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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１１周年を迎えまし

た。

そして、この海外交流研修は今年度で１４回目を迎え、

１０月１３日から２３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。

また、同時にウィットニー・ウォレンさんが国際交流員

として２年間の任期を終え帰国しましたが、訪問団がコン

コード町滞在中には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。

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。

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、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

ことを主眼に実施いたしました。

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。

１２月には、コンコード・カーライル高校のクリスマスコンサートを生中継で鑑賞する

という企画を初めて行いましたが、両町の交流がより身近にまた更に深まったのではない

かと感じております。また、今度はぜひ七飯町から吹奏楽のコンサートなど生中継でコン

コード町の皆様方にお届けできればと考えております。

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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町民代表

企業後継者

大森 章吾引率教員

石川 惣一郎

七飯中学校

２年

村谷菜津美

町民代表

企業後継者

加藤 尚幸

町民代表

企業後継者

中川 友規

七飯町

国際交流係長

寺谷 光司

七飯町

水道課主幹

川上 弘一

七飯高校

２年

南 彩 七飯高校

２年

小石紗緒里
大中山中学校

２年

菅又 めぐみ

大中山中学校

２年

森崎 妃琴

七飯高校

２年

成田 直佳
七飯中学校

２年

宮田 ゆりか

大沼中学校

３年

池田ゆかり

国際交流員

ｳｨｯﾄﾆｰ・ｳｫﾚﾝ

任期を終え帰国
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月 日 地 名 現地時間 交通機関 行 程 食 事

1 10月13日 七飯発 8:30 函館空港集合

（月） 函館空港発 9:40 JAL-1162 国内線にて羽田へ

羽田空港着 11:05

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

ニューアーク着 16:30 朝：機内食

ニューアーク発 18:00 CO-1190 【日付変更線通過】 昼：機内食

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］ 夕：家庭

コンコード 20:15 ［コンコード泊］

2 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

（火） ［ホームステイ］ 昼：学校

［コンコード泊］ 夕：家庭

3 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

（水） ［ホームステイ］ 昼：学校

［コンコード泊］ 夕：家庭

4 10月16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17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18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19日 コンコード発 10:00 専用バス 朝コンコード出発 朝：家庭

（日） ボストン着 ボストン市内視察 昼：レストラン

夕方 ［ボストン泊］ 夕：ホテル等

8 10月20日 ホテル発 9:00 専用バス ボストン市内視察 朝：ホテル等

（月） ボストン発 13:45 鉄道 ボストン出発 昼：レストラン

ニューヨーク着 18:00 専用バス 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21日 ニューヨーク滞在 専用バス 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22日 ホテル発 専用バス 朝：ホテル等

（水） ニューアーク発 11:10 CO-009 空路、帰国の途へ 昼：機内食

［機 内 泊］ 夕：機内食

11 10月23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 17:35 JAL-1167

函館空港着 18:55 函館空港にて解散 夕：各自
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滞在者 ホストファミリー 住 所

Val Caddell（ヴァル 15歳）

父、母、姉：Amanda 18歳

Carolyn Zuk（キャロリン 15歳）

父、母、姉、兄

Elizabeth Prior（エリザベス 14歳）

父、母、姉：Kailey

Heather Salinger（ヘザー 17歳）

父、母、兄

Rebecca Miller（レベッカ 17歳）

父、母

Gaby Chiha（ギャビー 16歳）

父、母

Aletha Smith（アレサ 16歳）

父、母、兄

Carolyn Tobin（キャロリン 17歳）

父、母、兄（19歳）

Tom Curtin（トム 63歳）

妻：Susan、息子1人、娘1人

Larry Strang（ラリー）

妻、息子、娘2人

中川 友規 Harry Carter（ハリー 51歳）

加藤 尚幸 妻、息子2人

Albert Innamorati（アルバート）

妻、息子、娘

David Nurenberg（デイビッド 31歳）

妻：Liana Tuller

313 East Riding Drive,
Carlisle, MA 01741

20 Moore St. #3,
Somerville, MA 02144

710 Barretts Mill Rd.
Concord, MA 01742

166 Harrington Ave.
Concord, MA 01742
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川上 弘一

寺谷 光司

石川 惣一郎

164 Partridge Lane
Carlisle, MA 01741

169 Holdenwood Rd.
Concord, MA 01742

大森 章吾

南 彩

80 Stone Root Lane,
Concord, MA 01742

124 Hill St.
Concord, MA 01742

菅又 めぐみ

534 Old Marlboro Rd.
Concord, MA 01742

300 Main St.
Concord, MA 01742

村谷 菜津美

宮田 ゆりか

森崎 妃琴

平成20年度 コンコード派遣訪問団ホストファミリー一覧

365 Concord St.
Carlisle, MA 01741

372 South St.
Carlisle, MA 01741

68 Pleasnt St.
Concord, MA 01742

池田 ゆかり

成田 直佳

小石 紗緒里



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６日（水） 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１８日（月） 七飯町歴史館 ・七飯町の歴史について
16:00～18:00 文化センター ・コンコーﾄﾞ派遣にあたって

（ｽﾍﾟｰｽ202） （講師：総務課長）

第３回研修会 ９月２０日（土） 文化センター ・英会話
9:00～13:00 （調理室、ｽﾍﾟｰｽ104） ・料理交流（アメリカの朝ごはん
（集合8:30） 、食事のマナー等）
文化センター

第４回研修会 １０月４日（土） 七飯町役場（集合） ・英会話他
9:00～12:00 職員玄関前 ・大沼国際セミナーハウス見学
（集合8:30） 大沼国際セミナー

ハウス
壮行式 １０月７日（火） 七飯町役場

16:30～17:00 １０１会議室

第５回研修会 １０月７日（火） 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 １１月２７日（木）七飯町役場 ・事後の心境報告
18:00～19:30 １０１会議室 ・派遣研修報告会

ホームステイ等体験報告
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事 前 事 後 研 修 日 程

日 時 場 所 内 容
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写真で見る交流研修

第 2 回事前研修 コンコード 町を写真で学 ぶ

第 1 回事前研修 事業概要説明会 第 1 回事前研修 事業概要説明会

第 2 回事前研修 近代農業発 祥の地七重を 学ぶ 第 2 回事前研修 コンコード 町を写真で学 ぶ

第３回事前研修 アメリカの 料理の体験研 修
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第３回事前研修 ウィットニー 先生と英会 話練習第３回事前研修 アメリカの 料理体験研修

第４回事前研修 ウィットニー 先生と英会 話練習 第４回事前研修 ウィットニー 先生と英会 話練習

第５回事前研修 ウィットニー 先生と英会 話練習 旅程等の最終確認 ・説明会
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函館空港にて出発 前の記念撮 影 成田空港にて出発 前の様子

ボストンローガン 空港にて

コンコード町の皆 さんと対面

コンコード町タウ ンマネージ ャーと懇談

函館空港にて教育 長による激 励のあいさつ壮行式にて町長・ 学校長と記 念撮影
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コンコード町下水道処理施設 コンコード町下水道処理施設

コンコード町下水道処理施設 コンコード・カーライル高校歓迎会

コンコード町警察署コンコード町消防署



11

コンコード・カーライル高校にて コンコード町の木材店

コンコード木材店 代表との意 見交換 バンダーワムサム ガーデン見 学

コンコードモービ ル代表との 意見交換 クラ ンベリーの実
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コンコード町の街 並み オールドノースブ リッジ

ソロー小学校の生徒たち ソロー小学校にて 生徒たちと の交流

ウォールデンポンド ウォールデンポンド
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ポットラックパーティーにて第６代国際

交流員ボビー・カーグラさんへ辞令交付

歴代の国際交流員（左からキャサリ

ン、モニカ、ウィットニー、エミリー）

ポットラックパーティーにていか踊り ホストファミリーとの別れの朝

ホストファミリーとの別れの朝 ハーバード像の前で
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マサチューセッツ工科大学 ボストン美術館

リバ ティー島から みたマンハ ッタン 世界貿易センタービル跡地、

グランドゼロ

エンパイヤーステイトビル

からみたマンハッタン

ニューアーク空港から日本へ
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コンコード町より一緒に来ました国際交流員のボビー・カーグラさん

Greet in gs!!! M y name is Bob by

Kargu la. Li ke many p ersons who hav e

come t o v is it Nanae , I a m from Concor d,

M assachuset ts . I arriv ed h ere in Nan ae on

T hursday, Oct ober 23rd. Whi le I am her e,

I hop e t o accomp lish t wo major

go als . F irs t ly, I will work t o brin g t he

t owns of Nanae and Con cord clos er

t oget her. Secon dly, I wil l do my bes t t o

becom e as fu lly imm ersed and edu cat ed in

t he Jap anese lan gua ge and cu lt ure as

p oss ible. I p ledge t o y ou t hat I will work

t ireless ly t o acco mp lish t hese goa ls !

I at t ended high schoo l at Concord Carl is le R e gion al Hi gh School In Con cord,

M assachuset ts . T hereaft er, I gr aduat ed from Fordha m Univ ers it y in New York

Cit y, wit h a Bache lor of Art s de gre e in Co mmun ic at ion. I enjoy t ravel in g,

advent ure, e xer cis in g, fi lm maki n g, p hot ograp hy, p lay ing t he p iano and , of co urse,

Jap an!

My int eres t in t he Jap anese lan gu a ge and cu lt ure s t art ed when I was seven y ears

old. I fr equent ly vis it ed my gr andmot her who liv es in Honshu. Durin g my vis it s

I would be e xp osed t o many facet s of Jap anese Life. Alt hou gh I have e xp eri enc ed

much in Jap an, t here is so much mor e t hat I need t o l earn .

I have sp ent much t i me s t udy ing l an gua ge and cult ure in Jap an. Oddly enou gh, I

am st il l not f luent in t he Jap anese lan gua ge . I fr eque nt ly encount er t he sam e

p roblems many forei gn ers face when t hey firs t come here . However, I do int end

t o work dili gent ly in order t o be com e flu ent as qui ckly as p oss ible.

I c an d ec is ive ly say t hat Nanae has e xceed ed al l of my e xp ect at ions . I absol ut ely

love it here! T he food in Nana e is absolut e ly delic ious , t he p eop le are most

hosp it able, and t here ar e so m any act ivit i es t o t ake p art in! T he co mmun it y of

Nanae is most int eres t in g t o me, t her efore, I hop e t hat I wil l be ab le t o m eet as

many of y ou as I c an. I frequ ent ly run around t he t own of Nan ae for e xerc ise, so

if y ou see me , p lease f ee l fre e t o say "hello!"

In addit ion, if I can h elp y ou wit h any communit y act ivit ies or in t he e vent t hat
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y ou have any ques t ions about Concord, M assachuset t s of t he Unit ed St at es , p lease

do not hes it at e t o ask m e. I am her e in Nan ae t o ser ve y ou and wil l do what ever I

can t o ac hiev e t his obj ect iv e!

