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平成 25年度青少年海外派遣研修事業 クリントン 
平成 25年 10月 29日（火）～11月 6日（水） 

名簿 
氏名 ローマ字表記 学校名 備考 

荒木田 光一  Koichi Arakida  花巻中学校  
髙橋 沙詠  Sae Takahashi  湯本中学校  
畠山 華歩  Kaho Hatakeyama  石鳥谷中学校  
伊藤 南美  Minami Ito  大迫中学校  
柏葉 涼太  Ryota Kashiwaba  花巻中学校  
猫塚 みなみ  Minami Nekoｚuka  花巻北中学校  
佐藤 克宏  Katsuhiro Sato  湯本中学校 引率教諭 

 

 

 
Clinton, Wisconsin （ウィスコンシン州クリントン村）  人口約 2,000人 

 クリントン村はウィスコンシン州ロック群にある、酪農が盛んな村です。クリントン村で農業

研修をした旧東和町の方が当時の教育長宅にホームステイしたことがきっかけで、昭和 63

年に旧東和町から３人を派遣、クリントンから３人を受け入れし、相互交流が開始されまし

た。 

 ウィスコンシン州は西部開拓時代のアメリカを舞台とした「大草原の小さな家」の原作者ロ

ーラ・インガルスの出身地として知られており、四季折々の表情豊かな自然に恵まれた土地

で、アメリカ国内で人気のある観光地となっています。ビールやチーズ、ソーセージの名産地

としても知られており、全米２位のビール会社であるミラービールの本社があります。また、

州内にはキッコーマン株式会社の米国における生産拠点である醤油工場があり、大変親日

的な地域で、州立ウィスコンシン大学は日本語教育が有名です。 
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日程 

 

1日目 10月 29日（火）  
時間 場所 内容 備考 

11:22 新花巻駅出発 JRやまびこ５４号  

15:56 成田空港駅着 国際線搭乗手続き 出国手続き 

18:20 

 

成田空港発 ユナイテッド航空UA-882で 
アメリカへ 

 

  日付変更線通過  

16：00 シカゴ空港着 入国手続き後、国内線乗換 到着後入国審査 

夕方 シカゴ空港発 バスでクリントン村へ  

夜 クリントン村到着 到着後はホストファミリーと帰宅 ホームステイ 

 

2日目 10月 30日（水）～ 7日目 11月 4日（月） 

 
 ※クリントン村において計画された研修日程に沿って行動 
   週末はホストファミリーデー 
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8日目 11月 5日（火）   
現地時間 場所 内容 備考 
午前 クリントン村発 シカゴ空港へ  

 シカゴ空港着 到着後、出国手続き  

12：00 シカゴ空港発 UA-881で成田空港へ 機中泊 

 

9日目 11月 6日（水）  
現地時間 場所 内容 備考 

16：40 成田空港着 到着後、入国手続き  

19：34 上野駅 JR はやて111号  

22：11 新花巻駅着 到着後、解散  
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プレゼンテーション紹介 

 この青少年海外派遣研修に参加する生徒は、それぞれ明確な目的意識及び研修テーマ

を持って研修に臨んでいます。 

 例年、個別に掲げた研修テーマとは別に、各派遣先別グループでの共通のテーマをも

って研修に臨んでいただいており、現地の学校などでプレゼンテーションとして発表し

てきています。今年は、「花巻市のＰＲ」をテーマに設定し、事前研修や英会話研修の

時間を使って練習を重ねました。 

 現地で発表した内容をご紹介します。 

 

１ 花巻市の説明 

 わたしたちの街、花巻市は、岩手

県のほぼ中央に位置し、西側の山

脈、東側の高地に囲まれた北上平野

の中にあります。 

 総面積はおよそ９０８平方キロ

メートル、人口は約１０万人です。 

 

   It covers about 908 

square Kilometers of the 

central Kitakami Plain, and it 

spans from the Mountain 

range in the west to the 

Highlands in the east. 

   There are more than one 

hundred thousand people, 

including over 300 foreign 

residents living in this city. 

 
 市の西部には温泉郷があり、ホテ

ルや旅館が立ち並びます。そこでは

季節ごとに移ろいゆく美しい風景

を楽しむことができます。 

 

   In the west of Hanamaki, 

there are some attractive hot 

springs.  

   Unique hotels and 

Japanese inns are lined along 

the rivers or streams, and 

people can enjoy the beautiful 

view while sitting in an outdoor 

bath along a river, gazing at 

the forested mountains. 

 

 
 また、詩人で童話作家の宮澤賢

治、近代画家の萬鉄五郎などの偉人

を輩出しました。 

 

 

 

   In addition Hanamaki has 

produced some great men like 

Kenji Miyazawa, who is 

well-known for his poems and 

fairy tales, and Tetsugoro 
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 長い歴史の中で培われた郷土芸

能、伝統工芸技術も多く伝えられて

います。 

 

Yorozu, who is a pioneer of 

modern painting. 

   Many local arts and 

traditional craft skills which 

have been cultivated 

throughout history are being 

passed down today. 

