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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 

 

 

Live in each season as it passes; 

 breathe the air, drink the drink, 

 taste the fruit, and resign yourself 

 to the influences of each. 

 

Henry David Thoreau 
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七飯町長  中宮
なかみや

 安一
やすかず

 

 

平成７年から実施している七飯町海外交流派遣研修事業が、今回で２４回

目を迎え、コンコード町の皆様、そして関係各所の皆様の多大なるご協力に

より、無事に終了することができたことを心より感謝申し上げます。  

この度の訪問では、１０月２９日から１１月９日までの１２日間、総勢１

４名（高校生３名、中学生５名、引率教員１名、町民代表３名、町職員２名）

の訪問団が姉妹都市コンコード町などを訪れ、現地でのホームステイや交流

を通して、アメリカの文化や習慣を学ぶとともに、日本そして七飯町の魅力

を紹介するなどし、姉妹都市交流の目的を十二分に達成してきました。  

中高校生派遣者につきましては、町内の各学校長より当事業への参加に相

応しい生徒をご推薦いただき、生徒８名を派遣いたしました。現地では、七

飯高等学校の姉妹校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ながら、折り紙や書道

といった日本文化の紹介や、地元のラジオやテレビへの出演などの様々な交

流を行い、生徒たち自らの生き方や将来展望に思いを馳せる上で貴重な経験

になったものと思います。  

町民代表派遣者につきましては、一般公募を実施した上で３名を派遣し、

各種施設の見学や七飯町に縁のある方々との交流を行い、当町のことを改め

て深く知る良い機会になったとともに、互いの文化や習慣に関する違いなど

を学ぶことができたものと思います。  

また、訪問団の旅程に合わせて、第１１代国際交流員アンドリュー・クル

ーパさんが２年間の任期を終えて帰国し、第１２代国際交流員サラ・タンさ

んが赴任いたしました。２人とも現地では訪問団に随行してサポートするな

どの重要な役割を果たして頂きました。現在、サラ・タンさんは英会話講座

の講師など両町の交流の架け橋となって積極的に活躍しております。  

結びに、今後も両町の友好と親善の絆をさらに深め、将来にわたり末永く

継続していくとともに、七飯町の更なる発展に向けて引き続きグローバルな

国際視野に立つ豊かな人材育成に取り組んでまいりますので、関係者の方々

の変わらぬご支援・ご協力をお願い申し上げ、簡単ではございますが、本誌

発行にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。  



  平成３０年度七飯町海外交流派遣事業 参加者 

2 

2018 Nanae Delegation’s Report 

所  属  学  年  氏  名  性別  ホストファミリー  

七飯高等学校  

２年  阿
あ

部
べ

 由
ゆう

奈
な

 女  ファインバーグ家  

２年  佐
さ

藤
と う

 綺
あや

花
か

 女  モーア家  

２年  田
た

中
なか

  葵
あおい

 女  シュー家  

七飯中学校  
２年  阿

あ

部
べ

 光
み

玖
く

 女  ラーナー家  

２年  藤
ふじ

井
い

 真
ま

穂
ほ

 女  ダドリー家  

大中山中学校  
２年  片

かた

岡
おか

 彩
あや

人
と

 男  ウー家  

２年  七
なな

崎
さき

 桃
もも

子
こ

 女  ダドリー家  

大沼中学校  ２年  久
く

保
ぼ

田
た

 夏
なつ

生
み

 女  ジョンソン家  

引率教員（七飯高等学校）  河
かわ

合
い

 宣
のぶ

孝
たか

 男  バウト家  

町民代表  髙
たか

橋
はし

 敏
とし

夫
お

 男  クラッツリー家  

町民代表  戸
と

部
べ

 憲
のり

子
こ

 女  ジョイス家  

町民代表  西
にし

川
かわ

 正
しょう

一
いち

 男  カーティン家  

引率職員（団  長）  関
せき

口
ぐち

 順
じゅん

子
こ

 女  ル ベ ン ス テ イ ン ／ ブ ロ ッ ク 家  

引率職員（副団長）  中
なか

村
むら

 雄
ゆう

司
じ

 男  マ カ テ ィ ー ア ／ カ フ マ ン 家  
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【アメリカ合衆国】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【マサチューセッツ州】（拡大） 

 

 



  平成３０年度七飯町海外交流派遣事業 旅程 

4 

2018 Nanae Delegation’s Report 

 月  日  地  名  時  刻  交通機関  行  程  食  事  

1 
10 月 29 日  

（月）  

函館空港  

函館空港発  

羽田空港着  

羽田→成田  

成田空港着  

 

成田空港発  

8:00 

9:45 

11:15 

 

13:30 

 

18:10 

各自  

JAL584 

 

リムジンバス  

 

空港内で昼食  

JAL008 

【直行便】  

函館空港 JAL 前集合  

国内線にて羽田へ  

 

 

 

 

 

昼：各自  

夕：機内食  

朝：機内食  

昼：機内食  

  

 

ボストン着  

コンコード  

 

18:00 

 

スクールバス  

各家庭へ  

【日付変更線】  

着後コンコードへ  

[コンコード泊 ] 

 

 

夕：家庭  

2 
10 月 30 日  

（火）  

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 ] 

朝：家庭  

昼：学校  

夕：家庭  

3 
10 月 31 日  

（水）  

朝：家庭  

昼：学校  

夕：家庭  

4 
11 月 1 日  

（木）  

朝：家庭  

昼：学校  

夕：家庭  

5 
11 月 2 日  

（金）  

朝：家庭  

昼：学校  

夕：家庭  

6 
11 月 3 日  

（土）  

朝：家庭  

昼：学校  

夕：家庭  

7 
11 月 4 日  

（日）  

朝：家庭  

昼：学校  

夕：家庭  
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 月  日  地  名  時  刻  交通機関  行  程  食  事  

8 
11 月 5 日  

（月）  

CCHS 集合  

 

コンコード発  

ニューヨーク着  

 

 

ホテル着  

6:30 

 

7:00 

12:00 

 

 

夕方  

 

 

貸切バス  

貸切バス  

CCHS 正門向いの駐

車場集合  

コンコード出発  

ニューヨーク市内

視察  

 

[ニューヨーク泊 ]   

朝：家庭  

 

 

昼：レスト

ラン等  

 

夕：レスト

ラン等  

9 
11 月 6 日  

（火）  

ホテル発  

ニューヨーク  

滞在  

 

 

 

 

 

 

 

ホテル着  

8:00 貸切バス  ニューヨーク市内

視察  

 

 

 

 

 

 

 

 

[ニューヨーク泊 ] 

朝：ホテル

等  

昼：レスト

ラン等  

 

 

 

 

 

夕：レスト

ラン等  

10 
11 月 7 日  

(水 ) 

ホテル発  

ニューヨーク発  

 

11:30 

 

JAL003 

【直行便】  

 

 

成田空港へ  

朝：ホテル

等  

昼：機内食  

夕：機内食  

11 
11 月 8 日  

（木）  

成田着  

成田→ホテル  

 

14:40  

シャトルバス  

 

 

[成 田 空 港 近 郊 ホ

テル泊 ] 

朝：機内食  

昼：機内食  

夕：ホテル  

12 
11 月 9 日  

(金 ) 

ホテル発  

ホテル→成田  

成田→羽田  

羽田空港発  

函館空港着  

 

 

 

12:45 

14:05 

 

シャトルバス  

リムジンバス  

JAL587 

現地解散  

 朝：ホテル  

昼：各自  
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  日  時  場  所  内  容  

1 
第 1 回研修会  

及び説明会  

7 月 25 日（水）  

18:30～ 20:00 

七飯町役場  

101 会議室  

・派遣者自己紹介  

・事業概要等の説明  

・コンコードの概要  

・旅程等の説明  

・パスポート手続について  

・質疑応答  

2 第 2 回研修会  
8 月 18 日（土）  

9:00～ 12:00 

七飯町役場  

101 会議室  

・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）  

3 第 3 回研修会  
9 月 18 日（火）  

17:30～ 18:30 

七 飯 町 文 化

センター  

スペース 104 

・ファミリーへの手紙について  

・アメリカの生活について  

・その他  

4 第 4 回研修会  
9 月 29 日（土）  

9:00～ 12:00 

七 飯 町 文 化

センター  

スペース 201 

・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）  
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  日時 場所 内容 

5 第 5回研修会 
10月 13日（土） 

10:00～13:00 

文化センター 

スペース 201 

及び調理室 

・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） 

6 

壮行式 
10月 23日（火） 

16:30～17:00 

役場 101会議室 

・派遣者の抱負 

・町長、学校長より激励の言葉 

最終説明会 18:00～19:00 
・旅程等の最終確認 

・質疑応答 

7 事後研修会 
11 月 21日(水) 

18:00～20:00 

文化センター 

スペース 201 
・報告会に向けての準備 

8 報告会 
12 月 5日（水） 

18:00～19:30 

文化センター 

スペース 201 

・派遣者による報告 

・質疑応答 
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      「研修を通して」 

 

七飯高等学校２年 阿部
あ べ

 由奈
ゆ う な

 

 

  

私は海外交流派遣研修事業に参加して色々な事を体験することができました。研修への

参加は七飯高校に入学する前から考えていました。私は英語を話すことが好きで、研修に

参加することは自分の英語力をより向上させるために良い経験になると思いました。  

研修中は積極的に少しでも多くの人とコミュニケーションをとり、英会話が上達するよ

う自分から会話をすることが目標でした。また、アメリカの文化や今まで知らなかったこ

とを学んできたいと思っていました。 

 ホームステイ先では、最初は何を話して良いのか、どう

したらよいのかわからず戸惑っていました。しかし、少し

でもコミュニケーションをとるために自分から積極的に話

しかけるようにしました。一度で通じなくても、理解して

くれるまで何度も話を聞いてくれたり、話すときも分かり

やすくゆっくり話してくれたおかげで次第に緊張も解け、

会話をする回数も増えていきました。会話をしながらアメ

リカの生活様式などを教えてもらい、一緒に夕食を作りま

した。夕食はアメリカの家庭料理であるマカロニ＆チーズ

を作り、楽しく食事をすることができました。 

また、アメリカでは朝にシャワーを浴び、朝食は軽いも

のを食べるなど、日本と文化の違いが多くありました。ド

ライブに連れて行ってもらった時に、どの家の規模も日本では考えられないくらい大きく、

家の中にバスルームが２つ以上あることに驚きました。 

学校では、ホームステイ先の生徒たちと一緒に授業を受けました。授業は自分で学ぶ教

科を選び、日本の大学のように自分で時間

割を作ります。授業では、先生は生徒たちの

質問にしっかりと答え、生徒の考えを尊重

しているようでした。受けなければならな

い科目数がとても多い中、勉強に集中でき

る環境が充実しているとも感じました。生

徒一人ひとりが個性を持ち、自分の考えを

しっかり持って恥ずかしがらずに意見を主

家族とディナー作り 

文化交流～日本の文化を～ 
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張するところを見ていると、自分の意志や意見を伝える事の大切さを改めて感じました。

また、性格や人種の違う人同士でもお互いを尊重し合って受け入れているところはアメリ

カの良いところだと思いました。 

コミュニケーションを上手に取るうえでとて

も大切な事は、意志を伝えることだと強く感じ

ました。ホームステイ先でも自分の考えをはっ

きりと言わなければ、相手は何も解らず困って

しまうことがありました。しかし、知っている

英単語や文法を並べて話すだけでも、相手は理

解してくれました。また、コミュニケーション

には表情も重要だと思いました。アメリカ人は

表情がとても豊かで、感情が解りやすく、会話

もすぐに弾むように感じました。 

使う言語が違うと意思疎通が難しくなるので、より表情は大切と感じ、また、身振り手

振りが必然とついてきました。町の人も、初めて会う人にでも気軽に話しかけ、親しい間

柄のように接してくれる姿は、生活しやすく、まるで住み慣れた町にいるようでした。 

 また、セーラム市での買い物は自分の英語能力を試せる絶好の機会でした。何度か買い

物の手伝いはしましたが、セーラム市では初めて大人の助けを借りずに一人で買い物をし

た場所です。値段も品名も全て英語で表記されており、会計の際にどのお金を出して良い

のかも自分でやらなければいけないので大変でした。しかし、上手くできた時はほっとし

た気持ちになり、強い達成感を感じました。どの店も品が多く並べられており、服や食べ

物のサイズはどれも日本よりも大きくてまるで業務用でした。 

１０月３１日の夜には、ホームステイの子どもたちと訪問団の学生で本場のハロウィー

ンを楽しみました。それぞれ好きな仮装をし、私は傷メイクをしました。みんなとお菓子

をたくさん集めながら周りを見ると、クオリティーの高い仮装や着ぐるみを着ている人が

多く、家々は蜘蛛や骸骨などの装飾をしていたのでとても楽しく、あっという間に時間が

過ぎていました。私にとって一番印象に残っている思い出です。 

ニューヨークで思い出に残っているの

は、グラウンドゼロの跡地に亡くなった人

たちの名前が彫られている噴水でした。こ

の噴水には、亡くなった人数分の水のライ

ンが流れていました。私が産まれた年に起

こった事件の象徴となるものを、この目で

見ることができるとは思いませんでした。

しかし、これは再び同じことが起こらない

ようにするために必要だと感じました。そして、一度は行ってみたかったタイムズスクエ

アに行くことができ、２日間、広告のライトに照らされたメイン通りで買い物などを楽し

みました。 

 約２週間という期間で多くの人と触れ合い、様々な事を学べた研修になりました。初め

ポットラックパーティー 

Fineberg 家とお別れ 
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は不安もありましたが、コンコード町の方々は温かく迎えてくれて、私が過ごしやすい環

境を整えてくれました。アメリカの皆さんは小さなミスは気にせず、心の広い人ばかりで、

私も見習いたいと思いました。 

 これらの経験を通じて多くの事を知ることができました。その学んだことをこれからの

生活に活かしていく事が今後の目標です。研修の目標は完璧に達成することはできません

でしたが、それでもこの研修は自分にとって貴重な経験となり、出来事一つ一つが最高の

思い出になるとともに、物事をいろんな視点で見ることや視野を広げる事ができた経験と

なりました。 

この研修に参加できたのは、七飯町の方々や自分の家族の支えがあったからです。皆さ

んへの感謝の気持ちを報告会やこれからの活動で、将来、七飯町に貢献していきたいです。 
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仮装して 

楽しい時間 

 

 

一生の宝物！  

ｉｎ                

笑顔で最後にみんなで   夜を満喫 

 

 

Yuna Abe 
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    「憧れの海外研修」 

 

七飯高等学校２年 佐藤
さ と う

 綺
あや

花
か

 

 

  

今回、アメリカのコンコード町へ研修に行きまし

た七飯高等学校２年の佐藤 綺花です。 

七飯町の訪問団としてアメリカに行くというこ

とは中学校からの夢の一つでした。しかし、中学の

頃は運動部に所属しており、参加する事ができませ

んでした。どうしてもその夢を諦める事ができずに

いた時、七飯高等学校でもアメリカのコンコードカ

ーライル高校と交流をしていることを知り、入学し

ました。そして、少しでも夢を実現に近づけようと、

私は英語部に入部し、中学校から取り組んでいた英語技能検定にも挑戦し続けました。 そ

のおかげもあったのか、訪問団の一員に選ばれて本当にうれしかったです。 

そして当日、ボストン空港に着き、まず私たちに与えられたミッションは入国審査でし

た。初めて外国の方と話す緊張感がみんなからも伝わってきました。自分も心臓がドキド

キで、「入国できなかったらどうしよう」といった不安がすごかったです。しかし、無事に

入国する事ができた時は達成感と安心感でホッとしました！出口に向かうと、コンコード

関係者の方々が出迎えてくれて飛行機での疲れも吹っ飛びました。 

そして、その日のうちにスクールバスでコンコードカーライル高校に行きました。そこ

では私たちのための“Welcome Party”が用意されており、さらに自分たちのホストファミ

リーも出迎えてくれていました！（私のホームステイ先には３人家族と犬がいました！） 

最初は緊張でホストファミリーたちとあまり話す事ができませんでしたが、一緒にお菓

子を食べながら話してるうちに慣れてきて話も弾み、楽しくて安心しました。 

次の日からは学校に通ったり、コンコード町にある有名な場所などたくさんの場所に行

ったり、ラジオやテレビに出演したり、様々な事を体験しました。その中でも 1 番思い出

に残っているのは、放課後にコンコードの友達３

人とピザ屋やスターバックスに行ったり、また違

う日には５～６人でマージャンをしたりと最初は

ビックリしましたが、とっても思い出に残った出

来事の１つです！ 

 そして、家では犬の散歩をしたり、夜にジブリの

出発前 

ラジオ中 
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映画を見たり、一緒にチョコクッキーを作ったりしました！ 

