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平成 25年度青少年海外派遣研修 ラットランド 
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 

澤木 菜々子 Nanako Sawaki 花巻中学校  

鎌田 美歩 Miho Kamada 湯口中学校  

藤原 天音 Amane Fujiwara 大迫中学校  

太田代 楠生 Nao Otashiro 東和中学校  

阿邉 いつき Itsuki Abe 石鳥谷中学校  

佐藤 紀夏 Norika Sato 石鳥谷中学校  

齋藤 誠一 Seiichi Saito 南城小学校 引率教諭 

 

 

 
 

Rutland, Vermont （バーモント州ラットランド市）  人口約１６，４００人 
ラットランド市は、北部がカナダと隣接するアメリカ合衆国バーモント州の南西部、ラッ

トランド郡の郡庁所在地です。 
気候は、地理的にも近いカナダに似ており、夏でもあまり気温は上がらず、冬の寒さ

は厳しくて降雪量はとても多いです。 
ラットランド市の主要産業は、風光明媚な風景が四季を通じて楽しめるので、観光が

中心です。二つの山脈の間の広い盆地に位置しており、山や湖などの自然に恵まれて

いるので、ここを訪れる観光客は、スキー、ハイキング、遊泳、紅葉などを楽しみます。 

また、市中心街の歴史地区は、100 以上の建造物がアメリカ合衆国国家歴史登録財

として、文化遺産保護制度のもと保全されています。ラットランド市は別名「Marble City
（大理石の都市）」と呼ばれ、イタリアと並んで大理石の採石、加工で有名です。ラットラ

ンドの大理石産業は、堆積が発見された 19世紀から世界有数の産地として街の成長を
勢いづけました。また、大自然の恩恵を受け、高品質のメープルシロップの生産も盛ん

ですし、メープル（北米砂糖楓）材の木製品も数多く作り出されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

アメリカ合衆国 

ラットランド市 

バーモント州 
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日程 

 

1日目 10月 29日（月）   
時間 場所 内容 備考 

7：26 新花巻駅出発 JRはやて104号で東京へ  

11：27 成田空港駅着 到着後､国際線搭乗手続き  

14:50 成田空港発 デルタ航空DL276でアメリカへ  

  日付変更線通過  

13:25 デトロイト空港着 入国手続き後、国内線乗換  

17:30 デトロイト空港発 DL4237でバーリントンへ  

19:14 バーリントン空港着 迎えの車でラットランドへ  
夜 ラットランド市着 ホストファミリー宅へ ホームステイ 

 

2日目 10月 30日（水）～6日目 11月 3日（日） 
   ※ラットランド市側が計画したスケジュールに従い行動 

    10/30・・・ラットランド市内見学とミドルスクール訪問 
★見学先：ロングフェロー・ビル（歓迎朝食会）、図書館、消防署、市役所等 

      ミドルスクールではハロウィンの「ジャック・オ・ランタン」作り体験 

    10/31・・・ラットランド・ハイスクール通学体験 
★夜はホストファミリーとハロウィン体験 

    11/1 ・・・ペーター・スタジオでのレッスン、メープル博物館見学 

    11/2 ・・・バーモントの見学（とうもろこし畑の巨大迷路等） 
★夜はサンクスギヴィングデーの特別ディナー 

    11/3 ・・・ホストファミリーデー 
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7日目 11月 4日（月）  
時間 場所 内容 備考 

午後 ラットランド発 ミニバスでバーリントンへ。  
夕方 バーリントン着 バーリントン空港近くのホテル

へ宿泊。 
 

 

8日目 11月 5日（火） 
時間 場所 内容 備考 
未明 ホテル発 バーリントン空港へ シャトルバス 

6：10 バーリントン空港発 搭乗手続きをし、アトランタへ。 DL-5405 

9：02 アトランタ空港着 到着後､出国手続き  

12：15 アトランタ空港発 DL-295で成田へ。 機内泊 

 

9日目 11月 6日（水） 
時間 場所 内容 備考 

16:35 成田空港 到着後､入国手続き  

18：10 成田空港駅発 京成ｽｶｲﾗｲﾅｰで京成上野駅へ  

22:11 新花巻駅着 花巻へ到着  
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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。 

 

 

 

 

 

   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. 
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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。 

 

   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① －自然環境について－ 
 花巻市は山もあれば川もありま

す。西には奥羽山脈があり、温泉が

湧き出ています。 

   In Hanamaki, there are both 

mountains and rivers. The Ou 

Mountain range rises to the west 

side of Hanamaki, and some hot 

springs flow there. 

 東の北上高地では、その日当たり

の良い土地を生かしてりんごやぶ

どうなどの果樹栽培がさかんで、酪

農を行っているところもあります。 

   In the east, since the 

Kitakami highlands get a lot of sun, 

fruit growing (apples and grapes), 

for example, flourish there. Some 

people are also dairy farmers 

there. 

