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七飯町海外交流研修報告書発行にあたって

コンコード町と七飯町は、１９９７年１１月１５日姉妹

都市提携の調印を交わしてから今年で１３周年を迎えまし

た。

そして、この海外交流研修は今年度で１６回目を迎え、

１０月１１日から２１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（企業後継者）３名、役場職員２名で訪問してまい

りました。

現地では、ホームステイを体験させていただき、中高校

生と引率教諭は毎日元気に学校へ通い、同世代の子供たち

と仲良く生活し、米国の文化や習慣を学びながら七飯町の

魅力を紹介し、姉妹都市交流の目的を十二分に達成してま

いりました。

また、第７代目の国際交流員に内定していたベンジャミン・ミリンさんが、現地にて訪

問団とともに随行し中高生のサポートをしていただくなど重要な役割を果たしていただき

心より感謝申し上げます。１２月１日には正式に七飯町の国際交流員として就任し、現在

では英会話講座の講師や七飯高校英語部での活動、両町の交流の架け橋になるなど積極的

に仕事をしております。

一般町民代表の参加については、国際交流事業を七飯町の産業振興に役立てたいとの想

いから、本年度は一昨年同様に企業後継者を対象に参加を募り、若手企業後継者の育成を

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

学んでもらうことを主眼に実施しました。

そのために、新たな研修プログラムを用意し、準備に汗を流していただいたコンコード

のＣＣＮＮ（コンコードカーライル・七飯ネットワーク）メンバーの皆様には、大変ご苦

労をお掛けしたことに改めてお礼を申し上げます。

また、昨年４月にはコンコードカーライル高校コンサートバンドの生徒ら約１００人の

方が来町され、七飯町民に素晴らしい演奏を披露していただき、また、地元七飯高校とコ

ンコードカーライル高校の姉妹校提携などこれまでの積み重ねてきた交流を更に深めてい

ただけるものと思っております。

最後になりますが、本事業の実施にあたりまして様々な形でご協力くださいました各中

学校並びに七飯高等学校、地域、家庭の皆様、そして、心温まる受入れをして下さったコ

ンコード町の皆様に改めて厚くお礼申し上げます。

七飯町長 中宮 安一
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七飯町

生涯教育課

山田 央

引率教員

大中山小学校

森武史樹

町民代表

企業後継者

千葉 仁

七飯町

副町長

馬場修一

町民代表

企業後継者

菅原崇文

町民代表

企業後継者

中野 英

大中山中学校

橋本一空

大沼中学校

２年

宅見玲菜

大中山中学校

２年

小堀七奈

七飯中学校

２年

渡辺日和子

七飯中学校

２年

前川 直

七飯高校

２年

東 麗奈

七飯高校

２年

田村紗英

七飯高校

２年

武田莉奈
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地 図



日
次

月 日 地 名 時刻 交通機関 行 程 食 事

1 10月11日 函館空港 8:45 各自 函館空港出発ﾛﾋﾞｰ集合

（月） 函館空港発 10:05 JAL-1162 国内線にて羽田へ

羽田空港着 11:30

羽田→成田 リムジンバス 昼：各自

成田空港発 16:35 CO-008 夕：機内食

【日付変更線通過】 朝：機内食

ニューアーク着 16:30 CO-1190

ニューアーク発 18:00

ボストン着 19:26 スクールバス 着後コンコードへ［ホームステイ］ 昼：機内食

コンコード 20:30 ［コンコード泊］ 夕：家庭

2 10月12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

3 10月13日 コンコード滞在 コンコード町内において通学・交流 朝：家庭

（水） ［ホームステイ］ 昼：学校

［コンコード泊］ 夕：家庭

4 10月14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

5 10月15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

6 10月16日 コンコード滞在 ホストファミリーと交流 朝：家庭

（土） ［ホームステイ］ 昼：家庭

［コンコード泊］ 夕：家庭

7 10月17日 コロニアルイン 9:45 コロニアルイン集合 朝：家庭

（日） コンコード発 10:00 貸切バス コンコード出発

ボストン着 ボストン市内視察 昼：レストラン

ホテル着 夕方 ［ボストン泊］ 夕：ホテル等

8 10月18日 ホテル発 貸切バス ボストン市内視察 朝：ホテル等

（月） ボストン発 午後 鉄道 ボストン出発 昼：レストラン

ニューヨーク着 夕方 貸切バス ニューヨークへ 夕：ホテル等

ホテル着 ［ニューヨーク泊］

9 10月19日 ニューヨーク滞在 貸切バス ニューヨーク視察 朝：ホテル等

（火） 昼：レストラン

［ニューヨーク泊］ 夕：ホテル等

10 10月20日 ホテル発 貸切バス 朝：ホテル等

（水） ニューアーク発 11:00 CO-009 空路、帰国の途へ 昼：機内食

［機 中 泊］ 夕：機内食

11 10月21日 成田空港着 13:55 朝：機内食

（木） 成田→羽田 リムジンバス 昼：各自

羽田空港発 17:30 JAL-1167

函館空港着 18:50 函館空港にて解散 夕：各自

七 飯 町 海 外 交 流 研 修 旅 程
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滞在者 ホストファミリー 住 所

Carmichael（カーマイケル）家

生徒名：Rose（ローズ） １１年生

Lu（ルー）家

生徒名：Jessica（ジェシカ） ９年生

Barrow（バロウ）家

生徒名：Kevin（ケヴィン） １０年生

Broggi（ブロギー）家

生徒名：Pilar（ピーラー） １０年生

Huberman（ヒューバマン）家

生徒名：Amelia（アミリア） １０年生

Marshall（マーシャル）家

生徒名：Emma（エマ） ９年生

Samman（サマン）家

生徒名：Lilli（リリー） １１年生

Rea-Wilson（リアウィルソン）家

生徒名：Elizabeth（エリザベス） ９年生

Joyce（ジョイス）家

妻：Kris（クリス） 夫：Bill（ビル）

Miriam Friedman & Phillip John

ミリアム フリードマン ＆ フィリップ ジョン

中 野 英 Nancy McJennett & Jack Nevison

菅 原 崇 文 ナンシー マクジェネット ＆ ジャック ネビソン

Kargula（カーグラ）家

妻：Junko（ジュンコ） 夫：Michael（マイケル）

David Nurenberg & Liana Tuller

デイビッド ナレンバーグ ＆ リアナ タラー

平成22年度 コンコード派遣訪問団ホストファミリー

渡 辺 日和子
8 Peabody Court, Concord

MA 01742

前 川 直
94 Laurelwood Drive, Carlisle

MA 01741

橋 本 一 空
166 Fiske Street, Carlisle MA

01741

小 堀 七 奈
128 Bedford Street, Concord

MA 01742

宅 見 玲 菜
761 Concord Street, Carlisle

MA 01741

東 麗 奈
214 Brook Street, Carlisle

MA 01741

武 田 莉 奈
148 Fifty Acre Way, Carlisle

MA 01741

田 村 紗 英
35 Raymond Road, Concord

MA 01742
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森 武 史 樹
646 Main Street, Concord

MA 01742

千 葉 仁
5 Hawthorne Village,

Concord MA 01742

山 田 央
8 Dickson Street, Somerville

MA 02144

500 Thoreau Street, Concord

MA 01742

馬 場 修 一
96 Williams Road, Concord

MA 01742



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、実施します

また、事前事後における研修の成果を事後研修会において検証しています。

第１回研修会 ８月９日（月） 七飯町役場 ２階 ・事業の概要等の説明

及び説明会 18:30～20:00 ２０１会議室 ・派遣学生の心得

・七飯町について

・コンコードについて

・旅程等の説明

・パスポート手続きについて

・質疑応答

第２回研修会 ８月２１日（土） 文化センター ・コンコードの概要

13:00～16:00 スペース２０２ ・コンコード派遣にあたって

・英会話

第３回研修会 ９月４日（土） 七飯町役場 ２階 ・英会話

9:00～12:00 ２０２会議室 ・アメリカの生活について

第４回研修会 10月２日（土） 文化センター ・七飯町の歴史について

9:00～12:00 スペース２０１

壮行式 １０月７日（木） 七飯町役場 ・壮行式

16:30～17:00 １０１会議室

第５回研修会 １０月７日（木） 七飯町役場 ・英会話他

及び説明会 17:00～18:30 １０１会議室

19:00～20:00 七飯町役場 ・旅程等の最終確認

１０１会議室 ・質疑応答

事後研修会 １２月１３日（月） 文化センター ・事後の心境報告

18:00～19:30 スペース２０１ ・派遣研修報告会

（ホームステイ等体験報告）

事 前 事 後 研 修 日 程

6

日 時 場 所 内 容
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～初のアメリカで～

七飯中学校２年 前 川 直

私は海外派遣の一員に選ばれて、私にとっての未知の世界、アメリカに行けるとい

うワクワクした気持ちと、言葉の通じない場所でやっていけるのかという不安とでい

っぱいでした。でも、私の中では不安よりも、「早く行ってホストファミリーに会いた

い！！」という気持ちが強くありました。

13 時間が思っていたよりも長く、ボストンに着いたときは、疲れもあり、「外国に

来た！！」という実感がありませんでした。少し狭いけれどかわいいスクールバスに

乗り，ふと気付けば日本と走っている道路が反対で、そこで初めて「ここは日本じゃ

ないんだ」と思いました。

高校に着いて、バンドルー

ムでホストファミリーと対面

しました。高校から家までの

車の中で、Rose やホストファ

ザー、マザーが話しかけてく

れましたが、私は上手く受け

答えができなくて、これから

大丈夫かな？と心配でした。

でも家に着き、元気な犬“Liam”が出迎えてくれたので私も元気になれました。すぐ

部屋に案内されました。そこで私はふと、明日は何時に起きればいいのだろう？と思

ったので聞こうとしました。でも、どんな英文を作ればいいのかもわからなくて、知

っている単語をとにかく言いました。そしたら Rose がメモ帳と鉛筆を取り出して、時

間を教えてくれて、目覚まし時計も貸してくれました。こんな感じでも、伝えようと

思えばちゃんと伝わるのだなぁーと思いました。夜中に起きることもなく、ぐっすり

眠れて、日本を出発したのがだいぶ前に感じる、長い 1 日が終わりました。

次の日から学校へ行きました。家から学校まで車で４０分くらいなので、スクール

バスで通います。７時１０分前くらいなのに外はまだ暗くて思っていた以上に寒くて

びっくりしました。Rose と一緒に授業に出たけれど、何を言っているのかよくわから

なくて、すごく眠くなりました。１度にたくさんの生徒が廊下を歩いているので、一

緒にいた Rose とはぐれてしまいそうでした。他にも日本とは違うところがありました。

黒板ではなく、コンピュータを使ったハイテクな授業だったり、授業中に立ち歩いて

いる生徒や食べ物を食べている生徒がいて、すごく free だなと思いました。

私は吹奏楽をやっているので、お昼休みの時間にジャズバンドの練習を見に行きま

した。バンドに入っている人はお昼休みがなく、練習時間にサンドウィッチや、りん

ごを食べながら楽器を吹いていました。高校で見た色々な風景は日本では考えられな
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いことばかりで、驚きが多い 1 日でした。

学校の宿題はとても多くて、Rose は家に帰ってか

ら１時間くらいは勉強していました。その間私は、

お父さんと一緒にトランプをしていました。一見怖

そうなお父さんですが、優しく接してくれて、アー

チェリーを教えてくれたり、英語が全然わからない

私に、ポケットから翻訳機をだして日本語で話して

くれたりしました。本当に良いお父さんです。お母

さんは、いつも私のことを考えてくれました。Rose

は私より年上ということもあって、お姉ちゃんみた

いな感じに思えました。食後にはみんなでゲームをしたり、歌を歌ったり、とても仲

のいい家族で、その中に私を温かく受け入れてくれたことが嬉しかったです。Rose と

お父さんはよくジョークを言っていました。最初は何を言っているのかわからなかっ

たけど、だんだんわかってきて楽しかったです。私は最後の夜に、日本から持って行

ったいかめしと、おにぎりとおみそ汁をつくりました。電子レンジの使い方を聞くの

も一苦労でしたが、今までのお礼と、日本食を

食べてもらいたいという気持ちを込めてつくり

ました。私にはみそは落ち着く匂いで、懐かし

く感じましたが、Rose たちの口には合わなかっ

たみたいで、水をたくさん飲みながら食べてい

ました。でも、はしを使って最後まで食べてく

れたのでよかったです。

私がコンコードの人に会って「Thank you」と

いう感謝の言葉、「Good morning」や「Good bye」

などのあいさつは、大人でも子どもでも、女性

も男性も相手に対して素直に言えているなぁー

と思いました。ごはんを作ってくれてありがと

う。ドアを開けてくれてありがとう。言った方は爽やかで、言われた方も気持ちがい

いなと思いました。どこの国でもあいさつがしっかりできれば、コミュニケーション

もとっていくことができるのだなーと思いました。Rose に「Good morning what do you

say Japanese?」などと色々な単語の日本語を聞かれて、私が答えると、一生懸命覚え

てくれて、日本語を使ってくれました。その中でも「ありがとう」「どういたしまして」

「おはようございます」「おやすみなさい」をよく使ってくれて、嬉しかったです。

今、私がいる場所は日本で、言葉も日本語です。伝えようという気持ちで相手に話

せば、必ず伝わる。そのことを忘れずに、これから過ごしていこうと思います。

貴重な体験をさせてくださった方々、本当にありがとうございました！！
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～海外研修を終えて～

