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七飯町海外交流派遣研修 報告書
姉妹都市アメリカ・マサチューセッツ州コンコード町 交流事業

コンコード町にあるミニットマン像

七 飯 町
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２０１７（平成２９）年度 七飯町海外交流派遣研修報告書
アメリカマサチューセッツ州コンコード町姉妹都市交流事業

平成３０年２月発行
編集・発行 七飯町総務部政策推進課交流推進係
〒041－1192 北海道亀田郡七飯町本町６丁目１－１
TEL ０１３８－６５－５７９２（直通）

七飯町海外交流派遣研修報告書の発行にあたって
七飯町とコンコード町は、平成 9 年 11 月に姉妹都市提携の調印を交
わしてから昨年で 20 年の節目を迎え、11 月にはコンコード町からの訪
問団を招いて記念式典やコンコードストリート開通式を実施し、両町の
親善と友好の絆をさらに深めることができました。
そして、今回で 23 回目となったコンコード町への海外交流派遣研修
事業は、昨年の 10 月 3 日から 10 月 14 日までの 12 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、
町職員 2 名）で訪問してきました。
現地では、全員が一般家庭にホームステイをさせていただき、米国の
文化や習慣を学びながら七飯町の魅力を紹介するなど、姉妹都市交流の

七飯町長 中 宮 安 一

目的を十二分に達成してきました。
中高校生は、七飯高校の姉妹校でもあるコンコードカーライル高校にてホストファミリーの生徒
とともに授業に参加し、アメリカの学校生活を体験しただけではなく、茶道、書道、折り紙やけん
玉などの日本文化を紹介したり、ラジオの生放送に挑戦する機会なども設けて頂きました。
町民代表につきましては、一般公募を実施した上で 3 名を派遣しました。コンコード町側では 3
名それぞれの興味関心に応じた視察行程を組んで頂き、現地の方々と直接意見交換をしながら互い
の文化や習慣に関する類似点や違いなどを学ぶことができました。
また、昨年七飯町に赴任したコンコード町出身で第 11 代国際交流員のアンドリュー・クルーパさ
んも引率職員として訪問団に随行し、当事業のサポートに当たってその能力を存分に発揮してきま
した。
訪問団は、コンコード町では「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
争勃発の地であるオールドノースブリッジ、ボストン市ではハーバード大学、そしてニューヨーク
市では自由の女神や国連本部など、数多くの特別な場所を訪れるなかで、一人ひとりが見聞を広め
て世界的な視野を持つことができました。
異国の地に身を置き、自分の目や耳で直接体験することは計り知れないほど良い経験であり、訪
問団全員にとって生涯忘れることのできない大変貴重な財産になったことと思います。
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学校や保
護者を始めとする関係各位、そして、訪問団を手厚く受け入れてくださったコンコード町の皆様方
に改めて厚くお礼を申し上げるとともに、今後も両町の友好と親善の絆がさらに深まりながら将来
にわたり末永く継続していくことを願っております。
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平成２９年度
七飯町海外交流派遣研修
参加者
引率職員
政策推進課 国際交流員
アンドリュー・クルーパ

引率職員（団長）

町民代表

引率教員

町民代表

都市住宅課長

高橋 愛音

町民代表

松本 明

俉楼 司

大中山中学校
泉井 章子

佐々木 光子

大中山中学校

大中山中学校

２年

２年

七飯中学校
２年

大沼中学校
２年
宅見 空道

渋谷 春摘

大金 凪咲
長田 開渡
七飯中学校

七飯高校

２年

２年
小石 楓佳

佐々木 瑠那
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七飯高校

七飯高校

２年

２年
犬飼 つづる

間島 未結

平成 29 年度七飯町中高校生・七飯町民海外交流派遣研修事業
事前事後研修実施表
日

時

場

所

内

容

参加者

第１回研修会及 ７月１９日（水）
び説明会
18:30～20:00

七飯町役場
2０１会議室

・派遣者自己紹介
・事業の概要等の説明
・コンコードの概要
・旅程等の説明
・パスポート手続きについて
・質疑応答

派遣者全員
中高生保護者

第２回研修会

７月２９日（土）
9:00～12:00

七飯町文化センタ
ースペース２０１

派遣者全員

第３回研修会

８月１７日（木）
9:00～12:00

七飯町文化センタ
ースペース２０１及
び七飯町歴史館

・英会話練習（自己紹介等）
・コンコード町の紹介
・アメリカの文化と生活につい
て
・その他
（講師：アンドリュー・クルーパ）
・七飯の歴史について
（講師：文化財係長）
・滞在中の予定について
・その他

第４回研修会

９月２日（土）
9:00～12:00

七飯町文化センタ
ースペース２０１

派遣者全員

第５回研修会

９月１６日（土）
10:00～13:00

七飯町文化センタ
ースペース２０１及
び調理室

・英会話練習（日常会話等）
・アメリカの文化と生活につい
て
・その他
（講師：アンドリュー・クルーパ）
・英会話練習（入国審査等）
・料理体験
・その他
（講師：アンドリュー・クルーパ）

壮行式

９月２２日（金）
17:30～18:00

七飯町役場
１０１会議室

・派遣者から抱負
・町長、学校長より激励の言葉

派遣者全員
町長、各学校長
(中高生保護者
も参加可）

最終説明会

18:30～19:30

・旅程等の最終確認
・質疑応答

派遣者全員
中高生保護者

事後研修会

12 月 2 日（土）
13:30～16:00

七飯町役場 101 会
議室及び庁舎前庭

・友好のツリー飾り付け
・報告会に向けて

派遣者全員

報告会

H30 年 2 月 4 日
（日）
13:30～15:00

七飯町文化センタ
ースペース２０２

・派遣者による報告
・質疑応答

派遣者全員
中高生保護者
各学校長等
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派遣者全員

派遣者全員

平成２９年度七飯町中高校生・七飯町民海外交流派遣研修事業 旅程
月
1

日

10 月 3 日
（火）

地

名

函館空港

時刻

交通機関

8:30 各自

函館空港発

10:00 JAL584

羽田空港着

11:25

羽田→成田

行

程

食

事

函館空港 JAL ｶｳﾝﾀｰ前集合
国内線にて羽田へ

リムジンバス

成田空港着

13:30 空港内で昼食

成田空港発

18:10 JAL008【直行便】

昼：各自
夕：機内食
朝：機内食
昼：機内食

【日付変更線通過】
ボストン着

18:00 スクールバス

コンコード
2

各家庭へ

着後コンコードへ
［コンコード泊］

夕：家庭

10 月 4 日
（水）

3

10 月 5 日
（木）

4

10 月 6 日
（金）

5

コンコード滞在

コンコード町内において通学・交流
［ホームステイ］［コンコード泊］

10 月 7 日

朝昼夜：家庭及
び学校

（土）
6

10 月 8 日
（日）

7

10 月 9 日
（月）

8

10 月10 日 CCHS 集合
（火）

9

コンコード発

7:00 貸切バス

CCHS 正門向いの駐車場集
合
コンコード出発

朝：家庭
昼：レストラン等

ニューヨーク着

12:00 貸切バス

ニューヨーク市内視察

ホテル着

夕方

［ニューヨーク泊］

夕：レストラン等

8:00 貸切バス

ニューヨーク市内視察

朝：ホテル等

10 月11 日 ホテル発
（水）

6:30

ニューヨーク滞在

昼：レストラン等
夕：レストラン等

ホテル着
10

［ニューヨーク泊］

10 月12 日 ホテル発
（木）

ニューヨーク発

朝：ホテル等
11:30 JAL003【直行便】

成田空港へ

昼：機内食
夕：機内食

11

10 月13 日 成田着
（金）

成田→ホテル

14:40

朝：機内食
シャトルバス

昼：機内食
［成田空港近郊ホテル泊］

12

10 月14 日 ホテル発
（土）

朝：ホテル

ホテル→成田

シャトルバス

成田→羽田

リムジンバス

羽田空港発
函館空港着

夕：ホテル

12:45 JAL587
14:05 現地解散
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昼：各自

派

遣

先

の

【アメリカ合衆国】

【マサチューセッツ州拡大】
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位

置

～ホームステイ先一覧～
派遣者名

ホストファミリー

長

田

開

キャンチオ家
渡 Alejandro Cancio（17 歳）
父、母、姉

小
渋

石
谷

楓
春

フライ家
佳
Sarah Fry（18 歳）
摘
父、母、兄、姉

凪

モイ家
咲 Justin Moy（17 歳）
父、母、曾祖母、祖父母、弟、妹

空

フロイド家
道 Davison Floyd（17 歳）
母

大

宅

佐

間

犬

泉

金

見

々

木

瑠

島

未

飼

つ

井

松
俉

づ

章

本
楼

佐
高

々 木
橋

ア

ン

ド

マクネリー家
那 Kate McNally（17 歳）
父、母
ジョンソン家
結 Kira Johnson（16 歳）
父、母、弟
ダドリー家
る Abigail Dudley（15 歳）
父、母、兄または弟
子

ジョイス家
Bill & Kris Joyce

明 ハウエル家
司 Mark & Pam Howell
光
愛

リ

ュ

子 ネビソン／マクジャネット家
音 Jack Nevison & Nancy McJennett
ー

クルーパ家
父 Michael、母 Ruth、妹 Emily
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～

事前研修から出発までの様子

～

～ 第 1 回事前研修及び説明会（7/19） ～
最初に中宮町長から挨拶があり、その後派遣者１人１人が自己紹介をした後、担当係から事業の説
明、旅程等や今後のスケジュールについて説明がありました。

～

第 2 回事前研修(7/29)

～

いろいろなゲームを通して交流し、打ち解け合いました。また、コンコードカーライル高校から交
換留学で七飯高校に来ていたデービソン君が自分の町のことやアメリカの高校生活の様子などを
紹介してくれました。

～

第 3 回事前研修(8/17)

～

七飯町歴史館で七飯の歴史やアメリカとの関わりなどについて学んだ後、派遣者同士で英語での自
己紹介に挑戦しました。
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～

事前研修から出発までの様子

～

～

第 4 回事前研修(9/2)

～

国際交流員のアンドリューさんより、米ドルの使い方を習い、実際に英語での買い物に挑戦しまし
た。それからグループに分かれ、コンコードで行う発表の内容を話し合いました。

～

第 5 回事前研修(9/16)

～

入国審査の場面を想定してマナーや習慣などを学びました。ホストファミリーに日本の料理を食べ
てもらおうと、実際に作って練習しました。ドルを使った買い物に挑戦し、コンコード町で披露す
る余興の練習などをしました。

～

壮行式(9/22)

～

派遣者一人一人が派遣への意気込みを発表しました。また、中宮町長を始め、来賓の先生方から激
励の言葉をいただきました。
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～

事前研修から出発までの様子

～

～

函館空港屋上にて（10/3）～

家族らに見送られながら、アメリカへいざ出発！
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～

コンコードでの様子

～

ボストン・ローガン空港に到着

タウンハウス（町役場）にて

コンコードカーライル高校の
校長先生方と

オールドノースブリッジにて
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～

コンコードでの様子

～

高校でいろいろな授業に参加しました！

演劇のクラス

陶芸のクラス

体育のクラス

天気が良かったので外でランチ

校内にあるラジオ局「WIQH」

校内にあるテレビ局「CCTV」
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～

コンコードでの様子

～

高校のカフェテリアで開いた日本文化紹介コーナーは大盛況！
茶道や折り紙、けん玉などを紹介し、たくさんの学生に興味を持ってもらうことができました！

ダドリー家で開かれた
ポットラックパーティー

最後は全員でいか踊り！
開渡くん、瑠那さんの誕生日を祝ってくれました！
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～

コンコードでの様子

～
コンコード町内を視察

ルイザ・メイ・オルコットの墓
オーガニック農場のハッチンズファーム

レストラン９９
ウォールデンポンドの案内所

CCNN（コンコードカーライル
七飯ネットワーク）の方たち
やホストファミリーの皆さん
と
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～

コンコードでの様子

～

ウォールデンポンド

コンコード図書館

コンコード博物館

オーチャードハウス
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～

コンコードでの様子

～

ハーバード大学構内を散策

クインシーマーケットで昼食

お世話になった皆さんに見送られコンコードを出発！
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～

ニューヨーク視察、そして帰国

～

自由の女神像(右)へ向かう船から見たマンハッタンの街

ブロードウェイ
ロックフェラーセンター

たくさんの思い出とお土産を持って
無事に帰国！家族が出迎えてくれま
した！
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～2017 海外交流派遣研修報告～
七飯中学校 2 年

おさだ

長田

かい と

開渡

1 日目・午前 8 時 30 分 函館空港
ついに出発当日。見送りには家族が来て、僕は今後の期待感で一杯だった。函館から
飛行機で羽田へ。そこからバスで成田に着くと、JAL008 便で米国・ボストンローガン国
際空港へ。その後、コンコード・カーライル高校（以下 CCHS）のスクールバスでコンコ
ードへ。
日・午後 7 時 30 分 CCHS 図書館
ホストファミリーと対面。僕はキャンチオ一家にお世話になった。ホストマザーのジ
ュリアンさん、ホストファザーのレーモンさん、そして息子のアレックス、娘のジュリ
ア（京都在住）の 4 人家族。皆さんはとても優しかった。帰宅後はすぐに眠ってしまっ
た。
同

2 日目・午前 7 時 40 分 CCHS 校内
朝はシリアルを食べ登校。アニメーションの授業を受け、昼はドッジボールに参戦。
白熱の試合の後は演劇クラスに参加し、カフェテリアで昼食。サンドウィッチが美味し
かった。昼からはサイファイクラブでアニメを鑑賞して爆笑した。帰宅すると、アレッ
クスとゲームをして楽しんだ。
3 日目・正午頃 CCHS カフェテリア
当日最大の行事は文化紹介ワークショップ。明治期
以降に普及した日本の伝統的玩具のけん玉などを紹
介し、大盛況だった。
同

日・夕刻 キャンチオ邸
1775.4.19 オールドノースブリッジ
僕はこの日、ファミリーのために練習した「赤とん
レキシントン・コンコードの戦い
ぼ」をピアノで披露した。七飯の隣町・北斗で、大正
期の詩人・三木露風により作詞され、山田耕作が作曲したこの曲。喜んでくれて良かっ
た。夕食後は家族で日本の文化について話した。千年の都・京都、武家の古都・鎌倉、
そして名峰・富士山。アレックスは昔、富士山に登ったことがあるそうだ。驚き！！
4 日目・午前 9 時頃 WIQH ラジオ局
その日はまず、CCHS の歴史について説明を受け、それからラジオ出演。スムーズに天
気予報ができた。そして、コンコード町内観光のため僕ら一行はバスに乗った。
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同

日・午前 10 時頃

スクールバス車内

最初はオールドノースブリッジへ。独立戦争勃発の地で、歴史のある場所だ。次にミ
ニットマン像。農民は 1 分で武器を取り、兵士となったと言われている、独立戦争で戦
った農民兵の像だ。最後はウォールデンポンド。美しい風景、ヘンリー・D・ソローが生
活した跡を見学した。
同

日・CCTV 収録スタジオ
さらにテレビへの出演。事前に準備された質問に英語で答えた。噛むことなく、緊張
もしなかった。その他、この日は図書館の探索中、なぜか突然全編英語の辞書を渡され
たり、CCHS 吹奏楽部を訪問した際、僕が七中の吹奏楽部顧問・小野寺徹先生を紹介する
と、吹奏楽部員が皆、OH,オノデラサン！と連呼するなど、面白い 1 日だった。いつか彼
らと小野寺先生の夢の共演は実現するのだろうか。
5 日目・正午 ダドリー邸
ポットラックパーティの日。みんなで練習したイカ踊りを踊る
と、瑠那さんは当日、僕は 6 日後が誕生日だったので、ケーキで
お祝いしてくれた。嬉しかったが、ケーキの甘さに驚いた。この
日の夕方はコンコード博物館を訪れ、この地で暮らした「若草物
語」著者、ルイザ・メイ・オルコットについて学んだ。
6 日目・午後 4 時 30 分 ボウリング場
この日はリンゴ狩りと、1692 年に計 19 名が処刑された「魔女
裁判」の街セーラムに行くはずだったが、豪雨で中止。急遽ショ
ッピングツアーをした後、ボウリングに来たのだ。アメリカのピ
ンはまるで煙草の様で、ボールは小さめで 3 回投げられるという
ルール。僕は初め 10 点台だったが、終わりには慣れて 60 点台を
とることができた。楽しい 1 日だった。

コンコード図書館前
左はアレックス

7 日目・午前 10 時頃 ハーバード大学生協
世界最高峰の大学。1636 年 J・ハーバードの寄付により設置されたハーバート大学。
僕は大学の生協で買い物をしたが、予想よりも遥かに高価で、この日持参したお金は全
てここで消え、コストコなどでそれ程安い物があっても買えず、虚しかった。
同

日・晩刻 キャンチオ邸
コンコード最後の夜は、僕が昔から習っている少林寺拳法をレーモンさんと練習した
り、僕のピアノとアレックスのチェロでジブリの名作「千と千尋の神隠し」主題歌、
「い
つも何度でも」を演奏し、ジュリアンさん、レーモンさん、アレックスと再会を約束し
た。
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8 日目・早朝 フェアリーランド駐車場
コンコードの人達と「バヨナラ」で別れると、僕ら一行は 6 時間かけてニューヨーク
（以下 NY）へ。途中、ポーツマス条約の締結地であるポーツマス市付近を通過し、遂に
NY 市内、セントラルパークを見て宿泊先ウェリントンホテルへ。トップオブザロックに
登った後、タイムズスクエアで食事。何も言わなくても注ぎ足される激甘飲料と闘い、
「ホ
ワイトじゃなくグリーンの」自由の女神の置物等を買いホテルに戻る。世界の交差点は
眩しく、深夜も眠らなかった。
9 日目・午前 10 時頃 国連本部
日の丸も風になびく国連本部。1945 年 10 月、連合国 51 か国の調
印で発足した国連。全編英語ツアーの中、あの総会や、世界平和に関
する展示を拝見。長崎の原爆の被害にあった石像もあり、衝撃を受け
た。
国連本部

日・午後 2 時頃 リバティ島
今から遡ること 131 年前、エッフェルが設計した人類の自由と平等の象徴、自由の女
神像がリバティ島に建てられた。今回我々は台座まで登ることができた。良い眺めだっ
た。帰りのバスの中でふと見ると、僕以外の生徒メンバーは今にも折れそうな首の角度
で全員爆睡だった。
同

10 日目・午前 10 時 30 分頃 JFK 空港
いよいよアメリカを離れる。小さな僕の従姉妹のため縫い包みのお土産を購入。そろ
そろ家族と和食が恋しくなってきた。
11 日目・夕刻 成田空港付近
七飯に帰る前に、成田で 1 泊。時差ボケのすごい 1 日だった。テレビでは NY が舞台
の映画をやっていて、つい最近までここにいたのかと思いながら、僕はそれを見ていた。
最終日・午後 2 時 10 分頃 函館空港
羽田でドルと円の両替を失敗（小銭残り大量）しながらも、こうして無事に函館に着
き、長い研修は終わった。
まとめ ～未来をつくる～
僕はこの研修で多くの歴史を学んだ。コンコード、セーラム、アメリカの独立と移民
の歴史など。日本の歴史（各時代の文化、音楽など）も見直す良いきっかけになった。
この機会を与えて下さった全ての人に感謝したい。そして、トム・カーティン氏の尽力
で続いた七飯とコンコードの友好の歴史が、今後も続くことを願う。

