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平成 26 年度 青少年海外派遣研修事業 概略説明 

 

花巻市の将来を担う青少年を海外に派遣し、他国の歴史、文化、習慣等に触

れることによって広い視野と洗練された国際感覚を身につけ、国際社会から信

頼される人間形成の一助とすることを目的として、書類選考によって選ばれた

花巻市内の中学２年生、計３０名を下記のとおり世界５か所の交流のある都市

へ派遣しました。 

 

記 

 

１ 主  催  公益財団法人花巻国際交流協会 

 

２ 共  催  花巻市・花巻市教育委員会 

 

３ 派遣先及び派遣時期 

(１)アメリカ合衆国アーカンソー州ホットスプリングス市（姉妹都市） 

   派遣時期：平成２６年１０月３１日(金)～１１月９日(日)１０日間 

(２)オーストリア共和国ニーダーエスタライヒ州ベルンドルフ市（友好都市） 

   派遣時期：平成２６年１１月３日(月)～１１月１２日(水)１０日間 

(３)アメリカ合衆国バーモント州ラットランド市（姉妹都市） 

   派遣時期：平成２６年１０月２８日(火)～１１月５日(水)９日間 

(４)アメリカ合衆国ウィスコンシン州クリントン村 

   派遣時期：平成２６年１０月２８日(火)～１１月５日(水)９日間 

(５)英国シェットランド諸島 

   派遣時期：平成２６年１１月３日(月)～１１月１２日(水)１０日間 

 

４ 派遣人員   

それぞれの派遣先に市内中学２年生６名、引率１名を派遣しました。 

 

５ 選考について 

 応募者５９名の中から、選考委員会による書類審査で派遣者３０名を決定。 
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派遣先都市の紹介 

Hot Springs, Arkansas（アメリカ合衆国アーカンソー州ホットスプリングス市）人口約 35,500 人 

ホットスプリングス市は、アーカンソー州の中西部に位置する都市です。「ホットスプリ

ングス」という市名が示す通り温泉で知られており、花巻市とは、両市が美しい自然や温泉

に恵まれた都市であるなど多くの共通点があります。平成５年（199３年）１月 15 日の国

際姉妹都市提携以降、青少年の海外派遣や受入、市民や教員の受入を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Berndorf, Niederösterreich 

（オーストリア共和国ニーダーエスタライヒ州ベルンドルフ市）人口約９,000 人 

ベルンドルフ市はオーストリア国ニーダーエスタライヒ州の山間部にある文化都市です。

ぶどう栽培が盛んで、ワイナリーもあります。ハヤチネウスユキソウ（早池峰の花）とエー

デルワイス（アルプスの花）がよく似ているという縁もあり、昭和40年（1965年）10月

12日に旧大迫町と国際友好都市提携を行いました。以来４９年間交流が続いています。 

      オーストリア（首都ウィーン）         ニーダーエスタライヒ州ベルンドルフ 

 

 

 

 

 

                         

 
Rutland, Vermont         （バーモント州ラットランド市）人口約 16,500 人 

ラットランド市は、アメリカ合衆国バーモント州南西部ラットランド郡の郡庁所在地で大

理石やメープルシロップなどで知られる歴史ある街です。 

インディアナ州のアラーム大学を訪れた当時の石鳥谷町長が担当教授からバーモント州訪

問を勧められ、その教え子がラットランド市長と昵懇の間柄であったことから両市町長が意

気投合して姉妹都市提携の機運醸成を図り、昭和 61 年（1986 年）10 月８日に旧石鳥谷

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 
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町と国際姉妹都市の提携を行いました。昭和 63 年からは石鳥谷町との間で学生の交換プロ

グラムがスタートし、現在も継続して交流が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 
Clinton, Wisconsin    （アメリカ合衆国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郡にある、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民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。 

 

 

 

 

 

 

 
Shetland Islands          （英国シェットランド諸島） 人口約 22,210 人 

シェットランド諸島はロンドンから北東に 960 ㎞、イギリス最北の北緯 60 度に位置す

る大小 100 以上もの島々です。主要産業は、農業、漁業、酪農などで、ノルウェーなど北

欧諸国とスコットランドの文化が入り交じった独特の文化があります。 

日本での交流先を探していた

アンダーソン高校の教員が花巻

市在住の日英協会会員より旧東

和町を紹介されたことにはじま

り、平成２年（1990 年）から

はシェットランドの学生を受け

入れ、平成５年（1993 年）か

らは花巻市の高校生（合併前は

東和高校）を派遣し、現在まで交流が続いています。 

 

アメリカ合衆国 

ラットランド

バーモント

 

 

ヨーロッパ 

クリントン 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Map_of_USA_VT.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Map_of_USA_VT.svg
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派遣生徒名簿 

 

派遣先 氏名 性別 中学校名 

ホットスプリングス 梅木
う め き

 李
り

緒
お

 女 南城 

ホットスプリングス 荒谷
あ ら や

 真
ま

穂
ほ

 女 宮野目 

ホットスプリングス 五
ご

内川
ないかわ

 美吹
い ぶ き

 女 宮野目 

ホットスプリングス 佐藤
さ と う

 柊耶
しゅうや

 男 大迫 

ホットスプリングス 秋庭
あ き ば

 莉
り

胡
こ

 女 石鳥谷 

ホットスプリングス 板垣
いたがき

 和
なごみ

 女 石鳥谷 

ホットスプリングス 佐藤
さ と う

 朋
とも

広
ひろ

 男 
（引率） 

宮野目小 

ベルンドルフ 田村
た む ら

 舜
しゅん

華
か

 女 南城 

ベルンドルフ 髙
たか

橋
はし

 郁
ふみ

弥
や

 男 湯本 

ベルンドルフ 菊池
き く ち

 渓
けい

花
か

 女 宮野目 

ベルンドルフ 佐々木
さ さ き

 輝
ひかり

 女 大迫 

ベルンドルフ 外山
そとやま

 瑠璃子
る り こ

 女 石鳥谷 

ベルンドルフ 阿部
あ べ

 魁
かい

徒
と

 男 東和 

ベルンドルフ 遠藤
えんどう

 芳
かおり

 女 
（引率） 

大迫 

ラットランド 河野
こ う の

 健
けん

 男 花巻 

ラットランド 星野
ほ し の

 日乃
ひ の

美
み

 女 花巻北 
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派遣先 氏名 性別 中学校名 

ラットランド 小原
お ば ら

 千波
ち な み

 女 湯口 

ラットランド 菊池
き く ち

 奎斗
け い と

 男 西南 

ラットランド 菅原
すがわら

 颯
そう

大
た

 男 石鳥谷 

ラットランド 川村
かわむら

 美空
み そ ら

 女 東和 

ラットランド 門ノ沢
かどのさわ

 真喜子
ま き こ

 女 
（引率） 

石鳥谷 

クリントン 大内
おおうち

 尚人
な お と

 男 花巻 

クリントン 田村
た む ら

 怜
れい

華
か

 女 南城 

クリントン 山影
やまかげ

 瑠奈
る な

 女 矢沢 

クリントン 高橋
たかはし

 響
ひびき

 男 西南 

クリントン 晴山
はれやま

 涼
すず

香
か

 女 石鳥谷 

クリントン 佐々木
さ さ き

 陽
はる

香
か

 女 東和 

クリントン 梅木
う め き

 千
ち

紘
ひろ

 女 
（引率） 

花巻 

シェットランド 白藤
しらふじ

 彩
さ

絵
え

 女 花巻北 

シェットランド 佐々木
さ さ き

 美
み

月
づき

 女 南城 

シェットランド 照井
て る い

 絵
え

梨花
り か

 女 湯口 

シェットランド 川村
かわむら

 隼
しゅん

一郎
いちろう

 男 矢沢 

シェットランド 泉澤
いずみざわ

 希美
の ぞ み

 女 西南 
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派遣先 氏名 性別 中学校名 

シェットランド 佐々木
さ さ き

 夏
なつ

 女 大迫 

シェットランド 佐々木
さ さ き

 勝
かつ

義
よし

 男 
（引率） 

南城 

 

出発式のようす 

 

 

 

 

 

 

 

   上田市長より激励のことばをいただきました         ホットスプリングス派遣団 

 

 

 

 

 

 

 

ベルンドルフ派遣団                ラットランド派遣団 

 

 

 

 

 

 

 

         クリントン派遣団                シェットランド派遣団 

 

  
※ホットスプリングス市派遣には、花巻東高校の国際交流事業により同校から生徒２名、引率１名が同行しました。 

ベルンドルフ市派遣には、花巻市の事業により大迫高校から生徒２名、引率（校長）が同行しました。 
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事前・事後研修会 

10 月下旬の派遣に向けて、８月から６回、事前研修会を行いました。同時に英会話

研修も実施し、ホームステイ先でのコミュニケーションに困らないよう学習を重ねてき

ました。帰国後も 2 月の派遣報告会に向け、研修で得たことを振り返る事後研修会を３

回行いました。 

 

8 月５日（火） 

【第１回事前研修会】 

・事業について 

・提出書類について 

・現地プレゼンテーションについて 

・派遣先別研修 

 

8 月 26日（火） 

【第２回事前研修会】             

・派遣先別研修 

（研修テーマ設定・確認） 

・現地プレゼンテーマの話合い 

【第１回英会話研修】 

・発音の注意点 

・あいさつ、よく使うフレーズ 

 

9 月 16日（火） 

【第３回事前研修会】 

・旅のマナーとホームステイの 

注意点 

・手荷物について 

・海外旅行保険について 

・外貨、持ち物について 

・派遣先別研修 

（プレゼン準備・清書） 

【第２回英会話研修】 

・自己紹介の練習 

・よく使うフレーズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前研修・英会話研修の感想など 

●英語の発音の母音を残さず発音することが分

かったのでこれから気を付けて発音していきた

い。また英語は授業でやっているだけなのでた

くさん勉強して少しでもできるようにがんばっ

ていきたい。（ホットスプリングス・柊耶） 

●英会話の授業では、海外でのよく使う言葉テ

ストをしましたが、あまりたくさん答えられず

ちょっと不安…練習して使えるようにしてベル

ンドルフに行きたいです。また、具体的にプレ

ゼン内容も決まってきてとても楽しみです！

（ベルンドルフ・舜華） 

●日本では一般的に使われているカタカナ言葉

でも海外に行くと違う意味になるものや通じな

い言葉というものが分かった。現地では気を付

けようと思った。（ラットランド・健） 

●2回目の研修会だったが、話し合いも行動も素

早くできたので良かったです。次の研修会ではグ

ループの人と仲良くなれるように自分から話しか

けられるようにしたいと思います。また、グルー

プ全体が仲良く、積極性のあるグループになれる

ように頑張りたいと思います。 

（クリントン・瑠奈） 

●英語の研修をうけて、「r」や「a」の正しい発

音がよくわかった。日本語の言葉と英語の言葉の

意味がだいぶ違っていた。これから、もっと勉強

してきれいな発音に近づいていきたいと思った。

（シェットランド・彩絵） 
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10月３日（金） 

【第４回事前研修会】 

・スケジュール、持ち物確認 

・出発式について 

・派遣先別研修（プレゼン練習） 

【第３回英会話研修】 

・よく使うフレーズ 

 

10月 10 日（金） 

【第５回事前研修会】 

・ホストファミリーへのお礼の手紙 

について 

・報告書、報告会について 

・国際フェアについて 

・役割分担について 

・派遣先別研修（プレゼン練習） 

【第４回英会話研修】 

・よく使うフレーズ 

（これまでの復習） 

 

10月 17 日（金） 

【第６回事前研修会】 

・最終スケジュール、旅行代金等確認 

・派遣先別研修（プレゼン練習） 

 

★ 現地での研修 ★ 

 

 

12月４日（木） 

【第１回事後研修会】 

・報告発表原稿作成 

・報告書下書き原稿添削 

 

12月 18 日（木） 

【第２回事後研修会】 

・報告会発表原稿作成、練習 

・報告書提出期限 

 

１月 16 日（金） 

【第３回事後研修会】 

・報告会発表練習 

 

 

 

※２月９日（月）・１３日（金） 

海外派遣研修報告会 

（湯口中学校、宮野目中学校）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外派遣後の自分の成長についてや 

報告会へ向けての意気込み等 

●私はホットスプリングス市に研修に行ってから自分の意見をよりはっきりと言えるよう

になりました。また、挨拶や「ありがとう」などのお礼の言葉も自然と出てくるようにな

りました。２月の報告会ではたくさんの人にわかりやすく伝えられるように努力します。

（ホットスプリングス・真穂） 

●コミュニケーション能力が上がったと思います。たくさんの人と目を見て話せるように

なりました。課題を克服できたと思います。 

私は２月の報告会で、自分の学んだことをたくさんの人に伝えたいと思います。自分の

変わったところを親にしっかりと見せるようにしたいです。（クリントン・涼香） 
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海外派遣後の自分の成長についてや 

報告会へ向けての意気込み等 

●今回の海外派遣を通して、自分の意思をしっかり伝えるということの大切さを知りま

した。色々と学んだことを大切にし、今後に活かしていきたいと思います。２月の報告

会では、自分が学んだことをみんなに伝えていけるように、みんなで頑張りたいと思い

ます。（ラットランド・颯大） 

●私が派遣から帰ってきて変わったところは、英語への興味がさらに増したことです。現

地の方々との会話はすべて英語だったので理解しようと一生懸命でした。最初のほうは発

音が良くて聞き取るのが難しかったのですが、滞在しているうちに解ってきました。これ

からは英語の勉強をもっと頑張り、一人でも海外に行けるようになりたいと思いました。

（ベルンドルフ・輝） 

●私は派遣から帰ってきてから笑顔でいることが多くなったと思います。外国でたくさん

の人と触れ合い、笑顔が大切だと思いました。２月の報告会では学んできたことをしっか

り伝えたいです！（シェットランド・希美） 
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国際フェア IN はなまき 2014 

帰国直後の１１月２３日（日）、花巻市交流会館で行われた国際理解・国際交

流イベント「国際フェア IN はなまき 2014」では、聴衆の皆さんへ海外派遣研

修で体験したことなどをパネルディスカッション形式で発表しました。 

 