 この地域には、１９１７ｍの早池

峰山という山があります。エーデル

ワイスに良く似た白い花など、固有

の高山植物などが多く、登りやすい

山なので登山客に人気です。 

 

   In this area, the Hayachine 

mountain rises high. It's 1917 

meters in height. It's popular with 

mountaineers because it's easy to 

climb and you can see unique alpine 

plants, such as a white tiny flower 

like edelweiss. 

 私もこの山に10歳か１１歳のこ

ろ、学校の行事で登ったことがあり

ます。小さい頃だったので、とても

疲れました。 

 

   I've climbed this mountain as 

a part of a school program when I 

was 10 or 11. It was very hard to 

climb because I was a child.  
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 この山は内陸にあるのですが、頂

上からは太平洋が見え、とてもすば

らしい景色を味わうことができま

した。 

 

   Although Mt.Hayachine is an 

inland area, I could see the Pacific 

Ocean from the top. I could enjoy 

viewing the beautiful scenery 

there. 

 

 

 そして市内の中を流れる北上川

があります。この川は日本で５番目

に長い川で、サケやうなぎ、コイな

ど多くの魚がすんでいます。 

 

 山から流れてきた川と北上川が

交わるところでは、よく釣りをして

いる人をみかけます。 

 

   In the meantime, the Kitakami 

River, flowing across our city, is 

the fifth longest one in Japan. 

Many kinds of fish live there --- 

trouts, eels, carps and so on. 

   At the point where the rivers 

flowing from mountains and the 

Kitakami River cross, we can often 

see some anglers. 

 私は小学校のときに、北上川の水

質調査をしたことがあります。北上

川は、水質がきれいで、にごった水

では生きることができないという

生き物もみつかりました。 

 

   When I was an elementary 

school student, I examined the 

Kitakami River's water quality as a 

part of science class. The water 

proved to be good quality and I 

found some living things that 

couldn't live in the muddy water. 

 

３ PRポイント② －花巻の文化－ 

 日本には伝統的な祭りがたくさ

んあります。 

 花巻市にもたくさんのまつりの

文化があり、花巻まつり、土沢の七

夕まつり、石鳥谷まつり、大迫のあ

んどん祭りなどがあります。 

 

   A lot of festivals which come 

from the Shinto religion are held 

all over Japan. Shinto is the oldest 

Japanese folk religion. 

Also in Hanamaki, there are 

various festivals, like Hanamaki 

Festival, Tsuchizawa Star 

Festival, Ishidoriya Festival, 

Andon Festival and so on. 

 この地域のまつりは、きらびやか

な山車が特徴です。 

 

 歴史上の人物や昔話の登場人物

をモチーフにした豪華な山車を、地

域の人々がひっぱり街を練り歩き

ます。 

 

   The main features of the 

festival here are the gorgeous 

floats.  

   Local people parade through 

the streets pulling the floats 

decorated with many objects 

modeled after historical or 

legendary characters. 

山車のほかに、多くのみこしも出ま

す。 

   In addition to floats, people 

carry many portable shrines.  
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 各地区の伝統的なおどりが発表

され、たくさんの観光客に喜ばれて

います。 

 

 

   A lot of tourists enjoy seeing 

various traditional dances 

perfprmed by local people. 

 また、早池峰神楽という伝統的な

舞があります。 

 

   Lastly, we'll talk about a 

special Shinto dance named, 

"Hayachine Kagura". "Kagura," is 

an offering of song and dance 

made to the gods at a Shinto 

shrine to thank them for 

protecting the mountain, ocean, 

rivers, rice fields, villages, houses 

and so on. 

 これは、２００９年にユネスコの

無形文化遺産に登録されました。 

 

 

 

 

 鈴や刀、頭にかぶる「えぼし」と

いう帽子などを身に付け、昔からこ

の地域に伝えられてきた独特なお

どりをおどります。 

   Anyway, talking about 

"Hayachine Kagura", it was 

registered as an UNESCO 

Intangible Cultural Heritage Lists 

in 2009.  

 

   Kagura actors wear traditional 

outfits like bells, headgear called 

"Eboshi" and sword. Then they 

perform some unique dance that 

have been handed down from 

ancient days. 

 年に一度、大きな祭典があり、多

くの観光客がこれを見に来ます。 

 

 花巻市内の学校では、体育祭や文

化祭などに神楽を地域の人々に披

露しているところもあります。 

 

 

   Once a year, an anual Kagura 

festival is held, and a lot of 

visitors come to see it. 

   At some schools in our city, 

students practice the dance and 

show it to their family and local 

people during the school sports day 

or cultural day. 