七飯中学校２年 渡 辺 日和子

私は今回の海外交流でたくさんの貴重な体験をさせて頂きました。私にとっては初めて

の海外なので、とても楽しみでした。

コンコード町に着き、私を迎えてくれたのはジェシカと言う中国人の可愛い女の子でし

た。話したいことがたくさんあったのに、緊張してあまり話せませんでした。

ですが、好きな歌手が一緒だったので YouTube でプロモーションビデオを一緒に見たり、

お互いピアノが弾けるので、ピアノを弾いたりしているうちに仲良くなっていました☆

お土産に渡した着物は気に入ってくれて、ハロウィンの時に仮装として着てくれたそうで、

とても嬉しかったです。

次の日から４日間、ジェシカと CCHS に通いまし

た。朝早くに家を出たので、風がひんやり冷たく

てとても気持ちよかったです。

スクールバスの中では、１つのイヤホンを片方

ずつ使い音楽を聴きました。バスから見るコンコ

ード町は自然がたくさんあり、町並みがとてもき

れいでした。CCHS に着いてからはジェシカと授業

を受けました。

CCHS は日本の学校と比べて図書室がとても広く、

数えきれないほどの教室があり迷子になりそうなくらい広くてびっくりしました。授業内

容が全く分からない私は、持ってきたスケッチブックに絵を描いたり、ジェシカと絵を描

いて遊んでいました。お互い美術部に所属していると言うこともあり、楽しかったです♪

授業風景は、日本とは違っていました。黒板はタッチパネルのようなもので驚きました

が、なかでも一番驚いたことは生徒が授業中に飲食していることです。なかにはりんごを

丸かじりしている人や、スティック状のニンジンを食べている人がいました。

お昼はカフェテリアで食べました。お昼を食べている時や、授業と授業の合間にたくさ

んの人が話しかけてくれて友だちがたくさん出来て嬉しかったです♪

ですが、伝えたいことがあっても英語を話すことが出来なくて、伝わらないことがよくあ

りました。そこで助けてくれたのはメイと言う日本語と英語が話せる女の子です！！メイ

には本当に感謝しています。私も今度ジェシカと会う時には、英語が少しでも話せるよう

に英語の勉強をしたいと思います。

４日中３日は自分たちで撮ったビデオを編集したり、ラジオやテレビに出演させてもら

いました。とても貴重な体験をさせてもらい、いい思い出になりました。

ジェシカが授業を受けている時に、私は他の研修生と一緒に若草物語の舞台になった家や、
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トイショップやチーズ屋さん、チョコレート屋さんに行きました。

私は若草物語を読んだことがあるので、実際に家を見た時、想像していた通りの家具や

写真があってとても面白かったです。

トイショップやチョコレート屋さんは絵本から飛び出してきたようなかわいさで、まるで

絵本の中にいるような気分になりました☆

チーズ屋さんでは、何種類かのチーズを試食させてもらいました。『足の裏のにおい』と

言う意味がある名前のチーズも食べてもましたが、予想通り、独特な味がしました。

ですが、とてもいい思い出になりました！！

学校から帰ってきたら、ジェシカと一緒にテレビを見たり、Wii をして遊びました。

寒かったので、１つのブランケットに２人でくるまりながらテレビを見たことを今でも覚

えています☆

夜にはポットラックパーティーがありました。

イカ踊りを踊って、ピザを食べました。ピザは

私の顔の大きさくらいあってびっくりしまし

た。

ホームステイ最終日は、デパートに連れて行

ってもらいました。デパートは日本のデパート

と比べものにならないほどとても広かったで

す。日本やアメリカで流行っている服やアクセ

サリーを紹介し合いました。お昼のハンバーガ

ーを食べた後は、さえと一空とそのホストファ

ミリーと一緒に水族館に行きました。ジェシカに魚の名前を日本語で教えてあげたら、英

語と中国語で魚の名前を教えてくれました。

夜は、一空のホストファミリーのケビンの家でホームパーティーを開いてくれました。

私たち研修生で味噌汁とインスタントのそばとうどん、おにぎりと海苔に鰹節を巻いたも

のをホストファミリーに感謝の気持ちとして

作ってあげました。

私が日本から持って来たお箸で食べました☆

ホームパーティーでは、メイが通訳をしてくれ

たおかげでたくさん話をしました。本当に楽し

くて、すごく思い出に残りました。

私がいくら「ジェシカと離れたくない」と思っ

ても、別れは来るものです。

２人とも号泣しましたが、私たちはまた会う約

束をして別れました。別れた後の３日間は、ボ

ストンやニューヨークを観光しました。ボストンの町並みは昔ながらのレンガ作りの建物

が多くてとてもきれいでした。反対にニューヨークは高いビルがたくさんあり、衝撃的で

した。
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私はボストン美術館に行くことをすごく楽しみにしていたので、実際に行った時はゴー

ギャンやピカソなど、有名な画家の絵がたくさんあり感動しました。

チャイナタウンでは、戦争中の写真を見ることで戦争の悲しさと残酷さを学ぶことが出来

ました。自由の女神は思っていた通りとても大きかったです。ボストンとニューヨークに

ある建物はどれも素晴らしかったのですが、私が一番なじめなかったことは食事です。

どれも脂っこかったり、味が濃かったので日本食はヘルシーと言う意味が分かった気がし

ます。

今回の研修で学んだことは、言葉の壁はないことです。単語と単語をつなげたり、ジェ

スチャーをしたり、絵を描いたりしたら、思いは伝わることを学びました。

それともう一つ、人種が違っていても仲良くすることができることです。音楽は世界共通

なので、世界中の人が音楽を通して交流することが出来ることを学びました。

今回の研修を通して出会った人との出会いを大切にし、これからも、交流を深めていき

たいです。またジェシカに会えることを楽しみにしています。

私を支えてくれた方々に感謝の気持ちでいっぱいです！本当にありがとうございました。
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大中山中学校２年 橋 本 一 空

僕は今回の研修に参加することができ、非常に貴重な経験をさせてもらいました。

研修はとても楽しく、学ぶことの多いものでした。しかしこのことは自分ひとりの力で

できたものではなく、役場の方々、現地の方々、両親をはじめとしたたくさんの方々に

感謝しなければいけないものであることを今、とても感じています。

飛行機からとても広い土地を見たとき「アメリカに来たんだ」という実感がじわじわと

湧いてきました。しかし、それと同様にコンコードの人や、ホストファミリーの人たち

とちゃんとコミュニケーションがとれるのか、などといった不安も大きくなっていまし

た。でも、いざホストファミリーと会ってみると、とても話しやすく、

すぐにうち解けることができました！！

僕は Barrow 家にお世話になりました。家族はお父さ

んの Mark お母さんの Wendy 長男の Michael 次男の

Kevin 長女の Emiry と犬３匹、鶏１羽の５人家族でし

た。鶏を飼っていると知った時はびっくりしまし

た！！特にケビンとは、高校に一緒に行ったりして、

友情を深めることができました。みんなとても優しく

してくれました。お土産に持って行った日本のお菓子

や扇子などをあげると、とても喜んでくれました。 ケビンと一緒に

でも、箸には苦戦していました・・・。

学校では驚きの連続でした。授業中に立って歩いたり、飲食したり、日本とは全く違っ

た授業の様子に衝撃を受けました。また校内はとても広く、迷子になりそうでした。

また、校内にあるスタジオで、ラジオとテレビに出演させてもらいました。初めての経

験だったので緊張したけど、なんとか喋ることができました。

授業が終わった後は、ホストファミリーがいろいろな所に連れて行ってくれました。

どこに行っても食べ物は大きくて、食べきるのが大変でした。

休みの日にはホストファミリーと他の参加者のホストファミリーが集まって、水族館へ

連れてってくれました。

水族館もとても広くて、見たことのない生き物でいっぱいでした。

そのあと１０人くらいが集まって、参加者と、ホストファミリーのみんなでホームパー

ティーをして、楽しみました。日本のうどんや、そば、みそ汁などをごちそうすると、

とても喜んでくれました。特にケビンはそばが気に入ったらしく、何杯もおいしそうに

食べていました！！
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とても楽しい時間を過ごすことができました！！

最後の日、ボストンへ向かうバスに乗る時は、みんな号泣していました。

でも、それだけ楽しい時間を過ごすことができて、とても深い友情を作ることができま

した！！

ホストファミリーのみんなとお別れして、ボストンへ向かいました。

ボストンでは、教会や、美術館、大学、チャイナタウンなどを見学しました。

どこも大きい建物でびっくりしました。ハーバード大学の中はとてもきれいで、図書館

がとても大きかったです。美術館ではきれいな絵や、たくさんの彫刻を見ることができ

ました。ふだんあまり絵などは見ないので、とても楽しむことができました。

ボストンで観光した後は、電車でニューヨークへ向かいました、ニューヨークには首が

疲れてしまうような高いビルが並び、夜には町中が光り輝いていました！！

ニューヨークでは、自由の女神や、グランドゼロ、エンパイヤーステイトビルなどを見

学しました。そして念願のナイキタウンで買い物もすることができました！！

今回の研修で、アメリカと日本の食文化の違いや暮らしの違いなど、多くの違いを感じ

取ることができました！！また機会があればもう１度アメリカに行って、ぜひコンコー

ドのみんなと再会したいです！！そのためにも、勉強を頑張りたいと思います！！

そして今回僕が経験してきたことを、１人でも多くの人に伝えて、共有できたらいいな

と思います。

今回の経験を十分に生かして、これから頑張っていきたいと思います！！

ホストファミリーのみんな↑

ホームパーティーの様子↓

ニューヨークの街並み
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～はじめてのホームステイ～

大 中 山 中 学 校 ２年 小 堀 七 奈

１０月 １１日 ～２２日 までの１１日 間 、私 はアメリカで貴 重 な時 間 を過 ごすことができ

ました。

たくさんの移 動 を経 て、到 着 したコンコード町 。自 然 にかこまれ、七 飯 町 よりも少 し寒

いところでした。

CCHS に着 きバンドルームに入 ると、ホストファミリーたち

がたくさん待 っていました。名 前 を呼 ばれ、私 のホストフ

ァミリーのところへ行 くと、ピラーとお母 さんがいました。

すると、私 に大 きなかわいいぬいぐるみをくれました。ピ

ラーは 1 つ上 とは思 えないくらい大 人 っぽく見 えました。

家 に着 くと、お父 さんと犬 のシーザーが迎 えてくれました。

ごはんを食 べたあと、家 の中 を案 内 してくれました。どの部 屋 もアメリカらしい大 きい部

屋 ばかりでした。

そして約 １週 間 のホームステイが始 まりました。

次 の日 の朝 は 6：30 頃 にお母 さんが『オハヨウゴ

ザイマス!!』と言 って起 こしてくれました。寝 坊 しち

ゃったかな!?と思 いながらリビングへ行 くと、ちょう

どピラーも朝 食 を食 べていて安 心 しました。

朝 食 は予 想 通 り、シリアル&オレンジジュースでし

た!!シリアルは 5 種 類 くらいあり、どれも大 きいサイ

ズの箱 で朝 から とても 驚 きました。ピラー の家 は

学 校 に近 いので、自 宅 の車 での登 校 でし た。学

校 に着 くと生 徒 がたくさんいて、友 達 を紹 介 してくれた後 すぐに教 室 へむかいました。

どんな授 業 をしているのか、どのように生 徒 たちは授 業 をうけているのか、どの教 科

の勉 強 もわくわくしながら見 ていました。授 業 の始 まりと終 わりは、日 本 のように号 令

がなく短 いブザーが１度 なるだけで、次 の教 室 にすぐむかって…。それに授 業 中 にお

菓 子 を食 べるのは生 徒 だけでなく、先 生 も食 べていたのでビックリしました!私 に『食 べ

る？』と声 をかけてくれた先 生 もいました。

ピラーはバンドでパーカッションをやっていて、私 も吹 奏 楽 部 でパーカッションをやっ

ているので、音 楽 の授 業 のときに少 しだけ一 緒 に演 奏 することができて楽 しかったで

す。授 業 で楽 器 を吹 いたりすることができるなんて、とても羨 ましかったです。

学 校 が終 わったあと、CCHS に通 う日 本 人 の女 の子 のメイとピラーと一 緒 に近 くに

あるピザ屋 さんに行 きました。アメリカのピザ１切 れは、私 の手 より大 きくてとても驚 き

。*使 わせてもらった部 屋 *。

☆Ｂｒｏｇｇｉファミリーと☆
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ました。

夜 はピラーのお母 さんが大 きいデパートに連 れて行 ってくれました。服 や雑 貨 などの

たくさんの店 があり、なかには日 本 のキャラクターの T シャツ(どーもくんｗｗ)やちょっと

昭 和 的 な(？)日 本 の雑 貨 が売 ってあるところもあって不 思 議 な感 じでした。

次 の日 からは校 内 のビデオ撮 影 をすることになり、授 業 にでることはできませんでし

たが、教 室 などをまわることができてとても面 白 かったです。体 育 館 は２つもあり、教

室 は数 えきれないほどの数 で、MAP を見 ても迷 ってしまうほど広 かったです。こんな学

校 が日 本 にもあれば毎 日 の勉 強 も楽 しいだろうなあ、と感 じました。

４日 目 の夜 、カフェテリアで Party がありました。たくさんの PIZZA とジュースが並 び、

イカ DANCE☆をみんなで踊 りました。何 回 も踊 って少 し恥 ずかしかったけど、みんな楽

しんでくれたのでよかったです。

ホームステイ最 終 日 の午 前 中 はピラーとお父 さ

んと一 緒 に 、フ リーマ ーケッ トのよ うな とこ ろや

牧 場 、お母 さんの仕 事 場 に行 きました。牧 場 で

は、３人 でアイスを食 べました。アイスの種 類 は

日 本 とあまり変 わりませんでしたが、味 は日 本

のものよりも甘 かったです。コーンの上 には 3 つ

分 のアイスがのっていて、BIG サイズでした!!