- 19 -

～海外交流派遣研修報告～
こいし

ふうか

七飯中学校 2 年 小石 楓佳
小さい頃から行きたいと思っていた海外。中学校に入り、海外交流派遣研修というも
のがあるのを知り、ずっと憧れていました。作文と面接が終わり、行けると決まったと
きは飛び上がって喜びました。そして、この 12 日間は忘れられない大切なものとなりま
した。
10 月 3 日(火)
空港で、同じ派遣団の皆がいるのをみて、あらためてこれから行くのだなと実感しま
した。両親に笑顔で｢行ってきます！｣と言い、しっかり別れを告げました。飛行機は 18
時に出発したのに、着いたのも同日の 18 時でした。時差ってすごいなと思いました。入
国審査も終え、ロビーに行くとコンコードの方々が温かく迎えてくれました。コンコー
ド・カーライル高校に着き、ホストファミリーと対面しました。そして一緒に泊まる春
摘さんと自己紹介をしました。家に着きお土産を渡すとホストファミリーが私にアメリ
カのお土産をくれました。それはとてもたくさんで、ホストファミリーの親切さに感激
をうけました。その日は疲れていたのですが、時差ボケで全く眠れませんでした。
10 月 4 日(水)
コンコード・カーライル高校は大学のような広さで、これが高校なのか…とびっくり
しました。また校内を移動していると生徒が必ず｢Hi！｣と声を掛けてくれることに日本
にはないフレンドリーさを感じました。昼食後、サイファイクラブに参加しました。サ
イファイクラブで自己紹介をしたときに好きなアニメを言ったら、クラブの生徒がほと
んど知っていて日本のアニメは人気なのだなと思いました。夕食は日本食レストランで
お寿司やカリフォルニアロールを食べました。そのレストランに根性と習字で書いてあ
る掛物があったのですが、それを見たホストファザーのジョンさんがどういう意味か聞
いてきました。そして、guts という意味ですと言うと根性という言葉を気に入ってくれ
ました。
10 月 5 日(木)
この日はカフェテリアで日本の文化を紹介するワークショップを開催しました。習字、
折り紙、けん玉、茶道を披露しました。また、陶芸クラスで陶芸体験もしました。難し
くて形が崩れたけど、思い出に残るお土産となりました。放課後に部活動見学をしまし
た。チアリーディング部の生徒は私達を見ると笑顔で手を振って、見に来なよ！と言っ
てくれ、見学させてくれました。見ず知らずの私達を誘ってくれ、技も披露してくれ、
アメリカ人はほんとに親切だなと思いました。
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10 月 6 日(金)
この日は学校が運営するラジオに出演しました。英語で話すので緊張しましたが、上
手く言えてよかったです。その後コンコードの観光へ行きました。オールドノースブリ
ッジへ行き、独立戦争のことについて話を聞きました。アメリカの兵士は農民だという
ことに驚きました。学校帰りにジュードさんにアイスクリームを買っていただきました。
キッズサイズなのに日本でいうＬサイズ並に大きく、蓋からはみ出るくらいアイスを詰
めてくれました。とても美味しかったです。
10 月 7 日(土)
この日はコンコードの方々が歓迎パーティを開い
てくれました。そこで私達はイカ踊りを一緒に踊りま
した。パーティをした家に体育館があり、家の規模の
違いに圧倒されました。パーティが終わった後、大学
にいるホストファミリーのサラに会いに行きました。
サラはタフツ大学に通っています。サラはとても明る
ホストファミリーのサラと
くて、私の好きなアリアナ・グランデの歌も一緒に歌
ってくれました。サラと一緒に、大学の近くのデイビットスクエアという広場に行きま
した。そこではストリートミュージシャンやストリートパフォーマが沢山いて、音楽に
あふれた楽しいところでした。
10 月 8 日(日)
この日は瑠那さんのホストファミリーのケイトとその友達といっしょにリンゴ狩りへ
行きました。リンゴ狩りをしながら日本のアニメや漫画について話したり、日本のジャ
ンケンを英語に訳したりしました。ケイトもその友達も日本のことをたくさん知ろうと
してくれていました。その後ホストファミリーが迎えに来て家に帰ったあと、アップル
パイを作りました。リンゴをスライスする機械があって綺麗に切れていくリンゴを見る
のは気持ちよかったです。
10 月 9 日（月）
この日は派遣団の皆でボストン観光に行きました。楽しみにしていたハーバード大学
では学力向上を願ってジョン・ハーバード像の右足を触ってきました。その後クインシ
ーマーケット散策をしました。なんと、そのときに昼食を買ったお店でぼったくられた
のです！コンコード在住の日本人ジュンコさんが英語で抗議をしている姿が輝いて見え
ました。この事があって、英語をもっともっと勉強しなきゃだめだな、と思いました。
家に帰ってから春摘さんと一緒にちらし寿司を作りました。ジュードさんと一緒に巻き
寿司も作りました。ジュードさんに楽しんでもらえてよかったです。料理を美味しいと
ホストファミリーが言ってくれて、日本食を披露できてよかったと思いました。
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10 月 10 日(火)
この日でコンコードとはお別れでした。朝にホストファミリー
とハグをしました。別れるのは悲しかったです。バスに乗る前に
日本のさよならとアメリカのバイバイをあわせたバヨナラとい
う挨拶をしました。4 時間という長い移動時間の末、世界一の都
会ニューヨークに着きました。バスの中からテレビでしか見たこ
とのなかったニューヨークの建物を見るたびに興奮しました。こ
の日はトップオブザロックという展望台に登りました。ここから
の景色はニューヨークを一望できました。一番行きたかったタイ
ムズスクエアには電光掲示板がたくさんありました。とても現実
のものとは思えませんでした。

タイムズスクエア

10 月 11 日(水)
この日は国連に行きました。教科書でしか見たことのなかった世界のことを話し合う
場所に私が来ていることに感動しました。その後自由の女神像を見に行きました。台座
まで登ったのですが結構高くて下を向くのが怖かったです。バスで町を回りながらバス
ガイドさんに解説をしてもらいました。この日の夜はスペアリブでした！帰り道はタイ
ムズスクエアを通りながら明日帰るのが嫌だな、まだ居たいな、と感じました。
10 月 12 日(木) 13 日(金) 14 日(土)
朝、ホテルを出る前から帰るのが嫌で、もっとこの時間が続かないかなと思っていま
した。飛行機に乗ると、夢の時間が終わってしまう寂しさに襲われて、この 9 日間のこ
とを思い出していました。日本につき、日本語が溢れる空間に入ったとき凄く安心した
と共に、ついさっきまでいたアメリカが恋しかったです。
感想
私が今回の研修で学んだことは、誰にでも親切で、知らない人でも話しかけられる勇
気のあるアメリカ人を見習わなくてはいけないことです。知らない人を前にした時に戸
惑ってしまうと、せっかく仲良くなれるかもしれないきっかけを逃してしまうと思いま
す。少なくとも私が会ったアメリカ人は私達日本人を前にしても戸惑うことなく、むし
ろ前から知っていた友達かのように接してくれました。そんなフレンドリーさが知らな
い土地にいる私を安心させてくれました。だから私もアメリカ人にたくさん話しかけて、
たくさん交流することができました。最後に今まで支えてくれた家族、役場の皆さん、
ホストファミリー、なにより一緒に行った派遣団の皆さんには感謝の気持ちでいっぱい
です。
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～海外交流派遣

研修報告～
大中山中学校 2 年

おおがね

大金

なぎ さ

凪咲

夢にまで見たアメリカ。テレビで見るだけでは感じられない、アメリカ人のたくさん
の優しさに触れ、たくさんの経験をし、何にも代えられない充実した 12 日間となりまし
た。
10 月 3 日(火)
待ちに待った出発日。函館空港にいる間は楽しみな気持ちでいっぱいで、笑顔で家族
と別れました。羽田空港から成田空港へ、刻一刻と出国時刻が迫り、午後 6 時頃、つい
に日本を出発しました。それまで全く緊張していなかったのに、飛行機が浮いた瞬間、
不思議と涙が溢れました。
ボストンに着くと、ずっと憧れていたアメリカの地を意外とあっさり歩いていること
に驚き、また、嬉しさもありました。CCHS に着き、ホストファミリーとの対面。ファミ
リーは、私が学校に入ってすぐに、私に気づいてくれました。この時、嬉しさの反面、
函館からずっと一緒に行動してきた訪問メンバーと離れることに、
「これからは皆を頼れ
ないんだ」という緊張と怖さもありました。家に着き、部屋を案内され、その日はすぐ
に休ませてもらいました。
10 月 4 日(水)
コンコードの朝も、静かで空気が気持ちよかったです。
≪学校 1 日目≫
とても広く画期的な体育館で、ドッジボールをしました。アメリカ人は、BGM に合わ
せて歌ったり踊ったりしながらドッジボールをしていて、とてもはじけていました。そ
の後、演劇クラスへ参加。グループになって短い劇をしたり、英語版フルーツバスケッ
トなどをしました。アメリカの生徒達は、言葉が通じないことに戸惑いながらも、ジェ
スチャーを使って一生懸命話しかけてくれて、とても楽しめました。昼食は人生初のカ
フェテリアにて。味は日本と大差なく、景観も良くて美味しく頂きました。
帰宅後、昨日渡せなかったお土産を渡したのですが、事前に考えていた英文がうまく
話せず、ジェスチャーとカタコトの英語でどうにか渡せました。妹のベロニカがポッキ
ーやハイチュウを喜んでいて、とても嬉しかったです。夕食後、お父さんとベロニカと
トランプで遊び、言葉やルールが違っても遊びや音楽で心が繋がれるんだなぁと感じ、
何だか心地が良かったです。
10 月 5 日(木)
昨夜の団欒で、緊張感と生活の違和感が消え、少し遅く起きてしまいました。
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≪学校 2 日目≫
カフェテリアでのワークショップで、中学
生女子 3 人は来てくれたアメリカ人に自分の
名前を筆ペンで書いてもらい、日本語の独自
の文化紹介をしました。自分の話した英語が
伝わった事で、少しの自信と嬉しさが生まれ、
同時に、今学校で習っていることはとても重
要なのだと実感しました。部活動見学では、
たくさんの部活が広大な敷地で生き生きと活
動していて、すれ違う度、
「Hello！」
「見に来
て！」と気軽に声をかけてくれて、アメリカ
人のフレンドリーさに触れることができまし
た。

レストラン９９

夕食は、99 というレストランにて。ボリュームたっぷりで美味しく頂きました。アメ
リカの夜は意外と静かで、踏切の音が聖夜の鐘のように鳴り響いていました。
10 月 6 日（金）
アメリカの学校に行けるのはこれが最後かもしれないと、少し寂しさを感じながらも、
張り切って一日のスタートを切りました。
≪学校 3 日目・最終日≫
とても楽しみにしていたラジオ放送。大好きな「嵐」の曲をかけてもらい、楽しく話せ
ました。メンバーは皆英語がとても上手で自分ももっと勉強してうまく話せるようにな
ろう！と思いました。
その後、オールドノースブリッジ、ミニットマン像、ウォールデンポンドを観察。歴
史的に重要な地に行って戦争についての話を聞き、アメリカの歴史にさらに興味が湧き
ました。ウォールデンポンドは、全方位自然に囲まれ、太陽が当たった水面がキラキラ
と美しく輝いていて、今でも目に焼き付いています。
その後、地元のテレビに出演。用意されていた質問以外にも聞かれ、少し戸惑いなが
らも答えることができました。アドリブで話すことは様々な場面で必要だと思うので、
とても良い経験になったと思います。
帰宅後、ベロニカとマフィン作り。ベロニカのお友達も来ていて、彼女たちが元気い
っぱい無邪気に歌ったり踊ったりする様子に、慣れない生活の疲れが一気に癒されまし
た。
10 月 7 日(土)
初めての休日。近所のダンキンドーナツにて朝食を頂いた後、米軍のヘリコプターが
降り立つということで、近くの公園へ。しかし約 3 時間待ってもヘリは現れず、残念な
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気持ちのままポットラックパーティに行きました。私達はイカのかぶり物をして、アメ
リカ人と一緒にイカ踊り！日本とアメリカが一つになった気がして、楽しかったです。
パーティにはたくさんのお料理があり、これぞアメリカ！という豪華さで、そんな場に
いることに感激しました。
10 月 8 日(日)
この日は 1 日ホストファミリーと過ごす日。
ファミリーとベロニカのお友達 2 人と遊園地
へ！小さい子供もたくさん絶叫マシンに乗っ
ていることに驚きでした。その後、ボストン
で映画を観ました。言葉は聞き取れなかった
けど、映像の力は素晴らしく、とても感動で
きました。
遊園地にて

10 月 9 日(月)
訪問メンバーで、ボストン市、ケンブリッジ市を視察。ハーバード大学でジョン・ハ
ーバード像の足に触れてきました。その後クインシーマーケットで昼食を買った時、ま
さかのぼったくりに遭いました。危ないとは聞いていたけれど、約 5 ドルもぼったくら
れたことはショックで、それからは、わかっていても必ず「How much is this?」と値段を
確認するようにしました。嫌な思いをしたけれど、ジュンコさんに助けてもらえたので、
結果的にはこれも良い経験だったと思えます。
明日はファミリーとお別れの日。夕食後、ファミリーがケーキにロウソクを立てて、
「Thank you！」と言いながら私に出してくれました。胸がじんわりとし、コンコードで
過ごした日々が走馬灯のように駆け巡りました。
10 月 10 日(火)
短期間だったけど、たくさんお世話になっ
たホストファミリーとコンコードの町。学校
までの道を目に焼き付け、ホストファミリー
と笑顔でお別れしました。
ニューヨークに入ると世界有数の都市に来
たんだという高揚感で胸がいっぱいになりま
した。ロックフェラーセンター展望台からの
ニューヨークを一望できる景色は、何時間で
も見ていられるような素晴らしさで、離れる
のが名残惜しかったです。夕食はタイムズス
クエアにて、パスタやお肉を頂きました。と
ても食べやすかったです。
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ニューヨークの街

10 月 11 日(水)
ニューヨーク 2 日目は、様々な所へ行き、見るもの全てが新鮮で、一瞬一瞬が今でも
忘れられません。国連で日本の国旗を見つけた時は、とても嬉しかったです。国連内に
は色々な展示物があり、戦争や、今もなくならない軍事力の生々しさを感じました。
一番楽しみにしていた自由の女神は、想像以上に像も土台も大きく、この目で見られ
たことを誇りに思います。土台の展望台から上を見上げると、すぐそこに自由の女神像
があり、銅のつなぎ目まで見え、前を見ると広い空と海と大都会、私にとって一生忘れ
られない景色です。
アメリカで過ごす最後の夜。短期間だったけど、数えきれないほどの経験と想い出が
できました。まだまだアメリカにいたいという気持ちになり、過ごしている 1 分 1 秒が
儚く尊く、時が止まって欲しいと思いました。
10 月 12 日(木)～14 日(土)
アメリカ出発の日。楽しかった事嬉しかった事、悲しかった事辛かった事、色んな思
いを振り返りながらの 14 時間のフライトは、今までのどんな時間よりも早く過ぎ去って
いきました。
まだ帰りたくない気持ちもあったのに、成田空港ではやっぱり日本が一番いいな、と
思いました。
～研修を終えて～
小学生の頃、この海外交流に参加し、アメリカへ旅立つ 2 人のいとこを見届け、それ
からずっと自分もいつかは行きたいと思っていました。何年間も憧れ続けた分、この 12
日間は、本当にかけがえのない経験となりました。このような素晴らしい経験ができた
のは、一緒に笑い合い、支えてくれた 13 人の派遣者の皆さんがいてくれたからこそです。
本当に感謝しています。また、お世話になった七飯町役場の皆様、学校の先生方、ホス
トファミリー、アメリカでお世話になった方々、そして家族に、改めて感謝致します。
貴重な経験をさせて頂き、本当にありがとうございました。
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～海外派遣を通して～

大中山中学校 2 年

しぶや

渋谷

はつみ

春摘

私は、海外派遣という素晴らしい体験をさせていただき、たくさんの刺激を受けまし
た。この 10 日間は、あっという間で夢のような時間でした。
1 日目 【日本出発・ホストファミリーと対面】
成田国際空港。いよいよアメリカへ出発というとき、一緒にホームステイする小石楓
佳さんに、
「お互いあんまり頼らないで頑張ろう」と言われ、気が引き締まりました。雨
が降る中、12 時間の長いフライトが始まりました。私は、2 人でホームステイするとい
う心強さから、日本を離れるということに対しての不安はあまりなく、飛行機の中では
ぐっすりと眠ることができました。
「アメリカについた」という実感も湧かないまま入国審査が始まりました。入国審査
は厳しく怖いという思いがあり緊張と不安で一杯でした。しかし、審査官が微笑みかけ
てくれて質問も１つしかなく、思い描いていた堅苦しいものとは違って驚きました。
コンコード・カーライル高校（CCHS）到着。ホストファミリーのジョンさん、ジュー
ドさんに出会いハグをしました。家に向かう最中、車の中から見える景色にとても感動
しました。私たちに 1 つの大きな部屋を使わせてくれました。その部屋のあまりの大き
さに驚き、私たちはとても興奮しました。
2 日目 【コンコード・カーライル高校（CCHS）初登校】
5 時 50 分に起床の予定でしたが、時差ボケのせいか 3 時 50 分に起きてしまいました。
頭が痛く、とても気持ちが悪く、学校へ行く車の中で寝てしまいました。学校につくと、
沢山の人がお菓子や飲み物を口にしているのを目にし「アメリカだ」と思いました。校
内中を見学すると、やはり築 4 年というだけあってすべてが新しく、見たこともないよ
うな設備ばかりでした。
学校の帰り、DUNKIN’DONUTS（ダンキンドーナ
ツ）へ行きました。日本でいうミスタードーナツのよ
うなものでした。注文をするとき、何が何だか分から
なく、あれが食べたいということを指で指して示すこ
としかできませんでした。味は日本と変わらずにとて
も美味しかったです。
夕食は、GINGER というお寿司屋さんへ行きました。
店内は日本を基調とした装飾品がたくさんありまし
た。私は人生で初めてカルフォルニアロールを食べま
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人生初のカリフォルニアロール

