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平成 25年度青少年海外派遣研修 ホットスプリングス 

平成 25年 11月 1日（金）～11月 10日（日） 

 
名簿 

氏名 ローマ字表記 学校名 備考 

菊池 彩莉 Ayari Kikuchi 矢沢中学校  

三浦 渚紗 Nagisa Miura 花巻中学校  

照井 花菜 Kana Terui 湯本中学校  

鈴木 佳祐 Keisuke Suzuki 花巻中学校  

岡部 望 Nozomi Okabe 花巻北中学校  

鈴木 文菜 Ayana Suzuki 石鳥谷中学校  

八重樫 夫佐子 Fusako Yaegashi 東和中学校 引率教諭 

 

 

 
 

Hot Springs、 Arkansas （アーカンソー州ホットスプリングス市）  人口 35、467人 
ホットスプリングス市は、湖や森林、山に囲まれた緑豊かな温泉地。温泉の湯気があちこち

で立ち上っている。市街のバスハウスロウ”Bathhouse Row”と呼ばれる通りも含め、その周囲

が国立公園として指定されている。ミネラルたっぷりの温泉は、飲泉所 ”Thermal Water 

Jug Fountain” で飲むこともできる。また、ホットスプリングスは全米でも有数の水晶の産地で
もある。 

 

 

 
 

 

アメリカ合衆国 
アーカンソー州 

ガーランド郡 

ホットスプリングス市 

ホットスプリングス･ヴィレッジ 
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日程 

 

1日目 10月 29日（月）  
時間 場所 内容 備考 

9：45 新花巻駅出発 JRはやて１０８号  

13：56 成田空港駅着 到着後、国際線搭乗手続きへ  

16：40 成田空港発 出国手続後、ユナイテッド航空UA-006
にてヒューストン国際空港へ 

 

  日付変更線通過  

14:25 ヒューストン空港着 到着後、入国・税関審査をして、 
国内線乗換へ 

 

16：48 ヒューストン空港発 UA-5803でリトルロック空港へ  

18：10 リトルロック空港着 バスでホットスプリングスへ移動  

20時頃 ホットスプリングス着 到着後、各ホストファミリーと帰宅 ホームステイ 

 

2日目 11月 2日（土）～7日目 11月 7日（木） 
  ※11月 2日、3日・・・ホストファミリーデー 

  ※11月 4日～7日・・・ホットスプリングス市側で計画した研修日程に従い行動 
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8日目 11月 8日（金）   
現地時間 場所 内容 備考 

午後 ホットスプリングス市 ミニバスでリトルロックへ  
夕方 ホテル着 リトルロック空港近くのホテルへ

宿泊 
 

 

9日目 11月 9日（土）   
現地時間 場所 内容 備考 
早朝 ホテル発 ホテルの送迎バスで空港へ  

8：58 リトルロック空港発 UA-6095でデンバーへ  

10：26 デンバー空港着 到着後、荷物を受取り出国手

続き 
 

12：20 デンバー空港発 UA-139で日本へ  

  機中泊  

 

10日目 11月 10日（日）   
現地時間 場所 内容 備考 

16:40 成田空港着 到着後､入国手続  

22:11 新花巻駅着 新花巻駅へ到着  
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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。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。 

 

   In addition Hanamaki has 

produced some great men like Kenji 

Miyazawa、 who is well-known for 

his poems and fairy tales 、  and 

Tetsugoro 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. 
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 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① －イベント、祭りについて－ 

 花巻には、地元の人だけではなく

観光客も参加できるイベントや祭

りがあります。 

 一番有名なのは、毎年９月に行わ

れる「花巻まつり」です。これは４

００年以上続く歴史のある祭で、３

日間続けて行われます。 

 

 

 ホットスプリングス市からも毎

年多くの方がこのまつりを見学に

来てくれていますし、実際に何名か

はおみこし（ポータブルシュライ

ン）や山車（フロート）のパレード

に参加していますのでご存知の方

もいらっしゃるのではないでしょ

うか。色とりどりの山車が、優雅な

旋律にのって町内を練り歩く様子

は、とても幻想的です。 

   In Hanamaki、 there are many 

events and festivals that not only 

the locals、  but also tourists can 

take part in. 

   The most famous festival is、 

"Hanamaki matsuri 、 " which held 

every September. It has more than 

4 centuries of history and lasts 3 

days. 

   Since every year many guests 

from hot springs city come to see 

the festival and some of them take 

part in the float or portable shrine 

parades 、  I think you may have 

heard about this festival. It is very 

fantastic to see the colorful and 

gorgeous floats parade through 

down-town with an elegant melody. 

 
 また、たくさんの屋台が出るので

たこやきややきそばなどの安くて

おいしいおやつを食べながら祭を

見ることができます。 

 

 

 小学生の女の子たちが、伝統的

な、特別な衣装を着て山車をひき、

   We can buy and eat some 

delicious snacks like Takoyaki 

(octopus balls)、 grilled sausages、 

potato fries 、  and Kakigoori 

(shaved ice) from various street 

stalls. 