その後 、ホストファミリー４家 族 でボストンの水

族 館 に 行 きまし た。 ピ ラーは 私 に『 Look!! 』と 、

言 ってたくさんの生 き物 を見 せてくれました。

夜 は 橋 本 くん の ホ ーム ス テ イ 先 の 家 で 、 メ イ も 参 加 し て 一 緒 に ごは ん を 食 べ た り、

talking をして盛 り上 がりました。会 話 のほとんどをメイに訳 してもらい、とても助 かりま

した。

別 れの日 、ピラーとお母 さんは『I miss you. . .』と言 いながら、私 を抱 きしめてくれま

した。とても寂 しくて、まだここにいたいという気 持 ちでいっぱいでした。本 当 に最 後 まで

家 族 のみなさんに優 しくしてもらい、約 １週 間 のホームステイはとても幸 せでした。

私 はこの研 修 で様 々なことを体 験 し、いろいろな面 で成 長 することができたと思 いま

す。初 めてのホームステイで緊 張 と不 安 だらけの私 をホストファミリーのみなさんは優

しく迎 えてくれて、少 しずつ打 ち解 けることができました。

英 語 が少 ししか話 せない私 を受 け入 れてくれたことにとても感 謝 しています。

アメリカで出 会 った人 たちとはメールなどでやりとりができるので、より交 流 が深 くなれ

ば良 いなと思 います。

今 回 このような機 会 を与 えてくださり、本 当 にありがとうございました。

☆最 終 日 の夜 ☆
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～海外交流派遣研修～

大沼中学校２年 宅 見 玲 菜

海外派遣として決まった時、すごく嬉しい気持ちでいっぱいでした。自分が外国に行け

るなんて夢にも思ってなかったし、それにホームステイをするということでずっとドキド

キしてました。

そして海外派遣初日。家族とクラスの担任の先生が来て見送りをうけ、ついに出発！！

飛行機では 13時間という長時間。アテンダントの人が英語で接客していて、あいまいな答

え。やっとアメリカにつき、ホストファミリーがいて。家に着くと、4人のホストファミ

リーが迎えてくれました。その日はもう夜だったので、すぐ寝ました。

次の日。次の日からは、朝早く 6 時起床。

学校は 7時 20 分からという日本より 1時間

早く始まる事にびっくりしながら登校。この

日はホストファミリーについて行って授業

を見学。さっぱり何言っているのか分からな

い。そして眠い。そんな中でびっくりした事

が沢山ありました。まず、先生が机に座りな

がらガムを噛んで授業をしていたこと。そし

て生徒までも朝ごはんやおやつを食べなが

ら授業をしていたこと。思わず、「すごっ・・・」

とつぶやいてしまいました。あとは化学の時間、黒板がパソコンとつながっていてタッチ

パネルだったこと。進んでるなあと思いました。それとこの日は若草物語を書いたと言わ

れている家に行って実際にお話しを聞いてきました。次の日からは図書室の中にあるパソ

コン室に入り、役場の方に送るカーライル高校の紹介 DVD 作成。とりあえず疲れました。

次の日は高校内にあるラジオ局におじゃま。いきなりラジオすると聞いてびっくりしまし

た。私は前日の事を一言。「家に帰ったらすぐ寝ちゃった」と。そして、全員で写真パチ

リ。その後は食堂に行き前日に食べたのと同じハンバーガーをまた食べ満足な自分。自動

販売機に行って ZERO や Gを多色買い。味は意外にも・・・ビミョー。食後はパソコン室に

戻って雑談。その後はアニメクラブの皆さんとアニメを見て、そしてプレゼントをもらっ

て、大きいピザまでいただきました！すごくおいしかったです。時間が過ぎていてホーム

ステイ先に帰ることに。家では 2歳上の子とパソコンやったり、同じ趣味で、V系の音楽

を聴いたりと楽しかったです。夜ご飯はおいしくいただいて就寝。翌日はお見せにお買い

物。自分や家族、学校にお土産を。まだまだ足りない。そしてテレビの収録。これもいき

なりですごくびっくり。英語で話してと言われてた私達は結局言えず通訳で話しました。

日本とアメリカの違いだとか、他国の人からの質問など、手汗で、緊張しました。やっと
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の思いで終わり、高校に戻りブラスバンドの練習風景を見せてもらい、すごく上手で驚き

ました。一旦家に帰り、イカのお祭り（？）の準備。イカのお祭り（？）はすごい楽しか

ったです。まずはじめにブライアンの映像。これはすごく笑いました。そして沢山のホス

トファミリーの方々がイカの帽子をかぶりイカダンス。そのあとに七飯町の人でイカおど

り。そしたらホストファミリーの人もまざって入ってきて結局全員で踊って、盛り上がり

ました。変な味のコーラやら色々飲んで七

飯の人とさわぎました。家に帰って寝落ち

して次の日。この日は学校がなく休みだっ

たのでお出かけしに行きました。まず、大

きいデパートに行って、全体を見て歩いた

のですがホストファミリーに何か聞かれて、

携帯で日本語変換してもそれでも分からな

くて、とりあえず YES って言ったらデパー

トを出て車に戻っちゃいました。悪い事し

たなと思って反省です。こんどはダウンタ

ウンというところに行ってハロウィンを楽しんできました。やっぱりアメリカなだけあっ

てすごくリアル。でも思ったのが、お化け屋敷が怖くない。横から大きい声出して出てく

るだけで怖いというよりか驚き。中は暗いから変装の顔も見えないし、思わず、「わぁー」

ときたお化けに「わぁー」と返しちゃいました。あとは、他のお店でホストファミリーの

人に物を買ってもらって楽しくもあり、嬉しい休日でした。そして、帰宅。家では、ホー

ムステイも残り少ないと思い、家族写真をいそいで 2枚。次の日がホストファミリーと別

れの日ですごく悲しかったです。また写真をとって思い出。「それではみなさん～」の声

に反応するように目に涙がたまってきました。家族全員と泣きながらハグをして、「今度、

泊まりに行くからね」（英語で）っていう事を言われて嬉しかったです。バスに乗って、

さよならの手を振って。

このホームステイの一週間は、すごく驚きもあったし実感できるような事もあったし、

言葉が通じない苦労、でも身振り手振りもあったり、外国との生活の違いもたくさんあり

ながらもやっぱり共通する点はあるんだなと思いました。思ったというか、とても実感し

た。

今回、私の「沢山の初めてを」という勝手なテーマ。本当に初めてだった事が沢山あっ

てすごく海外を楽しめたので良かったです。また海外に行く機会があったら行きたいと思

いました。

ありがとうございました。
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～初めての USA～

七飯高校２年 東 麗 奈

私は中学生の頃から海外交流研修に参加したいとずっと思っていたので、今回そのメン

バーに選ばれた時はとても嬉しかったです。学校では英語部に所属していて、少しは英語

を話せると思ったし、事前研修でも日常会話などを勉強したので、もう英語は完璧に話せ

るだろうと思っていました。

日本からアメリカまで飛行機で約 13時間という長い時間をかけてアメリカへ到着しま

した。そこからスクールバスに乗ってカーライル高校へ移動しました。バスで移動してい

る時、期待と不安の気持ちが入り混ざっていました。いよいよホストファミリーと対面し

ました。会えた時は嬉しすぎて本当にアメリカに来たんだなあと思いました。私が一番最

初に会ったのは 14歳のエマでした。エマは年

のわりにはすごく大人っぽくて、色が白くて

キレイでスタイルも良い女の子でした。車で

家に向かっている時、とにかく緊張していて

何も話せませんでした。家に着いてからお父

さんとエマの弟のエリックが温かく迎えてく

れたのが嬉しかったです。なんと！！この日

の為におじいさんとおばあさんが故郷である

カリフォルニアからわざわざコンコードに帰

ってきてたので、これまた嬉しくなりました。

軽く自己紹介をして、おみやげを渡しました。

うさぎを飼ってると言っていたので、うさぎの扇子をあげたらかなり喜んでくれました。

見なで色々な話をして、お母さんが「お腹すいてない？」「ねむたくない？」と言ってき

たので、アメリカの人はすごく気づかいができるんだなあと思いました。次の日は朝が早

かったので眠りにつきました。ぐっすり寝れると思ったら夜中の 3時くらいに目を覚まし

てしまって私の体内では時差ボケがおこっ

ていました。

次の日になり、エマが私を起こしてくれま

した。朝ごはんにヨーグルトとコーンフレー

クを食べました。ヨーグルトは予想していた

量よりもかなり多くてびっくりしました。こ

の日はスクールバスに乗って学校に行きま

した。朝からテンション高くてすごい元気だ

なあと思いました。学校に着いてからバンド

ルームへ行って研修生みんなと顔合わせを
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しました。そこから私はエマについて行って一緒に授業を受けました。1時間目は理科で

した。よく分からない実験をしていました。2時間目は数学で、計算の問題をエマと一緒

に解きました。お互い答えが合っていたので、おもわずハイタッチをしました。3時間目

は英語で本を音読しました。でも何を言っているのか全然分かりませんでした。それから

お昼の時間になり、カフェテリアに行きました。カフェテリアはすっごい広い場所で、に

ぎやかな所でした。そこで研修生と研修生のホストファミリーの子と一緒にお昼を食べま

した。日本と違った感じでとても楽しかったです。その後の授業は美術を受けました。何

をして良いか分からなかったので、黙って座っていました。カーライル高校の授業を受け

て思った事は、黒板がスクリーンですごいと思いました。日本では見られない光景だった

のでとても感動しました。他には、高校が迷路のように広くて今自分がどこにいるのか分

からなくなりました。すべての授業が終わってからエマはトロンボーンを習っているので、

その見学に行ってきました。楽器を吹いているエマの姿がとてもカッコ良かったです。家

に帰ってから、お父さんやお母さんが「学校はどうだった？」と聞いてきたので迷わず「楽

しかったです。」と答えました。その日も皆で夜遅くまで色々な話をして楽しかったです。

2日目～4日目は DVD を作るために学校内の場所を撮影しました。その中でも一番思い出に

残っていることはピザパーティーです。カーライルの生徒と研修生の皆でイカ踊りをしま

した。私たち日本人は恥ずかしながら踊りました。でもアメリカ人はとても嬉しそうに踊

っていたのでおもしろかったです。次の日はエマとエマの友達のフィアナとエリカと私の

4人で Shopping に行きました。すっごい広い建物のショッピングモールでお買い物ができ

て幸せでした。その中でも日本にある Forever21 の店があった時はすごく嬉しくてテンシ

ョンが上がりました。皆でご飯を食べたる、映画を見に行ったりして、とても楽しい一日

でした。

次の日がいよいよお別れする日です。私はホーム

ステイが一番思い出に残っているので、別れる時は

本当に寂しくて泣きました。ボストンへ移動するバ

スの中でメイちゃんのお母さんがくれた手紙を読ん

でまた泣きました。私は将来またコンコードに行き

たいと思った。次の日からボストン市内を観光しま

した。あの有名なハーバード大学に行って左の脚先

にさわると頭が良くなる銅像にさわってきました。

頭が良くなるといいです。その後は MIT、シンフォニ

ーホール、ボストン美術館、に行きました。美術館

の入口の前に首から上の赤ちゃんの銅像が置いてあ

って面白かったです。ボストンは街並みがとても良

い所でした。次の日からはニューヨークに行ってき

ました。自由の女神、チャイナタウン、エンパイヤ

ーステンドビル、ナイキタウン、などに行ってきま
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した。自由の女神はテレビでは見た事があるけど、本物を見た時はものすごく感動した。

チャイナタウンはボストンでも行ったけど、ニューヨークのほうが料理がおいしかったし、

コックさんもおもしろかった。エンパイヤーステンドビルに行った時、いきなりでかい声

で「アニョンハセヨー」と言われ、韓国人に間違えられるということもありました。ニュ

ーヨークのホテルは 9階に泊まったので夜景がすっごくきれいだった。

最後に感想。今回、私は七飯町交流研修の派遣者として、とても良い経験をさせてもら

いました。この 11日間は私にとって宝物のように大切な思い出になりました。初めはかな

り不安だったけど、今ではもう一度アメリカに行きたいと思っています。連れて行ってく

れた方々には本当に心から感謝しています。ありがとうございました。
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～ 海 外 交 流 研 修 を 終 え て ～

七飯高校２年 武 田 莉 奈

私は、いつかアメリカに行くことが夢でした。なので、今回の海外研修生になるこ

とができ夢が叶って、本当にうれしかったです。すごく楽しみだった反面、英語があ

まり上手ではない私が、日本語が通じない国で生きていくことができるのかがとても

不安でした。アメリカまでの１３時間の飛行機の中では、不安と緊張で一睡もするこ

とができませんでした。そして、あっという間にアメリカに着いてしまいました。飛

行機からおりた瞬間、目の前には、はじめて見る世界が飛び込んできました。周りに

はたくさんの外国人がいて、本当にアメリカに来てしまったのだと思いました。ニュ

ーアーク空港からボストンに向かう約１時間の飛行機の中では、両隣の席の人がアメ

リカ人で、とても緊張しました。

ボストンに着くと空港にはコンコード町の方々があたたかく歓迎してくれました。

そこで、今年の４月と６月に日本でお会いしていたデンティーノ先生に会いました。

デンティーノ先生とは６月に、１０月に会いましょうと約束をしていて、ちゃんと私

のことを覚えていて、私がクラリネットを吹いていることも覚えていてくれて、すご

く感動しました。ボストンからスクールバスでカーライル高校に向かいました。１時

間もかからないでコンコードに着き、カーライル高校のバンドルームに向かいました。

そこでホストファミリーと対面しました。やっと会うことができすごくうれしかった

です。

私のホストファミリーは私と同じ１６歳の Lilli というすごく明るく元気ですごく

大人っぽい女の子でした。私のすごく重たいキャリーバックを車につんでくれたり、

家まで運んでくれたりしてくれて、すごく親切で優しかったです。家に向かう車の中

では、いろんなことを質問されたり話したりしましたが、なかなか何を言っているの

か理解することができず大変でした。でも、わかりやすいように、他の言い方で何度

も言い直したり、ゆっくり話したりしてくれて、本当に優しい女の子だなあと思いま

した。家に着くと、まず家の中を案内してくれました。家の中はすごく広かったし、

トイレが４つもありびっくりしました。私に、別の町で仕事をしていて家にいなかっ

たお姉ちゃんの部屋を貸してくれました。大きい犬が２匹いて最初はほえられました

が、すごくお利口でとてもかわいかったです。そのあと、お母さんがパンの間にハム

がたくさん挟まったサンドイッチを用意してくれて、すごくおいしかったです。ごは

んを食べ終わってから、シャワーを貸してもらいました。その間、 Lilli は宿題をや

っていてすごく大変そうでした。お風呂からあがり Lilli にお礼を伝えると、寝てい

いよと言われ寝ることにしました。

朝６時に起きると外は真っ暗でした。朝ごはんはお母さんが毎朝作ってくれました。
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オールド・ノース・ブリッジ