 
 市は観光産業に力をいれており、

毎年200万人以上の観光客がまち

を訪れ、イーハトーヴ花巻で過ごす

時間を楽しんでいます。 

 

 

 このようにたくさんの魅力がつ

まった花巻市ですが、その中から今

日は、私たちが特にみなさんに教え

たい良いところを数点、ご紹介した

いと思います。 

 

   Because the municipal 

government promoted 

tourism, every year, over ｔwo 

million people come from all 

over the country to enjoy 

their trip to the arcadia, 

IIHATOV, Hanamaki. 

   In this way, Hanamaki is 

full of appeal to visitors but 

especially we will show you a 

couple of fascinating things. 

 
 

２ PRポイント －温泉について、効能、入り方など－ 
 日本国内には優に２０００以上

の温泉があります。なぜなら日本に

は火山がたくさんあるからです。 

 

  花巻市には１２箇所の温泉がわ

きでていて、その多くが市の西側に

集中しています。 

 

   Since there are so many 

volcanoes, there are well over 

two thousand hot springs in 

Japan. 

   Twelve hot springs flow in 

Hanamaki, and most of them are 

located in the western mountain 

area. 
 一番有名なのは、花巻温泉です。

この温泉はとても広く、温泉だけで

はなく滝周辺の遊歩道や喫茶店、豪

華な結婚披露宴場などもあります。 

 

   Hanamaki Onsen is the most 

famous hot springs in Hanamaki, 

which not only has baths, but 

also a boardwalk near the 

waterfall, a cafeteria, and some 

gorgeous banquet halls for 

wedding parties. 
 敷地内に３つのホテルと２つの

旅館が建っているほか、５０００坪

（4.08 エーカー）の広さのバラ園

もあり、450 種類６０００株のバ

   Hanamaki Onsen Company 

manages 3 hotels and 2 

Japanese style inns, and in 

addition, about a 4.08 acre 



 7 

ラが植えられています。 

 

 

 バラの花が咲く季節には多くの

客でにぎわいます。 

 

spread of rose garden, which 

has 6000 roots and 450 kinds of 

roses.  

   A lot of visitors come to see 

this beautiful garden during the 

blooming seasons. 

 
 この時期には、浴槽の中にバラの

花をうかべて香りを楽しむことも

できます。 

 昔はここに遊園地や軽便鉄道も

通っていたようですが、今はありま

せん。 

 

   We can also enjoy bathing 

with vivid rose flowers, which 

have a calming aroma.  

   There used to be a light 

railway and a little amusement 

park here, but they don't exist 

anymore. 

 
 市の南側にも面白い温泉がたく

さんあり、お湯がとろとろしている

ところや深い浴槽に立ったまま入

る温泉もあります。 

 

 

 

 

 

 いくつかの異なった温泉をはし

ごすると、違いがわかって面白いで

す。 

 

   The southern area of 

Hanamaki also has some 

interesting hot springs. For 

example, one hot spring has a 

characteristic slippery smooth 

feeling, and another hot spring 

inn has a big 4.1 foot depth 

bathtub that we can soak in 

while standing.  

   When we go bathhopping, 

we can feel the difference 

between the different hot 

springs. It' very interesting. 

 
 流れる川を眺めながら入る露天

風呂もあります。たまに熊やカモシ

カなどの動物をみかけることもあ

ります。 

 

 

 自然豊かで、冬には雪に覆われて

しまう静かな温泉旅館はとても魅

力的で、ラブロマンスからサスペン

スまで、さまざまな小説やテレビド

ラマの舞台となりました。 

 

   We can also enjoy contact 

with nature in open-air baths 

along the stream, and 

sometimes, a bear or a 

goat-antelope may be seen.  

   A quiet inn with a wealth of 

nature is a very attractive place, 

so they are often adopted as 

the setting for novels and TV 

dramas, from love stories to 

suspense. 
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 温泉にはいろいろな効能があり、

神経痛や筋肉痛、美肌にも効果があ

ります。 

 

 私は部活動のあとの疲れをとる

ために温泉を利用します。何よりゆ

っくりと寛ぐことができますし、健

康にもいいので子どもからお年寄

りまで、幅広い年代の人々に親しま

れています。 

 

   Hot springs' waters are 

believed to be effective for 

nerve pain, muscle pain, joint 

pain, and beautifying your skin.  

   I often go to a hot spring to 

get rid of fatigue after my club 

activity. They're very relaxing 

and they're even good for our 

health. Japanese people, from 

young to old, love hot springs. 

 
 ほとんどの温泉施設には、売店が

あります。湯上りにアイスを食べた

り牛乳を飲んだりします。 

 

 お風呂上りに牛乳をのむときに

は、このように腰に手をあてて一気

に飲むのが正しい飲み方とされて

います。（やってみせる） 

 

   Almost all facilities have a 

little shop in the corner. We can 

buy and have some ice cream or 

milk.  

   It is said that this is the 

right way to drink the bottled 

milk after bathing. Standing 

with one hand on your hip and in 

the other hand you have the 

milk, like this.  

 
 さらに、観光客を楽しませてくれ

るのはその豪華な料理です。花巻で

作られた野菜や米、肉を使った料理

が楽しめる旅館やホテルは大人気

で、若いカップルや家族連れでにぎ

わいます。 

 

 

   In addition, a big dinner 

makes all tourists smile. The 

hotels and inns serve some of 

Hanamaki's local specialties, 

such as rice, vegetables and 

meat. So, they are very popular 

among young couple and families. 