 

 

 

 

 

           発表コーディネーターの吉水さんと発表者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フリップに発言内容を書いて見せたり、現地で撮影してきた写真をみせたりしてわかりやすい発表を心

がけました。一緒に行った仲間や保護者の皆さまをはじめとする多くの来場者に発表を聴いていただくこ

とができました。  
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次のページからは、派遣先別の報告です。 

○ 研修日程紹介 

※記録係のコメントも紹介しています。 

○ 現地プレゼンテーション紹介 

  ※掲載するにあたり一部表現を改めた箇所がありますので、 

   発表時の台本と異なるところがありますがご了承ください。 

○ 研修報告 
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平成 26 年度青少年海外派遣研修事業 

（ホットスプリングス市派遣） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年 10 月 31 日～11 月９日 
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研修日程紹介 

1日目  平成 26年 10月 31日（金）            

現地時間 場所 内容 

9:50 新花巻駅集合 駅内壁画前に集合。 

10:19 新花巻駅出発 JRやまびこ42号にて東京駅へ。 

13:24 東京駅着 到着後、成田エクスプレスへ乗換。 

14:03 東京駅発 成田エクスプレス31号に乗車。 

14:57 成田空港駅着 第1ターミナルへ移動。 

スーツケース受取り後、出国手続き。 

 搭乗ゲート パスポート・搭乗券を見せ搭乗。 

18:55 成田空港発 ユナイテッド航空UA002でアメリカへ。 

日付変更線通過 

16:35 ヒューストン空港着 入国手続き後、国内線乗換え。 

19:01 ヒューストン空港発 UA5780でリトルロックへ。 

20:16 リトルロック空港着 スーツケースを受取りバスへ移動。 

22:30 ホットスプリングス着 Embassy Suites Hot Springsホテル 

へ宿泊。 

 

2日目  平成 26年 11月 1日（土） 

現地時間 場所 内容 

 朝 ホテル 集合時刻までに、各自朝食をとり、 

身支度等を済ませておく。 

8:45 ホテル 荷物を持ってロビーに集合。 

ホテル出発。 

9:00 ファミリー･パーク 地域の公園で、ホストファミリーと面会｡ 

11:00 ファミリー･パーク ホストファミリーと一緒に公園を出発。 

15:45 コンベンション･センター ホストスチューデントと一緒にセンター 

のロビーに到着｡ 

16:00 

～18:00 

 ★外務大臣表彰伝達式 

(Commendation Ceremony) 

 夜  ホストファミリーと過ごす。 

★外務大臣表彰 

多くの方々が国際関係の様々な分野で、日本と外国の友好親善関係を進めるために活

動しています。その中で、特に顕著な功績があった個人や団体の活動をたたえるのが「外
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務大臣表彰」です。今年度は「ホットスプリングス－花巻姉妹都市プログラム」が表彰

されました。 

ホットスプリングス市では、同市と「ホットスプリングス姉妹都市基金」が中心となっ

てさまざまなプログラムを行っており、花巻市でも花巻国際交流協会、花巻・ホットス

プリングス交流委員会、花巻ホームステイ協会など、市民団体が中心となって交流を進

めています。これらの両市の市民同市の交流が評価され、このたびの受賞となりました。

これは、団体部門でホットスプリングス市が受賞するものですが、花巻市にとっても大

変名誉なことです。 

 ～表彰伝達式の様子～ 

ホットスプリングス、花巻、双方の関係者と派遣生一行 

さらに外務省より加藤総領事も出席し、和やかな雰囲気 

で式が執り行われました。 

 

 

 

 

 

 

皆静かに話を聞くことができたようです。 

また、たくさんの人から英語で話しかけ 

られても、知っている単語を駆使して、 

会話を楽しむことができたようです。 

                             五内川さんによる日本舞踊も華を添えました。 

 

3日目  平成 26年 11月 2日（日） 

 ※ホストファミリーデー     

◆３日目の記録  

 

みんなでショッピングへ行った。        午後からでかけて、リトルロックの 

スタバへも行った。たくさん話ができた。    大きなトランポリンのある施設へ 

今日の出来事を通じて前よりも仲良く      行って、ドッヂボールなどをして 

なれたと思う。                楽しく過ごした。 
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4日目  平成 26 年 11月 3日（月）              

現地時間 場所 内容 

8:00 各ホストスクール ホストスチューデントの学校のオフィス 

に集合。 

8:30 ホットスプリングス･ 

ミドルスクール 

学校訪問。 

12:30 ホットスプリングス･ 

ミドルスクール 

ミドルスクールを出発。 

13:30 マウンテン･タワー 見学。 

14:30  ホストスチューデントの学校へ出発。 

15:00 各ホストスクール 各ホストスチューデントの学校のオフィ

スで、それぞれのホストスチューデント

に再会。 

 夜  ホストファミリーと過ごす。 

 

5日目  平成 26年 11月 4日（火）         

現地時間 場所 内容 

8:00 各ホストスクール ホストスチューデントの学校のオフィス

に集合。 

8:30 レイクハミルトン・スクール 学校訪問。 

14:30 レイクハミルトン･スクール 学校を出発。 

15:00 各ホストスクール 各ホストスチューデントの学校のオフィ

スで､それぞれのホストスチューデントに

会う。 

 夜  ホストファミリーと過ごす。 

◆５日目の記録  

 

トルネードセーフルームなどの日本にはない 

ものがあった。教室内にトイレがあり、あま 

り廊下に生徒を出さないようにしているよう 

だ。セキュリティも万全で、防犯対策がすご 

いと思った。 

                                 学校の様子 
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6日目  平成 26年 11月 5日（水）                     

現地時間 場所 内容 

8:00 各ホストスクール ホストスチューデントの学校のオフィス 

に集合。 

8:30 

～12:30 

ジェシービル･ 

ミドルスクール 

学校体験。 

12:30 コールマン水晶鉱山 水晶採掘体験、Zip Line体験。※ 

14:30 コールマン水晶鉱山 鉱山を出発。 

15:00 各ホストスクール 各ホストスチューデントのところに戻る。 

◆６日目の記録            ※雨天のため Zip Lineはできませんでした。 

 

雨で水晶採掘体験はできなかったが、      学校では生徒たちの合唱をきいた。 

水晶を見ることはできた。きれいだった。    みんな笑顔で歌っていて、とても 

ホストファミリーとはだんだん言いたい     面白かった。 

ことが分かってきてなんとなくだけど      アメリカの家は日本と違って部屋が 

英語で会話をすることができた。        たくさんあって、迷子になりそう！ 

 

 

7日目  平成 26年 11月 6日（木）        

現地時間 場所 内容 

終日  ホストスチューデントと過ごす 

 

 

ホストスチューデントの学校に      今日は自分一人でホストスチューデントの 

行った。そこでは写真の構図を      学校を訪ねるし翻訳する機械も何も無いか 

考えて編集するなど、日本では      らとても緊張したけれど、良い機会なので 

あまりやらないことをやってい      頑張った。自分から積極的に挨拶をした。 

た。こんなことも学校でやるの      昼休みのとき、たくさん話しかけてくれて 

かと驚いた。              うれしかった。みんなとたくさん話したい 

また、ホストスチューデントと      ことがあったけど、私が分からない英語ば 

その友達とゴルフとダンスの練      かりだったからとても悔しい思いをした。 

習に行ったり折り紙を教えたり      だからもっと英語を勉強して話せるように 

して一緒に遊んだ。           なりたい。 
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8日目  平成 26年 11月 7日（金）                  

現地時間 場所 内容 

終日  ホストファミリーと過ごす。 

19:00 市内 フットボールの試合観戦。 

（レイクサイド高校VS 

ホットスプリングス高校の試合） 

21:30 コンベンション･センター ホットスプリングス市を出発｡ 

夜 ホテル Days Inn Little Lockに宿泊。 

 

9日目  平成 26年 11月 8日（土）                  

現地時間 場所 内容 

早朝 ホテルロビー集合 朝食･身支度を済ませておく｡ 

 ホテル発 ホテルのシャトルバスで空港へ。 

 リトルロック空港着 スーツケース預入、搭乗手続き。 

9:06 リトルロック空港発 UA6095でデンバーへ。 

10:32 デンバー空港着 到着後、荷物を受取り出国手続き。 

12:05 デンバー空港発 UA139で日本へ。     ※機中泊 

 

10日目  平成 26 年 11月 9日（日）         

現地時間 場所 内容 

16:30 成田空港着 到着後､入国手続き。 

18:15 成田空港駅発 成田エクスプレス44号で東京駅へ。 

19:17 東京駅着 到着後､新幹線へ移動。 

19:40 東京駅発 はやぶさ105号で新花巻駅へ。 

22:11 新花巻駅着 花巻へ到着。 
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現地でのプレゼンテーション発表 

派遣生の皆さんはそれぞれ、明確な目的意識及び研修テーマを持って青少年

海外派遣研修に臨んでいますが、派遣研修にあたっては、自分自身が学習する

だけでなく、研修に参加する皆さんの中で共通のテーマをもって研修に臨んで

います。 

今年は、それぞれの派遣先グループで内容を考えて、花巻市の紹介を行いま

した。ホットスプリングス市派遣グループでは、テーマを「郷土芸能」と設定

し、写真や動画を用いて花巻地域に伝わるさまざまな伝統芸能について英語で

紹介してきました。 

 

 

【導入】 

みなさん、こんにちは。 

Hello, everyone. 
私たちは、姉妹都市の花巻市から来ました。 

We’re from your sister city, Hanamaki. 

 
私は、荒谷 真穂 です。宮野目中学校の２年生です。 

I’m Maho Araya. I’m a 7th grader at Miyanome Junior High School. 
私は、五内川 美吹 です。 宮野目中学校の２年生です。 

I’m Ibuki Gonaikawa. I’m a 7th grader at Miyanome Junior High School. 
私は、梅木 李緒です。南城中学校の２年生です。 

I’m Rio Umeki. I’m a 7th grader at Nanjo Junior High School. 
私は、千葉 莉央です。花巻東高校の１年生です。 

I’m Rio Chiba. I’m a 9th grader at Hanamaki Higashi High School. 
私は、関田 莉南です。花巻東高校の１年生です。 

I’m Rina Sekita. I’m a 9th grader at Hanamaki Higashi High School. 
私は、秋庭 莉胡です。石鳥谷中学校の２年生です。 

I’m Riko Akiba. I’m a 7th grader at Ishidoriya Junior High School. 
私は 板垣 和です。石鳥谷中学校の２年生です。 

I’m Nagomi Itagaki. I’m a 7th grader at Ishidorya Junior High School. 
私は、佐藤 柊耶です。大迫中学校の２年生です。 

I’m Shuya Sato. I’m a 7th grader at Ohasama Junior High School. 
私は、佐藤 朋広です。宮野目小学校の教員です。 

I’m Tomohiro Sato. I’m a teacher at Miyanome Elementary School. 
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私は、中島 宏之です。花巻東高校の教員です。 

And I’m Hiroyuki Nakashima. I’m a teacher at Hanamaki Higashi High 

School. 

 

花巻には、たくさんの素晴らしい文化がありますが、今日はその中から、郷土芸能について、皆さんにご

紹介したいと思います。 

There’s lots of great culture in Hanamaki, and today, we are going to tell 

you about some local performing arts.  
花巻には、いろいろな郷土芸能があります。例えば、「早池峰神楽」などの「神楽」、「鹿踊」などです。 

In Hanamaki, we have many different kinds of performances. Some of them 

include Hayachine Kagura, Kagura, Deer dance, and so on. 

 

まず、神楽の映像をお見せします。 

First, I would like to show you a movie about the Kagura dance. 
これは、花巻まつりで上演された、神楽権現舞パレードの様子です。 

This is a scene from the Kagura Gongenmai Parade of Hanamaki Festival. 

 

 

鹿踊は、およそ２００年前から続いている伝統芸能

で、様々な流派があります。 

The Deer Dance is a traditional 

performing art which has been 

handed down from 200 years ago and 

there are various schools of the 

dance. 
花巻の代表的なまつりである「花巻まつり」にも登

場し、毎年観客を楽しませてくれます。 

The Deer Dance is also part of the 

Hanamaki Festival parade, and entertains audiences every year. 
踊り手は、鹿の顔のような衣装を着て、太鼓をたたきながら踊ります。 

Dancers put on a deer-like costume, and dance while playing their drums. 
見ているだけでも、とても面白いです。 

Even just watching the dance is fun. 

 

神楽は、神様に捧げる歌や踊りです。 

Kagura is a dance and song devorted to the gods.  
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神楽は、豊作を願い、疫病神を追い払う儀式として舞われたのが始まりといわれています。 

The origin of Kagura is said to be a prayer ceremony for good harvests, and 

banishing evil spirits. 
日本国内では、様々な神楽が伝承されています。 

Various Kagura dances have been handed down throughout Japan. 
平成７年（１９９５年）から８年（１９９６年）にかけて実施された調査では、岩手県内だけで４２２の

神楽団体があります。 

According to research from 1995 and 1996, there are 442 Kagura groups in 

Iwate prefecture. 
岩手の神楽は、①山伏神楽 ②大乗神楽 ③社風神楽 ④南部神楽 ⑤太神楽 ⑥その他 の６つに分類

されます。 

Kagura in Iwate are split into many different types: Yamabushi Kagura, 

Daijo Kagura, Miyaburi Kagura, Nanbu Kagura, Dai Kagura, and others. 

 

その中で、花巻市にある有名な神楽、早池峰神楽について紹介します。 

We would like to tell you about Hayachine Kagura, which is a famous type.  
早池峰神楽は、大償と岳の２つの神楽座の総称で、昭和５１年（１９７６年）５月４日、国の重要無形民

俗文化財に指定されました。 

Hayachine Kagura is a general term for two kinds of Kagura: Otsugunai 

Kagura, and Take Kagura, and it was added the list of the intangible cultural 

assets of Japan on May 4th, 1976. 
また、２００９年９月３０日、ユネスコ文化遺産にも登録されました。 

Also, Hayachine Kagura was added to UNESCO’s intangible cultural heritage 

list on September 30th, 2009. 
早池峰神楽には、独特なお面が出てきます。 

In Hayachine Kagura, there are 

dances with unique masks. 
このお面をつけて、動きの激しい迫力のある踊りや、

こっけいな劇のような踊りをおどります。 

Dancers appear on stage with these 

masks, and perform very active and 

powerful, or sometimes funny or 

dramatic dances. 