また、ハロウィーンの日には一緒にカボチャを彫って顔を作り、

お菓子を貰うために数人で“Trick or treat !!”と言いながら歩き

回ったりして過ごしました！ 

夕食は全てお母さんの手作りでした。とても料理が上手で、どの

料理も美味しかったです。３人とも本当に優しくしてくれて感動し

ました。そんな日々もあっという間で、とうとうお別れの時が来た

時は泣いてしまいました。そのくらい別れが辛く、また来たいと心

から思いました。 

その後の数日間はニューヨークに行きました。ニ

ューヨークでは、様々な所に行きました！ 

まず行ったのは、ニューヨークの絶景を見る事が

できる 「トップ・オブ・ザ・ロック」 に行き、そ

の次に「タイムズスクエア」に行きました！そして

次の日に私が一番見たかった「自由の女神」をフェ

リーに乗って見に行きました。やはり実物はテレビ

で見るよりも迫力が凄かったです。その後は国連に

行き、またタイムズスクエアに戻りました。観光も

あっという間で、日本では絶対に目にする事がないものなどをたくさん見て、文化の違い

をとっても感じました。 

約２週間という長いようで短かった研修は、自分にとって一生の宝物になりました。今

年の４月にはコンコードカーライル高校の生徒が数十人来ると聞いたので、その時には、

またたくさん色んな話をして、新しいお友達を作ったりして交流を深めていきたいと思い

ます！今回の訪問団の皆さん、そしてその関係者の皆さん、本当に色々ありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハロウィーン 

家族でお菓子作り 

タイムズスクエア 自由の女神 
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Ayaka Sato 
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    「成長と感謝の海外研修」 

 

七飯高等学校２年  田中
た な か

 葵
あおい

 

 

 

今回、七飯町海外交流派遣研修事業の派遣者としてアメリカ・マサチューセッツ州コン

コード町とニューヨーク州にあるタイムズスクエアへ行ってきました。私は初めての海外

ということもあり、とても緊張していました。ですが、それと同時に期待もありました。

行く前にはたくさんの想像を膨らませて、待ち遠しくも感じていました。準備のための期

間が４ヶ月間ありましたが、とてもあっという間でした。書類などやることが山積みでし

たが、その時間も楽しかったです。なにより、パスポートが手元に来た時は本当にうれし

かったです。 

 そして１０月２９日(月)、出発の日を迎えました。朝８時に集合し、搭乗手続きを済ませ、

搭乗ゲート内に入りました。その時、役場の庭田さんや木村さん、保護者の方は搭乗する

までずっといてくださいました。そこで、Mr.Children のお二人にも会えてとても光栄でし

た。搭乗するときはたくさんの人が見送りをしてくださって、少し寂しさもありましたが、

期待が勝っていました。 

 飛行機に乗ってからは、睡魔がすぐに来たので１時間半近くのフライトは寝てました(笑)。

羽田に着き、成田に移動してから約７時間待機し、

アメリカ・ボストンへ行く飛行機に乗り込みました。 

約１３時間という長いフライトをし、現地に着いた

時は、日本は３０日の朝７時、アメリカは２９日の

夜１８時というとても不思議な体験をしました。 

荷物を取り、ゲートから出るとコンコードの方々が

横断幕をもって出迎えてくれました。そこから約１

時間バスに乗り、ボストンからコンコード町へと移

動しました。 

 コンコードに着いてからは、まず、コンコードカーライル高校に行きました。そこで小さ

なパーティーを開いていただき、その中で初めてホストファミリーと会うことができまし

た。私を受け入れてくれたシュー家はお母さん、お父さん、ジーハンの３人家族でした。

初めての海外で不安だった私を優しく迎え入れてくれました。１２日間のうち約１週間お

世話になりました。 

はじめは英語が上手く伝わらず、部屋に引きこもりがちになっていました。しかし、学

校の行き帰りや食事などで交流を深めていくうちに、自然と自分の言っていることが伝わ
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ったり、相手の話が分かったりしてきました。話す言語が違うだけでコミュニケーション

のとり方は同じなのかなぁと思いました。やっぱり、自分が言いたいことが翻訳機なしに

自分の言葉だけで伝えられた時はとってもうれしかったです。それに、私が言いたいこと

を最後まで理解してくれようとしてくれたホストファミリーには感謝しかありません。 

 最初は長く感じたホームステイも、日にちが経つにつれて、帰るのが少し嫌になっている

自分もいました。 

 ホームステイの中で 1 番印象に残っている

のは、土曜日にあったポットラックパーティ

ーです。ダドリー家で行われたこのイベント

は、家の中に入った時から驚きがたくさんあ

りました。まず、家の中にジムと体育館があ

るということです。バスケットボールのコー

トの約半分の広さの体育館と、その隣の部屋

にはジムのようなものや卓球台など運動す

る場所がたくさんありました。訪問団の学生

はめちゃめちゃ興奮してました（笑）。 

ポットラックパーティーの中では日本の曲を紹介しました。「ふるさと」、「天城越え」な

ど有名な曲を訪問団で歌いました。とっても楽しむことができました。 

 最後にニューヨークです。ニューヨークは２泊３日のスケジュールで見学しました。私の

中で印象に残っているのは、タイムズスクエアで買い物をしている時にいた色々な仮装を

していた人たちです（笑）。見ていると、とても面白く感じました。ただ、迷惑だなって印

象も持ちました。ホテルの部屋も楽しいことの一つでした。高校生３人部屋だったのです

が、とっても楽しかったです。 

今回の研修を通して、１つ１つの自分の能力がレベルアップできたのではないかと思い

ました。はじめは、挨拶するのも一苦労だった私が、最後の挨拶の時には、たくさん話し

たいことがあって話が弾んでしまったのを覚えています。今回の研修では、私の英語能力

のスキルアップだけではなく、内面もレベルアップさせてくれました。まず、立候補する

時から１つ変われたのではないかと思います。今までの私は、そんな大きなことにチャレ

ンジする１歩が踏み出せず、たくさんのチャ

ンスを逃してきました。そんな中で七飯高校

に入学し、アメリカへ行く事ができると知り

ました。最初は、また、逃すのかと思っていま

したが、誘ってくれた人のおかげで決心がつ

きました。私はそんなたくさんの人に助けら

れてこの研修を終えられたと思っています。

また、海外への興味を今まで以上に持つよう

になりました。これからも英語を通してたく

さんのことを学んでいきたいと思います。 
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Aoi Tanaka 
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    「海外研修報告書」 

 

七飯中学校２年 阿部
あ べ

 光玖
み く

 

 

 

私は小さい頃から海外に興味がありました。町内の中学校には海外派遣というものがあ

ると知って私にもチャンスがあると思い、姉妹都市であるアメリカ・コンコード町につい

て勉強しました。派遣が決まった時は、今までにないくらいのうれしさで頭がいっぱいに

なりました。 

 

１０月２９日(月) 

 初めての海外へ。緊張よりも楽しみの方が大きいが、これからアメリカに行くという実

感がなく、よくわからない気持ちで家族と別れました。気が付くと外はボストンの街で輝

いていました。コンコードカーライル高校で、ホスト

ファミリーになるラーナー家と久しぶりに会いました。

半年ぶりの再会でしたが、すぐに会話をすることがで

きました。お土産をあげるととても喜んでくれてうれ

しかったです。私もたくさんのアメリカのお土産をも

らいました。 

 その日の夜は疲れていたのに時差ボケで寝ることが

できませんでした。 

 

１０月３０日(火) 

 コンコードの朝はすごく静かでひんやりしており、気持ちのいい１日がスタートしまし

た。高校には大きく、想像していたよりたくさんの教室があり、驚きでいっぱいでした。

キャサリンの友達はみんなフレンドリーに接してくれて、すぐに仲良くなることができま

した。机に立ったり教室を出て行ったりと、自由なアメリカならではの授業風景に最後ま

で慣れることができませんでしたが、すごく楽しかったです。 

放課後はコンコードの町を散策しました。特に印象に残っているのは、ピザが日本の３

倍はあるのではないかと思うほどの大きさで、１ピースも食べることができませんでした。

この日はたくさんの人と触れ合い、スピーキング力の向上に努めた日だったと思います。 

 

 

 

ホストファミリーと 
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１０月３１日(水) 

 待ちに待ったハロウィーン。朝から仮装をして学校に向かうと、生徒や先生たちも仮装

をしていて驚きました。当日は学校が運営しているラジオに参加させてもらいました。ラ

ジオへの初めての出演、そして英語で話さなければならない状況にとても緊張していまし

たが、コンコードカーライル高校のみなさんが親切に教えてくれたおかげで落ち着いて話

すことができました。 

コンコードにあるオールドノースブリッジは学校の教科書に載っており、何度も見たこ

とがある橋に来ていると思うと、すごく新鮮な気持ちになりました。 

セーラムでは、魔女狩りについて知ることができました。周りも魔女の仮装をしている

人はあまりいませんでした。 

夜にみんなでコンコードを見て回り、たくさんのキャンディーをもらいました。一緒に

回ったホストシスターが急に知らない人の家でクリスマスソングを歌い、その家の人もつ

られて歌っているのを見ていると、コンコードの人たちは本当にフレンドリーで心が広い

なと思いました。この日は念願のハロウィーンを体験できて良い思い出になりました。 

 

１１月１日(木) 

 この日はドッチボールをアメリカ版と日本版どちらもやりました。体育館では音楽が流

れて、歌ったり踊ったりしながらドッチボールをするという、現地ならではのやり方でと

ても楽しかったです。日本のドッチボールも楽しんでもらうことができたので良かったで

す。 

カフェテリアでのワークショップでは、たくさんの人が来てくれました。私は書道の担

当でした。英語でわかりやすく説明するのはとても大変でした。他にも折り紙や味噌汁を

作り、喜んでもらえてうれしかったです。 

テレビ出演はとても緊張し、英語で自分が言いたいことを表現することは難しかったの

ですが、英単語を繋げて話すことで気持ちを伝えることができました。なかなかできない

体験をすることができたのでよかったです。 

放課後はキャサリンが出る音楽発表会に出席しました。音楽発表会といっても、振り付

けがあり、観客も踊っていて素晴らしかったです。この日はとても忙しかったのですが、

たくさんのことを体験することができ、アメリカの文化を知ることができました。 

 

１１月２日(金) 

 学校ラストということもあり、少し寂しい気持ちで登校しました。訪問団のみんなでボ

ストンに行きました。久しぶりにみんなと会ってホッとしました。とても楽しみにしてい

たハーバード大学では、ジョン•ハーバード像の足を触り学力向上。訪れた人みんなが触る

ので、足の部分だけ色が取れていました。感激でいっぱいになりました。 

放課後はショッピングモールに連れて行ってもらいました。買い物をしている間、私が

見る限り、ほとんどの人はカードでお会計を済ませていました。中でも、小学生くらいの

子が自分のカードを持っていて驚きました。この日は私がアメリカでやってみたいことが

できて、夢のようでした。 
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１１月３日(土) 

 まだ時差ボケが治らず、朝の１０時に起きました。今日はポットラックパーティーに参

加しました。家の大きさに圧倒されながらも、楽しむことができました。集まった人たち

でイカ踊りをしました。最後まで笑顔で踊っていて、楽しんでくれたので良かったです。

その後、２時間くらいかけてホストファミリーの別荘に行きました。もう暗くて、周りが

見えなかったのでキャサリンと映画を観て、たくさんのことを話しました。この日はコン

コードの方々が本当に親切にしてくれて感謝でいっぱいになりました。 

 

１１月４日(日) 

 ホストファミリーと一緒に過ごす最後の１日で

した。キャサリンに島を案内してもらい、ショッピ

ングをしたり、ロブスターを食べたり、島を満喫し

ました。 

コンコードに帰る前にホストマザーとお別れを

しました。また遊びにおいでと言われた時、涙が出

そうになりました。この日１日過ごしたことで、日

常会話がまだ足りないことがわかりました。これ

からの課題を見つけることができた日でした。 

 

１１月５日(月) 

 朝早くからホストファミリーは見送りに来てくれました。別れるときにもう一度会うと

いう約束をすることができました。別れるのは悲しかったけど、笑顔で手を振り返しまし

た。 

バス移動の末、最先端のニューヨークに着きました。最初にトップ・オブ・ザ・ロック

の展望台に登りました。周り全てがビルで、この展望台以上に大きな建物もたくさんあり、

驚きました。よく生中継をやっているロックフェ

ラーセンター前のスケートリンクにも行きまし

た。テレビで何度も見たことがある光景にテンシ

ョンが上がりました。一度は行ってみたいと思っ

ていたタイムズスクエアにある電光掲示板を見

たとき、夜なのに朝みたいで不思議な感じでした。

サイレンの音、人々の話し声、さすがアメリカだ

と思いました。 

 

 

１１月６日(火) 

 もう一つ、一度は行ってみたいと思っていた場所、自由の女神像を見に行きました。な

かなか見ることのできない自由の女神像の後ろ姿は足が少し浮いていました。新たな発見

ができてよかったです。 

島の絶景スポット！ 

タイムズスクエア 
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国連では、会議をしているところを見ることができました。スタッフの方の説明をなか

なか理解することができなく、もっと英語の勉強をしなければいけないと思いました。バ

スを走っている途中、映画の撮影がいたるところで行われていてすごかったです。 

 

１１月７日(水)〜９日(金) 

 アメリカで目覚めるのはこれが最後。もう飛行機に乗って日本に帰ると考えるとすごく

嫌で、もっとアメリカで過ごしたいと思いました。しかし、日本に着くと日本語で溢れる

空間がとてもうれしくて、アメリカは最高だけど日本は大好きなんだなと感じました。 

 

研修を終えて 

 私はこの研修を通して学んだことはたくさんあります。その中でも自己主張の大切さを

知ることができました。そして、たくさんの刺激を受けて帰ってきた今は、この体験を生

かし、未来に繋げていきたいです。 

最後に、今回の海外派遣に関わった全ての方々に改めて感謝します。このような貴重な

経験をさせていただき本当にありがとうございました。 
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イカ踊り楽しかった！ 

足が少し浮いている）） 

運良くカーテンが開いていた！！ 

Zombie and 魔女 
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NEW YORK 

THE BEST ! 
 

Miku Abe 
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    「夢に見たアメリカ」 

 

七飯中学校２年 藤井
ふ じ い

 真
ま

穂
ほ

 

 

  

私はこの海外交流派遣研修というものがあることを知って、「絶対に行きたい！」と思い

ました。そして、参加できることが分かったときは本当にうれしかったです。この１２日

間は私にとって貴重な経験になりました。 

  

１０月２９日（月） 

 今からアメリカに行く、という実感が全くないまま成田空港を出発しました。長い長い

フライトを終え、ボストンに着きました。何事もなく入国審査を通り、コンコードカーラ

イル高校に行きました。ロビーに着くと、ホストファミリーの方々が温かく迎えてくれま

した。そして自己紹介をしてホストファミリーの家へ向かいました。その日は時差を体験

し、初めて海外へ来たのもあったので疲れがたまり、早めに寝ました。 

  

１０月３０日（火） 

 コンコードカーライル高校はとても大きく、４年前に立て直したこともあり綺麗でした。

ホストファミリーのアビーと校内を移動しているとき、目が合った生徒は私に笑いかけて

くれました。私はなんてフレンドリーなんだろうと思いました。授業中に、生徒が席を立

ったり飲み物を飲んだり、教室を自由に出たり入ったりと、日本では有

り得ない風景を見て驚きました。 

学校が終わるとアビーとその友達とスターバックスやピザ屋に行き

ました。ピザは直径５０㎝ほどで、１ピースは顔の大きさ以上あって大

きかったです。そして家に帰り、夜は一緒にホームステイしていた桃子

さんと日本のお土産を渡しました。お菓子や雑貨など、とても喜んでく

れたので良かったです。するとホストファミリーもアメリカの物をプ

レゼントしてくれたのでうれしかったです。ダドリー家には犬がいて、

名前が『ＣＯＤＡ』といいます。人懐っこかったのでたくさん触れ合う

ことができました。 

  

１０月３１日（水） 

 この日は高校が運営するラジオ局に出演しました。初めは高校生が中心となり、スムー

ズに進めていくのを見てすごいなと思いました。途中から女子中学生で進めていきました。

顔の大きさ以上のピザ 
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上手く英語で自己紹介ができてほっとしました。 

その後はハロウィーンの仮装をみんなでしてコンコードの観光をしました。ウォールデ

ンポンドは綺麗な色をしていて大きな湖でした。他にもオールドノースブリッジという橋

にも行きました。コンコードの歴史は深いんだなと思いました。 

その後はバスに乗り、魔女狩りで有名なセーラム市へ行きました。本場アメリカのハロ

ウィーンの仮装は、家族で一緒に揃えていたり、中には仮装をしてサックスを吹いている

人もいました。また、日本のアニメキャラクターの仮装をしている人もいて、日本のアニ

メは有名なものがたくさんあるんだなあと改めて感じました。 

  

１１月１日（木） 

 この日は朝からドッヂボールの試合があり、アメリカ人の投げるボールは速く、スリリ

ングでした。日本文化の紹介コーナーでは緑茶やみそ汁が人気でした。家に帰り、アビー

とＣＯＤＡと家の体育館でバスケをしたり、少しずつ仲良くなっていきました。 

  

１１月２日（金） 

 この日はボストンに行きました。見上げる程

高く、ガラス張りの立派な建物が多くあるとい

う印象が強い街でした。世界的に有名なケンブ

リッジ市のハーバード大学は、目の当たりにす

ると歴史的で感慨深かったです。 

 