した。テレビで見たカルフォルニアロールは自分の口には合わないと思っていましたが、
実際に食べてみるととてもおいしかったです。お寿司のネタはとても新鮮で、クオリテ
ィの高さに驚きました。
3 日目 【ワークショップ・部活見学】
今日はカフェテリアで日本文化紹介として高校生は茶道、中学生は折り紙、けん玉、
書道を紹介しました。私は、大金凪咲さんと小石楓花さんと書道を担当しました。序盤
は客足もまばらで会話にも悪戦苦闘しましたが、終盤に差し掛かると徐々に客足も増え
「やるしかない」という思いで私たちも誠心誠意努め、最終的には沢山の人が来てくれ
て大成功に終わりました。私は、けん玉でも活躍することができました。他の 2 人はけ
ん玉の経験がなかったので、けん玉が得意な私がお手本を披露させてもらいました。来
てくれた人たちにけん玉をやって見せるとみんな驚いて興味を持ってくれました。得意
なことが一つでもあり役に立つことができて本当に良かったなと思いました。
ホストファミリーのお迎えが来るまでの間、学校の部活動を見学しました。普段見る
ことができない部活、身近にある部活でも日本とは違う迫力がありました。
4 日目 【ラジオ・テレビ出演 オールドノースブリッジ・ウォールデンポント】
ラジオ・テレビへの出演はとても緊張しましたが、このような経験は後にも先にもな
いと思ったので、楽しもうと思ったら、なんとかやり切ることができました。
オールドノースブリッジ、ウォールデンポントは共に歴史が深く、実際に見ることで
調べただけではわからないことを感じることができました。正に、壮行式で雨澤教頭先
生がおっしゃっていた「百聞は一見に如かず」だなと思いました。
5 日目 【ポットラックパーティー・ホストファミリーとお出掛け】
今日は、みんなの家族が集まりました。大人の方々とも久々に会うことができて少し
ほっとしました。出国前から練習していた「イカ踊り」はとても楽しかったです。ホス
トファミリーも楽しんでくれたようです。
ホストファミリーの娘さんのサラに会いに行きました。サラは Tufts 大学の寮で過ごし
ていました。象をシンボルとしているとても素敵な大学でした。サラと合流した後、近
くで行われているお祭りへ行きました。そこら中からいろんな音が聞こえてきました。
見に行くと何人かの人がトランペットやサックスなどで陽気に演奏していました。あの
賑やかな雰囲気がとても好きでした。そこでは、反トランプのちょっとしたデモ活動が
行われていました。ホストファミリーに「トランプのことをどう思う?」と聞いてみたと
ころ、頭の横で指をくるくると回し「Crazy」と言っていました。テレビで見たようにや
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はりトランプはあまり受け入れられていないのだなと思いました。
6 日目 【リンゴ狩り】
今日は、佐々木瑠那さんのファミリーと一緒にリンゴ狩りへ行きました。車での移動
の際、窓を全開にして大音量で音楽を流していました。普段このようなことはできない
のでとても楽しかったです。瑠那さんのファミリーの友達は、日本語を楽しそうに使っ
ていて、日本の漫画についてもたくさん知っていました。農園につくと沢山の木があり、
そこら中からリンゴの香りがしていました。リンゴを一つもぎ取ったら、そのリンゴは
とてもおいしそうとは言えないものでした。すると、瑠那さんのファミリーが「捨てて
いいよ」と言ってくれました。私は思い切って捨てました。この豪快さに「アメリカ」
を感じました。歩きながらリンゴを食べるという経験もでき、とても楽しかったです。
7 日目【ホストファミリーと過ごす最後の時間】
「料理を披露する」という約束の最終日が来ました。ちらし寿司、手巻き寿司、お味
噌汁を作りました。余った材料で漬物も作りました。ジョンが帰宅し、今日はジョニー
も揃い、みんなで一緒に最後の夕食を共にすることができました。ジョニーは、お寿司
が大好きなため何回もお代わりをしてくれました。ジョンは気を使ってくれているのか、
あまりおいしくない漬物を「好きだ」といってお代わりしてくれました。すごく優しさ
を感じました。
リンゴ狩りで分けてもらったリンゴを使ってアップルパイを作りました。ホストファ
ミリーとの共同作業はとても楽しかったです。出来上がったアップルパイは明日の朝食
べるということで、帰りの荷物のパッキングもあるからあまり会話も出来ずに自分たち
の部屋へ戻りました。
8 日目 【コンコード出発・ニューヨークへ】
今日の朝ご飯は、私が一番好きだったチーズトーストでした。十分に味わいました。
昨夜作ったアップルパイは今まで食べたどのアップルパイよりも美味しかったです。普
段食べるものは甘いリンゴの上に薄いパイ生地がのっているものばかりでした。しかし、
このアップルパイはリンゴの酸味が利いていて上には砂糖や麦、アーモンドプードルな
どを使った甘いものがのっていて、日本では食べたことがなくとても美味しかったです。
楽しい時間はあっという間で、辺りはすでに薄明るくなってきたので、予定より早い
時間に家を出ました。ジュードとハグをし、別れを惜しみました。最後の車での移動中、
ホストファミリーと過ごした 6 日間のことを思い出しました。マクドナルドを Make donut
と聞き間違えて朝から 2 人で大笑いしたこと、折り紙で兜や蛙を一緒に作ったこと、学
校帰りに寄ったアイスクリーム屋さんで頼んだキッズサイズのアイスがめちゃくちゃ大
きかったこと。毎日がかけがえのない時間でした。
ニューヨーク行きのバスに乗る前、ジョンに「Thank you for sharing your world」（あな
たの世界を共有してくれてありがとう）と伝えました。ジョンは抱しめてくれました。
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とても寂しかったです。バスから大きく手を振ってお別れしました。
ニューヨークに入るとビル群に囲まれ、四方八方に人がいてとても賑やかでした。タ
イムズスクエアでは何が起こるかわからないので、常に周りを意識していました。夜の
タイムズスクエアは、看板の電飾の明かりがすごく、夜の暗さを感じさせないほどの明
るさでした。
9 日目 【国際連合・自由の女神】
国際連合本部の前では、加盟国の国旗が風にたなびいていました。建物に入るにあた
っては持ち物検査がありました。いろんな国から大事な人達が集まるからこそ、この厳
重さは必要なのだと思いました。普段会議が行われているところに実際に足を踏み入れ
ることができました。会議は行われていなかったものの、緊張感のある雰囲気でした。
リバティ島では自由の女神像の台座まで登ることができました。階段で登ったためと
ても疲れました。台座から眺める景色は、とてもきれいでした。程よく風が吹いていて
心地よかったです。自由の女神は有名な観光地ということだけあって、日本人も結構い
て安心しました。自由の女神は、テレビで見たままでした。しかし、間近でみると迫力
がすごかったです。

10 日目 【アメリカ出発】
「今日で終わりか」という思いと「久々に日本だ」という思いがありました。持ち物
検査は、どこの空港よりも厳しかったです。
11 日目 【日本到着】
羽田空港到着。周りに日本人がたくさんいることに安心しました。ホテルの夕食は「と
んかつ」でした。お米とお味噌汁がとても美味しかったです。
まとめ
私は、この海外派遣で人の温かさにふれる場面がたくさんありました。言葉が通じな
くても、解ろうと努力してくれました。私が何かを伝えようとしていると、ずっと待っ
ていてくれました。フライ家のファミリーになることができて本当に良かったです。
今回、このような貴重な体験ができたのは訪問団のみんなを始めとした皆さんのおか
げです。本当にありがとうございました。
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～海外交流研修を終えて～

大沼中学校 2 年

たく み

宅見

あき と

空道

はじめに
このような特別な機会を頂けたことにとても嬉しく、有難く思っています。 姉が交流
員の一員としてコンコードへ行った約 6 年前、そのころ僕は小学 2 年生だったと思いま
す。そのころから小さな憧れを持っていた自分が中学生になり、それが間近に迫ってき
て、その憧れが現実となりました。この研修では二度とできないような体験ばかりで、
とても勉強になりました。
10 月 3 日 出発当日
いつもよりも少し早い朝を迎え、出発の準備へと取り掛かりました。少し早い目覚め
ではあったがいつも通りの朝でした。いざ空港へ行き出発となると、搭乗ゲートのガラ
ス越しに見る家族の姿が旅立ちを実感させ、緊張感が湧き出てきました。
成田ではかなりの時間があったので、せっかくだからということで出国前最後の日本
食として少し品のいいお寿司を食べ、中高生の事前の確認を行い、無事出国しました。
飛行機の 13 時間という長い長いフライト中は、緊張や不安もあり、いろいろなことを考
えていました。更にはこんな国際線の立派な飛行機（なんと最新鋭のボーイング７８７！）
に乗るのは初めてで、初日、現地に向かうだけでもたくさんの経験をしました。
ボストンへ着くと入国検査も 10 秒ほど（早すぎ）
で無事切り抜けました。すると到着ロビーの前では
「ようこそコンコードへ」という横断幕が迎えてくれ
ました！まだ緊張や不安はありましたが、勇気が湧い
てきました。ボストンからハイウェイで 20～30 分ほ
どかけてコンコードへ行き、コンコード・カーライル
ハイスクール（以下 CCHS と略）へ到着すると、さっ
そく現地の方の心の温かさを感じることができまし
た。スーツケースが、、、なくなっていたのです！正直
「アメリカに来ていきなり盗まれた！？」と思ったの
ですがよく見ると高校の中にもう運んでくれてあり

ホストファミリーと

ました。そこでホストファミリーと合流し、軽食を食
べて帰りました。もう日が暮れていたのですが、ホストファミリーに「ピザ食べに行く
よ！疲れてない？」と言われました。僕は少し疲れていたのですが張り切ってしまい、
「大
丈夫！」と言ってピザを食べに行きました。そこには七中の開渡君とそのファミリーも
いて、一緒に食べました。アメリカについて最初の食事はミートピザとちょっと大きめ
のボトルのコカコーラでした。帰ると、僕からプレゼントを渡す前に先にホストファミ
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リーからプレゼントをもらい、とてもうれしかったです。ちなみにホストファミリーは
フロイド家で、ウエストコンコードの有名なアイスクリーム屋さんの上の家で、アイス
は食べ放題でした。その日はもう遅いから寝ていいよと言われ、すぐに寝ました。
10 月 4 日～10 月 8 日 コンコードでの滞在
コンコード 1 日目の朝、目が覚めたのは 5 時
でしたが、時差ぼけのせいではありませんでし
た。ホストファミリーが起きるのは 6 時半ごろ
なのでまだ時間がありましたが、日本の今の様
子でも調べようと思い、起きてパソコンを開き
ました。また、軽くまとめの準備も作成してお
きました。
朝ごはんは毎日トーストやシリアルなどでし
た。コンコードの特産品であるブドウのジャム
ホストブラザーのデービソン（右から 2 番目）
をトーストに塗って食べるのがとてもおいしか
ったです。
昼間はホストファミリーのデービソンと登校しました。高校へは 4 日～6 日の 3 日間通
い、デービソンと一緒に授業を受けたり、いろいろなクラスやクラブへ参加したり、ラ
ジオやテレビに出演したりなど、様々なことを行いました。一緒に受けた授業は到底理
解はできませんでしたが、みんなが軽食を取りながら授業を受ける姿を見て、アメリカ
らしさを感じさせられました。テレビではうまく自分の言いたいことを伝えることがで
きず、少し残念でした。
また、僕が吹奏楽部員ということもあり、特別に CCHS の吹奏楽クラブにも参加し、
一緒にチューバを吹かせていただきました。初見での演奏だったため難しかったけど、
とてもいい時間でした。
日本文化の紹介もカフェテリアで行いました。僕は折り紙で折り鶴を紹介しました。
不器用な僕ではありましたが、一緒に作って、うまく紹介することができたと思います。
ウォールデンポンドやオールドノースブリッジも訪れました。独立戦争を物語る場所
を実際にこの目で見られて嬉しかったです。
家へ帰った後は、デービソンのフェンシングを見て、一緒に写真を撮ったり、ステー
キを食べたり、ほかのファミリーとレストランへ行ったりと、とても豪華な振る舞いを
していただきました。
10 月 7 日土曜日
午前中はヘリコプターが来るから見に行こうとホストマザーに誘われていきました。
デービソンは疲れたので休んでいました（笑）。残念なことにヘリコプターは降りずに上
空を通って終わりでした。午後からはポットラックパーティーに参加し、沢山楽しませ
ていただきました。何よりもケーキの甘さに一番おどろきました。
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10 月 8 日日曜日
この日は丸ごと 1 日ホストファミリーと過ごす日でし
たが、あいにく雨でした。午前中、開渡君とそのファミ
リーと一緒にリンゴ狩りの予定が、雨のためリンゴ買い
になりました。午後はデービソンと開渡君とそのファミ
リーのアレックスと一緒にハイウェイのすぐそばにある
ショッピングセンターに行きました。お昼はアメリカの
お寿司を食べました。デービソンが興味のあるマイクロ
ソフトのお店やゲームショップ、その他雑貨屋さんなど
をいろいろ見て歩きました。
10 月 9 日 ボストンへ
この日はハーバード大学を見学し、ボストンのクイン
シーマーケットで昼食をとり、ウォルサム町のコストコ
で買い物をしました。ハーバード大学では古い建物や大きな建物を見て、
「すごい」とい
う感想しかありませんでした。すぐそばの生協で買い物をしましたが、ここで何と予算
オーバー。ホストファミリーの家にお金を置いてあって、もっと持ってくるべきだった
と後悔しています…クインシーマーケットでは、昼食を頼んだらとても多くて、食べき
れそうにありませんでした。コストコでは、せっかくいろんなものがあるにも関わらず、
お金のない僕は kisses という大量に入ったチョコを買ったのみでした。
10 月 10 日 ニューヨークへ
この日の朝はとても早く、朝 6 時半に集合でした。ファミリーそろって 5 時起きでし
た。いつも通りの朝食を済ませ、出発。そして最後、ホストファミリーと別れるときに、
目の中に涙をためながら「ありがとうございました。とてもいい滞在ができました。」と
言いました。そして写真も撮り、手を振ってお別れしました。少し悲しかったです（も
っと居たかった）。バスの中で PC を開くと、ホストマザーのジェニファーさんからメー
ルがたくさん届いていました。写真や動画を送ってくれました。たった数日の間でした
が、とてもいい日々が回想されました。
ニューヨークにつくと、まずロックフェラーセンターの展望台に行きました。展望台
から見る大都市ニューヨークの街並みは壮大でした。夕食はタイムズスクエアのレスト
ランでパスタを食べました。その後、お土産の買い物なども兼ねて少し散策しながらホ
テルに戻りました。タイムズスクエアの電光掲示板はまるで昼間のように明るく輝いて
いました。
10 月 11 日 ニューヨークでの滞在
この日は 1 日ニューヨークでの滞在でした。朝食はコンコードグレープのジャムがつ
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いているトースト。甘かったけれどおいしかったです。
まずこの日最初に行ったのが国連本部。国連ツアーに参加し、本会議場などを見せて
いただきました。こんなにも珍しいものが見ることができて僕はとても興奮しました。
昼食をとった後、リバティー島へ行きました。大きく聳え立つ自由の女神像はとても
迫力がありました。やはりニューヨークにきたらこれを見るととても実感がわきます。
その帰りの船ではニューヨークの街並みを眺めて、とても気持ちがよかったです。また、
飛行機が広告を吊るして飛んでいたり、カップルらしき人が連続で kiss していたりと珍
しい光景も見ることができました。
10 月 12 日～13 日 帰国
この日は帰国する日。コンコードと同じように、もっといたいと思っていました。そ
して無事出国検査も通り、帰国することができました。
この日は成田で 1 泊したのですが、帰りの飛行機では全然眠れなかったため、完全に
時差ぼけになっていました。成田のホテルでは何度も眠りかけてしまい、相当時差ぼけ
していたようです。（この症状は 1 週間近く続きました)
そして 14 日、無事函館に到着し、家族に迎え入れられ、お寿司で締めました。
～お寿司で始まりお寿司で終わる研修でした～
最後に
ここまでたくさんの体験を述べてきましたが、まとめると以下のようになります。
今回の研修でいろいろなことを学びました。コンコード・アメリカの歴史、アメリカ
の文化・生活習慣、英語力の向上などなど。僕が学びたかったのはまさにこのようなこ
とでした。ホームステイという貴重な体験によってこれらをしっかりと学ぶことができ
ました。ですが、他にも学んだことはたくさんあります。一番学び、そしてもらうこと
ができたのは、
「現地の方々の心の温かさ」だと僕は思います。僕の最初のイメージは「ア
メリカ人はみんな乱雑だ」でした。確かに空港などの対応は日本に比べてよくないとこ
ろはありますが、人々全体を考えると、笑顔で接し、とても歓迎してくれて、親切にし
てくれて、楽しく接してくれて。僕はたくさんの愛をもらうことができました。
この研修のことは一生忘れません。できることならばまた個人でも現地に行きたいほ
どです。この研修で学んだことは決して忘れず、これからの生活全てに生かしていきた
いと思いました。また、これからも両町の架け橋として繋いでいけるようにしたいと思
います。
今回、この研修に協力してくださった現地の方々、ホストファミリー、七飯町の関係
者の皆さん、そして今回ご一緒した皆さんに感謝をし、報告書とさせていただきます。
本当に今回の研修はたくさんのことを学ぶことができました。改めてありがとうござい
ました。

- 34 -

～夢の海外研修～
七飯高等学校 2 年

さ

さ

き

佐々木

る

な

瑠那

私の夢であった海外研修。その 11 日間はとても長いようで短い時間でありいくら話し
ても話しきれない。そんな夢のような時間でした。
【10 月 3 日】
出発の日。不安もありつつ私はアメリカへと向かいました。ホストファミリーが温か
く迎え入れてくれ安心しました。これからの生活はどうなるのか楽しみです。
【10 月 4 日】
初の登校日。アメリカの学校は朝が早く疲れが残り、起きるのがつらかったです。6 時
半に家を出発し、学校へ行きました。ケイトの友達をたくさん紹介してもらいみんな歓
迎してくれてとても温かい気持ちになりました。カーライル高校では大学と同じように
自分の好きな授業を取れ、時間割が作れることを知り、羨ましかったです。その後ケイ
トと共に数学の授業を受けました。机に乗っかっている物はノートではなく PC でした。
何だか恥ずかしくなりました。その後に体育でドッジボールをしました。アメリカのル
ールと日本のルールで試合をしました。意外と日本のルールのウケが良く、嬉しかった
です。演劇クラスにも参加させて頂きました。生徒はみんな自分の世界観があり日本人
と違うなと感じました。放課後はサイファイクラブの方と交流し、改めて日本のアニメ
文化はすごいと実感しました。
【10 月 5 日】
この日は英語の授業を見に行きました。エッセイを書いていて楽しそうでした。次の
時間に陶芸クラスの見学をさせていただきました。私も実際作ってみましたが中々うま
くできませんでした。その後カフェテリアの前でワークショップを開きました。私たち
高校生チームは抹茶を作りましたがみんな渋い顔をして帰っていくので申し訳ない気持
ちでいっぱいでした。夜にはホストファザーがハンバーガーを作ってくれてとても美味
しかったです。ご飯を食べながら日本の焼き鳥について話しましたが、楽しそうに話を
聞いてくれて私も楽しい気持ちになりました。
【10 月 6 日】
この日のメインはラジオ収録と CCTV への主演でした。2 つとも本当に緊張して取り
組みました。ラジオとテレビの間の時間にコンコード観光へと行きました。事前学習で
かなり勉強したオールドノースブリッジを見たときは今まで写真しか見たことがなかっ
たので興奮しました。そこに建てられていたミニットマンの銅像も印象的でした。放課
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後はケイトが入っている演劇クラブの見学へ連れて行ってくれました。ケイトは本当に
チャレンジャーで私もこんなに積極的になりたいなと憧れました。夕食はお洒落なレス
トランでディナーをしました。ディビソンとそこにホームステイしていた空道君と 4 人
でディナーを楽しみ、4 人でシェアして飲むジュースや、日本では食べられないようなも
のも食べる事ができてワクワクでした。4 人でいると自然と会話が進み、ケイトとさらに
仲良くなれた気がした 1 日でした。
【10 月 7 日】
この日は私の誕生日でした。ケイトが午前中に試験を受けに行っていることもあり、
私は久々に寝坊することができました。ドアの方を見てみるとケイトからのバースデー
カードがあり、携帯を開くと沢山のメッセージ。私は幸せ者だと感じながらパーティー
へ行く準備をしました。パーティーでは私と開渡君の誕生日も祝っていただき、こんな
バースデーケーキを食べることは人生でもう二度と無いだろうなと思いながら味わいま
した。家へ帰るとホストファミリー全員がプレゼントを贈ってくれました。ずっと大切
にしようと思います。
夜にはケイトの友達が集まるパスタパーティーに連れて行ってもらい、そこでも誕生
日を祝っていただき、その夜は余韻で寝ることができませんでした。
【10 月 8 日】
朝、目覚めると大雨。今日はリンゴ狩
りへ行く日だけど大丈夫かな？と思い
つつ支度をして楓佳と春摘、そしてケイ
トの友達 2 人を連れて出かけました。お
昼の時間が近かったのでマクドナルド
へ行きました。S サイズのジュースを頼
みましたが日本の M サイズ位あったの
でさすがアメリカンサイズだなと感心
しました。リンゴ狩りではリンゴだけで
なく梨も食べる事ができ、みんなに日本
ポットラックパーティーで誕生日を祝ってもらった時
語を教えたりして楽しく過ごせました。
夕食はケイトのおばあちゃんのお家で食べました。みんな明るくて素敵な方々ばかりで
した。
【10 月 9 日】
この日はボストン観光でした。コンコードとはまた違う景色で新鮮でした。あいにく
の雨でゆっくりハーバード大学を見学できなかった事が心残りです。そして夜にお家へ
帰り今から準備して！と言われてなんだろう？と思いつつ車に乗りまた再びボストンへ
と向かいました。着いた先には大きな建物があり、周りの人々は NBA のセルティックス
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の T シャツなどを着ていて、そこで NBA の試
合を見に行くことを知りました。NBA を観るこ
とは私の夢でした。会場では目の前の光景が信
じられずかなりの時間泣いていました。ケイト
にあそこにカメラあるよ！と言われたので二人
でアピールしているとなんとスクリーンに映る
ことができました。一生忘れない思い出です。
今日でホームステイ最後。ずっとここにいたい
と願っていました。