 

最後に、シンガクについて紹介します。 

Finally, I would like to tell you about Shingaku. 
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シンガクとは、神楽の中で一番初めに踊るものです。 

Shingaku is the very first dance within Kagura.  
僕は、シンガクを習っているので、今からシンガクの踊りの映像

をお見せします。それから、少し踊ってみたいと思います。 

I’ve been learning Shingaku, so I’ll show you a 

movie about it, and then I’ll give a little 

demonstration. 

 

みなさん、いかがでしたか？ 

So, what do you think? 
私たちの紹介をきっかけに、花巻市について興味をもっていただければ嬉しいです。 

We would be very happy if you have become interested in Hanamaki. 
ありがとうございました。 

Thank you. 
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研修報告 

花巻市立南城中学校 ２年   梅木 李緒 

 

１ 研修課題 

アメリカと日本の生活文化の違いを学ぶ。 

 

２ 課題設定理由 

自国以外の文化を知り、日本とどのように違うか学びたいと思ったから。 

 

３ 研修報告 

〈生活〉 

アメリカと日本では、様々な相違点が見られました。まず、ごみの分別をしていません

でした。日本ではありえない光景に驚きました。また、花巻市とあまり変わらないような

気候でしたが、半袖で過ごしている人が多く見られました。 

アメリカの家ではずっと靴を履いて過ごすとか思っていましたが、私のホストファミリー

は靴のままで家に入り、その後すぐに靴を脱ぎ靴下で過ごしていました。 

〈学校〉 

私は 3 校見学しましたが、どの学校も近くに小・中・高校が集まっていました。 

学校も日本と違う部分がありました。特にも、セキュリティーが違いました。3 校とも

セキュリティーに力を入れており、専用のカードがないと扉が開かないところもありまし

た。レイクハミルトンスクールでは、専属の警備員までいてとても驚きました。先生が移

動している日本の授業とは違い、生徒たちが各教室に移動していました。とても広いので、

毎時間の移動が大変でした。他にも、制服ではなく私服だったり、学校でお菓子を食べた

りしていて、自由な感じでした。 

〈食べ物〉 

  朝食を食べないところがあると聞いていましたが、私のホストファミリーは食べていま

した。メニューはパンやシリアルでした。夕食は外食が多く、日本では見たことのない料

理やメキシコ料理を食べました。思っていたより、量が多くて食べきれないことがありま

した。あちらの人も料理を残していて、アメリカでは日本のように「もったいない精神」

がないのかなと思いました。 

〈ホームステイ〉 

  私は、昔から自己主張が苦手でした。ですから、とても不安でしたが、ホストファミリー

が温かく迎えてくれました。最初は、なかなか自分で聞いて答えることができませんでし

た。わからないことは何回も聞き返したり、スマートフォンの翻訳アプリを使ったりして、
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会話をおこないました。アプリを使わなくても、徐々に理解することができて嬉しかった

です。 

  行った次の日が丁度ホストスチューデントのお兄さんの誕生日で、パーティーに参加し

ました。友達をたくさん呼び、お店を貸し切りにしてやっていました。日本であまり見ら

れない誕生日パーティーに本当に驚き、羨ましいと思いました。日本の爆弾ゲームに似た

ものや人の腕に輪を投げるゲームをして楽しみました。 

 

４ 感想 

私はこの研修を通して、研修課題についてはもちろんのこと、それ以外にも学校や食など

たくさんのことを学ぶことができました。 

今回、初めてホームステイをしてみて、言葉が通じなかったり、大変なこともあったりし

たけれど、毎日を楽しく過ごすことができてよかったです。また、アメリカの人たちは日本

人よりもフレンドリーで、人見知りの私でもたくさん話せて嬉しかったです。 

研修に行き、英語をもっと勉強したいなと思うようになりました。そして、いつかアメリ

カに行ったとき、今回よりももっとたくさん話したいと思います。 

そして、経験したことを今後の生活、将来に活かしていきたいと思います。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

ホストファミリー レストランでの夕食 

パーティーの様子 
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花巻市立宮野目中学校 ２年   荒谷 真穂 

 

１ 研修課題 

（１）積極的に英語でコミュニケーションをする。 

（２）異文化を体験・交流し、両国の良さを知る。 

 

２ 課題設定理由 

（１）海外研修のチャンスを生かして、コミュニケーション能力を高める。 

（２）体験・交流をして学んだことを通し、両国の良いところを知る。 

 

３ 研修報告 

＜アメリカの人々＞ 

アメリカの人と初めて一緒に過ごして感じたことは、どんな小さなことでも「Thank 

you」「Sorry」と言うことです。日本では、何か良いことをしたり、小さなミスをして

も何も言わなかったりします。しかし、アメリカでは、些細なことでも「Thank you」

と言われることで、とても気持ちが温かくなりました。また、積極的な人が多いと感じ

ました。それは、学校へ行ったとき、知らない人ばかりで不安でしたが、初対面の私に

たくさん話しかけてくれたり手を振ってくれたりしたからです。 

日本は、はじめに仲良くなるのに時間がかかるので、アメリカ人のように積極的に行

動すればいいと思いました。 

＜学校生活＞ 

ホストスチューデントが通っている学校へ行きました。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主流で、iPad を使う学校もありました。授業の時間

割は毎日同じで、生徒が教室を移動するので、クラスメイトが授業ごとに変わるという

違いを知りました。クラスメイトが変わることでたくさんの人と知り合い、仲良くなれ

ると思いました。日本語の「こんにちは」や数の数え方を少し教えると、使ってくれて、

うれしかったです。また、制服がないこと、スマホやお菓子の持ち込みが許されること、

化粧や香水をしていいことなど、驚くことばかりでした。そのことについて、「日本で

はやってはいけないよ。」と伝えると相手も驚き、学校生活の違いを感じました。 

各国の違いはありますが、日本のように制服や持ち物が同じで、決まりに従って学校

生活を送ることの大切さを感じました。 

＜食生活＞ 

まず、量が多いということは知っていましたが、私の予想の倍以上でした。また、味

付けが濃く、私にとっては少し苦手でした。食べる時間は決まっておらず、外食の回数

が多かったです。日本の料理を作って食べてもらうとすごく喜んでくれました。 
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日本のお菓子も食べてもらいました。そして箸をプレゼントしたら、使い方を知って

いるようで、箸を使って食べてくれました。「いただきます。」という言葉も教えると意

味を理解してくれてうれしかったです。 

日本では食事の時間や回数が決まっており、味が薄く、健康に良い印象を受けました。

和食が世界遺産に登録されたことも納得できました。 

 

４ 感想 

今回の研修では、課題についてはもちろん、他のことについても学ぶことができました。

不安がある中、アメリカへ行きましたが、温かく迎えて下さったので、楽しく過ごすこと

ができました。今回の研修で、異文化を体験することで考え方や生活が全く違うと感じま

した。積極的にコミュニケーションを取るということでしたが、話そうとしても言葉がつ

まることがありました。振り返ってみると相手から話を持ちかけてくれることが多く、自

分から話しかけた回数は、日本と比べると少なかったです。しかし、言語が違っても、伝

えようとする気持ちが大切なことを学びました。ホストファミリーと別れる時はさみしく、

少し後悔をしました。「もう少し、英語が話せれば良かった。」と。 

来年ホストスチューデントを迎える際は、英語をさらに勉強し、たくさん会話したいで

す。 

 

５ 写真 

   

 

 

 

 

 

 

そばを食べてもらっている様子         パーティの様子          アメリカのスペイン語の授業 

 

 

 

 

 

 

 

アメリカの温泉          宮沢賢治のモニュメントの前     ホットスプリングス市の街並み 
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花巻市立宮野目中学校 ２年   五内川 美吹 

 

１ 研修課題 

積極的にさまざまな人とコミュニケーションを取り、日本の文化を紹介すると共に、

アメリカ人の生活や文化、気質、考え方を知る。 

 

２ 課題設定理由 

 （１）ほかの学校からの参加者や、派遣先のアメリカの人たちと交流することによって、

積極的に人とかかわり、コミュニケーションをとる力を伸ばしたいと思ったから。 

 （２）アメリカ人の生活や文化などを知ることによって、逆に自分たちの日本という国

について、より深く理解できると思ったから。 

 

３ 研修報告 

（１）積極的なコミュニケーション 

①ホームステイ先 

英語には苦労したが、身振り手振りなどの身体表現で自分の意思を伝えることがで

きた。ホストファミリーは iPad などの情報機器も活用していて、分からない言葉が

あるとそれで翻訳してくれたので、言いたいことを遠慮しないで言うことができた。

しかし、全体として見れば、自分から話しかけるよりは向こうから話しかけられるこ

とのほうが多かったので、もう少し自分から積極的に話しかければよかった。 

②学校 

アメリカの人たちは非常にフレンドリーで、学校ですれちがった人に「Are you 

Ibuki?」、「What grade are you in?」と声をかけてくれたり、体育では、「Let’s play 

basketball.」などと、積極的に話しかけてくれたりする人が多かった。それに比べる

と、私には積極性が足りなかったと感じる。 

 

（２）日本文化の紹介 

①ホームステイ先、外務大臣表彰授与式 

・そばを作って一緒に食べた。その家族は日本食が大好きで、「とてもおいしい」

と言って食べてくれた。箸の持ち方が意外と難しそうだった。 

・外務大臣表彰授与式では日本舞踊を披露した。参加者やホストファミリーは「何

年間やっているの？」、「座っておじぎするのは日本ならではだよね。」などと、

すごく興味を示してくれた。 

・扇子をプレゼントしたときはとても喜んでくれた。柄がすてき、と気に入ってく

れたし、開くのがおもしろいみたいで、何度もそれを繰り返していた。 

・日本舞踊も扇子も、彼らの興味を惹くように紹介できた。 
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③学校 

・学校では郷土芸能についてのプレゼンテーションをし、鹿踊りや神楽の紹介をし 

た。みんな真剣に聞いてくれた。 

 

（３）アメリカの生活、文化、気質、考え方を知る 

① 生活 

・家が大きく、部屋が多い。部屋は一人一人が持っている。個人を重視し、プライ

バシーを尊重しているようだった。 

・シャワーが基本で、一日に何回も浴びる。時間はばらばら。 

・夜、風呂から上がるとテレビを家族みんなで見るようだ。歌番組やバラエティー

番組が多く、朝はニュースを見る。 

・wii のゲームをけっこうやっている。スポーツやダンス、歌が多い。 

・宿題はなく、勉強もあまりしていないようだ。 

・寝る時間はばらばらだが、朝は規則的。 

② 食 

・主食は肉で、魚はあまり食べない。 

・朝は母親が料理を作り、昼や夜は買って食べることが多い。夜は食べる時間が決

まっていない。 

・学校帰りにはマックやソニックなどのハンバーガーショップに寄って、ハンバー

ガーやフライドポテトを食べる。 

③ 文化、気質、考え方 

・パーティーはしょっちゅうやっていて、近所の小・中学生も集まる。そのときの

食事はみんながそろってするのではなく、一人一人が食べたいときに食べる。20

人近く集まるので、ゲームもスポーツもとてもにぎやかだし、楽しそう。ケーキ

やクッキーも作る。 

・家に帰って来てからは、ピアノを弾いたり、楽器を演奏したり、スポーツをした

りする。 

・積極的で、人見知りせず誰に対しても話しかける。 

・あまりグループを作らない。 

・何事にも挑戦し、失敗を恐れない。失敗しても平気だし、まわりの人たちもそれ

を受け入れる。 

・黒人やヒスパニック系など、いろいろな人種や民族の人たちがいたが、差別は見

られなかった。一人一人の違いを尊重しているようだったし、それがあたりまえ

のようになっていた。 

・好奇心旺盛で、異なる文化にも関心を持つ。日本文化にも興味を示してくれた。 
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４ 感想 

アメリカ人の明るさや積極性、大らかさが印象に残った。恥ずかしがらずに人前で

やろうとすることや、まちがってもいいから積極的に発言しようとする行動がすばら

しかった。また、失敗を恐れずに自己表現したり挑戦したりすることに加え、好奇心

旺盛なことや一人一人の違いをあたりまえのように認めていることが、いろいろな考

えやアイデアを生むのだと思った。これがアメリカの活力や豊かさのもとになってい

ると思う。日本は日本で伝統や文化を持っているが、活力や新しいものを生み出す力

とか、雰囲気とか、そういうものはアメリカから学ぶことが多かった。また、日本の

文化や生活についても見つめ直すことができた。短い一週間だったけれど、見るもの

出会うものすべてが新鮮で、インパクトが大きい一週間だった。 

 

５ その他報告したいこと・写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

外務大臣表彰授与式で 

日本舞踊を披露 

ジェシービル・ミドルスクールのコンピュータ 

を使った授業の様子 

Host studentの Kodieと Host studentの Kodie及び Zacharyと 
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花巻市立大迫中学校 ２年   佐藤 柊耶 

 

１ 研修課題 

アメリカのホットスプリングス市の伝統文化や学校生活の違いについて知る。 

 

２ 課題設定理由 

プレゼンテーションでは、私たちは郷土芸能についてプレゼンテーションすること

になったので自分はホットスプリングス市の古くから伝わる芸能や伝統文化を知りた

いと思ったからです。また、日本の学校とアメリカの違いについても知りたいと思っ

たからです。 

 

３ 研修報告 

（１）学校生活の違いについて 

アメリカの学校と日本ではいくつか違う点がありました。 

１つ目は、日本では制服がありますが、アメリカには制服がなく格好が自由だという

ことです。 

２つ目は、授業中にお菓子を食べていたり、昼食をふつうにゴミ箱へ捨てていたりし

たことです。日本では考えられないことだと思いました。 

３つ目は、ロッカーにはダイヤルロックがついていたり、トルネードセーフルームが

あったりと、セキュリティがしっかりしていました。 

４つ目は、１人１台ずつ iPadやパソコンを持っており、それを使い授業をしていて

日本では電子機器を使って行う授業はほとんどないので驚きました。さらに、授業でイ

ンターネットを使い、自分の学校についての記事を書いていろいろな人に自分の学校が

どんなものなのか広めよう、という授業があり、それは学校がどんなものかがたくさん

の人に伝わるし、自分たちの文章を書く能力も上がると思うのでいいと思いました。 

  