１１月３日（土） 

 朝から私たちは家の体育館でバスケをしたり、アメリカで流行っている曲やダンスを教

えてもらいました。私と桃子さんも日本で大流行の『Ｕ．Ｓ．Ａ』を教えました。すると

アビーは「知ってる！」と言い、踊りました。 

午後は私のホームステイ先でポットラックパーティーが開かれ、日本や英語の歌を歌い

交流を深めました。その夜はみんなとボストンで夕食をとり、お店を回ったりして過ごし

ました。アビーとタピオカミルクティーを飲んで話して楽しかったです。 

  

１１月４日（日） 

 この日はホストファミリーとりんご狩りに行き、りんごをたくさん採って丸かじりして

楽しみました。その後にボストンのデパートに行きました。時間があまりなく、ゆっくり

回れなかったけど、アビーと話せて楽しかったです。最後はＣＯＤＡのムービーを撮って

みんなで遊びました。 

 

 

 

 

 

迫力のあるハーバード大学 
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１１月５日（月） 

 朝、ＣＯＤＡを撫でてから家を出発しました。集合場

所に着き、昨晩書いた手紙を渡すと、別れ際にホストマ

ザーとアビーがハグしてくれました。とても楽しく充実

した１週間でした。 

バスに揺られ、ついにニューヨークに着きました。テ

レビで見ていた景色が目の前にあることが本当に信じら

れませんでした。しかし、怪しい人がたくさんいて怖かったです。 

 

１１月６日（火） 

 この日は自由の女神像を見学後に昼食。アメリカらしいボ

リュームのある料理でした。その後に行った国連本部は、普

段閉まっているカーテンが偶然開かれていて、運よく会議場

を見ることができました。 

  

１１月７日（水）～９日（金） 

 行きより３時間ほど長い帰りのフライトを経て日本に着きました。空港では両親や役場

の方が出迎えてくれて、ほっとしました。 

 

感想 

 今回、私が一番学んだことは人見知りをしない、フレンドリーさをもつアメリカ人を見

習わなければならないことです。知らない人でも目が合ったら無視をしないで笑いかけて

くれたコンコードカーライル高校の生徒は本当に良い人たちでした。この報告書には書き

きることができないほどたくさんのことがありました。どれもこれも全て私の人生で大き

な意味を成すと思います。 

この研修が無事にできたのは役場の方々の力、支えてくれた家族、そしてホストファミ

リー、一緒に行った派遣団の方々がいたからこそです。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トップ・オブ・ザ・ロックからの景色 

チキンとポテトの料理 
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Maho Fujii 
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    「集え研修生たちよ」 

 

大中山中学校２年生 片岡
かたおか

 彩人
あ や と

 

 

  

私はこの研修を通してとてもいい経験をしました。これを見ているあなたに海外研修が

どのような流れで進み、どんなことをするのかを簡単に書きたいと思います。 

初めに、私が海外研修にいきたいと考えた理由を書こうと思います。私は小さい時から

ゲームや海外の映画などが大好きで、あるゲームにコンコード町がでてきました。自然が

豊かで、美しい建物がたくさんあり、特にオールドノースブリッチをぜひ見てみたいと思

っていました。そんな時、中学校に入りチャンスが巡って来ました。昨年の研修生の方々

の報告を聞き、これは行くしかないと思い、中学２年生になるまで待ち、この海外交流派

遣研修に応募して参加することができました。 

   

１日目 

 家族と別れを告げ、函館空港から成田空港へ。そこで昼食を食べることになりました。

中学生でかたまり、そばを食べました。それからロビーで４時間待ち、コンコードへ出発

しました。飛行機の中では映画を鑑賞できると聞いていたので、フライト中はずっと見て

いました。入国審査は怖かったのですが、問題なく入国することができ、ＣＮＮの方が出

迎えをしてくれました。その後コンコードカーライル高校に行き、ホストファミリーに会

いました。私のホストファミリーはウー家でした。それからホストファミリーの家に向か

いました。ホストブラザーのブランドンはシャワーや私の部屋を説明してくれました。そ

の日はシャワーを浴びてすぐに寝ました。 

 

２日目  

朝４時に起きてしまい、ホストファミリーが起きるまでずっと待っていました。アメリ

カではすべての家族がそうだと思いましたがシャワーは朝に浴びるらしいです。朝食はコ

ーンフレークでした。車に乗って高校まで行きました。コンコードカーライル高校は大き

く、それでいて新しくてとてもおしゃれな建物でした。はじめは図書館でミーティングを

しました。高校では朝の放送で私たち訪問団のことについて話してくれたり、目が合うと

手を振ってくれたりしてとても親切でした。 

１時間目は自由時間だったのでその時間はくつろいでいました。２時間目は数学で、先

生は女性でとても背が高くびっくりしたが、握手をしてくれました。ちなみにホストファ

ミリーのブランドンは数学が苦手だそうで嫌がっていました。３時間目はＰＣのプログラ
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ミングの授業でしたが、数学のテストのためブランドンはいませんでした。そして昼食の

時間が来ました。昼食はバイキング形式になっており、チケ

ットを出して取って行きます。中にはリンゴ一個しか食べな

い方などもいました。アメリカに来ていきなりハードで疲れ

ていたのですが、周りの方々の親切な対応で疲れも吹っ飛び

ました。 

その後デイビット先生から姉妹校の説明があり、その後に

美術の授業を受けました。写真がたくさん飾ってあり芸術的

でした。授業が追わった後、解散してブランドンと合流しま

した。夜はブランドンの弟アンドリューと父親とアイスを食

べに行きました。アイスは拳くらいの大きさでびっくりしま

したが美味しかったです。帰って一度ベッドに座った瞬間、

寝てしまいました。 

   

３日目 

 この日も朝５時くらいに起きてしまい、朝のシャワーを浴びて下に降りました。この日

も朝食はコーンフレークでした。研修のほとんどの朝はコーンフレークでした。朝はいつ

もギリギリで、遅れることをあまり気にしていないように思えました。アメリカと日本の

違いだと思いました。 

学校に着くと、昨日と同じくミーティングをして高校のラジオに参加しました。その後

オールドノースブリッジとウォールデンポンドを見ました。オールドノースブリッジはゲ

ームさながらの迫力を感じました。周りの景色といい、とても綺麗なところだったのでび

っくりしました。 

その後、バスでセーラム市に移動し、市内を見学しました。昼食を食べた後、セーラム

市のお店に行きました。ハロウィーンの町で知られているセーラム市を探索するのは楽し

かったです。 

コンコードカーライル高校に戻ると、サイファイクラブ（日本のアニメが好きな人が集

まるクラブ。ほかの高校にはなかなか見られないクラブらしい）のミーティング＆ピザパ

ーティーに参加して、サイファイクラブのみんなとアニメを鑑賞しました。某格闘系アニ

メみたいに筋肉モリモリなサンタクロースが子どもに夢を叶えるというもので、クレイジ

ーだったが、場の空気が和み良かったです。帰宅後、仮装をして他の研修生たちとホスト

シスターとともにコンコードを回り、ハロウィーンを楽しみました。夕食はステーキでと

ても美味しかったです。ブランドンはお母さん

にカロリーが低めなものにしなさいと怒られて

いました。アンドリューはダンスをしていて、

とても賑やかでした。帰ったらとても疲れてい

たのですぐに寝てしまいました。 

 

 

チョコミントの 

アイスクリーム 

ブランドンの弟アンドリュー 
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４日目                                          

 この日はいつものコーンフレークではなくダンキンドーナツというチェーン店で食べる

といってくれたのですが、遅刻しそうになっていて、少し焦りを感じながら高校に向かう

と案の定遅れてしまい、遅れないようにしてと言えばよかったと思いました。 

いつも通りミーティングをしてから体育の授業に参加しました。先生はムキムキな体を

していてかなりハンサムでした。授業ではドッチボールをしました。アメリカのルールと

日本のルールの二種類やりました。それぞれ動きやすい服装で参加しており、アメフト部

の人は部活の格好で来ていました。案の定、その人（背番号２３番）は強く、ボールが速

いためとても活躍していました。また、ボールを投げるのが苦手な人でも投げやすい球を

使うため、私でも扱いやすかったのでこれはぜひ日本にも取り入れてほしいと思いまし

た。 

その後、コンコードカーライル高校の吹奏楽部の方々が演奏を披露してくれました。昼

食の時間は日本文化の紹介をしました。その後、ＣＣＴＶというテレビに出てインタビュ

ーを受けました。インタビューではアメリカでやりたいことなどたくさんの質問を受けま

した。その後解散し帰宅しました。この日は疲れていなかったのでアンドリューとバトミ

ントンをして遊びました。ブランドンは宿題を一生懸命やっていたので邪魔しないように

していました。 

 

５日目 

 この日もいつも通りコーンフレークを食べてから高校に行き、ミーティングをして授業

を受けました。１時間目は社会でした。先生が気さくに話しかけてくれて、しかもお菓子

もくれました。「君を今日からボブと呼ぶ」と言っていて、とてもノリが良かったです。

２時間目はブランドンがテストのためロビーで待つことにしました。 

授業が終わるとスクールバスでボストン市隣のケンブリッジ市に行きました。市内は綺

麗な建物が多く建っており、とてもすごかったです。市内には公園があり、その公園には

ジョージ・ワシントンの像などがありました。そしてクインシーマーケットで昼食を各自

で食べました。その次にハーバード大学にも行きました。ハーバード大学はとても大きく

立派な建物でした。 

その後コンコードカーライル高校に向かいそこで解散しました。買い物などで疲れてし

まい、一度仮眠をとりました。その後夕食を食べもう一度寝ました。   

 

６日目 

 ６日目の朝はぐっすり眠れて満足でした。朝食はダンキンドーナツで食べることにな

り、私はボストンドーナツとベーグルサンドを頼みました。お金まで払ってもらい、ホス

トファミリーには親切にしてもらい感謝しかなかったです。 

その後、家に帰るとポットラックパーティーに行く準備をしました。しかし集合時間に

なってもブランドンやアンドリュー、父が遅くなり遅刻してしまったのです。これにはさ

すがに怒りを隠しきれなかったです。でも遅れても何も言われなかったので少し驚きまし

た。 
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ポットラックパーティーではみんなで歌ったり、いか踊りをしました。そして第１１代

国際交流員アンドリューから第１２代国際交流員となるサラへの引き継ぎなどがあり、こ

れからも姉妹都市としてがんばっていく意識を高めていくパーティーでもありました。 

パーティーが終わると、家で次の日どこに遊びに行くかをお父さんと決めました。いろ

いろな場所を調べてくれました。私はＬＥＧＯが好きなのでＬＥＧＯのディスカバリーセ

ンターに行きたいと言ってみました。しかし、調べてみたところ５～１０歳が対象と書い

てあったので諦めました。最終的にサイエンスミュージアムに決定し、家族でそこに行く

ことになりました。 

 お土産を渡そうと思っていたけどなかなか忙しくて渡せてなかったので、この日に渡そ

うと侍の甲冑が書いてある箸をプレゼントしました。お父さんは箸を集める趣味があるら

しくとても喜んでいたのでこっちもうれしかったです。 

 

７日目 

 この日は待ちに待った家族でのお出かけだったのでうれしくて早く起きてしまいまし

た。車で１時間かけてボストンに向かい、サイエンスミュージアムに行きました。中には

それぞれの分野の区域が分かれていました。特に３６０度見渡すことができる映画館が大

迫力で、自然を楽しむことができました。その後、

ピザ屋に行きました。そこは行列ができており、４

０分くらい待って店の中に入るとテレビが置いてあ

り、バスケやアメフト、野球などの観戦ができまし

た。ピザはかなり大きかったのですが、美味しかっ

たのですぐにみんな食べてしまいました。なぜかウ

ー家はピザの端の固い部分を食べないで持ち帰って

いました。後日、冷蔵庫を見るとその部分がありま

した。何に使うのかはいまだに謎です。 

 

８日目 

 ついにお別れが来てしまい、朝はとっても悲しかったです。お父さんはこの日からカナ

ダに出張予定でした。普段の料理はお父さんが担当でしたが、今日はお母さんが担当して

いてコーンフレークではなくオムレツを作ってくれました。バスに乗る前に最後の挨拶を

言い、バスに乗り込みました。向かう最中、ウー家を何度も思い出し、とても寂しかった

です。 

ニューヨークに着くと高層ビルが立ち並んでいました。それだけではなく、落書きがと

ても多かったのを覚えています。１時間くらいニューヨークを視察しました。ハドソン川

やそこの近くに止まっている空母などを見ました。その後、昼食を食べに中華料理店のゴ

ールデンユニコーンで食事をしました。食事を終えた後、トップ・オブ・ザ・ロックに登

り、頂上まで行くとマンハッタンの景色を一望できてとてもすごかったです。そしてホテ

ルに行きました。ホテルの名前はウェリントンという名前で豪華なホテルでした。 

 

ピザを食べるウー夫妻 
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９日目 

 この日の朝食は目玉焼きとサラダとコーヒーでした。朝食の目玉焼きはすごく美味しか

ったです。 

その後、自由の女神を見に行ったりお土産を買ったりしましたが、一番印象深かったの

は国連本部です。身体検査を受けて中に入ると、他国からの送り物がたくさんありまし

た。階段を降りると、売店があり、国連でしか買えないようなものがありました。そこで

買い物した後、国連本部を視察しました。案内役は中国の方でした。世界平和を願って描

かれた絵や送られている物資などの説明をしてくれました。また地雷や手榴弾など紛争で

使われているものが展示されており、いろいろな説明をしてくれました。 

説明が終わり外に出ようとすると、出口が改札になっており通れなくて自動で開くと思

い行こうとしたら，開かなくてぶつかってしまい、監視している人が真顔で見てくるのが

怖かったです。その横に普通の出口があったので恥ずかしくもありました。 

 

１０日目 

 この日も昨日と同じ朝食を食べました。この日は日本に帰る予定だったのでジョン・

Ｆ・ケネディ国際空港に行きました。そして飛行機で東京に向かいました。ついに帰ると

思うと楽しみでしたが、同時にもう少しアメリカに行きたいと思いました。 

 

１１日目 

 この日は移動が長くバスではほとんど寝ていました。そして成田ビューホテルというホ

テルに泊まりバイキングの夕食を食べたのですが、周りの人が日本人といういつも通りの

生活に戻ったので安心感がありました。 

 

１２日目 

 ついに帰ってきたと思うととてもうれしかったです。空気もとても美味しく感じまし

た。全員無事で帰ってきたことに喜びを感じ、良い経験をしたと思いました。家に帰ると

ご飯をすぐに食べました。時差ボケは４日ぐらいですぐに治りました。 

 

最後に 

 アメリカでは、すべての人がノリが良く気さくに

話してくれたり親切な方がたくさんいました。 

この研修を通して英語の力はもちろん積極的に話

す大切さや何も頼らないでしゃべってみるというす

ごく大切なことを学ばせて頂きました。このような

経験をたくさんの方々に伝えると共に私のこれから

の生活に生かしていきたいと思いました。 

 

 

 

ホストファミリーのみんな 
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Ayato Kataoka 
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     「海外研修を終えて」 

 

大中山中学校２年 七崎
ななさき

 桃子
も も こ

 

 

 

憧れていたコンコードへの研修は、自分の想像をはるかに超える貴重な経験とたくさん

の人との出会いがありました。 

 

１０月２９日（月） 

 あまりにも楽しみにしていたせいか、２日前から微熱が下がらないまま出発日を迎えま

した。初めての海外研修に緊張と不安な気持ちでいっぱいでしたが、笑顔で家族と別れま

した。１３時間のフライトを終え、バスで移動し、コンコードカーライル高校へ。そこで

はホストファミリーが温かく迎えてくれました。対面式を終えて家に到着すると、家の広

大さに驚きました。ファミリーへ一緒に宿泊する真穂さんと日本からのお土産を紹介しな

がら渡しました。ファミリーは私たちへのプレゼントも用意してくれていて、初日から親

しみやすさを感じて一気に緊張がほぐれました。 

 

１０月３０日（火） 

 登校日初日。学校の授業は自由な雰囲気で、積極的に意見交換をするとても活気あるも

のでした。私はＰＣを使って３Ｄの作品を作るという美術の授業に参加しました。現地の

生徒は慣れた手つきでサクサク作業をしていましたが、私は難しくて全くできませんでし

た。校内ですれ違う生徒はとてもフレンドリーで、私もすぐに打ち解けることができまし

た。 

学校帰り、アビーにピザ屋とショップに連れて

行ってもらいました。ピザは１ピースが顔のサイ

ズ程もあり、食べきれませんでした。町はすっか

りハロウィンムードで、電線から靴をぶら下げ、

地面から手が生えているような飾りつけもありま

した。家に着くと疲れからか体調を崩したのです

が、お母さんのジェシカさんがミントティーを作

ってくれ、夕飯に味噌汁を出してくれました。夜

はみんなで「美女と野獣」を見ました。 

 

 

