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七飯町海外交流研修報告書発行にあたって 

 

 

七飯町とコンコード町は、１９９７年１１月に姉妹都市提携

の調印を交わしてから今年で１６周年を迎えました。 

そして、この海外交流研修は今年度で１９回目を迎え、１０

月１日から１０月１１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

３名、役場職員２名）で訪問してまいりました。 

現地では、全員がホームステイ体験をさせていただき、米国

の文化や習慣を学びながら七飯町の魅力を紹介していただくな

ど、姉妹都市交流の目的を十二分に達成してまいりました。 

生徒たちは七飯高校の姉妹校であるコンコードカーライル高

校において、一緒に授業に参加し、また、ラジオ局での生出演など多くの経験をしま

した。さらには「若草物語」の舞台となったオーチャードハウスや、アメリカ独立戦

争発祥の地であるオールドノースブリッジ、ハーバード大学など世界最高峰の大学の

校内見学など普通の観光ではできない貴重な体験をさせていただきました。将来を担

う若者たちが自分の目や耳で直接体験することは計り知れない良い経験であり、生涯

において大変貴重な財産になったことと思います。 

一般町民代表の参加につきましては、東日本大震災以降、町民の防災意識が高まる

中で、消防団員の役割が以前にも増して重要視されていることから消防団員を派遣。

現地の消防署などで、日本との類似点や違いなど直接意見交換を交わし学んでもらう

ことを主眼に実施しました。 

引率教員におかれましても、現地の小学校で日本の小学校の年中行事を紹介するな

ど積極的に交流していただきました。 

 そのために、新たな研修プログラムを用意し、準備から訪問中の引率まで汗を流し

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。 

１９９８年からは、コンコードより国際交流員を招へいし、現在は第９代目になり

ますベンジャミン・ヘイドックさんも一般町民を対象に英会話講座の講師をしたり、

七飯高校英語部での交流、町内の保育所での交流など、また、今年からは地域の団体

を対象に出前講座を開催し、両町の懸け橋となり精力的に業務に取り組んでおり、こ

れからも両町の交流の輪をさらに広げてくれ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校、地域、家庭の皆様、そして、心温まる受入をして下さっ

たコンコード町の皆様方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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引率教員 

七重小学校 

上村美紀子 

 

七飯町 

住民課長 

岡田 潔 

 
町民代表 

渡会 英文 

七飯町 

国際交流員 

ﾍﾞﾝ･ﾍｲﾄﾞｯｸ 

七飯中学校 

２年 

二瓶 颯太 

町民代表 

笹村 卓也 

 

町民代表 

伊藤 直樹 

 

七飯高校 

２年 

福永 美愛 

大中山中学校 

２年 

石澤 みのり 

七飯中学校 

２年 

高橋 海月 

 

七飯高校 

２年 

五日市 紗季 

七飯高校 

２年 

木村 有伽 

大沼中学校 

２年 

粟田 幸奈 

大中山中学校 

２年 

山田 ありさ 
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地          図 

【アメリカ合衆国】 

 

【マサチューセッツ州拡大】 

 



月　　日 地　　　名 時刻 交通機関 行　　　　　程 食　　事

1 10月1日 函館空港 13:00 各自 函館空港出発ﾛﾋﾞｰ集合

（火） 函館空港発 14:20 国内線にて羽田へ

羽田空港着 15:50

羽田→成田 リムジンバス

成田ビューホテル着 【成田ビューホテル泊】 夕：ホテル

2 10月2日 ホテル出発 8:35 朝：ホテル

（水） 昼：機内食

成田空港発 11:20 JAL-008【ボストン直行便】 夕：機内食

【日付変更線通過】 朝：機内食

ボストン着 11:05 着後コンコードへ 昼：コンコード

コンコードへ スクールバス 　　　　　　　　［コンコード泊］ 夕：家庭

3 10月3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

4 10月4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

5 10月5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

（土） 　　　　　　　　［ホームステイ］ 昼：家庭

　　　　　　　　［コンコード泊］ 夕：家庭

6 10月6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

（日） 　　　　　　　　［ホームステイ］ 昼：家庭

　　　　　　　　［コンコード泊］ 夕：家庭

7 10月7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

（月） 　　　　　　　　［ホームステイ］ 昼：学校

　　　　　　　　［コンコード泊］ 夕：家庭

8 10月8日 CCHS集合 7:00 コロニアルイン集合 朝：家庭

（火） コンコード発 7:15 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 ［ミッドタウンホテル泊］ 夕：ホテル等

9 10月9日 ホテル発 9:00 貸切バス ボストン市内視察 朝：ホテル等

（水） ボストン発 13:00 JAL-007【成田直行便】 ボストン出発 昼：各自

成田空港へ 夕：機内食

　　　　　　　［機中泊］

10 10月10日 成田空港着 15:45 入国審査を終え羽田へ 朝：機内食

（木） 成田→羽田 リムジンバス 昼：機内食

羽田ホテル着 【ホテルJALシティー羽田東京泊】 夕：ホテル

11 10月11日 ホテル発 10:00 朝：ホテル

（金） 羽田空港発 12:15 JAL-1165 昼：各自

函館空港着 13:35 現地解散

七　飯　町　海　外　交　流　研　修　旅　程

※CCHS－コンコードカーライル高校
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派　遣　者 ホストファミリー 住　　　　所

Gill（ギル）家 66 Fairhaven Rd,

生徒名：Margaret（マーガレット）　15歳 Concord, MA 01742

Brandhorst（ブランドホースト）家 122 Russell St,

生徒名：Claire（クレア）　15歳 Carlisle, MA 01741

Hubbard-Nelson（ハバードネルソン）家 88 Hugh Cargill Rd,

生徒名：Linnea（リネア）　15歳 Concord, MA 01742

Hotchkiss（ハッチキス）家 1479 Main St,

生徒名：Claire（クレア）　15歳 Concord, MA 01742

山　田　ありさ Carter（カーター）家 166 Harrington Ave,

五日市　紗　季 生徒名：Jake（ジェイク）　14歳 Concord, MA 01742

Brown（ブラウン）家 86 Highland St,

生徒名：Shelby（シェルビー）　14歳 Concord, MA 01742

Hill（ヒル）家 81 Buttrick Lane,

生徒名：Lucy（ルーシー）　15歳 Carlisle, MA 01741

夫：Rick Shoup（リック シュープ） 266 Deacon Haynes Rd,

妻：Jeanne DeTemple（ジーン ディテンプル） Concord, MA 01742

Johnson（ジョンソン）家 460 Strawberry Hill Rd,

夫：Tom（トム）　妻：Daniela（ダニエラ） Concord, MA 01742

Wilbur（ウィルバー）家 95 Revolutionary Rd,

母：Win（ウィン） Concord, MA 01742

渡　会　英　文 Kargula（カーグラ）家 96 Williams Road

岡　田　　　潔 夫：Michael（マイケル）　妻：Junko（ジュンコ） Concord, MA 01742

Haydock（ヘイドック）家 384 Strawberry Hill Rd,

夫：Bob（ボブ）　妻：Jennifer（ジェニファー） Concord, MA 01742

5

ベン・ヘイドック

粟　田　幸　奈

ホストファミリー　一覧

二　瓶　颯　太

高　橋　海　月

石　澤　みのり

伊　藤　直　樹

上　村　美紀子

笹　村　卓　也

木　村　有　伽

福　永　美　愛



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て実施

した。また、研修の成果を事後報告会において検証しております。

第１回研修会 ７月２６日（金） ・派遣者自己紹介

及び説明会 18:30～20:00 ・事業の概要等の説明

・派遣学生の心得

・旅程等の説明

・パスポート手続きについ

・質疑応答

第２回研修会 ８月１７日（土） ・コンコードの概要

9:00～12:00 スペース２０１ （講師：交流推進係長）

・七飯の歴史について

（講師：文化振興係長）

第３回研修会 ９月７日（土） ・英会話

9:00～12:00 ・その他

（講師：国際交流員）

第４回研修会 ９月２１日（土） 七飯町文化センター ・アメリカの生活について

9:00～12:00 スペース２０１ ・英会話

（講師：国際交流員）

壮行式及び ９月２６日（木）

説明会 16:30～17:00 １０１会議室 ・壮行式

（壮行式）

17:10～18:00 ・英会話（入国審査等）

（研修会） （講師：国際交流員）

・ホームステイ先について

18:30～19:30 ・旅程等の最終確認

（説明会） ・質疑応答

事後研修会 １２月１７日（火） 七飯町文化センター ・七飯高校生による報告

18:00～19:30 スペース２０１ ・引率教員による報告

・事前・事後の心境

・ホームステイ体験報告等

七飯町役場
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事　前　研　修　実　施　表　

２０１会議室

七飯町文化センター

七飯町役場

２０２会議室

日　　　　時 場　　　所 内　　　容

七飯町役場
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         写真で見る交流研修     

            

  
                     

 

 

   
 

 

 

  
 第 3 回事前研修  ヘイドック 先生と英会話 

 

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  コンコード の概要等説明  第 2 回事前研修  七飯の歴史 を学ぶ  

 

第 3 回事前研修  ヘイドック 先生と英会話 
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第 4 回事前研修  ヘイドック 先生と英会話  

 

 

第 4 回事前研修  ヘイドック 先生と英会話  

 

壮行 式（七飯町役 場）  

 
 

壮行 式にて派遣者 より一言  

 
 

壮行 式にて派遣者 より一言  

 
 

壮行 式にて派遣者 より一言  
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 出発 式（函館空港 ）  

 
出発 前の記念撮影 （函館空 港）  

壮行 式にて町長よ り  

ホス トファミリー へのお土 産授与  

 
 

壮行 式にて町長よ り  

ホス トファミリー へのお土 産授与  

 
 

壮行 式にて町長、 副町長、 教育長、各学 校長と記 念撮影  
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日本 出発前（成 田空港 ） 日本 出発前（成田 空港） 

ボス トンローガン 空港到着  コン コードへ出発 （スクー ルバス内）  

コン コードカーラ イル高校 到着  コン コードパブリ ック図書 館にて懇談  
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ﾊﾞﾀﾞﾗﾒﾝﾄ校長の歓 迎の挨拶 （ CCHS 図書室） オー チャードハウ ス前にて 記念撮影  

若草 物語の劇を観 賞  CCHS ラジオ局 （ WIQH88.3FM）  

ラジ オ出演に挑戦  
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CCHS カフェテ リアにて自己 紹介  コン コードの農場 視察  

コン コード消防署 視察  CCHS 内テレビ 局にて  

CCHS 図書室に て交流  ホー ムパーティー にて交流  
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 コンコ ードエマー ソン病 院視察  

 
ホス トファミリー とお別れ の朝  

  

ホス トファミリー とお別れ の朝  

  
ホス トファミリー とお別れ の朝  

CCHS カフェテ リアにてパー ティー   ホス トファミリー と一緒に   
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ボストン視察  
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コンコードのアイス  

クリーム屋さんで！！  

～海外交流研修報告書～ 

 

七飯中学校２年 高 橋 海 月 

 