（２）アメリカの文化について 

食べ物では例えばアメリカは、パンやビーンズ、スープがご飯に出ました。 

アメリカは、米の生産量が日本より高いのにパンが主食だったからなぜだろうと思

いました。また、量が多くて残す人がいるのになぜ量を減らさないのだろうとも思い

ました。 

   

（３）伝統文化について 

花巻には、神楽や鹿踊り、さんさなど郷土芸能がたくさんありますがアメリカでは

見ることはありませんでした。 
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４ 感想 

僕は、環境を大切にする点では日本のほうがいいと思いました。例えば、僕が行った

学校では、テーブルの上に食べ物が落ちていたり、ゴミも分別せずに捨てたりしていて

意識に違いを感じたからです。 

最初は英語を聞き取れるか、コミュニケーションをしっかり取れるか心配でした。で

も、ファミリーも優しく分かるように話してくれたし、一緒に過ごしているうちに耳も

慣れてきて何を言いたいか分かるようになってきました。そうしたら会話を少しずつで

きるようになってきてみんなと英語で会話をできたときは、うれしかったし、楽しかっ

たです。 

アメリカは答えがはっきりしていて日本人みたいにあいまいに答えないからいいと思

いました。これからさらにアメリカの良い点を学んでいきたいと思いました。 

 

５ その他報告したいこと・写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホストファミリーと                 学校の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食べ物                    気になったこと 
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花巻市立石鳥谷中学校 ２年   秋庭 莉胡 

 

１ 研修課題 

日本とアメリカの文化や生活の違いについて 

 

２ 課題設定理由 

私は将来高校で世界史の先生になりたいと思っているので、実際にアメリカなどの外

国へ行き、自分でアメリカの異文化や生活の違いを見てみたいと考えたからです。 

 

３ 研修報告 

学校生活での日本との違いで面白いと思ったことは、授業はタッチパネルなどを使って

受けていたことです。理科などはプリントも使っていましたが、他の授業ではほとんどが

タッチパネルを使っていました。日本ではノートや教科書は自分の物を使いますが、アメ

リカでは教科書は教室に置いていました。また、とても驚いたことは一度教室などのドア

を閉めたら職員の持っているカードがなければ開かないなど、防犯対策が厳重でした。 

みんなで訪問したレイクハミルトンスクールでは、沢山歓迎されたので嬉しかったです。

そして、学校から帽子などももらい良い記念となりました。 

ホストファミリーの家では、折り紙で鶴などを折ったりしてみせました。その時、私の

ホストスチューデントのハンナはとても綺麗だと喜んでくれたので私も嬉しかったです。 

アメリカのお菓子はどれも色が濃いものばかりだったので驚きましたが、食べてみまし

た。味は正直とても甘いという感想しか出てきませんでした。日本では絶対にないような

色ばかりで、とても貴重な体験ができたと思います。 

私が研修中に、名札を落としてしまったハプニングがあった時にホストマザーが一緒に

探してくれました。名札は、見つかりましたが土が沢山付いて大変な事になっていました。

私が、「American soil (アメリカの土)」と言ったら、とても笑ってくれたので楽しい思

い出になりました。 

買い物に行ったときに、お勧めのお店やクッキーのお店など、色々なお店に連れて行っ

てくれました。ハンナのお勧めの店は日本では見たことがない店だったので楽しめました。

クッキーの店に行った時、どれを見ても派手な色ばかりだったので、眼がチカチカしまし

た。飲み物はお茶を頼むと、甘いのか、甘くない物か聞かれて、甘い方はお茶の味がしな

かったし、甘くない方も、日本のお茶とは違い苦みが強かったです。アメリカの食事が合

わず、体調がすぐれない時もありましたが、後半の方は段々慣れてよかったです。 

日本と違いとても沢山の量が料理に出てくるので、残してしまいましたが持ち帰る事が

可能だったのでそこも意外だと思いました。日本とは全く違う自由な文化を知ることがで

きて、とても貴重で良い体験になりました。 
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４ 感想 

人生で初めて、アメリカに行って、緊張して車酔いしたり時差ボケで体調を崩したり、

名札を落としてしまったりと想定外の事が数多くありましたが、驚いたことや楽しかった

ことなど全てが思い出となりました。いろいろとハプニングはありましたが、今となって

は笑って話せる土産話です。 

例えば、教会に行った時にすでにクリスマスの飾りをしていたりするなど、アメリカで

はすっかりクリスマスシーズンに入っていました。アメリカでは、日本よりもこのような

イベントを盛大にやるのだなと思いました。また、アメリカの子供達は、学校にメイクを

してきたりしているのも日本と違い驚きました。 

ホストファミリーのみんなとのお別れは寂しかったです。ですが、この研修での出会い

を大切にして、いつかまた会いに行きたいと思います。そして、その時には今より英語を

上手く使えるようになっていたいです。このような貴重な体験を私ができた事について、

沢山の方々へ感謝の気持ちでいっぱいです。 

 

５ その他報告したいこと・写真 

  

 

 

 

 

 

 

ホストスチューデントと一緒に撮った写真          アメリカでの集合写真 

 

  

 

 

 

 

 

 

アメリカのクッキー                   授業風景 
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花巻市立石鳥谷中学校 ２年   板垣 和 

 

１ 研修課題 

 ・アメリカと日本の生活の違いを学ぶ。 

 ・積極的にコミュニケーションをとる。 

 

２ 課題設定理由 

  日本とアメリカの学校生活の違いはどのようなところか知りたいと思ったから。また

積極的にコミュニケーションをとることで、英語を身に付け将来に役立つ活動をしたい

から。 

 

３ 研修報告 

(１) 生活の違い 

まず、私が気づいたことは靴をはいたまま生活することです。私はアメリカに行く

から靴をはいたまま生活することは聞いていましたが実際に靴を履いたまま生活して

みると初めのうちはなかなか慣れませんでした。ですが、少しずつその生活に慣れて

きました。他にも日本と比べると家がすごく大きくびっくりしました。また、庭にト

ランポリンがあったり家とは別の建物にビリヤードがあったり等、日本との違いがた

くさんありました。 

(２) 食生活の違い 

私はアメリカに行く前までは、ただたくさんの量を食べるという印象がありました

が、ホームステイをしてみて朝食はあまり食べないことがわかりました。その分クッ

キーやチョコレートなどの間食が多かったです。また、アメリカのアイスクリームや

チョコレートなどのお菓子は日本のお菓子と比べるととても甘く、あまり食べること

ができませんでした。 

(３) 学校 

    私はホストスチューデントが通っているレイクハミルトンスクールなど４つの学校に

５日間行きました。まず、学校に行って驚いたことは iPad やパソコンを使って勉強し

ていたことです。また、黒板のようなものはなくすべてスクリーンなどの電子機器を多

く取り入れていることがよくわかりました。   

    他にも授業中にお菓子を食べている人がいたり女子生徒は化粧をしていたりと日本に

比べるとかなり自由だということがわかりました。 

 

４ 感想 

  私はこの海外派遣研修を通してたくさんのことを学び、良い思い出をつくることがで

きました。 
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  一番、この海外派遣で楽しかったことはホストファミリーと過ごしたことです。特に

ホストスチューデントの子と家でビリヤードをしたり、テレビゲームをしたりして遊ん

だことやファミリーと英語で会話したことが楽しかったです。しかし、うまく英語で相

手に伝えることができず、困ったこともありましたが、ジェスチャーなどのさまざまな

手段を使い、相手に伝えることができたときはとても嬉しかったです。また、この経験

で今まで消極的だった自分を少しでも変えることができたと思います。 

これからも、英語をたくさん勉強していき、今度ホストファミリーに会ったときは今

以上に会話できたらいいなと思います。 

 

 

 

 

         → 

ホストファミリー 

 

 

 

 

 

                          ← 

ホットスプリングスの風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ホットスプリングスにある宮沢賢治の像 

 

 



 

36 

 

花巻市立宮野目小学校 教諭   佐藤 朋広 

 

１ 研修テーマ 

（１）日本とアメリカの学校教育の良さを理解する。 

（２）日本とアメリカの生活文化の良さを理解する。 

 

２ テーマ設定理由 

  アメリカの方々と触れ合ったり、学校を訪問したりすることで異文化を体験し、その

良さを知ることができると考える。その中でも教育観と生活文化の良さを知り、それを

伝えていくことが今回の研修を意義あるものにすると考え、本テーマを設定した。 

 

３ 研修報告 

（１）アメリカの学校教育 

 ①安全対策  

ホットスプリングスミドルスクールを訪問した。警官１人が入り口に常駐し、校内

の監視カメラの監視とトラブルがあった際の仲裁等を職務にしていた。また、予約が

ないと学校へ入れず、体育館へ移動するために校舎を出る時には、大人が５人付き３

分間だけドアが開く仕組みになっていた。他の学校も程度の差はあれ、外から校舎内

に入る時には、カードでロックを開けてから入っていた。保健室には看護士が常駐し、

対応していた。子どもを安全に学校で過ごさせるという意識と環境整備が徹底されて

いた。 

 ②学習環境 

   訪問した中学校、高校では個人に iPad や PC が支給され、それを使って学習して

いた。小学校や幼稚園はノートやプリントに鉛筆で書いていた。どの学校も教室内は

電子黒板とプロジェクター、パソコン数台が完備され、３Ｄプリンターが置かれてい

る学校もあった。幼稚園や小学校では、自分の考えや書いたものを実物投影機で電子

黒板に写しながら学習していた。中学校、高校では、iPad や PC から電子黒板やス

クリーンに送信し学習を進めていた。高校のある数学教師は、学習内容を家でも復習

できるように映像を作っており、いつでもどこでも今までの学習が見ることができる

ようになっていた。 

  ③教育観 

   将来子どもたちにどんな大人になって欲しいか聞いた。ある教師は「これからは、

テクノロジーを使うことが主となっていく。テクノロジーの使い方を教えて子どもた

ちが社会に出た時に困らないようにしている。大人になったらテクノロジーを使って

自分たちで創造し、夢を広げながら仕事をして欲しい。」またある教師は「大人になっ

たら創造力を発揮し、テクノロジーを使って社会生活の改善や発展に貢献して欲しい。」
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と言っていた。他の教師に聞いても同じようなことを話していた。共通していたのは、

テクノロジーを重視していることと、市民や社会の役に立つものを開発したり貢献し

たりすることであった。実際に市民生活の改善をテーマにした授業が組まれていた。 

  ④日本とアメリカの教育の比較 

   日本とアメリカの教育現場を比べた際、テクノロジーの活用に大きく差があった。

花巻に来たことのある教師から「どうして日本ではテクノロジーを活用していないの

か。」と聞かれた。テクノロジーを活用しないことが不思議だそうだ。また、「アメリ

カでは、国家への忠誠を教えているが日本ではどう教えているのか。」という問いに

は、答えることは難しかった。アメリカでは国家や社会生活の発展に教育が貢献して

いくという考えが土台にあり、学習方法の一つとしてテクノロジーを重視していた。

ある中学生に「将来何になりたいか。」を聞いたら、「心理療法士になって社会の役に

立ちたい。」と答えた。他の子も同じように社会への貢献を話す子が多かった。 

日本ではアメリカほどテクノロジーを活用して学習をしていない。しかし、ノート

と鉛筆で工夫しながら学習している。３Ｄプリンターの代わりは粘土で事足りる。身

近なものを工夫する日本の良さも感じた。また日本では、アメリカほど社会へ貢献す

る意識は強くないと思われる。この点は、日本でも見習うべきと感じた。しかし、子

どもの将来や社会の発展を考えて教育していることは同じであった。 

 

（２）日本とアメリカの生活文化の良さ 

  ①コミュニケーション 

   レストランやお店に入ったら知らない人にも積極的に話しかける光景がよく見られ

た。私が声を掛けられ「I can not speak English very well.」と話すと、「問題ない

よ。」と言って単語やジェスチャーで会話を続けることができた。相手に合わせてコ

ミュニケーションをとる、コミュニケーションでつながりを広げて行く文化が根づい

ていた。 

  ②ホームステイ 

   ホームステイで感じたことは、自分が何をしたいのかという意思を伝え合うことが

とても大切だと感じた。遠慮は言いたいことを隠していると思われるようだ。夕食の

時、「何かしたいことはないか。」とよく聞かれた。「買い物にいきたい。」「洗濯した

い。」など、言いたいことを伝えた。おかげで、次の日のお互いの予定が組みやすく

なり、生活がしやすくなった。また、英語をうまく話せないおかげで、お互いを知ろ

うとする気持ちや表情やジェスチャーの大切さなどを感じることができた。食事の時

に「Tastes good!」とだけ言うのではなく、満足な表情やジェスチャーを交えるだけ

で相手も喜んでくれ、より意思が伝わったようだ。 
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  ③日本とアメリカの生活文化の良さ 

アメリカで日本との違いを大きく感じたのは、コミュニケーションの取り方だ。

ある店で昼食を食べようと店に入ると、ある人が話しかけてきた。話を聞いている

と、息子が以前花巻に行ったことがあり、いろいろお世話になったと話していた。

日本ではそのようなコミュニケーションが減ってきているように思われる。 

日本の良さを感じたのは、細かな配慮だ。座った椅子は直すなど、使った物や場

所を綺麗にして元に戻すといった配慮は、日本人に身についているものであった。 

 

４ 感想 

今回の研修で一番感じたことは、ホットスプリングス市との交流が長く続けられてきた

事実だ。「花巻から来た。」と言えば、「○○が行ったよ。」という答えが多く返ってきた。

たくさんの方々の努力の上にこの研修が成立していることを改めて感じ、皆様に感謝した

い。 

アメリカで一番使った言葉が「Thank you.」であった。相手に感謝を表すことの大切さ

に日本を離れることで改めて感じた。飛行機の中でキャビンアテンダントに「Thank you.」

とことあるごとに言っていたら、優しく接してくれた。どこへ行ってもそうであった。

「Thank you.」と声を掛け続けていると、たくさんの人がかけがえのない存在であること

に気付かされた。今後に生かしていきたい。 

最後に、今回の研修に関係した全ての皆様に感謝したい。ありがとうございました。 

 