 

 

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。 

 これからもラットランド市と花

   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 Rutland 
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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。 

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 
花巻市立花巻中学校 ２年   澤木 菜々子 

 

１ 研修課題 

 ・日本人とアメリカ人のコミュニケーションの取り方や表現力の違い 

 

 

２ 研修設定理由 

・バレエで交流があった外国人ダンサーやピアニストのコミュニケーション能力や表現力が 

 大変豊かだったので、その秘訣を知りたいと思ったから。 

・実際に海外へ行き、日本人との違いを学びたいと思ったから。 

 

 

３ 研修報告 

（１）ゲストを迎えるホストファミリーの対応 

 私がバーリントン空港に到着すると、可愛いバルーンと「歓迎・菜々子」と書いたパネル

を持った、ホストスチューデントのアリッサが出迎えてくれました。ママと４ヶ月の赤ちゃ

んも大歓迎してくれました。家には、素敵なパパと、優しい妹(10才)、元気な弟(７才)がい

て、沢山ある部屋を一つ一つ、笑顔で丁寧に案内してくれました。 

 初対面で緊張していましたが、ホストファミリーの気さくな対応で、その日のうちに打ち

解けることができました。ゲストを迎える時には、全員で心を込めて温かく迎えることが大

切だということが分かりました。 

 

（２）日常生活でのおもてなし 

 ホストファミリーの家では、私が過ごしやすいように、常に工夫をしてくれました。いつ

も「眠い？」「疲れた？」など、細かく聞いてくれて、気づかいが素晴らしかったです。 

 私の行きたそうな所、ショッピング・日本食レストラン・雪山・香水ショップ・バレエシ

ョップ・弟の習い事の見学(アイスホッケー)・スキーショップ・アイスクリーム屋・洋服屋・

舞台見学・洋食レストランなど、色々連れて行ってくれました。 

 また、アメリカの食事は量が多いので、私が食事を食べきれないでいると、さり気なく「み

んなに分けてくれる？」と、私の食べる分を減らしてくれました。 

 「日本人のおもてなしは素晴らしい」と言われていますが、私のホストファミリーのおも

てなしは世界一でした。 

 

（３）ファミリー以外のおもてなし 

 ホストファミリーの祖父母は、初めて会った時から、ハイテンションで歓迎してくれまし

た。近くに住んでいるので、何度も何度も私に会いに来てくれました。日本に帰る時には、

私のイニシャルが入ったシルバーのブレスレットや、かわいいリップやグロスなど色々プレ

ゼントしてくれました。パパとママの両方の祖父母が、本当の孫のように可愛がってくれて、

私も本当のおじいちゃんおばあちゃんのように接することが出来ました。 

 また、ネイバー（隣人）が、私とアリッサがハロウィンのかぼちゃをくり抜いている写真

が載ったラットランド新聞を、きれいな日本風の色紙に貼ってプレゼントしてくれました。

私とアリッサが新聞に写真が載った事を、とても喜んで作ってくれたそうです。 

 ただのご近所の人に、あんなに親切にされるとは思っていなかったので驚きました。そし

て、その気持ちがとても嬉しかったです。 
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（４）学校でのコミュニケーション 

 ラットランドの学校では、同年代の生徒たちが、合唱を披露してくれたり、私たちを大

歓迎してくれたりしました。授業の姿勢や服装、何もかもが自由で、まるで大学のような

雰囲気でした。それ以上に日本と大きく違うのは、生徒みんなが私達に話しかけてくれた

り、挨拶してくれたりしたことです。私達に言葉が通じないと分かり、ゆっくりと単語で

話しかけてくれて、嬉しかったです。私は英語が話せないので、今までは自分から進んで

外国人に話しかけようとしなかったけれど、挨拶やカタコトの単語だけでも話しかけてみ

たいと思いました。 

 

（５）知らない人のコミュニケーション 

 アメリカでは、どのお店でもレジの人がとても親切で明るく、コミュニケーションの取

り方が上手でした。単語と単語でしたが、会話もはずみました。レジの人とのコミュニケ

ーションが楽しくて、何度もレジで買い物してしまいました。 

 

 

