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     「コンコードの思い出」 

 

引率職員 七飯町国際交流員 サラ・タン  

 

  

自分の故郷を七飯からの訪問団に紹介できたことは、私にとって非常に喜ばしいことで

した。私の上司でもある釣谷団長と私の母が、お互いの言葉を話せないにもかかわらず、

同じ部屋のなかで一生懸命会話しようとしているのを見

て、国際交流の素晴らしさに感動しました。 

私がコンコードカーライル高校の３年生で１８歳だっ

た２０１４年、初めて七飯を訪問する直前も、『何を言え

ばいい？』『何を食べたらいい？』『どうやってコミュニケ

ーションを取ろう？』『失敗したらどうしよう？』など色々

と心配していたことを今でも覚えています。 

今回のコンコード訪問団の中高生たちも当時の私と全く同じように、食べ物、お金、空

港の入国手続き、相手とのコミュニケーション、ホームシックなど、たくさんの心配を抱

えていました。 

しかし、私にとっての七飯訪問は、私の人生における最高の経験のひとつであり、その

後の私の人生を変えて、その４年後には七飯に連れ戻してもくれました。その時に私が体

験したのと同じ気持ち、楽しさ、学ぶ機会、驚き、気まずさ、そして素晴らしさを、七飯

町からの訪問団にも体験して欲しいと、心から願っていました。 

出発までの数ヶ月間に及ぶ事前研修、１週間かけての荷造り、そして長時間のフライト

を乗り越えてやっとボストンローガン空港に着き、重い荷物を抱えて角を曲がった先に、

大きな歓迎の看板を掲げたスー・カーティンさんやジュンコさんら CNN のみなさんの顔を

見たときはとても興奮しました。アメリカでの最初の集合写真を撮ってからバスに乗り、

全てが動き出しました。 

今回の研修で改めて学んだことは、「外国にいるときは、ためらったり怖じ気づいたりし

ている暇はない」ということです。外国語でコミュニケーションが取りたいときは、たと

え正しい言葉かどうか自信が無くても、まず言ってみること、一番大事なことはきちんと

した正しい言葉で話すことではなく、とにかく何か言うことなのだということを、私は七

飯町の中高生たちから学びました。 

私は日本語を話すのにとても臆病なので、七飯でもあまり日本語を話せてはいませんで

したが、今回のコンコード滞在中には「自分がもっと日本語が話せれば、もっと通訳など

で訪問団の役に立つことができたのになあ」と思ったことが何度もありました。しかし、

【母、団長、姉】 
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コンコードに着いた直後のホストファミリー対面式での七飯の生徒たちは、約２４時間も

の長旅の後にもかかわらず、すぐに英語を話し始めていました。生徒たちは「ためらった

り心配などしている暇はなく、まずやってみなさい」ということを私に身をもって教え示

してくれたのです。 

私が決して忘れないと思うのは、訪問団の皆さんが英語を話そうと懸命に努力する姿で

す。ナレンバーグ先生が高校の校舎内を案内してくれた時、規子先生が「誰かナレンバー

グ先生の言葉を日本語に訳せますか」と生徒たちに聞くと、生徒たちは英語の説明を必死

に聞いて日本語に訳してくれ、ナレンバーグ先生を大変感動させていました。学校のラジ

オ局とテレビ局でのインタビューでも、生徒たちはすべて英語での質問に対して英語で答

えており、ナレンバーグ先生もこんなことは初めてだと大変感銘を受けていました。また

お別れパーティーでは、訪問団の大人の皆さんは英語でスピーチをしていました。後で聞

くと、釣谷団長と春菜さんはホームステイ中ずっとホストファミリーに手伝ってもらいな

がら一生懸命練習を重ねていたそうです。  

私が個人的に楽しめたのは、ハロウィーンやポットラックなどのパーティーです。訪問

団の皆さんがハロウィーンの仮装をしてアメリカの文化を体験し、

家々を周ってお菓子をもらったり、一緒にピザを食べたりしながらコ

ンコードの町民と交流しているのを見て、本当に素晴らしい体験だと

思いました。また、ポットラックパーティーでは、訪問団の皆さんが

バスケットボールをして遊んだり、コンコード町民にラジオ体操やイ

カ踊りを教えたりしているのを見られたことは、私にとって忘れられ

ない思い出になりました。 

また、個人的な宝物となったのはホストファミリーになれた事でし

た。紘子さんのホストファミリーが急病のため受け入れが出来なくなってしまい、最初の

４日間を私の家で過ごすことになりました。紘子さんは私にとって七飯での最初の１年で

とてもお世話になっている方なので、恩返しが出来る事はとても光栄でした。私の家族は

紘子さんと過ごした時間があまりにも楽しかったらしく、今でもいつ紘子さんに再会でき

るのかと聞いてきます。 

２０１４年に私が初めて七飯町を訪問した時、七飯町の皆さんが私を優しく見守ってく

れたのと同じように、今度は私が訪問団の皆さんを見守りたいと思っていました。団長は

いつもフレンドリーで優しく私をサポートしてくださり、役場がとても居心地よいと感じ

させてくれました。規子先生や七飯高校は私を歓迎してくれて、生徒と安全に接しながら

英語を教える場を提供してくれました。紘子さんは私の英会話講座の運営を手伝ってくれ、

日本の文化や言葉に対する疑問にはいつも優しく好意的に答えてくれました。春菜さんは

七飯町民を代表して私を歓迎してくれ、居心地よく感じさせてくれました。皆さんが私に

してくれた全てのことのお返しに、アメリカでの経験を最大限に楽しんでもらえるように

サポートをしました。これが皆さんの親切に対する恩返しの始まりだと肝に銘じて。 

私が感謝の気持ちを一番強く感じた瞬間は、訪問団と一緒にコンコードを出発する際、

自分のもうひとつの故郷に帰るために自分の故郷を出発するような気持ちになれた時です。 

 

完成！ 
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I was very grateful to have the opportunity to share my home with the Nanae delegation.  