５ 写真等 

 

 

 

 

 

 

       中学校の数学の授業              高校のランチルーム 

 

 

 

 

 

    

     ホットスプリングス市のみなさん          ホストファミリー 
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平成 26 年度青少年海外派遣研修事業 

（ベルンドルフ市派遣） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年 11 月３日～11 月 12 日 

 

 

  



 

40 

 

研修日程紹介 

1日目 平成 26年 11月 3日（月）     
現地時間 場所 内容 

12:50 新花巻駅集合 駅内壁画前に集合。 
※昼食は各自でとってくること。 

13:19 新花巻駅出発 JRやまびこ48号に乗車。 

16:24 東京駅着 乗換。 

18:03 東京駅発 成田エクスプレス43号にて空港へ。 

19:01 成田空港着 到着後、成田空港付近のホテルに宿泊。

(成田エアポートレストハウス) 

◆１日目の記録  

駅やホテルなどで     新幹線の中は、皆で 

マナーを守れた。     仲良く行けた。 

                               早く寝られたので 

良かった。 
 

2日目 平成 26年 11月 4日（火）     
現地時間 場所 内容 

9:30 ホテルロビー 荷物を持ってロビーに集合。 
添乗員の方と合流。 

10:00 ホテル発 バスで空港へ。 

 成田空港第１ターミナル 添乗員と合流し出国ロビーへ。 
スーツケース受取り後、出国手続。 

11:30 搭乗ゲート パスポート・搭乗券を見せ搭乗。 

12:25 成田空港発 オーストリア航空OS-052でウィーンへ。 

16:15 ウィーン空港着 入国手続き。 

 ウィーン空港発 バスにてベルンドルフ市へ。 

17:30 ベルンドルフ市着 ベルンドルフギムナジウム到着。 

◆２日目の記録  

 

  飛行機で具合を悪くして        緊張してしっかり話せな 

しまったが、ホストファ        かった。おみやげを喜ん 

ミリーと会話ができたの        でくれて良かった。 

でよかった。             夕食は、食パン、サーモ 

ン、ハム、トマト、マン 

ゴーだった。 

 

 
3日目 平成 26年 11月 5日（水）   
現地時間 場所 内容 

8:00 ギムナジウム校 学校見学､授業参加。 

12:00 ギムナジウム校 昼食。 
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13:00 ノイハウス城 学校出発､ノイハウス城内見学。 

14:00 ベルンドルフ市内 ベルンドルフ市内見学。 

18:00 レストラン「ノイ・ヴィルト」 夕食。 

18:45  ホストファミリーと帰宅。 

◆３日目の記録  

 

音楽や物理などで、                 授業を一緒に受けて 

学校の生徒たちと     教会が寒かった。     楽しかった。踊ったり 

話せてよかった。     （石造りだから、中は   実験したり、おもしろ   ノイハウス城など 

ホストファミリーと    一年中ほとんど同じ気   かった。         のベルンドルフの 

も、昨日よりは話せ    温）銀食器などの工場                観光地に行った。 

るようになった。     が大きかった。                   レストランの食事 

                                      もおいしかった。 

 

4日目 平成 26年 11月 6日（木）   
現地時間 場所 内容 

8:00 ギムナジウム校 学校見学､授業参加。 

11:00 

～11:45 

ギムナジウム校 歓迎会。 

12:00 ギムナジウム校 昼食 

13:00 市内 ベルンドルフ市内見学。 

17:30 

～19:00 

歓迎会 ベルンドルフ・大迫友好会主催の歓迎会

に参加。 

 夜  ホストファミリーと帰宅 

 ◆４日目の記録 

 

学校ではみんな授業に                     午後は教会などに行った。 

対して積極的で驚いた。   学校ではいっぱい写真       教会の大きさがとても印 

プレゼンが上手くでき    を撮った。版画もやって、     象に残った。劇場もすごか 

たのでよかった。      楽しかった。           った。 

              給食もすごくおいしかった。    歓迎会はホストファミリー 

                               も参加してくれた。 

 
5日目 平成 26年 11月 7日（金）       
現地時間 場所 内容 

8:00 ギムナジウム校 ギムナジウム校で過ごす。 

13:30  ホストファミリーと帰宅。 

◆５日目の記録  

 

学校では体育の授業に     午後はホストスチュー       

参加した。「授業」とい     デントと一緒に勉強をしたり      

った感じではなく、お     クラリネットのレッスンを見    スーパーに買い物に行った。 

にごっこ、ドッヂボー     たりした。ボーイスカウト？    夕飯は、豪華な食事を作って 

ル、フットサルなどを     もやった。            くれた。 

した。楽しかった。      何を話されているか何となく    卓球や UNOなどの遊びを通し、 

               わかるようになった。       ホストファミリーとの仲が深ま 
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った。 

 

6日目 平成 26年 11月 8日（土）    ※ホストファミリーデー 

◆６日目の記録  

 

     夕食にうどんを作ってあげ         ウィーンの自然の動物園や街を 

     た。うどんを作るときにア         歩いた。イオンみたいなショッ 

     ナベルが手伝ってくれたし         ピングモールでピザを食べた。 

     みんなが喜んでくれて良か         ホストファザーのお母さんが来た。 

った。箸を使うのが難しい 

ようで、すごく短く持って 

いた。 

 

 

7日目 平成 26年 11月 9日（日）    ※ホストファミリーデー 

◆７日目の記録  

 

一緒に行った大迫高校の草陽さん、      ウィーンフィルのコンサート 

綾佳さんたちと一緒に、世界遺産の      に連れて行ってもらった。 

「メルク修道院」などに連れて行っ      コンサートの休憩時間に飲食を 

てもらった。                していた。ほとんど満席状態で、 

お昼はシュニッツェルを食べた。       みんな少しフォーマルな服装だ 

久しぶりの日本人との会話で、言葉      った。 

も通じて楽しく過ごすことが出来た。     夕食はアナベルがパンケーキを 

                      作ってくれた。 

 

 

8日目 平成 26年 11月 10日（月）    
現地時間 場所 内容 

8:15 ギムナジウム校 ギムナジウム集合。 
首都ウィーン見学のため出発。 

19:00 ギムナジウム校 解散･帰宅。 

◆８日目の記録  

 

電車でウィーンに行った。買い物をし      色々な教会やチョコの専門店、 

たり、シェーンブルン宮殿や、シュテ      ウエハースの専門店に行った。 

ファン大聖堂などの見学をしたりした。     午後はザッハトルテ専門店や 

マリア・テレジアの像など、     雑貨店に行った。いっぱい買い物 

みどころがたくさんあった。     ができた。お金の出し方なども 

                       わかってきた。 

 

 

 

 

 

↑女帝マリア・テレジア像                                       ↑ウィーン生まれの 
チョコレートケーキ 

←ゴシック様式の塔が美しい          ザッハトルテ 
                     世界遺産のシュテファン大聖堂 
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                      ウィーンで一番有名な 

Mannerウエハースのお店→ 

9日目 平成 26年 11月 11日（火）    
現地時間 場所 内容 

8:50 ギムナジウム校 集合。 

9:15 ギムナジウム校 出発。 

9:30 市庁舎 お別れ。 

10:00 市庁舎 バスでウィーン空港へ向けて出発。 

11:00 ウィーン空港着  

13:05 ウィーン空港発 OS-051で成田空港へ。 

 

 

10日目 平成 26年 11月 12日（水） 
現地時間 場所 内容 

8:15 成田空港着 到着後、入国手続き。 
希望者はスーツケースを宅急便で送る。 

10:15 成田空港駅発 成田エクスプレス14号乗車。 

11:14 東京駅着 到着後、新幹線へ乗換え。 

11:36 東京駅発 JRやまびこ49号。 

14:41 新花巻駅着 到着後、解散。 

◆１０日目の記録  

 

無事に帰ってこられて、                ～出発時のようす～ 
家族に会えて、 

とても嬉しい。 
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現地でのプレゼンテーション発表 

派遣生の皆さんはそれぞれ、明確な目的意識及び研修テーマを持って青少年

海外派遣研修に臨んでいますが、派遣研修にあたっては、自分自身が学習する

だけでなく、研修に参加する皆さんの中で共通のテーマをもって研修に臨んで

います。 

今年は、それぞれの派遣先グループで内容を考えて、花巻市の紹介を行いま

した。ベルンドルフ市派遣グループでは、テーマを「宮沢賢治」と設定し、写

真や歌を披露してきました。 

 

【導入】 

みなさんこんにちは。私たちは岩手県の中部に位置する花巻市から来ました。 

Hello everyone. We are from Hanamaki, located at the center of the Iwate 

Prefecture in Northeastern Japan.  
面積は、約９００平方キロメートルで、人口は約１０万人です。 

There are about 100,000 people in our city, which covers about 900 square 

kilometers. 
現在の花巻市は、８年前に大迫町、石鳥谷町、東和町、それに旧花巻市の４市町が合併してできました。 

Hanamaki formed into one city by merging with three other towns eight 

years ago: Ohasama, Ishidoriya, and Towa. 

 
花巻市には４人の偉人がいます。 

Hanamaki is also home to four great men: 
国際平和と教育に尽くし、『武士道』を書いた新渡戸稲造。 

・Inazou Nitobe, who contributed world peace and 

education, wrote the famous book, “Bushido,” which 

explained the samurai spirit. 
彫刻家・画家・詩人でもあった高村光太郎。 

・Kotarou Takamura, famous sculptor, painter, and poet. 
画家の萬鉄五郎。 

・Tetsugoro Yorozu, famous painter 

文学、芸術、農業、科学、そして宗教を融合させた考えで多くの人を愛した宮沢賢治。 

・And Kenji Miyazawa, famous poet, author of children’s stories, artist, 

agricultural instructor, the scientist, and religious scholar, was loved many. 
今日はこの４人の中から、宮沢賢治のことを紹介します。 

But today, we’d like to talk about Kenji Miyazawa. 
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【賢治について】 

宮沢賢治は 1896 年に花巻市に生まれ、1933 年に花巻市で亡くなった農業学者、童話作家、詩人です。

美術や音楽の才能もありました。 

Kenji Miyazawa was born in 1896 and passed away in 1933. 

He was an agricultural scientist, author of children’s stories, and poet. He 

was also really talented in art and music. 
賢治は幼いころから石が好きだったそうで、「石っこ賢さん」と呼ばれていました。 

地質学や天文学についても造詣が深く、その知識は彼の童話作品に反映されています。 

It is said that he loved rocks, and was called, “Ishikko Ken-san,” which 

means rock lover or stone fanatic. “Ken-san” means Kenji. He also studied 

geology and astronomy, which influenced his children’s stories. 

 

【風の又三郎について】 

宮沢賢治の童話や詩には、真似のできない擬音・擬態表現がたくさん使われています。 

One of his traits was that he often liked to use unique onomatopoeia. 
例えば、『風の又三郎』では風の音を「どっどどどどう」と表現しています。そのような不思議で独特な

表現が彼の作品の魅力です。 

For instance, in one of his masterpiece, “Kaze no Matasaburou,” he 

expressed the sound of wind as “Doddo do do do.” These kinds of unique 

expressions attracted many people to his works. 

 

『風の又三郎』は、賢治が死んだ翌年の 1934 年に発表された童話です。 

あらすじを紹介します。 

Here’s a brief description of “Kaze no Matasaburo,” which was published in 

1934, one year after Kenji’s passing. 
「風の又三郎」とは、不思議な少年・高田三郎のことです。ある風の強い日、彼は山あいの小学校

に転校してきました。彼の新しいクラスメイトたちは、三郎のことを「風の子」だと考えます。三

郎は村の子供たちと一緒に勉強したりあそんだりしながら１２日間そこで過ごしました。彼が何か

するたびに風が吹くので、子供たちはみんな、三郎が本当の風の子だと信じました。そして、ある

風の強い日、三郎は学校を去っていきました。 

It’s about a strange boy named Saburo Takada. On a windy day, he 

appeared at an elementary school on a mountainside, and his new 

classmates thought he might be a “wind boy.” He spent twelve days 

there, studying and playing with the village children. A wind would blow 
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whenever he did something, which made the boys believe that he really 

was a wind boy. Then, one windy day, he was gone. 

 

【雨ニモ負ケズについて】 

「雨ニモ負ケズ 風ニモ負ケズ」というフレーズではじまる詩は、とても有名です。 

この詩の最後に「そういう者に私はなりたい」というフレーズがあります。この「そういう者」とは、こ

の詩のモデルになった花巻初のクリスチャン・齋藤宗次郎のことだそうです。 

One of Kenji’s poems, which began with, “Strong in the rain,” “Strong in the 

wind,” is really famous throughout Japan. It’s said that the inspiration for 

the poem was Sojiro Saito, who was the first Christian in Hanamaki.  

 

【星めぐりの歌について】 

童話だけではなく、賢治の作った歌も、親しまれています。今か

ら歌う曲は、宮沢賢治が作詞作曲した歌で、「星めぐりの歌」とい

います。 

Besides children stories, he also composed 

popular songs. 

We are going to sing one of his songs, called 

“Hoshi meguri no Uta,” meaning “Circling the 

Stars,” which he also wrote the lyrics for. 