こんにちは！私はボビー・カーグラといいます。これまでにもコンコード

から七飯を訪れた人はたくさんいますが、私もその１人で、マサチューセッ

ツ州コンコードの出身です。１０月２３日の木曜日に七飯に到着しました。

ここで働くにあたって 2 つの大きな目標があります。１つ目は、両町の交流

を深め、より近いものにすること。１つ目は、日本文化と日本語に浸るとい

うくらい、たくさん学ぶということです。この２つの目標を達成するために

はどんな努力も惜しみませんと皆さんに誓います！

私は、コンコードにあるコンコード・カーライル高校を卒業したのち、ニ

ューヨークにあるフォーダム大学でコミュニケーションの学士号を取得し

て卒業しました。趣味は、旅行、冒険、運動、映画作り、写真、ピアノなど

です。もちろん「日本」も私の好きな趣味の１つです！

私が日本語や日本文化に興味を持ったのは７歳の頃です。本州に住む祖母

を訪ねてよく日本を訪れていました。滞在中は色々な日本の文化に触れまし

た。つまり、日本は全く初めて、というわけではありませんが、まだまだ習

うことはたくさんあります。

これまでに日本文化を学ぶと共に長く日本語の勉強をしてきましたが、不

思議なことにまだ流暢に話すことはできません。日本に初めて来る外国人が

出くわす問題、つまり言葉の壁に私もよく突き当たります。それでも私は出

来るだけ早く日本語を習得するために一生懸命頑張ります。

七飯町は私の予想をはるかに超えた、と言っても過言ではありません。と

っても七飯が大好きです！七飯の食べ物はとても美味しいし、人々は親切だ

し、参加したいイベントがたくさんあります！七飯の地域には特に興味があ

りますので、できるだけ多くの町民の皆さんとお会い出来ることを願ってい

ます。ランニングが私の趣味の１つなので、もし町内で走っている私を見か

けたらぜひ声をかけてください！

また、私がお手伝いできる地域のイベントや、アメリカ・マサチューセッ

ツ州・コンコードに関係する活動や聞きたいことなどがあれば何でも言って

下さい。皆さんの役に立つことが私の七飯での仕事ですので、何でもやりま

す！
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新しい世界

大沼中学校 ３年 池田 ゆかり

私は今回アメリカに行き、視界が一気に広がった気がします。将来の夢や

可能性など、考え方が大きく変りました。私はアメリカに行く前に友人や家

族から、「言葉通じる？」「しっかり出来る？」など、心配されましたがそ

の時は「大丈夫♪なんとかなるよ♪」と考えていました。

けれど、長い長い飛行機に乗り、いざアメリカに着いたら今まで聞いた英

語とは全然違う言葉に聞こえ、不安になり少しとまいどいましたが、ホスト

ファミリーとして経験豊かな家族に恵まれ、どうにか助かりました。

私のホストファミリーは４人家族で、犬と猫がいました。私と同い年のヴ

ァルや姉のアマンダがいて、滞在中にとても仲良くなることができました。

お父さんは歯科医で趣味は音楽、家の中には防音ルームがありドラム、ギタ

ー、マイク、コントラバス、打楽器が置いてありました。私は吹奏楽部に入

っているので意気投合し、お父さんとセッションしました。ちなみにお母さ

んはダンスの先生と聞いていたので、私は日本からナルコを用意して、よさ

こいを披露しました。

コンコードカーライルハイスクール(以下 CCHS)では、日本の学校との違い

を大きく感じました。中でも、始業時間は７時３０分からと早く、昼休みも

時間の余裕がたっぷりありました。授業は選択式で教科が多い。どの生徒も

筆箱を持っていない。などでした。授業内容も沢山ありましたが、特に音楽

のレベルが高かったです。内容は、ジャズ、弦楽器、吹奏楽、コーラスなど

があり、どの授業も専門の先生が指導していました。個人練習も充実してい

て、１人の先生が個人レッスンしてくれたりしました。CCHS の生徒はフレン

ドリーで、授業の合間に話しかけてくれたり楽しく話せる人ばかりでした。

中には日本のアニメが好きで、気に入った本を全部持ってると話してくれる

人もいました。

ホストファミリーとの一番の思いでは、ハロウィンのイベントに遊びに行

ったことです。主におばけ屋敷、日本ではロボットが多いけれどアメリカは

本物の人が脅かしてくるのでとても怖かったです。さらに、メイクや衣装も

リアルだったのでさらに怖さ倍増でした。私は、アマンダと一緒におばけ屋

敷をまわっている時にふざけて「I can't sp eak English!!」(私は英語を話

す こ と が で き ま せ ん ！ ！ ) 「 Can you speak

Japanese?」(あなたは日本語を話すことが出来ま

すか？ )と叫びました。すると隣にいたアマンダ

が爆笑しました。家に帰ってからも、アマンダは

ずっとその話をしていました。私もアマンダと一
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緒にその時の話を楽しくしていました。

数日間は高校に行ってましたが、小学校にも行きました。小学校では、「ク

リス」少年と仲良くなりました。クリスは小学生とは思えないほど気さくな

少年で、クラスの人気者でした。ほかにも日本から来たという「ゆうき」少

年に出会い、とても仲良くなりました。そして、ゆうきのお母さんとも仲良

くなり、日本とアメリカの学校の違いや、お

互いの学校の良い話をしました。

その日は CCHS でホットラックパーティー

がありました。ホットラックパーティーでは

以前、七飯町の ALT のビンセントさんに再会

し、思い出話を沢山してとても懐かしかった

です。パーティーでは和太鼓クラブや吹奏楽

などの発表がありました。特に、吹奏楽は約

１００名程の演奏で凄い迫力でした。パーカッションに関しては演奏中に、

上手くできたらハイタッチをしたりと、楽しそうに演奏していました。

ボストンでは古いレンガの建物がいっぱいあり、歴史を肌で感じることが

出来ました。ニューヨーク(NY)では、自由の女神をみました。想像していた

より小さかったのでビックリしました。

食文化に関しては全てがダイナミック！けれど、全ての人が大量に食べる

わけではありませんでした。

楽しい時間はあっという間に過ぎ去り帰国の時が来ました。観光はもちろ

ん事 全てにおいて 私はアメリカが好きになり また是非行きたいと思

いました。それには英語をもっと勉強しようと思いました。

今回の海外派遣に当たりお世話になった関係者の皆さん、研修はとても良

い経験になりました。ありがとうございました！！

〈おまけ〉

ボストンではほとんどの人が、レッ

ドソックスの服を着ていたけど、ニ

ューヨークでは着てる人が全然い

なかった！

【 自 由 の 女 神 像 】
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海外交流研修を終えて

七飯中学校 2 年 村谷菜津美

今回、私は海外へ不安と期待の気持ちでいっぱいになりながら海外へ旅立ちました。

10 日間という短い時間でしたが、たくさんのことを学び、そして私にとって一生の宝

物になる経験になりました。

私がこの海外交流研修に参加したいと思った理由は２つあります。１つ目は、私に

はキャビンアテンダントになりたいという夢があり、その夢への第 1 歩となるきっか

けが欲しかったからです。2 つ目は、日本と外国の違いや文化を学び、これからの自

分の人生のどこかで生かしていきたかったからです。この 2 つの目的を持って、日本

を出発しました。

［IN コンコード］

13 日の夜、空港からスクールバスに乗ってコンコード・カーライル高校のバンドー

ルームで私たちはホストファミリーの人達と出会いました。家はカーライルにあり、

森の中のようでした。隣の家がとても遠く、どの家も庭が広くて家も大きかったです。

私の家も庭の家も広くて公園のように遊具などもありました。

次の日からホストファミリーのキャロリンと一緒に学校へ行きました。私の家は学

校まで遠いので、朝 5 時半に起きて 6 時 45 分に家を出て車で通いました。学校へ着

くと、みんな「Hello!」と声をかけてくれて、とても嬉しかったです。アメリカの学

校は、ほとんど自由で、授業中もお菓子を食べたり、ジュースを飲んでる人もいまし

た。生徒の人数は、とてつもなく多くて、その分教室の数も多かったです。廊下には

ロッカーがたくさん並んでいて、それぞれ生徒専用のロッカーなんだそうです。日本

と違うところは男女関係なく、差別がないことです。男子も女子も先生も、みんな仲

が良かったです。アメリカ人だけではなく中国人の人もたくさんいましたが、本当に

仲が良かったです。日本では男女が仲がいいのはあまり見たことがないし、同じクラ

スメイトでも仲が良くなかったり、いじめなども多くなってきています。それに外国

人を見ると物珍しげに見たりする人が多いと思うんです。でもアメリカでは、こんな

にもみんなが仲が良いことを知って、日本もこういう風になったらいいなぁと思いま

した。

家へ帰ると、家族との時間を楽しみました。スパゲッティを食べたのですが、太く

て硬かったです。チーズケーキファクトリーという大きなレストランにも連れて行っ

てもらい、ハンバーガーを頼んだのですが、とても大きくてポテトも量が多かったで

す。どちらかというと、食べ物は日本の方がおいしいなぁと思いました。でも、私が

とても気に入ったのはベーグルとピザです。とてもおいしかったです。

16 日はソロー小学校に行きました。小学校へ行くと、生徒達が歌を歌ったり、楽器

を演奏したりして歓迎してくれました。私たちは各学年の生徒達に、おりがみを教え

てあげました。喜んでもらえて嬉しかったです。それから、生徒達と一緒に遠足に行

ったりもしました。たくさん交流ができてよかったです。
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そして最後の日。その日は宮田さんのホストファミリーと一緒にゴルフに行ったり、

買い物に行ったりして、とても楽しかったです。

午後からはキャロリンとお姉さんと一緒にボストンに行きました。最初にコンコー

ドにあるクランベリー畑に連れて行ってもらいました。湖のようなところにクランベ

リーが、たくさん浮いていました。クランベリーを収穫した後は水の上に浮かべるそ

うです。次に港へ行き買い物をしました。りんごにキャラメルがかかっている食べ物

を初めて食べて、意外とおいしかったです。次にボストンの街へ行って車から降り、

ボストンの夜の街を歩きました。ハーバード大学の中を案内してくれて、少しですが

大学の中を見ることができました。敷地は、すごく広くて迷子になりそうでした。夕

食は、お姉さんの彼氏も来て一緒に食べました。建物の地下にあるレストランで、自

分の食べたいものとソースを選んで、真ん中にある大きな丸い鉄板で焼いてもらうも

のでした。私が選び終わるとお姉さんや彼氏さんは大盛りで持ってきて驚きました。

この料理は、とてもおいしくて日本人の私の口にも合いました。

そして別れの日。いつものように朝食をとる

のが最後だと思うと、とてもおいしく感じまし

た。車の中、コンコードの綺麗な紅葉を眺めて

いると、涙が出そうになりました。最後に私は

キャロリンにカードを渡しました。辞書を引き

ながら書いた文は読めたかどうかわかりません

が、感謝の気持ちをカードにしました。キャロ

リンは私を抱きしめてくれて、もう会えなくな

ると思うと涙が止まりませんでした。バスの中

から手を振るとキャロリンは目を真っ赤にして

泣いていました。私は、これからもっと英語を勉強して、またいつかキャロリンに会

おうと決意しました。

[IN ボストン・ニューヨーク]

19～21 日はボストン・ニューヨーク市内を観光しました。ボストンではボストン美

術館などを見学しました。ボストン美術館には有名な絵がたくさんあって、広かった

です。その絵によって特徴があって、絵の中に隠れている絵があるものもあって、お

もしろかったです。

ニューヨークへは、アムトラック鉄道に乗って

移動しました。ニューヨークでは、みなさんご

存知の自由の女神などを見学したり、5 番街で

買い物をしました。自由の女神は船に乗って行

きました。私が予想していたものよりも意外と

小さかったです。5 番街にはディズニーストア

やナイキタウン、H＆M などがありました。歩

道にも出店があり、服やバッグなどを売ってい

ました。新しくて高いビルのような建物もあれ

港で食べたりんごキャラメル

船から撮影した自由の女神
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ば、歴史的な古い建物などがたくさんありました。

[研修を振り返って]

10 日間、アメリカに滞在して思ったことは、みんなが仲が良いこと。誰 1 人として差

別する人がいなかったのです。そして、みんな時間を楽しんでいること。学校へ行け

ば楽しく勉強をする。家へ帰れば家族との時間を楽しむ。日本はどうでしょう？不満

がある人が多いと思います。みんなが少しでも楽しく生活をおくれるような環境や、

接し方を考えていかなければならないと私は思いました。この貴重な体験を生かして、

これからの生活に役立てていきたいと思います。そして目標が出来ました。もっと英

語を勉強をして、お世話になったホストファミリーに恩返しをすることです。この目

標に向かってこれから頑張っていきたいと思います。
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“アメリカに渡って”