 私は、今回海外交流研修に参加して二度と出来ないような素晴らしい経験

をすることができました。 

 出発する前は、ワクワク、ドキドキ。よりも、ソワソワ、不安の方が気持

ちのほとんどを占めていました。でも、このようなめったにできない経験が

できるのだと思うと緊張も楽しみに変わりました。 

 函館空港に着いてみると、緊張は見事に消え去っていました。飛行機に乗

り込み、いよいよコンコードへ向けて出発。私の胸はすごく高鳴っていまし

た。ボストン空港までは、十三時間もあったけど何事もなく無事に向かうこ

とができました。着いてから少々ハプニングもあったけど、大事にいたるこ

となく到着。空港からは、スクールバスに乗って CCHS に向かいました。ス

クールバスに乗り込むとものすごいスピードで走り始め、みんなの髪の毛が

爆発しはじめました（笑）。窓をのぞくと、もうすっかり外国という感じで

した。自分が外国にいるなんて夢のようでした。CCHS に着くと、たくさんの

人が私達をむかえてくれました。私の訪問先の人は、部活があったらしくお

母さんが来てくれていました。ホームステイ先の家は、とてもきれいで広い

大きな家でした。家族の方も、とてもやさしく初日からとてもよく接してく

れました。お父さんのエリック・お母さんのティム・お姉さんのエマ、そし

てクライヤーの四人家族でした。みんな、私にたくさん話しかけてくれてと

ても嬉しかったです。英語を話せないのが不安だったけど、パソコンの翻訳

機能などを使ってくれるのでとてもスムーズに会話をすることができまし

た。言葉で伝えられない時は、ジェスチャーなどで頑張って伝えました。言

葉は通じなくても、コミュニケーションをとることでこんなにも人と人との

距離は近づくものなのだと、すごく実感しました。 

 二日目は、授業を一緒に受けてまわ

りました。次の授業に行くたんびに、

いろんな人が声をかけてくれました。

アメリカの人は、とてもフレンドリー

でやさしくて、すてきな人ばかりでし

た。アメリカの学校は、驚くほど自由

な学校でした。私服 OK。授業中の飲食

OK。授業中の立ち歩き、入退室 OK。な

どと、日本ではありえないような事ばかりでした。 
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アメフト観戦！！  

 三日目は、CCHS の TV とラジオ出演をしました。TV 出演では、日本とアメ

リカの学校の違いなどを話しました。他にいた生徒さんもたくさんしゃべっ

ていました。何をしゃべっているかさっぱりわからなかったけど、ベンが通

訳してくれるおかげでほとんど意味はわかりました。ラジオ出演では、日本

で聞いている親へ向けてメッセージを送りました。私は、とても楽しんでい

たので帰りたくないと親へ向けて

言いました（笑）。この日の夜は、

派遣者のみんなでアメリカンフッ

トボールの試合を見に行きました。

人生初のアメフト観戦でした。ア

メフトは、さすがアメリカのスポ

ーツ。とても迫力があり、すごく

盛り上がりました。スポーツは、

国関係なく楽しく盛り上がれるも

のなのだと、とても強く感じました。 

 四日目は、ありさ・さき先輩のホームステイ先の家族とみのりのホームス

テイ先の家族とみんなでショッピングに行きました。たくさんお土産などを

買いまくりました。夜は、CCHS のカフェテリアで交流パーティーがありまし

た。いか踊りなど、日本の文化も取り入れおおいに盛り上がることができま

した。交流パーティーの後は、ありさ・さき先輩達のホームステイ先の家で

スパ＆プールに入ってきました。プールは、時期ハズレだったけどみちかち

ゃんとふざけて飛び込んでいるうちに、慣れてしまいました。私達、二人を

見ていろいろな人が笑っていました。ちょっと恥ずかしいけど、みんなが楽

しんでくれたなら、よかったです。（笑） 

 五日目。この日、夜におばあちゃんが家に来ました。おばあちゃんも、と

てもやさしくておばあちゃんの話をたくさんしてくれました。おばあちゃん

は、九時ごろになると帰ってしまいました。でも、その後は家族みんなで卓

球をやったりドラムをやったり団らんの時間を過ごしました。 

 六日目は、ホームステイ最後の日。この日は、派遣者みんなで観光＆ショ

ッピングをしました。ハーバード大学・クインシーマーケット・コストコの

３ヶ所に行きました。どこも初めて行く場所だったので、とても楽しむこと

ができました。 

 七日目、お別れの日。ついに来てしまった別れの日。私は、この日が来る

ことをとても心の中で嫌がっていました。せっかく、打ちとけてきてこれか

らとても楽しくなりそうなのにお別れなんて…。私は、号泣してしまいまし

た。六～七日間もお世話になって、とてもとてもいい経験ができました。お
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家族みんなと！！  

姉さんのエマやクライヤーが、たくさんハグをしてくれました。エマの目に

も涙が流れていました。私は、何度も何度もありがとうと伝えました。 

 私は、海外派遣に行って本当にとてもよかったと思います。最初は、不安

だらけで何をどうしたらいいかもわからなかったけど、現地の方々はとても

心が広くて、やさしくていつも私を助けてくれました。家にいても、慣れな

い日本の文化にふれようとしてくれたりしていました。人と人は、言葉や国

の壁があっても、“分かり合いたい”と思いそれをかたちにすれば壁なんか

簡単になくなって分かり合えるものだと思います。この考えは、この研修が

あったから言えることです。この経験をバネにして、しっかりとこれからの

自分を生かしていきたいと思います。本当に、ありがとうございました。 
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～Communication～ 

 

七飯中学校２年 二 瓶 颯 太 

 

十月十一日、気がつけば七飯町に無事帰国していた。出発前はあんなに心

配なことばかりでくよくよしていた自分が、無事に研修を終えられた。これ

も、周囲の人達の支えのおかげで、自分の努力ではないと思っている。出発

の五か月ほど前のある日がきっかけで、この研修へ参加した。 

 いつものように学校生活を送っていたある日、担任から数枚のプリントが

配布された。その中に一枚、僕が気になったプリントがあり、内容を読んだ。

海外交流研修についてのプリントだった。その時は、誰が希望するのかなあ

なんていった、人ごとのように考えていた。自分が希望するだなんて考えて

もいなかった。ところが、これはチャンスなのではないか、ということに気

がついた。両親に話をしたところ、参加するべきだ、と言われた。海外交流

研修生の選考に落ちてもいい覚悟で申し込んだ。 

 僕の他に、七人の希望者がいた。八人の中で海外交流研修に参加できるの

は二人だけだった。この八人の中の六人が落ちることになる。絶対その六人

の中の一人にはなりたくなかった。それに、僕はこの海外交流研修で、自分

の心、視点、そしてこれからの人生を変えたかった。自分を変えてみせる、

その思いで作文にありのままの自分と、変わりたいことを書いた。 

 作文を提出し、いよいよ面接だ。印象に残った質問があった。英語で質問

された自分の趣味。いつもならパッと出てくる単語が出てこなかった。しか

し、一応答えられた。他の質問は、緊張していてあまり覚えていない。 

 そして派遣者の発表の日、教室に希望者八人が入り、前に担当の先生が出

てきた。一年生のころの僕の担任の先生で、前に出てきた瞬間、誰が選出さ

れるかがわかった。先生の目がそう言っていたも同然だった。予想通り僕と

高橋さんが選ばれた。 

 七月二十六日、派遣者全員がはじめて集まった記念の日だ。その日、一点

気になった点があった。男子がいないということだ。でも僕は、女子の中に

男子一人でも全然平気だ。しかし、大人の人たちは変に気を遣ってくれ、逆

にその場に居辛かった。でもすぐに慣れた。 

 この日からだんだん集まる日も増え、あっという間に出発の日がきた。 

 空港で母は泣いていた。そして、手紙を僕に渡した。しかし、ここで母の

手紙を読んだら、つられて泣いてしまう気がしたので、コンコードで読むこ

とにした。すぐにみんなが来て、集合写真をとり、チェックインした。父も

そのころ来た。ガラス越しに母が手を振って見送ってくれた。心細く、不安
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でしかたがなかった。でも、飛行機の中でベンが話しかけてくれたりして、

少しおちついた。 

 一時間ほどで、羽田空港へ着いた。そこからバスで成田ビューホテルまで

行った。夕食を食べ、風呂へ行くと、いきなり英語で話しかけてきた中国人

の人と、なんとなくしゃべっていた。英語があまり得意ではない僕は出身地

と歳などしか答えられなかった。残念だったが、初日に英語に触れられて良

かった。自宅に電話をかけ、すぐに寝た。 

 翌日、いよいよコンコードへ向けて出発する。飛行機で十三時間の長旅と

なる。この日は、不安もふっとび、楽しみだという気持ちだけでした。 

 あっという間にボストン空港に到着した。その日の日付は、日本から出発

してきた時間とほぼ同じで、不思議だった。スクールバスでカーライル高校

へ行き、日本語が話せるデイビット先生の指示を受けながら、ホストファミ

リーをさがした。そして、高校でピザを食べた。この時点で日本と違った。

一切れが大きい。僕はいくらでも食べられるのですがみんな全然食べないの

で、四切れで食べるのを止め、その後、ホストファミリーの、母のキャロラ

イン、姉のマーガレットが、むかえにきてくれていた。 

 家に着いて、部屋を案内して

くれた。その後、サイクリング

へ行こうと言われたので、とり

あえず、イエス、と答えてみた。

すると、ヘルメットと自転車、

どちらも弟のクリストファーの

ものだった。クリストファーは、

まだ学校から帰っていない。レ

ッツゴーッ、と、パワフルなホ

ストマザー。とりあえずついていくと、アイスクリーム専門の店へ連れてい

ってくれた。そこで僕は注文の仕方を勘違してしまったのだが、ホストファ

ミリーは責めたりせずニコニコほほえんでくれていた。日本では、他人の失

敗を責めるシーンをよく見かける。改めてアメリカの人の器の大きさを知っ

た。僕も見習おうと思う。 

 アイスクリームを食べ、家に帰ると、父のダレンと、弟のクリストファー

が帰ってきた。その日はクリストファーの手料理を食べた。その後すぐに寝

た。 

 次の日はマーガレットと登校し、授業をうけてから昼食を食べ、残りの授

業をこなして帰り、ダレンとクリストファーとバスケットボールでゲームを

し、メカジキとステーキを夕食で食べ、眠くなったときに絵描き教室につれ
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ていかれ、ぐしゃぐしゃな絵を描いていた。 

 次の日、ラジオ局で日本へメッセージを送った。夜はアメリカンフットボ

ールへ連れていってもらった。 

 その次の日の休日、ボストンの街を歩き、みんなで食事もした。ハンバー

ガーを食べさせてもらった。また、公園を散歩したり、服を見たりと、丸一

日をホストファミリーと過ごした。 

 そしてその翌日、今日が最終日。派遣者の人たちとボストンをまわり、家

に帰ってボーリングへ行き、ワンピースの映画を見た。ダレンは出張で、カ

リフォルニアへ行くと言い、はやくに寝てしまった。 

 別れの日があっという間にきた。 

 涙をこらえ、思いきりみんなを抱きしめた。また会える。そう誓いながら、

笑顔で彼らと別れた。 

その後のボストン観光。気持ちを切り替えてとても楽しんだ。 

ホテルでは、ベンと同じ部屋だった。夜遅くまで大人の人たちがお酒を飲

んでいた。その中でぽつんと一人、僕がいた。レッドソックスの試合を見た。

この日、レッドソックスのマグカップを買いに、球場の近くへ行ったので、

なおさら見たかった。地区優勝が決まったところで、寝た。 

次の日、ボストンを後に、日本へ戻った。このときの十三時間、本当にあ

っという間だった。 

日本のホテルですぐに寝て、明日にそなえた。 

そして、羽田空港から函館へ。母が笑顔で待っていた。うれしかった。で

も、もう少しコンコードに残りたかった。 

家に帰る途中、寿司を食べ、“日本だ”と心がおちついた。家でみんなに

は写真や思い出話をした。家族のぬくもりをとても感じた。 

 この研修で学んだこと。人と人とのつながりの大切さを学んだ。英語は少

ししかつたわらなくても、ホストファミリーが努力してくれたおかげで消極

的にならずに済んだが、やっぱり言葉でのコミュニケーションの大切さをお
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もい知った。 

 自分の課題を再確認することができたのは、研修に参加するにあたって周

囲の人達のサポートがあったおかげです。 

 このつながりをムダにしないように、自分自身の課題を一つ一つこなして

いきたい。 

 このような研修に参加することができて幸せでした。 
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～海外研修を終えて…～ 

 

大中山中学校２年 石 澤 みのり 

 

 私は今回海外研修に参加し、アメリカでホームステイをするというとても

貴重な体験をすることができました。 

 