ハロウィーンの支度 

～愛犬コダもワニに変身～ 
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１０月３１日（水） 

 この日は高校でラジオに出演する日でした。ラジオでは日本の流行りの曲や天気予報を

紹介しました。学校の中に本格的なラジオ局があることに驚きました。その後、仮装をし

て独立戦争勃発の地やミニットマン国立公園へ行き、オールドノースブリッジを渡りまし

た。また、ウォールデンポンドも訪れました。とても自然が豊かでした。 

次にセーラム市へ行きました。そこでは仮装した人やストリートパフォーマーで賑やか

でした。セーラム市は魔女狩りが行われた地として有名で、町を歩くときにはその悲しい

事件があったことを忘れずにいてほしいという説明を受けました。夜にはみんなでハロウ

ィーンの仮装をして回りました。 

 

１１月１日（木） 

 この日は学校でドッジボールをしました。日本のルール

と少し違っていましたが、とても盛り上がりました。ま

た、コンサートバンドの授業にも参加しました。私も楽器

を借りて一緒に演奏し、大変貴重な経験ができました。次

に日本文化の紹介をしました。私は味噌汁とお茶の担当

で、たくさんの人が来てくれました。他にも、折り紙や習

字などを披露しました。テレビにも出演しましたが、英語

の質問に答えるのが難しかったです。家に帰り、コダ（飼

い犬）とたくさん遊びました。ファミリーと晩御飯を食べ

ながら大谷翔平選手の話をしました。彼はアメリカでもス

ーパースターだそうです。家族団らんの時間はとても楽し

かったです。 

 

１１月２日（金） 

 ボストン訪問日。まず、私たちはパブリックガーデンを散策しました。公園にはハトや

カモ、リスがたくさんいて、とても可愛らしかったです。次にクインシーマーケットで昼

食を取り、その後、船に乗って移動しました。船から見るボストンの街はとても綺麗で、

まるで自分が絵の中にいるかのようでした。ケンブリッジ市では名門ハーバード大学へ行

き、学力向上を願ってジョン・ハーバード像の左足を触ってきました。訪れる人の多くが

この足をなでていくので、つま先の銅の色が剥げて黄金に光っていたのが印象的です。た

くさんの芸術に触れた一日となりました。 

 

１１月３日（土） 

 この日は午前中にアビーと真穂さんと三人で、家の中にある体育館でバスケットボール

をしました。午後からは研修団と全てのホストファミリーがダドリー家に集まり、ポット

ラックパーティーが始まりました。全員でいか踊りを踊ったり、ギターに合わせて日本の

「ふるさと」を披露したり、会話しながら食事をしたりしました。たくさんの人と交流で

きて、夢のような時間でした。パーティーが終わって少し休憩した後、夜のボストンの街

日本文化紹介 

～交流を深めてきました～ 
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を散策しに出かけました。明日がファミリーと過ごす最終日だと思うと、とても寂しい気

持ちになりました。 

 

１１月４日（日） 

ファミリーと過ごす最後の日なのに、時計を見ると１０時！寝過ごしたと慌てている

と、サマータイムのおかげで１時間さかのぼると聞いて一安心。急いで準備をし、リンゴ

狩りへ行きました。リンゴ狩りではトロッコにも乗り、大自然を満喫してとても楽しかっ

たです。その後、ショッピングセンター

にも行きました。夕食にお母さんが市場

で買ってきたミートローフを食べまし

た。最後の日なので別れることの寂しさ

を伝えると、「私たちもよ」と言われまし

た。ＮＹへ向けての準備をし、ファミリ

ーへの手紙を書いていると涙が出そうに

なりました。 

 

１１月５日（月） 

 朝、ジェシカがお弁当を作ってくれ、コダにお

別れをして家を出ました。バス停でファミリーと

写真を撮り、ハグをして別れました。アメリカの 

“Goodbye”、「日本のさよなら」を足した「バヨ

ナラ」であいさつをしました。バスの中でファミ

リーが作ってくれたアルバムを見ていたら、涙が

止まらなくなりました。ＮＹに着くと、街を一望

できると有名な “Top of the Rock” という超高

層ビルの展望台から景色を見ました。少し曇って

いましたが自由の女神も見え、本当にＮＹにいるんだと感動しました。夕食は “Planet 

Hollywood”へ行きました。そこにはハリウッド映画に使われた衣装や小物が展示されて

いたり、有名な俳優たちの手形とサインが飾られていました。 

 

１１月６日（火） 

ＮＹ２日目。フェリーに乗ってエリス島へ行き、自由の女神を視察し

ました。テレビでしか見たことのなかった自由の女神はとても綺麗で大

きかったです。その後、グラウンドゼロを視察しましたが、多くの人が

命を落としたその場所は、未だに深い悲しみに包まれていることを感じ

ました。午後からは国連を訪れ、実際に会議を見学することもできまし

た。世界平和を祈るアートや、各国からの平和を訴える品々が並んでい

ました。夜のホテルで、明日日本に帰ると思うと、とても寂しい気持ち

でいっぱいでした。 

 🍎🍎リンゴ狩りにて🍎🍎  

Planet Hollywood での夕食 

ニューヨークの 

夜の風景 
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１１月７日（水）・８日（木） 

多くの経験とたくさんの思い出で充実したアメリカ研修を終え、日本へ向けた１４時間

のフライトは達成感からか熟睡であっという間に感じられました。日本に到着すると、日

本語の行き交う空間に安心し、無事に帰ってきたと実感しました。この研修での最後の

夜、ホテルの部屋では中学女子で集まり、話をして盛り上がったり、ゲームやダンスをし

て朝まで寝ずに過ごしました。この仲間たちと一緒に旅をするのもあと少しだと思うと、

この時間がずっと続いてほしいと思いました。 

 

～研修を終えて～ 

この研修で一番変わったと思うことは、自分の視野や考え方が広がったことです。現地

の人は、大変な時もそれを笑い飛ばすくらい心が広く、研修での経験は今まで小さなこと

で悩んでいた自分を変える大きなきっかけとなりました。人に対して親切心を忘れずに笑

顔で過ごすこと、しっかりと自分の意見を相手に伝えることの大切さなど、この１２日間

の研修で数えきれないほど多くのことを学んできました。この研修に関わってくださった

全ての方々へ心から感謝します。素晴らしい経験をありがとうございました。 
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ジョン・ハーバード像の前で 

 

 

Momoko Nanasaki 
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「２０１８ 海外交換交流派遣 研修報告」 

 

大沼中学校２年 久保田
く ぼ た

 夏生
な つ み

 

 

 

 憧れていたアメリカで実際に経験してきた事は全て、私にとってとても大きな宝物と 

なっています。アメリカで過ごした１２日間はとても充実した毎日でした。 

 

１０月２９日(月) 〔１日目〕 

アメリカ、コンコードへの出発日。函館空港に集合し、羽田空港、成田空港と移動して

飛行機に乗り、ついに憧れていたアメリカのボストンローガン空港に到着した。不安だっ

た入国審査も無事に通過することができた。空港からバスでコンコードカーライル高校へ

移動し、ホストのキラ・ジョンソンとキラの父トムが迎えに来てくれていた。 

始めは何を話したらいいのかわからずにいたが、キラが話しかけてきてくれたのですぐ

に打ち解けることができた。家に着くと、すぐにご飯を食べた。晩御飯はご飯にカボチャ

のスープをかけたものだった。食べたことのな

いような味で新しい味を知ることができた。そ

の後、ホストファミリーからのプレゼントとし

てコンコードの Tシャツを頂いた。      

私が少し風邪気味だと言ったらジョンソン

家で風邪をひいたときの飲んでいるという 

はちみつとレモンの入った温かい飲み物を出

してくれた。家の中はとても広くて、窓も大き

く、さらに家族みんな楽器演奏が得意で、いろ

いろな楽器があり、とても驚いた。      

 

１０月３０日(火) 〔２日目〕 

初の登校日。家と高校が離れているため、スクールバ

スで登校した。キラと一緒に数学、美術、理科の授業を

受けた。理科は実験も一緒にやらせていただいた。日本

とは違って授業中に自由に教室を出入りしたり、立って

歩いたりしていて驚いた。授業自体もほとんどパソコン

を使っての授業だった。特に数学は『自分で問題を解い

て、わからないところを先生に聞く』という授業の進め

ホストファミリーと（右からネーブン、キラ、トム） 

コンコードで友達になった方々 
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方で日本との違いを間近で知ることができた。 

校内を移動している時や授業中でもすれ違った人や近くの席になった人が話しかけてき

てくれて、とてもフレンドリーでいいなと思った。放課後はキラと、キラの友達と一緒に

ドーナツとピザを食べに行った。その後、キラの部活動のラジオ放送へ行き、私もラジオ

に出演させていただいた。学校でラジオを流していることに驚いた。 

 

１０月３１日(水) 〔３日目〕 

一度登校してから、オールドノースブリッジとウォールデンポンドを見学した。オール

ドノースブリッジでは、独立戦争が行われた場所で当時の様子を学ぶことができた。ウォ

ールデンポンドは寒かったが、とても景色がきれいだった。 

その後、魔女狩りがあったセーラム市へ行った。この日はハロウィーンだったので街を

歩くほとんどの人が仮装していた。夜は派遣者として、一緒にコンコードに行った中学生

とそのホストたちと一緒にハロウィーンを周った。家の飾りもとてもクオリティーが高く、

人が通ったら足元から煙が出てくるような仕掛けがある家もあった。 

 

１１月１日(木) 〔４日目〕 

高校の生徒たちと一緒にドッジボールをした。アメリカのルールではたくさんのボール

を使うのでとても疲れたが、それ以上に楽しむことができた。昼休みに日本の折り紙や書

道、味噌汁、緑茶を紹介した。折り紙を教えるとき、英語での説明に少し困ったが、生徒

の方も理解しようといろいろ質問してくれたのでしっかり教えることができ、喜んでもら

えてうれしかった。帰宅してからホストファミリーとショッピングモールへ行った。日本

と比べて、全ての物の大きさの違いに圧倒された。 

 

１１月２日（金） 〔５日目〕 

朝、家族みんなで寝坊したため、スクールバスの中で朝ご飯を食べた。この日は『写真

の授業』を受けた。見たことのない機械や写真の授業の専用の暗い部屋があった。その

後、派遣者全員でボストン市とケンブリッジ市へ行った。 

ハーバード大学では、学力向上を願ってジョン・ハーバード像の足を触ってきた。大学

内の図書館がとても大きくて驚いた。放課後、キラの友達と夕飯を食べに行った。高校か

ら結構離れていて歩くのは大変だったが、歩きながらいろいろな話ができた。 

お店では日本での Lサイズ以上の大きなサイズの品が出てきたことに驚いたが、それと

同じくらいアメリカ人の注文数の多さにも驚いた。さらに、生徒はみんなカードを持ち歩

いていて、買い物はすべてカードで支払っていた。 

 

１１月３日（土） 〔６日目〕  

朝はゆっくり起きて、ポットラックパーティーへ向かった。パーティーをした家には体

育館があり、そこでコンコードの人と一緒にイカ踊りを踊った。このパーティーをきっか

けに私のホストファミリー以外のアメリカ人とも仲良くなれた。 
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その後、地下鉄に乗ってボストン市へ行った。改札が一番日本と違い、通る時少し怖か

ったが無事に通ることができた。 

ボストン市では人気のカップケーキを食べた。私はチョコレート味のカップケーキを食

べたがとても甘く、飲み物がなくて食べるのにとても苦労したが、クリームの部分はとて

もふわふわだったので美味しかった。 

アメリカでは、日本の『無印良品』が人気のようでコンコードの人が行きたいと言った

ので少しだけ寄った。 

 

１１月４日（日） 〔７日目〕 

１日をホストファミリーと過ごした。キラは用事があった為、トムとキラの弟のネーブ

ンと一緒にリンゴ狩りへ行った。 

リンゴは木の高い所にしか生ってなかったが、トムもネーブンもどんどん高い所まで梯

子を上って採っていたので驚いた。日本の品種の『ふじ』も実っていた。 

家に帰ってから、トムとネーブンと採ったリンゴを一緒に食べた。その後、キラが出演

するオーケストラを見に行った。キラはドラムを担当していてとてもカッコよかった。 

夕飯は私が食べたいと言っていたハンバーガーを食べに連れて行ってくれた。ポテトも

頼んでくれたが、ハンバーガーもポテトもとても多くて、食べきることができなかった。 

 

１１月５日(月) 〔８日目〕 

 ホストファミリーとのお別れの日。ホームステイが始まるまでは 1週間は結構長いかな

と思っていたが、振り返ってみるととてもあっという間の１週間だった。キラ、そしてコ

ンコードでできた友達と笑顔でお別れした。 

その後、ニューヨークへと向かった。夕方に

ホテルを出て夕飯を食べに行った。チーズバー

ガーを食べたがやはりとても大きくて食べきる

ことができなかった。 

その後、タイムズスクエアで買い物した。と

ても有名で憧れていたところに行くことができ

てとても楽しかったが、危険そうな人もたくさ

んいて少し怖かった。夜は周りがとても明るか

ったが、疲れていたのですぐに寝ることができ

た。 

 

１１月６日(火) 〔９日目〕 

 ニューヨーク２日目。バスで自由の女神に向かった。雨が降っていたので少し残念だっ

たが、自由の女神を間近で見ることができてうれしかった。フェリーで島から離れる時

も、少しでも長く自由の女神を見ていたくて、雨は降っていたが、少し濡れながらでもず

っと外から見続けていた。 

憧れ タイムズスクエア 
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その後、国連へ行った。全て英語でのツアーに

参加し、国連内を見学する中で実際に 行われて

いる国連の会議も見ることができた。日本に原爆

が投下された当時の写真や投下されたところにあ

ったものが展示されていた。夕方は再びタイムズ

スクエアへ行って夕飯を食べ、買い物をした。も

う明日にはアメリカを離れると思うと寂しく、ま

だまだアメリカに居たいなという気持ちが強かっ

た。 

 

１１月７日(水)～８日(木) 〔１０～１１日目〕 

日本への帰国日。朝起きた時から帰るのが嫌

で、もっとこの時間が続けばいいのにと思ってい

た。飛行機が飛び立つと、窓からアメリカの領土

が見え、もうアメリカから離れてしまったと思うと寂しい気持ちになった。 

日本に着くと、当たり前だが周りはみんな日本語で話していて、いろいろな標識も日本

語で書かれていたのを見て日本に帰ってきたんだなと実感した。夜は時差ボケをしていて

全く眠れなかった。 

 

１１月９日(金) 〔１２日目〕 

 ホテルから羽田空港まで移動し、羽田空港から飛行機で函館に帰ってきた。空港内で人

とぶつかってしまったとき、思わず「sorry！」と言ってしまって私自身も驚いた。 

 

感想 

私にとってこの研修はとても貴重で大変有意義な経験となりました。ホームステイをし

たことでアメリカの家族の雰囲気を、学校へ一緒に行き授業を実際に受けたことでアメリ

カの学校生活を、間近で見て、触れて、知ることができました。 

その中で、アメリカ人のフレンドリーさを私達も見習わなければならないと思いまし

た。相手からたくさん話しかけてきてくれたからこそ、早く打ち解けることができた場面

がたくさんありました。そういう場面を、私自身が経験してアメリカ人のいいと思ったと

ころを私も真似してみようと思います。 

そして、私の周りの人にアメリカの話をたくさんして、伝えていけたら良いと思いま

す。コンコードで出会った人とこれからの連絡をとって、今度は私自身でアメリカ・コン

コードに行きたいと思っています。 

最後になりましたが、今まで支えて下さった役場の皆さん、ホストファミリー、コンコ

ードで出会った方々、そして家族に改めて感謝しています。とても貴重な体験をさせて頂

き、本当にありがとうございました。 

 

 

Statue of Liberty（自由の女神） 
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Natsumi Kubota 
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「平成３０年度 
七飯町海外交流派遣研修事業に参加して」 

 

                    引率教員 七飯高等学校長 河合
か わ い

 宣
のぶ

孝
たか

 

 

 

○はじめに 

 北海道と命名されて１５０年。記念すべき２０１８年に本道と深い縁を持つマサチュー

セッツ州を訪問し、とりわけ七飯町と姉妹提携を結んで２１年目を迎えるコンコード町で

の７日間のホームステイを通じて交流を深めることが出来たことは、忘れることの出来な

い大きな経験であると同時に生涯の財産となりました。 

 北海道開拓使顧問ホーレス・ケプロン氏、札幌農学校初代教頭のウィリアム・クラーク

氏、第２代のウィリアム・ウィーラー氏はじめ、マサチューセッツ州出身の多くの方々が

本道開拓に大きな貢献をされました。とりわけウィリアム・ウィーラー氏は、コンコード

町出身で札幌農学校教頭時代に新渡戸稲造、内村鑑三を始め多くの偉人の教育に携わると

ともに、時計台や橋梁、畜舎など多くの建造物の設計に携わりました。七重官園の家畜房

も設計しました。コンコードカーライル高校では、スライドを用いて高校生に七飯町・七

飯高校の紹介とこれらの北海道とマサチューセッツ州との関係などを中心に１時間授業を

しました。 

 今回の訪問では、昨年七飯高校に短期留学をしたデービソン君の祖母の方はじめ、ウィ

ーラー氏の子孫の方と直接お会いでき、交流を深めることができたことは大きな喜びでし

た。 

 