七飯中学校２年 宮 田 ゆりか

「私も、アメリカに行きたい！」

初めてそう思ったのは、小学校６年生の時でした。姉がコンコードに行き、その時の、

「思い出話」・「見たことのない（あたりまえ？！）景色の写真」を見て「私も絶対行

く！」そう思いました。

中学生になって、その思いは一層強くなりました。選考会で、あまりにも人が多く

て、「私なんて行けないんじゃないか？」と思いました。それでも自分の名前が呼ば

れた時は耳を疑いましたが、「私なんだな」と思うととてもうれしかったです。

<家に帰ってこのことを母に報告すると、「うそつかないで？！」といわれてしまい

ました↓↓>

～そして、私の波乱万丈？ときには極楽？な体験が幕を開けました～

１０月１３日、期待と不安を胸に日本を飛び立ちました。初めての海外で、ワクワク

しました。１３時間・・・・とにかく長い！！さらに、狭い座席・おいしくない機内

食・・・・気分は過去最悪？（大げさ？！）にまで落ちました↓↓しかし、私はまだ

まだあまかった・・・・・。

１３時間を経て、着いたアメリカ。一息つく暇もなく向った先は<入国審査>順番を

待つ間中ずっと菜津美とのんきにふざけあっていました。けれども、いざ順番が近づ

くと心臓はバクバクでいつか飛び出るんじゃないかと思いました。審査中泣きそうに

もなりました。終ってからも緊張はなかなかほぐれませんでした。

ボストン空港に着き、そこからバスでコンコードカーライル高校（ＣＣＨＳ）へ行

きました。着いたらホストファミリーと会う。そう思うと、ドキドキしました。（英

語通じるかな・・・？）・（高校とか大丈夫かな？）・<ホストファミリーの人達どんな

人なのかな・・・>そんなことを考えているとあっという間にＣＣＨＳにつきました。

１人ひとり名前が呼ばれて行き、自分の名前が呼ばれた時は、すごくドキっとしまし

た。それから６日間お世話になるホストファミリーが紹介されました。「お父さん」・

「お母さん」そして、<Elizabeth>と挨拶、握手を交わしホームステイが始まりまし

た。

始めにたくさんおしゃべりしよう！とか

積極的に話しかけよう！とか、考えてはい

たけど、逆に Elizabeth に気を遣わせてし

まいました。そして、いつも頭の隅に残っ

ているのは、日本のこと。家に帰って、寝

る前に必ず・・・日本時間を気にしていま

した。けれども、３、４日経つと向こうの

生活にも慣れ始め、毎日が楽しくなりまし

た。「明日は何があるのかな？」そんなこと

も考えるようになりました。そして何より、



23

Elizabeth と話す時間が増えました。残り３日～その日は、私と Elizabeth、菜津美、

彩先輩の４人で「ランタン」をつくりました。初めてだったけど、すごく楽しくて「ま

た、やりたい！！」そう思いました。

１０月１９日いよいよお別れの日となりました。はじめは、戸惑うことだらけで、

（家に帰りたい・・・・。）と思う日もありました。それでも、やっぱり最後には<帰

りたくない>そう思いました。「また会おうね！」そう言って彼女は私をきつく抱きし

めてくれました。いつか、必ず Elizabeth と再会したいです。

～こうして、６日間に及ぶ私のホームステイは終了しました。

Thank you very much～

それから、バスでボストンへ行きました。一番印象的だったのは「ボストン美術館」

で、日本っぽい絵もあれば外国らしい？天使とかの絵がたくさんあって、とても印象

的でした。印象的と言えば、美術館の前にあった子供の頭だけの像も印象に残ってい

ます。

そして、次の日の午後、いよいよ本当にボストン・コンコードとお別れです。これ

から、ニューヨーク（NY）へ向います。楽しみではあるけれど、少し寂しい気持ちも

ありました。

そして、ニューヨークに着きそこから２日間の市内観光が始まりました。２日間と

言っても私の中ではあっという間でした。その中でもやっぱりニューヨークと言えば

「自由の女神」。アメリカのシンボルとも呼ばれていますが・・・・実際はそこまで

ビックではありませんでした。でもかっこいい、きれいだなと思いました。

こうして私の１１日間という長い研修は

いくつかの後悔、そして、沢山の経験・体

験を残して幕を閉じました。あっという間

に過ぎてしまったアメリカ渡航。本当に自

分が行ってきたのか？いまでも何となく信

じられません。それでも私は、行ってき

た・・・沢山の人に支えられて。

本当にありがとうございました。今回の

経験を活かしてこれからの七飯町に、貢献

していきたいです。

自由の女神の前にて

みんなで記念撮影
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“驚きの AMERICAN☆LIFE”

大中山中学校２年 森 崎 妃 琴

私は、昔からこのコンコード派遣に憧れていました。そして、メンバーに入れたと

き、夢のようでしたがそれと同時に責任感がどっとよせられてきました。そして、不

安を抱きながら長い飛行機の旅を経てついにアメリカ！！

緊張しながらホストファミリーと対面。私のホストファミリーは、ハザー（１７歳）

とお母さんが来てくれました。２人はとても明るい笑顔で迎えてくれて不安、そして

飛行機の疲れなど一瞬にして吹き飛びました！！

しかし家に着いたら急に「家に日本人１人だ。日本語通じない」、「どうしよう。」

という事で余裕などなくなってしまいました。

そして、次の日からハザーと一緒に登校でした。ハザーは話しかけてくれるのに私

からはまったく無口の日々が続きました。でも「自分から心を開かなくちゃ」と思い

たくさん話かけるようにしました。すると会話が楽しくなりました。

学校では、自分の教室がなどは無く自分で好きな教科を選べるようになっています。

なので友達はたくさんできるんだなあと思いました。そして、カフェテリアは、とっ

ても大きく毎日生徒であふれていました。カフェテリアで食べれる食べ物は、サンド

ウィッチやハンバーガー？などがありいつも作りたてです。

授業でびっくりだったのは、普通に飲み物を飲みながら授業を受けたり、質問もた

くさんしていて、日本よりもずっと集中していました。

３日目くらいの日に私のハザー家とゆかりさんのアマンダ家でショッピングモー

ルにいきました。行ったときは、夜遅くで、くまの人形などを作ったりできる所もあ

ってびっくりしましたが、一番びっくりしたのは、夜ご飯を食べるのにショッピング

モールのハンバーガーショップに行きました。そのとき出てきたハンバーガーとコー

ラが大きいのはもちろんですが、食べ終わったとき、私たちの他にお客さんは、１、

２名でした。そのとき定員さ

んが店の音楽をおおきくして、

定員さんとお客さんみん

なでダンスをし始めまし

た！！私も踊りました。日本

では、あり得ないことずくし

で楽しかったです。

５日目くらいには、高校で

私たちのためにホームパーテ

ィーを開いてくれました。

最初は、ブラスバンドの演

奏か

ら始まっていて、ブラスバンドの演奏はとても迫力があり、かっこよかったです。そ

ハザーと、かぼちゃのランタン作り
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して私たちはイカ踊りをお礼に踊ってあげることにしたのですが、最初は緊張して、

みんな一緒に盛り上がってくれるかな？と不安でした。しかし、会場のみんなは、す

ごく乗ってくれて最高なホームパーティーで終えることができました！！

そして、お別れの日。

最初はホームシックになったホームステイ。どうしようととまどいばかりの学校生

活。しかし、最後はちゃんと楽しくホームステイが終わり日本に帰りたくない！！

絶対大人になったらコンコードに戻ってくる！！と決意しました！！Ｗ

～観光偏～

ボストンでは、美術館にいきました。そこで印象に残った作品は「我々はどこからき

たのか、我々は何者なのか、我々はどこへ行くのか」というとても不思議な作品です。

この３つのことがらについて

描かれてありました。

そして、何といってもニューヨーク。

ここで、自由の女神を見てきました。

自由の女神は思った以上に大きく

でびっくりしました。みんな写真をパ

シャパシャ撮っていました！

結果、私が撮った枚数２０枚くら

い！Ｗ

あっという間だった１１日間は私

の大切な宝物になりました★！

中学２年生でいろいろな体験がで

き本当に感謝しています。

研修を支えてくださった方々、一緒

にいったメンバー、そして、川上さん、

寺谷さんに迷惑などかけてしまいま

したが本当にありがとうございまし

た。

自由の女神とみんなで
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大中山中学校 ２年 菅又めぐみ

今回アメリカに行くまでは、私にとってアメリカとは、飛行機は約１日、言葉はち

がうということで、「自分には程遠い存在」でした。でも、

今回実際に行ってみたら、そんな事はありませんでした。

コンコードに着いて、私のホストファミリーの Miller

一家(レベッカ１７歳＆ファザー)に会いました。マザーは

家に居るようです。車で移動中、ファザーに「いつ日本を

出発したの？」と英語でいきなり聞かれ、私はかなりパニ

クりました((￮д￮;))ッが、カタコトで答えました。ちなみ

にこの会話が記念すべきアメリカ人との会話デビューです

(*≧丱≦)家はとっても大きく、部屋にはバスルームもついていてホテルに来た感じで

した。

朝は毎日５時５５分にセットした目覚ましで起床。初日は特に時差ボケもなくスッ

キリ起きることができました╲^0^╱用意を済まし、ダイニングに向かうと…マザーが毎

日読書しています。(アメリカのお母さんはのんびりだな～)と思った一面でした。朝

ごはんは、焼いたべーグルの半分にバターをぬって食べたり、小さなパンケーキ２枚

だけなど、お腹がすきました(・_・;)私のイメージでは、トースト２枚、ベーコンエ

ッグ、スープ etc…とにかく食べきれないのではないかと心配したくらいでした。飲

み物は決まってオレンジジュース。このオレンジジュースは、実がたくさん浮いてい

て、甘く、本物を食べているようでした(*´∀`)私のお気に入りの一品です⋂^ω^⋂☆ 

CCHS(コンコードカーライルハイスクール)へは、マザーの車で☆まずバンドルーム

に行って一緒に行った日本人と、少しお話します。これで毎日言葉のありがたみを実

感します。授業は７時３０分から始まるので教室へ移動します。校内は広く、みんな

急ぎ足で行くので、のみこまれながらもなんとかついていきました。その教室に着く

まで５分くらいはかかったと思います。着くと私はいつもいきが上がっています。

♪・・・毎日の授業・・・♪

１時間目は‟アメリカンヒストリー„で、ちょうどアメリカ大統領選挙の時期で、少し

その話をしていました。２時間目は‟数学„で、もう日本で勉強済みのところを勉強し

ていました。３時間目は‟音楽„で、楽器を使って部活のような練習をしていました。

４時間目は‟英語„で、国語でいう古典のような、古い英語で話している映画を観まし

た。お昼休みは１時間半あります。昼食は普通カフェテリアで買って食べます。しか

しレベッカはいつも仲良しのエミリーと芝生の上でお弁当を食べます。５時間目は‟

理科„で、調べ学習なのかワイヤレスのノートパソコンで調べながら勉強していました。 

と、こんな感じです。初日はどの教科も全部英語だし、初めてで緊張ばかりしてい

たけど、２日目からは、自分でも出来そうな数学には積極的に授業に参加しました。

☆泊まった部屋☆
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すると先生からぶ厚い教科書を渡され、正直困りました(・・;)一応訳してから持って

いる知識と頭脳で頑張りました☆

廊下でレベッカの友達に会うと、みんな優しく話しかけてくれたので、(言葉はち

がっても人はみんな同じだ～☆)と嬉しくなりました(*^0^*)

初日は何もわからなくて、ただ存在しているだけでした。でも、２日目からはだん

だんわかってきて、いろいろな事を考えるようになりました。例えば、アメリカの学

校制度、アメリカの衣食住、日本とのちがい、日本のこと…。日本のことを考えてい

ると、「みんな今何してるのかなぁ」「日本は今夜中かぁ。夜中にアメリカの学校でこ

んな事しちゃってるよｗ」など、余計なことまで考えてしまいます。すると、日本が

恋しくてたまらなくなりました。いわゆる‟ホームシック„ってやつです(笑)今ではそ

れもいい思い出となっています☆

学校は２時過ぎに終わります。その後が部活の時間です。レベッカは家に帰って宿

題をします。その間、私は部屋で一人ぼっち(泣)暇すぎてきずいたら寝ていました。

夕食は、チーズピザやエビ、野菜、果物など、とても体に良いものばかりでした。

私は日本から持っていった「うどん」をごちそうしました。その時に、「いただきます」

「ごちそうさま」と、持っていった割り箸で箸の使い方も教えてきました。挨拶はす

ぐに覚えてくれたけど、箸はなかなか難しかったようです。最後には使えるようにな

ったので嬉しかったです。最終日２日前には私が用意していた手紙を読んで感謝の意

を述べました。そして、ホームステイ最後の夜、ファザーの大好きなお寿司屋さんに

行きました。そこは、日本でも入ったことの無い高級な店でした(*´丱`)その帰りに、

ボーリングに行きました。ボーリングの球は日本よりはるかに小さく、ルールも多少

違いました。あまりに球が小さくて(日本とアメ

リカの球、交換したほうが…)と思うほどでした。

そんな楽しい日々も束の間。あっという間に

コンコード出発の朝になりました。早起きして、

忘れ物はないか何度も確認したり、コンコード

の空気を忘れないように何回も深呼吸しました。

家を出るときマザーが、手紙と大きな袋いっぱ

いのお菓子をくれました。とっても嬉しかった

です(;A;)ファザーの車で集合場所へ。何もかも

が最後なのだと思うと寂しかったです。別れ際、

「I miss you.」と言われジーンときちゃったうえに、

みんな泣いててもらい泣きしてしまいました。

私は‟地球は小さい„と思いました。飛行機は約１日、長いかもしれないけど、逆に

約１日乗っただけでアメリカに着く。と考えられるようになりました。そして、言葉

の通じる喜び、人情など、さまざまな事を学び、考えさせられました。今回の経験を

いかし、これからの人生に役立てます。

お別れの写真
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“一生の旅と時間”