事前研修会 

 私はなかなかみんなと打ち解けることができませんでした。けれど少しず

つみんなとおしゃべりをしたりして打ち解けることができました。研修では

日常生活に必要な英会話や七飯の歴史、コンコードの歴史などを教えてもら

いました。 

 

一日目 

 私は不安と楽しみな気持ちで十月一日を迎えました。無事に羽田空港へ到

着することができ、明日アメリカへ行くんだという気持ちがとても大きくな

りました。羽田空港から成田空港までは予想以上に遠くびっくりしました。 

 

二日目 

 いよいよ日本を離れる日です。楽しさよりも不安でいっぱいでした。十三

時間のフライトはとても長く、寝たり、食べたり、映画を観たりして過ごし

ました。機内食には吉牛がでてびっくりしました。アメリカに着陸した時は

ものすごく興奮しました。空港から出ると周りから聞こえるのは全て英語で

アメリカに来たんだ！という実感が湧いてきました。初めて見る生のスクー

ルバスはとてもかわいかったです。そしていよいよホストファミリーとの対

面です。ホストファミリーは、一つ年上の Linnea と弟の Nate、母の Andrea、

父の Biad の４人家族でした。みんなとても大きくてびっくりしました。ホ

ームステイ一日目はものすごく緊張しました。みんなと離れる不安と話して

いる事が何もわからない不安とでいっぱいでした。けれど良く眠ることがで

きました。 

 

三日目 

 起きる時間がとても早く大変でした。朝ごはんはケーキでした。スクール

バスに乗り、CCHS へ行きみんなと会えてとても安心しました。そして Linnea

と一緒に授業を受けました。全て英語で何もわからなかったけど、貴重な体

験ができました。日本の学校と違い授業中も飲食したり立ち歩いたりしてビ
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CCHS のラジオ局  

ックリしました。夜ごはんは PAPA･RAZZI というレストランで Pizza を食べ

ました。 

 

四日目 

 今日も朝早く起きて学校へ行

きました。今日は前日と違い、

授業を受けずテレビに出たり、

ラジオに出演しました。ほとん

どはみんなでパソコン室でのん

びりしていました。夜に訪問団

のみんなとアメフトを観に行き

ました。ルールがわからなかっ

たけども興奮しました。 

 

五日目 

 今日はホームステイをして初の休日でした。とても大きいショッピングモ

ールへありさちゃんとさき先輩とみづきちゃんと行きました。服やお土産な

ど沢山買いました。夜はパーティをしました。みんなでイカ踊りなどをして

楽しむことができました。その後、ジェイクの家でスパ＆プールに入りまし

た。楽しかったです。 

 

六日目 

 今日は午前中、Linnea が勉強で忙しかったので母の Andrea とスーパーへ

行ってきました。予想以上に大きかったです。午後はみづきちゃんとゆきな

ちゃんとオールドノースブリッジへ行きハロウィンが近いので大きいかぼ

ちゃを買いました。その後はゆきなちゃんが私のホームステイの家に来て卓

球やゲームをして遊びました。 

 

七日目 

 今日は訪問団みんなでハーバード大学へ行き、クインシーマーケットへ行

き、コストコへ行きました。それぞれとても大きかったです。家族との会話

も何となく単語だとわかる様になってきました。 

 

八日目 

 今日はホームステイの家族と別れの日です。朝食のときに沢山のプレゼン

トをもらいとても感動しました。そしてホームステイの家族と別れた後、教



24 
 

レッドソックスの球場  

アメリカの国旗  

会、クルーズ、ダックツアー、レッドソックス、茶会事件、ケネディの家へ

行きました。どれもとても貴重な体験をすることができ、充実した一日でし

た。 

 

九日目 

 アメリカ滞在最終日がやってき

ました。アメリカとさよならをする

ことは少し名残惜しかったけど、日

本へ帰れるといううれしい気持ち

でいっぱいでした。そして二度目の

とても長いフライトが始まりまし

た。 

 

十日目 

 フライトが終わり、久しぶりに帰ってきた日本がとてもなつかしく思いま

した。そして久しぶりの日本食！と思いきや、全く違うハンバーグが出てき

ました。少しがっかりしてしまったけど美味しかったので良かったです。無

事に帰ってくることができて良かったです。 

 

十一日目 

 海外研修最終日で、七飯町に帰って家族に会えるという待ち遠しい気持ち

の反面、訪問団と離れるというさびしい気持ちでいっぱいでした。そして無

事、七飯に帰ってくることができて安心しました。 

私は海外研修を通して沢山のことを学ぶことができました。コンコードの

歴史、文化、食生活などホームステイのおかげで沢山知ることができ、とて

も貴重な体験をさせていただきました。今回の経験を生かし、これからも英

語を頑張っていつかまたコンコードへ行きたいです。 

 今回このような機会を与えて下さり本当にありがとうございました。 
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スクールバス  

～海外交流研修での思い出～ 

 

大中山中学校２年 山 田 ありさ 

 

１０月１日から１０月１１日までの間、私はアメリカ・マサチューセッツ

州にあるコンコード町、それからボストンへ行き、これまでにない貴重な体

験をしてきました。中学校で面接を終え、行けると決まった時は、言葉にで

きないほどの嬉しさと喜び、そして不安がありました。 

函館から成田まで飛行機とバスを使って移動し、成田国際ホテルでの一泊。

その日の夜は、ワクワクして、なかなか眠れませんでした。次の日、成田空

港からボストン直行便の飛行機に搭乗し、いよいよ日本出発。１３時間とい

う初めてのフライトで、色々な不安があったり、気分がすぐれなかったりで

少し大変だったけど、無事ボストン空港に。飛行機から降りた瞬間、見たこ

とのない景色、次々に聞こえてくる英会話…全てが新鮮で、気分は一気に上

昇しました。しかし、入国審査で時間がかかり、予定していた「オールド・

ノース・ブリッジ」に行くことができなくなってしまいましたが、全員が終

わるまで待っていた時、トムさんと色々なお話ができたので良かったです。 

 ボストン空港から、スクール

バスに乗って CCHS へ。初めて見

る、黄色いスクールバスは、絵

本でしか見たことのないような

もので、とても可愛らしかった

です。 

 CCHS でホストファミリーのジ

ェイクと対面して、学校の中で

ピザを食べたのですが、一切れ

がとても大きくてびっくりしま

した。ピザを食べながら、ジェイクやその他のホストファ

ミリー、学校の生徒達と自己紹介をし合ったり、簡単におしゃべりをしまし

た。全ての英語を聞き取ることはできませんでしたが、みんな明るくておも

しろくて、積極的に話しかけてきてくれたので、自然と緊張と不安はほぐれ

ていきました。 

 ハリーの車で家に向かい、ホストマザーのジョイス、それから愛犬のズー

マーとも対面し、家の中を案内してもらいました。部屋が全部大きくて、庭

にはプールと温泉がありました。この素敵なお家とホストファミリーと六日

間、一緒に生活するんだと考えたら、ワクワクしてたまりませんでした。そ
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アメリカンフットボールの試合  

の日の夜は、家族みんなでたくさんのことを話しました。日本から持ってき

たお土産も渡しました。お母さんは扇子、お父さんはポストカード、ジェイ

クはお菓子を喜んでくれていたように見えました。 

 次の日から二日間、ジェイクと一緒に学校へ通いました。日本と違うこと

が多過ぎて、驚くばかりでした。例をあげると、授業の開始時間がとても早

いこと、授業ごとに生徒が移動すること、授業中に立って歩いたり、飲食し

たりすること。特に二つ目と三つ目は日本では有り得ないことなので本当に

驚きました。その他にも、ロッカーにたくさんの落書きのようなものがあっ

たり、掃除をしなかったりとびっくりすることが多くて、私は常にカメラで

撮影をしていました。学校で

のことはとても心に残ってい

る出来事の一つです。 

 心に残っている出来事はま

だいくつかあります。一つは

アメリカンフットボールの試

合を観 に行 った こ とです 。

CCHS の吹奏楽部が応援として

演奏していて、私も吹奏楽を

やっているので楽しむことが

できました。二つ目は、お母さんにコンコ

ードの商店街に連れて行ってもらったことです。おもちゃ屋さん、雑貨屋さ

ん、服屋さんに行き、お土産を買いました。お金を使うのにまだ慣れていな

くて焦ることもありましたが、店員さんがとても親切で問題なく買い物する

ことができました。帰りにダンキンドーナツというドーナツ屋さんに寄って

ドーナツを買ってもらいました。とても甘いんじゃないかというイメージが

あったのですが、食べてみたらすごくおいしかったです。 

 三つ目はホームスティ五日目と最後の日の出来事です。五日目は、ホスト

ファミリーと教会と科学館へ行きました。特に科学館は、ディズニーキャラ

クターのコーナーがあり、私が知っているキャラクターもたくさんいたので

とても楽しかったです。また教会のすぐ近くの公園には野生のリスがたくさ

んいて驚きました。人に慣れているらしく、結構間近で見ることができたの

でたくさん写真を撮りました。最後の日は、夕食に日本料理屋さんへ連れて

行ってくれました。お寿司と天ぷらなどを食べました。久々に日本食を食べ

て、少し日本が恋しくなりました。また、家族で写真を撮ったり、携帯の翻

訳機能などを用いて色々な話をしました。話をする中で、来年の春にジェイ

クが日本へホームスティをすると聞いて、私は“また会えるかもしれない”
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ホストファミリー  

…そう思い、とても嬉しい気持ちがこみ上げてきました。夕食を済ませたあ

とは近くのアイス屋さんへ行きました。アイスは自分で味を選び、トッピン

グし、重さを計ってお金を払うというもので、初めてやったので楽しかった

です。しかし量が多過ぎて少し残してしまいました。 

 次の日の朝、お母さんと別れる時、前の日の夜にさきさんと書いたメッセ

ージカードを渡しました。学校

でお父さんやジェイクと別れる

時はハグをして、帰ってからも

メールをしようと約束しました。

ホストファミリーと別れること

はとてもさみしかったですが、

笑顔で別れられたので良かった

です。 

 今回の海外交流研修を通して、

私はたくさんのことを学びまし

た。十一日間という短い間の中で、一緒にホームステ

ィをしたさきさんと協力して、片言の英単語とジェスチャーを使い、楽しく

コミュニケーションをとることができ、日本とアメリカの違いにもたくさん

気づくことができました。そして、もっともっと英語の勉強を頑張って、ま

たアメリカ、コンコードを訪れたいです。 

 本当にありがとうございました。 
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1 日目の夕食にて  

～海外派遣研修を終えて～ 

 

大沼中学校２年 粟 田 幸 奈 

 

 今回の研修を終えて私はたくさんのことを学ぶことができました。 

 人との交流、地域との交流、文化の違い、食の違い、様々なことを知るこ

とができてとても勉強になりました。 

 初めての海外、そして大沼中学校代表、という緊張もありましたが今回の

派遣が決まってからとても楽しみにしていました。コンコードは大沼と同じ

ように自然に囲まれていると聞いたときはとても親近感がわいたり、事前に

ホームステイ先の家族とはメールのやり取りをしていて不安なことも交流

していたので緊張はほとんどほぐれたまま出発当日を迎えました。１３時間

のフライトも思ったより短く感じられ機内食も美味しかったです。 

 コンコードにつくとサイファ

イクラブの生徒がいて「アメリ

カだ」という実感がわきました。

ホームステイ先の家族はとても

皆フレンドリーでクレアはとて

も優しく私が困っていたら笑顔

で肩を叩いて声をかけてくれた

のでとても嬉しかったです。「英

語」という言葉の違いには少し

戸惑いはありましたが身振り手

振りでなんとか伝わったときはついホッとしてしまいました。ホームステイ

先のママと合流するとすぐ家に行き、２匹の犬に出迎えられ、その日の夜は

皆で外でご飯を食べました。そしてクレアと DVD を観ながら日本から持って

きた写真を見せたりクレア、マックス（弟）、アビー（妹）の小さい頃の写

真を見せてもらいとても楽しかったです。時差ボケなのかベッドに入るとす

ぐ寝てしまい、夜中に何回か起きてしまいましたが翌日はとてもスッキリと

起きられました。翌日は初のコンコードカーライル高校へ行き日本の学校と

は全く違う、ということに気づきました。慣れない校内は迷子になりそうに

なったり、クレアとはぐれてしまいそうになったときはとても焦りました。

このときから日本とは違う生活に少しずつ体がついていかなくなり体調が

悪化する一方でした。そんな中でも高校の生徒さんたちはすごく声をかけて

きてくれて嬉しかったです。私は吹奏楽部に所属して CL.を吹いています。

リード楽器の人が多く、Sax.などを吹いている生徒さんが声をかけてきてく
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ハーバード大学での集合写真  

