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To Our Sister School in Willard school, Concord

Massachusetts
～コンコードのみなさんへ感謝をこめて～

七飯町立峠下小学校 教諭 石 川 朋 実

「石川先生、英語でロバート先生と打ち合わせしていたね～。コンコードから帰って

きた人は違うな～って見ていたよ 」と、同じ職場の先生に声をかけられました。英。

語で打ち合わせできるほどの英語力は、コンコードに行ったから直ぐに身につくわけ

でもなく、私のやりたいことが のロバート先生にあまり通じていないような気ALT

もします。ですが、コンコードから学校現場にもどり、日常生活にもどり、英語での

コミュニケーションも進んで行う自分になったことを感じます。きっと、コンコード

のみなさんの温かい心遣いや歓迎の行事、英語、日本語を超えて気持ちが通じ合える

ことを体験することができたからこそ、と感じています。このような機会をあたえて

くださった、七飯町役場総務課、国際交流係、教育委員会の皆様、小島団長さんをほ

じめとして一緒に研修させていただいた訪問団の皆さん、心よく送り出してくださっ

た峠下小学校の皆様に大変感謝しております。

１ はじめに～ウィラード小学校～

ウィラード小学校と峠下小学校とが姉妹校というご縁で、今回の交流で二度

も訪問させていただくことができました。９月に新校舎が完成したばかり、新

学期を迎えたばかりのお忙しい時に、学級の様子を見学させていただいたり、

歓迎の を開いていただいたり、授業をさせていただいたり、本当に感謝Party

することばかりでした。

新校舎には、峠下小学校との交流の様子も掲示されており、今、担任してい

る子ども達が、それぞれ１年生、２年生の頃の写真があり、大変嬉しくなりま

した。

コンコードには、オルコット小学校（児童数４３２人 、ソロー小学校（児）

童数４４１人 、そして、ウィラード小学校（３７７人）の３つの小学校が、）

あります。小学校は、キンダーガーデン（ ）と１年生～５年生のKindergarten

６年間となっています。三校とも、児童と先生の割合は、

児童１２～１３人に対して１名の先生となっているようで

。 、 、 、す それぞれの学校には 学級担任の先生 図書館の先生

美術の先生、コンピューターに堪能な方、それぞれの補佐

special education teachers classroomをしてくれる方 そして、 （

teachers, a librarian, art teacher, music teacher, tech computer〝



40

〟 ）specialist, and several aides and special education teachers.

がいらっしゃるようです。

と、以上のコンコードの小学校の概要については、七飯

に帰ってきてから、コンコードにいらっしゃるトムさんと

じゅん子さんにメールでうかがいました。訪問の際には、

ウィラード小学校のあまりの立派さ、美しさ、近代化され

た設備、等に目を奪われボーッとなり、写真を撮るのも忘

れて、２日間の訪問を過ごしてきました。

２ 先生と２年生学級との交流Barbara

一度目（７日）の訪問は、バーバラ先生とクラスの子ど

も達と過ごさせていただきました。通訳には、コンコード

にお住まいのしょう子さんがボランティアで来てください

ました。

バーバラ先生は、２００６年に七飯にいらっしゃったこ

とがあり、その際、峠下小学校にも訪問され授業してくだ

さっていました。バーバラ先生は、日本の文化を愛してく

ださっている方で、教室の棚の中には、着物や浴衣などの

、 （ ）日本の衣装があり 訪問した前日には日本語会話教室 !?