   A float procession is headed by 

around 50 elementary-school girls 
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太鼓をたたいてパレードを行いま

す。大人は三味線や笛、大太鼓を担

当します。 

 

 

 

 若者は力いっぱいみこしをかつ

ぎ、仲間達とおおいに盛り上がりま

す。大人も子どもも、祭りの参加者

も見学客も、みんなが楽しめる祭で

す。 

 

with traditional outfits. These girls 

play small drums and elderly people 

play some Shamisen 、  (Japanese 

3-stringed lute) 、  Fue (Japanese 

horizontal flute) 、  and bigger 

drums mounted on the back of the 

float. 

   Young people full of vigor carry 

the portable shrines、 and they get 

very excited. Adults and children、 

participants and sightseers 、 

everyone can enjoy this festival. 

 
 また、全国から２歳未満の赤ちゃ

んが集まって決闘をする、おもしろ

い祭もあります。といっても、殴り

あうわけではありません。これは

「泣き相撲」といって、勝敗を決め

るのは、涙なのです。 

 

 

 

 みなさんは「すもう」を知ってい

ますか？ 日本のレスリングのよ

うなもので、小さなリングの中で、

１対１でぶつかり合って勝敗を決

める、日本の国技です。どちらかの

体にリングの土がつくか、リングの

外に出てしまうと負けです。 

 

   There is also a funny festival 

with battling babies from all over 

Japan.  Though 、  when you say 

"battle"、 we don't mean that the 

babies hit each other. This is called 

"Naki-zumo" 、  and the key to 

deciding the winner and the loser is 

who cries first. 

   Have you ever heard of Sumo? 

It's the Japanese style of 

wrestling. Two contestants are 

matched against one another in a 

small ring. One contestant loses 

when any part of his body、 other 

than the soles of his feet、 touches 

the ground、 or when he is pushed 

out of the ring. 

 
 「泣き相撲」では、まず２人の親

方がそれぞれ６～１８ヶ月の赤ち

ゃんを抱き、「よう、よう」と掛け

声をかけます。そして抱いている赤

ちゃんの顔を相手に向けさせます。

先に泣き出したほうの赤ちゃんが、

負けです。 

 

 このまつりの期間中は、８００人

を超える赤ちゃんが花巻に集まり、

   Speaking "Naki-zumo"、   the 

crying baby Sumo tournament、 2 

assistants each hold 6 to 18 

month-old babies、  and yell "Yo、 

Yo"、 and turn their upper body so 

that the babies face each other. 

The baby who cries first is the 

loser.  

   Over 800 babies from all over 

Japan gather in Hanamaki to cry 
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会場にその元気な泣き声を響かせ

ます。 

 

loudly、 and the sound echoes over 

the site. 

そして、食べ物に関係するイベント

もあります。「全日本わんこそば大

会」といい、毎年２月に行われます。 

 

ひとくちずつにおわんに盛られた

そばを、制限時間内にどれだけ食べ

られるかを競うものです。 

 

 

 

 去年は５分間に２２９杯食べた

男性が優勝しました。 

   We also have an event about 

food. It's called the All Japan 

Wanko Soba Contest、 which is held 

every February.  

   The contestants compete to 

see how many bowls of bite-sized 

buckwheat noodles they can inhale 

in 3 to 5 minutes. 10 bowls of Wanko 

Soba noodles are the same amount 

as 1 ordinary serving.  

   Last year the man who ate 229 

bowls of Wanko Soba in 5 minutes 

won the 1st prize. 

 
 少しずつに分けたそばを何杯も

たべるというスタイルは、花巻まつ

りと同じく４００年以上の歴史が

ありますが、このコンテストは１９

５７年に始まりました。２００７年

１０月には、ここ、ホットスプリン

グスでもわんこそば大会を行いま

した。 

 花巻市内では４つのレストラン

でわんこそばをいつでも食べるこ

とができます。花巻に来たときは、

ぜひチャレンジしてみてください。 

 

   Same as the history of 

Hanamaki festival 、  this unique 

style of serving noodles has more 

than 400 years of tradition. This 

contest began in 1957. In October、 

2007、  there was also a Wanko 

Soba Contest here、 in Hot springs 

city. 

   In Hanamaki、 we are able to 

try Wanko Soba at four different 

restaurants. Please try Wanko Soba 

when you come to Hanamaki 

someday. 

 
３ PRポイント② －自然について－ 

 ２つめのアピールポイントは、自

然です。花巻は東西に大きな山があ

り、真ん中を川が流れているという

地形です。川の流域では米や野菜が

作られ、山のほうでは酪農が行われ

ているところもあります。 

 

 

 

  Next、 we would like introduce 

you to the nature and the 

environment of Hanamaki. The town 

is surrounded by a mountain range 

and the river flows through the 

center of the town. Rice and 

vegetables were grown across a wide 

area、 including the Kitakami river 

basin、  and the other side、  near 
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 「イギリス海岸」は、国指定名勝

「イーハトーブの風景地」の一つで

す。花巻は海に面してはいません

が、この名前は宮澤賢治が付けまし

た。 

 北上川と支流猿ヶ石川の合流点

から南にかけての北上川西岸に、イ

ギリスのドーバー海峡に面した白

亜の海岸を連想させる泥岩層が露

出することにちなんだそうです。宮

沢賢治は生徒たちを引率して町の

人たちの水浴場となっていた「イギ

リス海岸」を訪れ、校長先生と一緒

に北上川で泳いだり、動物の足跡や

炭化した胡桃の化石を発見しまし

た。そのときの生徒たちや町民や自

然との交流の経験を基に文学作品

『イギリス海岸』を書きました。 

 

 

the mountains、 some people runs a 

dairy farm or an orchard. 