NBA の試合中の写真

【10 月 10 日】
ホストファミリーとのお別れの日。ケイトが見送ってくれました。笑顔で見送りたか
ったですが自然と涙が出ていました。ニューヨークへ着き、ロックフェラーセンターか
ら眺めた景色は本当に感動しました。七飯の景色とは全く違い、まるで吸い込まれそう
な感じがしました。夜のタイムズスクエアにも行くことができました。人が多くて少し
怖かったです。ですがすべてがキラキラしていて異次元に来ているようでした。
【10 月 11 日】
この日はグランド・セントラル駅、国連ツアー、リバティ島へ行きました。一番印象
に残っているのは自由の女神です。実際に見てみると大きくて迫力がありました。自由
の女神の中に入るという貴重な体験もさせていただき本当に光栄でした。国連ツアーで
は世界で唯一核爆弾の被害を受けた日本の事を話していて心が痛くなりました。入り口
には加盟国の国旗が一列にあげられていてかっこよかったです。
【10 月 12 日】
この日は移動日でした。沢山の思い出に浸りながら飛行機に乗り日本へと向かいまし
た。
【10 月 13 日】
日本へ着いた瞬間、現実だ、、、と落ち込みましたが長時間のフライトで疲れているせ
いか気が付くと眠りに落ちていました。
【10 月 14 日】
函館へ無事到着。役場の方々が迎えてくださり、無事に帰ってこられた安心感ととも
に、長い間一緒にいた訪問団の皆さんとのお別れが寂しい気持ちで家へ帰り、私の研修
は終わりました。
この研修において学んだことをたくさんの方々と共有し、コンコードについて沢山知
ってもらえるよう頑張っていきたいです。またそれを自分の将来のためにも生かしてい
こうと思います。
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～コンコード研修を通して～
七飯高等学校２年

まじま

間島

み

ゆ

未結

1 日目
全然実感がわかないまま、家族とお別れをし、飛行機に乗りました。
あっという間に時間が経って、気づいたらボストン行きの飛行機に乗っていました。
飛行機の中ではまだ DVD 化されていない最新の映画を見たり、時差ぼけにならないよう
に時間を考えて睡眠を取りました。目が覚めて、窓から外を見ると、アメリカの景色が
広がっていました。
「とうとう着いた！」と安心しきっていたら、入国審査のことを思い
出し、みんなで応答の練習をしながら本番の場所へ行きました。凄く怖かったですが、
ちゃんと質問を聞き取ることができたので良かったです。コンコードの夕日が凄く綺麗
で、
「本当に今まで頑張ってよかった、ここに来られてよかった。」と心から思いました。
自分のホストファミリーに出会えた時は凄く嬉しかった反面、凄く緊張しました。気
を使って私にジュースをついでくれたお父さん、話しかけてくれたキラ。そして 3 人で
グラウンドに行き、弟のサッカーの練習風景を見ました。この日、お母さんに会うこと
はできなかったのですが、家に着いて犬に挨拶をし、家の中を案内してもらい、アイス
を食べながらアメリカのアニメを見ました。そのあと、キラと高校生活についてお互い
に話し、お土産を交換しました。本当に沢山良くしてくれて、凄く嬉しかったです。
2 日目
朝、初めてお母さんに会いました。凄く明るい人で、ホストファミリーの中で一番話
しやすいような気もしました。朝はベーグルの上にサーモンとマーガリンが乗っている
ものを食べました。私はスクールバスで学校へ登校しました。あたりまえのことだけど、
どこを見ても外国人ばかりで、本当にアメリカに来たんだなと思いました（笑）。初めは
数学の授業で、どこに座ったらいいかも分からないし、凄く緊張していました。でも、
キラが支えてくれて凄く助かりました。黒板が無かったり、授業中の立ち歩きや教室の
出入りが自由で凄く新鮮でした。カフェテリアで買った昼食を外で食べたり、日本の学
校では体験できないようなことができてすごく楽しい 1 日でした。
3 日目
この日はスクールバスが遅れて遅刻気味で授業に参加しました。
授業中の生徒達は、積極的に自分の意見を発言したり、質問をしたりと、授業に対し
て凄く前向きだなと思いました。そして、中高生の派遣者と一緒にカーライル高校の生
徒たちと体育の授業でドッヂボールをしました。日本のルールとアメリカのルールでド
ッヂボールをして、とても楽しかったです。

- 38 -

昼食を取ったあと、みんなで自販機に挑戦しまし
た。アメリカの自販機はお金を入れるのが凄く難し
くて、苦戦しましたが何とか買うことが出来て良か
ったです。
そのあとサイファイクラブに参加してみんなで
日本語のアニメを見ました。日本のアニメや漫画の
人気の高さを知りました。放課後はキラがアイスク
リーム屋さんに連れて行ってくれて、アイスを食べ
ました。キッズサイズを頼んだのですが、日本のＬ
サイズぐらいあって驚きました。
とても刺激的な 1 日で、初日より疲れました（笑）。
4 日目
今日は陶芸の授業で、粘土で小物入れを作りました。上手く出来てよかったです。そ
のあとカフェテリアに移動して、茶道、書道、折り紙、けん玉などの日本の文化紹介を
しました。私たち高校生は茶道を披露したのですが、抹茶を飲んだ生徒達は、初めての
味にとても驚いていました（笑）。無事終わることが出来て大成功だと思いました。
次に、デービソンの報告会に参加しました。七飯高校のことについて話していて、と
ても懐かしく感じました。
家に帰って晩御飯を食べたのですが、ご飯の量が凄く多くて断るか迷っていたのです
が、キラが勘づいてくれて「無理をしないで？」と言ってくれて助かりました。
晩御飯のあとに、またアニメを何本か見て寝ました。
5 日目
この日は最後の学校の日でした。朝は、コンコー
ドのラジオ配信に参加しました。緊張しながらみん
なで考えた内容を話して楽しみました。無事成功し
て良かったです。そのあとにスクールバスに乗って
ウォールデンポンドを見に行きました。凄く綺麗で
感動したと同時に、コンコードのことを生で見て勉
強できて嬉しかったです。そして学校に戻り、昼食
を食べて少し練習をしてコンコードのローカルテ
レビに出演しました。ラジオの倍ほども緊張をして、
アドリブもちゃんと話せるか不安でしたが、何とか終えることができて良かったです。
学校が終わったあと、キラの習い事が終わるのを待っている間、お母さんと 2 時間ぐ
らい車の中でずっと話していました（笑）。沢山私に興味を持ってくれて嬉しかったし、
ちゃんと話せて良かったです。夜は私の大好きな映画を英語で見ました。
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6 日目
今日は朝の 9 時までゆっくり寝て、弟と 2 人で朝ご飯を食べたあと、ポットラックパ
ーティーに参加しました。いか踊りを披露したり、パーティーの前に弟と 2 人で摘んだ
ラズベリーを振る舞ったりしたあと、瑠那さんと長田くんの誕生日ケーキが出てきて、
みんなでお祝いしました。初めて食べたアメリカのバースデーケーキは凄く甘くてお腹
いっぱいになりました。カレーや味噌汁などの日本食もあり、久々に食べられて嬉しか
ったです。
パーティーが終わったあとは、つづるさんとつづるさんのホストファミリーと一緒に
ショッピングモールや、レッドソックスショップに買い物に行きました。買うもの全て
つづるさんのホストファミリーがお金を払ってくれて申し訳ない気持ちになりました
（笑）。
7 日目
今日は、昨日の逆で、私と私のホストファミリーとつづるさんと一緒にリンゴ刈りに
行く予定だったのですが、大雨で凄く天気が悪かったので予定を変更し、昨日とはまた
違うショッピングモールに行きました。ショッピングモールにはいろんなお店が沢山あ
って、1 日中見ていられるようなところでした。昼食はスーパーの中の一角で買って食べ
ました。
晩御飯は、私が食べたいと言っていたステーキを食べました。肉が思っていたよりも
大きく、1 キロもあって驚きました（笑）。晩御飯を一緒に食べ、つづるさんを家まで送
っていったあと、家に帰って寝ました。
8 日目
今日は、まずハーバード大学に行きました。人生でまさか来られるとは思っていなか
ったので、凄く嬉しかったです。買い物などをしたあと、クインシーマーケットで昼食
を各自で買って食べました。ガイドのジュンコさんのおかげですんなり買うことができ
て良かったです。ですが、中学生の女子組がぼったくられたと聞いて驚きました（笑）。
そして最後にコストコにいって買い物を
しました。
夜は、ホストファミリーと過ごす最後
の日だったので、みんなで一緒にご飯を
食べました。最後だからとプレゼントを
くれてとても嬉しかったです。家族全員
と集合写真を撮りました。夜に 1 人で NY
に向けてパッキングするのは凄く大変で
した。
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9 日目
今日は朝がすごく早かったです。家を出る時に、お母さんが「またいつでも帰ってき
てね」と言ってくれたことが凄く嬉しかったです。最後にみんなで集合写真を撮ったあ
と、「ばよなら」をして、バスに乗り NY に着きました。あっという間に人生初めての
NY に着いてとても感動しました。
NY の街を少し観光していた時に、日本で仲良くなった外国人の友達に会えたのがとて
も嬉しかったです。そのあとロックフェラーセンターやタイムズスクエアに行って NY
を満喫しました。
10 日目
今日は NY 最後の日でした。
自由の女神を生でみることができて、本当に自分は貴重な体験ができているなと思い
ました。もう明日には日本に帰るという実感がわきませんが、この日を充実させようと
ずっと思っていました。NY は本当にいろんな刺激を受けられる場所でした。
11 日目
今日は、アメリカにさよならをして旅立ちました。
とてもあっという間でしたが、自分で一番驚いたのは全くホームシックにならなかっ
たことです。アメリカにまた来られる機会があったら、またキラの家にホームステイし
に行きたいです。
12 日目
東京で久々に日本食を食べて、日本に帰ってきたんだという実感がわきました。凄く
安心して疲労がどっときましたが、夜のホテルは中高生の女子全員一つの部屋に集まっ
てみんなで一緒に寝ました（笑）。この研修を通して、凄く仲が深まったと思います。
13 日目
今日はほとんど飛行機に乗ってばかりでしたが、久々に家族と再会して、無事に帰っ
てきてこられたことに凄く安心しました。やっぱり日本が一番だなと実感しました。
この研修を通して、私は何倍も成長できたと思います。この歳であたりまえにできる
経験ではないので、本当に自分は恵まれており、周りの人にも感謝の気持ちでいっぱい
です。日本だけに留まらず、世界を見て感じたこと、勉強になったことがたくさんあり
ます。これからはその経験や考えを活かして、いろんな場面で活躍できるといいなと思
います。
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～12 日間の研修を終えて～
七飯高等学校 2 年

いぬかい

犬飼

つづる

私はこの海外交流派遣研修でとても貴重な経験をさせていただきました。外国は怖い
という印象を持っていましたが、コンコード町ではそのことを忘れてしまうほど楽しむ
ことができました。ホストファミリーのダドリー家にはとても親切にしていただき、充
実した日々を過ごすことができました。
＜10.3＞
これから海外へ行くという実感がわかないまま函館空港を出発しました。その後、と
ても長いフライトを終えてボストン空港に到着しました。一番不安だった入国審査も無
事に終え、ビルや道路など景色を見てやっと実感がわいてきました。スクールバスでコ
ンコード・カーライル高校へ向かい、ホストファミリーとの対面式を行いました。私は
少し緊張していましたが笑顔で挨拶や握手をしてくれて、少しでも多く会話できるよう
に頑張ろうと思いました。ホストファミリーのダドリー家でお土産を渡したら、とても
喜んでくれました。ホストファミリーはコンコードの T シャツと帽子をプレゼントして
くれました。T シャツは私の好きな色だったので嬉しかったです。
＜10.4＞
コンコード・カーライル高校への初登校でした。朝は薄暗かったけど、サマータイム
はとても気に入りました。ホストファミリーのアビーと一緒に数学とスペイン語のクラ
スに行きました。校内がとても広く教室もたくさんあり、移動も時間がかかりました。
スクリーンを使う授業がほとんどで、生徒はパソコンを持っていました。放課後には、
私の大好物であるピザをアメリカで初めて食べました。日本のピザより大きくてアメリ
カらしさを感じました。帰宅してから家に「体育館」があることに気付き、アビーと一
緒にバスケやローラースケートをしました。家に体育館があったことは、今回の研修で
一番の驚きでした。その後は日本のアニメを見てゆっくり過ごしました。アビーはサイ
ファイクラブに所属していて、
「東京喰種」や「ユーリ!!! on ICE」が好きだと話してくれ
ました。
＜10.5＞
登校 2 日目の授業は数学と歴史でした。数学では私もプリントを貰って、問題を解き
ました。数学は言語に関係なくできるということが分かりました。学校のカフェテリア
では日本の文化紹介として茶道を披露しました。興味を持ってくれる人もいたので良か
ったと思います。午後には七飯高校に 1 ヶ月間来ていたデービソンの報告会を聴き、懐
かしく感じました。
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＜10.6＞
最後の学校登校日は、WIQH ラジオや CCTV への参
加で忙しかったです。J-POP の紹介を英語でしたので、
すごく緊張しました。また、ウォールデンポンドとオ
ールドノースブリッジにも行きました。とても綺麗な
景色を見ながら独立戦争の歴史も感じることができ
ました。学校終わりにはアビーの友達のお誕生日を祝
うため、レストランで食事をしました。その後雑貨屋
にも行きましたが、そこには折り紙など日本の物も多
くありました。
＜10.7＞
Happy Birthday 瑠那！この日は私のホストファミリーの家でポットラックパーティー
がありました。家は本当に広く、たくさんの方が来ても余裕がありました。食事をした
り、体育館で遊んだり、最後にはみんなでイカ踊りをして交流できました。パーティー
の後はお父さん、アビー、そして未結と私で一緒にボストンに出掛けました。私が行き
たいと言った、ボストンレッドソックスのグッズがあるお店に連れて行ってもらいまし
た。それから、ショッピングモールにも行きました。お父さんは、私が買おうとした家
族へのお土産を買ってくれました。
＜10.8＞
未結のホームステイ先のジョンソン家に、昨日とは別のショッピングモールに連れて
行ってもらいました。スーパーマーケットで夕食のステーキ用のお肉を買いました。そ
の後ジョンソン家にお邪魔して、ステーキを一緒に食べました。サイズは大きかったけ
ど美味しかったです。
＜10.9＞
訪問団みんなでボストン市とケンブリッジ市に行きました。ハーバード大学、クイン
シーマーケットなどを訪れました。クインシーマーケットは混み合っていて、リュック
を前に背負って歩きました。この日はホストファミリーの家で寝る最後の日でした。夕
食はお父さん・お母さん・お兄さん・アビー・私で、初めて 5 人揃って食べました。夕
食後には「写真を撮ろう」と誘ってくれて、みんなで写真を撮ることができました。
＜10.10＞
朝早くに起き、荷物をまとめ朝食を食べました。ダドリー家で最後の食事だと思うと
寂しかったです。朝食の横には手紙が置いてあり、バスの中で読みました。バスに乗る
前には、お母さん・アビーとハグをしてお別れしました。アビーは来年七飯町に来ると
言っていたので、また会うことができそうです。ニューヨークに到着後、セントラルパ
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ーク・ロックフェラーセンター・タイムズスクエアな
どに行きました。タイムズスクエアは私がニューヨー
クで一番行ってみたかった場所です。夜になってもと
ても明るくて、活気があると感じました。
＜10.11＞
初めに国連、そして自由の女神像を見に行きました。国連には世界各国からの贈り物
があり、面白かったです。自由の女神像は想像以上に大きく、景色も良かったです。タ
イムズスクエアには 2 日連続で行きました。2 日間だったけどニューヨーク観光を楽しむ
ことができました。
＜10.12／10.13＞
アメリカでは 12 日、日本に着いたら 13 日という変な感覚だったけど、無事に日本に
戻ってくることができて一安心しました。機内では行き帰り合わせて、見たい映画を見
ることができました。時差ぼけは特に無く、ゆっくり休むことができました。
＜10.14＞
ついに函館空港へ戻る日でした。七飯高校生 3 人で、ニューヨークで買ったおそろい
の服を着て帰りました。長いフライトを経験した後だったからか、函館空港にはすぐに
到着しました。帰りたくないと思っていましたが、やっぱり家の方が良く眠ることがで
きました。
＜12 日間の研修を終えて＞
海外交流派遣研修のメンバーになることができ、
本当に良かったです。コンコード町の歴史やアメリ
カの文化を学びつつ、たくさん楽しむことができま
した。ホームステイでは、ホストファミリーに「英
語上手だよ」と言ってもらえてとても嬉しかったで
す。今回の経験を将来に活かすことができるように、
これからもっと英語の勉強に力を入れたいと思い
ました。色々な方との出会いがあり、たくさんの思
い出ができたこの研修は、私にとってとても有意義
なものとなりました。私に貴重な機会を与えていた
だき、ありがとうございました。
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～「七飯町海外交流派遣研修 2017」報告書～
町民代表

