１２月 

平成２２年 ４月 

(2010年)

６月 

１２月 

平成２１年 ４月 

(2009年) ６月 

１０月 

１２月 

平成２０年 ６月 

(2008年) １０月 

(2006年) １０月 

１０月 

平成１９年 ４月 

(2007年)

平成１７年 ２月 

(2005年) ６月 

１０月 

平成１８年 ７月 

１０月 

平成１６年 ４月 

(2004年)

１０月 

１０月 
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８代目国際交流員としてニック・ファーバートさんを招聘

姉妹都市提携15周年記念事業としてコンコード町オーチャードハウス館長

のジャン・ターンクイストさんと同館職員の喜久子・ミルズさんが来町し、記念

講演会を実施。

コンコード町民２名が来町

コンコード町の教員２名が来町

２代目外国語指導助手としてマクレーン・シュープさんを招聘

９代目国際交流員としてベン・ヘイドックさんを招聘

第１９回目の中高生訪問団（中高生８名）および町民代表として消防団員

など３名を含む１４名がコンコード町へ

コンコードカーライル高校サイファイクラブ生徒ら２５名が来町

国際交流員ベン・ヘイドックさんのご家族が来町

１０代目国際交流員としてクリス・ハウエルさんを招聘

第２０回目の中高生訪問団（中高生８名）および町民代表として企業の若手

後継者２名を含む１３名がコンコード町へ

コンコード町セレクトマン（行政委員）ら２１名が来町

３代目外国語指導助手としてベン・リーさんを招聘

国際交流員クリス・ハウエルさんのご両親が来町

第２１回目の中高生訪問団（中高生８名）および町民代表として農業の若手

後継者３名を含む１４名がコンコード町へ

北海道・マサチューセッツ州姉妹州提携２５周年記念式典への参加のため

町長・議長他１名がコンコード町を訪問

コンコードカーライル高校サイファイクラブ生徒ら３５名が来町

外国語指導助手ベン・リーさんのご両親が来町

４代目外国語指導助手としてアナ・ペティジョンさんを招聘

第２２回目の中高生訪問団（中高生８名）および町民代表として町の国際

交流事貢献者３名を含む１４名がコンコード町へ

１１代目国際交流員としてアンドリュー・クルーパさんを招聘

コンコード町のトム・カーティン氏に対し町より功労者表彰を授与

コンコード町民の古谷健太郎さんが来町

初めての七飯高校・コンコードカーライル高校交換留学生として、コンコード町

よりデービソン・フロイド君が来町

元コンコードカーライル高校吹奏楽部顧問アルフレッド・デンティーノ氏が

来町

第２３回目の中高生訪問団（中高生８名）および一般公募により選ばれた町

民代表派遣者３名を含む１４名がコンコード町へ

姉妹都市提携２０周年を迎え、コンコード町行政委員他記念訪問団１９名

が来町し、姉妹都市提携を５年間更新することで調印（H29.11.3）

町制施行６０年記念と併せて記念音楽祭を実施したほか、役場駐車場上の

歩道をコンコードストリートと命名し、テープカットセレモニーを実施

コンコードカーライル高校サイファイクラブ生徒ら３６名が来町

元コンコードカーライル高校吹奏楽部顧問アルフレッド・デンティーノ氏ら

２名が来町

七飯高校・コンコードカーライル高校交換留学生として、コンコード町

よりアリソン・リーさんが来町（7月末帰国）

コンコードカーライル高校教員で姉妹校コーディネーターのデイビッド・ナ

レンバーグさんがご家族（３名）と共に来町

国際交流員アンドリュー・クルーパさんのご両親が来町

第２４回目の中高生訪問団（中高生８名）および一般公募により選ばれた町

民代表派遣者３名を含む１４名がコンコード町へ

初めて七飯町からの七飯高校・コンコードカーライル高校交換留学生として

千葉大輝君がコンコード町へ

１２代目国際交流員としてサラ・タンさんを招聘

ＣＮＮメンバーの松倉さんがご家族で来町

コンコードカーライル高校コンサートバンド生徒ら68名が来町（9年振り5回目）

七飯高校・コンコードカーライル高校交換留学生として、コンコード町よりエイヴァ・

モーアさんが来町（7月末帰国）

第２５回目の中高生訪問団（中高生８名）および一般公募により選ばれた町

民代表派遣者２名を含む１３名がコンコード町へ

２人目の七飯高校・コンコードカーライル高校交換留学生として

梶谷桜楽さんがコンコード町へ

１０月

８月 

(2018年) ６月 

７月 

(2017年) ６月 

１０月 

１１月 

平成３０年 ４月 

４月 

６月 

(2019年)

平成３1年
令和元年

１０月

１１月

８月 

１０月 

１１月 

平成２９年 ２月 

８月 

１０月 

平成２８年 ４月 

(2016年) ６月 

１０月 

平成２７年 ６月 

(2015年) ７月 

９月 

１０月 

平成２６年 ４月 

(2014年) ８月 

１１月 

平成２５年 ５月 

(2013年) ８月 
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（R1.8.1 函館新聞） 

（R1.10.24函館新聞） 
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  （R1.12.26函館新聞） 

（R2.1.24北海道

新聞みなみ風） 
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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 

平成３０年４月２５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１２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。ただし、特に町長が必要と認め

た場合は、これを変更することができる。 

（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。 

附 則（平成３０年４月２５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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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 

平成３０年４月２５日要綱第５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１２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。ただし、特に町長が必要と認めた場合は、これを変更す

ることができる。 

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５万円以内とする。 

（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。 

附 則（平成３０年４月２５日要綱第５号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 