ワッフルやマフィンなどを食べすごくおいしかったです。朝７時にスクールバスに乗

って学校に行きました。１日目は Lilli と一緒に授業に参加しました。想像していた

とおり、アメリカでは授業中にお菓子を食べたり飲み物を飲んだりするのが当たり前

でした。日本でいう黒板がスクリーンになっていてタッチペンで字を書いたり消した

りしていて感動しました。授業には数学や科学など日本と同じ教科もありましたが、

日本にはない中国語というのもあり驚きました。お昼はカフェテリアにある食堂で、

昼食をランチチケットで買い食べました。放課後はコンサートバンドの練習に、デン

ティーノ先生にクラリネットを借りて参加しました。今年の４月に七飯町に来たとき

に一緒に演奏したことがあったので、また一緒に演奏することができてうれしかった

です。 Lilli はオーボエ吹きで今年の４月に七飯町に来ていました。練習に参加でき

たのはこの日だけでしたが、どんな練習しているのか知ることができてよかったです。

そのあと、みんなと若草物語の作者の家に見学しに行きました。夜はパソコンで

Lilli のお姉ちゃんとスカイプをしました。会うことができなかったので、パソコン

の画面をとおして顔を見て会話ができたのでうれしかったです。２日目の朝、お母さ

んに私の名前の漢字の書き方を聞かれ、紙に書いて教えると、水とお菓子が入った紙

袋に私の名前を英語と漢字で書いて渡してくれました。この日はiMovieというのを作

るための映像を撮るために学校を歩き回ったり、ラジオを流したりしました。３日目

も昨日のiMovieの続きをやって、途中コンコードセンターに連れて行ってもらいお買

い物をしました。そのあとCCTVに出演しました。夜はカフェテリアでピザパーティー

があり、それまで学校にいたので、カーライル高校に通っている日本人のめいちゃん

が学校を案内してくれました。めいちゃんは日本語も英語もぺらぺらで１５歳なのに

しっかりしていてすごく憧れました。案内

をしながらいろんな話をしてくれて楽しか

ったです。ピザパーティーではピザを３２

枚も用意されていてものすごい数でした。

しかも大きさがとてつもなく Big でした！

イカ踊りをみんなで踊って、はずかしかっ

たけどみんな盛り上がってくれたのでよか

ったです。最後の日の学校はずっとiMovie

を完成させるためにみんなでがんばりまし

た。完成させたあと、ななとめいちゃんと

お友達で、めいちゃんのお母さんにオール

ド ･ ノース・ブリッジなどに連れて行ってもらいました。夜はアメフトの応援をする

予定だったけど、雨で中止になりホストファミリー全員でボーリングをしに行きまし

た。日本と違ってボールがすごく小さく穴もなく、



29

Samman家

手のひらサイズでおもしろかったです。ホ

ームステイ最後の日は、午後から Lilli と

お父さんでお出かけをしました。まずアイ

ス屋さんでアイスを食べました。すごく大

きくておいしかったです。そのあと、とて

も大きなショッピングセンターに行きいろ

んなお店を見て回って買い物をしました。

家に帰ると Lilli と一緒に夕食の手伝いを

しました。この日の夜は Lilli の友達がた

くさん遊びに来てホームパーティーのよう

なことをして楽しかったです。次の日とう

とうお別れの日がきてすごく悲しかったです。６日間のホームステイはすごく短く感

じてあっという間に終わってしまいました。Samman家は私にたくさん優しくしてくれ

て、あたたかい家族でした。ホームステイでは本当に貴重な体験ができ一生の思い出

になりました。

そして、コンコードを出発しボストン・ニューヨークを観光しました。ボストンで

はハーバード大学やボストン美術館など、ニューヨークでは自由の女神を見ることが

できすごく感激しました。生の自由の女神はすごく大きかったです。この３日間で有

名な場所をたくさん観光して、アメリカの歴史など様々なことを学ぶことができすご

く勉強になりました。

この研修で、夢だったアメリカに行くことができ、たくさんの初めての経験や貴重

な経験をすることができて、本当にすばら

しい研修でした。最初不安だった英会話は、

だんだん慣れてくると聞き取れるようにな

り理解することができましたが、自分の思

いを英語で伝えることがすごく難しかった

です。なので、これからもっと英語を話せ

るようになりたいという思いが強くなりま

した。

そして、またいつかSamman家に会いに行

きたいです。またアメリカに行って Lilli

に会いに行くことが、私の夢になりました！

最後に、今回の海外交流研修でお世話になった多くの方々に感謝します。貴重な体

験をさせていただき本当にありがとうございました！

夕食づくり
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～アメリカで学んだこと～

七飯高校２年 田 村 紗 英

私がアメリカで過ごした 10日間はこの先、一生忘れることのできない宝物になりました。

今回、海外研修生に選ばれて嬉しかった反面、言葉は通じるか、食事は困らないか・・・

などたくさんの不安もありました。

アメリカに到着してからスクールバスで学校に向かいました。学校に着き初めてホスト

ファミリーと対面しました。あいさつをした後お母さんに「よく来てれたね。私たちみん

なあなたが来るの楽しみに待ってたのよ」と言われて本当に嬉しかったです。この日はお

姉さんのビクトリアも私のためにわざわざ家に帰ってきてくれたりと本当に嬉しかったで

す。2日目からはエリザベスと一緒に学校に通いました。私は一緒に授業を受けてびっく

りしたことがあります。それはプリントをやりながらお菓子を食べたり勝手にトイレに行

ったりと、とても自由だったところです。

日本人は初めて会う人（特に外国人）には

自分達からあまり話しかけませんが、向こう

の生徒達は会ったその時から「名前は？どの

くらいコンコードにいるの？日本語教て！」

と積極的に話しかけてくれました。この日は

たくさんの人に話しかけられて少し疲れま

した。2日目からはホストファミリーと一緒

に行動せず別々でした。この日から、研修生

とベンで DVD を作りました。2つのチームに別れて校内の様子をビデオに撮り、パソコン

で編集して作っていきました。ベンと一空が中心になって進めてくれて助かりました。DVD

を作る他にも、ラジオステーションでラジオを流したり CCTV で Second language の生徒と

交流したり、

「メイ」という女の子のお母さんとベンと買

い物に行ったりしました。CCTV は授業と授業

の間にやっているそうです。本当のテレビ局

みたいですごく緊張しましたが、楽しく交流

することができました。

放課後は、日和子とホストファミリーのジ

ェシカとエリザベスの友達の家で一緒にク

ッキーを作りました。夜ご飯もみんなで食べ

ました。すごく楽しかったです。でも一番思

い出に残っているのが、ホームステイ最終日です。私と日和子、一空、七奈のホストファ

ミリー4家族でボストンにある水族館に行きました。
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日本の水族館とは全然違いました。水族館

の後は、一空のホストファミリーの家でみん

なでご飯を食べました。私達は日本から持っ

て行ったもので、おにぎり・みそ汁・おかか・

カップ麺を作ってあげました。お母さんやお

父さん方はすごく喜んでくれましたが、ホス

トシスター達はあまり口に合わなかったみた

いです。でもハイチューやコアラのマーチは

とても喜んでくれました。ご飯の時はメイも

来てくれて本当に楽しい 1日でした。家に帰

るとお母さんがハロウィンのプレゼントをくれました。ビクトリア、エリザベス、私の 3

人でおそろいの飾り物でした。本当に嬉しかったです。お別れの日、お母さんに「またお

いで、待ってるから」と言われて涙が止まりませんでした。今回、私がお世話になったリ

アウィルソン家はとても優しくて明るく温かい家族でした。

コンコードでのホームステイのあとはボストンとニューヨークに移動しました。

ボストンではハーバード大学やボストン美術館、MIT などに行きました。ハーバード大

学では、つま先にさわると頭の良くなるという銅像があり、もちろんみんなでいっぱいさ

わってきました。ボストンは一日だけの滞在だったけど楽しかったです。

次の日からはニューヨークを観光しました。ボストンからニューヨークまでは鉄道で移

動しました。みんなほとんど寝ていました。ニューヨークでは、自由の女神やエンパイヤ

ーステイトビル、ナイキタウンや五番街など、いつもはテレビでしか見たことのなかった

有名な建物を実際に見ることができて感動しました。特に思い出に残っているのが、やっ

ぱり自由の女神とエンパイヤーステイトビルです。自由の女神はエリス島という島にあっ

て船で島まで行きました。間近で見る自由の女神はとても迫力がありました。お土産ショ

ップにはかわいいグッズがたくさん置いてあり、日本のお土産をたくさん買いました。エ

ンパイヤーステイトビルは、思っていたより高いビルでした。展望台からの眺めはすごく

キレイでした。展望台から自由の女神がすごく小さく見えました。人がたくさんいてフェ

ンスのギリギリまで行くのは恐かったです。

私は今回の海外研修でたくさんのことを学びました。英語を話せなくても、身振り手振

りで伝えることもできます。大切なのは「伝えようとする気持ち」ということを忘れない

ようにしたいです。これから、もっともっと英語を頑張って、次にコンコードのみんなに

会った時は英語でたくさんお話ができたらいいなと思っています。

最後に、お忙しいなか私たちのために、いろいろ準備してくださった役場の方々、私た

ちのお願いを聞き、私たちのことを見守ってくださった大人の方々、ほぼ毎日一緒に過ご

したみんな、本当にありがとうございました。この仲間でアメリカに行けて本当に良かっ

たと思います。
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～ 平成 22 年度 海外交流研修参加報告 ～

中 野 英（企業後継者）

まず、このお話を頂いた時に真っ先考えたことが、仕事を１１日間休むことへ不安でした。

しかし今この研修を終えて思うことは、私自身の性格的なものかもしれませんが、仕事を第

一に考え自分自身のスキルアップのチャンスであり、なかなか経験できないこの研修を躊躇

してしまうあたりが日本人らしいのかなとも思います。この研修の趣旨目的にある『国際理

解とグローバルな国際的視野に立つ人材を育成すること～』に繋がることなのかなとも思え

ます。

せっかくこの様なチャンスを与えて貰ったのだから、自分から行動しなければと思い、上

司に相談し、参加申し込みの書類を提出しました。

もちろん家族やまわりの方の理解や協力、後押しもあり参加できたということは言うまでも

ありません。（迷惑もかけたでしょうが…）

参加が決まってからは今度は別の不安がいろいろとわいてきました（笑） 正直この年齢に

なってからのホームステイという体験への抵抗や不安、これもなかったかと言えば嘘になり

ます。それとなんといっても一番の問題は英語がまるで話せないということです。それでな

くても人見知りな方なのにコニュニケーションが取れるのか？ホームステイ生活をおくる

ことが出来るのか？不安は深まるばかりでした。
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【出発】

いざ当日出発となり函館空港より移動すること 13 時間後、ニューアーク空港へ到着しま

した。長時間の移動がアメリカ本土との距離をあらためて感じさせられました。

その後ボストン空港に移動し現地の時間で午後 9時頃にカーライル高校へ到着、そこでこれ

から約 1週間お世話になるホストファミリーの方々に温かく迎えらました。

私は同じ町民代表の菅原さんと一緒のお宅にお世話になると聞いていたので多少気持ちが

楽でしたが、それでもやはり緊張の対面となりました。

ホストファミリーのナンシーさんに迎え

られ、事前の研修にて学んだ簡単な挨拶

をカタコトですると、なんとか通じたよ

うで、緊張で固まっていた自分の表情に

初めて笑顔が出た気がしました。ナンシ

ーさんは辞書を見ながら日本語をまじえ

『コンコードで生活する間は、ここは自

分の家で、私を母親だと思って生活して

欲しい』と言われた時はとても感動しま

した。そうしているうちに会議に出席さ

れていたジャックさんも帰宅しビールを御馳走になりながら、知っている数少ない単語をつ

なげ、何とか自己紹介や家族の紹介などコニュニケーションを取り、明日から始まる研修に

期待に胸を膨らませてその日は休みました。

【１日目】

タウンハウスの表敬訪問に向かう車の中から見る初めてのアメリカの風景に感動しなが

らまず思ったことが家や庭、敷地の大きさです。出発前に聞いていたとおりコンコードは比

較的所得の高い方が多い町というのを改めて感じました。タウンマネージャーとの懇談の後

はカーライル高校の見学、オーチャードハウスの見学と、コンコードの教育現場と歴史にふ

れ、初日からとても充実した研修を過ごせることが出来ました。

その日の夜はトムさんのお宅で行われたホームパーティーに出席しコンコードに住まれて

いる日本人の方々にもお会いし、いろいろな楽しいお話を聞かせて貰いました。

そしてその時にコンコードで建築関係の音響・情報・通信の仕事をされている、古谷
ふるたに

謙
けん

さ

んという方を紹介してもらい、4日目のクランベリー畑の見学の時に、私だけ別行動で、見
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学者としてまるっきりお客さんとしては扱えないが建築現場の見学（手伝い）に来ないかと