It was a wonderful collision of worlds, my mother and my boss in the same room together, 

neither able to speak each other’s language, but both of them trying their best to communicate.  

I remember preparing for my first trip to Nanae in 2014.  I was 18 years old, a senior 

at Concord Carlisle High School, and I had so many worries.  What will I say?  What will I 

eat?  How will I communicate?  What if I mess up? 

I found my fears  back in high school were some of the same fears that the Nanae 

students felt preparing for this trip.  They worried about communication, food, foreign money, 

being away from home, airport immigration officers, and so much more.  My trip to Nanae was 

one of the best experiences of my life, and it changed my life.  Four years later, it led me back 

to Nanae.  I hoped for this trip to give the delegate members a similar experience to the one I 

had in high school.  One that was fun, educational, eye opening, uncomfortable, and wonderful. 

After months of preparation, a week of packing, and several long flights, it was exciting 

to round the corner with our heavy bags at Boston Logan Airport to see Sue Curtin, Junko 

Kargula, and other member of the Concord Nanae Network waiting for us with a large signs 

and big hugs.  We took our first group photo in America, boarded the bus to head to the high 

school, and everything began. 

What I learned on this trip is that when you are in a foreign country there is no time 

for hesitancy or fear.  When you want to communicate but you don’t know if you have the right 

words, it’s still important to say it and to try.  What’s most important is not saying everything 

correctly, but to at least say something.  This is what the Nanae students taught me on this 

trip.  I am shy about speaking Japanese.  In Nanae I speak very little and I had many times 

in Concord where I wished that I could say more and understand more and help explain.  What 

the Nanae students taught me from the very first night, where after almost 24 hours traveling 

they met their host families and immediately began speaking English, is that there is no room 

for hesitancy or worry, and you just have to try. 

What I will never forget is the immense amount of effort 

every member of the delegation put into speaking English.  When 

Dr. Nurenberg gave tours and introduced a new classroom or statue 

or concept in English, Noriko-Sensei would turn and ask the students 

who understood him and who could translate what he said into 

Japanese.  The students did their best to listen and to translate, and 

Dr. Nurenberg was very impressed.  At the WIQH radio interview 

and the CCTV television interview, all the question were asked in 

English and all the student responded in English.  Dr. Nurenberg 

said that had never happened before.  At the goodbye dinner for the adults, every delegate 

member gave a farewell speech in English.  I found out later that Dancho and Haruna-san had 

practiced their speeches all week with the help of their host families. 

【紘子さんと祖母】 
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I personally enjoyed events like the Halloween Party and the 

Potluck Party.  Times when delegates got to socialize with Concord 

residents, as well as participate in American culture.  Seeing everyone 

in their costumes on Halloween, going door to door and getting candy, 

eating pizza, was a wonderful thing to experience.  Watching the Nanae 

delegates at the Potluck Party talking with host families, playing 

basketball, and teaching Concordians how to do Radio Taiso and the 

Ikka Dance is something I will never forget. 

Personally, there was nothing more rewarding for me than being 

able to be a host family.  Due to a last-minute sickness with her original 

host family, Hiroko-san stayed at my house for the first four days of the 

trip.  I was so excited to share my home with her, and to try and begin to repay the extreme 

kindness she has shown me during my first year in Nanae.  My entire family had such a 

wonderful time with Hiroko, and every time I speak to them they ask me when they will see her 

again! 

In the ways that Nanae had looked out for me when I traveled to Japan, I hoped to look 

out for them.  Dancho helped me by being a wonderfully supportive and friendly boss, helping 

me feel at home at the Town Office.  Noriko-sensei and Nanae High School welcomed me and 

provided a safe place for me to teach and interact with students.  Hiroko-san helped me 

organize my Eikaiwa classes, and was a warm and welcoming friend whenever I had question 

about Japanese culture or the Japanese language.  Haruna-san is the face of every Nanae 

citizen who welcomed me to Nanae, who made me feel at home.  I hoped that after everything 

they had given me, I could do my best to help them experience and enjoy America.  I hoped to 

begin to repay everyone’s kindness.  

At the end of the trip, I felt most 

grateful to be able to say that I was leaving 

home to go back home. 

 

  

NYC！ 



令和元年度七飯町海外交流派遣研修事業 -派遣者レポート- 

59 

2019 Nanae Delegation’s Report 

 

 

 

 

 

Sarah Tan 

Host Family! 

Goodbye Dinner! 

Statue 
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Liberty 

My Favorite Photos 