Some people even hold parties 

at these hotels because of their 

delicious food. 
 美味しい料理を目的に、宴会会場

として温泉旅館を利用する人も居

ます。花巻には観光施設が多いた

め、それらをめあてに日本中から多

くの人があつまり、そのひとたちの

宿泊先として温泉が選ばれていま

す。 

 

   Tourists from all over Japan 

choose to stay at hot springs. 

There are many tourist 

facilities such as Kenji's 

memorial museum and 

Mt.Hayachine, which is easy to 

climb, so people gather in 

Hanamaki during the tourist 

season. 
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 市の中心部にはあまり大きなホ

テルがないので、スポーツの大会な

どに参加した人も温泉ホテルに泊

まることが多いです。 

 

 

 花巻には設備の整ったスポーツ

施設があり、グラウンドも整備され

ているのでハンドボールやソフト

ボールの大会がよく開かれます。 

 

   There are few big hotels in 

the central area of the city, and 

people who take part in sports 

matches usually stay at a hot 

spring hotel.  

   Since Hanamaki has some 

good facilities for sports and 

training, tournament matches of 

handball and softball, for 

example, are held. 

 また、花巻には強い野球チームの

ある高校があります。彼らはこの夏

の大会で、全国ベスト４という成績

をおさめました。 

 

   Talking of sports, Hanamaki 

has a high school that is famous 

for its strong baseball team. 

The team made it into the top 

four in the all-Japan baseball 

tournament last summer. 

 
３ まとめ 

 いかがでしたか。わたしたちのま

ち、花巻市について、イメージでき

たでしょうか。 

 今度はみなさんが花巻市に来て、

その魅力を体験してほしいと思い

ます。 

 これからもクリントン村と花巻

市との交流が続くように願いつつ、

わたしたちの発表を終えます。 

 ご清聴どうもありがとうござい

ました。 

   How was our presentation? 

Could you imagine what Hanamaki 

is like? 

   We really hope that you can 

come and experience the life in 

Hanamaki. And we also hope that 

the relationship between Clinton 

and Hanamaki continues for a long 

time. 

   Our presentation is over. 

Thank you for your listening. 
 

 

出発式の様子 
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研 修 報 告 書 
 

花巻市立花巻中学校 ２年   荒木田 光一 

 
１ 研修課題 

（1）アメリカの生活にスポーツはどのように活かされているか。 

（2）日本とアメリカの食生活の違いについて 

 

２ 課題設定理由 

（1）アメリカでは、どのようなスポーツが盛んで、スポーツが人々の生活にどのように 

   活かされているか知りたかった。 

（2）アメリカではどのような食事をしているのか、実際に行って食べてみたいと思った。 

 

３ 研修報告 

 僕が行ったアメリカのクリントン村は、シカゴ空港から車で２時間くらいのところにあり

ます。着いた時の気候は、花巻よりも風が強いせいか寒く感じました。家はほとんど１階建

ての平屋で、屋内には地下室があり、庭にはバスケットボードがある家庭が多かったです。 

 クリントン村には小学校、中学校、高校が一つしかありません。ですから、生徒はみんな

小さい頃から知り合いで、仲が良かったと思いました。 

 

 僕たちは授業にも参加しました。アメリカの学校は生徒が教室を移動して授業を受けるの

で、日本とは雰囲気が違って見えました。 

 僕が受けたドイツ語の授業の先生は、態度の悪い生徒を廊下に出していて、とても厳しい

と思いました。数学の授業は言葉がわかりませんでしたが、分数や少数点のある数字の大小

を比べる内容だったので、僕にもよく理解できました。僕も積極的に手を挙げて答えること

ができてうれしかったです。 

 また、体育の授業でバスケットボールとサッカーをしました。サッカーはドリブルやシュ

ートがみんなよりも上手にプレーできましたが、バスケットボールは女子よりも残念な結果

でした。やっぱりアメリカはバスケットボールが盛んだと思いました。 

 

 僕のホストファミリーは、お父さんとお母さんと高校生のお兄さんと僕と同級生の妹がい

ました。お父さんは海外で医療活動をしている人で、僕が日本に帰るとき会いに来てくれま

した。お母さんはとてもきれいな人でいつも優しく接してくれました。お兄さんは昨年僕が

ホストファミリーで受け入れた人で学校までお兄さんが車を運転してくれました。高校生な

のに運転免許を持っていて驚きました。妹は明るくて一生懸命に僕に話しかけてくれました。 

 ホストファミリーデーにはシカゴまで連れて行ってくれました。そこで美術の教科書に載

っていた建造物を実際に見ることができて感動しました。 

 学校から帰ってからは、アメリカンフットボールやバレーボール、フィギュアスケートな

どの試合を見に連れて行ってもらいました。僕はバレーボール部に所属していますが、バレ

ーボールは女子チームしかないと言われて少し残念でした。 

 ホストファミリーでの日常会話は、なんとなく理解できましが、すぐに英語で答えること

ができませんでした。 

 