４ 感想 

私が今回の海外派遣で気がついたことは、「アメリカ人は日本人に比べ、自然に気持ちを表

に出すことが多い。その結果、アメリカ人はコミュニケーションを取るのが上手だ。」という

ことです。気持ちがあっても、その気持ちを態度や言葉で表さなければ、相手は気がついて

くれません。私は自分がコミュニケーションを取るのが上手いと思っていましたが、そうで

はありませんでした。多くのアメリカ人に出会い、たくさんの愛情を受けて、気持ちの表し

方を学びました。 

アリッサ、妹のケンドラ、弟のアンドリュー、赤ちゃんのブライデン、パパ、ママ、おじ

いちゃんおばあちゃん、アリッサの友達、ネイバー、大好きな人達に囲まれて、ラットラン

ドでの生活は、楽しすぎて１週間があっという間でした。私は、私のホストファミリーに出

会った瞬間から、不安や緊張がなくなり、一緒にいる間ずっと幸せでした。ホームステイが

終わる時、別れが辛くて、夜からずっと泣いていました。アリッサや家族たちも私と同じ気

持ちで、お互いに別れが辛くて仕方ありませんでした。私の初めてのホームステイは、ホス

トファミリーの深い愛情によって、一生忘れられない素敵な思い出になりました。日本のお

もてなしは世界一だと言われていますが、私のホストファミリーのおもてなしが世界一だと

思います。 

 実際にアメリカへ行って感じたことは、世界はものすごく広いということ。そして、英語

を話せるようになりたいと強く思いました。ラットランドの人々は、「花巻市」を知っていて、

どこへ行っても親切にしてくれました。３０年近く前から国際姉妹都市だったということと、

長年、中学生が相互交流していると聞き、ラットランド市と花巻市に感謝しています。 

 これからも、私のような中学生が国際姉妹都市と交流する事業は続いて欲しいです。 

 この研修に参加して本当に良かったです。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 

 

① 私とアリッサがハロウィンのかぼちゃを作

っている様子が掲載されました。 

ラットランド新聞 

 

② 私を出迎えてくれた時 

バルーンとパネルで大歓迎してくれたアリ

ッサと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ハロウィンの様子 

日本人の真似をして皆がピースしてくれた 

  サービス精神旺盛なアリッサの友達 

 

④ アリッサと妹のケンドラと。 

最後に出かけた雪山にて 
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花巻市立湯口中学校 ２年   鎌田 美歩 
 

１ 研修課題 

   ・アメリカと日本の違いを見つける 

 

 

２ 課題設定理由 

   ・アメリカと日本の違いを見つけて、それぞれの良いところを探したかったから 

 

 

３ 研修報告 

（１）食文化の違い 

 アメリカの食事は日本のものよりも簡単なものでした。 

 日本の食事は主菜、副菜などとバランスよく作られていますが、アメリカの食事はパン

ケーキだけのときや、シリアルのときだけのことがありました。でも、アメリカの食事は

簡単でいいと思いました。 

 アメリカの食事はとても味が濃かったです。お菓子は日本の数倍甘かったです。 

 食事の量は日本と比べて、とても量が多く、食べ切れませんでした。それを全部食べる

のかなと思ったら、残していたので、とてももったいないと思いました。 

 アメリカと日本は食に対する考え方が大きく違っていました。 

 

（２）生活の違い 

 私のホストファミリーの家は、日本の家と比べて庭が大きかったです。そこには、アス

レチックみたいなものもありました。さらに地下室もあり、そこには洗濯機や乾燥機がお

いてありました。 

 アメリカの人たちはとても時間にルーズでした。ホストファミリーデーという、１日中

ホストファミリーと出かける日の前日に、「明日は８時に出るよ」といわれたので、私は

７時に起きたのですが、リビングにはホストファミリーがいなかったのでびっくりしまし

た。７時３０分になってからようやく起きてくるという感じでした。アメリカの人たちは

日本人と比べてとてもマイペースでした。 

 

（３）学校生活の違い 

 アメリカと日本の違いは学校生活にも出ていました。 

 アメリカでは、授業中に飲み物を飲んだり、お菓子を食べたり立ち歩いたりしていまし

た。 

 学校にメイクをしてきたり、携帯電話を使っていたりと自由な感じがしました。中学校

とはいえ、雰囲気は日本の大学に近かったです。 

 アメリカの人はとてもフレンドリーだったのでおかげで早く学校に馴染むことができ

ました。 

 

（４）ホストファミリーについて 

 私がお世話になったホストファミリーは、ホストマザー、ホストファザー、そしてホス

トスチューデントのケイトリンの３人家族でした。それと、猫３匹とヤドカリを飼ってい

ました。 

 ホストファザーはとても日本が好きなようで、わたしが剣道をしていることを伝えると、

とても喜んで本物の刀を見せてくれました。 
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 ホストマザーはいつも私に気を使ってくれていました。とてもやさしく、アメリカ最終

日には「I miss you」といってくれました。嬉しかったです。 

 ホストスチューデントのケイトリンはゲームが好きで、日本にもある有名なゲームの英

語版を一緒にしました。私にいろんな人を紹介してくれたので、アメリカの友達が増えま

した。 

 ホストファミリーのおかげでとても楽しいアメリカ研修になりました。 

 

 

４ 感想 

 今回の研修で日本人にはない優しさがアメリカ人にあることがわかりました。とてもフ

レンドリーなアメリカの人々のおかげで、楽しい研修になったと思います。 

 逆に今回の研修は日本の良いところを再発見できる研修になったのではないかなと思

います。 

 今回の研修をこれからの生活に生かし、また、花巻の国際化にも貢献していけたらなと

思いました。 

 