まつもと

松本

あきら

明

この度、町民代表としてコンコードに研修視察に行くことができ、長年の念願を叶え
ることができて大変うれしく思います。約２週間のアメリカ滞在は数々の貴重な異文化
体験と、楽しく忘れがたい思い出を残してくれました。
１．ホストファミリー ハウエル夫妻
今回、１週間ホームステイさせていただいたのは、マークさん、パムさんご夫妻の家。
ご主人のマークさんはコンコードの電力供給やインターネット接続サービス部門で働い
ている。コンコードは電力供給とプロバイダーの役割も町が行っている。奥さんのパム
さんは元小学校教師で現在はユニタリアン派教会の日曜学校の先生をしている。街の中
心部から２０分ほどのほとんど森の中と言っていい環境に住んでいた。樹齢の古い、高
い木々に囲まれた丘にあり、風が梢を渡るのを聞くのが心地よかった。
朝食を取っているとリスが巣穴から出てくるのが見えてかわいらしかった。リスは２
種類いて、縞模様があり地面に巣を作るのがチップマンク、木に巣を作る縞模様のない
のがスクイレル。秋は終わりかけていて、枯れ葉が道に散り敷かれていたが、あまりな
じみのある草花を見ない中で、街の家の庭に朝顔やあじさいが咲いてるのを見かけるこ
ともあった。
（あじさいは日本原産、朝顔も七飯からもらったものかなと思った）インデ
ィアンが作ったと思われるストーンサークルが庭にあり、正確に夏至の太陽の方角を指
すと言っていた。自分の泊まった部屋（ＣＩＲだったクリスの部屋）が他の部屋から離
れていて、夜中だろうが、朝だろうがトイレやシャワーの音を気にしなくてもいいのが
とても助かった。時差ぼけではないのだが毎朝必ず４時半前には目が覚めていた。
ハウエルさん夫妻は気さくで、本当に親切な人たちだった。集合時間までに少しでも
時間があると、行きつけの有機野菜の農場（コミュニティーサポート農場と言って、年
間６００ドル出せば、年何回行ってもそこで栽培している野菜を籠いっぱいただで持っ
て帰れる）や農場の直販店、りんご園に連れて行ってくれた。夫妻は無農薬、有機栽培
の野菜を食べるようにしていて、野菜はそういった農場で買うようだった。日本では見
かけない野菜が多くて、見るのが楽しかった。白菜を Napa（菜っ葉）Cabagge と言う名
前で売っていたし、日本で言うカボチャは Pumpkin ではなく、向こうでは Squash と言う
事も知った。りんご園では自家製ドーナッツも販売していて、これがおいしかった。山
羊や馬、豚、鶏などを柵の中で放し飼いにしているのも見た。生きた豚などを見たのは
子どもの時以来だった。アップルサイダーはどこの農場でも見かけ、大きな入れ物で売
っていた。サイダーは日本で言うサイダーではなく、果汁を搾ったままのもの。搾った
果汁を濾過した物はジュース。アメリカ人は思ったよりリンゴが好きで、農場ではたく
さんの種類のリンゴを売っていた。コンコードは農業も盛んのようで、ウェルチの発祥
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の地で本社があるという。明治時代にマサチューセッツ州から七重官園に持ち込まれた
リンゴもあるに違いない。ハウエルさん夫妻も毎日朝食にリンゴを食べていた。
マークさんの職場である、配電所とサーバーの中継所が一緒になったような場所に連
れて行ってもらったし、カーライルにあるパムさんの教会にも行った。日曜学校の生徒
と先の農場の納屋を借りて、「お化け屋敷」をやると言っていた。
朝食は私たちの要望も聞いてくれて、トースト、ベーグル、目玉焼き（ゆで玉子）、オ
レンジジュース、コーヒー（マークさんがどちらも毎日作ってくれた）、リンゴ、ヨーグ
ルト、チーズなどで、自分の日本での朝食とほとんど変わらなかった。食パンが日本の
物より小さく薄いのと、トーストにつける物の種類が多いかなという感じがした。ヨー
グルトに Molasses（糖蜜）をかけると美味しいというのが発見だった。
（私がコーヒーと
Molasses がおいしいというので帰るときに持たせてくれた）
大きなテレビのある部屋はあるのだが、夜はテレビを見ないので、夕食後部屋に戻る
までに色々な話をした。コンコードの町政の仕組み、税金、家族のこと、夫妻のルーツ
などなど。就職して家にはいない、上の娘さんの名前がアンドレアというのを聞いて私
が、
「プラダを着た悪魔」のヒロインの名前と同じですね」と言ったら、その日の夜は４
人でその映画を見ることにしたり、最後の晩夕食にロブスターをごちそうになったとき
は、
「スプラッシュ」という若かりしトム・ハンクスと人魚が主人公の映画を見ることに
した（その映画でケープコッドに住むヒロインの人魚がレストランでロブスターをむし
ゃむしゃ食べるシーンがあるため）。
ペットの話もよくした。ペットの犬が親子２匹いて、子犬は人なつっこくて、俉楼さ
ん（一緒にホームステイした団長）のおみやげの「イカめし」を勝手に探して食べたり
と元気なのだが、母親犬が神経質で吠えてばかりいた。それで、夜中に家の周りを散歩
したこともあった。街灯はなく、暗い森の中を４人と２匹で１時間くらい散歩したのも
面白かった。日本のコオロギとは違うコオロギ（エンマコオロギほどうるさくない）が
草むらで泣いていて空には満月が懸かっていた。
休日どこに行きたいかと聞かれて、ダイニングに貼ってあるアメリカの地図を見てい
たら、コンコードとプリマスやケープコッドが意外と近かった。プリマスはメイフラワ
ー号の上陸地であるし、ケープコッドはナットキングコールの「Old Cape Cod」という歌
で知っていただけだった。英語のリスニング力がまだそれほどでもないころ、ナットキ
ングコールの「Old Cape Cod」は「きんこうのオーケーコー」と聞こえた。
私がそんな話をしていたら、
「それじゃ、泊まりがけでケープコッドに行こう」という
ことになった。泊まりがけと言ってもどこに泊まるんだろう、などと思いながら、コン
コードからマークさんの運転する車でハイウエイ（狭くて３車線、普通４車線）を１時
間半走ると、ケープコッドに着いた。そこにはマークさんのセカンドハウスがあってそ
こに泊めてもらった。風光明媚でとても景色がきれいなところで、家の物置からすぐ裏
の所にはカヌーやボートなどに乗れる湾や砂浜が続いていた。夕方と朝に散歩をしたが、
松林や湿地や砂洲の続く湾の向こう側に夕日の沈む頃が一番きれいだった。周りは半分
以上がセカンドハウスで、町は週末だけ賑わうといっていた。レイカーズのオーナーの
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別荘のそばを通りかかったら、ポロ競技場がついていた。
（ここ２～３年やっているとこ
ろを見たことがないと言っていたが）夕食は地元の居酒屋で魚介のフライがメインの食
事とビールなどをごちそうになった。新鮮な魚介類が獲れるのに、フライしか料理がな
いのが残念だったが、３０分くらい待たなければならないほど混んでいた。
次の日、帰る途中にプリマスに植民した人たちの農場跡をテーマパークにしている施
設に寄った。ピルグリムファーザーズが農場を作って自給自足の生活をし、植民したと
ころである。メイフラワー号の復元船は修理に出ていてミニチュアの模型しかなかった
が、船内に積んでいたものなどが展示されていた。
Tinderbox の実物を見た。周りに住んでいたインディアンの部族の住居も展示されてい
て、中で実際にネイティブアメリカンの人たちがガイドをしていた。中でたき火をして
いて、そのそばで話をしていた。夏用（茅で葺いている）と冬用（樹皮で葺いている）
の家があり、住み替えるらしい。その頃（１７世紀初頭）の人々の生活も再現されてい
て、ろうそく作りや羊毛を紡ぐ作業、インディアンの飾り羽根作りなどが実演されてい
た。
圧巻だったのは１７世紀初頭の村がそっくり復元されていて、家の中で当時の衣装を
着た人たちが当時の生活を再現しながらガイドしていたこと。一つ一つの家にガイドが
いて、料理を作ったり、生活の様子を説明していた。飼っていたであろう家畜も放し飼
いにされていたし、畑で作物も栽培されていた。
１７世紀初頭と言えば日本では江戸時代の初めだが、コロニーの生活も決して豊かと
言えるものではなかったことがよく分かる。家は狭くて一間で土間。ベッドはあるが粗
末な木で堅い。衣服、寝具の素材も悪く着心地が良くない。料理をすれば竈の煙で煙た
いし、鍋や食器も粗末で使いづらそうなものばかりだ。家の建材も粗末ですきま風が入
ってきて冬はさぞ寒かったろうと思われた。アメリカの歴史の一コマが実感を持って理
解でき、とても良い経験になった。
２．コンコードについて
コンコードの町は予想以上にきれいで、歴史と文化の薫り高い町だった。渡航前にコ
ンコードのことを少しでも知っておこうと、アメリカの歴史の本を読んだり、ソローの
「森の生活」
（邦訳が岩波文庫から出ている）や「若草物語」、
「エマーソン論文集」を読
んだりした。
「森の生活」は英語の原文にも挑戦したが、難しくて半分くらいで挫折した。
（後でコンコードのスーザンさんなどに聞いたところでは、ソローの文章はアメリカ人
でも難しく、大学生くらいでやっと読めるそうだ）エマーソンの邦訳の文章は訳が硬く、
何を書いているのかよく分からなかった。エマーソンは講演が得意で世界各地を講演旅
行しているし、詩人でもあり「コンコード賛歌」も書いているくらいだから、文章が下
手とは思えない。原文を読んだ方が、言いたいことが却ってよく分かるのではないかと
いう気がした。多くの文人たちをコンコードに引きつけるマグネットのような役割をし
た、アメリカ文学の祖のような人である。
滞在中にコンコードの名所・旧跡をほとんど全て訪ねることができたのはよかった。
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コンコードの中心街は古い町並みがよく残っており、銀行、チーズ屋、服屋、リカーシ
ョップなどがあった。古地図に載っている教会が同じ所に建っていた。コロニアル風の
建物が多く、「ニューイングランド」という感じのする所だった。
中心街の近くにある中央図書館も案内してもらった。２５万冊の蔵書があり、ソロー
やエマーソン、オールコットの胸像があった。二階にソローやエマーソンの展示をして
いる部屋があり、直筆の原稿や写真などがあった。胸像の作者であるダニエル・フレン
チは、ミニットマンの像や、ワシントンＤ・Ｃにあるリンカーン大統領の像も作った有
名な彫刻家でコンコード出身である。案内の方にエマーソンの「超越主義」について聞
いたが、要するに「論理より直感を重視する考え方」とのことだった。
エマーソンやソローについては Concord Museum にもたくさんの展示があった。特にソ
ローの原稿、日記、私物、写真などがいっぱい残されていた。ソローやエマーソンの書
斎、寝室のベッドなどが復元された部屋もあった。ソローが入れられた牢屋の鍵まであ
ったのには驚いた。
ソローの日記は「ジャーナル」と言われていて、当時の気候やウオールデン湖の周り
の植生や動物相などが詳しく記録されているので、環境汚染が進んでいるかどうかの指
標となっていると言っていた。直筆の字が何と書いてあるのか私には読めなかった。エ
マーソンとソローはコンコードを代表する二大文人なのだが、
「残念なのは、ソローはエ
マーソンよりハンサムでないこと」と町の人が言っているのを聞いて面白かった。
同じく中心街の近くにあるタウン・ホール（役場）も訪問した。建物自体が文化財の
ような古いきれいな建物で、町政を担う枢要の方々が迎えてくれ、１時間ほど話をして
くださった。コンコードに町長はおらず、タウン・マネージャーがその役をする。セレ
クト・ボードのメンバー５人が選挙で選ばれ（ただし、無給）、 町政の施策を話し合っ
てタウン・マネージャーに進言する。タウン・マネージャーが、契約を結ぶ権限を持ち
行政を執行するが、セレクト・ボードに解任されることもある。ギリシア・ローマの直
接民主制を彷彿とさせるような仕組みで面白いと思った。コンコードの方々に限らず、
アメリカ国民は日本人より税金の使い道に関心が高いとも思った。
コンコード２日目には、Orchard House と Walden Pond に行った。Orchard House では館
長さんがオールコットになりきって衣装を着て色々説明してくれた。妹のメイがルイザ
のために描いた絵があちこちに貼ってあり、ルイザが使った裁縫セット、姉妹で劇をし
た部屋、劇に登場するのに使った階段、預かり育てていた姪の部屋、父ブロンソンの部
屋（最後にはコンコードの教育長になり、アカデミーを作った）などがよく保存されて
いた。天井が低く狭い部屋が多かったが、きれいに整理されていた。元々は東京ドーム
くらいの敷地と４０本のリンゴの木があったので、Orchard House と呼ばれている。オー
ルコットが好きすぎて、ここでガイドをしている日本人の女性と出会った。帰る頃には
見学客がいっぱい来て、人気の観光スポットである事が分かった。
Walden Pond はそれほど大きな湖ではなかったが、周りを背の高い木々に囲まれたと
ても美しい湖だった。岸辺は砂浜で、驚いたことに１０月４日なのに泳いでいる人がい
た。ここの近くにソローは２年２ヶ月住んで、釣りをしたり、魚や鳥を観察したり、湖
- 48 -

を測量したりしたんだなと思った。流れ込んでいる川があるわけではなく、わき水が水
源らしかった。ここもけっこうたくさんの観光客で賑わっていた。実際の場所ではない
が、ソローが住んだ小屋が湖畔に復元されていた。中に入ってみると思ったよりずっと
狭く、４・５畳位、ベッドは寝相が悪ければ落ちてしまいそうなくらい小さかった。鴨
長明の住んだ方丈より小さいのではないか。売店の隣に、湖のジオラマやソローが測量
に使った道具が展示されていた。どこか大沼の風景と似ていると思った。快晴で雲一つ
無く、空と湖が抜けるように青かった。
Old North Bridge がある所は国立公園になっていて、観光客がたくさん来ていたし、レ
ンジャーがいて、色々と説明していた。Old North Bridge は木製のアーチ橋で、袂に独立
戦争勃発の地の碑が建っていた。ミニットマンの像もあった。サドベリー川が流れてい
て、橋から見える景色がとてもきれいだった。平原と北に向かう道路が見え、近くに Old
Mance もあった。休日にここに来て本でも読んでいたら気持ちがいいだろうなと思える
場所だった。１７７５年４月１９日にイギリス軍とコンコードの民兵がここで衝突して、
独立戦争が始まった。イギリス軍が来た道と退却した道がすぐそばを通っていた。なぜ
ここで始まったのか、コンコードの方々が論争していた。自国の成り立ちに関する歴史
であるからアメリカ人は皆知っているようであったし、一度は訪れるところのような感
じがした。エマーソンの祖父は牧師なのに独立戦争に参加して戦死したということも知
った。
今回、七飯とコンコードのつながりは思っていた以上に深い、ということを何度も感
じた。自然や気候が似ているだけでなく、農業が盛んな点も似ている。明治期の日本は
マサチューセッツ州から先進的な西洋式農業を学んだと言えるので、七重官園とのつな
がりが深い人物も多い。場長の湯地定基（妹は乃木希典大将の妻）は札幌農学校の初代
教頭 W・S・クラークにマサチューセッツ農科大学（現マサチューセッツ大学アマースト
校）で教えを受けているし、２代目教頭で、札幌時計台や七重官園の家畜舎の設計をし
たウイリアム・ホイーラーはコンコード出身で、コンコードに農場を持っていた。彼は
自分の家を円山館（Roundhill House）と呼んでいたらしい。彼の作った風見鶏がコンコー
ドに残っていた。因みに同志社大学の創立者新島襄もマサチューセッツ農科大学で化学
をクラークから学んでいる。
３．ソロー小学校
１０月６日、コンコード４日目、午前中ソロー小学校を訪問した。ベヴァリー・ゴー
シィアー（フランス語読みすると、ゴーチェ。聞いてみるとやはり先祖はフランスから
の移民だった）さんが連れて行ってくれることになっていたので、マークさんにベヴァ
リーさん宅まで送ってもらった。ベヴァリーさんも元小学校教師で実際にソロー小学校
に勤めていたらしかった。
ベヴァリーさん宅で見学の予定とソロー小学校の理科教育について少し説明を受けた。
私が理科教師なので、４年と５年の理科授業を見せてもらうことになっていた。５年生
では簡単な実験もあると言っていたので楽しみにしていた。
- 49 -