○ホストファミリー バウト家 

 ホストファミリーのバウト家は、ホストマザーのヘザーさん、ホストファーザーのオー

ブリーさん、長女のタリアさん、長男のマティアス君、次男のソーヤー君の５人家族、そ

れにバーニーズマウンテンドッグのウィットニー。ウィットニーはとても賢い女の子で、

呼ぶと飛ぶようにして駆けつけてきます。家族そろってスポーツを愛好し、３人のお子さ

んはみなサッカーのチームに所属して活躍しています。

ヘザーさんは少し前まで地元のサッカー少年団のコー

チをしていたそうです。 

 オーブリーさんは家族思いのとても優しいお父さん

で、食事はできるだけ家族一緒にとり、夕食時には子

どもたち全員に「今日はどうだった？」と話しかけ、優

しくかつユーモアを交えながら会話を楽しみ、私もそマティアス君のチームが勝利！ 
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の中に入れていただき、まさに良きアメリカンファミ

リーの一員を体験させていただきました。 

 コンコード町の教育委員をされているヘザーさん

は、日本語がとても上手で、２０１７年１１月に姉妹都

市提携２０周年「コンコード町行政委員他記念訪問団」

の一員として七飯町へ来町し、ホームステイをされ七

飯町に大変ご好意を持ってくださっており、今回のホ

ームステイでは、私たち訪問団をこれ以上無いぐらい

に温かく迎えてくださいました。 

 

○アメリカの公立校の運営について 

 ホストマザーのヘザーさんは、コンコード町の教育委員をされていらっしゃることもあ

り、日本の学校の制度にとても興味を持っていらっしゃり、毎夕食ごとに、日米の学校に

関わる様々な話題で盛り上がりました。 

 日本の公立学校は、小学校・中学校であれば、ほとんどは設置者が市町村、高等学校で

あれば道や市町村であり、校長はじめ教職員の任命や予算配分は、法に基づいてそれぞれ

の自治体や教育委員会が行います。予算も定数法など様々な法律で定められたとおりに配

分され、全国どの地域の学校でも大きく変わることはありません。 

 それに対してアメリカの学校は、市町村や教育学

校区ごとに教育委員会が設置され、予算や人事権は

教育委員会にあり、例えばコンコード町では年に２

回、町民全員参加可能な「タウンミーティング」が

開催され、予算についてもそこで執行状況や原案を

説明し、反対と賛成の意見を表明し合い、その後、

評決をとって決定していくそうです。コンコード町

やコンコードカーライル学校区は教育をとても大切

にしているところで、教育に関する地域住民の期待と理解・協力はとても大きいそうです。

コンコードカーライル高校も４年ほど前に、大きなステージのついた大ホールやバンド練

習場がある現在の校舎に建て替えられました。 

 コンコード町の町の様子や行政のあり方などを知れば知るほど、様々な箇所に民主主義

が生きていることを感じることができました。さらには、アメリカが独立を宣言した１７

７６年の１００年以上も前に、この地へやって来てアメリカを開拓した、ニューイングラ

ンドの人々の誇りや思いが脈々と息づいているように感じました。 

 

○コンコードカーライル高校の素晴らしい授業 

 コンコード町では、引率者として毎日コンコードカーライル高校へ行き、多くの時間、

生徒と行動を共にしました。生徒が授業に出ている間は、私もできるだけ様々な授業を参

観しました。２０人前後のクラスサイズからなる授業は、どの授業も質疑・応答を中心と

し、生徒の理解力と主体性を育む素晴らしいものでした。とりわけ、デイビッド・ナレン

友達とトランポリンで遊ぶソーヤー君 

幼少時から多くの子がアメリカンフットボール！ 
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バーグ先生の１１年生の国語の授業は、さながら「ハー

バード白熱教室」を彷彿させるものがあり、とても印象

深く記憶に刻まれました。ナレンバーグ先生の授業は教

室自体が異文化理解空間であり、まさに「民主主義の主

権者を育てている現場」と言えるような授業でした。 

 その授業はアフリカの少女の貧困問題を全員で考え

る内容で、エスノセントリズムやポストコロニアリズム

に触れながら、貧困問題を言語の習得をはじめ

とする教育によって解決が可能であろうという

点と、人権の尊さと人類の平等について根本か

ら考えさせる内容でした。授業の進め方も、あ

らかじめ与えられたテキストを事前に読み、先

生の発問に対して生徒が挙手をし、一人一人の

生徒の応答に対して先生がコメントをし、さら

に深めた問いを発するものでした。 

 驚いたのは、生徒がどのような回答をしても

先生は決して否定的な反応をせず、可能な限り

広く解釈して、必ず褒める、という点でした。

質問を広げ、深めて、生徒の考えを引き出し、

肯定し、どんどん生徒の思考を深めていくので

す。生徒の自己肯定感が高まる様子を垣間見る

ことができました。他者を肯定的に認め、自ら

の考えを言語化して発言する、まさに民主主義

における主権者の根幹をなす資質のようなも

のが育まれているように感じました。 

 

○おわりに 

  私にとってアメリカへの旅行は今回が初めてであ

り、見るもの聞くこと全てが新鮮で、忘れることので

きない思い出・財産となりました。特にＣＮＮや七飯

町の方々をはじめ、今回の交流に関わってくださった

全ての方々には、日ごとに感謝の気持ちを強く抱いて

おります。町づくりや地域づくりに積極的に関わり、

良いと思ったことはすすんで実行する、他者を尊重し、

賞賛する。感謝の言葉を期を逃すことなく言語化し、

表明する、家族を大切にし社会貢献の気持ちを忘れな

い、エネルギッシュな人々、自由と平等の国、アメリ

カ。 

 国際交流は国境を越えて人と人の心がつながり合

ＣＣＨＳ校内見学 

ナレンバーグ先生の素晴らしい授業！ 

CCHS の生徒と一緒にドッジボール 

CCHS と七飯高校の友好記念プレート！ 
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う、教育においても、人生においても「夢と希望」の部分なのではないでしょうか。今後

は、今回の経験を生かして、七飯町とコンコード町との関係が一層深まることを祈念して、

微力ながら専心努力してまいりたいと考えます。関係の皆様にはこの場をお借りして重ね

てお礼申し上げます。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

2018 Nanae Delegation’s Report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1877-79   William 
Wheeler
(Concord,MA)
2nd president of
Sapporo Agricultural 
College

History of Hokkaido

 授業の様子 笑顔は万国共通！ 

 日本文化紹介、多くの生徒が！ 

 図書館には多くの日本のマンガが。大人気 

吹奏楽で大歓迎！ 

 ラジオ番組作成放送体験！ 

ウィーラー氏について授業  ウィーラー氏の御子孫 

とお会いできました。 

道井縁一郎ボストン総領事様 

が参加してスピーチ！ 

グラウンドゼロ。 

記憶がよみがえる。 
走るニューヨーカー。 

独立戦争の墓碑。 

英国兵士の母親たちが建設。 

コンコード町と七飯町の結びつきはトムさんと 

スーザン・カーティンさんの多大なるおかげ！感謝！ 

Nobutaka Kawai 
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「七飯町海外交流派遣研修を終えて」 

 

町民代表 髙
たか

橋
はし

 敏夫
と し お

 

 

 

出発 

１０月２９日、函館空港から妻、参加者の家族、

政策推進課の皆さんに見送られ、さらに、成田空港

では娘に見送られてアメリカ合衆国マサチューセ

ッツ州コンコード町へ向け、いざ出発。成田空港か

らは約１３時間のフライト、機内では３本の映画を

楽しみながらボストンローガン空港に到着。新婚旅

行以来、２６年ぶりのＵＳＡ第一関門の入国審査に

少し緊張。トム・クルーズこと西川さんが先頭で入

国審査を受け、「以下一緒の団体です。」と付け加え

ていただいたため、パスポートの提示だけで、あっけ無く入国審査をパス。「出発前に受け

たアンドリュー講師による入国審査の事前講習は何だったのだろうか。」と、緊張が一挙に

解けていきました。 

到着ロビーでは、ＣＮＮメンバーからの暖かい

歓迎を受け、代表のスーザンさんと自己紹介を交

わし握手とハグ。その後、スクールバスでＣＣＨ

Ｓ（コンコードカーライル高校）へ。そこではホ

ストファミリーとデイビット先生に出迎えてい

ただき対面式が行われました。その場には４月に

七飯の我が家にホームステイしたブランドンく

んと彼の両親の顔もあり懐かしく思いました。 

 

クラッツリーさんと約束の再会 

私のホストファミリーのクラッツリーご夫妻とは、昨年１１月に姉妹都市２０周年再調

印式で来町した際に、我が家でホームステイをして以来一年ぶりの再会でした。その際に

ジョンさん＆ホリーさんから「トシオはコンコード町に来ないの？」との声がけに「七飯

町海外交流派遣研修に参加できる様に挑戦してみます。」と再会を誓っていました。まさか、

１年足らずでコンコード町のクラッツリー宅を訪れることができるとは、、、感無量でした。 

クラッツリー宅では、英語の勉強不足はスマホのアプリで補い、ジョンさん＆ホリーさ

空港でＣＮＮの大歓迎を受ける 

ブランドン君と再会（ウー家族 右ブランドン君） 



 

49 

 

2018 Nanae Delegation’s Report 

 

んもスマホのアプリを通訳に活用し、コミュニケー

ションをとることができ、はじめから緊張もせずリ

ラックスして過ごす事ができました。次回はアプリ

を使わずに英語でコミュニケーションが取れるよ

うになっていたいものです。 

 

 

 

 

 

写らないテレビ 

妻からは、「クラッツリー家には、ＴＶが無いよ。ＴＶ好きのお父さんには大変なホーム

ステイになるかも。」と。しかし、クラッツリー家の居間にはＴＶがあるではありませんか！

ホリーさんに尋ねると、「去年七飯町に訪れて、トシオがＴＶを観るのが好きなことを知っ

ているよ。」私のために急遽ＴＶを用意してくれたそうです。なんてありがたい！しかし、

残念なことに、簡易アンテナのため電波状態が悪く殆んど映らなかったため、見る機会は

ありませんでした。でも、心を尽くして下さったことに、日本人のような「おもてなし」

の心を感じうれしく思いました。 

 

ファミリーの一員 

ある日「孫の発表会や演劇を観に行くけどトシオはどうする？英語でつまらないかも。」

と少し気を使いながら誘ってくださいました。ここぞとばかりに私は「私もファミリーの

一員です！」と家族の行事に積極的に参加させていただきました。『小学生のお孫さんのハ

ロウィーンの発表会』『学生のお孫さんが出演の演劇アガサ・クリスティーの「マウストラ

ップ」の観賞』『ジョンさんと一緒にヨガ教室』等に行き、我が子の発表会を思い出したり、

健康な汗を流したりとアメリカの家庭を満喫できました。日本も、アメリカも『じじ、ば

ば』は大忙しなのです。 

 

コンコード町 

朝の散歩ではワイルドターキーの群れやリスを

目撃するなどコンコード町は自然豊かで、町並みも

綺麗です。今年は紅葉が２週間ほど遅れていたた

め、私たちは鮮やかな赤色と黄色のコントラストに

染まる紅葉の中のコンコード町を楽しむことがで

きました。 

また連日ＣＮＮの方々にコンコード町を案内し

て頂きました。ノースブリッジ、スリーピーホロー

墓地、フルーツランド、オーチャードハウス、ウォ

ールデンポンドなど数々の名所を案内していただ

朝の散歩で出会った（白いワイルドターキー） 

クラッツリー一家と再会（ホストファミリー） 
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いて思ったことは、アメリカ独立戦争勃発の地であり、

「若草物語」の作者ルイ―ザ・メイ・オルコットのオ

ルコット一家やヘンリー・デイヴィット・ソロ―が居

住していた歴史あるこのコンコード町を誇りに思わ

れている方々が住み続けている町なのだと思いまし

た。 

ふと、『住みたいまち 住み続けたい町 七飯』中

安町長の言葉にリンクし、移住組の私ではありますが、

誇れる七飯を、誇れる町民を目指したいと思いました。 

 

恐怖のカップケーキ 

ホリーさんがハロウィーンパーティーのためにカ

ップケーキを作るというのでお手伝い。ホリーさんの

お手本を基に焼きあがったカップケーキにクリーム

を乗せ、その上からトッピング用の綺麗な砂糖菓子を

添えて見事完成。なかなかの出来です（自画自賛）。夕

方、ハロウィーンパーティーでそのカップケーキを頬

張り、そのおいしさときたら？甘い！甘過ぎる！クリ

ームの甘さに私は仮装用のバットマンのマスクの下

で悶絶しました。また後日、ジョンさん＆ホリーさん

のお孫さんの演劇を鑑賞後に出演者スタッフにも、カップケーキが振舞われ、ホリーさん

から「記念だから遠慮せずにトシオも食べて。」と勧められ、思いきり一口ガブっと。カッ

プケーキのクリームの甘さに身震いをしながら完食したのはある意味、忘れられない、コ

ンコードの思い出です。 

 

ホストファミリーとの別れ 

１１月５日（月）早朝コンコード町での日程を終え、ホストファミリーやＣＮＮのメン

バーと再会を誓いつつ皆さんと握手で別れを惜しみながら目頭が熱くなる始末。心をコン

コード町に残しながらもニューヨークへ出発です。 

その後２日間で大都市ニューヨーク市内の視察を終了し、１１月７日、成田空港へ向け

ジョン・Ｆ・ケネディ国際空港を出発。１０日間という長いようで短かった海外交流派遣

研修の最後は機内での６本の映画鑑賞で終えました。 

 

最後に 

この交流事業に対する携わり方が七飯町は役場であるのに対し、コンコード町はＣＮＮ

という有志の集まりが主導していて、両町の人々の考え方や想いは同じでも日本とアメリ

カの携わり方の差を感じました。ホストファミリーのホリーさんに「この交流活動の行き

着く先、目的地は？」と変な質問をしてしまいましたが、「続いていくこと。」という答え

が返ってきました。「継続は力なり」と勝手に解釈し、私もこの交流事業がこれからも未来

恐怖のカップケーキ 

紅葉のコンコード 
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に向け続いて行くための、一役を担いたいと思いました。 

この海外交流派遣研修に参加できたことは、私の人生に色を添えてくれたと思います。

それがどの様な色なのか、何を得たのか、具体的には説明できませんが、この思いを七飯

町に還元していきたいと思っています。また、今後も続く七飯町・コンコード町両町の交

流が継続していく力になれればと思います。海外交流派遣研修に参加させていただき貴重

な経験ができたことを七飯町及びＣＮＮメンバーに感謝申し上げます。 

 

追伸 

自分の目で海外を視、肌で海外を感じることは素晴らしいことですね。今回のアメリカ

合衆国、マサチューセッツ州、コンコード町訪問は、まさに『百聞は一見にしかず』。文章

にできないほど興奮し、楽しみ、緊張し、歯痒い思いもし、恥ずかしいけど思い切って行

動もしました。（歌や踊り、英語でのスピーチ等）第二の人生直前の私でも薄皮の一枚位は

破った気持ちでいます。私ですらこの想いですから一緒に参加した若者たちには、どれ程

刺激になったか計り知れません。七飯町、北海道、更には日本のために活躍できるのでは

と楽しみで仕方ありません。 

 私も負けないように････！ 
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ハロウィンパーティ 

パーティでの合唱 

みんなでいか踊り 

紅葉の町並み 

再 会 

カップケーキ 

ミニットマン 

ホストファミリー 

全員集合 

コンコード町の想い出 

Toshio Takahashi 
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「夢がかなったコンコード視察研修」 

 

町民代表 戸部
と べ

 憲子
の り こ

 

 

 

 始めに、七飯町民代表としてコンコード視察・研修に派遣させていただき、心より感謝

しております。 

 平成３０年１０月２９日、道南地方は悪天候の中、函館空港を出発し、成田空港、ボス

トンローガン空港に全員無事到着しました。ＣＮＮメンバーのスーザンさん、リーさん、

ジュンコさんが笑顔で待っていてくれました。スクールバスに乗り、コンコードカーライ

ル高校に到着して歓迎式があり、そこで私はホームステイ先のジョイス夫妻と初めてお会

いすることになりました。 

 翌日から３日間コンコードを視察しました。初

日はタウンハウスを表敬訪問し、姉妹都市２０年

の記念品として七飯町から贈られたアイヌの着物

を見た後、昼過ぎにコンコードカーライル高校に

行き、２０周年記念のメモリーボードをデイヴィ

ッド先生の説明を聞きながら拝見しました。その

後、ウォールデンポンドに行きましたが、想像して

いたより小さい湖でした。尊敬する思想家ヘンリ

ー・ディヴィッド・ソローがここに一人で小屋を建

て、自然の中で暮らしていた所です。小屋もとても小さかったです。 

 ２日目は、若草物語の作家ルイザ・メイ・オルコットの家を見学することから始まり、

藤城小学校の姉妹校でもあるオルコット小学校を訪問しました。この日はハロウィーンの

日だったので、体育館に児童が全員集合し、各々グループによるとてもカワイイお遊戯を

見せてくれました。お返しに、我々訪問団全員で「ふるさと」などを歌い、みんなでイカ

踊りを踊りました。夜もカーミン宅でハロウィ

ーンの仮装を楽しみました。 

 ４日目は、ハーヴィーウィーラーセンターに

て、コンコードも直面している高齢化問題の話

を担当者から聞き、自由に車で移動できない高

齢者に対して、町が無料で週一回車を出してい

るという話を伺いました。コンコードではバス

やタクシーが無いので、これは必要なサービス

紅葉のウォールデン湖 

コンコードの紅葉 
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だと思いました。昼からヴェリルファーム、フルーツランド等々予定が詰まっていた日で