 

【賢治と花巻のまち】 

賢治はたびたび「やぶ屋」というそば屋に通うことがあったそうです。そこではいつも天ぷらそばと,当

時の日本では高級品だったサイダーをセットにして注文しました。 

また、早食いだったというお話も聞いています。 

大正 12 年に創業した「やぶ屋」が現在でも、花巻に残っています。 

Kenji also sometimes went to “Yabu-ya,” which is a noodle restaurant in 

Hanamaki, established in 1923. He would always order “Tempura-Soba” and 

a soda, which was expensive in Japan at that time, and it’s said that he ate 

very quickly. 
賢治の命日である９月２１日には、毎年「賢治祭」が行われます。賢治祭では献花、合唱、詩の朗読など

が行われ、賢治をしのびます。私も小学生のときに参加しました。 

The Kenji Festival is held every year in Hanamaki, on September 21st, the 

anniversary of Kenji’s passing. During the festival, people sing, read his 

poems, offer flowers to his inscribed monument, and put on other 
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performances in memory of Kenji Miyazawa. I attended the festival when I 

was an elementary student. 
賢治は８０年以上前に死んでしまいましたが、花巻では賢治の世界を今も感じることができます。今年は

賢治の代表作である『銀河鉄道の夜』をモチーフにした SL が観光シーズンに運行しました。そのほかに

も、さまざまなところで賢治に関係するイベントが企画されています。 

He passed away more than eighty years ago, but people are still able to feel 

the world that he created to this day, with many other events related to 

Kenji’s works held each year. This year, a steam locomotive, which was 

designed based on Kenji’s “Night on the Milky Way Train,” took its first 

trip from Hanamaki to the eastern Iwate coast.  
花巻市には「宮沢賢治記念館」があり、賢治にまつわる様々なものが展示されています。 

毎年世界中から多くの観光客がこの記念館を訪れます。となりの売店では、英語版の賢治の絵本を買うこ

とができます。 

There is also the Miyazawa Kenji Memorial Museum in Hanamaki, which 

exhibits various things related to Kenji, and people from around the world 

visit the museum every year. Visitors are also able to buy Kenji’s books, 

translated into English, at the shop, next to the museum.  

 

【まとめ】 

このように、宮沢賢治は多くの人々の幸せを願い、それを実践した人です。 

花巻市と岩手県民はもちろん、広く海外からも親しまれています。皆さんも是非賢治の作品を味わってく

ださい。そして、我が街にいらした時には宮沢賢治記念館をご案内したいと思います。以上で発表を終わ

ります。ありがとうございました。 

Kenji Miyazawa wished for everyone’s happiness, and really tried to live up 

to it. For this reason, he is respected by people throughout Hanamaki, 

Iwate, and the world. We hope that you can enjoy his works, and we would 

like to take you to the museum if you come to Hanamaki. 

Thank you. 
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研修報告 

花巻市立南城中学校 ２年   田村 舜華 

 

１ 研修課題 

 ・オーストリアと日本の生活様式の違い 

 ・建築物や彫刻などの美術文化に触れる 

 

２ 課題設定理由 

・生活の仕方や食事など、日本と別の文化を知り、海外についての理解を深め、将来

に役立てるため。 

・綺麗な美術作品に興味があり、実際に自分の目で見てみたいし、オーストリアは建

築物で有名だから。 

 

３ 研修報告 

○生活様式 

・食文化の違い  

オーストリアの食事は、全体的に味が濃く、こってりしていて、とても量が多い食事

でした。私のホストファミリーでは米は一切食べませんでした。変わりに、大量のパン

が常に家に買い置きされていて、毎食チーズとハムをはさんで食べるのがほとんどでし

た。パンは日本に比べて硬くて歯ごたえがあり、ぱさぱさしていました。 

食事をするときは、やはり「いただきます」「ごちそうさま」といった文化はないよ

うでしたが、必ず家族全員そろってから食べ始め、全員が食べ終わるまで待ってから席

を立っていました。朝はお腹いっぱい食べることはなく、スナック１粒など多く食べる

ことはありませんでした。また、水を頼んだら炭酸水が出てきてビックリしましたがベ

ルンドルフでは「水＝普通の水、微炭酸、炭酸水」というのが通常でした。 

・学校やその他の生活 

学校に着ていく制服や指定されたスクールザックのようなものはなく、髪のアレンジ

やマニキュア、ブレスレットなど身なりは自由なものでした。授業は各教室に教科の先

生が回るのではなく、教科の先生の所に生徒が回っていました。生徒は時間やチャイム

に気をつける習慣は無いらしく、授業が始まるギリギリまでパンを食べている人などが

いました。 

私のホストファミリーでは、洗濯物を毎日洗う習慣はなく、３日に１回程度でした。

また、毎日少しずつ買い物をするのではなく何日か分まとめて買いにいくために、１回

の買い物で買う量がとても多くビックリしました。買う量が多いためカートは日本でい

うホームセンターの大きなカートくらいの大きさで、かごはありませんでした。会計を
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するときは、かごに入れていた買う物を、ベルトコンベアの上に乗せて、店員さんがレ

ジを通したのをかごにまた自分たちで入れていく形でした。 

テーマパークでは、まとめて入場料を払って遊ぶ日本に比べて、１回１回アトラクショ

ンに乗るごとにお金を出す方法でした。 

また、ベルンドルフを歩いていると所々にゴミ箱が設置されていました。そう思って

街を見渡すと、確かにゴミは全然と言っても良いほど落ちていなく、きれい好きなまち

だなと感じました。ホストシスターのリサが落ちているゴミを拾ってそのゴミ箱に入れ

ていて、感心しました。 

○建築物や彫刻などの美術文化 

オーストリアは街全体がレトロでパステルカラーのかわいらしい家などが並んでい

ました。道路も日本とは違い、道路の車線の所に植木があり、おしゃれでした。 

シェーンブルン宮殿などの宮殿や教会、ちょっとした路地裏や店が並ぶところ、ト

ンネルなどにも人形や模様の彫刻が施されていて、１つ１つが繊細で美しい建物が建

ち並ぶ街という印象を受けました。彫刻や模様や絵は外観だけでなく建物の中にもほ

どこされていて、扉や取っ手、天井まで細かく手が加えられていました。 

 

４ 感想 

ベルンドルフに行く前や行った直後は、周りは英語だけだし、自分の英語力だけで過

ごせるかとても心配でした。初日は長文で理解するのが大変でしたが、次第に単語やジェ

スチャーで話しかけてくれるようになりました。私が理解できないときには別の単語で

ゆっくり話してくれて、ホストファミリーの優しさを感じました。 

食事やおかしを一緒に作ったり、テーマパークにいったり、ショッピングをしたり、

オーストリアの文化を体全体で感じることが出来たので良かったです。 

折り紙や和紙で作るたんすなど、日本の文化の物をもっていくと、とてもよろこんで

くれました。これからもどんどん日本の文化を発信していきたいと思いました。 

今回の研修では、英語やコミュニケーションを学ぶだけでなく、優しさを感じること

が出来る良い体験でした。この体験をこれからの生活に役立てたいです。 
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花巻市立湯本中学校 ２年   高橋 郁弥 

 

１ 研修課題 

日本とオーストリアの食文化や生活習慣、言語などの違いを学ぶ。 

 

２ 課題設定理由 

この課題に取り組むことで、これからの国際理解に必要なコミュニケーションの基礎

になると思ったから。 

 

３ 研修報告 

・食文化について 

オーストリアは日本に比べて一回の食事の時に食べる量が少なかったです。自分のホ

ストファミリーは毎朝トーストと丸いパンと牛乳を用意してくれました。そのパンにチョ

コクリームやバター、ジャムをたっぷりつけて食べました。姉妹の中で末の女の子はクッ

キーしか食べていませんでした。学校の給食はボリュームがありました。レストランで

はビーフシチューやシュニッツェルという、日本のカツに似たものがあり、それぞれお

いしかったです。夕食はパンやパスタなどの主食が中心の食事でした。 

・生活習慣（学校生活）について 

   学校ではあまり規則がなく髪型も自由でイヤリングやピアスなどのアクセサリーを

つけていて驚きました。学校の中で靴をはいてない人もいました。自動販売機や売店

があり、生徒は自由に買って授業中に飲み物を飲んでいたり食べ物を食べたりしてい

ました。また、音楽を聴いている生徒もいて、そのようなところから自由な印象を受

けました。季節は冬で外は寒かったのですが、学校の中はとても暖かく半袖で過ごし

ている生徒や先生がいました。 

・言語について 

   オーストリアの人は普段はドイツ語ですが、自分達には英語で丁寧に話しかけてくれ

ました。分からなくて何度も聞き返してしまうことがありましたが、分かるまでジェス

チャーなども使って教えてくれて嬉しかったです。自分のホストファミリーはとても親

切で、外出した時に、町にある有名な建物一つひとつを分かりやすく英語で教えてくれ

ました。 

 

４ 感想 

この事業に参加して自分が感じたのは、ベルンドルフの人の優しさです。自分達が授

業などに参加した時、先生がドイツ語で話したことを分かりやすく英語にして説明して

くれました。自分からも積極的に話しかけることができ、日本や花巻の良さを伝えるこ

とができました。会話も弾みコミュニケーションをとることができました。 



 

51 

 

この貴重な経験ができたことに感謝し、日々の生活に役立てていきたいと思います。 

 

５ 写真 

 

 

 

 

 

 

 

 ホストファミリーと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郷土料理のシュニッツェル 
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花巻市立宮野目中学校 ２年   菊池 渓花 

 

１ 研修課題 

 ① オーストリアと日本の歴史のちがいと現代への影響を学ぶ 

② 音楽や美術などの芸術の様子を学ぶ 

 

２ 課題設定理由 

① オーストリアの歴史上の人物に興味があり、そのような人物についてくわしく知り 

たいと思ったから。 

② オーストリアは芸術がさかんな国なので、どれくらいの人々の生活に関わっている 

かを知りたいと思ったから。 

 

３ 研修報告 

 ①   オーストリアでは、色々なところに人物の像が立っていて、歴史上の人物の現

代への影響が大きいことがわかりました。また、エリザベートやモーツァルトの

チョコレートなどがお土産屋さんにたくさん置いてあり、世界的にも有名な人物

がたくさんいることがわかりました。 

     また、建築物もすごく華やかなものでした。特に教会や宮殿は細かいところま

で、本当にきれいに装飾されていました。シェーンブルン宮殿では、金で美しく

飾られた部屋をたくさん見ることができました。また、シェーンブルン宮殿には

多くの観光客がやってくるので、オーストリアの重要な観光収入源だと知りまし

た。ヨーロッパならではの美しい建築も、現代へ大きく影響しているのだなと思

いました。 

 

② ＜音楽＞ 

     ギムナジウム校での歓迎会では、合唱やバンド（吹奏楽のような）演奏をたく

さんしてくれました。 

     また、ホストファミリーも音楽が好きなようで、ホストスチューデントも、そ

のお兄さんも楽器を演奏すると言っていました。 

     ホストファミリーデーでウィーンにコンサートを聴きに行ったときは、ほとん

ど満席で驚きました。花巻だとクラシックのコンサートでたくさん人が入ること

は少ないので、さすが音楽の国だなというふうに感じました。 

   ＜美術＞ 

  ギムナジウム校でも、たくさんの生徒がつくった美術作品が飾ってありました。

家にもたくさん絵画が飾ってありました。日本でも、学校では美術室の前に絵は飾っ

てあるけど、少しだけなので、すごく驚きました。 
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４ 感想 

     私がベルンドルフにホームステイして思ったことは、関わった全ての人が優しく親切

に接してくれたということです。英語で話していても、わからないことがあると、現地

の人はみんな、より簡単にゆっくり話してくれました。 

     ホストファミリーと初めに会って家に帰った時は、すごく心細かったのですが、最終

日には、「帰りたくない」と思うほどオーストリアが大好きになりました。 

     現地の方に日本語を教えるとすごく嬉しそうに話してくれたり、ドイツ語を教えてく

れたりしました。 

     今回、改めて言語の大切さを知りました。世界中の人々とつながるために英語も話せ

るようになりたいし、お世話になった方々と今度はドイツ語で話したいと思いました。 

 

５ 写真 

            

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホストファミリーと一緒に 市内の劇場 

授業の様子 ギムナジウム校の生徒と 
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花巻市立大迫中学校 ２年   佐々木 輝 

 

１ 研修課題 

・オーストリアとの食文化の違いを知る。 

・学校生活の違いを見つける。 

 

２ 課題設定理由 

・日本とオーストリアではどのような食文化の違いがあるのかが知りたかったから。 

・日本の学校とはどのような所が違うのかを知りたいと思ったから。 

 

３ 研修報告   

・食文化の違い 

私が滞在した間、朝食は毎日パンでした。パンといっても、薄切りのフランスパンの

ようなものがテーブルの上のカゴに入っていて、１、２枚を食べる感じでした。初めは

「これだけで足りるの！？」と思っていましたが、学校内にある売店で買ったりしてい

る人がほとんどだったので、朝食は少なくても大丈夫なんだと思いました。 

学校の給食は 3日間食べることができました。結構量が多くて、残してしまったとき

もありました。レストランで出る料理みたいで、給食のようには見えませんでした。レ

ストランで食べた料理もやはり量が多く、食べるのがやっとでした。 

オーストリアの料理は味が濃くて、日本食が恋しくなったときもありました。 

・学校生活の違い 

私達が行ったギムナジウム校の生徒はみんなとてもフレンドリーで、すれ違うたびに

挨拶や手を振るなどしてくれました。なので、私自身もとても接しやすく、すぐに仲良

くなることができました。また、ピアスや化粧をしている子がほとんどで、とても大人っ

ぽく見えました。 

授業中でもスマホを使っていたりして、日本ではありえないなと思いました。授業が

終わるとすぐに「写真撮ろう！」と言われ、たくさん撮りました。 

生徒の中には靴をはいていない人や、授業中に飲食をしている子もいて、やはり日本

とは全然違うということを改めて感じました。 

 

４ 感想 

私にとって海外はとても憧れでした。初めての海外ということで最初は緊張していま

したが、着いたとたんにとてもワクワクして、「ここ行きたい！」「これ食べてみたい！」

と常に思っていました。 

ホストファミリーや学校の人達がとても優しく接してくれて、すごく居心地がよかっ

たです。でも、自分の知っている英単語だけでは伝わらないことがあったので、もう少
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し勉強していればよかったなと思いました。お互いに伝わらない事があったときは、ジェ

スチャーを交えながら楽しく会話できたのでよかったです。 

この事業に参加して将来の夢も見つかったので、オーストリアで学んだ事をこれから

の生活や将来に役立てていきたいと思います。 

 