七飯高等学校２年 南 彩

イメージとして「全てが Big」な国。一生に一度訪れてみたいと思っていた国、ア

メリカに行くことが出来ると決まったときは嬉しくて胸がいっぱいでした。準備をし

ていよいよ明日出発となったとき、突然不安が押し寄せてきました。隠し切れない程

の大きな不安は自分で持ち上げられるか、られないか位の私がもって行くキャリーケ

ースのようでした。

１３時間という約半日の長い長い時間を

飛行機の中で過ごしましたが、心配されて

いた飛行機酔いはまったくなく天候がとて

も良かったことからあまり揺れもせずアメ

リカに着くことができました。

ホストファミリーと対面するときは緊張

のあまりに日本に帰りたくなりました。し

かし、優しそうなお母さんとアレサに迎え

られこれから始まろうとしている生活に胸

を膨らませました。車に乗ってホストファミリーの家に着くまでの間、アレサが話し

かけてくれたのですが・・・。勉強した発音とは違って聞こえたり、早くて聞き取れ

なかったりと６日間のホームステイが大丈夫なのかと泣きたくなったのを今でも覚

えています。しかし！不思議なことに２，３日経つとどんどん耳が慣れてきて単語を

聞き取ることが出来るようになりました。ホストファミリーもなるべくゆっくり話し

てくれたり、電子辞書やパソコンを使ったりと少しずつアメリカの生活にも慣れてき

ました。

コンコード町の有名な橋があることや、パーティーについてなど本や写真を見なが

ら教えてくれたり、カードゲームを皆でしたりショッピングにつれていってくれまし

た。カードゲームは「SET カード」というすごく難しいゲームをやることになり、な

かなかルールがわからなくて大変だったのですが、何度か繰り返しやり、教えてもら

い、理解してゲームをスタートできたときはすごく楽しくて嬉しかったです。ショッ

ピングはコンコード町にあるスモールショップに連れて行ってもらいました。銀行が

近いところに３つも並んでいてこんなに必要なんだろうか？というような話をホス

トファミリーとしながら街中を歩いていました。たくさん、チーズの種類があったり

ジャムがあったりアメリカって感じがしました。

ご飯は、パスタやお肉炒め、レストランでハンバーガーを食べましたがお肉は私に

は合わなくてすごく生臭かったり堅かったりとおいしいとは思えませんでした。食後

は必ずデザートが出てきます。お母さんはお菓子作りが好きらしくアップルパイやチ

ェリーパイ、ブラウニーが出てきてこれはものすごくおいしかったです。

そして学校はアレサと一緒にカーライル高校に通いました。日本との違いは皆さん

も知っての通り、授業中の飲食や席を立ち教室からいなくなったりしますが、先生は
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まったく怒ったりしません。始めはものすごく驚きました。他にももっと驚いたこと

があります。飲食についての違いが良くあげられますが他にもまだあります。授業の

取組み方がすごく違います。日本とアメリカで比べたのではなく、七飯高校とカーラ

イル高校を考えてみたのです。すごく真剣に話を聞き、問題を解き、解らないことや

疑問に思ったら迷うことなく手を上げていました。２日間授業を受けた中でこれが大

きな違いなのではないかと私は思いました。

お昼はカフェテリアで食べました。ものすごく広く体育館くらいの大きさがありま

した。たくさんの生徒でにぎわっています。また、廊下の椅子で食べている人も見ま

した。２ドルくらいで食べることができる安いものばかりです。一番おいしかったの

はサンドイッチです。ご飯やチーズチップスもありましたがちょっと私には苦手な味

で食べられませんでした。学校に通う最終日にはパーティーを開いてくれ、たくさん

の食事がありピザを食べたりカーライル高校のイ

ベントをみたりたくさんの発表を見たりすごく楽

しい思い出になり強く心に残っています。私たち

はイカ踊りを皆に教えてあげ、最後は全員が踊っ

てくれ皆の優しさが伝わり感動いたしました。

この、６日間のホームステイや学校に通った中

で一生懸命伝えようとする気持ちを持ち、文法は

間違えていたとしても知っている単語を使うこと

でコミュニケーションをとることが出来ました。

諦めない気持ちが本当に大切だと思いました。ま

た、今までの自分の学校生活を見直すきっかけと

もなり、これからの生活に影響があると思います。

始めはどうなることかと思いましたが、お別れの

日には「まだ一緒にいたい、帰りたくない」と思

いました。やっと慣れてきたところでホームステ

イが終了してしまい、とても残念に思いました。

もっともっと英語を勉強し、またアメリカを訪れたいです。

残りは、ニューヨーク州に移動し、自由の女神やエンパイヤーステイトビルに登っ

たり、国連を見たり「アメリカといえば」という有名な建物を見てアメリカだぁって

思いました。いいようのない素晴らしいものばかりみていて飽きませんでした。日本

の街並みとは全然違う景色ばかりで、文化の違いで別世界のような雰囲気があると驚

きました。日本には日本の良さがあります。同時にアメリカにはアメリカの良さがあ

ります。いいところを真似し、自分にプラスになるとこの体験は人生の中で素晴らし

い経験になると思います。

このようにアメリカ１０日間の旅という一生に一度あるかないかの経験をするこ

とができ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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“研修で得たもの”

七飯高等学校２年 成 田 直 佳

私は今回の海外派遣の一員に選ばれ、アメリカで貴重な体験をたくさんしてきまし

た。初めての海外、初めての飛行機・・・。何もかもが初めてで、どんな旅になるの

かとずっとドキドキしていました。

１３日、いよいよ日本を離れ、飛行機で１３時間の大移動。席の間隔が狭く、足の

関節がとても痛かったです。暇つぶしに映画を見ようと思ったけれど、日本語吹き替

えがあまり無っかたし、機内食があまり口に合わず、胃もたれを起こしてしまい大変

でした。

ボストンの空港からスクールバスに乗って、コンコード・カーライル高校に着くと、

ホストファミリーのギャビーとステファニーさんが外で待っていて、すぐに音楽室に

連れて行かれました。私のホストファミリーは、ギャビーとお母さんのステファニー

さんと、お父さんのピエーさん、そして猫のレインボーの３人と１匹の家族で、３人

とも明るく親切でレインボーはとても人懐っこく、よく私の足によじ登ってきました。

次の日の朝、私は６時頃に起きて、ステファニーさんが用意してくれた朝食（コー

ンフレーク、マフィン、コーヒー等）を１人で食べていたんですが、ギャビーがなか

なかリビングに来ないので、どうしたのだろうかと思っていたら、家を出発する前ギ

リギリに来たのでかなり驚きました。カーライル高校までステファニーさんの車で行

ったのですが、ギャビーは車の中でスナックやリンゴを食べて朝食を済ませていて、

思わぬ所で文化の違いを知りました。

カーライル高校に着くとギャビーは私たちに学校

の中を案内してくれたのですが、校内は想像以上

に広く迷路のようで、１人じゃ絶対に迷うと思い

ました。授業中、生徒はスナック菓子を食べたり

飲み物を飲んだりと、Freedom な感じがしたので

すが、みんなきちんと先生の話を聞いて、よく発

言していて、こういう授業の風景って良いな～と

思いました。でも、先生がガムを食べながら授業

をしていたり、教卓に堂々と座っていたのには正直「さすがアメリカ・・・。」とし

か言いようが無かったです。

学校が終わった後は、ステファニーさんと一緒に買い物に行ったり、ギャビーが所

属しているサッカーチームのゲームを観戦したりと、楽しい時間を過ごすことができ

ました。

ホームステイ最終日には、ギャビーとステファニーさんと一緒に地下鉄に乗ってボ

ストンに行き、たくさんの買い物をしました。ボストンはレンガ造りの建物と所々に

ある壁絵がとても印象的で、お店の雰囲気も素敵な町でした。いつか、ボストンに住

んでみたいです。

そして、その日の夜は、日本から持ってきたふりかけとレトルトのごはんでホスト

英語の授業風景
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ファミリーにおにぎりを作りました。ギャビーが「手伝おうか？」言ってきたので２

人で楽しく作ったのですが、ギャビーに「海苔って何？」と尋ねられたり、「漢字と

平仮名と片仮名ってどこが違うの？どうしたら見分けることができるの？」とどんど

ん質問されてしまい、英語で何と答えればいいのか分からず混乱してしまって、曖昧

な返事しかできませんでした。日本語も英語も難しいです。

お別れの日、私はギャビーとステファニーさんとハグをして、３人で記念写真を

撮りました。ピエーさんは仕事で忙し

いのか、滅多に会うことができなかっ

たんですが、サッカーのゲームの様子

を一緒に写真撮影したり、みんなでレ

ストランに行くことができて嬉しか

ったです。

ホストファミリーと別れたあと、バ

スでボストンに行き、ハーバード大学

やボストン美術館などを見ました。ボ

ストン美術館には浮世絵や着物など、

日本の芸術作品もたくさんありとて

も驚いたんですが、特に凄かったのは、敷地内に「枯れ山水」があったことでした。

日本で見たことが無かったし、ボストン美術館で見られるとは思っていなかったの

でなんだか不思議な気分でした。

次の日はアムトラック鉄道に乗ってボストンからニューヨークに行きました。ニュ

ーヨークは賑やかで楽しいんだろうな～と思いながら駅を出ると、なんといきなり消

防車のサイレンの音が。何事なんだと思っていると、次はクラクションの音。目の前

には他の車が邪魔で前に進めない消防車が・・・。ニューヨークは別の意味で賑やか

でいかにも治安が悪そうでした。

その次の日は、自由の女神、グランドゼロやエンパイヤーステイトビルや国連など

に行きました。自由の女神は意外と小さく、火の部分が金色に輝いていて少し驚きま

した。グランドゼロは工事中で、事故の面影があまりありませんでしたが、十字架の

形をした鉄骨の話を聞いて何だか切なくなりました。エンパイヤーステイトビルでは、

エレベーターで６８階まで登り、ニューヨークを一望してきました。下を見ると黄色

いタクシーがたくさん走っていて、とても面白かったです。

この１０日間の研修は、長いようでとても短く、アメリカでやり残してきたことが

たくさんありました。もっと買い物を楽しみたかったし、もっとたくさんの人と交流

したかったです。そして何よりも、自分の英語力の無さをひしひしと感じました。「諸

学生の時から英会話を習っているし、英検ももっているから大丈夫だろう！」と高を

くくっていたけれど、いざアメリカに行ってみると、予想以上に英語が話せずとても

苦労しました。けれど、アメリカの定員さんに「英語上手だね。」と褒められて、少

し自信を持つことができたので、これからももっと英語を勉強して、また、アメリカ

に行きたいです！！

３人で記念写真
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七飯高等学校 ２年 小石 紗緒里

10 月 13 日､私は､楽しみたくさん､不安もたくさんでアメリカに旅立ちました｡飛

行機での移動中は余裕だった私も、スクールバスに乗り､学校が見えてくると、だん

だん緊張して、心臓が飛び出そうでした。

私のホストファミリー《キャロリン》一家と対面、家まで…。ドキドキ★ワクワ

ク。ここから５日間のホームステイが始まりました。

次の日から早速､キャロリンと一緒に学校に

通いました。１番最初に音楽の授業を受けまし

た。デンティーノ先生は相変わらずのテンショ

ンで、すごく元気をもらいました(･∀･)

アメリカの教室には日本のように黒板はなく、

スクリーンが黒板の代わりになっていました。

授業中にほとんどの生徒が手を上げて発言する

など、積極的に授業に参加していました｡また、

授業中に食べたり､飲んだりしている生徒が何人かいて、ほんとにアメリカの生徒は

そうゆうことをしているんだなぁと改めて、この目で見ることができました。しか

し私自身は、ずーっと英語を聞いていて、頭がおかしくなりそうでした(笑)

昼食はいつもバンドルームで食べていました｡そこにはブラスバンドの生徒やそ

の友達が集まっていて、私に日本語で話しかけてくれる人もいて、すごく気が楽に

なりました☆

残念ながら、私が楽しみにしていたブラスバンドの練習風景は１度しか見ること

ができませんでした。でも、その１回で全体のやわらかいサウンドに引きつけられ

ました｡練習風景は見られなかったけど、広い広いカフェテリアがうまってしまうほ

どの人が集まったポットラックパーティーで、たくさんブラスバンドの演奏が聴け

て嬉しかったです!!!その日の演奏は、迫力があって、食べる手を止めて見入ってし

まいました(笑)また、パーティーでは久しぶり

にビンセントさんに会いました★

そして、イカ踊り！！朝から練習しただけあっ

て間違えずに楽しく踊れました♪途中でアメリ

カ人を誘うとき、みんな踊ってくれなかったら

どうしよう…。と若干心配でしたが、全員が踊

ってくれて、すごく嬉しかったです！！さすが

アメリカ☆って感じでした。パーティーの後に

は、一緒に写真を撮ってもらったり、サインを書いてもらったり…(´ω｀)みんな

疲れているはずなのに、快く「ＯＫ！！」と言ってくれて、とても楽しい時間を過

ごすことができました☆アメリカの高校生は、みんな考え方や行動が大人でした。

いよいよホストファミリーと過ごす最後の日。この日は、キャロリンの友達で、

日本大好きな《ノア》も一緒でした｡私のためにたくさん計画を立ててくれていまし

た。ショッピングモールやキャロリンの好きなビーズショップに行ったり、家でキ
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ャロリンと一緒にブラウニー作ったり、ゲームなどをしました。その他には、キャ

ロリンとノアがパソコンで自分たちの好きな画像や旅行したときのスライドショー

を見せてくれたりしました。中でも、CCHS の生徒が演奏した曲を聴かせてくれた

のが本当に嬉しかったです♪この日は、５日間の中で､１番楽しい１日でした★!!