 

 

   "Igirisu-Kaigan"、  the British 

Coast is one of the National Sites of 

Scenic Beauty named、 "IIHATOV 

scenery". Our city doesn't face the 

sea、 but the author Kenji Miyazawa 

named it.  

   He named a point on the 

western river bank of the Kitakami 

River the “English Coast” because it 

reminds him of the bold chalk cliffs 

of the Strait of Dover. While 

teaching at an agricultural school、 

he often took his students there 

and had them do earth science field 

studies and played in the water. He 

also wrote a story based on these 

experiences. 

 山のふもとでは、地下水がマグマ

に熱せられ、温泉が湧き出ていま

す。花巻には１２の温泉地がありま

すが、ほとんどがアルカリ性単純温

泉です。 

 

 この湯の特徴は、とろみのある手

触りで肌がツルツルになるところ

です。神経痛や関節痛を和らげた

り、疲労を回復させる力がありま

す。宿泊客だけでなく、日帰り客も

入浴することができるので、小さな

旅館には近所の老人が集い、おしゃ

べりを楽しんでいます。 

 

 

 

 

 

   At the foot of the mountain 

range 、  there are some places 

where a hot spring wells up. Almost 

all of Hanamaki's 12 hot springs are 

Alkaline simple hot springs.  

   These waters have a 

characteristic slippery smooth 

feeling which makes our skin 

beautiful. They are also believed to 

be effective for nerve pain、 muscle 

pain、 joint pain、 fatigue recovery 

and health promotion. At these 

hotels and inns 、  not only the 

guests、 but also some day trippers 

are able to bathe in the hot springs. 

Some local old men gather into the 

bath and enjoy talking.  



 - 10 - 

 また、大きなホテルや旅館へは、

全国各地から宿泊客が訪れます。 

 

 

 大きな深さ１．２５ｍ（４．１フ

ィート）の浴槽に、立ったまま入る

温泉もあります。２０箇所以上の浴

槽をもち、おふろの総面積だけで６

０５坪（２０アール）という広い温

泉もあります。 

 

   A lot of guests visit these big 

hotels to spend a relaxing and 

luxurious time. 

 

   An old inn has a big 4.1 foot 

depth bathtub that we can soak in 

while standing. A historical big hotel 

has over 20 bathtubs、 and its total 

floor space for the bathrooms is 

about half an acre. 

 
 また、温泉だけではなくプールや

喫茶店、結婚式場もある大きなホテ

ルもあります。 

 

 花巻温泉というホテルには、５０

００坪（１６５．３アール≠4.08

エーカーacer）の広さのバラ園もあ

り、450 種類６０００株のバラが

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。 

 

 

 

 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。 

   このバラ園の中には「ホット

スプリングス」という、私たちの交

流の記念になるような名前のバラ

も咲いています。 

 

   There is another big hotel which 

has not only baths 、  but also a 

heated pool、 cafeteria、 and some 

gorgeous banquet halls for wedding 

parties. 

   Hanamaki Onsen Company 

manages 3 hotels and 2 Japanese 

style inns、 and in addition、 about 

4.08 acre 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.  

   We can also enjoy bathing with 

vivid rose flowers and their aroma 

makes us calm.  

   Roses which symbolize our 

friendship are planted --- its name is 

"Hot Springs". 

 
４ 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。 

 これからもホットスプリングス

市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

   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 Hot Springs 
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ます。 

 ご清聴どうもありがとうござい

ました。 

and Hanamaki continues for a long 

time. 

 Our presentation is over. Thank 

you for your listening. 

 

 

 
出発式にて 
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研 修 報 告 書 
 

花巻市立矢沢中学校 ２年   菊池 彩莉 

 

１ 研修課題 

積極的にコミュニケーションをとり、日本との生活習慣や文化の違いを学ぶ。 

 

２ 課題設定理由 

自分から積極的にコミュニケーションをとることで、自分の英語力を試すことができるから。

また、日本との違いを学ぶことで、お互いの良さを見つけ自分の視野を広げられると思ったか

ら。 

 

３ 研修報告 

（１）生活習慣について 

 ホームステイをしてみて、日本との生活習慣の違いについてたくさん気づかされました。

まずは、靴を履いて家の中に入ることです。私は、初めてホームステイ先の家に入ったと

き、家の中を靴で歩き回るのに違和感を覚えました。でも、そのおかげで日本との違いに

ついて改めて感じさせられました。 

 