 ホストファミリーでの食事は、朝は家でシリアルを食べ、昼と夜はほとんど外食のハンバ

ーガーでした。そのハンバーガーの量は日本と比べて多くて、クリントンの生徒や大人は残

して捨てていました。とても驚きましたし、もったいないと思いました。僕は全部残さない

で食べたので、ホストファミリーのお母さんに”You eat very well.“とほめてもらいまし
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た。また、食堂で店の人に「全部食べたのか」と聞かれたので”Yes.“と答えたらハイタッ

チをしてもらいました。 

 

 

４ 感想  

 アメリカとの食文化の違いがよくわかりました。日本では毎日違う料理を食べることに対

して、アメリカではほとんどがハンバーガーでした。 

 アメリカに行って普段食べている日本料理のおいしさがよくわかりました。来年、クリン

トン村のみんなが来たら花巻の料理を紹介して「お・も・て・な・し」したいと思いました。 

 

 また、クリントンの学校で生徒に「日本のスポーツ選手の中で知っている人は誰か」と聞

いたら、ほとんどみんなが大リーグのレッドソックスの上原投手と答えてくれました。ワー

ルドシリーズで優勝したあとだったからだと思いました。また、一人だけフュギュアスケー

ト選手の高橋大輔選手と答えてくれました。アメリカでは野球が盛んなのは知っていました

が、フュギュアスケートも人気があることを知って驚きました。 

 ２０２０年の東京オリンピックの開催についても、みんなはとても歓迎してくれました。

スポーツは国境を越えてみんなが一つになって楽しめるものだと感じました。 

 

 国際交流の方法は言葉だけではないと思いました。将来は、スポーツや料理などの文化を

通じた国際交流をして、友だちを増やしていきたいと思いました。 

 このような機会を与えていただいて、ありがとうございました。 

 

５ 写真 
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花巻市立湯本中学校 ２年   高橋 沙詠 
 

１ 研修課題 

ミドルスクールでの授業、生活習慣の違いを知る。 

 

 

２ 課題設定理由 

アメリカから見た立場と日本から見た立場ではどのような違いがあるのか 

知りたかったから。 

 

 

３ 研修報告 

（１） 家での過ごし方 

 私は外国の人はみんな靴を履いたまま家の中に入るというイメージが強かったので

すが、実際に行ってみると私のホストファミリーは家の中でも靴を履いていませんでし

た。たまに履いている時もありましたが、基本は脱いで生活していました。日本人は、

必ず靴を履いていると思いがちですが、必ずしも履かなければいけないというルールは

ないようでした。 

 日本でのお風呂は浴槽にお湯をためてから入りますが、アメリカの人たちはシャワー

だけで軽く済ませていました。また、私のホストファミリーは夜に入るのではなく、朝

に入っていることが多かったです。 

 朝食は少なく、パンやシリアル、スクランブルエッグ、牛乳などでした。 

 

（２） 学校での過ごし方 

 学校にはホストファミリーの家から毎日徒歩で登校しました。学校までは歩いて１５

分くらいでした。途中の横断歩道には日本で言う交通指導員が立っていました。 

 学校では歓迎セレモニーをしてもらいました。８年生が日本の「さくらさくら」を歌

ってくれました。 

 授業は日本よりとても自由で、トイレに行きたくなったら勝手に抜け出しても良いし、

お腹がすいたらクッキーを食べても怒られていませんでした。日本ではあまりない光景

で最初は違和感を覚えましたが、生徒一人一人がいきいき授業を受けているのを見てい

ると、生徒の自主性や、責任感、協調性を養うという目的に気づくことができました。 

 

（３） コミュニケーション 

 私は最初、言葉が通じるか、アメリカにとけ込めるか、友達は出来るのかなど、楽し

みという気持ちより不安のほうがたくさんありました。しかし、ホストファミリーは、

私のことを温かく迎え入れてくれました。私がどうしていいか分からず戸惑っていると

何をしたらいいのか教えてくれ、言っていることが分からなくて何度聞き直しても嫌な

顔ひとつせず、ゆっくり、はっきり伝えてくれました。徐々に言いたいことが言えるよ

うになり、相手が言っていることが分かるようになったときはとても嬉しかったです。 

 英語はまだまだですが、心で通じあえたのではないかと思いました。 

 

 

４ 感想 

 私は今回の研修でたくさんの人に出会い、さまざまな思い出を作ることができました。

アメリカの人たちは、知らない人に対してもとてもフレンドリーに話しかけていました。 
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 だからといって、アメリカの方が日本より良いという訳ではありません。日本人は相手

の心情を読み取り、細やかなきくばりができます。 

 私は今回の研修でアメリカの良さと、日本の良さの両方を見つけることが出来ました。

日本人らしさを意識して生活したことがあまりなかったけど、今回の研修で日本人らしさ

を再確認することができました。 

 今回、アメリカで体験したことは私の宝物です。 

 

 

５ その他報告したいこと•写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      ↑ウィスコンシン州議事堂                                 ↑学校の給食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       ↑学校にて 
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花巻市立石鳥谷中学校 ２年   畠山 華歩 
 

１ 研修課題 

   ・日本とアメリカの食文化の違いを見つけ、交流し合う。 

   ・英語で会話し、コミュニケーションを取りながら異国の文化を学ぶ。 

 