 

５ 写真 
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花巻市立大迫中学校 ２年   藤原 天音 
 

１ 研修課題 

  ・日本とアメリカの日常生活における、生活文化の違い。 

 

 

２ 課題設定理由 

 日本とアメリカの間には、太平洋と、14時間もの時差があり、また、国土の大きさや地

形も大きく異なります。その土地にあった生活文化の違いがあるだろうと思い、それを自

分も体験してみたいと思ったからです。 

 

 

３ 研修報告 

（１）食生活について 

 アメリカと日本の食生活には、大きな違いがありました。まず食事を始めるタイミング

は、夕食を除いて、家族の中でもまちまちでした。ホストファミリーの中でも、ホストフ

ァザーのドーンや、ホストマザーのショーンは朝の 7時ごろ、ホストスチューデントのフ

ィービーや、スペイン人のアルバロは 7 時 40 分ごろと、食べたい時間に食べるというス

タイルでした。 

 食事の内容も、日本食のように栄養のバランスの取れたものというよりも、パンケーキ

のみだったり、スクランブルエッグとベーコンだけだったりと、自分たちの食べたいもの

を食べるという感じでした。そして、甘い、辛いがはっきりとした味付けでした。 

 

（２）アメリカの住まい 

 アメリカの家は、ほとんどのものが二階建てで、電動で開閉する車庫がついていました。

日本のように玄関で靴を脱がなければならないというわけではないので、ほとんどの場合

は、車庫とつながっている裏口から出入りしました。 

 さらに、日本の住宅地のように家がぎしぎしと密集しているものではなく、それぞれの

家に広い庭があり、一つの家の敷地面積が大きかったです。 

 僕がホームステイしたホストファミリーの家には、バスケットボールのゴールが置いて

あったり、アーチェリーがあったりしたので、一緒に遊んで交流を深めました。 

 

（３）学校生活の様子 

 アメリカには中学校はなく、小学校から高等学校というように進学するようでした。日

本のように制服はなく、先生も生徒もみんな私服で過ごし、ピアスをつけたり、化粧もし

たりしていました。日本と比べると、かなり自由度が高いと感じました。 

 またそれだけでなく、授業は飲み物を飲みながら受けても大丈夫ということにも、驚き

ました。日本では、主に先生が教室に行って授業をしますが、アメリカでは生徒が教室を

移動して、授業に参加していました。チャイムがなったらすぐに移動を始めて、次の授業

に遅れないようにしていました。全体的に、規制が少ないので生徒たちはあまり学校が嫌

いではないようでした。 
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４ 感想 

 今回の派遣に出発する前、僕はアメリカと言う日本語の通用しない世界で、自分の語学力

で、アメリカの人達は理解してくれるのか、ホストファミリーと気まずい感じにならないか

と、とても不安でした。でも自分を温かく迎えてくれたアメリカの人達のおかげで、楽しい

一週間を過ごすことができました。 

 現地に行ってすぐにあったハロウィンでは、僕は医者のゾンビに仮装しました。小学生の

ときに、僕の住んでいる地域では「かせぎとり」というハロウィンに似た行事がありました

が、そのときよりも、今回は楽しかったです。たくさんのお菓子を現地の人達からもらうに

つれて、徐々に打ち解けていった気がしました。最終日に、ホストファミリーとアイスクリ

ーム工場で食べたアイスクリームは、とてもおいしかったです。 

 普段では体験できない、とても貴重な体験ができました。これからの生活に、今回学んだ

ことを生かして生きたいです。 

 

 

５ 写真 

 
 

 
 
     アメリカのレストランのハンバーガー              アメリカの授業風景 
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花巻市立東和中学校 ２年   太田代 楠生 
 

１ 研修課題 

アメリカと日本の食文化や生活習慣の違いを学ぶ 

 

 

２ 課題選定理由 

どの様な食べ物を食べているか、種類、数を知りたい。 

また、日常生活におけるコミュニケーションの取り方、学校での生活の違いを、体験を通し

て比べたい。 

 

 

３ 研修報告 

  （１）アメリカの食事について 

 アメリカで食べた物で一番驚いたのは、ハンバーガーです。ハンバーガーは日本の 1.5倍

くらいの大きさです。 

 ドリンクもサイズが大きく、飲み終えるのにとても時間が掛かりました。 

 朝食はトーストや果物で軽く済ませ、昼食は外食が多かったです。量が多く大変でした。 

 