（２）食文化の違いについて 

 私の思っていた通り、アメリカの食べ物・飲み物の量は、日本と比べると、とても多か

ったです。でも、それ以上に驚いたのは、食べ物の残りをゴミ箱に普通に捨てていること

でした。日本では、残った食べ物をゴミ箱に捨てるなんてことは、あまり考えられないの

で、改めて日本の良さを感じました。 

 

（３）学校生活について 

 私が一番印象に残っているのは、アメリカの生徒達がとてもフレンドリーだということで

す。初めて会った人でも、あいさつをしてくれたり、手を振ってくれたりして、とても過

ごしやすい場所でした。 

 また、日本の授業は黒板を使ったものが中心的ですが、アメリカではホワイトボードやプ

ロジェクターを使った授業が多く、とても驚かされました。 

 さらに、私の行った学校は、ホットスプリングス市の中でも大きい学校で、幼稚園から高

校までの生徒が通うため、スクールバスが４７台と、とても多かったです。 

 アメリカでは、頭のいい生徒達が数名集まり、難しいゲームやパズルをするクラスがあり、

そのようなところで日本との学校生活の大きな違いを学ぶことができました。 
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４ 感想 

 今回の研修を通して、たくさんのことを学び、体験させていただくことができました。

初めての海外だったためとても不安でしたが、実際に行ってみると、アメリカの人達はと

てもフレンドリーで、不安なんか忘れるほど楽しむことができました。 

 その中でも、一番強く感じたことは、伝えたい気持ちがあれば、言葉が分からなくても

伝えることができるということです。アメリカで生活する上で、自分の伝えたいことが伝

わらない場面が多くありましたが、自分の知っている単語を並べたり、身振り手振りを使

ってみたりすることで、伝えることができました。また、向こうも私が分からないときは、

身振り手振りなどで懸命に伝えようとしてくれました。 

 これからもたくさん英語を勉強し身につけていき、今度ホストファミリーに会う機会が

あったときには、今回よりもっとたくさん会話ができたらいいと思います。 
 

 

 

      
 

↑ホストファミリーの家             ↑ホストファミリー 

 

     
 

↑学校の給食          ↑集合写真 
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花巻市立花巻中学校 ２年   三浦 渚紗 
 

１ 研修課題 

（１） コミュニケーションをとりながら、異文化にふれる。 

（２） 花巻のよさ、学校のよさ、自分の感謝の気持ちを伝える。 

 

 

２ 課題設定理由 

 （１）海外派遣研修をとおして、異文化にふれながらコミュニケーション力と語学力を高め、

将来の夢実現のため、自分の見聞を広げるため 

 （２）花巻市友好都市及び姉妹校との交流を図りながら、団員としての使命を果たすため 

    この研修課題を設定した。 

 

 

３ 研修報告 

（１） 異文化にふれる 

 ア 生活様式 

  ・家が大きく、部屋が広い。セキュリティーがしっかりしていて、一階の窓とドアにブザー

がついている。また、子ども部屋にシャワーがついている。 

  ・地下室があり、生活必需品を備蓄している。特に、飲料水が多い。 

  ・食事は、朝７時に芋・卵・アップルパイ・フレンチトーストを母がつくる。（調理は朝だ

け。）夕食は外食が多く、時間は決まっていない。（ハンバーガーが主食） 

  ・ゴミの分別はしていないようだ。 

  ・車には、制限速度がないようだ。 

  ・夜になると建物は、ライトアップするところが多い。 

 

 イ 社会習慣 

  ・毎週、月曜日か日曜日にパーティーをするところが多い。ウエルカム挨拶の仕方は、日本

ではお辞儀だけれど、アメリカでは、握手と背中や肩をたたかれるようである。 

  ・長期滞在するような来客に対しては、家族だけでなく親戚や近所まで紹介する習慣がある

ようである。 

 

 ウ 学校 

 ・登下校は、コンピュータによる登校・下校管理。 

 ・選択教科制（英語・フランス語・数学・音楽・科学・家庭・コンピュータ） 

 ・教科の教室に移動する。 

 ・制服がない。 

・部活動や掃除がない。 

 ・フレンドリーである。 

 

（２） よさを伝える。 

 ア 花巻のことを伝える。 

 ・祖母が作った花巻のきめこみ人形（フクロウ）を渡した。 

  ・中学校でプレゼンを行った。（宮沢賢治・萬鉄五郎・わんこそば）を英語で紹介し、たく

さんの拍手をいただいた。 
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  イ 花巻中学校の姉妹校で伝える。 

  ・花巻中学校の紹介を姉妹校で行った。 

 

  ウ 自分の感謝の気持ちを伝える。 

  ・主治医がアメリカで学んだ技術で耳の形成を行ったこと。 

 

 

４ 感想 

 環境への取り組みは、日本の方が進んでいると思った。アメリカの学校でも清掃活動を 

行えば、ゴミの分別の大切さがわかると思った。 

 日を追うごとに相手の言っていることがわかるようになり、コミュニケーションの範囲 

が広がった。「習うより慣れよ」だと思った。ホストファミリーが優しく楽しい家族で、私 

に合わせてたくさん話しかけてくれたからということも大きいと思う。 

 日本の文化とは違った習慣や生活様式等、たくさん見つけることができた。 

 また、花巻のよさ、学校のよさ、自分の感謝の気持ちを伝える事を使命として行うこと 

もできた。 

 こういった機会をいただいたお陰で、今まで消極的だった自分が少し成長できた気がする。こ

の研修に終わることなく、もっと外国の方と関わってみたいと思うようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                ハロウィンクッキー                                  ウエルカムケーキ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ホームステイ家族 双子のザックとコディー                       中学校の終戦記念 
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花巻市立湯本中学校 ２年   照井 花菜 
 