お誘いを受けたのです。

研修参加時の見学希望場所のアンケートの項に『アメリカの建築現場』と記入していた私は

２つ返事でＯＫしました

その後もお寿司など美味しい日本料理も御馳走になり、あまりの楽しい時間の為か（自分の

せいか）次の日はちょっとＨａｎｇｏｖｅｒ（←意味は調べて下さい）だったことは、ここ

だけの話に･･･。

【２日目、３日目】

素晴らしい天候に恵まれコンコードの自然や歴史、美術施設の訪問。またボストンの照明

のショールームや大型ショッピングセンターの見学など、観光旅行ではなかなか見学できな

い場所にも連れて行って頂きました。

お世話になっているジャックさんのお宅やパティーに招かれたトムさんのお宅に伺ったと

きにも思ったことですが、アメリカの一般の家庭の照明は、天井に付く照明がほとんどなく、

壁に付けるブラケット照明やスタンドライトが主照明になっていました。ショールームでも

ブラケットの品揃えが充実しており、日本のショールームやカタログでは見たことのないよ

うなデザインのものがたくさんありました。

またそのほとんどが白熱電球を使っているようです。現地の日本人の方によると電気料金は

日本と比べると半分弱くらいとかなり安価だそうで、そのためまだ省エネに対する意識が薄

く、日本では流行りつつあるＬＥＤの照明や電球などは高価なため、まだあまり出回ってい

ないそうです。
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【４日目】

古谷さんに迎えに来て頂き、コンコードよ

り南東のニュートンという街の住宅の増築現

場と、ウィンチェスターという街にある新築

の現場の見学（お手伝い）させていただきま

した。ちなみにアメリカでは現場のことを『サ

イト』というそうです。

ニュートンのサイトでは現場監督にあたるゼ

ネラルマネージャーのラルフさん、ウィンチ

ェスターのサイトではジェフさんを紹介され、

日本で電気工事士（Electrician）の仕事をし

ていることを自己紹介し、サイトの内容を説

明して頂きました。

アメリカの木造住宅のサイトでしたが、その

規模はとても大きく、特にウィンチェスター

のサイトは建坪数でいうと200～300坪はあり、

地下１階地上3階建てで部屋数はゆうに20室

はある大豪邸でした。あまりにも現実離れし

たスケールにアメリカの富裕層の生活レベル

の違いを感じさせられました。

配電線からの供給方法や電線の規格など、い

ろいろ教えていただきましたが、多少の違い

はあるものの、現場内の作業の内容や工法、

工具などはさほど日本との違いはありません

でした。建具や仕上げ材、暖炉など、アメリ

カ独特のものも多くとても興味深く見学(お手伝い)出来ました。サイトの工期は１年半と日

本での現場と比べるとかなり長期となっており現場内の雰囲気はなにかのんびりしている

という印象をうけました。

またアメリカはこの時期はまだサマータイムとなっており作業時間も朝 7時から 15時位ま

でと、4時にはサイトには誰もいなくなっていました。基本的には日曜祭日は勿論、土曜も

休みのサイトがほとんどだそうです（日本では考えられない！）。

アメリカでも最近は工事価格が下落しており、業者間ダンピングも激しいとのお話を古谷さ
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んから聞かされていましたが、まだまだ日本と比べるとそこまで不況感を感じないというか、

国柄なのかも知れませんが余裕があるような感じがしました。サイトからの帰りの車の中で

も古谷さんとアメリカでの生活や物価、税金の話、保険の話など現地に住んでいる日本人と

しての目から見たアメリカの話を聞かせて頂きました。

【５日目】

コンコードより車で約 1時間半程にある『レンサムビレッジプレミアムアウトレット』に

連れて行ってもらいました。このアウトレットは 170 店舗が出店しており東アメリカにある

プレミアム・アウトレットの中では 2番目の規模を誇るアウトレットモールだそうです。

あまりの大きさに 1日ではとても見きれないほどでした、また週末の土曜ということもあり

とても混雑していましたが、お土産などアメリカのショッピングを楽しむことが出来ました。

その日の夜は他のホストファミリーの方々とボストン市内のシーフードレストランにて明

日のお別れを前に美味しい食事と楽しいひと時を過ごしました。

【６日目】

コンコード最後の朝。あまりにもあっと言う

間に過ぎた数日間。

正直６日間もホームステイだと長過ぎるので

はないか、飽きるのではないのかとも思ってい

ましたが、毎日がとても充実しており飽きるど

ころか、もの足りなささえ感じる朝でした。

そして、とても優しく我々2 人に接してくれた

コンコードの両親とも言えるジャックさんと

ナンシーさんとのお別れの朝。

日本語で話したとしても、伝えきれない位の感謝の気持ちを伝えたかったですが、自分の英

語力では簡単な単語しか話すことが出来ず、語学力のなさをこの時くらい悔やんだことはあ

りませんでした。

『Thank you very much. I never forget you』と英語で伝え、しっかりと握手をし『また

いつか、本当にいつの日か必ず２人に会いコンコードに来たいです。もし日本に来ることが

あれば、必ず七飯に寄ってくださいね』と日本語で話しましたが、気持ちは通じたようでし

た。『ジャックさん＆ナンシーさん!!本当にありがとう!! あなた達と過ごした数日間は私

の一生の宝物です。いつまでもお元気で!!』
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【ボストン、ニューヨーク】

ボストン、ニューヨークの観光もまた、いつもテレビなどで見る歴史的な建造物やボスト

ン美術館の絵画（ゴッホ、ルノアール!!）、自由の女神、等々見たいと思ってもなかなか見

ることの出来ない場所や物ばかりで最高に感動しました。 またニューヨークの５番街やブ

ロードウェイの街の中をいろいろな人種の人達に混ざって歩いている自分がまるで、映画の

世界に入り込んでいるようでとても不思議な感覚を覚え、刺激になりました。

【振り返って】

研修を終えてから１カ月半ほどになりますが、このレポートを作成している間も、あの日

の風景や交わした言葉を鮮明に思い出しています。言葉や文化、習慣の違いに躊躇していた

ことが馬鹿らしく思われるほど、素晴らしい人達と出会い、貴重な経験をしました。

あれほど自分を高めるために過ごすことのできた数日間は私の人生の中ではないと言って

もいいかもしれません。間違いなく視野も拡がったことでしょう。

それほど素晴らしい機会を与えていただいた七飯町には本当に感謝しております。これから

は、この恩を返すために自分が学んできたこと、経験してきたこと、国際交流の意義を町民

のみなさんに伝え、これからも続く七飯町とコンコードの交流に何らかの形でたずさわって

いきたいと思います。関係者の皆様、本当にありがとうございました。
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～コンコードを訪問して～

菅 原 崇 文（企業後継者）

自分は今回のコンコードの話を聞いたとき、「えっ？アメリカ？行かない、行けな

い」と最初は断りました。仕事はあるし英語はまったく話せないし、ましてやホーム

ステイなんて無理だと思いました。しかし、過去に行った方達から色々話を聞いたと

ころ絶対いい経験になると言われ「よし、アメリカを楽しんでこよう！」と参加を決

意しました。行くからには七飯の代表として少しでも多くアメリカの文化を吸収し、

七飯の方達へ伝えることが出来ればと思いました。

事前研修会では日常英会話やアメリカの習慣、文化、気候などを勉強しました。し

かし１１日間の長旅などしたことがなかったので準備に相当苦労しました。

いざ、函館空港出発！しかし、成田空港までは良かったが、成田からニューアーク

までの１３時間はきつかった。一睡も出来ず、映画を５本も観てしまった。

やっとの思いでボストンに降り立ち、人気の無い空港にはコンコードの人達が迎え

に来てくれていた。空港からはスクールバスでコンコード・カーライル高校へ向い、

各ホームステイ先のホストファミリー

初対面。自分がお世話になるホームス

テイ先はジャック＆ナンシー家だった。

その後、一緒にホームステイする中野

さんと共にナンシーが家へと連れて行

ってくれた。着いてからは６日間お世

話になる２階の部屋へと案内してくれ

た。自立して今は家にはいない２人の

娘達の部屋だそうだ。荷物を運び入れ

下に降りて少しするとジャックが仕事

から帰ってきた。２人にお土産の箸渡したら喜んでくれた。そしてジャックとナンシ

ーからはコンコードTシャツを頂いた。ナンシーが「ビャ～？」と言ったのでもちろん

「イエス？」と答えた。インスタントラーメンも作ってくれた。疲れていたので朝起

きられるか心配だったが夜中に何度も目が覚めてしまった。これが時差ぼけなのか？

翌朝、ジャックとナンシーが二人とも在宅仕事なので朝はわりとゆっくりだった。

ホームステイ中はいつもジャックがモーニングコーヒーを淹れてくれた。コーヒー片

手に広い庭に出て野生のリスなんかを見ながらの朝のスモーキングタイム、なんて贅

沢なんだ。にわにはにわにわとり・・・

タバコと言えばコンコードにいる間タバコを吸っている町の人はほとんどいなかっ

た。レストランなど公共の場所はすべて禁煙。タバコの値段も約７００円。州によっ
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ては税率が違うのでニューヨークでは約１，１００円。そりゃーほとんど吸わないわ。

１２日、コンコードタウンハウスに表敬訪問し、コンコードの歴史や町の仕組みな

どを聴き、特別に作ってくれた記念品を頂いた。その後コンコード・カーライル高校

に向かい校内を見学し、図書館で校長先生や教員の方達とランチをした。

デザートのケーキはものすごく甘かったが、アメリカではそれが普通らしい。ランチ

を終え、次に向かったのはオーチャードハウス。ここは日本でも有名な若草物語の著

者であるルイザメイオルコットが住んでいた家だそうだ。う～ん歴史を感じる。何と

なく知っていたが、アメリカの家は日本に比べて、でかくて広いて古い感じがなんと

もかわいい。

一旦家に戻り少し休んだ後、国際交流で中心となって協力してくれているカーティ

ン夫妻の家で開かれるパーティーに向かった。パーティーにはコンコードで暮らして

いる日本の家族も何組か来ていた。その場には第７代国際交流員のベンも来ていた。

なかなかのイケメンだ。特技はボイバ、これがまたかっこいい。１１月に七飯町に来

るので日本語を猛勉強中らしい。再会が楽しみだ。

翌１３日、この日は少し早めに起きて近くにあるウォールデンポンドへ散歩へ行っ

た。一応池らしいのだが、まあ湖ですね。天気は快晴、底が見えるほど澄んでいて周

りの木々が高揚していて綺麗だった。かわいいリスもたくさんいた。ウェットスーツ

を着て泳いでいる人がいたのには驚いた。しばらくして様々な美術館へ行った。めっ

たに観られない歴史的な物を見た。そして、腹が減ったのでコロニアルインで本場の

ハンバーガーを食べた。とてもでかかった。ついたあだ名が「ビーフマン」。

その後、スリーピーホロー墓地へ行った。広大な敷地

内には１９世紀の作家や思想家も眠っている。それから、

アメリカ独立戦争が勃発した場所でもあるオールドノ

ースブリッジへ行った。そこにはミニットマンという民

兵の像があった。

１４日朝からホームセンターや巨大スーパー、そして

自分がセブンイレブンで働いていることもありアメリ

カのセブンイレブンへ連れて行ってもらった。ランチは

レストラン９９で巨大なリブと巨大なサンデーを食べ

て死にかけた。ランチを終え、自然食品を販売している

デボラのナチュラルショップに行き、散歩がてら地図を

見ながら家に帰った。

その晩、全員で高校に集まりメインイベントのアニメ

ナイトが行われた。生徒や家族達とピザを食べ、コンコードで大人気のイカダンスを

みんなで踊った。
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１５日、この日はウィルソンと自分を含め５人で、少し離れたところにあるクラン

ベリー農場へ見学に行った。その帰りの道中、ウィルソンがレイサムアウトレットモ

ールに連れて行ってくれた。１～２時間ではすべてのショップを見ることは出来ない

くらい広かった。帰宅後、我が家でパーティーだ！高校にアメフトの試合を見に行く

予定だったが、雨だったため観にいけなかった。結果が気になる。

１６日、昨日行ったアウトレットモールへまた行くことになり、ゆっくりとお土産

なども見ることが出来た。その後、ホームステイ最後となる夕食をクラムチャウダー

で有名なリーガルシーフードレストランで食べた。

そしてとうとうお別れの朝を迎えた。別れというのはいつになっても寂しいもので

泣きそうになりながらも、ジャックとナンシーへ最高の笑顔で手を握ってコンコード

を後にした。

１１日間は長いような感じがしていたがあっという間だった。今回の研修ではアメ

リカの歴史や文化、また、豊かな自然に触れることができ貴重な体験が出来た。

このような機会を作ってくださった七飯町の方々、ジャック＆ナンシー、一緒に仲

間たち本当にありがとうございました！

自分はこの経験を一生忘れない。
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七飯町海外交流研修

～アメリカの歴史と文化の一端に触れ～

千 葉 仁（企業後継者）

まず最初に、今回の海外交流研修に参加させて頂く機会を与えて頂いた、七飯町役場

等関係者の方々に深く感謝申し上げます。

通常、企業等が企画する研修旅行や旅行会社のツアー等では体験出来ない、貴重な体

験をする事が出来た海外交流研修だったと私は思います。

その一端をご紹介させて頂くと 10月 11 日（月）出発当日函館空港集合後、羽田経由

成田発ニューヨーク（ニューアーク空港）行き、更に国内線乗り継ぎでボストン国際空

港に到着。函館から乗り継ぎを含め約 24 時間近くの長旅で初の日付変更線を越え、紛

れもない時差ボケからのスタート。空港では放心状態の中、コンコードの方々に迎えら

れ更にバスに揺られる事 30 分でやっとの思いでコンコード到着。各ホストファミリー

と緊張のご対面で不安のホームステイのスタートを切る事に。

フィリップとミリアムそしてソフィーに迎えられ始めてのホームステイ（6 日間）は

アットホームなアメリカの家庭を肌で感じる事が出来ました。

不安要素としてはやはり言葉の壁と思いきや意外にも食べ物で苦戦する事態に自分

でもびっくり！食べ物だけは自信が有ったものの料理の味付けと何と言っても量の多

さに（外食時）ジャパニーズを感じてしまいました。

食べる事はさて置きコンコードの街は想像していた通りの緑に囲まれた美しい町並

み（大沼の林の中に洋風建築の大きな家がゆったりと立ち並んでいる感じ）と歴史と文
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化を感じる事が出来る素晴らしい町でした。