にも参加されていたそうです。私にも、たくさんの日本語

で話しかけてくださいました。今回の訪問で、コンコード

の子ども達の写真を多く撮影することができたことも、バ

ーバラ先生のご配慮と感謝しております （旅行の前に、。

子ども達の写真はプライバシーの問題から撮影できないと

うかがっていました ）。

しょう子さんは、私にわかりやすい日本語で、子ども達

にもわかりやすい英語で通訳してくださる方でした。子ど

も達の様子を見ながら、子ども達への指示や授業の内容を

、 。変える私の日本語にも 細やかに対応してくださいました

初めてのコンコードでの授業も、しょう子さんのおかげで

なんとか無事終えることができたと、感謝しております。

２－１ リーディング（ ）の授業参観Reading

リーディングの授業は、２年生２１人のクラスを４グループに分けて進め

られていました。

それぞれのグループごとに、先生がおり、教室に併設されている小さな部

屋や別教室等に分かれて学習していました。学級担任以外の先生は、ヘルパ

ウィラード小学校への

峠下小学校からの作品の掲示

Classroomバーバラ先生の



41

ーのような形（どのような待遇や身分の先生なのかは、よくわからなかった

のですが）で、それぞれのクラスのリーディング

の授業の先生として参加されていました。

コンコードの小学校では、リーディングの授業

はグループに分かれて学習し、算数ではグループ

に分かれて学習することはないそうです （しょ。

う子さんから、ミドルスクール ではmiddle school

数学の習熟度別グループに分かれて学習するので

はないか、とうかがいました ）。

学級担任のバーバラ先生は、リーディングの授業で一番頑張りが必要な２

名の児童を指導されていました。英単語をおさえる指の模型～発音に合わせ

て模型をスライドさせていく物～を使用したり、なぜ読み間違えたのか～例

えば「発音を間違えた」等、細かく確かめ、間違った原因と、どのようにし

たら正しく読めるのか～２年生の児童に発言させていました。読む教材は、

先生が用意されている多様なお話を読み進めているようでした （一つの授。

業を参観しただけで、全ての授業の進め方や内容はわかりませんが ）日本、

でいうと国語の学習での習熟度別の学習形態や正しく読めるように細かく指

導する姿勢に、それぞれの国での指導の在り方を肌で感じました。

２－２ 授業実践

授業のテーマは「七飯（日本）の子ども達の生

活を伝えよう」と考え、ジャンケンと、絵本の読

み聞かせと、けん玉や紙風船などの昔のおもちゃ

を用意していきました。

授業の前には、２年生のみんなが日本語で自己紹介を

してくれました。大変上手な日本語で、バーバラ先生が

熱心に通われている日本語会話教室の成果と２年生のみ

んなの七飯から来た私への歓迎の気持ちと感じ、本当に

感激しました( )T_T

はじめに、ジャンケンゲームをしました。ジャンケン

は、英語の「 」と同じように「石－紙ーrock-paper-scissor

の学習Reading
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はさみ」と言って、チャレンジしました。最後に勝ち残ったお友達をチャン

ピオンとし、ご褒美に「遊戯王カード」をプレゼ

ントしました。子ども達は「ゆうぎお～」と、日

本語( )で大変喜んでくれました。この遊戯王カ!?

ードは、担任している峠下小学校の６年生からも

らっていきました。アメリカの子ども達を喜ばせ

る物は、七飯（日本）の子ども達の方が詳しいよ

うでした。

次に、 という本を紹介しました。この本は、あ"tokyo friends"

る日、現代の東京に住んでいるアメリカの女の子が日本の女の

子と彼女の弟に会い、それぞれの国の習慣を教え合ったり、環

境を調べたりするお話です。例えば、そば（スパゲッティ）を

食べるとか ひらがな アルファベット を覚えるか お盆 オ、 （ ） 、 （

ボンフェスティバル）の踊りなど、彼らは二つの文化が非

、 。常に異なること そして似ていることを発見していきます

授業の前日に、ホストファミリーのロビンさんと一緒に練

習したのですが、普通でも上手に読めない上に、緊張して

読み間違いや読めずにとまってしまうことが多くありまし

た。が、２年生の子ども達がその都度、親切に教えてくれ

ました。七飯（日本）でもコンコードでも、子ども達に助

けられている自分に変わりはないことも感じました。

、 、 。最後に けん玉や紙風船 おはじきなどを紹介しました

子ども達は大変興味をもって遊びに夢中になっていまし

た。それぞれのおもちゃの数が少なかったので、順番を待

って遊ぶ姿に申し訳なく思うほどでした。

Lunch２－３

お昼は、バーバラ先生に給食をご馳走していただきました 「給食はおい。

しかった？」と聞かれましたが、私には大変おいしいように感じました。嬉

しくて写真を撮るのを忘れるくらいなので、味までわかっていたかどうか怪

しいですが。

昼食は、先生方は子ども達と別の部屋で食べていました。子ども達と先生

方は、給食を注文するか、またはお弁当を持参するそうです。子ども達の昼

食をお世話する職員（担当）の方がいらっしゃるのそうです。

昼食中に、これまで七飯を訪問された先生がその時の写真を見せてくださ

ったり、来年、七飯にいらっしゃる先生方をご紹介いただいたりしました。

どの先生方も大変好意的に接してくださいました。
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２－４ 算数の授業参観

午後から、算数の学習を参観させていただきま

した。リーディングの学習と比べると、ずいぶん

のんびりしているような雰囲気でした。グループ

別にはなっていないものの子ども達の課題は、そ

れぞれ多様な目標をもって活動（例えば、巻物を

使って大きな数の学習をしたり、ドリルで計算練

習をしたり、 ）していました。etc.