１ 研修課題 

 

   

  ・日本とアメリカの食文化、生活の違いを学ぶ。 

 

２ 設定理由 

 

  ・日本とアメリカでは、食文化や生活習慣、学校生活などの違いがあると思うので、ど 

   のような違いがあるか知りたかったから。 

 

３ 研修報告 

 

  （１）食文化について 

 日本とアメリカの食文化は、私が予想をしていたより違いがありました。私が予想を

していたのは、量が多いということです。しかし、アメリカの食べ物は、量が多いのは

もちろん、特にお菓子は甘く全部食べるのが大変でした。ホームステイ先の家では、ご

飯やお茶を出してくれたり、食べられる分を取って食べるようにして出してくれたりし

ました。 

 

  （２）生活習慣について 

 日本とアメリカには、生活習慣の様々な違いがありました。私のホームステイ先では

外で履いた靴のまま家に入り生活をしていました。また、気候は日本とあまり変わらず

少し寒いくらいでしたが、半袖のＴシャツを着て薄着で過ごしていました。 

 日本での自分の暮らしとの違いがたくさんあって驚きました。また、日本では家族み

んなで遊ぶという機会があまりありませんが、アメリカでは家族みんなでゲームをする

など日本より家族と一緒に過ごす時間が多いと感じました。 

 

  （３）学校生活について 

 私は、ホストスチューデントが通っているジェシービルスクールと、ホットスプリン

グス市で一番大きい学校のレイクハミルトンスクールを訪問しました。どちらの学校も

幼稚園から小・中・高校まで同じ学校でした。学校を訪問して驚いたことは、日本とは

違って生徒全員が私服で、授業中にガムやキャンディーを食べていたことと、女子生徒

はブレスレットをつけたり化粧をしたりしていたこと、学校で朝食が出ることです。 

 また、生徒一人に一台 iPadが配られ iPadを使いながら授業をうけていました。 

 移動教室にも違いがありました。日本では先生が教室に移動して授業をしますが、ア

メリカでは、生徒が先生のいる教室に移動して授業を受けていました。私のホストスチ

ューデントが通うジェシービルスクールには放課後の部活がありませんでした。しかし、

朝と昼に練習する時間があり、ホストスチューデントのベルは給食を早く食べてバスケ

ットボールの練習をしていました。 
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４ 感想 

 

 今回の研修では、自分が設定した研修課題についてはもちろん、その他のたくさんのこ

とも学ぶことができました。特に学校では学ぶことがたくさんありました。ホストスチュ

ーデントが通うジェシービルスクールでは各教室に国旗が飾られており朝にその国旗を

向いて国歌を歌ったり、校訓を唱えたりしていました。アメリカを愛する気持ちが伝わっ

てきました。また、男女関係なく仲良しでほとんどの生徒がすれちがうときに「hello」

や「こんにちわ」などと声をかけてきてくれて日本人よりもフレンドリーで私も声をかけ

やすかったです。 

 初めてアメリカへ行ってホームステイをしてみて、最初は不安なこともありましたが、

ホストファミリーのみなさんをはじめたくさんの人たちがフレンドリーに接してくれた

り、優しく親切にわからないことを教えてくれたりしたのでとても良い研修になりました。

日本とアメリカでは同じ地球で暮らしていても食文化や生活スタイルがこんなにも違う

ことに驚きました。しかし、食文化や生活スタイル、話す言葉は違っても伝え方を工夫す

れば伝わることがわかりましたし、お互いの気持ちを考えたりする気持ちは国が違っても

変わらないということを学びました。この経験を通してもっと英語が話せるようになりた

いと思いました。そしていつか再びアメリカに行って今回よりもたくさん話をしたいと思

います。 

 

５ 写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            ↑宮沢賢治のモニュメントです。                          ↑学校で出る朝食です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      ↑ホストファミリーとシューティングゲームをしました。                   ↑私のホストファミリーです。 
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花巻市立花巻中学校２年   鈴木 佳祐 

 

１ 研修課題 

アメリカと日本の違いを肌で感じて学ぶ。 

アメリカの生活を体験する。 

 

 

２ 設定理由 

アメリカに行く機会はあまりないので、日本と比較しながら学びたいと思ったから。 

 

 

３ 研修報告 

(１) 学校の日本との違い 

 アメリカの学校は日本と違う点がいくつかありました。例えばアメリカは制服がなくカ

バンも自由で、昼食は食堂で、食べる時間がばらばらのところもあるなどいろいろ違いが

ありました。一番驚いたことは授業でパソコンやｉＰａｄを使っていたことです。それで

もみんな集中して授業をしていました。 

 