隣町にはディスカウントの大型ショッピングセンター（コスコ）があり商売柄、非常

に楽しみにしていた店内を見る事が出来ましたがとにかく一つの量が多いのには驚き

ました。ハンバーガー用のバンズやホットドック用のパン、七面鳥は 1羽の丸焼き、ケ

ーキはＡ3版程の物からアイスは業務用並みが当たり前

これぞアメリカ！を垣間見る事が出来ました。（値段は日本円で 350～500 円位）

今回の訪問で気になる事が一つ有ったのですが・・・それは弊社製造の餅菓子（きびだ

んごベース）をコンコードの皆さんに食べて頂き、日本独特の食べ物がアメリカの方々

に受け入れてもらえるのかを知りたくて実際に食べて頂いた所、私が思った以上の好感

触を得る事が出来ました。（社交辞令をマイナスしても）いつか弊社製品もアメリカで

普通に食べられる商品の開発（詳細は秘密？）が出来る様、その時に備えクランベリー

バーグも視察させて頂き実りある研修になりました。

あっと言う間に 6日間のホームステイが終わりフィリップとミリアムそしてソフィーを

始めコンコードの皆さんには暖かく迎えて頂き心温まるおもてなしも受け本当に感激
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しました。心から感謝申し上げます。

涙、涙のお別れの後コンコードとは違った大都会のボストンを訪れ、こってこての関

西弁の何とも言えないミスマッチさが妙に安心できたガイドのせっちゃんの案内でア

メリカの歴史を感じながらボストンを満喫することが出来、翌日にはとてもスローな感

じでゆったり気分が最高だった汽車での移動で世界の中心「ニューヨーク」に到着（約

4時間の車中では全員爆睡？）

ニューヨークでは何と言っても“自由の女神”を見た時の感動は今でも鮮明に脳裏に

焼きついています。又、自由の国の象徴をテロから守る為のセキュリティーは空港並み

だったのも驚かされました。その他エンパイアーステートビルや車窓からのグランドゼ

ロ、ウォール街、セントラルパークにスラム街、とにかく見るもの全てに刺激を受け、

色々な国の人たちが自由の中に成功を夢見る国「アメリカ」にはパワーを感じた反面、
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日本のすばらしい所も改めて認識出来たのも今回の研修での成果だと私は思います。日

本では当たり前の事が日本以外では当然の様に当たり前ではない事実を肌で感じ、今ま

でどれだけ限られた中でしか物事を見ていなかったか痛感させられました。

今回、経験させて頂いた事を今後の社業に活かし会社の発展、更には七飯町に貢献出

来るよう努めて行きたいと思います。

最後に改めて今回の研修に参加するチャンスを与えて頂きました町長始め、七飯町役

場の関係者の方々並びに七飯町商工会の方々に感謝申し上げます。

「Thank you very much ！ 有難う御座いました。」
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海 外 交 流 研 修 を 終 え て

大中山小学校教諭 森武 史樹

≪渡米≫

成田空港を離陸！これから１４時間という長いフライトだ。２５年前、

初めて渡米し留学した時のことが頭をよぎる。コンコードのホームステイ

はどんな感じなのだろう… 今回同行している生徒たちも同じように期待

と不安を感じていることだろう… など２５年前と同じように思いをめぐ

らしフライトを楽しんでいた。しかし、１４時間は予想よりはるかに長い。

みんな大丈夫だろうか？“ひたすら耐えている”が適切な表現のようだ！

ようやくニューヨークの街並みが小さな窓から見えてくる、自由の女神

も見えた。ここは２２年前、ジュリアード音楽院受験の為に訪れた町だ。

胸が熱くなる。着陸し機内から外に出ると、いつも西海岸やハワイで飛行

機から降りるときにだけ感じる“あのアメリカの匂い”がしない！ 私が

アメリカの匂いと思っていたのは、どうやら西海岸の匂いだったようだ。

ニューアーク空港はケネディー空港と違ってマイナーな空港だ。荷物を

取ってセキュリティーチェック。ここではニューヨークからボストンへの

乗り換えチケットとパスポートが必要。みんなチケットをパスポートに挟

んで待機。が、チェックポイントで中学生女子１人にトラブル発生。行っ

てみると「これはなんだ？ボストン行きのチケットは？」とクルー。挟ん

でいたのは函館―羽田間のチケットだった。一緒に探すがなかなか見つか

らない。「出てきてくれ～！」ここで出鼻を挫かれるとキツイ！祈るような

気持ちで探した…。あった！が、彼女だけ連れて行かれた。念密な荷物チ

ェックのため。これもいい経験！

≪コンコード≫

ボストン空港では、お迎えが来ていた。黄色いスクールバスに乗ってコ

ンコードへ向かった。照明ひとつない真っ暗

なバスだ。３０分ほどでコンコード・カーラ

イル高校（CCHS）に到着。ダンディーノ先生

のバンドルームでホストファミリーとの対

面。緊張感と期待感が入り混じる瞬間だ。

私のホストファミリーはジョイス夫妻。ホ

ストマザーのクリスは自宅でアートスクー

ルをする芸術家で健康食派。ポニーテールの

白髪でとてもオシャレな女性だ。ホストファーザーのビルは建築資材を扱

う会社の社長さん。アイルランド系でステーキにバターをかけて食べるの
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が大好きな美食家。そして地下室には見事な鉄道のコレクションがある。

食事をしながらの話は尽きないが旅の疲れと翌日の早いスケジュールを気

遣ってくれ、シャワーを浴びたあと、ベットに入る。が、眠れない。時差

だ。結局、２時間の睡眠で学校に。

≪学校訪問≫

火曜日～金曜日の 4 日間、ソロー小学校、ウィラード小学校、コンコー

ド・カーライル高校の公立学校 3 校を訪問した。通訳も付き添いもなく、

まったくの単独だ。さすがに緊張する！毎日ホストマザーが送り迎えをし

てくれた。ありがたい。

◆ソロー小学校

◇校長室にて

訪問のスケジュール を確認している と児

童が全校の放送朝会の為に入ってきた。この

学校の放送は受話器を使うらしい。朝会の最

後は星条旗に向かっての誓約だ。ケリー校長

先生が、右手は胸に置き誓約しながら、星条

旗の場所を私に指さしてくれているのが右

の写真。毎日、全校児童と全職員が同じよう

に起立し星条旗に向かって誓約する。自由と夢を愛するアメリカらしい、

誰もが納得できる内容の誓約だ。ここでは、たくさんのギフトも頂いた。

◇カーラ先生のクラス

アメリカでは通常級で特別支援の児童が一緒に学習する流れを“メイン

ストリーム“という。教室に入るとカーラ先生がベンに「ベン、ミスタ―

Ｍに、みんなを紹介してくれない？」と促す。モリタケという名はベンに

は難しい。“ミスタ―Ｍ”、こういう言い方はアメリカではよくある。（私

の学生時代のアンダーソン教授もドクターＡだった）紹介が終わると、次

は「ベン、怒ったときはどうやって表現する？」写 真 ①「平和は？」写 真 ②「平

和を分けましょう！」 写 真 ③ と、感情表現のジェスチャーを見せてくれた。

① ② ③

この日は日本からゲストがベンに会いに来たということで、ベンも絶好

調のようだ。予定を変更して３０分ほど他の活動を見せてくれた。「次の質

問は何？ゲーム」 写 真 ④ はベンが質問してボールを投げ、受け取った子が質
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問に答える活動だ。ベンの質問は「好きなレストランは？」など。５年生

には幼い活動だが子どもたちの表情はすごくいい。最後にカーラ先生がみ

んなに「ベンと一緒に学んで感じたことをミスタ―Ｍに話してくれる？」

④ ⑤ ⑥

と問いかけた。ベンの成長ぶりを自分の手柄のように話してくれる子がい

た。 写 真 ⑤ また、"I never thought I can be as patient as I can be now

～"「自分がこんなに忍耐強くなれるなんて想像もしてなかった、自分の弟

との関わりも変わった。」と自分の成長を話している児童もいた。 写 真 ⑥ 互

いを尊重し合い、学び合う世界を作り上げているカーラ先生の力量を感じ

た貴重な訪問だ。

◇ペギー先生の特別支援教室

リーディング（読み）に困難性をもつ児童の個別指導。「エイ・アップル・

ア、ビー・バット・ブ、シー・キャット・カッ…」 写 真 ⑦ と読みの練習から

スタート。（実際の発音はカタカナでは表記が困難）この読み練習は日本の

英語教育にも取り入れたらよいと思うリスト・ナンバーワンだ。このメソ

ードを使い、毎回読んでいるショートストーリーを補助具の棒を使って音

読している。写 真 ⑧ 最後はゲームをしながらカードの音読。教師の専門性の

高さを感じたと同時に専門性の高いスペシャリストが配置されているアメ

リカの教育の姿勢が垣間見られた。

⑦ ⑧

◇その他、特別支援のベス先生と小川の畔でディスカッション、スー先生・

カレン先生とランチ、トム先生のクラス、ローレル先生のクラスなどを訪

問した。児童や先生方からたくさんのおみやげや手紙を頂いた。
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◆ウィラード小学校

◇アメリカでは、スクールバスが停車して子どもたちが乗り降りする時、

バスの前後についている赤信号が点滅する。この時には他の車は停車が義

務付けられており、通過することはできない。子どもは不注意であること

が前提の法律だ。

◇図書館教諭の授業参観

子どもたちが選んで読んだ図書の内容をプロジ

ェクターで映しながらプレゼンテーションし、エ

リカ先生が撮影していた。図書室だけでなくすべ

ての教室に、このような立派なスクリーンとプロ

ジェクター、PC がそろっているのには驚いた。教

育予算の桁の違いを感じる。

◇特別支援教室訪問

ここでも専門の先生が多いのに驚く。言語スペ

シャリスト、臨床心理士、理学療法士、作業療法

士など。渡島では療育センターや医療機関にしか

いない専門家が配置されている。右の写真は書く

ことに困難性をもつ児童の学習の様子。

◇メインストリーム

通常級の一角で２人の児童が集中して学習に取

り組んでいる。壁に囲まれていることで安心感を

感じ、集中できるタイプの児童だ。課題の内容は

他の子と同じ。写真には写っていないがこの児童

担当教員もいる。

◇パトリシア校長先生と給食＆学校ツアー

校長先生と給食。数種類の給食と持参の弁当か

ら選べる。給食の場合はプリペイドカードを使用。

給食後は校長先生による学校ツアー。昨年新築さ

れ た ば か り の き れ い な 校

舎。目に留まったのは、図

工室。絵具や筆などの教材

がすべてそろっており、児
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童の忘れ物による生徒指導の必要がない環境だ。ここでもたくさんのギフ

トを頂く。

◇3 年ジェニス級

日本についての質問 を受け答えして いる

ところ。ジェニス先生が写真を撮ってくれ

CD をわざわざ届けてくれた。

◆コンコード・カーライル高校

◇図書館にて会食

七飯訪問団の大人と コンコードの高 校職

員、校長先生、教育長さんなどと図書館の３

階で会食。日本語英語両方話せる人がそれぞ

れのテーブルに必要とのことで、私は教育長、

校長、七飯副町長と同席。が、みんな気さく

で話しやすい。教育長と校長が州の教育担当

者の愚痴を言っていたのを聞き、アメリカも

日本も一緒なんだと感じた。

◇特別支援教室訪問

大 き な ス ペ ー ス で 生 徒 と

教 師 が マ ン ツ ー マ ン で 学

習。左の写真の生徒は会話

を す る た め の 文 字 ボ ー ド

が つ い た 全 自 動 の 車 い す

に乗り、この PC を使って

コミュニケーションを取る。校舎はすべてバ

リアフリーでどこにでも自由に行ける。

◇弦楽オーケストラ＆コンサートバンド

アメリカの高校では、オーケストラや吹奏

楽はクラブではなく授業だ。この授業を受け

るには音楽の基礎の授業や楽器の基礎の授

業を履修し、さらにオーディションを受けて

入れる仕組みになっている。だから楽譜の読

めない生徒はいない。吹奏楽は初級バンドと

上級バンドがあり、それぞれ 100 人近いメン

バーがいた。 弦楽オーケストラではちょう

ど役員選挙の日だった。生徒たちに選挙の正

しい手順と進め方を確認しながら和気あい
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あいと進めていた。予想していたよりも演奏のレベ