  （２）生活について 

 僕が初日、朝起きてみると木の葉は散っていて雪が降っていました。とても寒かったです。

10月 31日はハロウィンでした。みんなで仮装をして家々を回り、おかしを貰う行事なので

すがあいにくの雨で、30分くらい車で回って終わってしまい残念でした。 

 僕がホームステイをした家はノヴァと両親と姉の 4人家族です。家はとても大きく部屋も

広く快適に過ごす事ができました。日本の浴室にある浴槽は無くシャワーだけでした。分っ

てはいましたが実際にお風呂に入らない生活が続くと、すごくお風呂に入りたくなりました。

部屋は 1人部屋で、ベッドで毎日ぐっすり眠れました。 

 アメリカでは家の中でもくつをはいて過ごすと聞いていましたが、僕の訪問した所では靴

を脱いでいました。 

 

  （３）学校生活について 

 学校では普通の様に授業中におかしを食べたり、飲み物をのんだりしていました。 

 下校時間は 14時頃と早めで、日本と比べると自由な感じがありました。 

 

 

４ 感想 

 今回の研修ではたくさんの思い出ができました。初めは不安が大きく、英語もなかなかし

ゃべれずコミュニケーションも取れませんでした。日がたつにつれて、コミュニケーション

が取れる様になりました。ホストファミリーにはすごく感謝しています。別れる日には、ホ

ストファミリーとまだ居たいという気持ちがかなり強かったです。 

 僕はこの研修でいろんな国の文化を知りたいと思いました。国が違っても、やさしさは変

わりないと思います。 

 自分の言いたいことをうまく言い表せなくても、伝えられるという事が分りました。 
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５ その他報告したいこと・写真等 

 

 
●お店で頼んだハンバーガー。量が多く、食べきれず、 

 残してしまいました・・・ｻﾞﾝﾈﾝ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●学校で作ったハロウィンのカボチャのオブジェ。 

 かなり頑張りました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●左：ホストスチューデント ノヴァ  

 中央：自分 

 右：ホストファザー 

 

 全員やさしく接してくれました。 

 別れがさみしかったです・・・。 
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花巻市立石鳥谷中学校 ２年   阿邉 いつき 
 

１ 研修課題 

日本とアメリカの違い 

 

 

２ 課題設定理由 

テレビなどで、アメリカの様子（生活習慣・文化）を見たことはあるが、日本との違いを

実際に見たり、体験したりしたかったから。 

 

 

３ 研修報告 

  

     （１）アメリカの食生活 

 私がホームステイをしたモリーの家の朝食は食べない時が多くありました。食べた時は

クラッカーやパンケーキ、フルーツなどでした。昼食は、ハンバーガー、チキン、ピザな

どでした。何もかも日本とは全く違いました。味はもちろん、量も全く違いました。味付

けは濃く、量は、日本のＬサイズより大きい大きさがアメリカのＭサイズでした。このよ

うに、食からも日本とアメリカの違いを発見できました。夕食は、量が更に多くサラダや

ステーキ、私のためにアメリカの日本食レストランに連れて行ってくれました。 

 一番、アメリカと日本の違いを実感したことは、残したものをすぐに捨ててしまうこと

です。もったいないと思いました。 

 

     （２）アメリカのライフスタイル 

 私のホームステイ先の家では、靴を履いたまま家の中ですごしたり、浴槽に入らずシャ

ワーだけだったり、トイレとシャワールームが同じ場所にあったり、日本では考えられな

い生活でした。家はほとんどが２階建てで地下室がありました。庭も広く、芝生や木が多

く、緑がたくさんありました。ほとんどの家で、犬や猫が飼われていました。 

 

     （３）行事 

 研修期間中にハロウィンというお祭りのようなものがありました。ハロウィンでは、実

際に仮装をして近所をまわりお菓子をもらいました。私はヒョウ柄の猫の格好をしました。

モリーは、ミニーの格好をしました。みんな可愛い格好をして、お化粧をして楽しみまし

た。 

 

     （４）アメリカの学校生活 

 アメリカの学校は、驚き、日本との違いがたくさんありました。学校の大きさは、日本

の数倍ありました。授業も日本は先生が教室をまわるのに、アメリカは生徒が自分のやり

たい教科の教室にいって授業をうけていました。 

 日本の生徒は椅子にしっかり座り、飲食せず、授業を行っています。しかし、アメリカ

の生徒は、立ったり、歩いたり、机に座ったりハンバーガー、キャンディ、ジュースを飲

んだり食べたりしていました。さらには、授業をうけない生徒もいました。 

 また、制服はなく、私服で化粧などもしていて大人っぽかったです。 
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４ 感想 