 

２ 課題設定理由 

   ・主食が違うアメリカでは、普段どの様な物を食べているのかを知る。 

   ・学校の授業などで学んだ事を十分に生かし、沢山コミュニケーションを取る。 

 

 

３ 研修報告 

①食生活について 

 私が食べたのは、大きなハンバーガーや揚げ物など、脂っぽい物ばかりでした。また、

学校でランチをした時、沢山の量を取って食べている人が多くいました。ホストファミリ

ーも私以上に食べていました。 

 バリエーションが豊富な日本の食文化は、本当に素晴らしいと実感する事が出来ました。 

 

②学校生活 

１）初めて学校に通った時から“自由”という印象が残りました。授業中には、立ち歩い

ている人やお菓子を食べたりしている人がいて本当に驚きました。また、日本では制服を

着ますが、アメリカでは、私服で登校します。女子の中には、ピアスや化粧をしている人

がいて日本とは大違いでした。 

 

２）学校での授業は、様々な種類があります。ドイツ語やビジネス関係の授業もしていま

した。また、８年生全員で行うブラスバンドも見学し、吹奏楽部と同じような練習を行っ

ていました。学校のどの教室にもアメリカの国旗が掲げてありました。この理由は、自分

達はアメリカ人であるという意識を持たせる為です。母国を愛する気持ちが凄く伝わりま

した。 

 

③ホームステイ・休日 

 私のホストファミリーは、５人家族です。とても気さくな方々です。私は、初めての海

外・ホームステイだったので、不安な事が沢山ありましたが、私のホストファミリー達は

笑顔で迎えてくださり、毎日楽しく過ごすことが出来ました。 

 ホストスチューデントと弟と３人でゲームをして遊びました。凄く面白かったです。休

日は礼拝に行ったり、買い物をしに行ったりしました。ホストファミリーから沢山のプレ

ゼントを貰いました。私の家族の分も頂きました。本当に優しい家族でした。  

 

 

４ 感想 

 今回の研修を経て、私はアメリカ人の優しさを実感する事が出来ました。ミドルスクール

でも、沢山声を掛けてくれたり、話し掛けてくれたりしました。ホストスチューデントの友

人達にも優しくして貰い、色々な所を案内してくれた方々にも優しくしていただきました。 

 私達が帰国する日の朝、みんながいつもより静かだと感じました。別れる直前、ランチル

ームで出発時間を待っているとき、ホストファミリー達が次々と泣いてしまいました。私も、
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我慢していたのをこらえきれず、泣いてしまいました。別れの時、ホストマザーとホストス

チューデントが私を抱きしめてくれました。日本に帰りたくない気持ちでいっぱいになり、

学校を離れたときも涙が止まりませんでした。少しだけ向こうの家族の一員になれた様な気

がします。私にとって、ホストファミリーは第二の家族です。 

 海外派遣にたずさわって下さった方々、本当にありがとうございました。 

 

 

５ 写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                私のホストファミリー                     私達を受け入れてくださったホストスチューデントのみんな 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              ある日のランチメニュー 
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花巻市立大迫中学校 ２年   伊藤 南美 
 

１ 研修課題 

   アメリカの酪農を学ぶ。 

   文化を学ぶ。 

 

 

２ 課題設定理由 

   家で牛を飼っていて、アメリカの牛はどのように飼われているのか見てみたかったから。 

   日本とは違う文化を学んでみたかったから。 

 

 

３ 研修報告 

 私がホストファミリーの家に行って最初に一番驚いたことは、家の中で靴をはいていると

いうことです。前からそれは知っていましたが慣れるまで大変でした。 

 学校は 1 年生から 8 年生が通っていました。私の通う大迫中学校は全校生徒数が少ないと

ころなのでアメリカでは人が多いように感じました。 

 授業中はとても自由な感じがしました。勝手に立ち歩いたり、ずっとおしゃべりしたりし

ていました。でも日本とは違った新鮮な感じを体験できて楽しかったです。 

 学校が終わってからは牛を見に行きました。ホストファミリーの家ではありませんが、近

くに牛を飼っている家があったようなので見せてもらいました。私の家にいる牛よりも大き

くたくさんいたのでびっくりしました。 

 ハロウィンの日には一緒にお菓子をもらいに近所の家をまわりました。どこの家の人も優

しくしてくれて嬉しかったです。 

 ホストファミリーデーには家族みんなで動物園に行きました。他にも大きなショッピング

モールに行って迷子になりそうになったのが印象に残っています。 

 次の日は教会に行きました。教会にはパイプオルガンがあり音がとてもきれいでした。壁

や天井、ほとんどが白色でいかにも洋風という感じがありました。 

 家の中では、寝る時着替える時以外はドアを開けっ放しだったのが少し困りました。荷物

の整理をする時にドアを開けているのはちょっと嫌だったので閉めようかと思いましたが、

「何で閉めているんだろう。」と思われたくないので開けたままにしていたことがあります。

日本ではほとんどドアは閉めているので不思議な感じがしました。 

 

 