５ その他報告したいこと、写真等 

 学校の給食 

 ホストファミリーと登った山の頂上 

 ギムナジウム校の生徒達 
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花巻市立石鳥谷中学校 ２年   外山 瑠璃子 

 

１ 研修課題 

・オーストリアと日本の生活の仕方の違いを調べ学ぶ 

・日本の良さを紹介する 

 

２ 課題設定理由 

日本とオーストリアの生活の仕方の違いを調べてみたいと思ったし、お互いの良さを

たくさん学びたいと思ったから。 

 

３ 研修報告 

生活の違いについて、私が感じたことはまず、日本よりもずっとみんなフレンドリーで、

男女関係なく接していたところです。 

また、食事の量が普段の朝は少なく、土日にたくさん食べるという習慣があり、とても

面白いと思いました。休日は教会にお祈りに行くそうです。私も体験してきました。その

お祈りが終わった後に、たくさんの人々でパーティーをしました。豚の丸焼きがあり、と

ても驚きました。私が折り紙を折ってみせると、とても喜んでくれて、家族みんなで折り

紙をしました。特にパタパタ動く鶴は人気があり、何度も折りました。日本の文化を発信

することができたかな、と思います。私の名前を漢字で書いて見せると、とても難しそう

だねと言われました。 

また、ホストシスターのいとこの男の子が学校から帰ると、ベルンドルフの町案内をし

てくれました。森の中の、天然の水が流れ出ているところに連れて行ってくれました。す

ると、急に水の中に手をいれて草を取り、これ、食べてみてと言われました。水菜のよう

な草で、まさか食べられるとは思っていなかったので、とても驚きました。また、オース

トリアでは、移動手段に自転車よりも、キックボードを使っていて、日本との違いを感じ

ました。 

 また、ホストファミリーデーにはホストファミリーの皆さんが、オーストリア米と日本

米を混ぜてピラフを作ってくれました。その時に、私がお土産として持って行った箸を使っ

てくれました。とてもうれしかったです。2 日目には、ウィーンにあるウォーターパーク

に連れて行ってくれました。そこで、ホストファミリーの親戚の方々に会いました。みん

なフレンドリーに話しかけてくれたので、すぐになじむことができました。ホストファミ

リーとの絆が深まった 2 日間となりました。 

私はこの体験を通して、積極性について深く考えました。自分から進んで何かに挑戦す

るすばらしさを、今回味わうことができました。これからも、様々な活動に積極的に取り

組み、新しい自分を見つけることができるように頑張っていきたいです。 
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４ 感想 

私が今回、オーストリア、ベルンドルフの派遣研修に参加して一番学んだことは、その

国々での文化の違いです。オーストリアでは、学校でお菓子を食べたり、携帯を使ったり

することが当たり前なのだそうです。初めは、とても驚きましたが、次第に慣れていきま

した。 

また、ホストファミリーとの生活はとても楽しくて、本当の家族のように接してくれた

ことがとてもうれしかったです。折り紙を一緒に折ったり、UNO をしたりして遊びまし

た。なかなか通じないかな、と思っていた言葉もジェスチャーや紙に絵をかいたりして、

何とか会話することができました。ホストファミリーデーに、英語しりとりをしよう！と

言われ、家族の人に助けてもらい、何とかしりとりをすることができました。絆が深まっ

た一瞬だと思いました。別れの時はとても悲しかったけど、いつか日本に来て、私の家族

に会いたいと言ってくれたことが、とてもうれしかったです。 

最初は、不安で押しつぶされそうになった時もありました。しかし、現地での生活は、

自分が想像していたよりもずっと楽しくて、不安という気持ちよりも、楽しいという気持

ちのほうが大きかったです。国境を越えて生活を体験してみるという、とても貴重な体験

ができて、本当にうれしかったです。この体験を、自分の未来につなげていきたいと思い

ます。 

 

５ 写真 

         

 

 

 

 

 

             シェーンブルン宮殿にて集合写真   

 

 

 

 

 

 

 

 

  これが…あの有名なシュニッツェル‼      お世話になったホストファミリーのみんな  

 



 

58 

 

花巻市立東和中学校 ２年   阿部 魁徒 

 

１ 研修課題 

(1) 歴史的建造物の芸術的様子を感じとる。 

(2) 日本とオーストリアの食文化の違いを学ぶ。 

 

２ 課題設定理由 

(1) オーストリアは建物で有名だから。 

(2) オーストリアの食文化に興味があるから。 

 

３ 研修報告 

(1) 建築物・建造物について 

今回の派遣では、多くの建物の見学をしました。特に教会をたくさん訪れました。

教会の中には、入ってすぐのところに聖水があり、その正面に絵や像が飾ってありま

す。そして最大の見どころが、入口の上の２階部分にあるパイプオルガンです。この

パイプオルガンは各教会すべて違う種類のオルガンや様々な模様でできています。僕

は教会に行ったことはなく、初めての体験だったので、聖水を体につけるところを見

たときは、宗教の深さをあらためて知りました。 

 

(2) 食文化の違いについて 

オーストリアでの食事は、とても量が多く味も濃く感じました。僕のホストファミリー

の朝食はパンと牛乳など比較的かるい食事でした。ホストスチューデントは朝食が少な

めなせいか、午前中などおなかがすいたときに、学校内にある自動販売機や売店で、食

べ物を買い、授業中などに食べていました。 

   また、ホストファミリーデーのランチのときに、ウィーン市内のお店で、『シュニッ

ツェル』という料理を食べました。ソースをかけないトンカツのようなものでしたが、

とてもおいしかったです。 

 

４ 感想 

  僕はこの研修を通して、文化や習慣の違いだけではなく、人への思いやりの大切さを

学びました。ホームステイ中に会話がうまく成り立ってない時や、僕が聞いていてわか

らなそうだったときに、いろいろな方法で必死に伝えようとしていたホストファミリー

を見て、伝えようという思いが大切だと学びました。 

  そして今回学んだ多くのことを、これからの学校生活や私生活、将来に活かし、たく

さんの人に伝えようと思いました。 
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５ 写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホストファミリーと一緒にテーマパークで 

 

ホストファーザーにお土産の 

                               風呂敷を渡したところ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        豪華なパイプオルガン 

 

 

 

教会の正面  
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花巻市立大迫中学校 教諭   遠藤 芳 

 

１ はじめに 

平成２６年度の海外派遣事業の引率者として、市内６校から選ばれた６人の中学

生と共にオーストリア国ニーダーエスタライヒ州ベルンドルフに派遣され、研修を

無事に終えることができました。 

急遽決まった仕事でしたが、今年はそんな縁のある年なのだろうと、旅を共にす

る中学生達と事前研修を受け準備を進めるうちに自分の成すべき役割を自覚しまし

た。 

この海外派遣が生徒達にとって将来に渡り有意義なものになるようサポートする

こと。また今年で友好都市交流４９年、来年は記念すべき５０周年を迎える花巻市

とベルンドルフ市の良い使節団になること。この２つを実践しよう、そう決意しな

がら全員にとって初めての地、オーストリアへ旅立ちました。 

 

２ 研修報告 

（１）ギムナジウムでの学校生活 

到着の翌日からギムナジウム校で中学生の生徒達の授業に参加しました。ホーム

ステイ先の手配などもしてくれているサムズ先生から説明を受け、時間割と校舎見

取り図をもらい、班長を先頭に教室移動しながらの参加でした。音楽の授業では手

遊びをしながらオーストリアの鳩時計の歌を歌い、輪になって踊りました。毎年、

日本人生徒を受け入れている生徒達はとても友好的で、「こんにちは！」「私の名前

はハンナです。」など笑顔で話しかけてくれました。科学では各班の実験結果からグ

ラフ作成をし、言葉は通じなくとも共同作業で交流できる構成の授業でした。オー

ストリアの生徒達はどの授業でも胸を張って挙手し、自分の意見をきちんと話して

いました。騒がしくなく、礼儀正しく良く学ぶ、品の良い学校という印象を受けま

した。 

２日目は歓迎会を開いてくださり、市長さんや校長先生、生徒会長から挨拶をい

ただき、民族衣装の生徒達がたくさんの合唱やブラスバンドの演奏を聴かせてくれ

ました。この会で私たちが行ったパワーポイントを活用して花巻市をアピールする

プレゼンテーションはとても好評でした。この中で生徒が「星めぐりのうた」を歌っ

たときと賢治のオノマトペ「どっどどどどうど」を紹介したときは特に反応が良かっ

たです。事前練習での生徒達はしっかりと花巻の魅力を伝えたいとの使命感で、と

ても真剣でした。私自身もたくさんのオーストリアの方々の前で挨拶する役を果た

し、終わった後はみんな肩の荷が下りました。通訳の一色さんやドリスさんに感想

を聞くと、「とても良かった。紹介してくれた宮沢賢治記念館に次は絶対行きたい。」
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「日本人の先生の挨拶で笑いを取った人はあなたと、あと１人だけですよ。」「生徒

の英語も理解しやすかった。」と褒めてくれました。 

体育では一緒に競技をし、図画工作の授業ではクリスマスカード作り、国語（ド

イツ語）の授業ではドイツ語・英語・日本語の辞書作りなど、それぞれの授業で日

本人生徒にも活動の場があるよう工夫してくださっていました。 

地理の時間は「日本の生徒にオーストリアの地理を教えよう」というテーマで班

の子供達が積極的に説明してくれました。予備知識ほぼゼロの状態で行った私は、

この時に多くのことを学びました。ドイツ・イタリア・チェコ・スロバキア・ハン

ガリーに国境を接する国であること、モーツァルトはザルツブルク出身であること、

アルプス山脈の一端があること、マリー・アントワネットの出身国であることなど。 

数学の授業では１５分ほど時間を割いていただき、生徒達が折り鶴を指導しまし

た。小グループで熱心に折りましたが、なかなか難しいようです。最後に翼を広げ

て息を吹き込み、折り紙が鶴の形になったのを見たときの、オーストリアの生徒達

が目を見開いて「信じられない」と感動した様子が今でも心に残っています。 

３日間で多くの授業に参加し、スクールランチもいただき、本当の学校生活を体

験させていただいて生徒達も感じるところが大きかったようです。 

 

（２）ホームステイ 

ウィーン空港では、友好協会のヨセフさん、ギュンターさん、通訳の一色さんが

花巻市の旗を持って迎えてくれました。バスでベルンドルフのギムナジウム校に到

着すると、たくさんのホストファミリーが待っていました。到着後すぐに各家庭に

行くことは緊張を伴うものでした。私自身もホームステイは初めてでしたが、娘の

ドリスさんとお父さんのウォルフガングさんは大きな花束で歓迎してくれました。

ドリスさんはギムナジウム校の出身で、私も毎朝一緒に歩いて学校へ通いました。

自分の足で歩くと地理的な理解ができるし、道行く人とも「モーゲン」と挨拶を交

わし、地元っ子の気分が味わえました。食事は毎朝、数種類のドイツ系のパンにバ

ター、スイス産のおいしいチーズといろいろなハム、そしてお父さんの手作りジャ

ムなどを好みで組み合わせていただきました。夕食にはオーストリアの名物料理、

グラーシュスープの作り方を教わり、おばあちゃんの手作りでこれも名物のアップ

ルシュトゥルーデルというケーキを頂いたりしました。この時もらったレシピは私

の宝物です。週末のホストファミリーデイにはドライブでザルツブルグまで連れて

いってもらったり、電車でウィーンに行ったりしました。心に残る良い体験をさせ

てくれようと心遣いをしていただいて本当に感謝と感激でいっぱいでした。生活を

共にすることで家族同士のような思いやりが芽生え、異国を第二の故郷と感じるよ

うになります。ホームステイは絶対に欠かせない貴重な体験であり友好関係の源に

なることを実感しました。 
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（３）語学 

私の専科は英語科であり、今回の派遣の仕事の中で最も役に立てるもの、また個

人的な興味も語学でした。オーストリアはドイツ語圏ですが、英語とドイツ語は６

０％ほど共通性のある言語なので、聞き取りはできるのではないかと思っていまし

た。しかしやはりネイティブ同士のドイツ語会話はほとんど聞き取れず、意思疎通

は英語で、となりました。 

オーストリアでは小学校から英語学習をしているので、ほとんどの人は英語が理

解できます。とはいえ、せっかくですからやはりその国の言語もぜひ習得したいも

のです。ベルンドルフのお年寄りはドイツ語といっても、実はかなり訛っていて独

特の表現が多いのだそうです。ギュンターさんの使っていたベルンドルフ語「ゲン

マ！」という表現は「Let’s go 」という意味ですが、これは皆でまねして使いま

した。家庭内でお母さんが何度も「スゥパッ！」（good）と言うけれどどういう意味

ですか？と通訳さんに聞いたり、皆、耳で覚えた言葉はまねして使ったりしました。

言葉が通じないので、お互いをよく観察しあったことが良い関係に繋がっていたよ

うにも思います。生徒達も帰国間際には耳が慣れて言葉がだいぶ聞き取れるように

なってきたことを自覚していました。もうしばらく滞在していれば、間違いなく英

語もドイツ語も聞き取り、話せるようになったはずです。やはり語学習得には留学

し生活することが最も効果的であり、短期でも学び続ける強い動機になると思いま

す。 

 

（４）友好都市のつながり 

今回最も感動したことの一つは、大迫とベルンドルフが友好都市協定を結ぶきっ

かけとなったご本人のギュンターさんに出会えたことでした。早池峰薄雪草とエー

デルワイスの共通点などのいわれは聞いていましたが、まさか日本人登山家と実際

に話をして姉妹都市になろうと約束したそのご本人に会えるとは思っていませんで

した。ギュンター・エルマーさんがこの関係をとても大切にしていることはホーム

ページを見ると、とても良く分かります。 

私のホストシスターのドリスさんは高校生のときにこの友好都市交流で花巻を訪

れたそうです。私が滞在中に受けた親切も、ドリスさんの「私も花巻ではこうして

親切にしてもらったのだから」という思いが根底にあってのものだったと思います。

ベルンドルフのみなさん、花巻市のみなさんがお互いに最善を尽くしてこの友好関

係を維持してきたことがよく分りました。 
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３ おわりに 

日本で生活していると、様々な国がそれぞれに協調・協力し合い、時には争いなが

ら世界が成り立っていることがなかなか実感できません。また、岩手ではよほど自分

から機会を作らないかぎり外国語を日常的に話す環境ではありません。少し考えると

一つの国だけで日常生活が成り立つものではない事は理解できますが、やはり一番効

果的なのは海外へ出かけて実体験することだと思います。その意味からもこの中学生

海外派遣はとても重要な事業だと思います。この派遣に参加した生徒達は自分自身が

これからも学び続け、人との繋がりを大切にし、人の役に立てるようになりたい、と

いう気持ちを決して忘れないでしょう。 

この事業を継続するために尽力してくださっている多くの関係者の皆様に感謝をす

ると共に、今後もより良い友好都市交流のために、生徒共々貢献していきたいと思い

ます。 
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平成 26 年度青少年海外派遣研修事業 

（ラットランド市派遣） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成 26 年 10 月 28 日～11 月５日 
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研修日程紹介 