 私は、今回の研修でアメリカという日本とは全く違う文化にたくさん触れられてとても

楽しく、また、ためになりました。モリー家族に会うまでは、コミュニケーションをとれ

るかなど、不安ばかりでしたが、モリー家族が優しく接してくれたり、添乗員さんの阿部

さん、先生や一緒に行った仲間が支えてくれたりしたおかげで、アメリカでの生活は一日

一日が良いものでした。私が出会ったアメリカの方々もみんなフレンドリーで優しかった

です。特に、モリーのお母さんはアメリカでの生活になかなか慣れない私をこまめに気遣

ってくれて、本当の娘のように接してくれました。全く英語を話せない私の言葉をいつも

一生懸命理解しようとしてくれたモリー家族には、感謝の気持ちしかありません。 

 この研修で学んだことはたくさんあります。それを今後、生活、勉強、部活に活かして

いきたいです。後、私が周りに伝えていきたいです。そしてまたモリー家族に会い、恩返

しをしたいです。 

 

 

５ 写真 

 
集合写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           モリー家族と 
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花巻市立石鳥谷中学校 ２年   佐藤 紀夏 
１ 研修課題 

(１) 日本とアメリカの文化の違い 

(２) アメリカの学校の様子 

 

 

２ 課題設定理由 

日本との文化や習慣の違いを自分自身で感じ、学びたいから。 

アメリカの学校生活に興味があり、新しい発見をしたいから。 

 

 

３ 研修報告 

（１）食事について 

 ホームステイ先での朝食はパンやフルーツが多かったです。家庭での食事の品数の種

類や食べる量は少ないように感じました。夕食は私の大好物、パスタやオムレツをお父

さんが作ってくれました。「美味しい！」と伝えると、とても嬉しそうでした。 

 夕食の後はトランプやコインゲームで盛り上がりました。ルールを教えてもらい、楽

しく遊ぶ事ができました。仲の良い、面白い家族だと思いました。 

 外食では一人分の量がものすごく多く、みんなで分けて食べる時がありました。また、

ホストファミリーとマクドナルドに行った時に〝自分で注文してみよう！〟と思い挑

戦してみました。無事、注文する事ができ嬉しかったです。 

 ゴミを捨てる際に分別しないことに驚きました。 

 

（２）学校生活について 

 小学校では日本語を勉強しているクラスがありました。１～１０まで一緒に数え、「お

はようございます」や「こんにちは」などの挨拶をしました。みんな、笑顔で接してく

れて、とても可愛かったです。 

 中学校の授業では自分の意見を堂々と話すなど積極性が見られました。自分の考えを

進んで発言する姿に感心しました。 

 中高を見学し、日本とアメリカの学校の違いを沢山発見しました。挙げてみると「教

員の部屋が決まっていて生徒達が移動をする」「制服がない」「下校時刻が早い」「下駄

箱がない」「生徒は掃除をしない」「飲食をしても良い」「化粧やピアスなどをしても良

い」などです。校則が厳しくなく、自由な雰囲気でした。また、部活動が活発に行われ

ていない事が分かりました。 

 

（３）家での暮らしについて 

 私はアメリカの家では靴を脱がないのが習慣だと思っていました。ですが、家庭ごと

に脱ぐ所もあれば脱がない所もありました。ローレンの弟は裸足になっていた時もあっ

たので、気分によって変わるのだと思いました。 

 家の中で「Thank you.」「You’re welcome.」の言葉が沢山使われていました。すぐに、

「ありがとう」と笑顔で相手に伝える姿を見て、心が温かくなりました。 

 ローレンの部屋に行き、勉強机が無い事に驚きました。宿題をしている様子もなかっ

たです。学校だけで勉強をするのだと思いました。 

 

 

 



 - 22 - 

４ 感想 

 アメリカの人は感情を表情や声のトーン、口調ではっきりと出していたので、英語が分

からない時は雰囲気で感じる事が出来ました。 

 私は言葉が違っていても、通じ合えた事が嬉しかったです。授業で習った英語で積極的

に質問したり、話しかけたりする事ができました。 

 また、アメリカで過ごしていく中で自然と相手の目を見て会話をする事ができるように

なりました。 

 アメリカの人は日本に訪れた事がある人が多く、日本の料理を褒めていました。私は今

回の海外派遣でアメリカの文化に触れ、新しい発見をする他に、日本の素晴らしさも強く

感じる事ができました。 

 ホストファミリーと一緒に過ごした一週間は、一生忘れられない大切な思い出となりま

した。 

 温かく出迎えて下さった、ラットランドの皆様、そして今回の派遣を企画して下さった

協会の皆様に深く感謝申し上げます。 
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花巻市立南城小学校 教諭   齋藤 誠一 
 