４ 感想 

 私は研修全体を通して、日本とアメリカでは気質や考え方の違いがあると感じました。 

日本では学校の中ですれ違っても手を振ったり声を掛けたりしてくれることはありません。

でもアメリカでは手を振ってくれたり、声を掛けてくれたり、名前を呼んでくれたりとフレ

ンドリーな感じでした。 

 今後は、今までよりももっと英語をきちんと勉強して将来に役立てていきたいです。 
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花巻市立花巻中学校 ２年   柏葉 涼太 
 

１ 研修結果 

   ・日本とアメリカの共通点と相違点を見て、学ぶ。 

   ・日本の文化を伝える。 

 

 

２ 課題設定理由 

   ・アメリカに行き、普段出来ない体験をしてみたいと思ったから。 

   ・日本のことについて、少しでも興味を持ってもらいたかったから。 

 

 

３ 研修報告 

（１）クリントンの人々 

 僕のホストファミリーは、ホストスチューデントのダスティン、姉のジェシカ、兄のジ

ョシュアの３人兄弟で、とてもフレンドリーで、自分に対しても、優しく声をかけて、く

れたり、一緒にゲームをしたり、優しく、おもしろい家族でした。不安だった９日間の生

活もホストファミリーのおかげで、楽しい生活を送れました。ダスティンとゲームをした

ときに思ったのが、日本に比べ、感情表現がとても豊かだと思いました。ゲームでダステ

ィンが勝つと立ち上がってダンスを踊るなどしていて、すごく興奮していました。ジェシ

カが「うるさい！」と言うぐらいで、アメリカ人の感情の表し方が大きいと思いました。 

 

（２）学校 

 ダスティンが通っているクリントン・ミドルスクールに僕も通いました。アメリカの学

校は、朝 7時１５分ごろにスクールバスが来て、通い、午後２時には帰れるというスタイ

ルで、花巻の学校よりは比較的早く帰れました。第一印象は、さすがアメリカ、自由だ、

と思いました。髪を赤や茶に染めていたり、マニキュアを塗ったり、授業中にガムなどの

お菓子を食べたりしていました。 

 特に荷物の決まりがなく、自由にいろいろ持ってきていました。日本では、出来ないこ

とが目の前で起こっていたので、新鮮な感覚でした。けれどチャイムが鳴る前には、ほと

んどの人が座り、切り替えをしっかりしていました。もう１つ驚いたのは、日本の学校で

は、先生がそれぞれの教室に向かい授業をするという形ですが、アメリカではクラスとい

うものがなく、各教科の教室に先生がいて、生徒が自ら向かうという形でした。 

 校庭は、芝で、陸上トラック、アメフトのグラウンドなどがあり、とても立派でした。 

 アメリカの学校は、自由な面が少し多いけれど生徒一人一人の意見を持っていて、しっ

かりしているなと思いました。 

 

（３）衣食住の違い 

１）衣 

 ・登校時などはとても寒く、服を着こんでいたが、ダスティンは半袖１枚にコートだけで 

  とても寒そうに見えた。しかし、彼は寒くないと言っていた。 

 ・寒さは、花巻に似ていた。 

 

２）食 

 ・甘い、しょっぱいという味がすぐ分かる、はっきりしている。 

 ・ボリュームがある。 
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 ・アメリカ発の料理（ハンバーガー）や、ピザなどは、とてもおいしい！ 

 

３）住 

 ・土地が広い。 

 ・地下室がある家がほとんど。 

 ・地下室以外は、家の中の作りは、日本とほぼ同じ。 

 ・日常で、使う家電が日本と比べ、大きい。 

 

 

４ 感想 

 自分は、この海外派遣事業に参加できたことを嬉しく思います。とてもすばらしい経験に

なりました。最初は、不安ばかりでしたが、クリントンの人達やホストファミリーがあたた

かくむかえてくれたおかげで、積極的になれたのだと思います。 

 ホストファミリーには、とてもよくしてもらい、ハロウィンなどの日本では出来ない体験

をたくさんさせてもらいました。有意義な９日間を過ごすことができ、ホストファミリーに

は感謝しています。 

 この派遣事業に参加できたのは、いろいろな人の応援があったからです。今回の経験を通

して、感謝の気持ちを忘れないようにしたいです。７月には、クリントンの生徒のみなさん

が花巻に来るのであたたかく、やさしく日本の文化を伝えたいです。楽しみにまっています。

今回の経験を無駄にしないようがんばります。 

 そして、またアメリカに行きたいです。 

 

 

５ その他、写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ハロウィンの様子 
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アメフト  とても迫力がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
お世話になったホストファミリーです。 
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花巻市立花巻北中学校 ２年   猫塚 みなみ 
 

１ 研修課題 

 日本とアメリカの文化の違いを見つける 

 

 

２ 課題設定理由 

 この研修テーマにした理由は、日本で私たちが普段の生活で普通に行っていることが、ア

メリカではどのように行われているのだろうと、興味を持ったからです。 

 

 