しょう子さんが、お子さんのことを思い出し

てくださって、アメリカの小学校の算数は、日本

に比べるとのんびりしていた記憶があると、話し

てくださいました。

Apple Party２－５

私の歓迎のために、保護者の方々が作ってくださったア

ップルパイやアップルクリスプ、アイスクリームなどをご

馳走になりました。アップルパイはもちろんのこと、日本

にはないアップルクリスプも大変おいしく、子ども達と同

じくらいはしゃいでしまいました。また、コンコードのア

イスクリームは大変おいしいことも知りました。

子ども達も、もちろんアップルパーティーを楽しみにし

ていて、訪問した時から「アップルパーティー 」と叫ん!!

でいました。お楽しみ会に浮かれる自分のクラスの子ども

達を同じでした。

アップルパーティーのために、保護者の方が、わざわざ

学校まで焼きたてのアップルパイを届けてくださる姿に、

胸がいっぱいになりました。

３ 折り紙の授業

折り紙のテーマは「考えて作る」ということで

「いか飛行機 「季節に合わせて作る」というこ」、

「 」 。とで かぼちゃのお化け を作ることにしました

中学生は、コンコードに出発する前に家で折り

紙の作品を作ってきてくれたり、ニューアーク空

算数の授業

の様子Apple Party
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港で飛行機を待つ間に練習をしてくれたり、大変

。「 、協力してもらいました アメリカの子ども達は

あまり手先が器用ではない」と聞いていたのです

が、学級担任の先生のご配慮（３年生の担任の先

生は、事前に折り方の資料や作品作りをなさって

くださっていました）や中学生、高校生、大人の

方々の子ども達への個別指導の充実により、大変

上手に折ることができました。

また、３年生の担任の先生は、授業を行った日の夕方、

わざわざ私のホームステイ先の さんのお宅まで写真Curtin

を届けてくださいました。初めて出会った方々全てが、様

々な場面で細やかな心配りをしてくださったことに大変感

謝しました。

３－１ ３年生のクラスと５年生のクラスでの折り紙授業

「 」 、いか飛行機 をなるべく遠くに飛ぶように考えながら

折って欲しいというねらいで、中学生、高校生にミニ先生

になってもらい、それぞれグループになって作りました。

コンコードの方に人気の いか踊り に関連づけて い「 」（ ） 「!?

か飛行機」を折ることにしました。

どの飛行機がよく飛んだのか、大人の方々に判定しても

らったり、コンコードの教育長さん、校長先生にもご参加

いただき、飛行機を飛ばす競争をしました。ここでも、ご

褒美の「遊戯王カード」が大活躍しました。

３年生のクラスで「いか飛行機」作りに時間がかかり過

ぎ 「ジャックオーランタン（ 」を作る時間、 ）Jack-o'-lantern

が足りなくなってしまいましたが、中、高校生、大人の方

々のご協力のおかげで、５年生のクラスでは、二つの作品

を無事折ることができました

４ チケッティ（ ）さんのお家でCicchetti

折り紙の授業
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チケッティ家のロビン（ ）さんは、カーライル高Robin

校の図書館司書（ ）で、図書館を６時３０分に開Librarian

館させる前に、プールで泳ぐため、５時に家を出るそうで

す。にもかかわらず、遅くまで私の要領の得ない英語につ

きあってくださったり、授業のための英語の本読みを聞い

てくださったり、いつも笑顔で接してくださいました。ロ

ビンさんは、昨年（２００８年）に七飯にいらっしゃった

Iので、その時、食べた食事も温泉も景色も、何もかも「

」と話してくださいました。その時の「 」love~ !! I love~ !!