ベヴァリーさんには初日の見学後、昼食をごちそうになっていた。そこで火山のこと
や、イエローストーン国立公園の間欠泉（Old Faithful）、グランド・キャニオンのモニュ
メントバレー、アイスランド（火山島で、世界で唯一海嶺が地上に出ている場所）など
の話をしたことを思い出した。コンコードで訪問団のお世話をいろいろしてくださった
が、今回残念ながら七飯には来られなかったリーさんの旦那さんが高校の地学教師だと
いうことでそういう話題で盛り上がった。
その後ベヴァリーさんの車でウエストコンコードにあるソロー小学校へ行った。日本
だったら高校と言っても信じるような立派な外観の建物だった。玄関前で理科のコーデ
ィネーターの女性教師とばったり出会い、挨拶をした。日本と同じで理科を苦手とする
小学校教師が多いからか（小学校教師はアメリカも女性が多い）あるいは、理科教育の
質を保つためか、このような先生が配置されているらしい。ネームタッグをドアにかざ
すとロックが開くようになっていた。さすがセキュリティーはしっかりしている。
日本の小学校より幅が広く天井も高い廊下を通ってすぐ５年生の教室に行った。元東
京の私立小学校にもいたことのある女性教師が授業をしていた。STEM という、日本で
言う総合学習と理科を合わせたような活動だった。絶滅の危機に瀕している Blanding’s
Turtle というコンコードにいる亀を飼いながら、亀を通して動物の生態や科学の方法に
ついて学ぶ活動のようだった。大学の研究者の監修を受けていて、最後には繁殖させて
自然に戻すと言っていた。
教室は１０メートル四方くらいの広さで、日本より広く、一角にソファなどで仕切ら
れたフリースペースがあり、そこに集まって教師の話を聞いていた。教室の前面には、
ビルトインされた電子黒板があり、そばにある担任教師の机上のパソコンとつながって
いた。インターネットにももちろんつながっていて、ネットや教科書の画像、教師作成
のプリントなどがすぐ表示できるのがうらやましく思えた。
出入り口は後ろの一箇所しかなく、壁３面が生徒の物の収納や作品の掲示に使えるよ
うになっていた。窓側には日本と同じようなロッカーがあり、教室後ろや廊下側にも収
納スペースがあった。字の書ける黒板なのかどうかよくわからなかったが、教師が黒板
に字を書くのは見なかったし、子どもがノートに字を書くのも見なかった。机は日本と
同じ天板が開くタイプと、中が引き出しになっているタイプ両方あったが、天板は日本
の机より広かった。教師の机の周りにも収納スペースがいっぱいあった。前面の右には
流し（手洗い場）がついていた。
生徒は２０人よりは少なく、一見日本人かと思うアジア系の子も数人見かけた。子ど
もたちと挨拶をし、何人かの子から質問も受けた。びっくりしたのは、座席を見たら半
分以上の子どもの椅子がバランスボールだったこと。普通のバランスボールとは違い、
底に突起が何本も出ていた。なぜ、普通の椅子ではなく、こういうバランスボールのよ
うな物に座っているのかと聞いた。やはり生徒が落ち着くようにということだった。安
定が悪く、しっかり腹筋に力を入れていないと転げ落ちるので、落ち着かせるのと体幹
を鍛えるのに効果があるからということだった。それほど落ち着きのない子はいるよう
には思えなかった。私に科学の知識をいろいろ披露してくれた賢そうな子もいたし、質
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問をいっぱいしてきた女の子もいた。
私が教室に行ったときは、今までの活動の復習をしていた。亀の個体識別の話をして
いたが、最初私もよく分からなかった。「Notch」という単語が何度も聞こえた。教師と
子どものやりとりを聞いていると、分かってきた。「Notch」というのは、亀の甲羅にあ
る「切れ込み」のことで、亀は１匹１匹どの甲羅に「Notch」があるのかが、人間の指紋
と同じで違うらしい。そこで、それを使って個体識別をしているようだった。飼ってい
る亀の甲羅に番号を付けて、何番の甲羅に「notch」があるかを記録していた。もちろん
名前を付けたり、他の特徴でも区別するのだろうが、科学的にはそのように識別するら
しかった。
亀のオス・メスがどう決まるかということも復習していて面白かった。卵が地中にあ
ったときの温度によって決まるらしい。
実験は何をするのかと思って見ていたが、電子天秤で体重を測っただけだった。体重
の変化はずっと記録しているらしかった。
次に４年生の理科の授業を見せてもらった。大気圏のことを勉強していて、電子黒板
に画像や教科書を提示しながら女性教師が一生懸命説明していた。この単元の最初に注
射器を使って空気の性質について勉強していたようだった。空気の性質を注射器を使っ
て４年生で勉強するのは日本でも同じなのだが、大気圏の構成、つまり対流圏、成層圏、
熱圏などについて勉強するのは日本では中学校である。対流圏では空気が何パーセント
で、温度が何度、などということまで勉強していたが、４年生でそこまで勉強するのは
難しすぎないかと正直思った。子どもの活動は最後に教師が用意したプリントにまとめ
を書くだけだった。あまり書けているとは思えなかった。教科書はページ数が多く、か
なり厚かった。日本の教科書のように、それを使って授業するような感じで作られては
いない。じっくり見る時間がなかったのが残念。教科書はオンラインでいつでもアクセ
スできるので子どもは教科書を家に持ち帰らないようだった。子どものノートを見ると
今までもあまり書いたような形跡がなかった。理科のカリキュラムについて知りたかっ
たが、基本的にカリキュラムは日本とそれほど違わないようだった。月の満ち欠けの掲
示物が貼ってあった。これも日本では４年生で勉強する。
それと、予想と違ってソロー小学校に理科室はなかった。実験はどうしているのだろ
うと思った。どうも薬品などを使う本格的な実験は中学校になってからのようだった。
実験は教室でせざるを得ない。それでだと思うが、教室の後ろに単元毎の実験ができる
セットが段ボールに入って教育委員会から届いていた。１人１セットで袋に入ってキッ
トのようになっていた。これは小学校教師にしたら実験の準備の手間が省けて大変助か
る有り難いシステムだと思った。
大気圏を説明するのに使っていた掲示物も、市販のとても分かりやすい画像が入った
物を使っていた。日本では教育用の画像が入った掲示物などは教材会社で売っているの
をあまり見かけない。ネットで画像を探せばいい画像があることはあるのだが、教育用
には考えられていないし、プリントアウトして、ラミネートしてという手間が大変でな
かなか授業に活用できない。
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残念ながら授業を見せてくれた先生やコーディネーターの先生、校長先生などとじっ
くり話をする時間は取れなかった。帰りがけに３年生がゲストティーチャーから話を聞
く特別授業があるというので見せてもらった。会場は何と「映画館」といってもいいよ
うな講堂（Auditorium と言っていた）で優に２００人以上は座れる座席があり、前面に
映画館並の大きさの、パソコンとつながったスクリーンがあった。小学校に講堂がある
のは日本では筑波大学付属小しか知らない。その広い会場の前方に３年生が３０人ほど
ちょこんと座っていた。ゲストティーチャーは地元のテレビ局に出ている、若い女性の
気象予報士だった。３年生に天気のこと、雲の種類などについて画像を映しながら早口
で一生懸命説明していた。こちらも３年生にこの内容で理解できるのかと思いながら聞
いていたが、雲の画像を示して「この雲は何という雲ですか」と聞いたら、一人の男の
子が「入道雲」
（積乱雲）とちゃんと答えていたのには驚いた。日本では５年生で勉強す
るが，分からない子がいっぱいいるのに。私も聞いていて面白い話だったのでもっと聞
きたかったが、後ろ髪を引かれる思いで小学校を後にした。
項目を３つに絞って研修の報告を書いたが、まだまだ書きたいことがいっぱいあった。
２週間のコンコードやアメリカでの滞在は貴重な経験と楽しい思い出と人々とのふれあ
いの記憶を残してくれた。この研修の機会を与えていただき、実現のためにいろいろお
世話していただいたコンコード、七飯双方の全ての方々に感謝したいと思います。あり
がとうございました。
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～七飯町海外交流派遣研修 2017～
町民代表
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ホームステイが出来た事は、私の一生涯の思い出になりました。
10 月 3 日
夫と娘が、函館空港に見送りに来てくれました。研修訪問団の出発式が、家族が見守
る中で行われました。横断幕と共に記念写真を撮った後、9 時 55 分発 JAL-584 便で羽田
空港へ出発しました。羽田空港からリムジンバスで成田空港へ移動しました。空港のレ
ストランで、少し遅いお昼（しっかり日本食）を仲間と共に食べました。18 時 10 分発
JL008 便でボストン(ローガン空港)へ旅立ちました。成田出発時は雨が降っていました。
乱気流のせいなのか飛行機が頻繁に揺れました。結構長い時間揺れたので少し不安で怖
かったです。13 時間のフライトなので、映画を見たり、音楽を聴いたりして過ごしまし
た。長時間座っていたら足がむくみ、後の方で足を動かしている姿をみた日本人のベテ
ランの CA さんが竹ふみを出してくれました。CA さんから、私達が七飯町の海外交流派
遣研修団と知って事前にパソコンでホームページを見て勉強したと聞きました。さすが
だなと思いました。日付変更線通過後、ボストン空港に到着。※コンコードナナエネッ
トワークの皆様で出迎えられました。
挨拶をしてから写真を撮って、コンコードのスクールバスに乗り、カーライル高校へ
出発しました。
ジュンコさんがボストン市内を車窓でガイドをしてくれました。
到着後、カーライル高校で対面・歓迎式が行われました。ス
ーザンさん、団長の伍楼さんの挨拶を聞いた後、いよいよ私の
ホストファミリーのナンシーさんとジャックさんご夫婦と対面
です。とても優しそうな方で安心しました。同じ町民代表の高
橋さんと一緒のホームステイなので、英語が苦手な私にとって
は、心強い人です。お互いに挨拶をしてから、ホストファミリ
ーの家へ行きました。荷物を部屋に置いてから、自己紹介をし
た後、プレゼントの交換をしました。私は日本の野球チーム、
日本ハムファイターズが好きなので、ファイターズのユニフォ
ーム（北海道カラー）、うちわ、扇子、私の家族で作ったお米（ふ
っくりんこ）、日本の食材と甘酒、お菓子をプレゼントしました。
ホストファミリーからは、コンコードの本、コンコードのロゴ
入り T シャツとバックをプレゼントしていただきました。一緒
に写真を撮りました。ホストファミリーの家は大きくてステキな暖炉がありました。シ
ャワーを浴びて寝ましたが、時差ボケで寝れませんでした。
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10 月 4 日
朝の挨拶をして、ステキな食卓で朝食のトースト・スクラン
ブルエッグ、カリカリベーコンとコーヒーをいただきました。
ベーコンがとても美味しかったです。
今日は、大人の団員と共に若草物語の舞台となったオーチャ
ードハウスの見学ツアーです。日本人の職員の方が、オーチャ
ードハウス内を詳細に説明して下さいました。ルイザ・メイ・
オルコット役の方とお会いしました。2018 年 1 月 25 日から 31
日まで、東京ドームで展示会があるそうです。はり箱や色々な
物を展示するそうです。お庭で、ティータイムをしました。手
作りのクッキーをいただきました。お天気も良く、暖かかった
です。この日の気温は、23 度位ありました。
次にウォールデンポンドを見学しました。七飯町の大沼公園
の風景に似ているように感じました。暖かいので泳いでいる人が数人いました。3 色の水
の色を見ることが出来ました。とてもきれいでした。
コンコードの町は信号の数が少ない様に感じました。横断歩道レーンでは、人が渡っ
ていたら必ず車は止まらなければならないそう
です。守らなければ罰せられるそうです。日本人
も見習って欲しいと思いました。昼食会はディッ
ク＆ベバリー・ゴースィア夫妻の家で行われまし
た。
サンドイッチ、フルーツサラダ、ヌードルサラ
ダ、ポテトチップス、ケーキやクッキーなどたく
さん種類がありました。とても美味しくいただきました。
中でもヌードルサラダが最高に美味しかったです。
コンコードセンター地区を散策し、郵便局や銀行、商店
街を見学。お迎えの時間まで図書館の中を見学し、詳細な
説明を聞きました。ホストファミリーと家に戻り、夕食の
準備を始めました。私が七飯の自宅から持ってきた自家米
（ふっくりんこ）を土鍋で炊いて、ちらし寿しを作りまし
た。キュウリとわかめの酢の物とみそ汁とおにぎりを作り
ました。ナンシーさんはカリフラワーのケバブ炒めを作っ
てくれました。4 人で食事をしました。おいしいと言ってく
れたので安心しました。
その後にナンシーさんとジャックさんに浴衣の着付けを
してあげました。すごく喜んでもらえたのでうれしかった
です。
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10 月 5 日
朝食後、集合時間前にジャックさんと高橋さんと私でビーバーがいる HAPGOOD
WRIGHT TOWN 10 REST CONSEVATION LAND を散歩しました。沼にビーバーを捕獲
する檻が入っていました。とても自然でのどかな場所を散歩する事が出来ました。途中
でナンシーさんと待ち合わせて、車でコンコード美術館へ行き、見学をしました。担当
の方の説明と松本さんの通訳でソローとコンコードの歴史と展示を見学しました。えん
ぴつ、牢屋の鍵、銃、剣、刀、測量に使うものさし、コンパス、分度器、手帳などにつ
いて説明していただきました。ソローやメイ・オルコットの当時使用していた家の家具
やベッド、暖炉、食卓テーブル、イス、タンス、机などが展示されていました。
その後、ジュンコさんの車で墓地に行きました。ソロー、メイ・オルコットの墓を見
学しました。ランチ会場は、カーライル高校でした。そこには、
アランさん、アイスクリーム屋経営のウェイド・ルベンスティン
さん、ヘザー・バウトさん達もいました。ヘザーさんはとても日
本語が上手に話せます。私は一緒にサラダ、サンドイッチなどを
いただきながら、お話をしました。すると、11 月に七飯町に行く
のよと言われ、また会えますねと話がはずみました。カーライル
高校内を少し見学しましたが、日本の学校とはまったく違ってい
て、ロビーにテーブルやイスがたくさん置いてあり、生徒たちは
それらを自由に使用して、パソコンを開いています。見た目から
解放感が感じられました。この後、タウンハウスを訪問、セレク
トボード委員会やタウンマネージャーと対面、挨拶をした後、一
番緊張する英語での自己紹介とスピーチをしました。タウンハウ
スの職員と大人の訪問団の話し合いが行われました。まずは今一
番しなければならない問題は何かという議題で、コンコードは観
光問題、七飯町は空き家問題が出ました。対策を色々話し合いましたが、よい案が見つ
かりませんでした。
その後は、アメリカ独立戦争勃発の地であるオールド
ノースブリッジを渡り、ミニットマンの像を見学しまし
た。
夕方、アラン＆エリース・ウッドワード夫妻の家で軽
食パーティが行われました。大人の団員が参加しました。
訪問団とホストファミリーの紹介をされました。ギター
演奏を聴きながら互いに会話をしていました。パーティ
会場は大きな平屋の家で屋上に上がる事が出きて、屋上
にスピーカーがついていて、音楽が聴けました。屋上か
らの景色がとてもきれいでした。お月様もとてもきれい
でした。たくさんの方々が出席していました。ある日本
人の女性とお会いして、お話することになりました。そ
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の女性は、日本の大学を卒業して、50 年前に貨物船で 2 週間かけてアメリカに渡って来
たお話を聞くことが出来ました。アメリカに渡ることは親も認めてくれたと言っていま
した。とても理解のある親御さんだと感じました。若い女性一人でアメリカへ渡る勇気
も凄いと感じました。この女性が、何らかの広告を見てこのパーティに夫婦で参加した
と話していました。名前は聞きませんでしたが、この女性にお会い出来てとてもうれし
かったです。
10 月 6 日
今日はナンシーさんの案内ときみこさんの通訳で、私は老人ホーム「コンコードパー
ク」を見学しました。ソーシャルワーカーの説明を聞きながら施設の中を見学しました。
この施設には 86 人が入居していて、自力・介護・記憶（アルツハイマー）の 3 つに分か
れています。スタッフは 7 名(普通は 4 名)。
最初に理容室を見せてもらいました。自力で行動出来る
人は、自分で予約をして髪や爪のケアをしてもらい、自分
でお金を支払うそうです。次にアルツハイマーの棟を見学
させていただきました。徘徊する人がいるので、出入り口
に鍵をかけていました。この階は自由に歩き回れます。中
庭にも出る事が出来ます。中庭には、テーブル、イスがあ
り、木もあり、お花も咲いていて、かわいらしい置物が飾
られていました。部屋の中も見学することが出来ました。1
人部屋でトイレ、バス、キッチン付です。記憶のむずかし
い人は、自分の部屋がわかりやすい様に、部屋の入口に自
分の写真や家族の写真、お気に入りの品物を飾ってありま
す。部屋の中には家から持ってきた家具などが置かれてい
ました。小さくて、アットホームな施設でした。食事をす
る所は、まるで高級レストランのような雰囲気がしていま
した。特別に家族との食事会や誕生日会も出来るプライベートルームもありました。持
ち込みもしくはお金を支払って料理を作っていただく事も出来るそうです。入居者の家
族はより良いサービスを受けさせる事が出来るようにお手伝いさんを雇って付ける人も
いるそうです。ゆったりと過ごせる広さの部屋でした。この施設は、1 ケ月 7,900 米ドル
～9,000 米ドルするそうです。驚くほどの金額でした。自力の方が入居している棟では、
アクティビティルームでヨガやエクササイズもでき、週 5 日間歴史の話をしてくれる人、
アート、昔話をしてくれる人や、宗教に応じて牧師さんやお坊さんも来るそうです。パ
ソコンは自由に使えて、パズル、ゲームなども出来るそうです。いちごまつり、バーベ
キュー、ジャズやピアノ演奏、誕生日会など、毎日のように色々なイベントがたくさん
あるそうです。お庭も広いので散歩も出来るそうです。
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～地域センター「ハーヴィーウィラーセンター」の見学～
町が経営していて、学童保育（幼稚園に上がる前の子供）
50 人～60 人来ているそうです。この日は遠足の為、子供達が
いないので教室に入ることと写真を撮ることが出来ました。
アメリカでは無断で子供の写真を撮ると罰せられるそうです。
勉強になりました。
コンコードの町では介護用品が無料で借りる事が出来るそ
うです。売店もあり、この店で売っている品物は全部寄付で
仕入れたものを値段をつけて売っていて、その売上げを経営
の足しにしているそうです。
お昼はレストラン 99 に大人団員が集合しました。午前中に
訪問した結果を発表しながら、ビックサイズのお肉などを食
べました。
その後、コンコード西地区の見学と散策をしました。アイ
スクリームや「Reasons To Be Cheerful」でアイスクリームを
お店の中で色々なお話をしながら食べました。私は英語を上手に話すことが出来ません
が、日本語と笑顔と身振り手振りで補いました。なぜか皆さんに笑われます。
この日の夜は、ホストファミリーのご近所のお友達のおうちでポットラックパーティ
ーが行われ、参加しました。各家庭で作った料理を持ち寄り、会場となった家のメイン
ディッシュも美味しくいただきました。ここのお家もすごく大きく、ステキなお家でし
た。冷蔵庫やオーブンがとても大きくて驚きました。プール付きで、石で作られたバー
ベキューコンロも大きかったので、驚きました。何もかもがすごすきです。この会場で
ホストファミリーの 2～3 件隣の大学生の娘さんと仲良くなりました。皆さんは、見ず知
らずの私と高橋さんをやさしく受け入れてくれました。本当にうれしかったです。良い
思い出になりました。
10 月 7 日
朝食はナンシーさんのフレンチトーストをいただきまし
た。とても美味しかったです。朝食後、ホストファミリー
のお庭を散歩しました。そこには、大きな木が植えてあり、
実がなっていました。リスが 3 匹いて木の実を運んでいる
様子を見ていました。のどかな気分でした。ジャックさん
が、昨日パーティーで会った娘さんの家に私たちを連れて
行ってくれました。また会うことが出来てとてもうれしか
ったです。ホストファミリーの家に戻り、私と高橋さんは
浴衣に着替え、ナンシーさんとジャックさんはハッピを着
て、ダドリー家の友好ポットラックパーティーに参加しま
した。このパーティーは七飯訪問団全員が参加します。中
高生達とは 4 日ぶりに会えましたが、皆さん元気そうでし
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た。コンコード七飯ネットワークの皆さんの手料理をいただきました。
その後に七飯町役場の職員が製作したイカ踊りの動画を鑑賞してイカ踊りの踊り方を
学びました。外に出て皆さんと一緒にイカ踊りを楽しく踊りました。皆さんとても良い
笑顔で踊っていました。家の中に入り、訪問団の中高生 2 名の誕生日を祝いました。そ
の後、ホストファミリーの家に戻り、着替えて、すぐに今度はホストファミリーのお友
達の娘さんの結婚パーティーに参加しました。たくさんの人がお祝いに来ていました。
家の一階全てと一階バルコニーがパーティー会場になっていました。このような所に行
けるとは夢のようでした。良い経験になりました。ホストファミリーに感謝です。ここ
でも色々な方々にお会いできた事は、思い出の一つとなりました。ウェディングケーキ
も 3 個ありました。カットしたケーキをいただきました。
ホストファミリーの家に戻り、夕食をいただきました。牛ひき肉料理、ボイルカボチ
ャ、サラダ（セロリ、リンゴ、バナナ、トマト、赤パプリカの角切り）など、とても美
味しかったです。
10 月 8 日
今日はホストファミリーと 1 日中一緒に過ごしました。
朝食後、ナンシーさんの車の運転でボストンへ行きました。ジャックさんが車窓でケ
ンブリッジやハーバード大学などをガイドしてくれました。4 人でボストンの美術館に行
きました。アメリカンアートを見学しました。
青と白の陶器の花瓶と 4 人の娘。1882 年の油絵「エドワード・D・ボイトの娘たち」。
ジョン・シンガー・サージェントの絵画。美しいステンドグラスなど華やかで豪華な装
飾のお部屋がありました。私の一番のお気に入りは「ドールハウス」です。繊細な作り
でとても豪華でした。美術館のカフェはガラス張りの窓で天井も高く、広々としていて
解放感がありました。ここでお昼を食べました。美術館の売店で買い物をしてコンコー
ドへ戻りました。
ナンシーさん、ジャックさん、高橋さんと私でタウンハウスの近くを散策しながら、
お買い物をして、コーヒーを飲んでホストファミリーの家に帰りました。
夕方になり、ジャックさんが、お家の中が寒くないのに暖炉に火を入れてくれました。
とても嬉しくて、高橋さんと二人ではしゃいでいました。
夕食にピザとサラダを食べました。とても大きなピザで美味しかったです。食後に日
本のラジオ体操をホストファミリーと一緒にしました。七飯町音頭をホストファミリー
と高橋さんに教え、一緒に楽しく踊りました。七飯町町歌の演奏を聴いたり、音楽鑑賞
をしました。高橋さんのピアノの演奏でジャックさんとナンシーさんが歌ったりしてと
ても和やかに過ごしました。最高の一日でした。
10 月 9 日
今日はスーザンさん、ジュンコさん、訪問団の仲間全員でスクールバスに乗ってボス
トンの見学に行きました。あいにくの天気でしたが、ハーバード大学を見学して、生協
でお買い物をしました。クインシーマーケットでロブスターサンドとクラムチャウダー
を食べました。とても美味しかったです。ウィンドウショッピングをして歩き回りまし
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た。コンコードへ戻る途中、コストコで買い物をしました。レジで支払ってから、もう
一度カウンターでレシートと品物の確認をしました。慣れないのでドキドキでした。
夕方、お別れ夕食会が「レストランパパラッチ」で行われました。苦手な英語で自己
紹介や老人施設を見学した事を話しました。通訳を交えて皆さまにお礼を言いました。
コンコード最後の夜、なかなか寝付けませんでした。
10 月 10 日
ホストファミリーとのお別れの朝、最後の朝食を 4 人でいただきました。7 泊 8 日の憧
れのホームステイが終わろうとしています。集合場所に行き、ナンシーさんとジャック
さんとお見送りに来てくれた方にお別れの挨拶をしてハグをしたら涙が溢れだしてきま
した。バスに乗ってニューヨークへ向かいました。アメリカの高速道路の長さは 4,800km
あるそうです。
アメリカの高速道路の番号の奇数は縦線、偶数は横線とバスのガイドさんが説明して
くれました。ニューヨーク市内を車窓で見学しました。セントラルパークはすごく大き
く 3.41 ㎢もあるそうです。ホテルへ荷物を預けて、バスの乗り換えをし、ガイドさんも
替わりました。ニューヨークシティはたくさんの人がいました。レゴランドを見てから、
ロックフェラーセンターの展望台に上り、景色を見渡しました。とても眺めが美しく感
動しました。ニューヨークの気温は 27 度位ありました。ロックフェラーセンターの近く
にはアイススケート場があり、涼しそうでした。
夕方、タイムズスクエアに行きました。驚くほどの人がいました。どこを見渡しても、
人、人、人。夕食は仲間全員でパスタをいただきました。食後、ショッピングタイム。
ディズニーストアなどでお買い物をしてホテルへ戻りました。眠らない街ニューヨーク。
夜遅くてもライトで昼間の様に明るかったし、遅い時間にもかかわらず、人は沢山いま
した。
10 月 11 日
朝食にパンケーキを頼んだら、ビックサイズが出てきまし
た。半分位しか食べられませんでした。国連の見学に行きま
した。いつもはテレビのニュースでしか見た事のない場所へ
来るとは夢にも思いませんでした。国連のガイドスタッフが
詳細に説明してくれました。ちょうど会議が行われていない
ので会議室の中を見学できました。とてもラッキーでした。
その後、お昼を食べに行きました。
またまた、とても大きなハンバーガーと沢山の量のフライ
ドポテトが出てきました。さすがにフライドポテトを食べる
のは無理でした。サラダとチーズケーキがとても美味しかっ
たです。食後に自由の女神像を見学するためにフェリーに乗
ってリバティ島に渡りましたが、とても厳しいセキュリティ
ーを通過し、女神像を登る際にも、荷物をコインロッカーに
入れなければなりませんでした。階段を 215 段登りましたが、
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ほとんどの人はここまでしか上がれませんでした。これ以上登るには事前の予約が必要
ですとガイドさんが言っていました。外に出て、風景を見渡すと、とても美しく感じま
した。売店で買い物をしてから皆さんと一緒に写真を撮って、フェリーに乗ってマンハ
ッタン島に戻り、バスでホテルへ行きました。
夕食を食べるため、全員でホテルから出て歩き出したらすぐに雨が降り出しました。
ほとんどの人が傘を持っていなかったので、ずぶ濡れでした。レストランで夕食を食べ、
ホテルに戻る途中にお買い物をしてホテルへ帰りました。
10 月 12 日～13 日
ニューヨークを出発し、ケネディ空港に向かいました。セキュリティチェックを受け
るまで、かなりの時間がかかりました。待っている間に麻薬などを見つける犬が近づい
てきました。セキュリティー後、時間があまりないので、すばやくお買い物をして、11
時 30 分発 JL-003 便で成田空港へ出発しました。長時間のフライトが始まりました。映画
を 3 本見ました。また時差ボケが始まりました。成田空港に着き、近くのホテルへ移動
した後は、大人女性 3 人部屋でゆっくり落ち着いて色々な話をしてから、夕食を食べて
寝ました。
10 月 14 日
成田のホテルの朝食でお粥を食べてようやく日本に帰ってきたと感じました。成田空
港から羽田空港までリムジンバスにて移動。羽田空港で軽食を食べ、12 時 45 分発 JAL-587
便で函館空港へフライト。1 時間はとても早く感じました、到着後、家族と役場の方々が
出迎えに来てくれました。最後に団長の伍楼さんの挨拶で無事に海外交流派遣研修が終
了しました。
最後にこの研修に参加させていただきまして、ありがとうございます。私は、このホ
ームステイを通して多くの人と触れ合うことが出来ました。ホストファミリーのジャッ
クさん、ナンシーさんはとても優しくて、オシドリ夫婦のようでした。コンコードナナ
エネットワークの皆さんやコンコードの人たちに大変良くしていただき、ありがとうご
ざいました。七飯町役場の皆さまにも大変お世話になりました。感謝しております。
11 月に七飯町とコンコード町の姉妹都市提携 20 周年式典が七飯町で行われます。今後
は私がコンコードの皆さまに“おもてなし”をする番だと思っています。友好親善の絆
をより一層深めていきたいと思っています。本当にありがとうございました。
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〜平成 29 年度七飯町海外交流派遣研修事業を終えて〜
町民代表