３ 研修報告 

 私が研修テーマにした「日本とアメリカの文化の違いを見つける」については、色々な事

を学ぶことができました。 

 アメリカでは家に入るとき、くつをぬがないでそのまま入ります。日本では、くつをしっ

かりぬいで家に入るので少し変な感じがしました。 

 ホームステイをした家では、さまざまな食事を楽しむことができました。朝食は、ドーナ

ツやパンケーキ、フルーツなど、甘いものが中心でした。昼食は、ミドルスクールの給食で、

ハンバーガーをほぼ毎日食べました。夕食は、昼食と同じく、ハンバーガー、そしてピザな

どを食べました。日本で出るような野菜はあまりなく「フライドポテト」が野菜のような扱

いでびっくりしました。 

 ミドルスクールでの授業も体験しました。そこでびっくりしたことは、授業中なのに生徒

がガムをかんだり、先生がジュースを飲んだりと、すごく自由な感じだったということです。

また、アメリカでは、日本とは少し違って、先生１人１人に教室があり、生徒は授業の時に

各教科の先生の教室に行きます。だから、アメリカの生徒には、自分達の教室がありません。

日本では自分たちの教室があり、逆に先生が移動してくるのですごくおもしろい感じがしま

した。 

 また、日本にもハロウィンの日はありますがアメリカはすごく本格的でみんな仮装をして

いました。そして、学校にも仮装で行っている人がいたので、とても驚きました。夕方にお

菓子をもらいにいろいろな家に行くのですが、仮装をしていないともらえないことにも驚き

ました。日本では仮装をする機会がまったくないので、すごく楽しかったです。 

 

 

４ 感想 

 私がアメリカで少しの間、生活していてすごくいいな、と思ったことは、アメリカの人達

がすごくフレンドリーだったことです。学校ではみんな「Ｈｉ」とよく声をかけてくれまし

た。また、お店に行った時も見ず知らずの人との会話もすごく盛り上がっていて、いいな、

と思いました。 

 アメリカは日本より開放的な感じがして、とても楽しい国でした。 
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花巻市立湯口中学校 教諭   佐藤 克宏 
 

１．はじめに 

  

 平成２５年度の海外派遣事業の引率という機会を与えていただき、市内５校から選ばれた６名

の生徒と共に、アメリカ合衆国ウィスコンシン州クリントン村で研修に取り組んできました。英

語教諭ではない私がなぜ…という思いもありましたが、生徒を安全に楽しく研修させることが役

目と考えて参加しました。 

 参加した６名の生徒は、それぞれにしっかりとした目的意識を持ち、事前研修の段階から前向

きな姿勢で臨んでいました。その逞しい姿を見るにつけ、有意義な研修になるであろうことは予

想ができました。 

 ところで私自身は、平成１２年度に当時の文部省の海外派遣事業で、２ヶ月かけてニュージー

ランドとマレーシアに出向いた経験があります。そのうち１ヶ月はホームステイをしながら学校

に通い、授業参観をしたり実際に授業をしたりという自分自身の研修でした。今回の研修は、引

率が主とはいうものの、自分自身の研修も積みたいと心に決めて旅立ちました。 

 

 

２．クリントン・ミドルスクールでの生活 

 

 生徒６人は、それぞれのホームステイ先のホストスチューデントと登校します。そして、基本

的にホストスチューデントの授業に一緒に参加します。日常の学校生活に、自然に交ぜていただ

いたという感覚です。ホストスチューデント同士は同級生であっても、それぞれ選択する授業が

違っていれば、日本の生徒もバラバラになって教室に向かいます。一人だけで授業に参加すると

いう経験は、めったにできることではないでしょう。頼る者がいないのですから、周りから聞こ

える英語に集中しなくてはなりません。まさに生きた英語教育です。 

 余談になりますが、日本の学校が海外の派遣学生を受け入れる場合は、対応が異なる場合が多

いと思います。すなわち、相手を「お客様」としてもてなそうとするわけです。まずは、歓迎の

垂れ幕で迎えます。案内係がつき、順番に各教室の授業を見せますが、書道や折り紙など興味を

引きそうな内容を取り入れます。質問には正確に答えるために、通訳の準備も万端です。日本人

の気質であり、誇るべき「おもてなし」の姿勢ですから素晴らしいことなのですが、「日本の普

通の学校生活を体験したい」という生徒には物足りなく感じるかもしれません。 

 唯一、ミドルスクールで特別に準備してくださったのは、歓迎セレモニーでした。全校生徒が

体育館に集まり、日本の生徒の紹介、日本語の歌「さくら さくら」の合唱、プレゼントの贈呈

がありました。私たちも花巻市を紹介するプレゼンテーションを準備しており、６人が協力して

発表できました。拍手喝采を浴びて、自分たちの英語力にも自信が持てたようでした。 

 授業は、教科ごとにその先生の教室に出向いて受けます。日本のように、自分の学級（教室）

はありません。授業の形式も、教師の発問に対して生徒が次々と自分の考えを答えていくという

スタイルが多く、教え込み型の授業には出会いませんでした。制服がないわけですから、もちろ

ん揃いのジャージなどもなく、体育の授業は普段着のまま受けている状況です。男女混合のフッ

トサルの様子からは、技術の習得よりも協力して楽しくプレーすることを目指していると感じま

した。 

 昼食はカフェテリアでとるのですが、支払いは指紋認証で行われており現金のやりとりはあり

ません。後日まとめて請求がくるわけですが、合理的だと感心しました。一方で、食べ残しの生

ゴミも牛乳の紙パックも同じゴミ箱に捨てる合理性には、共感できないものがありました。 

 授業終了時刻に合わせて、玄関前にスクールバスが並びます。遠方からの通学者も多いので、

この時刻が一斉下校となります。したがって、１６時前にはすべての生徒が帰宅しているものと
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思われます。放課後に自分の時間をたっぷりと持つことができます。週に１～２回ほど、希望者