の気持ちが、今はよくわかります。

ロビンさんが出勤された後、在宅でお仕事なさっている

クロード（ ）さんに、朝食の用意をしてくださったClaude

り、集合場所まで送っていってくださったりしていただき

ました。クロードさんもずいぶん前に、東京にいらっしゃ

ったことがあるようですが、英語のわからない自

分にゆっくりわかりやすく話しかけてくださいま

した。最後の朝食の時、オバマ大統領が「ノーベ

ル平和賞」を受賞したことを教えてくださいまし

た。

ロビンさんとクロードさんは、コンコード滞在

中、あまり自由時間のない中、ボストンを案内し

てくださいました 「 」と言って、レッド。 surprise!!

ソックスの球場に連れていってくださいました。

私の父が、毎日メジャーリーグをテレビで見てい

て、レッドソックスを応援しているという話を覚

えていてくださったのです。

５ カーティン（ ）さんのお家でCurtin

カーティンさんのお家では、ホームパーティーがあり、ウィラード小学校

でお世話になったしょう子さんのご夫妻と、きみ子さんのご夫妻と一緒に過

お手伝い

ありがとうございました

Surprise!!
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ごさせていただきました。きみ子さんは、コンコード滞在中、様々な場面で

通訳をしてくださいました。現在、近隣の市の小

学校で授業のお手伝いをされているそうで、私の

学校教育に関わる疑問にも丁寧にこたえてくださ

いました。コンコードの教育にかけている予算は

とても大きく、コンコードの公立の学校に通わせ

るためにコンコードに住む方も多いことなども教

えていただきました。

スーザンさんは、いつもゆっくりと、私にもわ

かりやすい日本語で話してくださいました。トム

さんは、朝食にご飯を炊いてくださいました。コ

ーヒーは 「 」と書かれた札幌のスタバで、 Sapporo

買ったというマグカップに注いでくださいまし

た。食器棚には、日本の食器が多く収められ、冷

蔵庫には日本酒という…私の家よりも日本らしい

（ ）お家でした。!?

６ おわりに～ ～Special Thanks

多くの方々の温かい心遣いで、有意義で楽しい

海外交流研修をおくることができました。感謝の

気持ちをどのような英語で、日本語で伝えるとよ

いのかわからないほど 「ありがとう」の気持ちでいっぱいです。、

海外研修からもどり、バーバラ先生からメールをいただきました。メール

の一部を紹介します。

Konnichiha!!!〝

I am taking Japanese with Robin-san and some other poeple.

私はロビンさんたちと日本のことを話しています。

I hope one day to write to you in romanjii.

いつの日かローマ字で手紙をかけるといいな、と思っています。

My students were SO exicted to get your e-mail! Me too!!!

私のクラスの子ども達はあなたからのメールにとても興奮しました。

先週、雪が降りました。We had our first snow last week!

( )It was just a little, but the kids were so excited.

ほんの少しの雪ですが、子どもたちは大はしゃぎです。

After meeting you, my students now want to learn everything about Japan.

あなたに会ってから、

クラスの子ども達は日本について学ぼうとしています。

Surprise!!
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It's wonderful to realize that peace can become so personal.

個人の親睦は素晴らしことわかりました。

I am grateful for the Nanae-Concord relationship.

七飯とコンコードの結びつきを大変うれしく思います。

〟Barbara

コンコードと七飯との友好的なつながり が、バーバrelationship

ラ先生と私との友好的なつながり となり、バーバラ先relationship

生のクラスと私のクラスがつながっていく、という広がりを大変

。 、嬉しく興味深く感じています バーバラ先生と私をつなぐ英語力

日本語力はきめ細かいものであるとは思えませんし、クラスの子

ども達の言語力だけ考えると、つながっていくことは大変難しい

ことです。が、きっと、私のクラスの子ども達や峠下小学校の子

ども達、保護者の方々も「何か」を感じてくれていると考えてい

ます。私とバーバラ先生、ロビンさん、トムさん、コンコードのみなさんと

の間に通った温かい気持ちと同じ感情を感じてくれていると。

最後になりましたが、海外研修の準備期間も、

コンコードにいる間も、七飯町に帰ってきてから

も、様々なご配慮くださった、いつも私にやさし

くしてくださった じゅん子さんに感謝していま

す。