たかはし

高橋

あいね

愛音

私たち平成 29 年度七飯町海外交流派遣研修訪問団は、10 月 3 日～9 日にホームステイ
をしながらコンコードの視察をし、その後 2 日間ニューヨークを観光しました。
まず驚いたことは、車中から見える家々の大きさです。ホストファミリーであるジャ
ックさん・ナンシーさんの家も、庭やリビングから食洗機まで、全てのものが大きかっ
たです。驚いていると、ナンシーさんは"アメリカは何だって大きいのよ"と教えてくれま
した。するとジャックさんは"でも僕の書斎だけは小さいんだ、しかもナンシーが帰って
くると僕のスペースはリビングの隅に追いやられる"と嘆いていました。二人はとても仲
の良い夫婦で、会話を見ているだけで幸せな気持ちになれました。
今回 1 番気に入った場所は、若草物語の作者ルイーザ・メイ・オルコット氏が住んで
いた家、オーチャードハウスです。ここでは日本人のガイドの方が案内してくださいま
した。若草物語が大好きと話す彼女は、表情をコロコロ変えながら楽しそうに解説して
くださいました。ここへ来るまで私は正直、若草物語に関する知識はほとんどありませ
んでしたが、作者のルイーザ・メイ・オルコット氏に会い、物語の背景を知って、小学
生の頃以来押入れに隠れている若草物語が大好きになってしまいました。活字を読むの
が苦手な私は今、若草物語を久々に読み返しています。
-人と人ホームステイ期間の中で、コンコードに住む人々
のつながりをとても強く感じました。
4 日目にジャックさんとナンシーさんは、近所の
パーティーに連れて行ってくれました。毎月一回、
誰かの家で持ち寄りパーティーを行なっているそ
うです。そこで私と同い年の友達もでき、とても嬉
しかったです。また別の日には、知り合いのウェデ
ィングレセプションに連れて行ってくれました。そ
こでも彼らの知り合いを紹介してくれました。地域
のみんなが仲良しで、素敵な町だと感動しました。
-人と町コンコードには、町の歴史を感じさせる様々な場
所や人、風景があふれています。色々なお話を聞い
て、人々がどのような思いでこの町に暮らしている
のかがわかりました。
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3 日目に、コンコードミュージアムと、独
立戦争のあったオールドノースブリッジへ
行きました。案内してくださったリーさん
やスーザンさんが、独立戦争について様々
なことを教えてくださいました。コンコー
ドに住んでいる人は、自分の町についての
歴史をよく知っているそうです。私が七飯
町の歴史について聞かれても、正直ほとん
ど答えられないと思います。町の人が自分
の町に誇りを持って暮らしているのは素晴
らしいと感じました。
町づくりについての話を聞く機会もありました。コンコードで新しい決まりを作る時
には、町民が１つの場所に集まって多数決で決めるそうです。町を自分達自身で作って
いると実感できる良いルールだと思いました。
また 4 日目には、グレートメドーズ国立野生動物保護区を視察しました。生物学に詳
しい方が、植物や鳥について教えてくださいました。とても綺麗な景色でしたが、驚い
た事に、ここは人の手を加えず自然のまま残しているのだそうです。コンコードの中心
部も同じ取り組みをしており、建物そのものは変えずに、建物の中を服屋や雑貨屋にし
て、街並みを昔のまま残しておく工夫がなされているとわかりました。
町の自然や建物、暮らしの全てが町民自身によって大切に守られていることが、とて
も印象に残りました。
-七飯町とコンコード3 日目にコンコードの町役場を訪れ
た際、観光事業についてのお話を聞く
ことができました。七飯町では、大沼
公園以外の観光地を訪れる人が少な
いこと、観光客のほとんどが滞在せず
に 1 日で帰ってしまうことが近年の
課題として挙げられています。コンコ
ードでも、中心部以外にも深い歴史は
沢山あるのに、それらを訪れる人が少
ないこと、ホテルは沢山あるのに泊ま
っていく人が少ないことが問題だと
教えてくださいました。姉妹都市同士、
共通の問題点があるとわかりました。お互いに、多くの人に楽しんでもらえる町づくり
ができたらいいなと感じました。
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-ニューヨーク観光最後の 2 日間は、ニューヨークで観光をしました。ミュージカルの聖地と言われるタ
イムズスクエアの景色は、ミュージカル好きの私にとって宝箱のようでした。沢山のお
店が並んでおり、買い物をすると店員さんがとてもフレンドリーに話しかけてくれまし
た。しかし若者向けの服屋では、ジュースを飲みながらのんびり会計している場面も見
られ、それも含めて日本との違いを感じました。大通りではパフォーマンスがあったり、
大好きな海外ドラマと同じ風景が見られたり、感激だらけの 2 日間でした。
-最後にこの事業では沢山の出会いがありました。気品がありジョークも言えるナンシーさん、
おっちょこちょいでおしゃべり好きなジャックさん。ホストファミリーの 2 人は、初め
て会った時の素敵な笑顔を最後まで絶やしませんでした。通訳のジュンコさん、お別れ
の日に骸骨の仮装で登場したリーさんは、私の隣に来る度、この町について様々なこと
を教えてくださいました。
国際交流員のアンドリューさんは、世界は小さいようで大きく、コンコードと七飯の
人は同じようで少し違う。この違いのおかげで互いに話し合い楽しむことができる、と
話していました。またトム・カーティンさんの仕事を引き継いだスーザンさんは、彼の
してきた大変な仕事についてやっと理解できた、非常に誇らしいと話していました。彼
らの話を聞いて、この事業がこれからも長く続いていくと確信できました。
他にも沢山の人に出会い、それ以外でも見えないところで多くの人がこの事業に携わ
っていたことと思います。その方々のお陰でこのような経験ができたことを大変感謝し
ております。今回の訪問を自分の思い出にとどめることなく、お互いの町の今後につい
て、沢山の人が考える機会をつくるきっかけになれたらと思っています。
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～2017 年

コンコード派遣

報告書～
引率教員

大中山中学校教諭

いずみ い

泉井

あきこ

章子

○はじまり・事前研修
念願だったアメリカ、マサチューセッツ州コンコードに引率教員として採用された。
昨年度、20 年以上在籍した函館市から異動となり、初めての渡島、大中山中学校に勤
務することになった。七飯町には、アメリカに姉妹都市があり、町内の中学・高校から
交流生徒、そしてそれに伴い引率教員の派遣があることは、昔から知っていた。英語を
よりよく話すということ、英語圏に身を置くことということは英語教員として強い憧れ
があった為、このプログラムはずっと恋焦がれていたプログラムだった。
コンコード派遣に際し、七飯町ではその準備の為の事前研修を数回開催した。その趣
旨は、現地でのワークショップの準備、派遣団としての結託を含めた懇親、必要な現地
での情報、最低限の英会話、交流の為の各情報の取得だったが、その中で、七飯町に関
して学ぶ場面があった。派遣先の国や、町について知るということは、自分の住んでい
る町についても同時に知り、相手に伝える知識もあるべきだということ。その為の事前
研修の一つに、七飯町役場に隣接する博物館で研修をしたり、七飯町とコンコードの関
わりの歴史を学習した。その中で、チョコボールのモデルになったというアカショウビ
ンという鳥が繁殖期になると大沼周辺に飛来するということ、七飯町の西洋農業発祥の
地としてのアメリカとの関わり、りんご農業についての七飯町の農業の歴史などを学べ
たことは大変有意義であり、それらの知識は訪問団の知識として深みを持たせることが
できた。
○アメリカ到着
7 月から始まった事前研修から、あっと言う間に渡米日 10 月 3 日（火）はやって来た。
成田発、ボストン空港行き JAL584 便はおよそ 13 時間かけてアメリカ本土に到着した。
個人的な事であるが、アメリカへの入国と日本脱出は、実は 27 年ぶりなのである。入国
審査、機内への持ち込み物の検査等、かなりの変化であった。
ボストン空港の入国審査前の入り口ボードでは、各国の言語でのお迎えの文字が書か
れていて歓迎ムードを満喫する。一番嬉しかったのは、私が 10 代の頃より現役で活躍す
るロックバンド、エアロスミスがボストン出身で、エアロスミスによる映像での歓迎が、
一番気持ちを盛り上げてくれた。
入国審査を終えると、これからお世話になるコンコードの世話役の方々が日本語の歓
迎横幕を持ってお出迎え。ボストンからコンコードまでは、アメリカのハイスクールな
らではの四角で黄色い典型的なスクールバスで移動。バスの中でも、長旅の私たちを気
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遣う世話役の方々は、ウェルカム・キャンディ＆ウォーターを用意し、道中の車窓から
見える、レッド・ソックスのホーム球場やハーバード大学等の説明など、興奮気味の訪
問団をもてなして下さった。
○コンコード・カーライル・ハイ・スクール ～CCHS～
私は引率教員という身分の渡航である為、町民代表の方々との日程とは異なり、基本
的には生徒と共に行動する。行ってみて知らされた事だが、自分の学校内での日程は、
決められていたものでなく、自分の希望をはっきりと伝えなければ、生徒に同行する授
業居以外は図書室で過ごさなければならなかったかもしれない。自主自立の国、アメリ
カでは、自分の意見を必ず言うこと。日本のように何でも用意されてはいないのだ。
【体育のクラス】10 月 4 日（水）
日米でルールの違うドッジ・ボールにて親善試合を行った。CCHS は、数年前に多額の
費用をかけて建て替えられたばかりの、ほぼ新築の校舎である。体育館も、新しく立派
で最新の設備である。日本と違うところは多々あるが、日本では当たり前の共通のジャ
ージや運動着などはない。皆、それぞれの運動しやすい服装である。準備運動も、日本
のそれと比べたらかなりゆるく（見える）、皆で整列しながらストレッチ歩行する程度。
驚いたのは、試合中ノリのいい BGM がかかっていること。生徒達はとてもリラックス
ており、ダンスする生徒の姿も。日本で言えば、学級レクのような雰囲気であった。帰
国後、勤務校の体育教諭にこの事を伝えると、日本は準備運動の段階から、アップしす
ぎという批判もあるのだとか。
【演劇のクラス】
課題が与えられ、物語を考え表現する。課題は、
「ある場所で、何か問題が起こり、そ
れをある方法で解決する。」というもの。各 5，6 人のアメリカ人のグループに生徒 2 名
が入る。全グループに通訳が入れない為、日本人生徒の理解に困難が生じる。あるグル
ープは、学校の中で火事が起こり、誰かが消火器で消すという内容。主導となる生徒ら
の迫真の演技。また他のグループは、アイスクリーム店で、子供が欲しいアイスがなく
て拗ね出し、店員が何とかなだめすかす、という状況を演じる。アメリカ人は、小さい
頃からこのような演劇のクラスなどを通じて、自分の伝えたい事を身体や言葉を通して
伝える訓練をしてきているのだ。アメリカ人のクリエイティビティや、自己表現の豊か
さは、このような授業から鍛えられているのだと思った。日本人にとっては非常にやり
づらいと感じるクラスだったのではないだろうか。
【陶芸のクラス】
10 月 5 日（木）、生徒達は陶芸を体験。陶芸の作品を作る。職業科ではないのに、陶芸
が出来る設備が完備されている。表現することに関しては、アメリカは環境が本当に整
っていると感じた。
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【音楽】
七飯町の国際交流員のアンドリューが高校の時に受けたという音楽のクラスを参観。
ここで面白いと思ったのは、男女平等、自主自立の精神を謳うアメリカで、この音楽の
合唱のクラスは、男女別で行っていたことである。女声と男声の指導のしやすさの為で
あるが、かつては women’s course、men’s course と呼ばれていたのが、今は一応 gender class
となっているとの説明であった。女声コースでは、日本語の「浜辺のうた」を課題の曲
として練習していた。日本語の意味も通じる、素晴らしい歌声であった。次時の男声コ
ースでは、音楽担当の先生のファンが集まるようなクラスであった。ライオンキングで
有名な「The Lion Sleeps Tonight」を男子生徒がファルセットで練習していた。音楽のク
ラスは、指導者の教員とアシスタントがいて、アシスタントがピアノを弾き、教員は指
導のみに専念できるという環境。また、発声練習も、体育と同様にリラックスさせるウ
ォーミングアップという観点のような印象を受けた。
【英語（文学、シェークスピア）、美術、第二外国語（スペイン語）】
参観授業。英語は、シェイクスピアの
ヴェニスの商人についての考察。クラス
は個人の各取り組み。インターネット、
パソコン持込み・使用可。それぞれがそ
の時間内に考えをまとめている。疑問点
がある場合は、先生に聞く、という形式
であった。アメリカは、飲み物持ち込み
も自由であるし、教師自体が机に腰掛け
て話をするというのも特に行儀が悪い
という風景ではない。クラスで、つい私
語に夢中になってしまう生徒がいても、 美術の教室のある壁面。アーティスト D.Bowie への追
人数は 20 人以下の生徒数のため、教師 悼メッセージ
の「Would you be quiet, please?」だけで
静かになる。
美術のクラスでは体育、音楽のクラスと同様、BGM を使って、リラックスした環境を
用意し、常にアシスタントがとの二人体制で行っていた。
最後に第 2 外国語のスペイン語初級のクラスでは、教師は、教科書は用いず、簡単な
ピクチャーカードやワークシートを使用。とにかく喋らせることを強いる授業構成にし
ていた。ドラゴン・テイルと言って、ある課題が出されると、スペイン語の文章を作る。
もし違っていれば、黒板ではなくスクリーンに映し出されたダンサーの画像と共に踊り
ながら、席を移動しなければならないという方式だ。ここにもまたアシスタントが居て
pc、audio-visual、配布物関係のものは一切アシスタントが行っていた。
総じて、アメリカの教育環境は、施設やカリキュラムが充実している事と同時に、１
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教室の生徒数も少なく、教員数も教員１名とアシスタントがついていた。州や、町によ
って予算が違う為、アメリカの学校がすべてこうであるとは限らないらしいが。
【日本の学生活紹介の授業】
そして自分が行った授業は、勤務校の授業の様子、日本の学校独特の朝の挨拶の取り
組み、合唱コンクールの様子などを動画にとって紹介。人気があるという蛙の折紙の作
り方を用意して、ミニ折紙講座を行う。動画を見た先生から、お辞儀に関しての質問が
あった。アメリカの高校生達に、何を伝えたいか、日本文化の何を知って欲しいかが曖
昧であったと反省する。勤務校と CCHS の生徒の交流を、ビデオを通して行うという方
法も面白かったかもしれない。