５日間の間に小学校に行ったのもすごく楽しかったです☆行く前に練習した折り

紙はみんな真剣に作っていました。子供たちは

元気いっぱいで、ウォールデンポンド行きのバ

スの中では合唱大会！！私たちも負けずに『か

えるの歌』『森のくまさん』などを歌いました♪

着いてからは一緒に湖をお散歩(´∪｀)１人の男

の子と仲良しこよしになりました☆名前を覚えて

くれて、帰りはバスが違ったので、窓からずっと

手を振っていてすごい可愛かったです｡幼稚園児

には一目ぼれしました(笑)連れて帰りたいくらい可愛かったです。

そんな５日間を終え、ボストン＆ニューヨークへ。ほんとにたくさんの場所に行

きました｡どこに行ってもカメラが必需品。やっぱり１番印象に残っているのは“自

由の女神”です。本物を目の前にして､ただただ上を見上げるだけ。出てくる言葉は

｢すごーい｣｢でかーい｣だけ(笑)自由の女神の後ろ姿まで見られることはめったにな

いので、しっかり目に焼き付けることができました。また、

ニューヨークの街は、あまりキレイとは言えなかったです。

たくさんの店が並ぶ５番街は人もいっぱいいて全部見て歩

くには１日必要なぁと思いました｡この他にもたくさん見

ましたが、ここには書ききれません↓↓

そしてなんと言っても、みんなと過ごしたホテルの部屋

は、私が最も素でいられる時間でした(●´∀｀)ノ部屋で

はあんなことやこんなこと…(笑)

毎日みんなと過ごし､グッと距離が近くなった気がしま

す。大人の皆さんはすごくいい人たちばかりで、安心して

アメリカ生活を送ることができました。中高生は、打ち解

けるのが早くて､すごい良かったです★

この 10 日間、私は、みんなに支えられ、みんなと仲良く過ごすことができて、

アメリカに行って良かったな(^^)と思っています。訪問団のみんなはほんとに 02

最高なメンバーでした＼(^о^)／ありがとうございました★!!!
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「七飯町海外交流研修に参加して」

北海道七飯高等学校 教諭 石川 惣一郎

☆はじめに

初めてのアメリカでの生活ということもあり、不安と期待を胸にコンコードに向け

出発しました。まず私達を迎えてくれたのは、優しく親切なコンコードの人達でした。

私は、コンコード・カーライル高校の先生方の中に何人か知っている人もいたので、

すぐにとけ込むことができました。

☆ホームステイ先にて

ホームステイ先はトムカーティンさんのとこ

ろでした。何度かお会いしたことがありました

が、体も気持ちも大きな人で人間的にも素晴らし

い人です。私は本当にラッキーでした。トムさん

の家に着いて驚いたことは、その家の大きさでし

た。日本では考えられない広さです。さらなる驚

きは、翌朝、目覚めた私を七面鳥が迎えてくれた

ことです。野生の七面鳥が家の周りに毎日来るの

です。朝食はというと、彼は私のためにお米まで

用意してくれて、さらにそれを炊いて、茶碗山盛

りにして私の前に出してくれたのです。アメリカ

でご飯を食べれるとは思ってもいませんでした。彼は私がホームステイしている間ず

っと朝食にご飯を出してくれました。最初から驚きと感動の連続でした。トムさんに

は本当に感謝しています。

☆コンコード・カーライル高校にて

コンコード・カーライル高校では、デンティ

ーノ先生が私達を快く迎えてくれました。私達

は、彼の音楽室を中心に様々な授業に参加しま

した。彼の音楽室は生徒達のまさに憩いの場所

でした。ある生徒は気軽にお菓子を食べ、ある

生徒は先生の椅子に平気で座る。しかし、なぜ

か違和感がないのが不思議でした。授業につい

ては、とにかく積極的で、先生の話に真剣に耳

を傾け、さらに自分達の意見を述べます。先生

方も発言を求めます。授業は選択制で、生徒が

教室を移動しなければなりません。移動時間が

非常に短く、多くの生徒が授業終了とともに走って移動をします。日本のように友人

〈ホストファミリーのカーティン夫妻と〉

〈カーライル高校 音楽の授業風景〉
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とゆっくり話をしている時間

などありません。

昼食の時間は生徒によって

違うのですが、そこには、ど

こにでも見られる高校生の姿

があります。図書館の充実ぶ

りも日本とは比較になりませ

ん。本の数の多さにも驚きま

すが、その中での生徒の様子

はまるで違います。多くの生

徒は勉強に励んでいますが、とにかく個々の生徒が時間を有効に使っていることに感

心しました。さらに校舎内には、日本に関する多くの掲示物も貼られており、生徒が

掲示板などを自由に使い自己表現しているのが見られました。校舎内で初めて出会う

先生方も私達に笑顔で挨拶を交わしてくれ、毎日が感動の中で過ぎて行きました。

コンコード・カーライル高校の中に SF クラブというのがあります。私は、この中

で一度だけ授業をする機会を頂きました。３０分ぐらいでしたが、「おはよう」「こ

んにちは」などの簡単な日本語を教えました。顧問のナレンバーグ先生が日本語に精

通していることもあり、多くの生徒は日本語に興味を持っていました。中には、将来、

日本の JET プログラムに参加したいという生徒もいました。

☆ソロー小学校にて

ソロー小学校では、生徒の元気さに圧倒されながら一日が過ぎて行きました。朝早

くからの朝食を含めた職員達の心温まるもてなしに感動しながら周り（図書館内）を

見渡すと、地図などを含め、日本あるいは七飯町に関係する多くのものが掲示されて

いることに気がつきました。数名の教職員が七飯町を訪れていることもあり、話題は

尽きませんでした。体育館における私達の歓迎会では、全校生徒がそこに集まってお

り、そこには様々な肌の色、髪の色の生徒達が

何の違和感もなく一つにとけ込み私達を歓迎し

てくれました。そして私達一人一人の自己紹介

の言葉に素晴らしいリアクションで応えてくれ

ました。小学生の中には、すでに日本語に興味

を持っている生徒もおり、メモを持って真剣に

日本語を尋ねていました。

☆ボストン・ニューヨーク視察研修

ボストンの景観は、日本では見たことのない素晴らしいものでした。どこへバスを

走らせても煉瓦づくりの町並みが我々を迎えてくれます。近代的な中に歴史の素晴ら

〈ソロー小学校での歓迎会の様子〉

〈SF（Science Fictioｎ ）クラブのメンバーとともに〉
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しさを残しつつ、何か心落ち着くものを感じさせる

都市で、親しみを感じました。

ニューヨークは、船上から様々な姿を見せる自由

の女神像から始まり、エンパイアステートビルから

見える摩天楼、さらには５番街の雑沓に至るまで、

まるで映画の中にでもいるかのような風景の中で、

時間があっという間に過ぎて行きました。ボストン

の歴史的な町並み、建造物とは対照的な姿を私達に見

せてくれました。

☆最後に

この研修に参加させて頂き、本当に感謝しています。今思うと本当にあっという間

に過ぎた１１日間でした。アメリカと日本の文化の違い、学校に関しては、授業スタ

イルの違いなど、活字からは知ることのできない多くの事を体験し、学ぶことができ

ました。この経験を今後の自分の貴重な財産にし、七飯町の発展に役立てたいと思い

ます。加えて、この研修に参加した中学生、高校生においては、この研修で得た知識、

経験を将来に生かすとともに、一人でも多くの生徒が、さらに英語に興味を持ち、国

際交流などの事業に関わってくれることを望んでいます。

私は、この研修を通じて、人とのコミュニケーションは言葉だけではなく、人間と

しての気持ちが大切なんだと改めて痛感しました。

最後になりましたが、この研修に関わった七飯町総務課の皆様、さらにはトム・カ

ーティンさんご家族をはじめコンコード・カーライル高校の関係者の皆様に心より感

謝を申し上げ、研修報告とさせていただきます。

〈自由の女神像〉

〈 ボストンの景観 〉 〈エンパイアステートビルより〉
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平成 20 年度、七飯町海外交流研修にあたり姉妹都市であるコンコード町と七飯町は

調印を交わしてから 11 年目を迎えております。しかし、私自身は海外交流研修に参加

するまでは、マサチューセッツ州コンコード町についての知識がありませんでした。

今までの海外経験は六ヵ国ほどありますが、ホームステイを体験することは初めてで

あり、自身の人生において無縁と考えておりましたから、この様な素晴らしい機会を

与えていただき本当に感謝しております。

また、［ホームステイ＝学生］と考える方も多いと思いますが、あえて私は、この年齢

で参加する気持ちとしては、自分自身への修練・挑戦、また、実際に見て感じて知る

ことにより、自身の成長と想う考えや期待があるからでした。

そして、私は事前にこの様な目標を揚げ海外交流研修に望む事に致しました。

《以上８項目を限られた時間の中で・・・》

この海外交流研修ではコンコード町に滞在後、ボストン・ニューヨーク視察となりま

すが、姉妹都市との交流・ホームステイ生活のみの報告とさせていただきます。

初めに出発前の準備として英語の語学力がない私は、電子辞書と日常英会話の本を購

入しホームステイに望みました。自宅を出発してからコンコードに到着する迄の費や

した時間は約 26 時間（時差は－13 時間）コンコード町への到着時刻は午後９時頃でホ

ストファミリーの方とカーライル高校で初対面し挨拶を交わしました。

ホストファミリーの家族構成はラリー（父）、メリーアン（母）、マイケル（息子）、娘

2人（近郊に在住）、クリフ（愛犬）ラリー家では初めての受け入れとのことです。

ラリー宅への到着は１０時を過ぎておりましたが、マイケルとクリフも暖かく出迎え

ていただき、ここからが私自身初めてとなるホームステイ生活が始まったのです。

最初に、自己紹介や家族の紹介、お土産を身振り手振りで説明しながら手渡しました。
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【知っている単語を話すだけでも意外と理解していただけました・・・？】