(２) アメリカの人について 

アメリカ人と初めて一緒に生活をしてわかったことは、アメリカ人はとても友好的な人が

多いと思いました。そう思った理由は、中学校に行ったときに初対面の僕に声をかけてく

れたからです。あと、知らないアメリカ人同士が楽しそうに話していてすぐに仲良くなっ

ていたのでとても友好的だと思いました。あと、アメリカ人はなにかしてもらったときに

必ず「Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ．」と言っていたのでアメリカはとてもすばらしいと思いまし

た。 

 

 

４ 感想 

 行く前はうまくコミュニケーションがとれるかなどいろいろな不安がありました。でも、

ホストファミリーにあたたかくむかえられたのでとても楽しく過ごすことができたので

よかったです。 

 今回の派遣で思ったのはアメリカと日本では生活も考え方も全く違うと思いました。例

えば中学校で日本は教室に先生がいてクラスがあるけど、アメリカでは先生のいる教室ま

で行って授業するなどいろいろな違いを見つけることができました。 

 今回のことで外国に対する考え方が変わったと思いました。貴重な体験ができてよかっ

たと思いました。 
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花巻市立花巻北中学校 ２年   岡部 望 
 

１ 研修課題 

  アメリカの良い点を知り、花巻の良い点を再確認、再発見する。 

 

 

２ 課題設定理由 

アメリカと日本の同じ点や違う点を実際に体験し、両方の良い点を見つけたいと思ったか

ら。 

 

 

 ３ 研修報告 

 

   <ホームステイ> 

    私はホームステイをしている際、質問をされても曖昧に答えてしまいホストファミリー

によく「Yes  or  No」と何回も言われました。意見をはっきり言わなくてはならなくて

自分がいつも日常生活で曖昧に返事をしていたり意見を言っていたりしていた事に気付

かされました。日本ではそれでも曖昧に済んでいました。けれどそれは日本でしか通じな

い事だという事が分かりました。 

    ホストファミリーdayに私はホストファミリーと一緒にゲームをしました。私は楽しか

ったのですがホストファミリーに「次は何のゲームがやりたい？」と聞かれ曖昧に答えて

いたら「楽しくないの？」と聞かれてしまいました。このようにはっきり言わない事によ

り相手に誤解を生む可能性があります。私の曖昧さによってホストファミリーによく迷惑

をかけました。もしかしたら不快を感じてしまっていたかも知れません。もっと自分の意

見をはっきり言えば良かったと感じています。 

 自己主張は大切です。私はアメリカの意見をはっきり言う所はまねしたい良き所だとホ

ームステイをしていて感じました。私は学校生活などで、クラス皆で意見をかわし合う時

がよくあります。なぜか意見を言わないという空気を読んでしまい消極的になりがちです。

ですが、そこは学校をより良くするためにもアメリカのように意見をはっきり言う事が大

切なんだと考えました。 

 

<ホットスプリングス市> 

 １１月に訪れた気温は１１月の花巻よりやや暖かい程度で自然が豊かで綺麗な場所で

した。私はホストファミリーと一緒に山登りをしました。３０分程度で頂上に着く比較的

低い山だったのですが、日本と違いアメリカは山道が舗装されてはおらず本当に自然の道

を行く・・・という感じでした。日本の方が登りやすい為私は日本の方が良いと感じまし

た。ですが自然を生で感じると言う面ではホットスプリングスの方が良いと思いました。

スリルがあってとても楽しかったです。 

 ホットスプリングスは温泉の町です。ダウンタウンという所では温泉の噴水があったり、

ホストスチューデントと遊びに行った公園には温泉が湧き出ていたりと温泉が身近にあ

る町でした。私は花巻と似た環境である所に行きたいと思いホットスプリングスへ応募し

研修させて頂いたのですが、ホットスプリングスの温泉を見て日本の温泉の文化とホット

スプリングスの温泉の文化は違うかも知れないけど 「温泉」という共通点として世界を

繋げていて「温泉ってすごいな。」と温泉のすごさに気付かされました。 

 

 



 - 20 - 

<学校> 

 ホストスチューデントの通っている学校に行きました。アメリカの学校は８時には授業

が始まっており、朝寝ていたい私にはかなりの苦難でした。 

 日本とは違い先生ではなく生徒が教室を移動していて私だったら迷ったりして絶対大

変なので今の日本の先生が教室に来てくれるシステムの方が良いです。教室や部屋からと

ても甘いにおいがする所が多く私はにおいに酔ってしまいました。日本人には合わないな

と感じました。ランドセルや制服などは無く髪を染めている子もいてアメリカの学校は自

由なんだと感じました。私はランドセルを背負って小学校を通っていた思い出が強く残っ

ていてランドセルは良い物だと思っています。ですのでアメリカでもランドセルのような

物を定着させればいいのにと思いました。 

 学校で生徒たちが「こんにちは」と言って手を振ってくれました。「なんで日本語知っ

てるの？」とびっくりしました。とても嬉しかったです。きっと日本の言葉を良くは分か

っていません。けど分かろうとし、使ってくれる・・・。良い人達でとても感動しました。 

 

 