○ホストファミリー Mr. & Mrs. William & Kristina Joyce
理想の夫婦というものがあるの
であれば、彼らであったと思う。
Kristina は、美術教室を開き、同
時にカリグラフィーのアーティ
ストである。コンコード内にある
オーチャードハウスで売られて
いるポストカードはほとんど彼
女の作品である。非常に知的で、
色々な事を知っている。行く先々
で私の事を姉妹都市七飯から来
た人間であることを紹介してく
れた。彼女のアート作品や話は興
味深く、毎日、放課後彼女と話を
Joyce 夫妻と。コンコードのダウンタウンで。
するのが楽しみで仕方がなかっ
た。彼女の祖先（祖父）はアメリカ東部開拓の祖である Mayflower 号に乗ってやってき
たとのこと。歴史で習ったピルグラムファザーズなどをこの耳で聞くことになるとは思
わなかった。Bill(William)も、またユーモア溢れる gentleman の最たるもので、私の目の
前のドアは全て彼が開けてくれた。家の地下室には彼の鉄道模型のコレクションがあり、
自動で列車や人が動く素晴らしい模型を見せてくれた。彼もお話をするのに楽しい人で、
来日時の写真を見せながらお話をしてくれた。二人はお互いを思いやる様子がよく見受
けられ、Kris が美術教室で忙しい時は、Bill がパーティーの料理をし、外食した時 Bill
の支払いになった時は、夫婦であっても、Kris は、「Thank you for dinner.」と感謝の言葉
を伝える。彼らのつかず離れず支えあう姿は、本当に一緒の空間に居て心地良いもので
あった。彼らは、私の生徒引率の毎日を支えるのに、規則正しい生活と環境を与えてく
れ、本当に心強かった。週末は、希望した魔女の街、セーラムとボストン美術館に連れ
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てくれ、楽しい時間を過ごす事が出来た。Kris はボストン美術館にある時期関わってい
た為、作品群には精通していて、彼女のガイドで観賞出来た。彼らの支えなしには、CCHS
の仕事も不可能だったのではないかと思うほど、二人には感謝している。
○食事について
アメリカの家庭というとジャンクフードに肉がたっぷり、というイメージは、それは
もはや昔のもの。アメリカのある程度の知識層は、食べるものによっぽど気をつけてい
て、基本オーガニックのものを取るようにしている。ホストファミリー宅では、健康食
としても和食には興味を持っており、私の滞在に関わらず、ライスもよく食卓に上がる
ようだ。
日本人に一般的に不評であるオートミールも、私には不味いものではなかった。レー
ズン、胡桃、アーモンド、スパイスはナツメグ、クローブ、シナモンを入れる。好みで、
フレッシュなリンゴかバナナを加え、その上にアーモンドミルクをかける。甘さをメイ
プルシロップで調整すると、食物繊維や各種のビタミンも取れるローカロリーでヘルシ
ーな朝食である。これにたんぱく質のゆでたまごが加えられると、ほぼ完ぺきな朝食で
はないだろうか。ちなみに Joyce 夫妻はコーヒーよりも紅茶派だった。
○CCHS での生徒の活動の記録
七飯高校の生徒 3 名、大沼中 1 名、七
飯中 2 名、大中山中 2 名の生徒達は、
CCHS 生活を充実して送っていました。
最終日の 10 月 6 日（金）は、自分たち
が考えた日本文化を紹介するワークシ
ョップを開催。カフェテリアの端に彼ら
のブースを作り、高校生は茶道部から指
導を受けたという抹茶のお点前を、中学
生はアメリカ人の名前を聞きとって、そ
ウォールデン・ポンドの前で
れをカタカナに変換して筆ペンで本人
に書いて貰うというテーブルを用意。加えて折紙作成コーナーや、剣玉体験コーナーも
設けていた。元首相の麻生さんが世界に誇れる日本のマンガ文化と称えただけあり、マ
ンガやアニメから日本文化に興味を持つアメリカ人は多く、そしてこのブースにもひっ
きりなしに高校生たちがやってきました。計画から準備そしてこの日の実行まで、生徒
達はお互い協力し合って本当によく頑張ってくれた。
高校の同じ建物内にあるラジオ局、ローカルのテレビ局に出演。高校のコーディネー
ターである David 先生がインタビューアとなり、生徒に質問し、答えるというもの。事
前に質問内容は知らされており、生徒達が答える英文も十分練習させておいたのだが、
ハプニングは起こった。事前の質問とは別の質問が用意されていたのだ。しかも日本語
で自由に答えて良いという無茶ぶり。つまり私が即座に同時通訳をし、それをコンコー
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ド周辺の日本語理解者が見るかもしれないという、私にとっては今回最大の危機（！？）
が訪れたのだ。個人的には青ざめる場面も、聡明な生徒達は「日本の学校からアメリカ
の生徒達が学ぶべきことは何か。」という質問に対して、「校舎内では、カフェテリアで
すらゴミが落ちているし、誰も拾わない。日本では生徒が教室を清掃するし、ゴミが落
ちていたら拾うように教えられている。」「アメリカの生徒達は授業中にパソコンを使う
ため、書く場面があまり見受けられないが、自分でノートをしっかりとって勉強する事
も大事だと思う。」等、とても立派に自分の意見を表現して返答をしていました。この事
を特記事項としておく。
○ＮＹ観光と帰途へ
コンコードでの 1 週間もあっと言う間に過ぎ、出発の朝となった。David 先生が用意し
た「Bye-o-Nara(グッバイと、サヨナラのミックス)」の横断幕を見ながら涙のお別れをし、
一団は NY に向かった。途中、昔私が一時期住んでいた Connecticut, Hartford を通り過ぎ
る時は感無量だった。この国、この土地で学んだ英語で自分はこれまでの生活の糧を立
ててくれ、そしてまた舞い戻る事が出来た。それも引率教員として。英語を自分の人生
の武器にさせてくれたアメリカと、ここに来るチャンスを与えてくれた関係者に心から
感謝の気持ちで一杯となった瞬間だった。
○おわりに
壮行式で、本校雨澤教頭が言われた「Seeing is believing.(百聞は一見にしかず。)」を生
徒達は大いに実感した事だろう。どんなに情報網が発達しても、自分自身が体験するこ
とは何ものにも代えがたいものだ。コンコード派遣生徒はその財産を生かし、発信でき
る生徒であって欲しい。自分の人生や、様々な選択の時に、いい影響を与えることと確
信している。
今回私が参加した理由は、英語教員として自分のモチベイション喚起の為でしたが、
それはこれ以上ない機会でした。この研修に参加させて頂いたこと、コンコードの人々
の心温まる歓待に心より感謝を申し上げたい。今回の応募に関し、笑顔で送り出し、不
在の間もカバーして下さった職場の皆さんには感謝の意に堪えません。
教員の引率枠では、多忙な中学校教員の応募が少ないと聞きましたが、この 2 週間で
得られるものは、生徒に還元できるもの、人生の中での財産になるものなど、大いにあ
ります。このプログラムは職場環境や状況に左右されず、七飯町内在職の教員であれば
誰でも参加可能であって欲しいと心から願います。
今回得たものを、これより先、これから会う両町の人々や、何より自校の生徒達に伝
え還元してゆくことで、ゆくゆくは日米相互理解と親善、大きくは世界平和に繋がるよ
うに貢献していきたいとここに記しておきます。本当に有難うございました。
最後に、ホストファミリー達との最後の夕食パーティーでのスピーチを記念に載せて
おきます。
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～まず最初に、ここに来るまでの各セッティングをして下さった方々にお礼を申し上
げたいです。今までで最高の時間を過ごすことができました。それは、ほとんどホスト
ファミリーによるものが大きいです。
ジョイス夫妻は 70 代のカップルですが、自分たちとなんら変わらず、元気で、スタミ
ナもあります。奥さんのクリスティーナは、アーティストであり、元美術の教師で今も
自分の教室で教えています。ご主人のビルは元会社のプレジデントであり、一族である
会社を経営していたが、今は引退し、悠々自適に暮らしています。
クリスティーナは、インテリジェントであり、どんな文化も宗教も習慣、伝統も受け
入れる、リベラルで、素晴らしい知識を持った女性です。特に彼女のアートや歴史的な
場所や出来事に対する造詣や知識は深く、美術館に行ってもガイドなど要らず、またオ
ーチャードハウスで売っているカードなどはほとんど彼女の作品です。
ビルは、心優しく、女性に親切で、毎朝時間通りに私を学校に届けてくれました。車
に乗るときは、ドアを私のために開けてくれて、私は一度もドアに触れませんでした。
私の体調や、私がしたい事をいつも気にかけてくれ、私の事を優先してくれました。行
くところすべてで、会う人にはコンコードと七飯の事を紹介してくれました。
高校の David 先生は、生徒にとってベストなスケジュールと日程を考慮してくれ、生
徒達はとても満足しているようでした。間違いなく貴重な経験を積んだと確信していま
す。七飯町役場から同行したアンドリューも、常に生徒とともに行動し、通訳の手伝い
をしてくれた事に感謝します。
そして今回の滞在中に私に起こった出来事全てが、人々に親切にし、気遣う事がどん
なに大事なことかを教えてくれました。私は今後、コンコードの人達がいかに友好的で
心温かく親切だということを多くの人に知らせたいです。人々には、ノースブリッジに
立つミニットマンのように、世界を変える機会が均等にあると思います。私は七飯とコ
ンコードの友好がこれからもずっと続く事を祈っています。そして、いつかまたコンコ
ードに戻ることができたらと心から思っています。
Well, I would like to say many many thank
you for the people who help and organize my
coming to Concord. I had such a wonderful time
ever.
Mostly my host family helped me and did
nice to me during my stay. I could not do
anything without their help. Their hospitality
made me so comfortable that I could go and work
at high school things easily.
Kristina is so intelligent that she is generous
toward any customs, traditions, culture, and
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レキシントンのミニットマン像の前で

generations. Of course, she knows about everything about art. So I was always excited to listen to
her. She introduced me to anyone who met us as a visitor from twin city, Nanae. It is good to
know this program.
Bill is such a nice gentleman so that he never let me open the door whenever I go into the car.
He has such a great sense of humor that he never asked me a tip. I feel very thankful his kindness
to me.
David is so nice, too. He is in charge of the school things and makes the best arrangement for
the student. We have been treated well and the student seemed to be quite happy. I believe that
they had valuable experiences. I really appreciate that his well concerned program. In the
meantime Andrew is always with the students and helps the students' translation. I also
appreciate it.
So all those things that happened to me have me think about that how important to be kind
and concern is. It works to get to know each other. I would like to be that kind of person to tell
how wonderful and generous, nice and warm people Concordians are. People have a chance to
change the world like a minute man stood in the middle of the North bridge. I hope this friendship
between Nanae and Concord will continue for long.
I would like to come back again soon if it's possible. Thank you so much.
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～コンコード交流に参加して～
引率職員（団長）経済部都市住宅課長

ごろう

伍楼

つかさ

司

10 月 3 日から 14 日までの 12 日間の日程で行われた「七飯町海外交流研修」に参加し
ました。
今年はコンコードとの姉妹都市を始めてから記念となる 20 周年の年であり、私たちが
コンコードを訪問した後、コンコードの町民が姉妹都市再調印式に参加するため来町す
るという年でもありました。
コンコードへは中学生 5 名、高校生 3 名、町民代表 3 名、引率教員 2 名の総勢 14 名体
制での訪問となりました。
今回、町の代表としての立場もあり、参加する中高生が今後の人生にとって貴重な経
験となることを期待するとともに、参加者全員が無事に研修を終了することができるか
心配なところもありましたが、空港で皆さんの元気な姿を見ることができ、まずは安心
して出発となました。
函館空港から羽田、成田を経由して夕方 18 時にボストンローガン空港に到着しました。
成田からのフライト時間は約 12 時間で非常に長い時間に感じられましたが、到着前の最
後の食事が吉野家の牛丼で、これが日本に帰るまで最後の日本食になるのかと感慨深い
思いの中、おいしくいただきました。
ボストン空港では、事前研修の成果なのか難関と思われた入国審査をそれぞれスムー
ズに終えることができました。空港では、スーザンさんほか CCNN の皆さんが温かく迎
えてくださり、やっと着いた疲労感がありましたが、これからの交流を改めて有意義な
ものにしなければとの思いが強くなりました。
空港からは、カーライル高校のスクールバスで移
動しました。丁度ボストンでは、レッドソックスが
地区優勝を果たしワールドシリーズに進出するた
め戦っていましたが、残念ながら敗退したようでし
た。しかし、地元の熱は大変なものであり、CCNN
の共同代表のジョンさんも生粋のレッドソックス
ファンのようで、お気に入りのレッドソックスの帽
子をいつもかぶっており、七飯町を訪問した際も、

コンコード・カーライル高校前で

変わらずお気に入りの帽子をかぶっていました。
コンコードの町は、自然豊かで大沼のようなところと聞いておりましてが、実際その
ような印象の受けるところでした。
街なかは整然としており綺麗な街並みになっており、建物も古いものを大事に活用し
ている印象で、緑も多く色彩もケバケバしくなく、落ち着いており、広告看板も少なく、
また、道端にはゴミは一切なく、環境意識の高さを感じました。
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ある意味無駄なモノはなく、これだけあれば、
十分生活できる。日本では、利便性、機能性が優
先される傾向があるが、便利さが全てではないと
思われ、心が落ち着きます。
電柱は木柱で信号も少なく、横断歩道では歩行
者がいれば車は止まることになっているようで歩
行者保護が徹底されていましたが、ある意味これ
コンコードの町並み
が当然なことなのだと感じました。
住んでいる方は町への愛着がすごくあり、パーティーでお会いした高齢のご婦人は、
「今この町では、森林を伐採して土地造成をしているところがあり、困っている」との
話をされており、自然を破壊してまでの開発は良くは思っていないようでした。他の方
にも聞いたところ、コンコードでも高齢化が進んでいるが、コンコードへの居住希望者
は多く、ここに住むことがステータスになっているために地価が上がっており、若い方
の居住はなかなか進んでいないようです。
実際、地元のタブロイド版の新聞には、日本円で億の金額の不動産販売広告が幾つも
掲載されており、普通に買う方がいるんだろうかと感じたところでした。
今年のコンコードは非常に暖かく、10 月の始めだと
いうに皆さん半そでで過ごしており、我々訪問団は寒さ
対策のため防寒仕様で行動していたため、終始暑さとコ
ミュニケーションでの冷や汗で汗だくの毎日でした。
今回のホストファミリーのマーク･ハウエルさんはコ
ンコード町の職員で、奥さんのパムさんは教会の仕事を
しており、愛犬とともにお迎えしていただきました。
ハウエルさん夫妻の息子さんのクリスさんは以前に
ホストファミリーと
国際交流員として七飯町にいた方で、ハウエルさん夫妻
も七飯町を訪問されたこともあり町のことを良く知っていて、11月3日に再度七飯町を訪問
することにもなっており、いい交流ができました。
ここの愛犬スコートは 1 歳の女の子で、時間の空いた際には私の遊び相手でした。ハ
ウエルさんに日本食を食べてもらうために持って行った「いかめし」を食べられてしま
い焦りましたが、今ではいい思い出です。
私は、この研修で、町の土地利用を教えていただきました。
まずコンコードの農業は、酪農と畑作があり、農産物の出荷は、主に直売、契約販売、
学校給食、低所得者へ供給するフードパントリー、レストラン直売で、ほぼ地元で消費
するようです。農地は、農地として守るために町が買い取り低所得者に貸し出しするこ
ともあるとのことです。現在、農地 1400 エーカーの内 400 エーカー（約 162ha）を町が
所有しており、購入の決定は、タウンミーティングが行います。日本では、農地は農家
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しか所有できず、管理も農家の責任において行
うことになっているが、コンコードでは、町民
の財産としての意識が高く、今のままの自然、
環境を守りたいという意思が強く伝わりました。
下水道処理施設も見学させていただきました
が、施設は 10 年前に更新された比較的新しい施
設で、当時の最新の技術を使われているようで
6 代目のオールドノースブリッジ
す。
コンコードの下水道の当初の設計は、七重官
園の家畜房を設計したウィリアム・ホイラーがデザインしていることを聞いて、姉妹都
市 20 年の交流以前の縁を感じました。
最後に、姉妹都市提携 20 年の記念すべき年に、このような海外研修に参加するという
貴重な機会をいただき、感謝しています。
今回、非常にきつい時差ぼけの中での交流とはなりましたが、海外の情報をマスメデ
ィアでしか取得できない日常の生活の中では決して知りえないことを知り、経験するこ
とができました。まさに、百聞は一見に如かずの思いです。
また、昨年お亡くなりになった、この交流のきっかけとなられたトム・カーティンさ
んの偉大さは、コンコードの皆さんのこの事業に対する姿勢や言葉の端々から感じ取れ
ました。
コンコードの CCNN のメンバーも長年続けられており、高齢の方が多くなっているよ
うで、次代に引き継ぐべく若い方も増やしているようです。
私も、両町の交流が更に深いものとなるよう、長く携わっていかなければと決意を新
たにし、今回の研修の報告とさせていただきます。
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Concord Reflection
Andrew Krupa
CIR of Nanae
Stories of travel have always been popular. If a person travels to another land, sees new
things, meets new people, and lives new culture they cannot help but be different when they return
home. I hope that our journey has effected us the same way.
This year we saw a good cross-section of the United States by spending time in Concord,
Boston, and New York. Concord is a spacious, rural town. Quiet and green, my home is a wonderful
introduction to the United States. Boston is an old city by American standards, the city figures greatly
in early American history. Many buildings are over two-hundred years old. New York defies
description by definition. It is a noisy blend of old and new, a First City of the World. It is also home
to the Statute of Liberty and other famous sites.
Time is strange. It is always fast and always slow. A year ago I began my journey to Japan in JFK
airport. Places like that never change much. It’s sameness reminds me of how much I have changed
in just one year.
（訳）
～コンコード訪問を振り返って～
七飯町国際交流員 アンドリュー・クルーパ
旅行の土産話というのは、いつの時代でも喜ばれるものです。人は外国に行くと、新し
いものを見て、新しい人々に会い、新しい文化に触れ、その中で必ず何かしらの変化をし
て帰国します。今回の私たちの旅においても、そんな風に全員に何かしらの影響があった
ことを願っています。
今年、コンコード、ボストン、そしてニューヨークを訪れる中で、私たちはアメリカの
様々な面を見ることができました。コンコードは広々とした田舎町です。皆さんがアメリ
カで最初に訪れた場所が、そのような静かで緑の多い私の故郷であったことを誇りに思い
ます。ボストンはアメリカの歴史の中でも古く、初期のアメリカを代表する街であり、築
二百年以上となる建物もたくさんあります。ニューヨークは言葉で説明することが難しい
街です。それは古さと新しさをごちゃ混ぜにした、世界一の街です。そこには自由の女神
をはじめとするたくさんの有名な観光名所もあります。
時間は奇妙なものです。それは常に速く、そして常に遅く流れます。今から１年前、私
の日本への旅はニューヨークの JFK 国際空港から始まりました。空港のような場所はそん
なに変わることはありませんが、その変わらない景色は逆に、私自身がこの一年でどのく
らい変わったかを実感させてくれました。
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新聞掲載状況

（Ｈ29.9.26 函館新聞）

（Ｈ29.12.6 函館新聞）
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七飯高校とコンコードカーライル高校の交換留学制度

（Ｈ29.6.28 函館新聞）
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～ 姉妹都市提携２０年記念事業が行われました ～

（役場駐車場に設置された看板）
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○七飯町中高校生海外交流派遣研修要綱
平成１９年６月２９日
要綱第１５号
改正 平成２０年６月４日要綱第３号
平成２１年５月２５日要綱第９号
（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
は各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。
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。
附 則（平成２０年６月４日要綱第３号）
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則（平成２１年５月２５日要綱第９号）
この要綱は、公布の日から施行する。
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要綱第１４号
改正 平成２０年６月４日要綱第４号
（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条の規定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２分の１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。
附 則（平成２０年６月４日要綱第４号）
この要綱は、公布の日から施行する。
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