ルが高かった。

≪パーティー≫

毎晩のようにどこかのホストファミリーの家でパ

ーティーに招待され、ホストマザーと一緒に出かけ

た。皆大きな立派な家だ。いろいろな方と出会う楽

しいひと時。その中で面白い出会いがあった。ジャ

ネットだ。子供の時、日本に住んでいてペコちゃん

のモデルだったという方だ。おじさんが有名な画家

でその絵が元になり、ペコちゃんになったらしい。

それからＣＣＨＳでのピザ・パーティー。昨年までポットラックパーテ

ィーだったらしいが、公共の場で持ち寄りの食事での食中毒を懸念する意

見があがり、オーダーしたピザになった。ここでは、ボビーが作成した「い

か踊り」のＤＶＤを見た後、みんなで踊り盛り上がった。

また、パーティーでは留学時代には学ばなかった言葉を一つ学んだ。「二

日酔い」だ。英語ではハング・オーバーと言うそうだ。訪問団の 1 人が二

日酔いを伝えようと電子辞書を調べて見せたら爆笑されたらしい！

≪自由時間≫

自由時間はホストマザーのク

リスが私のしたいことをよく聞

いてくれ、計画的に連れて行っ

てくれた。幸い趣味が合い話も

盛り上がった。ボストン交響楽

団の演奏会、コンコード管弦楽

団の演奏会、生バンド演奏のあ

るお洒落なバー、教会、ショッ

ピングなど。また、ホストファーザーのビルは、クリ

スが作った、と～ってもヘルシーな夕食のあと、「フミキ、アイスクリーム・

サンデ食べにいこう！」と健康食派の奥さんの渋い顔を横目に見ながら、

うれしそうに言っていた。子供のような笑顔が印象的だ。口数少ないビル

だが、娘から電話が来ると別人のようにお

しゃべりになる。素敵なお父さんだ！

≪出発≫

短い 訪 問 でも 濃 い時 間 を過 ご し たこ と

もあって、女生徒はほとんど別れを惜しん

で泣いていた。あまり泣かないアメリカ人
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だが、もらい泣きする大人もいた。現地の Junko さんが、交流の成功度は

この時の泣いている人数でわかると話していた。そういう意味では今回の

交流はかなりの高得点だ。名残惜しいが出発の時間！ 見送られて観光バ

スで出発。

一週間のコンコードの手厚い歓迎は私にとって特別なものだった。通常、

個人で米国を訪れ、このように町を挙げて歓迎を受けることはない。コン

コードと七飯が姉妹町としてこれまで築いてきた交流の積み重ねの成果だ。

この事業に参加できたことを本当にありがたく思った。そして自分は何を

学び、何を伝えることができたのだろう？ この交流の事業に自分はどう

貢献できるのだろう？ 同行した生徒たちは何を受け止めたのだろう？

など考えながらボストン到着だ。

≪ボストン≫

コンコードでは訪問団全員

が一緒に行動することはなか

ったが、これからは一緒の行

動だ。トリニティー教会、ハ

ーバード大学、MIT、ボストン

美術館などをさら～っと見学

しホテルにチェックイン。そ

の後、歩いてシーフード・レ

ストランへ。帰りはスーパー

でショッピング。子どもたちは本当によ

く値段をチェックしている、買い物は子

どもたちの買うものを見ながら選んだ。

こ こ で は 自 分 で 会 計 を す る マ シ ー ン

に初遭遇。買い物かごを左のテーブルに

乗せ、商品をスキャンし右のかごに乗せ

る。全部終わって右と左の重さが同じで

あることを自動で感知して会計だ。なん

で も 自 動 に す る ア メ リ カ ら し い マ シ ー

ンだ。

ホテルはちょっと古かった。高校生３

人の部屋の窓の取っ手が取れていて閉まらない。閉めに行くが取っ手なし

では無理だった。フロントに頼むと吸盤つきのツールをすぐに持ってきて

閉めてくれた。この日の夜は、久しぶりに日本語でのトークだ。みんな集

まって、コンコードと七飯の交流の在り方などについて盛り上がった。

翌日は、コンスティチューション号という船を見学、クインシーマーケ
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ットでショッピング、そして、アムトラックという鉄道でニューヨークに

向かった。

≪ニューヨーク≫

２ ０ 数 年ま え の ニ ュ ー ヨ

ーク より 安 全に なっ た 印象

を受けるが、ＮＹはＮＹだ。

夜に 生徒 を 引率 して 町 を歩

くには気が張る。また、ホテ

ルか らレ ス トラ ンま で 歩い

て移動だ。しかも、もうボス

トンではない。夜のＮＹだ。

道は暗く、人が多い。大人で

生徒を取り囲むように歩いてはいたが、酔

っ払 いの ホー ムレ スが 生徒 の行 く 手 を阻

んだ時には焦った。列の最後尾でチェック

しながら歩いていたので、すぐに間に入っ

てあげることができなかった。幸い怪我や

紛失 物は なか った がビ ック リさ せ て しま

った。酔っ払いは目が合うと吸い込まれる

ように寄ってくるものだ。東京などで生活

しているとわかると思うが、北海道人だ。

その 時は 酔っ 払い やホ ーム レス の 目 を見

ないように伝えた。

ホテルはボストンよりきれいだった。翌

日は、自由の女神、グランド・ゼロ、エン

パイアーステートビル、ハーレム、ナイキ

タウン、タイムズ・スクエアーなどをさら

ーっと見学。それにしてもバスの臭いのに

はやられた。いったい何を積んでいたんだ、

この運転手！

みんなとせっかく仲良くなり始め、チー

ムとしての一体感が出てきたところだが、

もう帰国前日だ。なごり惜しい。食事時に

は「コンコードに帰りたい。」「ＣＣＨＳに

留学したい。」「白い米が食べたい。」「留学

はしたいけど食事が無理。」などいろいろ
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な声が聞かれた。

≪帰国≫

なごり惜しい気持ちでアメリカに別れを告げて出発。また、長いフライ

トだ。帰りの座席はみんなバラバラだ。疲労が重なった上にフライトの疲

労が重なる。また忍耐の時間だ。

成田到着後はすぐバスに乗車し羽田に。羽田では少し時間があった。と

にかく、みんな日本食が懐かしい。うどん、おにぎり、わかめなどを買っ

て食べていた。が、生徒たちはアメリカンになっていた。空港のフロアで

くつろいでいる。

やっと函館に到着。お迎えの方々もたくさん来ていた。簡単な挨拶があ

って解散。生徒たちは、翌日は休養日。うらやましい。が、先生は出勤だ！

≪おわりに≫

生徒たちにとってアメリカを知るにはあまりにも短い期間だった。が、

言葉にはできない多くを吸収した研修だったと思う。ここで若い心に蒔か

れた種がどのように育ち、どのようは花を咲かせるのかはわからない。想

像するとワクワクする。

アメリカは自由と夢の国。本気の発言ではないと思うが食事が合わない

ことで留学を諦めるのは割に合わない気がする。たしかに食事は合わなか

った。が、自分の思いを素直に伝えると道は開かれる。それがアメリカだ。

思いを伝えれば、日本の米と炊飯器などの本物の日本食がコンコードのホ

ストファミリーの家に喜びをもって登場するだろう。そして本物を提供で

きるようになったことを誇りに思ってくれるだろう。伝えないで留学を諦

められることのほうが本人にとってもアメリカにとっても悲劇だと思う。

味付けされていないハンバーガーに「ケチャップくれ」と言えば喜んでケ

チャップやマスタードをくれる。失礼ではない。誰の口にも合う味付けに

できるように、味なしのハンバーガーが出てくるのだ。アメリカはオーダ
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ーメイドの国でもある。

コンコードと七飯の若い心に国際人としての感覚が育ち、この研修でま

かれた種が、世界で一つだけの花に成長することを期待して… The End
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ホストファミリーとの対面式

～コンコードを訪問して～

七飯町副町長 馬 場 修 一

七飯町とコンコードは、平成９年１１月に姉妹提携をいたしましたが、姉妹提携の調印

に至るまでの準備期間も含め、これまでに１０４名の中高生並びに２１名の町民と１７名

の引率教員をコンコードに派遣しています。

今年度は、８名の中高生を始めとして、町民や引率教員を含め１４名で１０泊１１日の

予定でコンコードに向けて１０月１１日に出発しました。

出発当日は、天候にも恵まれ、保護者や家族の皆さんの見送りのなか、訪問団一同は心

を弾ませて函館空港を出発し、成田空港を経て、現地時間の午後４時３０分にニューアー

ク空港に到着し、ここで、最初の難関である入国審査を受け、ボストン行きへの飛行機に

乗り換え、ボストン空港には午後８時に到着しました。

七飯町から丸１日をかけての移動で訪問団員も少々疲れ気味でしたが、ボストン空港で

はコンコードの皆さんが大きく手を振りながら、温かい笑顔で迎えていただき長旅の疲れ

も一挙に癒される思いでした。

その後、スクールバスでコンコードカーラ

イル高校に行き、ホストファミリーとの対面

式をした後、それぞれのホームステイ先へと

向かいました。

これから、片言の英語でホストファミリー

をはじめ、コンコードの皆さんと７日間一緒

に過ごすと思うと不安と緊張が高まる一方で

した。

コンコードの概要については、七飯町のホームページでも紹介されておりますが、コン

コードは七飯町と同緯度にあり大西洋岸のボストンの北西約３０キロに位置しています。

ちょうど、函館、大沼間ほどの距離になります。このため、四季もはっきりしており、

気候も七飯町と同じようで、私たちが訪れた１０月の気温は七飯町とさほど変わりなく、

紅葉も始まりかけていました。

面積は、七飯町のおよそ３分の１の６７.３平方キロ、人口は１５,３００人の大都市近

郊型の典型的な町です。

また、自然が多く、日本のように住宅が軒を連ねているのではなく、自然の中に住宅が

点在し、別荘地のような雰囲気を醸し出しています。
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コンコードタウンハウス前の街並み

町の中を車で道を走っていると、リ

スなど野生の小動物が現われたり、樹

木や植物も七飯町と同じようで、まる

で大沼の周遊道路を走っているような

感覚を覚えました。

コンコードの方々の就業状況をみる

と、サービス業、公務員、卸売業の３

次産業が約９０パーセントを占め、そ

の多くがボストンに勤務しています。

そのためか、タウンハウス（役場のよ

うな所）で話しを伺うと、これ以上、人口が増えることは望んでいなく、開発を避け自然

を保全し、田舎の雰囲気を残しながら観光に力を入れていると述べていました。

コンコード滞在中は、コンコード町内だけではなく、クランベリー農場などのコンコー

ド近郊にも足を延ばしましたが、山地がなく、どこまでも地平線が続き、空がとても広く

感じられ大地の広さというものを感じました。

先に述べたように、コンコードの方々は初対面にも関わらず、私たちにとても温かく親

切に対応していただき感謝の気持ちでいっぱいです。

コンコード滞在中は、コンコード町内や近郊を案内していただきましたが、その際に通

訳のために同行していただいたのは、コンコードに住んでいる日本人の方々でした。

コンコードにこんなにも日本人がいるのかと驚くと同時に、海外で活躍している日本人

を見て、今回の訪問団の中高生は、いつかは私も海外で活躍したいと思い巡らせているこ

とを願っており、また、そうであって欲しいとも思っています。

また、引率教員を始めとする一般町民の皆さんは、アメリカの授業の仕方を視察するた

め単独での学校訪問、自社で製造した食品のセールス、自分の職業としている仕事をコン

コードで実際に体験するなど、目的意識をしっかりと持った行動に敬意を表したいと思い

ます。

中高生は、コンコード滞在中はコンコードカーライル高校の授業へ参加するとともに、

ホストファミリーとアドレスの交換をするなど、しっかりと交流を果たしており、最終日

の別れの朝には、涙で別れを惜しんでいた光景は交流の深さを物語っていると感じていま

す。
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コンコードの皆さんとお別れの朝

最初は、中高生を一人でホームス

テイさせることに多少の不安はあり

ましたが、この７日間で家族同様に

過ごしたようで、彼らの勇気と行動

力に感服しました。

今回のコンコード訪問を通して感

じたことは、コンコードと七飯町と

のこれまでの交流がしっかりと根付

いており、その輪が確実に広がって

きていことです。

文化や生活習慣、言葉の違いを乗り越えて続けてきた交流は、お互いの心をしっかりと

結んでいると言えるでしょう。

コンコードの皆さんは、平たい言葉で言うと「本当に良い人たち」ばかりです。

コンコードの皆さんが、今度七飯町を訪れた時にはコンコードの方々のように友愛を込

めて最高の笑顔で迎えたいと痛感しているところです。

国際化が当たり前の今日において、平成９年に姉妹提携をしてから平成２４年で１５周

年を迎えますが、七飯町を誇りに思い、また、日本の文化を大切にし、コンコードの生活

習慣や文化を尊重しながら交流を続けていくことは非常に意義のあることだと考えていま

す。

七飯町が実施してきている海外派遣事業が、今後とも、子どもたちをはじめとする町民

の国際感覚の情操や海外での活躍の足がかりになること祈念いたします。

今回の海外派遣事業の実施に当たり大変お世話になったコンコードの皆さんに感謝とお

礼を申し上げ、そして、平成２２年度七飯町海外派遣交流事業にご協力いただいた団員の

皆様にお礼を申し上げます。

コンコードの皆さん、次にお会いすることを楽しみにしています。
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コンコードとの交流について