４ 感想 

    私はこの研修を通じて日本について私は全然知っていなかったんだと感じる事が出来

ました。私はホットスプリングスに行って「あなたはアメリカの良さは何だと思う？」と

聞きました。ホットスプリングスの人達は悩んでも必ず答えてくれました。ですが私は「あ

なたは日本の良さは何だと思う？」と聞かれた時答える事が出来ませんでした。ここで会

話は途切れてしまいます。曖昧に答える事は出来ます。自然が豊富とかですが海外と違っ

て何がどのように良いのかなど明確には分かりません。 

    曖昧なのは不快感をもたらすかもしれない・・・そういう不安から答えられませんでし

た。しかし後から考えると何も言わないのはだめだったと思います。私は自分が日本の事

について無知な事に愕然としました。文化や人は色々で様々であるという事を海外研修を

体験し実感しました。ですが人は色々でも文化が違っていてもコミュニケーションは大切

で会話は皆重要でした。海外に行くなら会話を繋げたり広げたりするためにも日本の事を

より知って理解する事が大切だという事を学ぶことが出来ました。新たな発見よき思い出

作りなど色々自分を見つめ直したい所も見つかり、私自身この研修をし、成長する事が出

来ました。これから私は日本の良さを曖昧にではなく明確にはっきり言えるよう日本の事

を知っていきたいと思います。 

    ありがとうございました。 
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５ その他報告したいこと・写真等 

 

 
公園の近くで温泉が湧き出ていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              ホストファミリーと山登り。 

                              険しい登山道にビックリ！ 
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花巻市立石鳥谷中学校 ２年   鈴木 文菜 
 

１ 研修課題 

互いの文化を尊重、交流し合い友達をたくさん作る。 

 

 

２ 課題設定理由 

私は、小さい頃からアメリカのテレビが好きだったのでもっとアメリカの文化を知りたい

と思ったからです。また、アメリカ人の明るい性格が好きなので友達をたくさん作りたいと

思ったからです。 

 

 

３ 研修報告 

＜アメリカの文化＞  

まず私はアメリカの文化として家の中でも靴で生活している。ということは知っていま

したが、私がホームステイをした家では、家の中には靴で入りましたが 1度部屋に戻った

ら靴を脱ぎ家の中では日本と同じように靴下やはだしですごすことが多いことにびっく

りしました。 

 

＜宗教＞  

休日には、教会へ行きました。私のイメージではワンピースなどを着ていくイメージで

したが、皆いつもと服装は変わらず、ジーンズにパーカーでした。日本では定期的に神様

にお祈りしたりすることがあまりないので日本ではできない体験でした。キリスト教とい

う宗教について少し知ることができてよかったです。また、教会から帰るとホストスチュ

ーデントに「あなたは何の宗教を信仰していますか。」と聞かれました。日本ではクリス

マスや節分など色々な宗教のイベントをしているので自分がどの宗教を信仰しているか

分からず答えることができませんでした。 

 

＜家族＞  

また、ホストスチューデントのおばあちゃんの家にも行きました。その日は、ホストス

チューデントのいとこの誕生日で親戚が 8人ほど集まっていました。私の家では、家の中

の人だけで誕生日を祝うことが多いのですごくいいなあと思いました。 

 

＜学校＞  

私は 2回ホストスチューデントが通っている高校へ行きました。学校の生徒たちはとて

も明るく英語の分からない私にスマホやパソコンの翻訳機能を使ったりジェスチャーを

使って私に話しかけてくれたりしました。私がカタカナでみんなの名前を書くと、とても

喜んでくれました。とても楽しかったです。 

 

＜ホストファミリー＞  

  私はお土産として、はしや扇子、お菓子をあげました。はしの使い方を教えましたが初

めてのはしで使いづらそうでしたが、はしを気に入ってくれてよかったです。折り紙も教

えてあげました。鶴の折り方を教えてあげましたがとても難しそうに折っていました。今

回の研修では課題を達成することができたと思いました。 
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４ 感想 

  私は今回の研修で楽しいことがたくさんありました。１つはみんなでボウリングをし

たことです。夕飯のスペイン料理を食べた後、ホストスチューデントとやりました。私の

ホストスチューデントは 2人姉妹だったので 3人でやるのはすごく楽しかったです。最初

は結構うまくいっていたのですが途中でガターが続いたりしました。うまくできると親指

を立ててグッドのサインをしてくれてすごくうれしかったです。結果は 1番ハンナ（妹）、

2番私、3番ブレアン（姉）でした。すごく楽しかったです。 

  そして、私はアメリカの食べ物が合わなかったり眠れなかったりして、体調を崩し熱

が出てしまいました。そのときにホストファミリーはとても心配してくれました。すごく

うれしかったです。 

  私はホストファミリーと別れるときすごく後悔してしまいました。その理由は、自分

の気持ちをしっかり伝えることができなかったのでもっともっと会話をすればよかった

と思ったからです。私はこれから沢山英語の勉強をしてまたホストファミリーと会って沢

山話したいと思います。とても楽しい時間を過ごすことができて本当によかったです。 

 

 