による部活動がおこなわれていました。バスケットボールの練習を見学しましたが、コーチの示

範を見て自主的に練習に取り組むという形式で、時間で区切られた綿密な練習メニューに則って

行われる日本の部活動とは違った雰囲気でした。 

 

 

３．研修の報告 

 

 私は技術が専門ですが、アメリカにはそれに当たる教科が存在しません。近い教科ということ

で「Industrial arts Teacher」と自己紹介しましたが、さらに詳しい説明を付け加えなければ

理解してもらえませんでした。３日目に見学で訪ねたハイスクールでは、木材加工・金属加工・

栽培などの専門教科に分かれて学習していました。以前訪ねたニュージーランドでも状況は同じ

でした。どれも日本では、工業高校での履修内容に該当します。それらの分野を総合的に指導す

る技術科とは、国際的に見て特殊な教科であると感じました。 

 ハイスクールでは、見学した時間に授業は行われておらず、制作した作品を見せてもらうにと

どまりました。定形的な作品を全員が練習を兼ねて制作し、その後に各自がデザイン性を重視し

た独創的な作品に取り組むという授業スタイルが見て取れました。 

 また私は、社会科の免許も有していることから、アメリカの地理にも興味を抱いていました。

日本よりも緯度が高く内陸部にあるウィスコンシン州は、同時期の岩手県より気温が低く、１０

月末に紅葉が最盛期を迎えていました。冬の降雪量は多くはないものの、厳冬期には氷点下２０

度を下回ることもあるそうです。気候に適した飼料用のコーン栽培が盛んで、併せて酪農が展開

されています。ホストファミリーデーには、チーズ工場と直売所が一緒になった施設を訪ねてき

ましたが、当地ではよくある施設のようでした。 

 土地は全体的に平地で、全方位の地平線が見えます。車で遠くまで走ることがあっても、めっ

たに川を超えることがありません。たまに見かける川は非常にゆっくりと流れていて、土地の傾

斜が緩やかなことがわかります。水が貴重であるため、町の近くには必ず、巨大な背の高い給水

塔が設置されていました。近年は、近隣の町でハリケーンによる被害が発生しており、原因究明

や対策が進められているそうです。 

 日本で授業をする際には、地図帳や資料集等を使って指導していた内容ですが、自分の目で見

たこれからは、確信を持って伝えることができると感じました。貴重な体験になったと思います。 

 

 

４．ホームステイについて 

 

 研修期間中は、私もホームステイを行いました。前年度に引き続いて受け入れをしてくださっ

た家庭でした。過去には、自身の子供を日本にホームステイさせたこともあり、花巻市の生徒の

受け入れも経験しているご家庭でした。私にとっては２度目の海外ホームステイということと、

経験豊富なホストということで、安心して滞在させていただくことができました。 

 英語の不得手な私に対して、言葉の意味をつかみかねていると察したときには易しい表現に変

えてくださったりする、とても優しいホストでした。ホストファミリーデーには、１００㎞ほど

遠方に住むホストの両親の家を訪ねたのですが、到着するとすぐに父親の農作業を手伝っていま

した。ハイスクールの体育教師であり、フットボールの試合では競技役員を務め、家族を大切に

し、日曜日に教会活動に熱心に取り組む姿は、私の思い描く「アメリカの父」そのものでした。

知日家でもあり「日本と中国との関係は大丈夫？」というような質問を投げかけてくれたりした

のですが、私の英会話の力では満足に回答することができませんでした。残念でなりません。 
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５．おわりに 

 

 私事で恐縮ですが、３年前に娘がクリントン村にホームステイをさせていただいており、今回、

娘がお世話になったホストファミリーを訪ねたいと思っていました。ホストに事情を話して案内

していただいたおかげで、無事に対面をしてお礼を述べることができました。また、私のホスト

ファミリーが過去に受け入れた花巻の生徒とは、私の友人の娘さんだったこともわかりました。

そこで、ホストファミリーの写真を撮影させていただき、友人の娘さんに届けることもできまし

た。長年交流を継続していると、このような形で縁が繋がっていくのだということを実感しまし

た。僭越ながら、本事業の目的実現に多少なりとも貢献できたのではないかと自負しています。 

 来夏には、今回ホストスチューデントだった生徒の中からも、何人かが花巻を訪れるとのこと

です。引率した６年の生徒と共に、彼らとの再会を楽しみにしています。そしてまた、日本で新

しい縁が生まれることを期待しています。 

 参加した６人の生徒は、滞在期間中に目を見張るほどの成長を遂げました。気さくで明るいク

リントン村の方々のおかげで、毎日笑顔で登校することができました。お別れの日の涙が、濃密

な９日間の生活を物語っていたと思います。 

 最後になりましたが、このような研修の機会を与えてくださった関係者の方に感謝申し上げ、

研修の成果をあらゆる機会に還元していくことを約束して報告を終えたいと思います。ありがと

うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