した。 

 夜、ウェイドさん宅で歓迎パーティーがあり、ボストンの総領事である道井さんという

方が今回初めて来られて、七飯町とコンコード町の友好が２０年以上続いていることにた

いへん喜んで下さり、今後もますます友好が続くようにとエールを与えて下さいました。 

 ４日目は一日ボストンを視察し、５日目はダドリー家でポットラックパーティーがあり、

ダドリー家の体育館でみんなでイカ踊りをして楽しみました。オルコット小学校やポット

ラックパーティーと、とにかくコンコードの人々はイカ踊りが大好きだということが、今

回の視察で良く分かりました。多分、踊りがシンプルだから好かれるのだろうと想像しま

す。 

 ６日目は、私の希望でマサチューセッツ州の南端にあるニューベッドフォードとヘアヘ

ブンに連れて行ってもらいました。日本が江戸時代だった頃、数奇な運命でアメリカに渡

ったジョン万次郎が住んだ町で、彼が暮らした３階建ての家も見ることができました。飛

行機のない時代の日本とアメリカの遠さや、英語辞書もないアメリカでの生活。当時のジ

ョン万次郎のことを思うと私は胸が熱くなりました。彼が帰国後、アメリカで習った捕鯨

技術の伝達のために港町である函館まで寄ってくれたことを思うと、世界は大きいようで

小さいと感じ、ジョン万次郎の行動力に驚いて帰ってきました。 

 

ホストファミリーのジョイス夫妻について 

 クリスティーナさんは食べ物にとても気を使っており、す

べてがオーガニック（有機）の食品で、私には初めてのオーガ

ニック体験でした。素材そのものの自然の味でした。彼女は、

ゆっくりと、はっきりとした英語を話して下さり、私はとて

も助かりました。彼女も外国語としてフランス語やドイツ語

をマスターしていて、外国語の修得にあたってのアドバイス

としては、笑われても気にしないことだよと教えてくれまし

た。野鳥のことも詳しくて、台所窓にあるエサ台に来た野鳥

は、チキディーという小鳥で、鳴き方まで教えてくれました。

また、私がネイティブアメリカンの話をすると、彼女も若い

頃から興味があり、大学生の時に一人でアメリカインディア

ンの村に行って一緒に生活体験をしたそうで、その行動力に驚きました。彼女はイギリス

からメイフラワー号に乗ってきた子孫の１２代目だということなので、彼女の行動力は先

祖代々から受け継がれたものではないかと思いまし

た。 

 ご主人のビルさんは地下室を案内してくれ、そこに

立派なジオラマがありました。白煙を上げて走る蒸気

機関車、回りにある人や動物も動いていました。とて

もレベルの高い鉄道模型で、彼が一人で作ったそうで

す。 

ホストファミリー  

ジョイス夫妻 

ビル手作りの鉄道模型 
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ＣＮＮメンバーのリーさんについて 

 コンコード滞在中、車での送迎をして下さいました。時間がある時は、新しくなったコ

ンコード博物館や行きたかったグレート・メドウズ国立野生保護区に行きました。カナダ

鴨の群体や水面で休む群れも見られ、彼女とカナダ鴨の名前のことで楽しいやりとりをし

て大笑いをしました。この保護区は自然の形を残すということで、人工的なものがほとん

どありませんでした。大自然を感じる素晴らしい所でした。 

  

キャサリンさんと感動の再会 

 キャサリン・バンデバーさんは、七飯町とコンコード町が姉妹都市となったとき、初め

て七飯町に来た国際交流員です。私はその時の英会話講座の生徒だったので、訪問団の中

に私の名前を見つけ、歓迎会に来てくれました。２０年ぶりの再会。私にとって、コンコ

ード訪問で一番うれしかったことです。キャサリンさんに、忘れないでいてくれてありが

とうと何とか英語で伝えました。 

 

 最後に、この海外交流派遣研修事業に尽力された七飯町とコンコードのスタッフに深謝

します。 
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Noriko Tobe 
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「海外交流派遣研修報告２０１８」 

 

町民代表 西川
にしかわ

  正一
しょういち

  

 

 

１．はじめに 

 昨年７月、JICAボランティア（理科教育）としてバヌアツという国での２年の任期を

終えて帰宅したころ、町の海外交流のお知らせが届きました。在職中は考えもしなかっ

たコンコード行きでしたが、２度ホストファミリーを経験し、また娘も滞在したことも

あり、アメリカの生活がどのようなものか大変興味があったので、この機会しかないと

思い応募しました。ちょうどバヌアツ滞在中に個人間、また国と国との間の友好とはど

うあるべきか、自分なりの考えがまとまりかかっていたこともあり、実践してみたいと

いう思いもありました。 

異国間の友好については、相手国の文化を尊重すること、友好的な態度を示すこと、

できるだけ多くの対話をとおしてお互いを理解することすることだと考えてきました。 

実際バヌアツでは地元の音楽会に参加したり、教会に通ったりして現地の文化を理解

しようとしましたし、多くの人たちと会話をして、また日本人バンドに参加して市場で

演奏することによって友好を深める努力をしました。この自分の経験がこの交流にきっ

と役立つであろうと考えました。 

 

 

２．コンコードについて 

（１）ホストファミリー 

私のホストはスーザン・カーティンさん。２年前に亡

くなられたご主人トムさんは、長くコンコード・七飯ネ

ットワーク（ＣＮＮ）の会長として姉妹都市交流を促進

してこられた中心人物で、またマサチューセッツ北海道

協会の会長として、友好親善及び相互理解の促進に寄与

されたとして、平成２８年秋に叙勲されていました。 

その奥様スーザンさんは亡き夫の遺志を継いでコンコ

バヌアツ：南太平洋、ニューヘブリデス諸島から成る共和国。イギリス・フランス

共同統治領から１９８０年独立。コプラ・カカオなどを産する。住民はメラネシア

人。首都はエファテ島のポートビラ。面積１万２千平方キロメートル。人口２０万

（２００５）。 

トムさんと道井総領事（自宅にて） 
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ード側のまとめ役として今も尽力されています。ト

ムさんは元高校教師、スーザンさんは元中学教師で

どちらも教育学博士の肩書を持ち、町の人々から尊

敬されていました。実際、彼女のリーダーとしての

態度は、多くの人たちを引き付ける魅力を持ってい

ました。私は彼女のお宅に１週間滞在させていただ

きましたが、大変幸運でした。毎晩ワインを飲みな

がら遅くまで会話を交わしましたが、内容は町の地

理や歴史の話にとどまらず、教育や政治にもおよび、とても刺激的で学ぶものが多くあ

りました。彼女の知性や情熱、元教師としての話し上手、聞き上手な態度に引きつけら

れて会話が弾んでいき、夜が更けるのも忘れるほどでした。特に私も高校教員でしたか

ら、教育の話は興味が尽きず、教育に対する考え方が同じであったことが理解でき大い

に満足しました。彼女と会話ができて、英語が多少話せることをこれほどうれしく思っ

たことはありません。 

 

（２）住環境 

コンコードの歴史は、土地を現地のインディアンから友好的に買い取ったことから始

まります。またソロー、「緋文字」のホーソン、「若草物語」のオルコットが住んだ町

で、その後、ハーバードやＭＩＴの先生たちが移り住んできたことから発展したようで

した。実際、住民の知的レベルは高く、ハーバード、ＭＩＴ、アイビーリーグの卒業生

だという人たちが普通にいました。 

私は海外の住環境に興味があったので、毎朝、近所を散策しながら観察しましたが、

ここはまるで日本の高原の避暑地の雰囲気をもち、自然が豊かで、宅地一軒一軒が高い

木々に囲まれ敷地は広く、これまで多くの海外の

町を見てきましたが、ここほど素晴らしい住環境

は見たことがありません。 

隣との境界線はどうなっているか気になって尋

ねてみました。写真のようなストーンウォールと

呼ばれる低い石垣でさりげなく境界が築かれてい

ることがわかりました。これに沿ってショートカ

ットする生徒さんも見かけます。 

ホームステイ二日目の朝、散歩しようと庭に出る

と、何かに見つめられているという気配を感じ、視

線を向けるとある物体が目に留まりました。その物

体は初め身動きしませんでしたが、突然耳がピクン

と動いたことから、それが生きたシカであることが

わかり動揺しました。野生との至近距離での遭遇で

すから。しばらく見つめあっていましが、さほど警

戒するようでもなく悠然とまた森に帰っていきまし

スーザンさんと私（レストランにて） 

ストーンウォール 

野生のシカ 
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た。この町が自然との共生関係にあることが理解できた経験でした。 

野生の七面鳥がよく庭に現れました。スーザンさんいわく、庭を掃除してくれている

とのこと。 

 

（３）各種パーティー 

コンコード滞在中、ハロウィーン、ウェルカム、ポットラック、フェアウェルの４つ

のパーティーが各家庭で催されました。どの家庭もパーティーが開かれるだけあってと

てつもない規模の邸宅でした。アメリカの富裕層の家庭はかくなるものかと驚きととも

に記憶に焼き付けてきました。家の中にバスケットコートがある家なんてありえない！ 

私たち派遣団はオルコット小学校での歌の披露だけでなく、それぞれのパーティーで

歌とギター演奏を行いました。ゲストのみな

さんはとても喜んでくれました。ギターを貸

して下さったコンコード在住の日本人古谷ケ

ンさんは「音楽がパーティーに色を添えた

ね」と言ってくださり、やはり音楽は友好を

演出するためにとても有効なものであること

を実感しました。私自身もバヌアツでの経験

が生かされたと思いました。 

 

（４）パーティーで出会った人々 

 パーティーではいろいろな方々とお話をしました。みなさんとても友好的で楽しく会

話させていただきました。もっとお話ししたかった。 

 

○ 古谷ケンさん 

 コンコードでギターやアンプなどを貸して下さったのが

現地で音響関係の仕事をされている古谷さんで、家に招い

て、食事をごちそうして下さったり、大変お世話になりま

した。奥様はわれわれ派遣団の通訳をしてくださったキミ

コさんです。ケンさんは私が経験者と知ってアイスホッケ

ーの試合観戦に誘ってくれました。ボストンカレッジの試

合で、ケンさんはここも仕事場の一つであったため無料で入れるよう手配してくれまし

た。 

本場のアイスホッケー場の規模の大きさ、設備の豪華

さ、ブラスバンドを中心とした応援の在り方、ピリオド

間のエンターテイメント、観客の試合を楽しむ態度、も

ちろん選手のレベルの高さなどすべてが感動的でした。

アイスホッケー観戦がこんなに楽しいものとは思いもし

ませんでした。本場はやっぱり違う！ “It was so 

excited!” 

パーティーの様子 

古谷さんと記念撮影 

アイスホッケー観戦 
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○ ウェイド・ルベンスタインさん 

 歓迎パーティーの会場がウェイドさん宅（関口団長

のホストファミリー）で、家の大きさに驚嘆している

ことをお話しすると、もっと大きな家の持ち主がいる

といって近所の大邸宅に案内してくれました。それは

中世のお城を彷彿とさせるような見事な大邸宅で、広

いパドックと馬屋（とはいえでかい！）馬車置き（と

はいえ一般の家以上の大きさ）を持ち、上には上があ

ることに呆れかえる思いでした。 

話が弾んだことで、ウェイドさんは彼の父が書いた本をプレゼントしてくれました。

その本は彼の父がポーランドのホロコーストから逃れてアメリカに来たという大変興味

深い歴史を記録したもので、ここにもアメリカンドリームを実現させた人がいたことに

感銘を受けました。 

 

○ ジャン・ターンクイストさん 

オーチャード・ハウスを訪れたとき、案内をしてくださったのがジャンさんで、高橋

さんのホストファミリーで建築家のホリーさんの話によると、オーチャード・ハウスに

は天皇皇后も訪問されており、その縁でジャンさんは皇太子と雅子さまの挙式に列席し

た数少ない外国人の一人であったそうでした。 

オーチャード・ハウスについては、以下の web サイトに詳しい。

（http://tabiisara.com/column/sightseeing/North_America/United_States/59_450464

_1480011259.html） 

 

○ 森田喜代子さん 

 三日目のヴェリルファームでお会いしたマサチューセッツ・北海道協会会長である森

田さんも、戦後間もなくアメリカに学びに来たという妃奈子さん同様大変興味深い経歴

を持った方で、もっとお話を伺いたかったのですがその機会が持てず残念でした。 

その森田さんは日本国内とマサチューセッツ州で姉妹都市関係を持つ町は多くあるが

北海道との関係では滝川市とスプリングフィールド、七飯町とコンコードがあり、特に

七飯町の取り組みは素晴らしいとほめて下さいました。 

 

○ バーバラ・ホイーラーさん 

バーバラさんは札幌農学校の二代目教頭のウィリアム・ホイーラーの子孫の嫁である

が、ホイーラー家に対する愛情が強く、歓迎パーティーではホイーラーのいろいろな資

料を用意して下さっていました。私も卒業生でありながら、詳しくはホイーラーのこと

を知りませんでした。 

スーザンさんがホイーラーの本をプレゼントしてくれたこともあって、この機会に関

心を持って調べてみようと思いました。 

ウェイドさんと記念撮影 

http://tabiisara.com/column/sightseeing/North_America/United_States/59_450464_1480011259.html
http://tabiisara.com/column/sightseeing/North_America/United_States/59_450464_1480011259.html
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（５）ウィリアム・ホイーラー（William Wheeler：1851年～1932年） 

 前述したようにホイーラーは札幌農学校の二代目教頭でした。北海道ではクラーク博

士に比べてあまり認知度は高くありませんが、ここコンコードでは大変著名で、お墓も

整えられており尊敬されている様子がうかがえました。日本語ではホイーラーまたはホ

イラーと表記されていますが、現地の人たちの発音ではウィラーと聞こえます。 

 

 

ウィリアム・ホイーラーについては、以下の webサイトに詳しい。 

（http://sapporo-jouhoukan.jp/sapporo-siryoukan/lekishibunko/rekisi/010.html） 

                      

 

 

 

 

（６）特別授業 

ウィリアム・ホイーラー；マサチューセッツ農科大学を 1871年に卒業。彼の以前の

教授だったウィリアム・スミス・クラークが札幌農学校の設立のために日本政府に招

かれたとき、数学、土木工学、英語を教えるために来日した。クラークがアメリカに

戻った後、ホイーラーは 1877年から 1879年まで札幌農学校の教頭を務めた。 

この時期、兵式訓練や入学式・卒業式などを行う中央講堂の建設を計画し、1878年

10 月 16日に「札幌農学校演舞場（札幌時計台）」が竣工している。帰国後、治水技術

者として働き、ビジネスの世界で活躍したほか、1887年から 1929年までマサチュー

セッツ農科大学の理事も務めた。また、マサチューセッツ州コンコードのナショトゥ

ク・ヒルの農場を購入して、住宅地を開発、自らも邸宅を建ててそこに居住した。ホ

イーラーは邸宅を「円山館」と名付け、庭に日本の木々を植えた。 

（ジャン・ターンクイストさん） （森田喜代子さん） （バーバラ・ホイーラーさん） 

（ウィリアム・ホイーラーの墓） （ルイザ・メイ・オルコットの墓） （ヘンリー・ソローの墓） 

http://sapporo-jouhoukan.jp/sapporo-siryoukan/lekishibunko/rekisi/010.html
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教員出身の派遣メンバーはＣＣＨＳで授業を

することになっているのか、アンドリューから

特別授業の案内がありました。授業をするのは

やぶさかではありませんでしたが、どんな内容

にしたらいいかを考えなければなりませんでし

た。その結果、理科教師としてバヌアツの教員

養成学校で行った理科教育、つまり実験器材の

乏しい学校で興味を引き出す授業の実践を盛り

込んだものにしました。興味を引き出す授業や

日常の道具でできる実験の紹介を行いつつ、現

在バヌアツで進められている、ある大国による

港湾、道路、ビル建設によって陥る財政危機

（スリランカの例のように借金が返せないため

大国の管理下に置かれる）も知ってほしいと考

えました。 

特別授業はコンコードカーライルハイスクールの高校２年生に行いました。 

前述のようにバヌアツの理科教育事情や私の活動、そして過剰な支援は国の文化を阻

害することを強調して締めくくりました。生徒たちは真剣に聞いてくれました。将来優

秀な大学に進むであろう生徒に少しでも理想的な支援の在り方を考えるきっかけとなっ

てくれることを期待して。 

 