れたときは CL.を吹きたくなってきて家に帰るとホストファザーが CL.と

Sax.の演奏者だったので CL.を吹く？と聞かれたときはとても興奮していま

した。そして楽器を借りることができました。しかし…。リード楽器である

CL.を吹くためには必要なリードがなかったので吹くことができませんでし

た。自分のリードも日本から持って行っていなかったので少し残念でした。

でも吹奏楽部の話をしていて去年のアンサンブルコンクールで演奏した曲

を聞いてもらうと笑顔で「いいね」と言ってくれたので嬉しかったです。言

葉は正確に伝わらなくても「音楽」のちからはすごいなと思いました。ホー

ムステイ３日目の夜はアメリカンフットボールの試合を観に行ってそこで

も吹奏楽部の演奏があり人数はあまり多くはなかったけどとてもいい刺激

になりました。試合を見ているときは寒く途中足の指をつったり思うように

動くことはできませんでしたが最後に試合が終わったあと、選手の方々と写

真を撮ってもらえたのでよかったです。４日目はハロウィンミュージカルの

ようなのに連れて行ってもらい、いきなり暗い所へ行き最初は驚きましたが

そこでハロウィンのものの買い物ができ嬉しかったです。そしてハロウィン

シーズンだったので街ではペイントをしている子どもがたくさんいて「いい

な」と思っていたら「ペイントする？」と聞かれバッドマンのペイントを頬

にしてもらいました。アメリカの仮装は THE リアルで少し怖かったです。で

も小さい子から仮装していて見ていて可愛かったです。家に帰るとカードゲ

ームをしたり日本のお味噌汁や白米がでてとても感動しました。夜はカフェ

テリアでのパーティー。あまり食欲がなく体調も優れないということでジュ

ンコさんの家にホームステイすることになったときは辛かったです。でも日

中に行動するときはクレアと一緒にいれると言われ安心しました。翌日は海

月家族とみのり家族と合流してあ

いにくの雨でしたが橋を見に行っ

たり、ハロウィン用のカボチャを

選びに行ったりして楽しかったで

す。いろいろな種類のカボチャが

あって小さいカボチャから大きい

カボチャ、主流のオレンジのカボ

チャから模様のようなものがはい

っているカボチャなどたくさんあ

って見てるだけでも楽しかったで

す。日本とは違うハロウィンを楽しむこと

ができました。次の日はハーバード大学やクインシーマーケットに行き、今

まではクレアがお金を払うときも手伝ってくれたりしていたので最初は戸
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惑いましたがとてもいい経験になりました。クインシーマーケットは時間が

あればいくらいても飽きないくらい広く店内を見れたお店があまりなく残

念でしたが中学生４人それぞれとのお揃いのものを買うことができたので

嬉しかったです。「気に入ったらどんなに高くても買ってきな」と色々な人

から言われていたおかげで記念に残るものをたくさん買ってこれたのでよ

かったです。ニューヨークには行けなく自由の女神などの観光に行けなかっ

たのが少し心残りですが初めての水陸両用車に乗ったりレッドソックスの

球場に行ったりと普段ではなかなか体験できなかったことを体験できたの

でとても嬉しく思います。 

 七飯町の姉妹都市のコンコード、とても私が住んでいる大沼の自然いっぱ

いのところと似ていて空気もきれいでした。自然に囲まれ、たくさんのこと

を学び、たくさんの方と交流し、たくさんの場所に連れて行ってもらい、と

ても嬉しかったです。今回の研修で学んだこと、体験したことを活かしてこ

れからも頑張っていきたいと思いました。 



31 
 

～七飯町海外交流研修にて～ 

 

七飯高等学校２年 五日市 紗 季 

 

 私は海外交流研修を通してたくさんのことを学び、もっと海外について興

味を持つことができました。そして海外に行ってみて今まで私が気づいてい

なかった日本の良い所にも気づくことができました。そしてこの研修に参加

できたことで私自身も少し成長できた気がします。それでは、海外交流研修

での出来事を紹介します。 

 

☆海外交流研修の事前講習☆ 

事前講習では実際に海外で使える英語の勉強をしたのと、研修に参加する

仲間たちと交流し仲を深めました。一般の方、中学生の参加ということで少

し人見知りの私は仲良くなれるか心配でした。ですが講習を何度か繰り返し

ていったら皆さん打ち解け年齢差が感じられないほど仲良くなりました。英

語の勉強もベンジャミン先生が分かりやすく教えてくれたので覚えて実際

に海外で学んだ英語を使うことができました。なによりも、研修メンバーと

たくさん交流でき仲良くなれたのが良かったと思います。 

 

☆アメリカへ☆ 

 人生初の飛行機は少し怖かったですけど楽しかったです。アメリカ行きの

飛行機では長時間のフライトで疲労感がすごかったです。ですが、飛行機の

中で見た外の景色はとっても美しかったし、私は割と機内食も好きで満足で

きました。また映画や本を見ることもでき楽しかったです。長時間のフライ

トで辛かったのはトイレと気圧と体勢です。でも何度も経験できる事ではな

いと思うので忘れません。 

 そして長時間のフライトが無事に終わり、ついにボストンへ到着です。到

着した時の疲れと感動の入り混じった感情は不思議なものでした。日本を出

発したのは昼でボストンに到着したのも昼で、そこで地球の時差の関係に感

動しました。入国審査に手こずりながらも無事に研修メンバーがそろった時

の安心感がすごかったです。研修メンバーがそろって安心できたら、「つい

にアメリカだ、もう日本語ではないんだ。」という不安、緊張、期待などい

ろんな感情でいっぱいでした。 

 

☆滞在☆ 

 ボストン空港ではトムさんとジュンコさんが私たちを出迎えてくれ、挨拶
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をしてジュンコさんがドーナツを買ってくれ美味しく頂きました。アメリカ

のドーナツは甘さが少しだけ日本より強いなと思いました。そして早速コン

コードカーライル高校のスクールバスに乗ってコンコードへ向かいました。

コンコードまで行く町並みは日本とは違い洋風な建物が建ち並んでいて和

とは違う魅力を感じました。そしてカーライル高校にてホームステイ先の方

と対面しました。私は大中山中学校の山田ありさちゃんと同じホームステイ

先でジェイク・カーター君の家に滞在でした。ジェイク君との対面では緊張

してあまり自分から話せませんでした。ですがジェイク君とはホームステイ

をして仲良くなれました。 

 ホームステイではたくさん学

びました。カーター家は、お母

さん、お父さん、ジェイク君、

犬の４人暮らしで家族は仲良し

でした。家は大きく広々してい

て綺麗で各部屋が可愛い作りで

した。庭にはプールがありスパ

もありました。ホームステイ中

にカーター家に中高生が集まって、小さいパーティーをしてプールやスパで

楽しみました。ホームステイ先のお父さんとお母さんはとても優しくって私

とありさをいつも気遣ってくれました。お父さんとお母さんの作る食事はと

ても美味しかったです。アメリカの食べ物は味付けが濃く量が多いと思って

いましたが、ホームステイ先の食事はヘルシーなものが多かったです。休日

にはショッピングセンターに買い物に行ったりボストンのミュージアムに

行ったり教会に行ったりしました。ミュージアムは生物や化学についての勉

強ができ、ジェイク君はとても楽しんでいました。教会へはお祈りをしに行

きました。教会はとても大きくて綺麗で聖書とパイプオルガンとの合唱を聞

きましたが聖書は牧師さんが読んでいましたが英語なので私には理解が難

しかったです。パイプオルガンとの合唱の生演奏を聞いたのは人生で初めて

で美しくって感動しました。休日はカーター家族のおかげで素敵で充実した

休日になりました。 

 平日はジェイクと一緒にスクールバスで学校へ登校しました。そして一緒

に授業を受けました。理科では地球環境について、英語はスペイン語、体育

ではフットボールの勉強をしていて、どの授業も自由で楽しそうでした。ア

メリカの学校と日本の学校の違いは、いくつかあります。授業の風景は、ア

メリカは自由で発言も多かったですが日本は礼儀正しく授業もかしこまっ

てるという違いがありましたし、アメリカは放課後に掃除しないのが違いで
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した。掃除はやるべきだと私は思いました。この２つが違いだと思いました。 

 七飯高校とカーライル高校は姉妹校の関係があり七飯高校で作ったステ

ンドグラスの飾り物が図書室に飾ってあって嬉しかったです。生徒の中には

日本が好きで日本語を知ってる生徒も結構いて通りすがりに日本語で話し

かけてくれる事が多くて嬉しかったです。アメフトの試合にも行きました。

一週間ほどのホームステイ期間は長いようで短く毎日が充実していました。

カーター一家との別れの日は本当にさみしくて辛かったです。ですが帰国し

ても連絡をとりあうことになったので良かったです。私とありさが楽しめる

ようにカーター一家がしてくれたたくさんのことは一生忘れないです。他に

も研修メンバーでボストンを観光

したりショッピングしたり、たく

さん思い出があります。全て素敵

な思い出です。 

 

☆帰省して☆ 

 十日間の研修で家族や友達に会

えなかったのは少しだけさみしか

ったです。ですが研修でたくさん

の事を学べました。そして精神的

に強くなった気がします。たくさんの人との出会いと交流で、私は成長した

と思います。もっと海外に興味を持ったし日本の良さもたくさん気づいたの

で、そのような気持ちを大切にして大人になっていきたいです。 

 まとめられないぐらいたくさんの経験をしました。本当に色んな出会いに

感謝します。ありがとうございました。 
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いざ、コンコードへ！ 

～１１日間のおもいで。～ 

 

七飯高等学校２年 木 村 有 伽 

 

この海外研修に参加できると決まったとき、外国という未知の世界に足を踏み入れ

ることに溢れんばかりの喜びで、その日から期待で毎日落ち着きませんでした。そし

て出発の日が着実に近づいてくるごとに、不安が楽しみな気持ちを押し上げるように

募り、心境はとても複雑でした。 

 

成田空港から飛行機に乗るとき、「これから日本を発つんだ。楽しいことも、辛いこ

ともあるだろうけど、それでも戻っては来られないんだ。」という思いでした。１２時

間近くのフライト中にはアメリカに着いてからのことを考えて会話の勉強もしました。

まもなく到着というアナウンスのあと、飛行機の窓からボストンの景色が見えて感動

しました。そして入国審査の際に思わぬハプニングがあり時間はロスしましたが、全

員で無事に揃ったときは本当に安心しました。 

スクールバスで CCHS へ行くとサイファイクラ

ブのみんなが迎えてくれていて、そこでホストフ

ァミリーの生徒と対面しました。生徒の名前を

Shelbyといいました。とても笑顔のかわいい女の

子でした。さらにお母さんの Karenさんとお父さ

んの Darrenさんも迎えに来てくれて、中高生とそ

れぞれのホストファミリーみんなでカフェテリア

でピザを食べました。家に帰るとペットの Pearlという

犬がいて、本当は犬が少し苦手だったけど彼女はすぐに

なついてくれたし、ホームステイしているうちに朝、Pearl が開いているドアの隙間

から部屋に入ってきて私の寝ているベッドによじ登ろうとして起こしてくれました。

とてもかわいくて、お母さんも「Pearl はあなたのことが大好きみたい」といってく

れてうれしかったです。 

家で少しくつろいでから、日本から持ってきたお土産を渡しました。お菓子、箸、

手ぬぐい、日本の四季の写真が載ったカレンダー、七飯町からの Tシャツ。どれも気

に入ってくれたようでよかったです。すると今度は、ホストファミリーからもお土産

をいただきました。「WALDEN POND」という英語の本、それと私の家族の分と私が所属

する七飯高校英語部の分までありました。中にはテーブルクロスや写真立て、アメリ

カの古い硬貨や本が入っていました。 

お母さんが Pearlの散歩に行くと言ったので私もついていき、その途中で私がつた

ない英語で話しかけると、真剣に目を見て話を聞いてくれたあと笑顔で答えてくれま
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本が大好きな Shelbyは読書中 Shelbyと友達のリネア 