メリーアンは私にお腹空いてない？と尋ねてくれましたので、夜食を作ってもらい、

食後はラリーとコーヒー＆喫煙タイム（外のデッキにて）を共にその後、起床する時

間や明日の予定などを伝え就床・・・【楽しみと不安で寝付けない・早朝３時・４時・

５時には日本から電話ありで寝た気がしない！】

［初日］ ７時に起床、カーテンを開け風景を見渡しました。（森の中？）辺り一面、

大自然しかも紅葉が素晴らしく綺麗、家族と挨拶を交わし急いで外のデッキへ

【肌寒い中しばらく風景を見渡していたような！】その後、アメリカンスタイルの朝

食をとり、そしてラリーの車（リンカーン）に乗りメンバーと合流、視察場所となる

タウンハウス・下水道施設・消防署・警察署・学校などを拝見させていただきました。

ここでは私自身、七飯町の消防団員としてコンコード消防署についての交流をお話し

致します。姉妹提携を結んでからまだ一度も訪問した事がないと聞いておりましたの

で、コンコード消防署の皆様からたいへん暖かく迎えられました。

私たちは、通訳のジュンコさんを通じて、いろいろなお話をさせていただきました。

コンコード町には消防団員がいなく全ての火災・災害等は職員のみで仕事を行うそう

です。地域的には風水害や地震などのなく素晴らしい環境とのこと。救急車出動もア

メリカでは料金がかかるようで、余ほどの事がない限り救急要請もないようです。

【地元七飯では大変迷惑な救急出動が多々あるそうですが】

また、七飯町にはボルケーノ(活火山)があることを伝えましたが大規模な災害は想像

できないようで大変驚いておりました。【私も大噴火の災害は想像できませんが！】

自動車の運転マナーも非常に良く事故等も少ない感じに見受けられました。互いの地

域に付いて話し合い、有意義な交流を図ることができました。また、実際使用されて

いる防火服を着用させていただき、更には私一人だけ

大型レスキュー車に乗りコンコードの町を案内させて

いただきました。【日本ではありえない車輌出動】

後にコンコード町に住んでいる方にこの嬉しさを伝え

ると、地元コンコードでもその様な体験をした人はい

ないと、たいへん驚いておりました。消防職員の制服

（キャップ・Ｔシャツ・ジャケット・パンツ）も七飯

消防暑にたいへん似ておりました。

【七飯消防署もアメリカンスタイル】
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コンコードファイアー職員の皆様、たいへん暖かい心遣いありがとうございました。

初日の視察を無事に終える事となりますが、驚きの連続はまだまだあります。

夜のディナーは、私のホストファミリーとユウキ・ナオユキのホストファミリーであ

るハリー家と共に過ごすことになりました。

ハリー家は豪華なプールがあり、ハリーの息子（小学生）とナオユキはスイミング、

【ナオユキ、寒い中ご苦労様です！】

その後、ディナー専用ルームにてお祈りを捧げてからディナータイム（パン・パスタ・

ターキー鳥の煮込み・サラダ・ビール等）楽しい夕食を終え、帰宅後は、ラリーとパ

ソコンにて英文書を解釈しながら会話、グーグルマップで七飯町や近郊の町並みを見

せ、七飯町役場のホームページ、洞爺湖サミット開催地、過去の交流事業、自身の地

域活動など紹介致しました。またラリーも日本語を少しばかり勉強し会話も楽しくな

ってきました。【コニチハ・アリガトのみ！】

初日から、とても素晴らしい体験の連続で不安などは解消されておりました。

［二日目］ クランベリーファーム・ガーデン・イーストコンコードの町並みなどを

視察、その中で個人所有の広大で素晴らしい庭園を拝見させていただきましたので、

ここでは私の専門職であるランドスケーパー（造園業）の視点から見たコンコード町

の風土についてお話したいと思います。

コンコード町の気候は七飯町（大沼地区）とほぼ同じ様に見受けられ町全体が紅葉一

色、景観的には大沼の湖畔周辺に自宅が建っている感じで、湖や河川など自然が豊富

であり樹木類・野草類に至っても地元にあるものが意外と・・・！

【コンコード町は北緯 43 度・七飯町は北緯 42 度】



40

木々は建物より大きく自然を活かした樹形・天然石・木製フェンス・芝生・資材等を

たくさん見ることが出来ましたし、庭園の維持管理に至っても、自己管理、業者への

依頼されている方も多く拝見。【コンコード町の電話帳でも数多くの業者を調査済み】

愛情を持って庭園を管理、四季折々の表情を観賞し家族で過ごせる空間創りは様々、

素晴らしいランドスケープデザインを勉強させていただきました。

マサチューセッツ州コンコード町は歴史、文化、豊富な自然環境、全てにおいて素晴

らしく、地域の方々もとても心優しく感激致しました。

視察終了後は、ラリーと二人でコンコード近郊にあるゴルフ場へ・・・

【初日に私達は共通の趣味がゴルフとの事で話が一致しゴルフ交流に発展】

ハーフラウンドで日没となりプレー終了致しましたが、とても素晴らしいゴルフ交流

を満喫できました。【ラリー、七飯町に来たらパークゴルフですよ～ぉ】

［三日目・四日目］ 中高生の皆さんと一緒に、

ソロー小学校へ訪問、私たちは児童や保護者の

方々が大勢いる中、一人ひとり自己紹介

【I LOVE CONCORD など言った記憶が・・・】

各教室、授業風景など拝見、私たちの為に楽器演

奏や歌、プレゼントなどもたくさんいただき、た

いへん嬉しく思いました。また授業などにも参加

し、日本語や折り紙など教え交流を図りました。

たくさんの児童や先生の皆さんと素晴らしい交

流を過ごさせていただきました。

ホットラックパーティーでは、ホストファミリ

ーの家族と一緒にカーライル高校にて食事を楽

しみながら、学生さんの吹奏楽や和太鼓の演奏、

歴代の交流員紹介、ボビー（今年度の交流員）の

辞令・決意表明、最後締めは参加者全員でのイカ

ダンス（函館いか踊り）で最高潮に！

大勢の方々が集まっておりましたので、是非、

七飯町で交流会が開催される時には協力したい

と思い過ごさせていただきました。
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［五日目］ ホストファミリーと過ごす最後の日は、ユウキ・ナオユキのホストファ

ミリーでハリー家の息子（１９歳）がセスナ機（軽飛行機）を運転していただけると

の事で、４人でコンコード上空や近郊などフライト 【４５分間のフライトを２回】

雄大な自然や湖をビデオカメラで撮影中、突然の一言、操縦する・・？ 私は迷いも

せずハンドルを握り締め操縦・・・！【操縦時間は約 1分位と思いますが】

その時、同乗していた二人は『 Don’t touch please 』触るなの連発でした！

フライト終了後はコンコード川でカヌーを体験、同乗者はハリー、コンコード川の

ゆったりとした水の流れ、リバーサイドの風景、時間も気にせず、とても優雅なひと

時を過ごすことができました。また、皆さんと一緒に視察したノースブリッジの下を

通過するとは思いもしませんでしたので、とても感激いたしました。

最後のディナーは、ハーバード大学の近くにあるシーフードレストランにて楽しいひ

と時を【本場のクラムチャウダー・生牡蠣・フイッシュステーキなど豪華に・・・】

帰宅後、ラリーと２人でお約束の交流を終え部屋に戻り、たくさん戴いたお土産や荷

物を整理、コンコード町で過ごした日々を想い浮かべ、メモ帳に事細かく記載、明日

はお別れということもあり、お礼の言葉や感謝の気持ちを考え、就床したのは早朝４

時過ぎ・・・【寝ている時間がもったいない感じ】

［６日目］最後の朝、ラリー・メリーアン・マイケル・クリフ（愛犬）を呼び感謝の

気持ちをしっかりと伝えました。感激のあまり涙ぐむマリーアン、涙をこらえている

ラリー、受験で忙しかったマイケル、行儀の良いクリフ、そして私自身も感激のあま

り涙ぐむ場面も・・・【号泣です】

以下は Larry Family に心をこめて伝えた

感謝の言葉です。

I enjoyed meeting your family

（ご家族と会えて嬉しかったです）

I appreciate your kindness

（お心遣いとても感謝しています）
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Thank you very much （ありがとうございました）

私は、この海外交流研修でお逢いした皆様をはじめ、ホストファミリーのご家族に

心から感謝し、この町で過ごした貴重な体験は生涯忘れることはないでしょう。

多くの人との出会いを大切に、感謝の想い

を胸に秘め、またいつの日になるか分かり

ませんが、再び訪れようと心に誓いました。

そして、この素晴らしい交流が永遠に続く

限り、私自身も今後は携わっていきたいと

思います。

マサチューセッツ州コンコード町で過ごし

た素晴らしい体験は、この報告書では、ほ

んの一部にしか過ぎませんが、是非、興味

のある方は私に尋ねていただきたいと思い

ますし、交流研修の参加に至っては年齢な

ど関係なく積極的に挑戦していただきたいと想います。

きっと自分自身の視野がひろがり感性が磨かれることでしょう。

更には人生の中で、とても大きな意味を持つ道が拓かれると思います。

[最後に］ 素晴らしい機会を与えていただきました七飯町、一緒に訪問団として

参加した川上さん、寺谷さん、石川先生、友規、尚幸、中高生の皆さん、

本当にありがとうございました。

そして、この海外交流研修を後押ししてくれた家族に心から感謝致します。

今年度から海外交流員として、がんばるボビー・カーグラさん英語の指導宜しくね！
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「姉妹都市コンコード交流」

七飯町商工会青年部 中川 友規

このたび、姉妹都市交流ということでアメリカに行ってきましたが、私は英語がま

ったく出来ないので、まさか自分がホームステイをするなんていうことは人生の中で

ありえないことだと思っていました。社会人になってからこのような話しがくると分

かっていれば、中学生の頃からしっかりと英語の勉強をしていたのにと思いました。

コンコードに行くことが決定してからは、英語の勉強をしようと思っていましたが

仕事などなんだかんだ結局ほとんど勉強が出来ないまま出発の日を迎えました。その

為、自分の中ではかなり不安の状態で出発しました。

しかし、私のホームステイ先は加藤君と２人だったので正直加藤君が一緒なら何とか

なるなと思い、安心していました。

そんな気持ちのままコンコードに到着し、迎えに来ていたホームステイ先のハリー

さんと対面し、七飯町訪問団のみんなとお別れし、いざ、ハリー家へ到着してみると

やはり日本語はまったく通じないので一気に不安になり、「加藤君頼むぞ」という思い

に変えてホームステイ生活をはじめることにしました。

ハリー家は、ハリーと奥さん

のジョイス、小学４年生のジェ

イコフ、１９歳のサムの４人家

族です。サムは家にはいなくて

別な所に住んでいるようです。

ホームステイ生活では、片言

の英語や身振り手振りでどうに

か不自由なく生活を送ることが

でき、私自身が英語を分かって

いるかのような錯覚まで起きて

いましたが、ハリーさんに一言

話し掛けられるたびに我に帰り

加藤君を探していました。

生活事態は、このようなやり取りを繰り返して過ごしていました。

日中は、コンコードの人達と役場へ行きコンコードという町のあり方などを教えて

もらいました。日本や七飯町の町政とはまったく違い、コンコードでは町民が全員で

町を考え、町政に取り組み、町民全体で町を運営しているのです。七飯町でも町を想

い生活している方も大勢いると思いますが、選挙の時意外は町民全体が町に対して団

結し考えることが無いような気がします。（私も含めて・・・）

仕事や家庭などで忙しくそれぞれ町のことまで考えるというのは現実では中々難しい

ハリー家と一緒に
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と思いますが、実際に住民全体で取り組んでいる町もあるのだな、と一つ勉強になり

ました。

その他は、下水処理施設の見学や、CCHS での校内見学、コンコード消防署見学、警

察署見学、などコンコードの町のいろいろな場所を見学に行きました。

その一つにガソリンスタンド見学があり

仕事上参考にできればと思い、じっくり

と見学をしようと思っていたらあっとい

う間に終了し、次の見学場所へと移動と

なり早すぎて少々残念でしたが、日本の

ガソリンスタンドとは違い、サービス業

という感じが無くお客さんと対等のよう

なスタイルでした。そこのガソリンスタ

ンドだけなのかなと思っていたら、アメ

リカでは日本のようにお客様は神様だと

いうような言葉は無いらしく、日本の接

客サービスとはほど遠いものでした。

逆に言えばそれだけ、お店とお客さんとの信頼関係があるからそのスタイルで商売が

なりたっているのかなと思いました。（うまく伝えづらいかも・・・）

また、言葉がまったく分からないのにソロー小学校の４年生と２年生に折り紙教室

を開きカエルやカブト、手裏剣の作り方を教えることになり、身振り手振りで何とか

教えることに成功しました。言葉が無くても気持ちが通じて日本では考えられない経

験をしたと思います。さらに、ここで私の名前と同じユウキという日本人の子供がソ

ロー小学校に通っていたので、自己紹介の時に自分の名前を言っただけで子供たちが

大騒ぎになり私一人で、一瞬パニックになるという出来事もありました。

ホームステイは７日間で最後の日はホ

ストファミリーと、一日中一緒に過ご

しました。その日ビックリしたのは、

ハリーの息子１９歳のサムがセスナに

乗せてくれることになり、私と加藤君

と大森さんの三人で小型機ばかりの飛

行場に行きコンコードを空から見るこ

とが出来ました。とてもキレイでした

が、大森さんが操縦し、景色を見る余

裕が無くとっさにデンジャラスなどの

英語を加藤君と２人で叫んでいました。

その後、私もサムに操縦してごらんと

言われたのでその気になり、ﾊﾝﾄﾞﾙを握った瞬間叫び声が！大森さんと加藤君です。で

アメリカの給油機

ソロー小学校にて小学生と交流
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もサムがいいと言っているので滅多に出来ない経験をしっかりと体験してきました。