５ 写真 
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花巻市立東和中学校 教諭   八重樫 夫佐子 

 

１ 研修課題 

（１）実地研修を通し、アメリカの教育現場の現状を理解する。 

（２）アメリカと日本の生活文化の違いを感じ取り、両国の良さについて理解する。 

 

 

２ 課題設定理由 

   実際に学校を視察したり、ホームステイを体験したりすることで見聞を広めながら異文化の

違いや良さを学ぶことができるであろう。また、さまざまな方とのふれあいを通して感じたこ

とや学んだことを教員という立場で今後の授業や生活に生かすことができるだろうと考えて

研修課題を設定した。 

 

 

３ 研修報告 

（１）アメリカの教育現場の現状 

   学校の施設設備がかなり充実しており教育環境が整っていると感じた。特に、驚いたのは

授業によって一人ずつ iPadを使用していたことである。また、各教室に教師用パソコンがあ

りそこからスクリーンに映し出される映像を見ながら視覚的に授業を進めていることが多か

った。授業を受ける生徒の人数は約 25人であり学習するには適正な人数に思えた。また、教

師の質問に対する反応が素早く、積極的に発言したりいきいきと話し合い活動に取り組んで

いたりすることが印象的であった。発言が自由な中にもきちんとした節度があった。 

教育の現状は、どの子も同じ環境のもとで授業を受ける権利をもっているということが根本

にあり、車いすの生徒も障がいをもっている生徒であってもみんなと同じ教室で授業を受けて

いた。ある教師の話では個別に対応できるサポートの先生がもっと欲しいと話していたが、個

を生かした指導は全国どこでも同じであり、その充実を図るための指導にはまだ課題もあるこ

とを実感した。 

 

（２）日本の生活文化について 

   家庭科教師として、現地を訪問することはアメリカの「衣食住」について学ぶチャンスであ

った。その中でもあらためて日本の文化の良さを感じたのは「食」の分野であった。ホストフ

ァミリーの休日はブランチという朝食と昼食を一緒に摂るスタイルで、１日２回の食事であっ

た。アメリカの食事は一般的に一回の食事の量が多く、味つけも濃く感じられ、１回の食事の

品数は日本より少ないと思った。それぞれの国の食習慣の違いはあるが、あらためて日本の和

食の「一汁三菜」のすばらしさを感じた。バランスのとれた食事や食材を大切に扱う習慣は誇

れるものだと思う。日本の和食が世界無形文化遺産に登録されたことも納得ができた。 

（３）アメリカの生活文化について 

   ホストファミリー宅では家族と共に過ごす時間をとても大切にしていた。特に夕食時には子

どもたちがお手伝いをする習慣が定着しており、それが自然に身に付いていることに感心した。

また夕食後は団らんの時間をとり、家族全員が揃い何でも話せる雰囲気があった。中学生の娘

が母親にいろいろ相談したり、母親が優しく教えたり諭したりする光景は微笑ましく、子ども

たちの素直さと家族の温かさを感じた。また、大人は自分の子どももその友達の子どもでも同

じように面倒をみていた。気持ちがおおらかでありとても親切であった。どの人も自分のこと

だけではなく、家族やみんなのためにという気持ちを強く持っていることを感じ取ることがで

きた。 
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（４）姉妹都市のつながり 

   今年度は姉妹都市提携 20周年にあたり宮沢賢治のモニュメントが建立され、その碑を見学

することができた。訪問する先々で出会う人たちは花巻から来た私たちを歓迎してくれた。学

校訪問時には、日本について紹介している掲示物をたくさん目にすることができた。また、「こ

んにちは」と挨拶をしてくれる生徒が多いことや、ある小学校では私たちの訪問に合わせ、箸

を使っているところや日本語を勉強しているところを見せてくれるなどかなり日本の文化を

紹介しているのが印象的であった。最終日には私もその学校の英語の先生と一緒に教室を回り、

生徒からの質問に答えながら少しではあるが日本について紹介したり、ローマ字を教えたりも

した。しかし自分の言いたいことを自分の言葉で伝えることができなかったことに歯がゆさを

覚えた。もっと英語をしっかり話せたらという後悔と日本を紹介するためにはもっと自分自身

が日本のことを理解していないといけないという思いを強く持った。このような私の思いや気

持ちを受けとめてくれた現地の先生方や生徒たちに感謝したい。 

 

 

４ 感想 

今回、研修の機会を与えていただいたことに感謝したい。英語を話せない自分がどのように

コミュニケーションをとっていけるのか、引率という立場で役割を果たせるのか等とても不安

な気持ちで研修がスタートした。しかし、伝えたい気持ちをもって必死になって行動すれば相

手に思いは通じるものだと実感した。思っているだけや考えているだけでは何も始まらず行動

に移すことの大切さをあらためて感じた。ホットスプリングス市のコーディネーターの方々の

きめ細やかな計画と対応、ホストファミリーの優しさと温かさ等により、私たちが快適に過ご

せる環境を整えていただき、そのお蔭で充実した研修ができた。今回の研修に関係した皆様に

感謝したい。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    宮沢賢治モニュメントの前にて                              箸を使っている授業の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