３．ボストンについて 

（１）地理・歴史 

 ボストンに関する知識は、初めてイングランドから清教徒が入植した土地（ニューイ

ングランド）というアメリカの歴史の起点というイメージと、かつて読んだホーソンの

「緋文字」のような宗教的因習からくる暗いイメージがまじりあったものでした。しか

し、実際にボストンを訪れると歴史的な趣は感じるものの、暗さはなく、海を臨む港湾

都市、ハーバードやＭＩＴを代表とする学園都市という近代的な面を持った大都市でし

た。しかし、ＮＹのような華やかさはなく、落ち着いた文化の薫り高い好ましい町であ

るように思えました。 

 

（２）ボストンでの食事と水族館 

 滞在中の土曜日、スーザンさんと当初私のホストフ

ァミリーであったナンシーさん、ジャックさんがボス

トンの有名なレストラン、リーガル・シーフードに連

れて行ってくれました。車で出かけたためあちこちの

有名なランドマークを教えてもらえましたが、駐車場

に入って驚きました。駐車料金の高いこと。１時間２

５ドルくらいだったと思います。私たちは水族館も合

CCHS での授業 

生徒たちとの集合写真 

ボストンでの食事 
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わせて２時間以上いたのですから、食事代を含めその出費の大きさに恐縮してしまいま

した。毎回ホストファミリーのみなさんは七飯から来たゲストに対して大変なもてなし

をしてくれているということをしみじみ実感しました。 

 レストランの前には数日前ワールドシリーズで優勝したレッドソックスの選手がパレ

ードの時に乗ったダックボート（水陸両用車）もありました。 

 そしてその港側にニューイングランド水族館がありました。きれいな近代的な水族館

でした。 

展示はさすが学園都市だけあって見やすく動き

やすく作られており、子供たちの学習には最適の

ように思えました。しかし、日本のイルカショー

などの大規模なアトラクションは少なく、旭山動

物園の海獣展示の小型版やクジラの骨格標本、ペ

ンギンの餌付けショーがあったくらいで、これは

海洋国日本の勝ちといった感じでした。 

 

４．ニューヨークについて 

（１）人種のるつぼ（人間の価値の小ささ、しかし生きている） 

 ＮＹに近づいてくるとなぜか気が滅入ってくる。街が大きいだけ人間の存在が小さく

見えてしまう。いろんな人種の人たちが入り混じっている。街もあまり秩序を感じさせ

ず、東京でもそうだが妙に落ち着かない気持ちになる。みんな大都会であくせく生きて

いるように見える。富める者も貧しい人々もごちゃまぜに。てんでバラバラに。 

また、都会だからこそ成り立つ職業の人々も多い。本来生きるためにはあまり必要と

しない領域、つまり芸術の分野で多くの学校が存在し、それを生業にしている人も多

い。大都会の特徴であろう。しかしそれは否定できない。私はブロードウェイミュージ

カルを楽しんだのだから。 

 

（２）ロックフェラーセンター（現代のバベルの塔） 

ロックフェラーセンターの中心、超高層ビルであるコムキャスト・ビルディングの展

望台「トップ・オブ・ザ・ロック」は、このビルの最上階にあたる地上 70階にあり、

360 度に広がるマンハッタンの摩天楼を眺めることができました。世界一の国の世界一

の都市でアメリカの富の象徴のようにみえます。 

しかし逆にこれほど文明を進ませていいものかと不安にさせます。人間の文明が自然

の摂理に逆らってどんどん発展していく、限界が見当たらない。旧約聖書、創世記の中

に出てくるバベルの塔のように、いつかひどいしっぺ返しが来るのではないかと危惧し

ます。 

 

（３）ロックフェラーセンターのスケートリンク（ああ、アメリカ映画） 

ＮＹはアメリカ映画ファンにはたまらない魅力を持っています。いたるところに映画

の舞台があり、多くの映画を思い出させます。ガイドさんもいつでも映画のロケを見か

ダックボートの前にて 
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けますよと教えてくれました。それほどこの町は

映画が多く撮られているようです。 

ロックフェラーセンター前のスケートリンク

は、特に感慨深いものがありました。「セレンディ

ピティ」というお気に入りの映画の舞台になって

いた場所でしたから。しかし、もしこれが東京の

真ん中にあるとすると大変な混雑が想像されます

が、ここは大ＮＹにありながらいつもゆったりと

しているように見えます。不思議だ。 

 

（４）国連本部（理想と現実のジレンマ） 

国連本部では案内の御嬢さんから説明を受けましたが、説明も掲示物も世界の平和を

希求するメッセージを感じました。国連は持続可能な開発目標（SDGs）を掲げ、貧困に

終止符を打ち、地球を保護し、すべての人が平和と豊かさを享受できるようにすること

を目指す普遍的な行動を呼びかけています。また、気候変動や難民の問題もクローズア

ップしていました。 

この国連の取り組みが効果をあげてくれることを望んで

はいますが、いざ現実に目を向けたとき、各大国の及び腰

が露呈して実現を阻んでいるように感じました。国連で演

説した少女たちセヴァン・スズキさんやマララ・ユスフザ

イさんのあの感動的なメッセージはいまだ実現しません。

国連の理想と各国の現状との乖離にため息がでます。国連

頑張れ！ 

国連本部にはいろいろな各国からの贈り物やモニュメントがあり、どれも造形的に面

白いものでした。なかでもシャガールのステンドグラスは驚きました。まさか国連でシ

ャガール作品にお目にかかるとは思いもよりませんでしたから。しかし一部破損してい

る部分があって残念でした。 

 

（５）ブロードウェイミュージカル（本物の実感） 

ＮＹに２泊するので、この機会に夜はブロードウェイの

はしごと決めこみました。 

二晩かけて「シカゴ」と「ライオンキング」を見てきま

した。一日目の「シカゴ」はオーケストラ席の前から４列

目だったのでキューバ・グッディング・ジュニア（映画で

はリチャード・ギアの役）が５ｍ前で見られました。演者

みんな素敵でしたが、特にロキシー役が魅力的でした。二日目の「ライオンキング」も

演者、演出、舞台構成すべてが素晴らしく、大劇場ながらこの日も満員でした。ロング

ランは当然に思えました。 

ロックフェラーセンター前のスケートリンク 

国連本部のステンドグラス 

オーケストラ席にて 
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余談ですが、私たちの滞在したウェリントンホテルの近く

にあのカーネギーホールがありました。実際はうっかり通り

過ぎてしまうような地味な建物でしたが、これが「ブエナ・

ビスタ・ソシアル・クラブ」の舞台かと思うと感慨深いもの

がありました。 

 

 

（６）タイムズスクエア（不夜城、光に集まる虫） 

舞台終わりのタイムズスクエアも不夜城のごとく賑わっていました。こんな夜に人を

よけながらホテルに向かわなければなりません。いったい何が目的でここに人々は集ま

ってくるのか。人が集まるから人が集まるのだろうと、わけのわからない理由を考えて

みましたが、ひょっとしたら真実かもしれません。人間は都会にいると寂しいのでしょ

う。 

 

５．おわりに（真の友好とは） 

 バヌアツという国に２年間住み、地元の人たちと接しながら文化の違う国で心安らか

に暮らすためには、相手に余計な干渉をせず、相手方の文化を尊重し、できる限りその

文化になじむことが有効だと感じてきました。そして、現地人と異邦人との間の友好的

な関係は、結局は個人個人一人一人の友好関係から始まるものと確信したものでした。 

これはコンコード側のリーダー、スーザンさんとまったく考えが一致していました。

まず個人間の友情を起点に、そしてそれが裾野を広げていけば、町から道へそして国へ

と大きな友好関係に発展していくことができると考えました。国連のように理想的すぎ

るかもしれませんが、少なくとも目指していくべき方向であると確信しています。 

コンコードでは多くの人たちから多くの歓迎を受けました。素晴らしい経験をさせて

もらいました。コンコード町と七飯町が姉妹都市の関係を結んでから２０年以上経過し

ました。この間の友好関係を積み重ねてきたコンコードのみなさんや七飯町の先人たち

のたゆまない努力のおかげで、今回のこのような歓待を受けることができたものと思い

ます。今後もこの文化を異にしている方々との素晴らしい友好関係と相互理解が継続で

きるように、私たちも微力ながら貢献していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

「ライオンキング」劇場前にて 
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バーバラ・ホイラーさん 

Shoichi Nishikawa 
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    「２０１８ コンコード訪問」 

 

引率職員（団長）議会事務局長 関口
せきぐち

 順子
じゅんこ

 

 

 

平成３０年度七飯町海外交流派遣訪問団は、１０月２９日アメリカ・コンコード町に向

けて出発しました。 

訪問団には、２年間国際交流員として務めたアンドリュー・クルーパ氏、七飯高等学校

の交換留学生も同行し、総勢１６名となりました。 

見送りの家族が見守る中で出発式が行われ、函館空港を出発し、成田空港を経て、ボス

トンローガン空港に到着しました。緊張していたせいか１２時間もあっという間に過ぎた

ように感じましたが、とにかく数時間ごとに機内食を食べていたことだけは記憶に残って

います。 

まずは難関といわれる入国審査を通過し、到着ロビーにはコンコードの皆さんが歓迎の

幕を掲げて温かく迎えてくださり、長旅の疲れを癒してくれました。スクールバスでコン

コードカーライル高校へ到着し、ホストファミリーの方々と対面式を行い、いよいよホー

ムステイが始まりました。これから１週間、ホストファミリーやコンコード町の皆さんと

過ごすと思うと不安と緊張が高まる一方でした。 

私のホームステイ先のウェイドさんの家は、周りが自然に囲まれた中に住宅が点在し、

車で走っていると野生のシカやリス等と遭遇し、まるで大沼の周遊道路を走っているよう

な感覚を覚えました。 

翌日３０日には、タウンハウスを表敬訪問し、セ

レクトマンの方々が対応してくださり、コンコー

ド町の行政の仕組みについて詳しく説明してくだ

さいました。その後、タウンハウス周辺を案内して

もらい、街並みは古い歴史ある建物、緑も多く紅葉

の色合いはとても綺麗で、道路には信号機がなく、

車は交差点で他の車や歩行者に譲り合いながらス

ムーズに走行していました。 

その後、コンコードカーライル高校を訪問し、昼

食会では校長先生を始め、教頭先生や教育委員の

方が温かく親切に対応してくださいました。昼食後にＣＮＮ代表のスーザンさんや日本人

通訳のキミコさんが、ミニットマン像のあるオールドノースブリッジやウォールデン湖周

辺を案内してくださり、紅葉がとても綺麗でした。 

タウンハウスにて 
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今回は、高齢者施設のハーヴィーウィーラーセンターを訪問し、コンコード町の高齢者

問題対策や保育所、学童について研修しました。 

 コンコード町は、６０歳以上のシニア方が３２％を占め、マサチューセッツ州の中では

平均の倍の人数であるそうです。 

このセンターでは、自宅で過ごせるようにサポートサービス、高齢者を送迎するサービ

ス、車いす、つえ、車いす利用のトイレを無料で貸し出しするサービス、レクリエーショ

ンなどを開催し、利用者の交流の場を提供するサービスを主に行なっており、プログラム

の内容について説明を受けました。年間８千人の方がこの施設を利用しているとのことで

した。コンコード町においても、今後さらに高齢化が進み、さまざまな高齢化対策に取り

組んでいるとのことでした。 

 同じ建物の中には、学童期前の子どもを預かる保育所、学校始業前と終業後預かる学童

があり、子どもの預かりサービスを提供しています。また、民間が行っているコンコード

チルドレンセンター（保育所）を訪問しましたが、開設時間も７：３０～１８：００まで

と長時間であり、利用料は町で行っているところよりも高額になっているとのことです。

保育料は日本よりもかなり高いとのことでした。 

歓迎パーティーには、大勢の関係者が集ま

り、マサチューセッツ北海道協会の森田会長

やボストン日本国総領事館の道井総領事も出

席され、コンコード町と七飯町のこれまでの

交流について、そして交流を継続していくこ

とに激励のお言葉をいただきました。 

言葉や文化、生活習慣の違いを乗り越えて

続けてきた交流がしっかりと根付いており、２１年間という長い時間をかけてその輪が確

実に広がっていることを改めて感じました。 

お別れ前日の夜にはお別れ夕食会が開催され、ＣＮＮの皆さんから温かいお別れのスピ

ーチをいただき、訪問団は感謝の気持ちを込めて歌を披露しました。初対面にも関わらず、

本当に温かく親切にしていただいたこと、日本人の通訳をしていただいたジュンコさん、

キミコさん、松倉さん、そしてこの訪問に合わせてミシガン州から駆けつけてくれた七飯

高等学校出身の川村さん、コンコード町の皆さんには本当に感謝の気持ちで一杯です。 

７日間のホームステイもあっという間に過

ぎて、別れの朝、別れを惜しんで涙する姿を見

ると、コンコード町の皆さんとの交流の深さを

感じました。 

今回、初めてコンコード町を訪問してホーム

ステイという貴重な体験をさせていただき、お

世話いただいたコンコード町の皆さんの心遣

いとその温かさに触れることができて、生涯忘

れることができない研修となりました。 

七飯町とコンコード町は、相互に教育、文化、

道井総領事・森田会長と記念撮影 

歓迎パーティーで歌を披露 
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産業、経済、スポーツ等による交流を通じ、次代を担う中高校生を姉妹都市に派遣し、一

般家庭において異なる生活文化を体験することで、新時代のグローバルな国際視野に立つ

豊かな人材を育成し、七飯町の活力ある発展を実現させることを目的に実施してきました。 

今回派遣された中高生は、このたびの経験を生かして、いつの日か海外で活躍していた

だきたいと願います。 

これまで長い間交流を続けてきたコンコード町の皆さまに感謝すると共に、この訪問に

関わってご協力いただいた皆様にお礼申し上げます。 
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Jyunko Sekiguchi 
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     「２０１８コンコード町訪問」 

 

引率職員（副団長）総務部政策推進課長 中村
なかむら

 雄司
ゆ う じ

 

 

  

七飯町とコンコード町の交流の始まりは平成４年に遡ります。国際化の進展に伴い地域

レベルの国際化は時代の要請でありました。平成４年９月に七飯町は地域レベルでの国際

化を促進する具体的方策として北海道に国際姉妹都市提携の相手先の紹介を依頼したこと

から始まります。これを受けて、同年１２月に北海道の姉妹州であるアメリカ・マサチュ

ーセッツ州にあるコンコード町を紹介いただきました。 

平成５年１０月には北海道姉妹都市友好訪問団に七飯町から当時の金澤町長他がコンコ

ード町を訪問し、コンコード町タウンマネージャーのワーレン氏と講談、両町の交流を開

始することが合意されて、コンコード町ソロー小学校児童の作品を大沼小学校に展示する

などの交流活動を皮切りに、様々な交流事業が行われ、２０１７年にコンコード町と七飯

町は、姉妹都市提携２０周年を迎えたところであります。 

 今回、初めてのコンコード町訪問に心弾ませ、中高生と一緒に事前研修を重ねましたが、

最初は、これまで英語をあまり学習してなかったことへの後悔が先立ち、アメリカへの入

国手続きもそうですがホームステイ中のホストファミリーとの言葉のハードルをどうやっ

て少なくするか不安なままコンコード町訪問の日を迎えました。 

 

【研修スタート】 

 函館空港を出発した訪問団は、飛行機乗換なども含め丸１日を要してボストン空港に無

事に到着し研修が本格的にスタートしました。空港ではＣＣＮＮ（コンコード・カーライ

ル・七飯ネットワーク）の皆さんのお出迎えをいただき、スクールバスでコンコードカー

ライル高校に移動した後、ホストファミリーとの対面式では夜にもかかわらず温かい笑顔

で歓迎をしていただきました。 

 訪問団はそれぞれ別れ、それぞれホストファミリーとの生活が始まりました。 

私は、片言の英会話でコミュニケーションをとりますが、ホストファミリーでご主人の

マイケルさんはとっても気さくな方でいろいろ話しかけてくれました（最初は耳も慣れず、

英語をあまり聞き取ることができなかったように思います）。私自身初めての電気自動車に

乗せてもらいながら、走る風景はどことなく大沼国定公園の綺麗な周遊道路を思い出すも

のでした。大きな一軒家で、ガレージには電気自動車の充電設備の他、家には太陽光パネ

ルが設置しており、マイケルさんはエネルギー関連の仕事に就いていたこともあって、エ

ネルギー効率や自然への負荷対策などをご自宅でも実践されており、郊外の別荘地のよう



 

72 

 

2018 Nanae Delegation’s Report 

な自然に包まれた場所でのホームステイが始まりました。 

 

【まちづくり・景観】 

 中高生のみなさんはコンコードカーライル高校へ通学し学

ぶ一方、社会人からなる一般の研修は、タウンハウスの表敬訪

問をはじめ、コンコード町でたくさんの施設を見学させていた

だきましたが、その中でも役場の土地管理政策部のマルシア・

ラスムセンさんと町の土地利用や長期的なまちづくりについ

て懇談をさせていただきました。 

 町はアサバット川とサドバリー川そしてコンコード川の３

つの川の水の恵みによって、農業を基礎に発展を遂げました。

コンコード町はアメリカの他の町と比べても、保護地区といっ

たあまり手を加えてはいけない土地も多く、町の約３０％は保護された土地とのことです。

まちづくりは歴史と深いかかわりの中で、手つかずの自然の大切さ、そして、コンコード

町の中心を流れる川の恵みなど、便利さと良い意味での自然の中での不便さが共存してい

るまちづくりがされております。 

 