１ はじめに 

 今回の派遣事業のお話をいただいたときから、正直なところ不安がいっぱいでした。「海

外にも行ったことのない自分が、中学生の引率を務めることができるのだろうか。」頭の

中ではいつもこのようなことを感じながら、事前研修会や外国語研修に参加していました。

このような自分にとって唯一救いだったのが、参加する６名の生徒諸君が大変前向きで積

極的であったことです。忙しい中で、遅い時間に打ち合わせやペアでの英会話の練習を重

ねるにつれて、初対面であった生徒同士が徐々に打ち解け合う中で、私自身も頑張らなけ

ればという気持ちが強くなってきたことを覚えています。 

 この報告書では、私自身が直接体験して学んだことや感じたことをまとめてみたいと思

います。 

 

 

２ ホームステイプログラムより 

 ホームステイプログラムは事前に把握することがで

きず、現地に到着してから説明を受けました。 

 公共施設見学、学校訪問、サイダー・アイスクリー

ム・テディベアの工場見学、メープルミュージアム見

学、絵画体験、その他ホストファミリーとの活動（ハ

ロウィン）など、様々なプログラムが用意され、充実

した時間を過ごすことができました。 

 

  

－ラットランド市長と一緒に－ 

 

 (1)ラットランド高校 

 日本の高校と違い「学級」という単位がありません。生徒は自分が選択している授業を

受けに、担当の先生の教室に足を運びます。生徒それぞれが、自分の将来を考えそれに必

要なものは何かという視点で授業を受けている姿が見られました。授業は、先生と生徒、

生徒同士が語り合い、自分の考えを述べていく姿が見られ、全体的に自由な雰囲気の中で

進められているようでした。 

 また、授業の終始の挨拶はなく、終了のチャイムが鳴ると生徒はすぐに席を立ち、教室

を移動していました。先生の話が続けられてい

るにもかかわらず、席を立って行くことに強い

抵抗感がありましたが､｢先生も生徒もお互い

の時間を大切にしている」という話を聞き納得

しました。 

 音楽の授業では、訪問した私たちを歓迎する

歌を歌っていただいたり、ハロウィン用のカボ

チャ作りに参加させていただいたりと、温かく

受け入れてもらった生徒は貴重な体験ができ

ました。（ 高校でのカボチャ作りは、現地の新

聞社の取材を受け、翌日の一面に大きく載りま

した。）                        －ハロウィンの準備－ 
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 (2)絵画教室 

 ラットランド市郊外にある、画家ピーター・ハン

トゥーンさんのアトリエで絵画の指導をしていた

だきました。画用紙全体に水を含ませてから、水彩

絵の具を塗っていく方法で描いていきます。画用紙

が濡れているので、画用紙に塗られた絵の具は、

徐々に広がっていき、水彩画の特徴である淡い雰囲

気が一層感じられる作品となっていきます。 

 帰国後、授業の中で同じような手法で模様作りに

取り組んでみました。これまでと違った雰囲気にで

きあがる絵（模様）の制作に子どもたちは興味深く

取り組んでいました。                －力作がそろいました－ 

 

 (3)生徒の様子 

 初日から「早く帰りたい」「日本食が食べたい」と言っていた生徒もいましたが、最終

日に近づくと「まだ帰りたくない」と口々に言っていました。やはり、ホームステイとい

った長い時間にお互いの意思が自由に交流できないことに大きなストレスを感じていた

ようです。朝に集合すると、お互いのホームステイ先での様子を交換していました。 

 はじめは、日本人同士で行動している姿が目につきましたが、時間の経過と共にホスト

スチューデントやそのファミリーと話している姿をよく見るようになりました。また、そ

のやりとりを見ると、必ず身振り手振りが行われていました。 

 出発前に英会話研修は行われたものの、即座に英語での会話文はなかなか出てきません。

研修でのお話の中にもありましたが、ジェスチャーを交えれば大体の日常における意思の

交換はできることを実際に知り、積極的に交流できる様子がありました。 

 研修後半にホストファミリーと研修関係者合同の会食会が

あり、その場で生徒は花巻市についてのプレゼンを行いました。

地理的環境、郷土の偉人等、それぞれに分担された内容につい

て、緊張しながらもしっかり発表しました。添乗員の阿部さん

からの「ゆっくり、落ち着いて」のアドバイスにも助けられ、

無事に終えることができました。 

 

 

 

－緊張気味のプレゼンテーション－ 

 

 

３ おわりに 

 私のホストファミリーは、マーシャ・カッセルさんという

今回のプログラムの全体を担当していただいた方でした。高

校でフランス語を教え、家庭裁判所でも調停の仕事をし、趣

味ではキルト作品を作っている多忙な方でした。お忙しい中

でも常に生徒の心身の健康に気を配っていただき、本当に感

謝の気持ちでいっぱいです。 

                         －クリスさんとマーシャさん－ 

 

 今回、このような機会を与えてくださいました関係者の皆様に、心より感謝申し上げま

す。今後も両市の交流事業が続けられ、次の世代を築き上げる生徒諸君の力になっていく

ことをお祈りしております。 

 

 

 