した。勇気を持って話した英語が伝わったこと、それに笑顔で返してくれたことに温

かい気持ちになりました。 

お父さんの第一印象は、体が大きくてサングラスを掛けていたしあまり喋らない人、

だったのでちょっと怖かったです。でも本当は、無口だけどふとしたときに気を遣っ

てくれる(私が困っているときにチョコレートと、「これを使いなさい」と言って iPad

を日本語版にして渡してくれた)優しいお父さんでした。そして Pearlが一番なついて

いるのもお父さんなのです。お父さんが家に帰ってくると、尻尾を振って猛ダッシュ

で後を追いかけるのです。またこの日、Shelby の妹の Sydney は修学旅行に行ってい

て、金曜日に帰ってくる(この日は水曜日)ということでした。 

私の英語力が無いために、言葉が通じないとたびたび iPhoneや iPadを持ってきて

何度もわざわざ翻訳に使ってもらうのが申し訳なくて本当に心苦しかったです。 

この日は夜、FIVE GUYS というお店に行ってハンバーガーを食べました。車の中で

も Shelbyが iPhoneを使って話しかけてくれました。ホームステイ初日の感想は、言

葉の壁にぶつかって辛くて、このあとの５日間がとても長いように思えました。 

二日目は、とにかく泣きました。伝えたいのに伝わらない歯がゆさとか、Shelbyの

困った顔を見たりすると本当に申し訳なくて、CCHSにいたときは我慢していたけど放

課後、オーチャードハウスを見学するために派遣団のみんなに合流したとき、辛いよ、

辛いよって言いながら涙が止まりませんでした。その後、気持ちを切り替えてオーチ

ャードハウス、それと若草物語に使われた部屋を見ました。キッコさんは優しかった

し、あのお洋服も自分で作ってるのよって言っていてすごいと思いました。 

CCHS に通うのに少し慣れてきました。これは CCHS で授業を受けた初日から思って

いいたことですが、あちらの授業というのはとても自由でした。授業中にりんごを食

べている姿を見たときは衝撃的でした。しかも何度も言いますが授業中なのにも関わ

らず教室内を立ち歩き、あろうことか勝手に教室をでて行くのですから動揺が隠せま

せん。机の

配置も日本

とは大きく

違います。

先生の席を

囲むように、

会議をする

ときのような形

になっていまし

た。生徒たちはどの授業でも先生の質問にとても積極的に発言していました。 

CCHS内のラジオに出演させていただいたときには、一人ひとり日本にいる家族に現

在の心境とメッセージを送ることができました。さらに、この日の夜にフットボール
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の試合があり、なんとそのお知らせの紙を英語で読んでみない？と誘われ、せっかく

だったので頑張って読むことにしました。突然の振りだったので、隅のほうでベンに

教えてもらいながら覚え緊張で声が震えそうになりながら読みきりました。一箇所だ

けつまずいたのが未だに悔しいです。 

そしてその日の夜にはラジオ放送した例のフットボールの試合をホストファミリー

みんなで見に行きました。そこには、修学旅行でいなかった Shelbyの妹の Sydneyが

帰ってきていました。ちょっとシャイで、お人形を集めていて、あと歌がとても上手

な子でした。 

CCHSのカフェテリアで開かれたパーティではイカ踊りをみんなで踊りました。おい

しい食事を食べ、校内で迷い、一方通行の扉に閉め出され、Help Me!！と叫び、パー

ティのあとは私たち中高生とそれぞれのパートナーの子みんなで Jake の家に遊びに

行ってスパに入りました。一部ですごくはしゃいでいる子もいて面白かったです。 

休日には、ショッピングモールに買い物に行ったり、Shelbyが乗馬のお稽古をして

いるというのでそこについて行ったりしました。モールに行った時も、お稽古に行っ

た時も、流暢な日本語を話せる方に出会えてすごく嬉しかったです。 

最後の夕食は、家族みんなでおいしくいただきました。 

別れの朝、私のホストファミリーは Shelbyだけだったけど CCHS前に集まり、サイ

ファイクラブのデイビット先生考案の「バイナラ」という言葉で別れを惜しみつつも

CCHSをあとにしました。 

ボストン視察ではショッピングもしたし、ハーバード大学も見たし、リスをあんな

間近で見ることができるのに驚きでした。ボストンレッドソックスも見に行ったし、

ダックツアーも私はすごく楽しかったです。みんなは疲れていたみたいで寝てしまっ

ていました。 

アメリカで他の派遣者の子の家に遊びに行った時、ホストマザーがお味噌汁と白い

ご飯を出してくれました。そのときには本当に日本が恋しくて込み上げるものがあり

ました。しかし、帰るころには「思っていたことをうまく伝えられなかったのが残念

だな」「間違いや失敗を恐れずに、もっと発言すればよかったな」とか、たくさんの後

悔がやってきました。これらの後悔は、今はもうどうすることもできませんが、後悔

を学びに変えて自分の将来に生かしていきます。もっと自分の気持ちを相手に伝えら

れるように、間違いから学べることはあるのだから、恐れずに。 

今回、この海外研修に参加できたことを大変光栄に思っています。ここにはありま

せんが本当はまだまだたくさんの出来事がありました。コンコードで過ごした日々の

出来事から、挑戦することや諦めないこと、自分という個性、相手を尊重し尊敬する

ことなど、多くのことを知り、学ぶことができました。これらを知ったり学んだりす

るだけではなく一歩進んだところ、自分の実にしていけるよう、さらに成長できるよ

う努力します。派遣団の皆さんと楽しい時間を過ごせたこと、この貴重且つ有意義な

研修に参加させてくださったことに本当に心から感謝しています。 
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ドキドキ、ワクワクの出発式で笑顔が硬い私  

～言葉の壁を越えて。～ 

 

七飯高等学校２年 福 永 美 愛 

 

 人は人生に海外に行くことができる人はどれだけいるのでしょうか。多分、

そんなに多くはいないと思います。何故なら、お金が多くかかるし他の国の

言語を話せないといけないからです。理由は他にもあると思いますが、代表

的な理由はこの二つだと思います。人生の中で一回は行って見たいという人

は沢山いると思いますが、そうそう行けないのが海外というものだと思いま

す。その、将来の夢の一つだと言っても過言ではない海外に今回私たちは数

多くの希望者の中から選ばれ行く事ができました。 

 私はとても海外に行く事に憧れていました。英語は得意な方ではありませ

んが、海外のスタイルがとても好きで何より音楽がとっても好きでした。見

る映画も邦画ではなく洋画が好きで、きれいな景色や海外のスキンシップに

は心を打たれるばかりでした。いつか自分も海外に行って通用する様な人間

になりたい、そう思っていました。 

そして高２の夏。私は８人中３人という狭き門を突破し、海外に行ける事

になりました。選ばれたとき本当に涙が出そうになるほど嬉しかったです。

初めの事前研修会では、中々周りと話すことができず個人の良さや性格が分

からずこの調子で大丈夫かなと不安になったこともありました。でも、そん

な心配は要りませんでした。Mr.ベンの英語講座はとても面白く、勉強にな

りました。レストランに行ったときの英語講座や道のたずね方、How to game、

入国審査について等、沢山のことを学びました。事前研修会が終わった頃に

は周りとは会話もできるようになっていました。そうして１０月１日、私た

ちは函館を旅立ちました。東京で一泊し、成田空港からボストンへ向かいま

す。私は人生初の国際線の飛行機に乗ることができました。約半日かかりな

がらも無事ボストンにつくことが

できました。入国審査では少しだ

け日本語を話せる係の人がいたり

と海外旅行にとって居てくれると

嬉しい係員もいて驚きました。入

国審査のときにメンバーの一人が

何か問題があったらしく奥に連れ

て行かれたときはすっごくひやひ

やしましたが、無事みんな合流し、

コンコード町に行くことができ
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たので良かったです。スクールバスに乗ってコンコードに行くとき凄まじい

速さには驚きました。最早バスではない、では何だと言われますと一番近い

のがバイクです。窓が開いていたので、風が吹き荒れ、まるでバイクに乗っ

ているような気分でした。私たち高校生と中学生は CCHSで降ろしてもらい、

ホストファミリーと合流し行動することになりました。私のホストファミリ

ーはボーイッシュな髪型で透き通るようなブルーグリーンの目をした年下

の女の子でした。まつげも眉毛も薄い茶色で髪の毛はきれいな茶色でした。

外国人は眼の色が同じなのに髪の毛の色が違ったりと本当に十人十色でし

た。そのボーイッシュな子の名前はルーシーと言いました。自己紹介すると

ルーシーは学校を軽く案内してくれました。音楽室に行く途中にホストマザ

ーのアニーが迎えにきてくれました。アニーはとても明るく、よく笑い話し

やすい人でした。車でアニーの家に帰るとき、アニーはアイスクリームを奢

ってくれました。そこは駅と隣接しており裏口を開けると駅のホームが見る

ことができました。アイスを食べ終え、川で囲まれているコンコード町の色

鮮やかな紅葉が映し出されている景色に心を奪われ写真を撮り、アニー宅に

着くとホストファザーのシャノンが出迎えてくれました。背がとても高く微

笑むと親戚のおじさんに似ていたのでリラックスして生活することができ

ました。１日目はすぐに寝てしまいあまり交流を深めることができませんで

した。また、時差ボケがあるのか３、４時に目が覚めてしまい、毎日とても

早く寝てしまってとても申し訳なかったです。外国人の朝はとても早く６時

半には家を出て学校に行きます。時と場合によりますが、最終日は６時前に

家を出ました。とっても朝早かったです。 

ルーシーは私より歳が下なのにすごい頭の良い子でコミュニケーション

力がとても広くて驚きました。スペイン語、数学、英語、ジム（体育）など

私より２つ歳が下とは思えない頭の良さでした。彼女はルービックキューブ

のアプリゲームなど私には出来ない事をさらっとやってのけるので私にと

って姉みたいな存在でした。私がたとえ英語に不自由でも彼女は携帯を使い、

または日本語のキーボードを出して会話をしてくれようと積極的に関わろ

うとしてくれました。また、ルーシーの事を見てて思いましたが、外国人の

人は物をたくさん食べるものだと思っていましたがとても小食で、食べるも

のもヘルシーなものばかりでした。レストランに行けば量も多く、脂っこい

ものを食べたりしますが家ではヘルシーなものばかりで驚きました。ルーシ

ーは朝にジュース一杯、昼に少し食べ、夜も少し食べという感じで逆に私は

朝、昼、夜、普通に食べるのでホストファミリーの人たちにはとても驚かれ

ました。また、CCHS は先生が動かず生徒だけが動き、選択している教科を受

けに行っていました。床もフローリングではなく、じゅうたん式で掃除は生
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若草物語が書かれたオーチャ