 市街地に目を向けると、道路には信号機がなく歩行者が道路

を横断するときは車も止まってくれます。止まらないと罰金な

どもあるようですが、信号を作るのではなく、ドライバーの義

務として交通安全が図られているそういった仕組みも大変興

味深いものでした。また、中心市街地道路沿線には電柱も無く、

街灯があるだけでその街並みは機能と自然との調和の中で優

れた景観を重要とするまちづくりを長い間かけて行って来た

ことが感じとることができました。 

教会をはじめ建造物も、歴史的にも深いものが多く、日本で

は見ることのできない造りばかりで紅葉真っ盛りの街並みに

はただただ感激しました。 

 

【交流】 

 コンコード町では多くの時間を町民代表と一緒に過ごさせていただきました。特に交流

といった点では、機会あるごとに町民代表のギター伴奏でみんな一緒に日本やアメリカの

歌を唄い、踊りやダンスを踊るなどして交流を深めること 

ができたと思いますし、私自身言葉が通じなくても、参加され

る人たちが気持ち一つになる時間を共有できたと思っており

ます。 

 七飯町の中高校生たちも、選ばれてきた優秀な生徒であり、

コンコードカーライル高校の生徒ともすぐ打ち解け、生徒同士

の絆もしっかりと育まれたようであります。また、アメリカで

マルシア・ラスムセンさん 

コンコード町中心街 

タウンハウス横・紅葉 

訪問団みんなで合唱 
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働く日本人とも接する機会があり、様々な刺激を受け、それぞれが視野を広げこれからの

将来に大きな影響を受けたことと思います。 

  

【ホストファミリー】 

 私を受け入れてくださったホストファミリーのマイケルさん

とアリスさんは現在二人で住まわれており、今回、ホームステ

イをはじめて引き受けてくださりました。英語が十分でない私

を受け入れることを不安だったように思います。言葉の壁はあ

ったものの、片言の英語や、身振り手振りで何とか意思疎通を

しながら毎日を過ごしました。 

 ホームステイ先での朝食は、オーガニック等で食の安全安心

に気を使っており、野菜やフルーツ、牛乳、ヨーグルトなどを

主にいただきました。 

アリスさんのアップルパイやマイケルさんのワッフルをいた

だき、私自身もホストファミリーに下手ながらも味噌汁や日本

の食事を振る舞うことができ、大変喜んでいただきました。 

ホストファミリーとのお別れの夜には、言葉の壁を気

にすることなく、名残惜しい時間が流れました。 

 

【最後に】 

 近年では外国人との共生といったことも考える時代

となってきました。 

 言葉の壁を越えなければ、自分の考えを相手に正確に

伝えることが難しいということ、そして、アメリカでは、

自分の考えを十分に伝えなければ何も進まないことを反省しながら、英語力研鑽の重要性

を身に染みたところであります。今回研修に参加して、海外の文化を肌で感じることがで

きたことは、とても貴重な体験となり、将来的に自分の視野を広げることにもつながると

感じたところです。 

 毎日朝早くから夜遅くまで私たちのため付き添っていただいたスーザンさんをはじめと

したＣＣＮＮの皆さん、また、コンコード町のみなさんの心遣いをひしひしと感じたとこ

ろであり大変お世話になりましたことに対し、厚くお礼申し上げるとともに、コンコード

町での研修はもとより事前研修から時間を共にした参加者からも多くの刺激を受けること

ができたことに感謝申し上げます。 

これからも、両町の交流が末永く続くことを願って研修の報告とさせていただきます。

大変ありがとうございました。 

 

 

 

 

マイケルさん・ワッフル作り 

ホストファミリー 
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David Nurenberg 

Junko Kargula John Cratsley 

Holly Cratsley 

Lee Flight 

Kimiko 
Furutani 

Nancy 

McJennett 

Jack 

Nevison 

Daisuke 
Matsukura Heather Bout 

Concord Select Board 

Susan Curtin 

Ken Furutani 

Friendship Potluck Party 

Junko Kargula 

Yuji Nakamura 



交流の歴史 姉妹都市提携の経緯と交流内容 
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北海道とマサチューセッツ州の知事同士で地域内市町間での交流拡大を

合意したことを受け、北海道からコンコード町の紹介を受ける

北海道からのマサチューセッツ州訪問団に町長を含む１２名が参加、コンコ

ード町を初めて訪問

コンコード町ソロー小学校児童の作品を大沼小学校にて展示

マサチューセッツ州協会会長の講演会を七飯町で実施

七飯町民３名がコンコード町を訪問

コンコード町ウイラード小学校児童の作品を峠下小学校にて展示

七飯町にて「コンコードと仲良くする会（ＣＮＮ)」結成

コンコード町より７名来町（相互訪問が実現）

中学生同士の文通開始

中学生５名を含む７名がコンコード町へ

大沼函館雪と氷の祭典でコンコードパブリックライブラリーをメイン雪像

として制作

中学生同士の文通が７４組まで拡大

コンコード町から学生２名が来町

ＣＮＮメンバーの婦人５名がコンコード町訪問

第２回目の中学生訪問団（中学生５名含む８名）がコンコード町へ

コンコード町のホームページと七飯町のホームページがリンクされる

七飯中学校のホームページが完成、コンコード町の中学校とリンクされる

コンコード町タウンミーティングにて、七飯町との姉妹都市提携議案可決

七飯町議会にてコンコード町との姉妹都市提携議案可決

コンコード町から日本語を学ぶ学生２名が来町（２ヶ月滞在）

コンコード町から高校教諭と中学教諭の２名来町

第３回目の中高校生訪問団（中高校生７名含む１１名）がコンコード町へ

七飯町にて姉妹都市提携調印式（H9.11.15）

コンコードカーライル高校スクールバンドメンバー等７９名が来町し

合同演奏会および近隣高校生との日米環境問題討論会を開催

コンコード町より初代国際交流員としてキャサリン・バンデバーさんを招聘

第４回目の中高校生訪問団（中高校生７名含む１0名）がコンコード町へ

町長・議長他７名がコンコード町を訪問

２代目国際交流員としてモニカ・テリーさんを招聘

第５回目の中高校生訪問団（中高校生８名含む１１名）が大沼小学校の作品

を持参しコンコード町へ

国際交流員モニカ・テリーさんのご両親来町

大沼雪と氷の祭典でミニットマン像を作製

北海道マサチューセッツ州姉妹提携１０周年記念事業による訪問団に七飯

町より４名が参加しコンコード町に３日間滞在

第６回目の中高校生訪問団（中高校生８名含む１１名）が大沼小学校の作品

を持参しコンコード町へ

マサチューセッツ州からの北海道訪問団員にコンコード町元セレクトマン議

長ほか２名が同行し七飯町に３日間滞在

大沼雪と氷の祭典でミニットマン像を作製

後に３代目国際交流員となるエミリー・ファーローさんが七飯町を事前視察

コンコード町より高校教諭３名と中学校教諭１名来町

同時多発テロ事件の影響で中高校生コンコード訪問が中止

コンコード町より町民２名が七飯町に来町

後に４代目国際交流員となるバートン・ベイツさんご家族が来町

３代目国際交流員としてエミリー・ファーローさんを招聘

コンコード町教育委員が親子で来町

第７回目の中高校生訪問団（中高校生６名含む８名）がコンコード町へ

第８回目の中高校生訪問団（中高校生８名含む１１名）および町長・議長を

含む姉妹都市提携５周年記念訪問団１７名がコンコード町へ

姉妹提携を５年間更新することで調印（H14.10.23）

イラク情勢、ＳＡＲＳ等の影響でコンコード町からの来町中止

国際交流員エミリー･ファーローさんのご家族（４名）来町

平成　４年 １２月 

(1992年)

平成　５年 １０月 

(1993年)

平成　６年 ６月 

(1994年) ８月 

平成　８年 ２月 

(1996年)

５月 

６月 

１０月 

１０月 

１２月 

平成　７年 ２月 

(1995年) １０月 

６月 

１０月 

１１月 

平成１０年 ４月 

平成　９年 ３月 

(1997年) ４月 

５月 

平成１２年 ２月 

(2000年) ９月 

１０月 

(1998年)

８月 

１０月 

平成１１年 ８月 

(1999年) １０月 

１２月 

平成１４年 １月 

(2002年) ４月 

平成１４年 ５月 

平成１３年 ２月 

(2001年)

５月 

７月 

１０月 

(2002年) １０月 

平成１５年 ４月 

(2003年) ７月 
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第９回目の中高生訪問団（中高生６名を含む８名）がコンコード町へ

コンコードカーライル高校スクールバンドメンバー等９３名が来町し

合同演奏会を開催

第１０回目の中高生訪問団（中高生７名）および一般公募により選ばれた

町民代表訪問団（５名）を含む１５名がコンコード町へ

４代目国際交流員としてバートン･ベイツさんを招聘

国際交流員バートン・ベイツさんのご両親が来町

コンコード町教員グループ１１名が来町

第１１回目の中高生訪問団（中高生７名）および一般公募により選ばれた

町民代表派遣者１名を含む１２名がコンコード町へ

コンコード町教員グループ１１名が来町

第１２回目の中高生訪問団（中高生７名）および一般公募により選ばれた

町民代表派遣者３名を含む１３名がコンコード町へ

５代目国際交流員としてウィットニー・ウォレンさんを招聘

姉妹都市提携１０周年を迎え、コンコードカーライル高校スクールバンドメン

バーも加えた記念訪問団１０５名が来町し、姉妹都市提携を５年間更新する

ことで調印（H19.4.14）

中学校、七飯高校との合同演奏会や「みなみ北海道青少年環境国際会議」

を開催、役場庁舎屋上に小型風力発電機を設置、記念植樹を実施

第１３回目の中高生訪問団（中高生７名）および町民代表として農業の若手

後継者３名を含む１３名がコンコード町へ

小型風力発電機の電力を用いたクリスマスツリーと役場庁舎のイルミネー

ション点灯式を開催

コンコード町教員グループ８名が来町

第１４回目の中高生訪問団（中高生８名）および町民代表として企業の若手

後継者３名を含む１４名がコンコード町へ

６代目国際交流員としてボビー・カーグラさんを招聘

第２回イルミネーション点灯式を開催

コンコードカーライル高校によるクリスマスコンサートの生中継鑑賞会を七飯

町で実施

コンコードカーライル高校サイファイクラブ生徒ら２２名が来町

コンコード町教員グループ６名が来町

第１５回目の中高生訪問団（中高生８名）および町民代表として農業の若手

後継者３名を含む１４名がコンコード町へ

第３回イルミネーション点灯式を開催

大沼小学校とコンコード町ソロー小学校の児童がインターネットを通じて

リアルタイムでの交流事業を実施

コンコード・カーライル高校スクールバンドメンバー等１０１名来町し

合同演奏会を開催

コンコードカーライル高校と七飯高等学校の姉妹校提携調印式

（H22.4.20)、大沼森林公園にミズナラを植樹

コンコード町教員グループ６名が来町

北海道・マサチューセッツ州姉妹州提携２０周年記念式典への参加のため

町長・議長他１名がコンコード町を訪問

第１６回目の中高生訪問団（中高生８名）および町民代表として企業の若手

後継者３名を含む１４名がコンコード町へ

７代目国際交流員としてベン・ミリンさんを招聘

国際交流員ベン・ミリンさんのご家族（３名）が来町

コンコード町からの初代外国語指導助手としてベン・ヘイドックさんを招聘

第１７回目の中高生訪問団（中高生８名）、町民代表として町の国際交流

事業貢献者３名を含む１４名、および七飯高校姉妹校交流訪問団として

５９名がコンコード町へ、現地にて合同演奏会等を開催

コンコードカーライル高校サイファイクラブ生徒ら２９名が来町

第１8回目の中高生訪問団（中高生８名）および町民代表として農業の若手

後継者３名を含む１３名、町長・議長を含む姉妹都市提携15周年記念訪問

団７名がコンコード町へ、姉妹提携を５年間更新することで調印（H24.10.23）

１０月 

平成１６年 ４月 

(2004年)

１０月 

１０月 

(2006年) １０月 

１０月 

平成１９年 ４月 

(2007年)

平成１７年 ２月 

(2005年) ６月 

１０月 

平成１８年 ７月 

１２月 

平成２１年 ４月 

(2009年) ６月 

１０月 

１２月 

平成２０年 ６月 

(2008年) １０月 

７月 

１０月 

１２月 

平成２３年 ６月 

(2011年) ７月 

１０月 

１２月 

平成２２年 ４月 

(2010年)

６月 

９月 

平成２４年 ４月 

(2012年) １０月 
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８代目国際交流員としてニック・ファーバートさんを招聘

姉妹都市提携15周年記念事業としてコンコード町オーチャードハウス館長

のジャン・ターンクイストさんと同館職員の喜久子・ミルズさんが来町し、記念

講演会を実施。

コンコード町民２名が来町

コンコード町の教員２名が来町

２代目外国語指導助手としてマクレーン・シュープさんを招聘

９代目国際交流員としてベン・ヘイドックさんを招聘

第１９回目の中高生訪問団（中高生８名）および町民代表として消防団員

など３名を含む１４名がコンコード町へ

コンコードカーライル高校サイファイクラブ生徒ら２５名が来町

国際交流員ベン・ヘイドックさんのご家族が来町

１０代目国際交流員としてクリス・ハウエルさんを招聘

第２０回目の中高生訪問団（中高生８名）および町民代表として企業の若手

後継者２名を含む１３名がコンコード町へ

コンコード町セレクトマン（行政委員）ら２１名が来町

３代目外国語指導助手としてベン・リーさんを招聘

国際交流員クリス・ハウエルさんのご両親が来町

第２１回目の中高生訪問団（中高生８名）および町民代表として農業の若手

後継者３名を含む１４名がコンコード町へ

北海道・マサチューセッツ州姉妹州提携２５周年記念式典への参加のため

町長・議長他１名がコンコード町を訪問

コンコードカーライル高校サイファイクラブ生徒ら３５名が来町

外国語指導助手ベン・リーさんのご両親が来町

４代目外国語指導助手としてアナ・ペティジョンさんを招聘

第２２回目の中高生訪問団（中高生８名）および町民代表として町の国際

交流事貢献者３名を含む１４名がコンコード町へ

１１代目国際交流員としてアンドリュー・クルーパさんを招聘

コンコード町のトム・カーティン氏に対し町より功労者表彰を授与

コンコード町民の古谷健太郎さんが来町

初めての七飯高校・コンコードカーライル高校交換留学生として、コンコード町

よりデービソン・フロイド君が来町

元コンコードカーライル高校吹奏楽部顧問アルフレッド・デンティーノ氏が

来町

第２３回目の中高生訪問団（中高生８名）および一般公募により選ばれた町

民代表派遣者３名を含む１４名がコンコード町へ

姉妹都市提携２０周年を迎え、コンコード町行政委員他記念訪問団１９名

が来町し、姉妹都市提携を５年間更新することで調印（H29.11.3）

町制施行６０年記念と併せて記念音楽祭を実施したほか、役場駐車場上の

歩道をコンコードストリートと命名し、テープカットセレモニーを実施

コンコードカーライル高校サイファイクラブ生徒ら３６名が来町

元コンコードカーライル高校吹奏楽部顧問アルフレッド・デンティーノ氏ら

２名が来町

七飯高校・コンコードカーライル高校交換留学生として、コンコード町

よりアリソン・リーさんが来町

コンコードカーライル高校教員で姉妹校コーディネーターのデイビッド・ナ

レンバーグさんがご家族（３名）と共に来町

国際交流員アンドリュー・クルーパさんのご両親が来町

第２４回目の中高生訪問団（中高生８名）および一般公募により選ばれた町

民代表派遣者３名を含む１４名がコンコード町へ

初めて七飯町からの七飯高校・コンコードカーライル高校交換留学生として

千葉大輝君がコンコード町へ

１２代目国際交流員としてサラ・タンさんを招聘

ＣＮＮメンバーの松倉さんがご家族で来町

１０月

１１月

１１月 

平成２５年 ５月 

(2013年) ８月 

１０月 

平成２７年 ６月 

(2015年) ７月 

９月 

１０月 

平成２６年 ４月 

(2014年) ８月 

８月 

１０月 

１１月 

平成２９年 ２月 

８月 

１０月 

平成２８年 ４月 

(2016年) ６月 

８月 

(2018年) ６月 

７月 

(2017年) ６月 

１０月 

１１月 

平成３０年 ４月 
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（H30.12.11函館新聞朝刊） 
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平成１９年６月２９日 

要綱第１４号 

改正 平成２０年６月４日要綱第４号 

平成３０年４月２５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１２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。ただし、特に町長が必要と認め

た場合は、これを変更することができる。 

（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。 

附 則（平成３０年４月２５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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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 

平成３０年４月２５日要綱第５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１２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。ただし、特に町長が必要と認めた場合は、これを変更す

ることができる。 

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５万円以内とする。 

（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。 

附 則（平成３０年４月２５日要綱第５号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 