その他にもカヌー体験などいろいろな所に連れて行ってもらい、ホストファミリー

のハリー家には感謝しています。

今度は、英語をもっと話せるようになってコンコードにまたきたいと言ったらその

時は是非、ハリー家に泊まってくれと言ってくれてメールアドレスなどを教えてくれ

ました。頑張って勉強してお金ためて行きます。

ホームステイが終わり、ボストン、ニューヨークにも行きたくさんの観光名所など

も見学して楽しんで帰るだけだと思っていましたが、観光名所の印象よりもニューヨ

ークの格差社会が印象に残っています。

分かりやすいのが、救急車を呼ぶと日本円で１回、約２万円の請求が来るようです。

さらにサイレンを鳴らして急いでもらうと、５万円くらい請求がくるようです。

病院に行くのも医療代が高いようで低所得の人はものすごく大変らしいです。

普段当たり前のように生活している日本はものすごく恵まれているのだなと改めて実

感しました。

このような体験をさせていただき、いろいろな考え方が出来るようになりました。

今回とても貴重な機会を与えてくれた七飯町に大変感謝し今後もこの経験をいかして

町のためや、自分の人生を大事に歩んでいきたいと思います。

七飯町とコンコード町、大変ありがとうございました。
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この度はアメリカ研修に参加させて頂き本当にありがとうございま した。

この研修において私自身の目標は、アメリカ文化や習慣、地域の商業を学び

体験することでした。また、私にとって人生初の海外でもある為、楽しみで

もあり不安でもあるという複雑な心境のままの出発となりました。

成田空港から飛行機で１３時間という非常に長い道のりの中、ニューヨーク

に到着し、更にボストンへ向かいやっとの思いで到着すると、ボストンの空

港ではトムさんやジュンコさんなど多くの人が笑顔で迎えてくれました。

その暖かい出迎いに、それまで緊張していた気持ちが一気にほぐれ ました。

その後、コンコード町にあるＣＣＨＳ (コンコード・カーライルハイスクー

ル)へ向かいました。

カーライルハイスクールでは念願のホストファミリーとの出逢いが待って

いました。私とユウキを迎え入れてくれたのは、ハリー・ジョイコス・ジョ

イコブ・サム・愛犬ズーマからなるカーターファミリーでした。

ハリー（父）とジョイコブ（息子）が迎えに来てくれており、まず自己紹介

をしました。

私とハリーとの初めての会話は

What is the rule of the house？ (家でのルールはなんですか？)

Ｎｏ ｓｍｏｋｉｎｇ (タバコをすってはいけない)

いよいよこれから５日間のホームステイが始まりました。
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【１４日】

私達はコンコード町のタウンハウス（役場）に行き、クリスウィーランさ

んというタウンマネージャーに会い話を聞きました。

このコンコード町では町長という存在はおらず、町民から選ばれた１名だけ

がタウンマネージャーとして給料を貰い、その他の人は全てボランティアと

して町を運営しているとの事でした。

（早くも日本との大きな違いに驚きを・・・！）

【１５日】

この日はコンコード町内のコンコード木材を視察しました。

ここでは木材の他に屋根材料や電動工具など建築商売に関わる物を幅広く

取り揃えており、材料に関しては ECO(自然環境保護)を重視した物が多くあ

りました。

アメリカでは木材に限らず、前日に視察した下水処理施設でも自然環境に優

しい最先端の技術開発を進めている

等、大都市のみならず地方において

も日本より力を入れ取り組んでいる

ように感じられました。その日、研

修を終えての帰宅途中、ハリーが新

築住宅の建設現場へ連れて行ってく

れました。

そこで耐震強度について尋ねたとこ

ろ、ここでは台風や地震などはほとんど発生しないので、耐震強度に関する

対策は不要だという事を教えてくれました。『日本ではありえない・・・！！』

その夜は、ハリーは私達を日本料理店へ連れて行ってくれました。

久し振りの日本食にありつき、カーターファミリーとの楽しい時間を過ごし

ました。『味噌汁は最高！！』
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【１６日】

研修３日目は、オールドノースブリッチやコンコード歴史館などを視察し

ました。

ノースブリッチやミニットマンの銅像が建つこの場所は、独立戦争が勃発し

た場所という事でたくさんの観光客で賑わっていました。

ここは非常に歴史の多い町でもありました。

【１７日】

私はこの日をとても楽しみにしていました。

その訳は、ジョイコス（母）が教師として勤め、息子のジョイコブが通って

いるソロー小学校を訪問するためでした。

ここでは小学生に日本の文化である折り紙を教えたり、みんなでウォルデ

ン・ポンド（湖）を散歩するなどして交流を深めました。

ソロー小学校の児童はとても元気があり、一緒に歌を歌ったりしているうち

に、私は子供達から、たくさんの元気を貰っていました。『すごく積極的！！』

その夜、カーライルハイスクールでホットラックパーティーが開かれました。

私達は感謝の気持ちを込め「函館 イカ踊り」をみんなの前で披露しました。

寺谷さんの「Ｌｅｔ’ｓ ＩＫＡＤＡＮＣＥ」の一声で１００人以上の人が

みんな手を繋ぎ、一緒になってイカ踊りを踊りました。

その光景に、私は非常に感動しました。『みんなで踊ると楽しい！！』
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【１８日】

この日はホストファミリーと１日を過ごしました。

息子のサムがセスナ機を操縦出来るという事で、ハリーは前夜から私とユウ

キ、ショウゴをフライトに誘ってくれていました。

セスナ機でのフライトは初体験でしたが、上空から見た景色は広大でどこを

見ても海が見えず、自然がとても多くまさに“絶景”でした。

『私は高所恐怖症なのですが・・・！』

【１９日】

この数日間お世話になりましたポストファミリーとの別れの時がやって

きました。

様々な想い出が蘇る中、別れを惜しみながらも“また必ず会いに来る”と心

に決めて私はバスに乗り込みました。

この素敵な家族との出逢いを、私は一生忘れる

事はないでしょう『本当にありがとう！！』

それからの３日間は、ボストンさらにはニュー

ヨークと移動をして、グラウンドゼロや自由の

女神などを視察しました。

テレビを通して見るのと実際に見るのとでは

全てが大きく異なりました。

『アメリカはスケールが大きい』の一言につき

ました。
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この研修によって私はたくさんの事を学びました。

国籍や人種は関係のない国境を越えた多くの人達との交流、各地への視察に

よりさまざまな物を自分の目で見て体験した事により、自分自身の価値観や

視野を大きく広げる事が出来ました。

今後は、この貴重な経験を生かし七飯町に貢献していけるよう、日々邁進し

ていきたいと思います。

【最後に】

この様な貴重な機会を与えて下さり,たいへん感謝しております。

そして、今回の研修において、お世話になった七飯町及びコンコード町の皆

さん、そして訪問団のメンバーのみなさん、本当にありがとうございました。
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“ゆっくりと時が流れるコンコード”

水道課主幹 川上 弘一

『 はじめに 』

平成２０年度七飯町海外交流研修会の第 1 回事前研修会が、８月６日に行われ、少し

緊張ぎみの今回の派遣メンバー１４名（中学生５名、高校生３名、引率教員１名、企業

後継者３名、引率職員２名）が初めて対面しました。

今回のアメリカ訪問日程は、１０月１３日から２３日までの１１日間で、この日に向

け、以後「コンコードの町について」「七飯町の概要や歴史の再確認」「英会話レッスン」

等、４回の事前研修を行う中で、訪問メンバーの和も深めながら出発への準備を重ねま

した。

現在行われている交流研修会の目的は、

ホームスティをとおし、アメリカで日本と

異なる生活文化に触れることにより、今後

求められる国際化への対応に向け、地域の

活力となる人材を育てると共に、コンコー

ド、七飯両町の相互理解をより深め、友好

の輪を一層広げていくことにあります。

この大意の上から、学生の方はホームス

ティ先からカーライル高校に通学し、授業

をとおしてのアメリカの高校生との交流、

そして、企業後継者の方々はそれぞれの専門業種に於いて、アメリカでの企業経営を学

び、今後、各職場で幅広く活用していくことにありました。

その意味にからすると、今回参加されたメンバーは大きな成果を七飯町に持ち帰るこ

とが出来たと思います。

『 ホストファミリーとの出会い 』

１０月１３日午後９時、訪問団一行はカーライル高校に到着し、これから自分たちが

お世話になるホストファミリーとの初めての出会いがありました。

高校には夜遅くにもかかわらず大勢の方々が笑顔で私たちを迎えてくださり、バスを

降りる前までの私たちの緊張と不安はすぐに解消されました。

一通りの挨拶の後、それぞれのホストファミリーの紹介があり対面、初めて会う方々

なのに、まるで自分の家族が戻ってきたかのように温かく迎えて下さいました。

生徒たちの嬉しそうな姿を見て、私自身も心から安心でき感謝いたしました。

私がお世話になったファミリーは、コンコードの町の中心から１５分くらい離れた所

に住んでいるアルバート家で、奥さんのジェーンさんと一人娘のケイティ（１６歳）の

３人家族の家でした。

英語が旨く話せない私でしたが、知っている単語を並べ、身振り手振りで意思表示す

る私に、何を伝えようとしているのか真剣になって受け止めて下さる優しい家族でした。
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この家庭での話を少ししますと、私の家では、夜になると居間、台所、食堂の蛍光灯

を全て点けてテレビを見ていますが、この家庭では、必要最小限の灯りだけしか点けず

夕食時は食堂だけ、居間でテレビを見るときも居間の明かりを消して見るなど、ものす

ごく節電に心がけていることが感じとれました。

又、学校の始業時間が７時１５分と早いこと

もあるのか、夜の９時過ぎには就寝し、朝の５

時には起床するという、普段経験したことの無

いリズムでの生活も体験しました。

食事のメニューも飾らないものばかりで、味

付けも薄く、野菜の素材をそのまま生かした料

理が多く、私がイメージしていた少し贅沢なア

メリカではなく、新鮮なアメリカをこの家庭で

感じることが出来ました。

『 コンコードの町並み 』

コンコードに着いた翌日、役場に当たるタウンオフィスを訪問しました。

出迎えてくださったのは、クリストファー・ウェーランさんというタウンマネージャ

ー（町長的な人）で、コンコードはアメリカでも数少ない町制を執っている町であるこ

とを話されました。

それは、コンコードでは毎週５人の代表者が集まり、町行政等について討論するが、

その状況をケーブルテレビを通して全町民に放映していること。

又、コンコードでは、１８歳以上に選挙権が有り、諸問題が出たときは選挙での多数

決により全ての案件が決まるという、大変興味深い話を聞くことが出来ました。

一歩外に出て、コンコードの町並みを歩いて感じたことは、コンコードには信号機が

ほとんど無く、私が滞在した間に目にしたのは３箇所だけでした。

車の往来が多い交差点でも、ドライバー同士

が譲り合って、車がスムースに流れていたこと

に驚くとともに、横断歩道の有る場所では、近

くに人影が無くても、車は横断歩道の手前で必

ず止まり、左右をしっかり確認する等、交通マ

ナーが非常に良いのには感心しました。

又、木材問屋を訪れた時でした。広い敷地内

に数多くの種類の木材や材料が山のように積ま

れていました。

品物を仕入れに来た車は、敷地内で木材や材料を車に積み終え、出口で１枚の明細書

を店員に渡していました。

店員は、積荷を確認するでもなく、なんと買った側の申告だけで OK、お互いの信頼

と信用の上で商売が成り立つアメリカ人の気質に感動を覚えました。

そして、コンコードは、なんと言っても歴史のある町で、１７７５年のアメリカ独立

戦争の最初の戦場地であるノースブリッチという橋があることで有名で、現在ここは、
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ミニットマン国立公園となっていて、世界中から観光客が訪れる町でもあります。

