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「海外交流派遣研修報告２０１８」 
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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 



 

65 

 

2018 Nanae Delegation’s Report 

 

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 