ードハウスの前で記念撮影  

徒ではなく専門の人がしていました。金曜日にはフットボールの試合を見る

こともできます。また、授業の間の休憩時間＆移動時間はとても短く、急い

で行動しなくてはいけないので大変でした。統一された服、いわば制服もな

くいろんな外国人が通っていました。また、授業中に飲食をしており先生に

何も告げずに教室を出て行ったりするので驚きましたが自由で日本にはな

い教育法なので憧れてしまいました。 

たくさんの事を見て、感じて、経験してお別れをしました。私は今日本に

帰ってきて思うのはあれは全部夢のような気がしています。でも、写真もあ

って今こうやってレポートを書いていることから自分は海外に行ったこと

は事実なのだと思います。私が関わった人たちや見た景色や感じたことは確

かに存在していて今もなお自分と同じ時間を動いているんだなと思うと少

し不思議な気持ちになります。この不思議な気持ちを無くす為にも自分の記

憶が夢ではなかったと確かめる為にもまた海外にいけたらいいなと思いま

す。次は英語も得意になって話せるようになった頃に、私のホストファミリ

ーたちに会いに行きたいなと思います。今度は内容も理解しながら普通に輪

に加わって話したいと思いました。やっぱり海外は私の理想を壊さず、冒険

心を燃やすようなところでした。このような貴重な体験ができたこの研修会

は後輩へ後輩へと受け継ぎ今の年齢だからこそ味わえないものをつかんで

きてほしいと思います。そして、海外にしか

ないあの柔軟なものの考え方を宗教がこの国

に三種類あるように少しずつでも海外のいい

ところを取り入れていっていけたらもっと日

本は良い国になるんだろうなと思いました。

以上でコンコード海外研修のレポートを終わ

ります。 
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JAL 機内食空飛ぶ牛丼  

 

ピザハウス Sorrento’s 

～The first experience in the USA～ 

 

七重小学校 上 村 美紀子 

 

１． Food 

 「えっ？！機内食で、吉野家の牛丼？！・・・空と

ぶ牛丼だ！！」 

10 月 1 日、函館を出発し、翌日、成田空港からボスト

ンのジェネラル・エドワード・ローレンス・ローガン

国際空港へと向かう機内のことだった。生まれて

初めての吉野家の牛丼がこの旅での最初の初体験

でした。 

 13 時間の長旅を経てローガン空港へ到着。パスポートのチェックに 1 時間

半かかり、やっと荷物を受け取りの場所まで到達しました。やっと到着ロビ

ーへ出られると思ったその時、あれっ？！「渡会さん、どこに連れて行かれ

ちゃうの～～？」連れて行かれたまま、戻らない渡会さんとベンを残して、

とりあえず到着ロビーへ移動し、満面の笑顔のトムさんとジュンコさんの歓

迎を受けました。しかし、それからの約２時間、二人

を待ち続け、疲れとともにお腹がすいてきたその時、

DUNKIN’DOUNUTS の一口サイズのドーナッツ Munchkins

は我々の救世主となったのでした。 

 コンコードに到着して、First Parish in Concord

に案内され、テラスで SORENTOS のピザを食べました。

ソレントスのピザはイタリア風！アメリカの映画

に出てくるような大きなサイズ。しかも丸い形の

パスタがトッピングされていました。 

 ホストファミリーの家での夕食はできたてのキッシュにサラダ。翌日の朝

食は、日本で私が作った雑穀クルミ入りパンに、パンプキンバター（TRADER 

JOE’S オリジナル商品）とラズベリージャムを塗っていただきました。パン

プキンバターはシナモンが効いており、カボチャ好きの私はこれをお土産に

買っていこうと決めました。パンプキンバターはハロウィンの時期限定商品

のようでした。 

 コンコードに来て初めての雨の日曜日、３００年近く前から続く老舗のホ

テル The Colonial Inn で Nick とハンバーガーとクラムチャウダーをいただ

きました。ハンバーガーは日本の三倍。しかし、パンはとてもフカフカで、

口の中でとろけるような感じ。それにハンバーグは肉らしいミンチでした。

http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/03/a8/a7/81/sorrento-s-brick-oven.jpg
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小さいけどおいしい生ガキ  ロブスターロール  

5 年生の教室  

手作りカード  

人生でこれまで開けたことのないほどの大きな口を開けてほおばりました。

翌日ボストンの街に案内されました。QUINCY MARKET でロブスターロールと

生ガキを食べました。初ロブスターです。生ガキは知内産のものを毎年食べ

ていました。知内産と比べる

と小ぶりでしたが、日本と違

ったソースをつけていただき

ました。どちらもとてもおい

しくいただきました。 

 

 

２． Willard Elementary School 

 コンコードでの３日目は Willard Elementary School で過ごしました。ウ

ィラード小学校は新しい学校でした。校内に入ると正面にはカフェテリアが

あります。廊下も教室も、自然光をたくさん取り入れられる造りになってい

ます。始業時刻は 9 時です。全校放送でスタートです。教室内の国旗にむか

い、手を胸の前に起き、何か学校教育目標のようなものを唱和しています。

それが終わると校長先生から今日の誕生日の児童が校長室に呼び出されま

す。どうも校長先生からプレゼントがもらえるようでした。 

1 時間目は体育、体育の先生が待つ体育館へ移

動します。授業内容はローラーブレードでした。

縄跳び、柔軟体操、筋力をつける運動を経て、本

日の運動に入りました。ヘルメットやプロテクタ

ー、ローラーブレードを装着するのに時間のかか

る子がいても、教師は必要以上に手助けをすることなく、

自分の力で準備をさせていました。また、運動のレベルも

個人差が大きく開いていましたが、各々の子どもが自分の能

力なりに楽しみながら運動できていました。体育館は小規模

校並の大きさで、七重小学校の３分の１ほどでした。ウィラ

ードでは学年で体育をやることはないそうです。常に学級単

位の体育なので、広い体育館は必要ないとのことでした。集

会が必要な場合は文化センターのようなすり鉢状のホール

があるのでそちらで実施するとのことでした。私の歓迎セレ

モニーでは、生花にカードが添えられていました。「ようこ

そ」と言葉を添えて、手渡ししてくれました。私のために費やした時間と気

持ちに心が温まりました。 

  休み時間には、おやつを食べます。日本においては考えられない大きな違
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First Parish in Concord  

いです。先生たちも、カフェテリアの隣に先生用の部屋があって、そこで軽

食を食べられるようになっていました。なんとも自由な感じだなぁと思いま

した。音楽の授業はブラスとオーケストラに分かれます。ブラスは木管、金

管、打楽器での音楽、オーケストラは弦楽器です。それぞれ専任の教師がい

て、担任は教室で、音楽をとっていない児童と一緒に過ごしています。 

４時間目は、私のプレゼンによる授業でした。日本の文化について小学校

行事を中心に紹介したものです。予定の時間は 45 分。途中、折り紙で「鯉」

を折って、焼き鳥用の串に貼り付け「鯉のぼり」を作りました。英語での授

業を成功させ一安心でした。 

  授業終了後、児童も私たちもランチの時間です。日本と違い、児童はカフ

ェテリアでの昼食です。我々は別室で数人の先生方と豪華なランチをいただ

きました。そこで私の教師生活について説明し交流しました。教室に戻って

みると、スペリングテストを行っていました。日本では書き取りテストです。

それが終わると国語の授業でした。この授業も日本とは大きく異なるもので

した。まず、クラスが３つに分かれているようです。能力別のグループです。

リーディングに大きな差があるとのことで、小グループに分かれて一つのグ

ループが先生の机の周りに集まって、学習が始まります。残りのグループの

児童はホワイトボードに記してある、本日終えなければならない学習内容を

見て、自習します。算数の問題や社会の地図作り、国語のプリント学習など

がありましたが、それぞれに好きな順序で進めています。ほとんどの児童が

集中して自習していますが、中にはぼんやりしている児童もいます。また、

教室には担任のほかにもう一人先生がおり、個別に児童を呼んで指導・援助

をしていました。 

このクラスには配慮の必要な児童もいるとのことでしたが、担任の小さな

声に集中できる素晴らしい子供達ばかりでした。午後 3 時、全ての授業が終

わり簡単な教室整理の後、下校になります。日本から持ってきた寿司ストラ

ップを子どもたちにプレゼントしました。ウィラード小学校での一日はとて

も緊張しましたが、これまでの努力が報われる有意義な一日でした。 

 

３． Culture 

コンコードについてすぐに、First Parish in Concord

に 案 内 さ れ 、 ユ ニ タ リ ア ン ・ ユ ニ ヴ ァ ー サ リ ス ト

（Unitarian Universalist）について教えてもらいまし

た。ユニテリアン・ユニバーサリズムの本拠地はボスト

ンにあり、その考え方は自由に思

想・信仰を決める事ができるのだ
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Concord Free Public Library  

そうです。これにより宗教的多元性、多文化の伝統を尊重し同じ教会内でも

複数の信仰や活動を認められているのだそうです。簡単に言うと、唯一の神

を信じるのではなく、一人ひとりの信じるものが、神であるというものだそ

うです。函館の本町にも教会がありますが、中には入ったことがありません

でした。とても古い建物で驚いたと同時に大切に思っているということに感

心しました。古い時計にパイプオルガン。また、地域のコミュニティセンタ

ーのような働きもしているように思いました。数日後、この教会でパーティ

が企画され、ボランティアの方たちが調理をしたり、会場準備をしたり、参

加者へのお土産を準備したりしていました。荷物運びを少しだけ手伝わせて

いただきました。 

Concord Free Public Library で Patricia A. Clifford さんからコンコー

ドの町政について教えていただきました。その内容は、日本の町政との大き

な違いを示していました。それは、町の中のあら

ゆることは、住んでいる人々によって決まるとい

うことでした。CCHS の広い部屋に集まり、あらゆ

ることが町民の討議によって決まるのだそうです。

その決まったことにそって、役所に職員が仕事を

するということでした。また、Selectman と呼ば

れる町長のような方が 5 人いるそうです。

Town Manager はその Selectman によって選

出されるのだそうです。「町のことは、町の人が責任を持って決める」とい

うシステムは決まるまでに時間はかかりそうですが、人任せにしない町政と

いう感じがしました。町政に積極的に参加することで、自分の住む町への愛

着と責任が生まれるのではないか、私はもっと町のことに積極的にかかわら

なくてはならないのでは…と考えさせられました。 

最後に、この訪問団に参加する機会を与えてくれた七飯町と、無事に旅を

終えられるように配慮してくださった全ての方に感謝いたします。ありがと

うございました。 
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～コンコード研修～ 

 

町民代表 伊 藤 直 樹 

 

（はじめに） 

姉妹都市であるアメリカ・マサチューセッツ州コンコードへの交流研修で

文化、産業、経済、スポーツ、教育、医療、生活習慣などによる交流を通し

て国際理解と相互理解及び七飯町姉妹都市交流のために国を超えた親交を

深める力になりたいと思い今回の海外研修に参加しました。そのために、こ

れまでの両町の歴史や親交のあゆみなどを理解して交流団の一員として全

うできるよう５回の事前研修を行い準備してきました。研修では国際交流員

でありますベンジャミン・ヘイドックさんをはじめ七飯町関係者の皆様のご

協力で楽しく有意義な研修を行うことができました。 

 

（出発、そしてコンコード到着） 

１０月１日雨の中、不安と期待そして楽しみの感情を持って函館空港での

出発式を行いました。日本近海では台風が発生して少し不安ではありました

が無事に東京羽田空港に到着その日は成田に宿泊しました。翌日予定通りに

成田空港を出発し約１３時間のフライトを経てボストン空港に到着しまし

た。空港ロビーでは大きな横断幕があり私たちを出迎えていただきとても感

謝の気持ちでいっぱいでした。その後コンコードへ向けて出発しカーライル

高校でも沢山のお出迎えで私達を歓迎して下さいました。ユニティリアン教

会での昼食を終え教会の中を見学しホストファミリーでありますウィルバ

ーさんのご自宅にホームステイさせていただきました。ウィルバーさんは元

歴史の講師であり現在はガーデニングの講師をされています。そのため家の

庭には沢山の花壇がありました。ウィルバーさんにはとても親切にしていた

だき多くのことを教えて頂きました。また、日本の事にも大変興味をお持ち

になり日本の文化や生活習慣など多くの事をノートにメモを取りながら熱

心に学んでいました。 

 

