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JAPANESE STUDENTS VISIT

CONCORD, MASSACHUSETTS, USA

On Oc tober 5 t h , I vi si ted Concord, Massachusetts in the United States of

America, wi th a group of th irteen Nanae cit izens . This delegat ion consis ted of e ight

students, th ree farmers , one teacher, and one town o ffice worker . It was my first

time retu rn ing to Concord since I arr ived in Nanae on October 23 r d , 2008. Like

most people facing a simi la r s i tua tion , I had some expecta tions , some fee lings of

exc itement , and most o f all , a dete rminat ion to ass is t the de legation in any way

possib le whi le in the United States .

Of course , h aving lived in the United Sta tes fo r ove r twen ty years , I have

become very used to and acc limated to American society and i ts cultu re . There was

not go ing to be a n instance or aspec t o f American society that I would be

unfamil iar wi th . Thus, I d id not have any uncertainties re tu rning to the Uni ted

States .

As expected, there were many laughs be tween Japanese students and

American students , and between American and Jap anese adul ts . And even though

we advised the students on what to expec t in the United States , there were many

unexpected ac tivit ies fo r the students and fo r thi s wri te r . Perhaps the b iggest

surprise came on the th i rd day o f our vis i t to Concord . On tha t day, the students o f

the Nanae delegation we re schedu led for an inte rvie w at the local h igh school ’s

te levis ion studio . Upon arr iva l at the school’s te levision studio , Mr. Dav id

Nurenberg, a teache r at the local high school and major con tr ibuto r to the Nanae-

Concord Sis te r-City re lationsh ip, handed me a list o f ques tions and in fo rmed me

tha t the inte rview would be b roadcas ted to all o f Concord and Carl is le , a

neighboring town, and that I would be conducting the in te rview. This was a mos t

unexpected surprise . I only had five minutes to prepare the s tudents fo r the

inte rvie w and t ranslate the questions that Mr. Nu renberg presented to me. My

abi li ties as a trans lato r and as a news anc hor were go ing to be put to the test . The

inte rvie w took approximate ly fi fteen minutes. Overall , the in te rview proceeded

without a prob lem. T he students unders tood my Japanese and answered a ll

questions to the best o f the ir abil it ies . Fro m th is experience, I real ize that I need to

improve my Japanese skil ls !



15

Perhaps the gre atest sa ti s fact ion that I received from the t rip c ame from the

enjoyment tha t the de legation members expe rienced. At firs t , s tudents seemed shy

and uncertain about how to act in the Uni ted States , an un fami liar environment .

Howeve r, soon afte r spending time with host famil ies and experiencing communi ty

events , s tudents steadi ly warmed up to th eir opportune situat ion. I was very

pleased to see Nanae students connected with Concord students and o ther ci tizens

from Concord .

Students appeared to enjoy eating a varie ty of American food . In p articula r,

Hawaiian pizza was a no ticeab le hi t . Hawai ian p izza is a popular pizz a d ish in the

United states with p ine apple and ham toppings . Mr. Al Dent ino, the d irec to r o f the

various s tudent bands at the local h igh sc hool, and Mr. David Nurenberg dec ided

(on two separate occasions) to orde r p izza for the Nanae s tudents from New

London’s Pizza , a pizza shop located in the cen ter o f downtown Concord . Afte r

eat ing a ll o f the pizzas , the Nanae studen ts were amazed at not only how much they

ate , bu t also how delicious the pizz a tas tes in Concord . One of the o lder s tudents

said afte r ea ting, “cho umai !” Clearly, p izza from Concord would be one of the

foods Nanae students would miss from America .

The trip to Concord with the Nanae delegation was an invaluable expe rience

tha t I wil l always re member fondly. I e xperienced many un foreseen chal lenges and

estab lished new re lat ionships with many peop le. I would be happ y to do it again !
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10 月 5 日、私は 13 人の七飯町民とアメリカマサチューセッツ州コンコードを訪れました。

生徒 8 人、農業後継者代表 3 人、教員 1 人、役場職員 1 人の訪問団でした。2008 年 10

月 23 日に七飯町に着任してから初めての帰国でした。私と同じ様な状況にいる人がほとん

どそうだと思いますが、私も期待と興奮、そしてアメリカにいる間できる限り訪問団の助け

になろうという決意がありました。

もちろん、20 年以上もアメリカに住みアメリカの社会や文化に慣れていますので、特に

心配な事はなく、不安はありませんでした。

予想した通り、アメリカ人と日本人の生徒の間には笑いがあり、アメリカ人と日本人の大

人の間にも笑いがありました。生徒達にはアメリカではどんな事があるかなどを教えていま

したが、生徒達も私もびっくりするような出来事や行事が用意されていました。その中でも

一番のサプライズは訪問 3 日目の事でしょう。その日七飯の生徒は地域の高校のテレビスタ

ジオでインタビューを受けることになっていました。スタジオに着いてすぐにその高校の教

員で七飯・コンコード姉妹都市交流の担当者でもあるデイビッド・ナレンバーグ先生が質問

の書かれた紙を私にくれ、このインタビューはコンコードと隣町のカーライル全町に放送さ

れ、また私が司会進行係だと言いました。これが一番驚いた事でした。質問を訳したり、準

備したりするのに 5 分しかありませんでした。通訳とニュースキャスターの力を試されてい

るようでした。インタビューは 15 分ほどで、特に問題もなく終わりました。生徒達は私の

日本語を理解してくれとても上手に答えてくれました。この経験からもっと日本語を上達さ

せなければならないと思いました！

この旅行で一番嬉しかったことは訪問団のメンバーが楽しんでくれたことでしょう。最初、

生徒達はアメリカという慣れない場所でどのように行動したらいいか分からずシャイでした。

しかし、ホストファミリーと生活し地域との交流活動を通じて、これは千載一遇のチャンス

だと気づき、積極的に楽しむようになりました。七飯の生徒達がコンコードの生徒や大人達

と交流している様子を見てとても嬉しくなりました。

また、アメリカの食べ物も楽しんでもらえたようでした。特に“ハワイアンピザ”は大人

気でした。ハワイアンピザとはハムとパイナップルをトッピングした、アメリカでも人気の

ピザです。高校で多数の吹奏楽部を教えるアル・デンティーノ先生とデイビッド・ナレンバ

ーグ先生は“ニューロンドンズピザ”というコンコード中心部にあるピザ屋から七飯の生徒

達にピザを二度も買って来てくれました。食べ終わってから生徒達は食べた量に驚いただけ

でなくコンコードのピザの味のおいしさにもさらに驚いていました。高校生の一人が「超う

まい！」と言いました。これから恋しくなる食べ物の一つはあのピザに間違いないでしょう。

この七飯からの訪問団とコンコードを訪れたことはとても貴重な経験で、これからもずっ

と忘れないでしょう。予定外の出来事を経験したり、多くの人々と交流したりできました。

喜んでもう一度やりたいと思います！