町の中心街はけして派手ではなく、のんびりと散歩したくなるような町並みで、一歩

離れた住宅街は、まるで別荘地を思わせるたたずまいがありました。

日本ではなかなか見ることの無い、広い敷地に大きな家、中には、プールやゴルフの

練習を持つ家も少なくありませんでした。

この町に住んでみると、人々もそうなのか、のんびりとゆっくり時が流れているのを

感じることが出来ました。

『 ボストンにて』

コンコードで６日間のホームスティ生活を終えた私たちは、帰路の途中、隣り街のボ

ストンに立ち寄りました。

ボストンは、人口６０万人で高層ビルと古いレンガ造りの家と

が調和した、それぞれの時代のたたずまいを表している街でした。

何故古いレンガ造りの家がそのまま残っているかと言えば、ボ

ストンでは地震が起きないので、古い建物が何百年もそのまま残

っているのだそうです。

そして、私たちは世界的な美術品が展示されているボストン美

術館を見学しました。

館内には、とても１日で見ることの出来ないほど多くの美術品

が展示されていました。

この美術館でとても驚いたことは、ゴッホ・ミレー・ルノアー

ル等の超一流の絵画をすぐ目の前まで近づいて、見ることが出来るという事でした。

日本では、近寄れないようにテープで仕切られ、尚且つ警備員が立ち、遠くから観賞

することが普通なので、日本人のモラルやマナーが外国に比べ少し悪いのかも知れない

と、考えさせられる場面がありました。

ボストンからニューヨークまでは、アムトラ

ックという列車に乗り移動しました。

ボストン駅の待合所で、荷物占用のポーター

に一人２ドル支払うと、大きなスーツケースや

バッグを列車内の荷置き場まで運んでくれ、下

車のときも列車から駅の待合室に下ろしてくれ

ました。

皆、大きな荷物を両手に持っていましたので、

大変助かりました。

ずいぶん昔の記憶になりますが、たしか日本でも駅や連絡船の待合室に このような

ポーターさんがいたと思い、懐かしい一面も見えたような気がしました。

又、ボストンの街では、２万円以下の商品には消費税が掛からないそうす。

その理由は、２万円以下の物は日常使用品としての一般消費品だからだそうで、その代

わりに２万円以上の物は高級品の扱いとなり、１５％の高い消費税が掛かるそうです。

道理として、なるほどと納得するところがありました。
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『 今回の研修に思う 』

今回、アメリカでの１１日間に亘る交流研修、出発前の事前研修会では、私も含め、

ホームスティに不安な一面を覗かせていた参加メンバーでしたが、アメリカでの素晴ら

しい生活文化を体験し、日を増すごとにもう少し長く

滞在していたい、と思う気持ちになったのは、私だけ

でなく、メンバー全員同じ思いだったそうです。

今回の研修をとおし、私が感じ取ることの出来たア

メリカの姿は、

・「家族、郷土に対しての強い愛情」

・「初対面でも家族同様、温かく迎えてくれる気質」

・「自分を飾る事無く、はっきりと自己主張をする」

・「人に対する信頼と信用度が高い人柄」

以上のようなことを、強く感じ取ることが出来ました。

言葉や習慣の違いに戸惑うことも多く有りましたが、アメリカでの日本と異なる生活

文化に触れたことにより、貴重な体験を積ませていただくことが出来ました。

この体験を通して、日本の良いところを再認識することが出来、又、改めるべきとこ

ろを知ることが出来たと思います。

そう言う意味に於いても、今回の参加メンバーも、１０月７日の壮行式で一人一人が

話された抱負、又、決意については、当初の目的を充分に達せられたのと思います。

研修会での素晴らしい経験を一生の宝物とし、これからの人々との出会い、そして、

今後の人生に必ず役立てられるものと考えます。

近い将来、七飯町にも必ず国際化の波が寄せる時が来ます。

その時は、今回参加された方々が、先頭に立って活躍されることを心から願うもので

あります。

最後になりますが、今回の研修会訪問団の

受け入れに対し、細やかなスケジュールの作

成をはじめ、毎日朝早くから夜遅くまでお世

話下さいました、コンコードＣＣＮＮ（コン

コード・カーライル・七飯ネットワーク）の

皆様に、心より感謝し、お礼を申し上げまし

て、今回の研修の報告とさせていただきます。
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「コンコード町を訪問して」

総務課国際交流係長 寺 谷 光 司

今回の訪問団は総勢１４名（中学生５名、高校生３名、引率教員１名、町民代表３

名、役場随行職員２名）で１０月１３日～２３日までの１１日間の日程でコンコード

町を訪問してきました。

まず、海外交流派遣研修に参加するにあたり、最初に私が感じたのは一言で言うと

不安でした。海外へは１度行っておりますが、ほとんど英語を使う必要がなく、また、

国内旅行すらあまりしたことがありませんでした。その中で、役場からの引率、しか

も副団長として無事に任務を遂行できるのか、英語が話せない私がコンコードでのホ

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、いままでの諸先輩たちが培

ってきたコンコード町との交流を維持すること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あるまま出発しました。アメリカ行きの機内でもその不安はのこ

り、１３時間という長い航路の中ニューアーク空港に到着。その後、ボストン行きの

飛行機へ無事に乗り継ぐことができましたが、約１時間、飛行機が遅れようやくボス

トンへ到着しました。そこでは、トムさんをはじめ、ディンティーノさん、ジュンコ

さん、そして私のホームステイ先のデイビットさんなど多くのコンコード町の方にや

さしく出迎えてもらい、すぐにコンコード町の方々の心の暖かさを感じることができ、

私の胸につかえていた不安が一気になくなったこと覚えております。

その日、私は他の訪問団とは別にデイビットさん宅へまっすぐ向かいましたが、家

に向かう車中でデイビットさんは日本語で私にいろいろと話しかけてくれたのがと

ても印象的でした。さらに、自宅に到着したのはもう２１時を過ぎていたと思います

が、玄関には日本語で「ようこそ」と書いた張り紙がしており、とても感動いたしま

した。自宅では待っていた奥さんのリアナさんがボストンで非常に好まれているとい

うサケの料理を用意してくれていて、とてもおいしくみんなで食事をしました。

私のホームステイ先のデイビットさんは

コンコード・カーライル高校の英語の先

生でありますが、自宅はボストン市内に

住んでおり、翌朝６時２０分に自宅を出発

し高校へ向かいます。朝６時ころというと

日本ではもう明るくなっている時間であ

りますが、コンコード町ではまだ暗く、

７時くらいにようやく夜が明けてきます。

まだ薄暗い中、初めてコンコード・カー

ライル高校を訪れ、何もわからないまま

デイビットさんについていきましたが、

広大な敷地と、大きな建物にまず驚かされ

ホストファミリーのデイビットさん、

リアナさんと私です。
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ました。７時ころになるとスクールバスが次々と到着し生徒たちが通学してきます。

日本の通学時間とは違いがあるようで、１時間目の授業は７時３０分から始まります。

七飯町の訪問団の生徒の様子も気になっておりましたが、さすがにまだ緊張ぎみの様

子でありました。

それから、コンコード町の街を車でとおりながら、タウンハウスへ向かいました。

車内からコンコードの街を眺め、まず感じたことはどの家も大きく、敷地が広く綺麗

な庭が多いことに驚きました。しかし、この辺は街中で小さいほうだと聞きさらに驚

きました。

タウンハウスを訪れ、タウンマネージャーと懇談し、コンコードの町旗の話を聞き

ました。七つの星は沼を現し、三本の線は川を表しているそうです。また、１階には

姉妹都市提携の写真等が掲示されており、あらためてお互いの街の親密さを実感しま

した。

また、今回の訪問団は企業の後継者である町民の代表３名が参加しており、アメリ

カのガソリンスタンド、木材店、造園業、消防署などそれぞれの同じ業種の経営者と

熱心に意見交換するなど、とても有意義な研修であったと感じております。

後日、コンコード町との方と話しましたが、今年の訪問団も昨年同様とても積極的

でよかったとの言葉をいただいており、やはり、目的をもって行くことは非常に大事

なことであると感じました。

私自身も今回の研修の目的に、コンコード町との交流をより親密にすることと、新

たな交流、両町にとって経済的利益を生む交流を何かひとつでも見つけられればとい

う思いで研修してまいりましたが、ウォールデンポンドの水、紅葉の綺麗さにも驚か

されました。

「ウォールデン～森の生活」のへ

ンリー・ソロー氏が有名ですが、

彼が最初に行ったことは湖の大

きさを調べたことと、湖の深さを

調べたことだそうです。ちなみに

最大の深さは約３３メートルだ

そうです。２年間森の中で生活し

た実際の場所に行きましたが、周

囲には何もない本当に森の中で

小さい家に住んでいたというこ

とでしたが、本当に自然を愛し

ていた人であることを実感でき

たような気がします。また、ソロースクールは彼の名前にあやかってつけられた名前

だそうです。コンコード町の方々は、大沼の紅葉と駒ケ岳の風景が綺麗だと必ずとい

っていいほど皆いっております。私もそう思います。しかしながら、大沼の水は、ウ

ォールデンポンドの水のようなきれいさはないような気がします。その湖水がもっと

綺麗であればより一層、何度も訪れたくなる地になるのではないかと考えます。

ヘンリーソローの住んでいたこと所からみた

「ウォールデンポンド」
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そして、やはりクランベリーには魅せられました。事前研修の中でもクランベリー

農場のことをいろいろ勉強し、写真などでみていきましたが、七飯の土壌がクランベ

リーの栽培に適していると聞き非常に興味深く見学してきました。最初、クランベリ

ーの実は小さく探すのに苦労しましたが、ありそうな所を教えていただきようやく見

つけることができました。これについては、長い目でみて、できれば七飯町が日本で

の先駆者となれれば良いと考えます。

ホストファミリーのデイビットさん宅では大変お世話になりました。デイビットさ

んはボストン市内を地下鉄で移動し、ハーバード大学、チャールズ川、ボストンの港、

ビルからの夜景、アメリカで一番古いレストランなど普通の観光旅行では間違いなく

経験できないであろうところへ私を案内してくださいました。大変楽しい思い出です。

しかしながら、その中で私は残念な光景を目にしました。それは、ボストンの中心

街を歩いているとき街中、あるいはチャールズ川の河川敷にたくさん生活困窮者がお

りました。その人たちは紙コップを持ちお金をめぐんでくださいとお願いしており、

貧富の差が拡大しているのを間のあたりにしました。さらに、地下鉄に乗車中、大声

で辺りの人誰にでも話しかけている中年の方がおりました。私は、酔っ払っているの

だと思っておりましたが、後からデイビットさんに話をきいたところ、その方はイラ

ク戦争へいって帰国後、精神的におかしくなってしまったんだということを聞きまし

た。このような貧富の差、戦争での被害者を目の当たりにしあらためて格差問題の対

応、世界平和への願いを強く思います。

ニューヨーク滞在中、国連本部を見学しました。その入り口には鉄砲の先がねじれ

曲がっている銅像がありました。これは、戦争は NO ということです。

私たちの国、日本でも格差社会といわれ、勝ち組、負け組みなどの言葉がつかわれ

るようになっておりますが、その格差をなくすことができれば、世界平和が一歩前進

できるような気がしてなりません。私はそう願います。

今回の研修に参加できたことに対し皆様

に深く感謝申し上げます。私自身すばらし

い経験ができました。また、中高生にとっ

ても、町民代表で参加された方もこれから

の人生の中でこの研修に参加できたこと

はすばらしい経験であったに違いありま

せん。

最後に、私のホストファミリーを受け入れ

てくださったデビット・ナレンバーグさん、

リアナさん、トム・カーティンさん、ス

―ザンさんそして、毎日私たちのため付

き添っていただいたジュンコ・カーグラさん、また、コンコード町のみなさんに、大

変お世話になりましたことに対し、深く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。大変ありがとう

ございました。

国連本部前の銅像の前で記念撮影
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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 町立中学校並びに北海道七飯高等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に勤務する教員とし、員数は

次項のとおりとする。

２ 各学校の中高校生については、次のとおりとする。

（１）七飯中学校 第２学年の生徒 ２名

（２）大中山中学校 第２学年の生徒 ２名

（３）大沼中学校 第２学年の生徒 １名

（４）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。

（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（函館市内版）２００８年（平成２０年）１０月９日（木）



62

北海道新聞（函館市内版）２００８年（平成２０年）１１月１４日（金）
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函館新聞 ２００８年（平成２０年）１１月１２日（水）
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