（コンコード研修 視察） 

天気は快晴の中、海外研修２日目が始まりました。コンコード図書館を視

察しコンコードの行政・制度説明を受けました。市民が町の事に関心を持ち

市民参加型の行政を取り入れている事に大変興味を持ちました。カーライル

高校は授業スタイルもその担当の講師や科目によって違い授業風景も自主

性を尊重したスタイルが特徴的だと思いました。また、学校内にスタジオの
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設備があり収録やラジオ放送ができる環境が整ってる事に驚きました。昼か

らは若草物語の舞台となりましたオーチャード・ハウスを見学させていただ

き館長のジャン・ターンクイストさんとミルズ喜久子さんの歓迎を受けまし

た。若草物語の作者でありますルイザ・メイ・オルコットに扮して１人芝居

による演劇を披露していただき、表情豊かな演技にとても感動しました。同

時にミルズ喜久子さんの通訳による解説・説明はとてもわかりやすく充実し

た１日を過ごしました。 

海外研修３日目は

消防署を視察させて

いただきました。消防

署職員による丁寧で

熱心な説明でありコ

ンコードの救急車の

制度についても理解

できました。ご好意で

消防車の出動見学や

アメリカ式ファイヤ

ーマンのユニフォー

ム試着も体験できま

した。自分は七飯町消

防団員であり今回の消防署視察はとても参考になりました。国は違いますが

人命優先の精神（スピリット）は世界共通の事だと感じました。プリズンフ

ァームでは牛を間近で見学することができました。ここでも中々体験できな

い貴重な経験を積ませていただきました。その後、コンコード近郊で作られ

た農作物の販売所を訪れました。北海道で言う道の駅に似ていると思いまし

た。ハロウィンが近いと言う事もありパンプキンが沢山販売されていました。

昼からはウォールデン湖とオールドノースブリッジに行きました。コンコー

ドは七飯町と同じ様な気温・気候でありますが１０月のウォールデン湖では

スイミングを楽しんでいる方が多くいたのには驚きました。オールドノース

ブリッジはアメリカ独立戦争発祥の地であり歴史を感じる場所でありまし

た。その為、コンコードはアメリカ歴史上最も有名な町で世界から多くの観

光客が訪れていました。 

研修４日目の夜はカーライル高校で姉妹都市交流パーティーを行いテー

ブルの上には大きく『友』と書かれたプログラムが用意されていました。ま

さしく両町の歩みの成果がお互いの信頼関係を築きあげてきたのだと感じ

ました。パーティーでは多くの方々と親交を深めることができ大変楽しい時
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間を過ごさせていただきました。締めくくりの Squid dance（いか踊り）で

は盛大に盛り上がりさらなる親交が深まりました。Squid dance（いか踊り）

はコンコードの方々にも大変解り易く好評だったのが印象に残っています。 

研修５日目はミルズ喜久子さんの通訳でエマーソン病院を視察させてい

ただきました。自分は地元七飯で看護師をやっていることもありコンコード

町の医療、保険、福祉にも興味がありました。健康は非常に大切でありその

制度につても重要であると思います。コンコード町の医療制度や技術、病院、

施設環境についての説明を通してアメリカ特有の制度など学ぶことができ

ました。今後社会、地域、医療活動に貢献できるよう頑張りたいと思いまし

た。 

研修６、７日目はボストン視察でハーバード大学、クインシーマーケット

など訪れました。ハーバード大学では世界屈指の大学であり自分がその場に

訪れることができた喜びで一杯でした。交通のネットワークや住宅、環境な

どに対する取り組みや博物館、美術館、商店街企業視察研修を通して町づく

りを理解しました。実際の目で見て肌で感じ５感を全て使い、海外研修だか

らこそ理解できる文化の違いや共通点を学ぶことができました。今後の地域

発展に役立つ情報や内容でありました。 

 

（おわりに） 

最後にこのような海外研修という貴重な機会をいただきありがとうござ

いました。そして、コンコード町の皆様、七飯町の関係者の方々、地域住民、

参加者の皆様に厚くお礼を申し上げると同時に多くの方々に感謝を申しあ

げたいと思います。本当にありがとうございました。 
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～コンコード研修レポート～ 

 

町民代表 笹 村 卓 也 

 

10月１日、いよいよ待ちに待った出発の日。はじめての海外ということでワクワク

ドキドキです。13時間の空の旅は予想をはるかに超える厳しいもので、１８０センチ

８０キロの身体は座席におさまらず大変でした。寝ようと思っても寝られず、完全に

時間を持て余し、アメリカに着く前に疲れました。でも、アメリカに到着し外の景色

を見たら、長旅の疲れは一瞬で吹っ飛びました。人や車、街並すべてがかっこよくて

感動しました。渡会くんが入国審査でつかまってしまってかわいそうでしたが、渡会

くんを待ってるあいだにふたつの初体験ができました。ひとつは、初めてドルを使っ

て売店でジュースを買うことが出来ました。普段は普通にやっていることですが、ア

メリカ人の店員とのやりとりは緊張しました。もうひとつは、喫煙所でタバコをすっ

ていたら黒人のおじいちゃんに『ハロー!!』とあいさつされて『ハロー!!』とあいさ

つをかえせたことです。あいさつをするというのは普通のことですが、アメリカ人相

手だとやはり緊張します。このふたつの体験を着いてすぐできたことで、アメリカで

の生活への自信が少しもてました。渡会くんに感謝です。そしてコンコードに着いて

ピザでおもてなしされました。アメリカに着いて最初の食事です。そのピザが、さす

がアメリカっていう感じのデカさでした。みんな『ヤバい、ヤバい』と言いながら食

べてました。アメリカンサイズ実感です。その夜、ホストファミリーのトムさんが映

画に連れて行ってくれるということになり、トムさんの奥さんのダニエラさんもいっ

しょに車で隣町のケンブリッチの映画館へ行きました。コメディー映画ということで

楽しみにしてたんですが、当然字幕はでるはずもないので全く内容がわからず最終的

に睡魔に負けて寝てしまいました。ダニエラさんは大爆笑してました。家に帰ってき

たのは夜１２時頃、この初日のハードスケジュールはいい思い出です。トムさんはラ

ズベリー農園を営んでいて、お客さんが自分で摘み取ったのを量り売りしたり、自家

製ラズベリーソースをつくり直売所やスーパーマーケットに出したりしていました。

ラズベリーの出荷についていき、いろんな農園を見学させてもらいました。見学した

農園のほとんどが無農薬でやっていました。ラズベリーをお客さんが摘み取るように、

ジャガイモやトウモロコシをお客さんが自分で収穫して買っていくというシステムが

あるようで、

人件費がかか

らないやりか

たということ

でした。自分

も農業をやっ
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ているので、参考になることがいくつかありいい勉強になりました。七飯とコンコー

ドは気候が似ているということで、作っている作物もほとんど同じでした。トマトと

トウモロコシをたべましたが、日本のものの方がおいしいとおもいました。トウモロ

コシは甘みが少なく、トムさんはバターをぬって塩をかけて食べてました。コンコー

ドの人たちに日本の野菜をたべてもらいたい、たべさせたいとおもいました。 

 

トムさんはとても優しく明るい人で、コンコードでの生活をす

ごい楽しいものにしてくれました。ロブスターや鹿肉のステーキ、

鹿肉のハンバーガーなどたくさんの美味しい料理で毎日もてな

してくれました。トムさんは日本語が話せないので、会話は全て

英語。最初はネイティブの発音が聴き取れず苦労しましたが、だ

んだん聴き取れるようになり、ジェスチャーをまじえながらなん

とかコミュニケーションがとれました。自分の英語が通じたとき

は感動しました。前から英語を話せるようになりたいという思い

がありましたが、この研修でその思いがよりいっそう増しました。

英語を話せるようになってまた行きたいです。何倍も楽しくなる

とおもいます。 !!!!!!!!!!! 

 

アメリカでのたくさんの経験は、すべてがいい刺激になりまし

た。本当にこの研修に参加できてよかったです。ありがとうござ

いました。 
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～七飯町とコンコードの絆～ 

 

町民代表 渡 会 英 文 

 

この度、コンコードに国際交流の派遣員として行けた事は、私にとって大きな影響

を与えました。私たち日本人は、島国ということもあり、肌の違い、目の色の違い、

言語の違いなど様々な事に、違和感であったり、憧れ、ねたみなど大なり小なり感じ

ている人が多くいると思います。背が高く金髪の外国人が道を歩いているだけで、物

珍しそうに見てしまいます。私もその一人です。今までに５カ国ほど旅をした事があ

りましたが、その考えは、なかなか消す事はできませんでした。しかし、アメリカ合

衆国という国には、多くの人種、他民族の人々が生活しています。日常生活の中で、

常にその事に触れているわけです。 

 私は、今回の旅行で教会に行くことが出来ました。毎週日曜日に開かれている朝の

礼拝。とても感激致しました。来ていたのは、老若男女約１００名位の人々が参列し

ていました。そこでは、神父様のお話、歌などを聞いていました。あまりコンコード

では、宗教が盛んではないとお話を聞いていたので、正直あまり教会には期待してい

なかったのですが、実際はそうではありませんでした。来ていた方々は、何も見ない

で全員で唱える所を話す事ができ、歌を歌う時もみんなわかっていた。この事は、日

本では考えられないことです。私のお寺では、年に４回しかお寺参りがありません。

その時見ていても、お経を何も見ないで唱える事が出来るのは少数の方のみです。何

も見ないでお経が読める事がすごい事ではけしてないですし、信仰心が無いわけでは

ないのですが、コンコードの教会に参列されていた方は、毎週来る事によって自然と

覚えてしまうんだろうなって思いました。それは、純粋に救いであったり、癒しを求

めて来てるんだろうなと思いました。 

 礼拝の途中で、私が自分のお寺でもやってみたい事が一つとても簡単なことですご

くいい事をしていました。それは、握手です。握手は、とりあえず自分の周りの人と

します。きっと面識が有る無い関係ないんだと思います。意味は、平等であったり、

世界平和であったり、愛であったりいろんな意味があります。今までに握手をしてい

る仏教を見た事がなかったので、自分の中ではすごく衝撃的な行動でした。寺の行事

で、まして日本人どうしで受け入れられるかわかりませんが、ほんとに試してみたい

事だと思いました。 

 礼拝の中でいろいろ見ている中で、何を言っているのか全然わかりませんでしたが、

その場の雰囲気であったり、来ている人々の信仰心を感じてすごく感激し涙がでてき

ました。壮行会の時に宗教には国境がないと言いましたが、本当にそうであると実感

した瞬間でした。人種とか言語いう枠を関係なくただただ素直に純粋に教会に足を運

んでいるんだなと思います。 
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 今回の視察旅行で、仏教でも見習う所は沢山ありました。この事を生かしてこれか

らの新しい事を積極的にやっていきたいです。また、コンコードの子供達が七飯に来

て、私のお寺に来る事がありましたら、仏教の禅というものが、日本に存在してどん

な事をやっているのかを教えてあげたいです。 

この国際交流は、永遠に七飯町とコンコードの絆をつないでいくものだと思います。

今回の旅行に参加させて頂き、若い頃に世界を感じる事が出来てすごく幸せです。ま

た是非ともコンコードには、行きたいです。七飯町長はじめ、関係されている役場の

職員のみなさま本当にありがとうございます。 
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ボストン・ローガン空港に到着  

～コンコードを訪問して～ 

 

七飯町住民課長 岡 田   潔 

 