七飯町生涯教育課 山田 央

はじめに

2010 年 10 月 11 日から 21日までの 11日間の日程で行われた海外交流研修は、姉妹都市

である米国マサチューセッツ州コンコード町へ中学生 5 名、高校生 3 名、引率教員 1 名、

町内商業関係者 3名そして役場職員 2名の計 14名で訪問した。

交流研修の目的は、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

バルな国際視野に立つ豊かな人材を育成することにあるが、参加者それぞれが持つ目的意

識は、研修の過程にあり、その成果は、さらに将来へ向けて設定される新たな目的へと繋

がった時に、はじめて問われるものと思われる。

因みに、私が今回の訪問において自身へ課した目的は「コンコードという町を知ること」

「コンコードについて広く町民に伝えること」「将来を担う子供たちを無事に帰国させるこ

と」の３つである。よって「伝える」という目的が、帰国後から遂行されるものである為、

その目的が充分に果されていないと考える。そういった意味で、私にとっての研修はまだ

終わっていないと理解しているので、本報告はあくまで中間的なものと捉えている。

さて、報告に先立ち、我々14名を温かく迎えてくださったコンコードのホストファミリ

ーの方々、そして、今回の研修の準備に奔走された CCNN（コンコード・カーライル・七飯

ネットワーク）の皆様には、この場を借りて心より御礼申し上げます。我々が充実した研

修を無事に終えることが出来たのは、偏に皆様の心遣いによるものです。

コンコードという町

コンコードという町は、1635 年に先住の

人々から平和的に土地を得て、町としての

母体が始まったといわれます。しかしなが

ら、それ以前からヒトが住んでいたという

ことは、コンコード・ミュージアムに収蔵・

展示されている考古遺物からも明確で、日

本で言うところの縄文時代に対比される時

代からすでに生活の痕跡が見つかっている

ことが伺えるし、日本同様に石鏃や土器な

どが発掘されている面から考えても、コン

コードの先史時代では、狩猟・採集を基盤にした生活様式であったと想像できる。

他民族（ネイティブアメリカン）から平和交渉によって土地を得ているというコンコー

ド町の始まり方は、一方で、略奪的に土地を占有した歴史をもつ他の地域に比べると、コ

ンコードの先人たちの英断と意識の高さが感じられ、素晴らしい歴史を持つ町としての印

コンコードでみかけたリンゴの木
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象を受けた。このような意識や他民族への理解を持つ歴史が「調和」というものを重んじ

る風潮や、遠い日本の七飯町への理解を持とうという意識にも繋がっているように感じた。

さらに潜在的にある彼らの「調和」の心は、ヒトに限らず自然や歴史へも向けられている

ようで、町の至るところに巨樹・大木が見られることや、多くの自然が、現在生活をして

いるヒトと共存する形で残されていること、明治期から変わらない作り方の牧柵が今も使

われ続けているなど、町のあちこちで、過去と現在が調和するように混在しているのが印

象的であった。

さらに、自然分野に焦点をあてると、私がコンコードで見てきた樹木の種類や野鳥、そ

して、過ごした日々の気温などから七飯町と似た気候であることが伺えた。ただ、樹木に

関しては、七飯町よりもやや北側に多く見られるものが、平地で確認されたため、やや寒

冷なのかもしれない。

また、コンコードのあちこちで見られる湿地や湖沼は、あたかも七飯町を代表する景勝

地「大沼」を彷彿とさせる。恐らく、これまでの交流の中で行き来した両町の多くの人が、

このような環境について似ていると感じたことと思う。

しかしながら、コンコードには七飯町にあるような駒ヶ岳や横津岳のような高い山が存

在せず、緩やかな丘陵があちこちにみられる程度であり、同じ内陸に位置するコンコード

町と七飯町は、眺望という点で異なった印象を受けたこと、また、傾斜があまりない環境

のためか、町でみられる川は緩やかに流れ、時が止まったかのような錯覚に陥るほど穏や

かな雰囲気が感じられたことなど、マクロ的に町を観察するとその違いは明確だった。

個人的には、コンコード町の自然を眺めて

きた中で「ウォールデン・ポンド」と呼ばれ

る湖がとても美しく印象的だった。大沼に比

べると小さな湖であったが、とても透明度が

高く、現地の方々が泳いでいる姿を目にした

ほどである。また、湖のまわりを取り囲む広

葉樹や針葉樹が森を形成し、多くのリス達が

走り回るという環境は、七飯町で余り見るこ

とが出来なくなった光景のように感じた。

コンコードで培われた自然はとても美し

かった。現在、七飯町で大沼の水質改善に取

り組んでいるが、水質だけではなく周りの環境から整え、長期的に歴史の感じられる町や

自然を残すことも必要なのではないかと考えさせられた。

コンコードの人々

今回の交流で出会ったコンコードの人々は、皆温厚で優しかった。このことは、七飯町

が国際交流事業として、コンコード町と親交を深めるようになり 13年という年月を費やし

ているひとつの成果とも考えられる。この間に培われた両者の親交が親密なものであるこ

とを私たち訪問団はすぐに感じた。彼らは非常に友好的で、我々に不便を生じないように

紅葉の美しかったウォールデン・ポンド
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ホームステイ先の選定から、細かなタイムスケジュ

ールの作成など、見えない努力を惜しまずに動いて

くれたのだと感じた。

私がお世話になったホストファミリーは、コンコ

ード・カーライル高校で教師をしているディビット

氏の一家でした。とても紳士的で、私が片言の英語

で話すのに対し、彼は片言の日本語で対応してくれ

ました。なんとかお互いに対話するのに必死な感じ

は否めませんでしたが、日数を経るごとに、会話が

通じなくても、思いは伝わっていたように感じまし

た。また、彼は、私の職業が学芸員ということを配

慮してくれ、時間を作ってボストン市内のサイエン

ス・ミュージアムなどへ連れて行ってくれましたし、

アメリカで一番おいしいと評判のハンバーガー屋へ

も連れて行ってくれました。お陰で、色々な意味で、

この研修が稔りあるものとなりました。この場を借

りて、ディビット夫妻には感謝すると共に、今回こ

こまでの接遇を受けることができたのも、これまで

の交流事業の恩恵と思います。

研修内容について

これまで、多くの方々がコンコードでの研修成果について報告しているので、本報告で

は、アメリカ独立戦争勃発地であるオールド・ノースビレッジやミニットマンの銅像、「若

草物語」に関係するオーチャードハウスについては割愛する。

これまでの研修で報告されなった事柄として、学芸員という立場でコンコード・ミュー

ジアムを訪れ、キュレーター（学芸員）のディビッド・F・ウッド氏に展示資料の解説や博

物館運営、資料の保管環境などご教授いただいた。また、特別にバックヤード（収蔵室）

を見学させていただき、普段見せることが

ないという一振りの日本刀とアイヌのも

のと思われる弓矢を見させていただいた。

どちらも 1850 年ころ日本から持ってきた

ものといわれているので、とても興味深く、

どのような経路によってコンコードに至

ったのか想像するとワクワクした。日本か

らもたらされたこれらの資料に関して、個

人的な所見をいくつか申し述べさせてい

ただき、お互い何らかの資料が見つかった

ら連絡することを約束した。

コンコード・ミュージアム

スリーピーホローにあるホイラーの墓
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ほかに、コンコード町内にある墓地にウィリアム・ホイラーの墓があることを知ってい

たので見学に連れて行って頂いた。ホイラーはコンコード出身で、明治時代はじめに北海

道の開拓の為に雇われた外国人教師の一人で、札幌にある時計台の設計や、北海道大学の

2 代目教頭として尽力した。七飯町とは、明治期に２件建てられた家畜房といわれる建造

物の基本となる設計をした人物として関わりがある。これまで写真ではみていたが、実際

にホイラーの墓を見ることが出来とても感慨深いものがあった。

また、あわせてホイラーが晩年に住んだという家がまだ残っていることを知り、その場

所まで案内してもらった。長い年月が過ぎても現役で建物が残っていることにも驚いたが、

改めて歴史を大切にする気風を感じずにはいられなかった。

今回の研修目的の一つである「コンコードという町を知ること」に関して、限られた期

間であったため、なかなかその成果をあげることが出来なかったと反省しているが、見る

もの感じるもの全てが新鮮で、異文化を知ることが、すなわち自分たちの文化やいま現在

を知ることに繋がるのだということを痛感した研修だった。

交流のこれから

大辞泉によれば、交流とは「互いに行き来すること。特に、異なる地域・組織・系統の

人々が行き来すること。また、その間でさまざまな物事のやりとりが行われること。」とあ

る。確かに今回の交流事業の目的に違わないものである。しかしながら、今回の研修に参

加させて頂き、そろそろ人の行き来という交流だけではなく、両町が教育的にも経済的に

もさらに発展する為に「何か」をできるのではないかという可能性を感じた。冒頭で述べ

たような、コンコード町を訪れた者だけが、その先に新たな目標設定を持てる場を創作す

ることも必要だが、お互いの町が「交流」の概念から一歩進み、それがどのような分野で

あるにせよ、お互いの町の発展の為に協同できる「何か」を模索する時期に来ているので

はないかと思った。 実際、個々の交流はこの「何か」をなす為の裾野を広げる為には必

要なことであるが、その先のビジョンがないと、いつもと変らない事務的なイベントに陥

ってしまうのではないかと懸念した。以上、今後の課題を含め報告とする。



62

七飯町中高校生海外交流派遣研修要綱

（目的）

第１条 この要綱は、教育、文化、スポーツ等による交流を通じ、国際理解とグロー

バルな国際的視野に立つ豊かな人材を育成することを目的として、七飯町立中学校

並びに北海道七飯高等学校（以下「公立学校という。」）に在学する中高校生を、本

町の姉妹提携都市、米国マサチューセッツ州・コンコード町に派遣することに関し

必要な事項を定める。

（派遣資格及び人員）

第２条 公立学校に在学する中高校生で保護者から承諾を得た者及び町立小中学校並

びに北海道七飯高等学校（以下「各学校」という。）に勤務する教員とし、員数は次

項のとおりとする。

２ 公立学校の中高校生については、次のとおりとする。

（１）七飯町立中学校 第２学年の生徒 ５名

（２）北海道七飯高等学校 第２学年の生徒 ３名

３ 教員については、各学校の推薦者から１名を選考する。ただし、町長が特に必要

と認める場合は公立学校に勤務する教員の中から直接１名を指名することができる

ものとする。

（研修内容）

第３条 米国マサチューセッツ州・コンコード町及び米国東部地域内における交流研

修とする。

２ 研修期間は９日から１１日間の範囲とし、コンコード町及び近郊においてのホー

ムステイ、学校での授業体験を主に交流研修するものとする。

３ 教員については、現地学校において授業を行うものとする。

（参加要件）

第４条 交流研修の参加要件を次のように定める。

（１）心身ともに健全で、協調性に富み、規律ある団体行動がとれる者

（２）海外での交流研修に熱心で、帰国後積極的に交流研修事業に協力できる者

（選考）

第５条 学校長は次のとおり派遣者を選考するものとする。

（１）全校生徒並びに教員に募集の趣旨を公表し、応募のあった者から適格者を選

考する。

（２）学校長は、選考した者について町長に推薦するものとする。

（３）町長は、推薦のあった者から派遣者を決定するものとする。

（派遣費用）

第６条 派遣に係る費用として、交通費、宿泊料、旅券代、渡航手数料、旅行保険料

等の経費について町が負担し、参加者負担金を３万円とする。

（事前研修及び事後の活動）

第７条 海外交流研修の目的を達成するため、故郷七飯町やコンコード町の特色、文

化、海外旅行の心構え、英会話等を事前に研修するものとする。

２ 派遣者は、帰国後に研修の成果としてレポートを提出するものとする。
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３ 町は、広報紙、ホームページ等により研修の成果を広く住民に周知するものとす

る。

（補則）

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。
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七飯町民海外交流派遣研修要綱

（目的）

第１条 この要綱は、文化、スポーツ、産業、経済等による交流を通じ、国際理解と

グローバルな国際的視野に立つ豊かな人材を育成することを目的として、本町の姉

妹提携都市、米国マサチューセッツ州・コンコード町に町民を派遣することに関し

必要な事項を定める。

（派遣資格及び人員）

第２条 派遣者は、町内に住所を有し３年以上居住している者とする。

２ 派遣者は、１８歳以上とし高校生を含まないものとする。

３ 派遣者が学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条の規程による大学等の学

生で町外に住所を有している場合は、保護者の住所要件を勘案する。

４ 派遣者の数は、予算の範囲内とする。

（研修内容）

第３条 米国マサチューセッツ州・コンコード町及び米国東部地域内における交流研

修とする。

２ 研修期間は９日から１１日間の範囲とし、コンコード町及び近郊においてのホー

ムステイにより、文化、スポーツ、産業、経済等について、交流研修するものとす

る。

（参加要件）

第４条 交流研修の参加要件を次のように定める。

（１）心身ともに健全で、協調性に富み、規律ある団体行動がとれる者

（２）海外での交流研修に熱心で、帰国後積極的に交流研修事業に協力できる者

（選考）

第５条 町長は公募により応募のあった者から面接試験により適格者を選考する。

（派遣費用）

第６条 派遣に係る費用として、派遣者１人１回について、交通費、宿泊料、旅券代、

渡航手数料、旅行保険料等の経費について町が負担し、参加者負担金を二分の一と

する。ただし、特定の目的を定め、特に町長が認めた場合はこの限りでない。

（事前研修及び事後の活動）

第７条 海外交流研修の目的を達成するため、故郷七飯町やコンコード町の特色、文

化、海外旅行の心構え、英会話等を事前に研修するものとする。

２ 派遣者は、帰国後に研修の成果としてレポートを提出するものとする。町は、広

報紙、ホームページ等により研修の成果を広く住民に周知するものとする。

（補則）

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。
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北海道新聞 ２０１０年（平成２２年）１０月８日（金）
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函館新聞 ２０１０年（平成２２年）１０月８日（金）
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北海道新聞 ２０１０年（平成２２年）１２月１４日（火）
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函館新聞 ２０１０年（平成２２年）１２月１５日（水）
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北海道新聞 ２０１０年（平成２２年）１２月３日（金）
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函館新聞 ２０１０年（平成２２年）１２月２６日（日）
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