１０月１日から１１日間の日程で行われた、今回が１９回目となる姉妹提

携都市コンコードへの訪問には、中学生５人、高校生３人、町民からの参加

３名、引率教員１名、役場からは国際交流員１名と私の総勢１４名が、コン

コードの皆さんとの交流を通じ、アメリカの生活や文化を体験してきました。 

初めての海外に不安もありましたが、４回に渡る事前研修を経て、両町の

歴史や、簡単な英会話などを学び準備は万端。函館空港を１０月１日に出発

した訪問団一行は、成田で一泊して、翌２日、午前１１時２０分発ボストン

行きのＪＡＬ直行便に乗り込みました。 

機内は思ったより快適で、予定通り１

３時間後（現地時間は２日の午前１１時

０５分）にボストン・ローガン空港に到

着しました。入国手続を全員が終えるま

で３時間以上かかるというハプニング

も有りましたが、私たち一行を迎えに来

てくださったＣＣＮＮのトムさんとジ

ュンコさんにお会いし、「アメリカに来

た！」と言う実感が湧いてきました。 

空港からコンコードまでは迎えのスクールバスで約４０分のドライブで

す。道行く車は当然アメリカ車やドイツ車でしょう、と思っていたら、日本

車が思いのほか多く、少しイメージが違うと感ながらも車窓からの広々とし

た風景に「これがアメリカかァ」と、時差ぼけも忘れ気持ちは高ぶりました。 

コンコードには信号機が少ないと言うことを聞いていましたが、確かに町

の中心地に近づいても信号機が見当たらず、これで交通渋滞や事故は起きな

いのかなと思っていると、このスクールバスの何台か先の乗用車が横断歩道

の手前で止まって、歩行者を渡してから再び走り出したり、また、交差点で

は他の車の様子を見て止まり譲り合いながら進入するなど、運転マナーの良

さに感心しました。 

カーライル高校には午後３時過ぎに到着し、ここで、大人達は中高生と別

れて、コンコード町の中心部にあるファーストパリッシュ教会の庭で、ＣＣ

ＮＮの皆さんとピザを囲み歓談しました。一切れのサイズが顔の大きさ位あ

りそうなピザに、少し戸惑いながらも三切れを完食しお腹はいっぱいになり、

アメリカに着いて最初の食事を美味しくいただきました。 
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マイケルさんとジュンコさん  

消防服を着用する笹村さん  

若草物語の一幕を披露するジャンさん  

私がホームステイさせていただいたのはカーグラ家で、ジュンコさんのと

ころです。渡会さんと一緒にお世話になりました。ご主人のマイケルさんが

風邪をこじらせ体調が良くないところにお邪魔し、大変申し訳ないという気

持ちでしたが、お二人の心遣いにすっかり甘えて、快適なホームステイを楽

しませていただき、大変感謝しております。滞在中には、以前、七飯町で国

際交流員として活躍し現在はハワイに住んでいる、ご夫妻の息子さんのボビ

ー君から電話があり、近況などを話しました。 

コンコードは北緯４２度に位置し、七飯

町の大沼と同じような気候ですが、カーグ

ラ家周辺は、ちょうど大沼を思わせるよう

な自然環境が広がっていて、庭先をリスが

走って行くのを見かけました。時には狸や

スカンクなども来るそうです。それと何よ

りも驚いたのは、すぐ近くの大きな沼です。

以前は丘陵の谷間を流れる小川だったそ

うで、２０年ほど前にビーバーがダムを造 

り住み着いて、この沼が出来たとのこと。ビーバーの姿は見れませんでした

が、毎朝、沼からはガンの鳴き声がいい感じに響いていました。 

翌３日は、町の事務を担当する課長のパトリシア・クリフォードさんから、

コンコードの実施事業や予算の決定方法など、行政の仕組みについての説明

を聞き、また、日本では全国民が必ず入っている医療保険制度のことなども

話題に上るなど、質問を交えながらの懇談となりました。この後、お昼には、

カーライル高校で昼食会を開いていただき、ピーター・バダラメント校長先

生やダイアナ・リグビー教育長、ＣＣＮＮの皆さんの歓迎を受けました。 

午後からは、全員でオーチャードハウスを見学。昨年１１月に七飯町で若

草物語の一幕を演じ町民と交流した館長のジャン・ターンクイストさんと通

訳のミルズ喜久子さんに迎えられ、劇を披露していただきました。オーチャ

ードハウスは若草物語の舞台となった所で、作者のルイザ･メイ･オルコット

と家族が暮らし

た家。当時の生

活の様子をその

まま残している

そうです。 

翌４日は、消

防 署 と

エ マ ー
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CCHS カフェテリアでのパーティー  

MLB ボストン・レッドソックスの  

ホーム球場（フェンウェイパーク） 

ソン病院を見学。消防署では施設や業務の概要説明のあと、実際に使用して

いる消防服を伊藤さんと笹村さんが着用しましたが、 

二人は七飯町の消防団員ということもあり、勇ましい消防服が大変似合って

いました。また、エマーソン病院では、現在増築中で完成間近の病棟を案内

していただき、最新設備の整った病室などを見学しました。なお、この病院

にはヘリポートがあり、都会の大きな病院への緊急搬送が可能です。 

この後、ミニットマンの像があるオールドノースブリッジの見学や、また、

夏は泳ぐ人で賑うというウォールデン湖と周辺を散策しました。穏やかな水

面に写る紅葉が綺麗でしたが、湖の中ほどを、数人が楽しそうに泳いでいて、

一瞬目を疑いました。翌５日は、日中をショッピングなどで過ごしたあと、

夕方６時からカーライル高校で姉妹都市交流パーティーが行われ、迎えてい

ただいたコンコード町の皆さんと楽しいひと時を過ごしました。特に、恒例

となっているイカ踊りは大変盛り

上がりましたが、この時、初めてイ

カ踊りの教則用 DVD の存在を知りま

した。脚本とキャスティングの良さ

が光った DVD は七飯町職員の手作り

で、中高生にも受けていました。一

見の価値はあります。 

翌６日の日曜日は、ホストファミ

リーの一人のウィンさんのお誘い

で、教会（トリニティーエピスコパル教

会）のミサに初めて参加しましたが、映

画のようなシーンが次々と展開していく様は、まるで中世の時代にタイムス

リップしたかのようで、幻想的な雰囲気に圧倒されました。 

ボストン市内の見学は、７日と８日の 

２日間で、ボストンレッドソックスのホ

ーム球場やケネディ大統領の生家、ボス

トンマラソンのゴール地点、クインシー

マーケット、ハーバード大学、マサチュ

ーセツ工科大学、また、観光船やダッグ 

ボートでの海からのボストンなどを見

てまわりました。 

今回の海外交流研修を通じ、広大なア 

メリカの中の極一部とはいえ、実際に見 

て感じることができたことで、海外に対する思いが少し変わりました。今ま
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では、海外に多少興味はありましたが、言葉が通じない外国に行くことなど

考えたことはありませんでした。それが、今回の経験を通じ、自分の中の海

外旅行に対する壁が少し低くなった気がします。 

中高生の皆さんも今回の海外研修を通じて、言葉や習慣の違いに戸惑うこ

とも多かったでしょうし、特に、自分の考えを相手に伝える難しさを学んだ

と思います。でも、海外に興味があり交流研修に参加した皆さんですから、

今以上に英語を学んで、自分の可能性や世界を広げていって欲しいと思いま

す。それと、お世話になったホームスティファミリーには、短くても良いか

ら時々Ｅ－メールを出して交流を続けて欲しいと思います。 

訪問中、毎日朝早くから夜遅くまでお世話くださいましたＣＣＮＮをはじ

めコンコードの皆様には、いつも温かく迎えていただき親切に接していただ

いたことに、心より感謝しております。また、この度の訪問に当り、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校、保護者そして関係者の

皆様に厚くお礼申し上げまして、今回の研修の報告とさせていただきます。 
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函館空港での出発式 

テレビ局にて 

～新しい形で故郷を体験してみて～ 

 

国際交流員 ベン・ヘイドック 

 

今年のコンコード派遣研修で旅立つ日に、一瞬緊張していました。なぜならば、

前の訪問団と違って、今回英語が話せる人やアメリカに行ったことがある人があまり

いなく、私が通訳と案内の役目で頼られると言われたからです。しかし、函館空港の

セキュリティーを通った時から、だんだん安心してきました。皆はもう自然に一つの

チームとして円滑に動いていたような気がして、「すごいな」と思いました。 

 アメリカに着いてからちょっと予想外な問題が起きました。訪問団の一員は子供の

時にアメリカのグアムに行ったことがあって、その旅でいつグアムを出たのか記録さ

れていなかったようでした。それで入国審査官は彼がグアムに行った時のビザを越え

て滞在したと疑っていました。その時ちょうどアメリカの政府は議員の予算について

の争いで閉鎖されていたので審査官の人数は普通より少なく、２時間以上待たなけれ

ばなりませんでした。審査官の別室に呼ば

れ、通訳し、私たちの訪問団のことを説明

し、やっと何とか彼の疑いを晴らすことが

できました。結局、深刻な問題にならなく

てよかったけれど、その経験は皆にちょっ

とまずい第一印象を与えたので、「アメリ

カの入国過程がこんなに厳しくなければい

いのに」と思いました。 

ボストン空港を出てから、予定は順調に

進みました。中高生は CCHS でコンコード

のおいしいピザを食べて、ホストファミリーに迎えに来てもら

いました。私はその次の日から CCHS で中高生をサーポートし、放課後は皆と一緒に

コンコードの観光地や面白い所へ案内してもらいました。私はコンコードの出身なの

で、名所などは知っていましたが、「オーチャードハウス」というルイーザ•メイ•オ

ルコットが住んでいた家などではさらに勉強に

なりました！ 

金曜日には中高生達と一緒に CCHS のラジオ

放送局とテレビスタジオへ案内してもらいまし

た。テレビスタジオでは、CCHS に留学してい

る他の生徒達と文化交流番組を録画しました。

イタリアや中国など色々な出身国の生徒がいた

のでとても面白かったです。七飯の生徒達は掃

除当番など学校の習慣を説明し、番組の最後には母国語で「さよう
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トムさんの家でイカ踊り 実家のリビングにて 

なら」を皆で言いました。コンコードに滞在中、私は実家に泊まりましたが、久しぶ

りの実家はとても居心地がよかったです。そして、親と一緒に夕食が食べられたのは

有り難かったです。 

夜のイベントもとても楽しかったです。木曜日の夜にトム•カーティンさんの家で

パーティーがありました。訪問団の大人とコンコードの人たちと一緒にマサチューセ

ッツ州の多彩な地ビールの試飲をし、訪問団の二人のおかげで函館のイカ踊りをこっ

そり下見することができました！さらには、「やすきぶし」という踊りも教えてもら

いました！土曜日の夜に CCHS のピザパーティーがあり、大勢で本番のイカ踊りを踊

りました。 

月曜日と火曜日にはケンブリッジとボストンの観光をしました。火曜日のボスト

ン港クルーズとダックツアーとフェンウェイパークを見に行ったのは特に面白かった

と思います。クルーズとダックツアーで色々な地点からボストンが見られるので、都

市を体験するのに最高だと思います。フェンウェイパークに行った時、レッドソック

スはロードゲームで遠征中だったこともあり、あまりにぎやかではありませんでした

が、将来の訪問団がフェンウェイパークで試合を観戦できたらいいなと思います。 

今年のコンコード訪問はとてもよかったです。成田／ボストンの直行便で行った

ので、とても楽な旅になりました。これからの訪問団も直行便で行ければいいなと思

います。観光するのは面白いけれど、このような訪問で一番価値があるのはやはり、

ホームステイをすることと向こうの人たちと直接会えることだと思います。そうする

時間がたくさんあってとてもよかったです。今年の訪問でまたコンコードと七飯の関

係は近くなりました。参加させていただけたことに大変感謝しています。 
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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（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。 



61 
 

 
函館新聞 平成２５年７月２８日（日） 

 
 
函館新聞 平成２５年８月４日（日） 
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函館新聞 平成２５年９月２９日（日） 
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函館新聞 平成２５年１０月３日（木） 

  
 
函館新聞 平成２５年１２月１９日（火） 
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