1日目 平成 26年 10月 28日（火）  

時間 場所 内容 

10:50 新花巻駅集合 駅内壁画前に集合。 

11:19 新花巻駅出発 JRやまびこ44号で東京へ。 

14:24 東京駅着 到着後、成田エクスプレスへ乗換。 

15:03 東京駅発 成田エクスプレス35号で成田空港駅へ。 

15:57 成田空港駅着 到着後、国際線搭乗手続き。 

 搭乗ゲート パスポート・搭乗券を見せ搭乗。 

17:55 成田空港発 ユナイテッド航空UA882でアメリカへ。 

日 付 変 更 線 通 過 

15:30 シカゴ空港着 入国手続き後、国内線乗換。 

18:25 シカゴ空港発 UA3534でバーリントンへ。 

21:29 バーリントン空港着 スーツケースを受取りホテルへ移動。 

夜 ホテル 宿泊。 

◆１日目の記録  

    今から日本を出てアメリカに行く        飛行機の中は乾燥がひどく、 

    ということに実感がわき、テンショ       マスクをしていてよかった。 

    ンが上がっていた！ 

  

 

2日目 平成 26年 10月 29日（水）     

時間 場所 内容 

 ホテル 集合時刻までに、各自朝食をとり、身支度

等を済ませておく。 

9:15 ホテル 荷物を持ってロビーに集合。 

9:30 ホテル ラットランド市へ出発。 

 ラットランド市着 到着後、昼食。 

12:30 ニューイングランド･ 

メープルミュージアム 

施設見学。 

14:00 ラットランドハイスクール 学校訪問。 

15:30 

～16:30 

ハイスクール カボチャ彫刻体験。 



 

67 

 

◆２日目の記録  

 

     午後にメープルシロップの博物館に行って、 

     おみやげなどを買った。 

     初の高校に行き、そこでハロウィンのカボチャ 

     を彫った。 

     みんな優しく、すぐ仲良くなれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3日目 平成 26年 10月 30日（木）  

現地時間 場所 内容 

9:00 ピーター・ハントゥーンさんの 

アトリエ 

水彩画教室。 

12:45 Table24 ランチ。 

14:00 

～17:00 

市街地 ラットランド市街地訪問。 

ラットランド警察署 警察署内見学。 

ラットランド消防署 消防署見学。 

ラットランド市役所 市役所訪問。 

18:30 市内レストラン 夕食会。 

◆３日目の記録  

                長時間のバスは疲れた～ 

                警察署では銃を持ったり 

                手錠を付けたりした。      夕食会の 

                たくさんの話をききました。    ようす 

                                   → 
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4日目 平成 26年 10月 31日（金）      

現地時間 場所 内容 

9:00 ラットランドミドルスクール 体験通学。 

11:30  バスでラットランドハイスクールへ。 

12:00 ラットランドハイスクール 施設見学･授業見学。 

13:50 

～16:00 

マウンテン トップ 

＆リゾート 

乗馬のレッスン。 

17:00 

～19:00 

 ホストファミリーとハロウィン行事へ参加。 

◆４日目の記録  

  ミドルスクールで初のプレゼンテー      初の本物のハロウィン Party★ 

ション！ ミスしなくてよかった。      ペンギンのコスチュームに着替えて 

  質問も、たくさんしてくれて良かっ      ハロウィンへ Go！ みんな気合の 

  た。                    入った格好だった。日本人を優先し 

    午後は授業を受けた。日本と違いす      てくれて優しかった。 

  ぎてびっくり！ 

5日目 平成 26年 11月 1日（土）      

現地時間 場所 内容 

10:00 

～11:45 

ラットランド地区 

ファーマーズ･マーケット 

ラットランドの市場を訪問。 

 キリントン山 キリントン山訪問。 

17:00 

～18:15 

キャッスルトン州立大学 

のアイスアリーナ 

スケートリンク訪問（スケート体験）。 

  夕食。 

19:00 パラマウント劇場見学 劇場内の見学。 

  ホストファミリーと過ごす。 

 

◆５日目の記録               

劇場では大勢の人の前で立たされて、 

場内の人たちに紹介された。 

歓迎されているな～と思った！ 

                ←パラマウント劇場 

                           内部の様子 
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6日目 平成 26年 11月 2日（日）  ◆ホストファミリーデー 

現地時間 場所 内容 

  ホストファミリーと過ごす 

18:00 サンクスギビング･ディナー 感謝祭スタイルの夕食会 

  ホストファミリーと過ごす 

◆６日目の記録  

 

夕食会ではそれぞれの家で持ってきた食べ物を出した。 

ちょーでかいチキンとかあって、最高だったけど、明日 

でお別れだと思ったら泣けた。 

みんな本当の家族のような存在です。 

 

 

7日目 平成 26年 11月 3日（月）     ◆バーモント・デー 

現地時間 場所 内容 

朝  全ての荷物を持って集合。 

11:00 ベン＆ジェリー工場 アイスクリーム工場見学。 

12:30 リンゴ園（コールド･ハロウ･ 

サイダー・ミル） 

工場見学。 

14:30 ECHO科学センター・水族館 見学。 

17:00 コンフォート･スイーツ･ 

サウス･バーリントンホテル 

ラットランドの皆さんがホテルへ送ってく

れる｡ 

バーリントン空港近くのホテルへ宿泊。 

◆７日目の記録  

 

りんごの工場ではハチにびっくりした。 

本当に、最後の博物館でした。悲しい気持ちも 

ありながらも、楽しむことができた。 

ホテルでは大泣きでした。日本に帰らなくても 

良いと思いました。 

全員とハグしてますます泣いた。 

I love みんな。ぜったいに忘れない。 

                           ↑COLD HOLLOW CIDER MILLの商品一例 
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8日目 平成 26年 11月 4日（火）      

現地時間 場所 内容 

夜明け前  バーリントン空港へ。 

5:00 バーリントン空港 スーツケースを預入､搭乗手続き｡ 

6:45 バーリントン空港発 UA3474でシカゴ空港へ。 

8:24 シカゴ空港着 到着後､荷物を受取り出国手続き。 

12:10 シカゴ空港発 UA881で成田空港へ。 

 

9日目 平成 26年 11月 5日（水）  

現地時間 場所 内容 

16:30 成田空港 到着後､入国手続き。 

18:15 成田空港駅発 成田エクスプレス44号で東京駅へ。 

19:17 東京駅着 到着後、新幹線へ移動。 

19:40 東京駅発 はやぶさ105号で新花巻駅へ。 

22:11 新花巻駅着 花巻へ到着。 

    ※電車遅延のため上記予定より１本遅いやまびこ 59号に乗車し、新花巻駅着は 23:18でした。 
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現地でのプレゼン発表 

ラットランド市派遣グループが行ったプレゼンテーションを紹介します。

ラットランドグループは、テーマを「花巻まつり」と設定し、わかりやすい英

語で花巻最大のまつりについてしっかり紹介してきました。 

 

【導入】 

これから花巻市で有名なまつりについて紹介します。 

Hello, everyone.  

We’re from Hanamaki, and today we’d like to tell you about one of our 

famous festivals. 
花巻は日本の東北地方にある岩手県の中心部に位置しています。 

Hanamaki is at the center of the Iwate prefecture, which is located in 

northern Japan. 
人口は１０万人です。また、温泉が多いことでも有名な地域です。 

Hanamaki is famous for its many hot springs, and there are about one-

hundred-thousand people in the city. 
毎年多くの観光客が訪れますが、特に９月に行われる「花巻まつり」という祭を見に来る人はたくさんい

ます。 

Lots of tourists come to Hanamaki every year, especially to see the 

“Hanamaki Matsuri” festival in September. 

 

【１ 花巻まつりの歴史】 

花巻で一番大きな祭である花巻まつりは、４００年を超える歴史ある祭です。 

Hanamaki Matsuri is our city’s biggest festival, and it has more than 400 

years of history. 
現在は 9 月の第二金・土・日曜日の３日間盛大に行われています。 

These days, it’s a 3 day festival, held on the second weekend of every 

September. 
祭りでは盛大なパレードが行われます。そのパレードには、みこし、山車、鹿踊りなどがでます。 

There are some great parades visitors can see during the festival, including 

mikoshi (portable shrines), dashi (floats), Shishi Odori (the deer dance), 

and so on. 
また、たくさんの屋台も出て、毎年およそ 10 万人がこの祭りを見るために集まります。 

Various kinds of stalls also line the street, and a total of one-hundred-

thousand people gather to see the festival every year.  
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【２ みこし】 

これは「みこし」で、意味は移動式の神社です。 

This is called a “mikoshi,” which means “portable shrine.” 
花巻まつりには全部で約１４０基ものみこしがでて通りを練り歩きます。 

About one-hundred-and-fourty mikoshi gather during Hanamaki Matsuri, 

and parade through the streets. 
これは日本国内でも１、２を争う数です。 

And this Mikoshi parade is one of the largest gatherings in all of Japan. 
一度にこれだけの台数のみこしが並んでいる姿はとてもすばらしいです。 

I think it’s great to see a lot of portable shrines gather like this. 
昔、花巻にはたくさんの造り酒屋があったことから、酒だるを担いで歩いたのが始まりだそうです。

Since there were once many sake breweries in town, people used to made 

portable shrines from sake barrels and lift them up. So, this was the origin 

of Hanamaki Matsuri’s shrine parade. 
今のみこしはたくさんの金細工などで豪華に飾られ、約４０人で１台を運びます。 

Although these days, gorgeous looking Mikoshi, decorated with lots of tiny 

gold petals and ornaments, have become more mainstream.  

It takes a group of about fourty people to lift the mikoshi. 

 

【３ 風流山車】 

山車とは、人形や花などを飾り付けるなどして引き歩く屋台のことです。 

Next, we’ll talk about “dashi.” Dashi are floats decorated with paper 

flowers and dolls, and used in parades during the festival. 
山車の飾りは、主に戦国時代の人物やおとぎ話の主人公をモチーフに地元住民が力を合わせて毎年手づく

りをしています。 

Every year, people get together to make decorations for dashi, and brave 

samurai or heroes from Japanese legends are popular float decorations. 
「花巻ばやし」という音楽に合わせ、化粧をした子供たちが太鼓をたたき、男衆が人力で山車を引いてい

ます。 

While special parade music called “Hanamaki Bayashi” plays, beautifully 

dressed girls play the drums, and men pull the float. 

 

【４ 鹿踊り】 

パレードでは鹿踊も見られます。 

You can also see the traditional performance, “Shishi Odori,” during the 

parade. 
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ししというのは鹿のことで、始まったのは１０６０年ほど前ですが、花巻に伝わったのは約４００年前で

す。 

“Shishi” means “deer,” so it’s translated as “deer dance.” 

The dance started about one-thousand-sixty years ago, but it came to the 

Hanamaki area around four-hundred years ago. 
鹿踊りはかぶり物をして太鼓をたたきながら激しく踊ります。太鼓と衣裳をあわせると１５㎏もありま

す。 

The dancers each wear a helmet designed like a deer head, cover 

themselves in a dark costume, and carry a huge drum. They dance while 

playing their drums, and the full costume weighs over fifteen kilograms. 

 

【５ 衣装】 

お祭りで見られる伝統的な衣装について説明します。 

Now, I’d like to explain the traditional costumes you can see during the 

festival. 
みこしに参加する人は、「はっぴ」という着物の一種を着ます。 

People who take part in Mikoshi lifting wear a “happi coat,” which is a kind 

of kimono. 
それはたけが短くて背中に「地区名」が書いてあります。 

It’s shorter than the usual kimono, so it looks a bit like a jacket, and the 

name of their neighborhood is written on the back. 
そして豪華な山車に参加する人は、はっぴやきらびやかな衣装を着ます。 

People who participate in the dashi parades wear special beautiful 

costumes, but some wear happi coats 

too. 
また、観光客は「浴衣」や「ジンベイ」を着る人が

多くいます。 

Some members of the crowd also 

wear casual kimonos, called “yukata” 

or “jinbei.” 
このように花巻まつりの衣装は、参加する出し物に

よって異なり、それぞれのイメージに合った祭り特

有の衣装を着ています。 

As you can see, the festival costumes are very different depending on what 

event the person participates in, and each costume goes well with the 

performances’ atmosphere.  
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【６ 屋台】 

日本のほとんどの祭りでは、「屋台」という出店が多く出されます。 

At almost any Japanese festival, you can also see many stalls, called “yatai.” 
屋台の多くは屋根が付いた簡易的な造りで、中にはキッチンカーもあります。 

Most of them are very simple structures, just like tents, and there are 

some catering trucks, too. 
屋台では、飲食物や玩具なども売っています。 

Both food and toys are sold at stalls. 
その中でも「たこ焼き」「やきそば」「チョコバナナ」はとても人気のある食べ物です。 

Food like takoyaki, yakisoba, and chocolate covered bananas are especially 

popular. 
食べ物以外だと「金魚すくい」や「射的」「くじ」などが人気です。 

Besides food, gold fish scooping, prize shooting, and lottery drawing are 

also popular stalls. 

 

【まとめ】 

いかがでしたか。 

So what do you think? 
みなさん是非いつか本物の花巻まつりを見に

来て下さい。ありがとうございました。 

We hope you get the chance to 

come and see the real Hanamaki 

Matsuri someday. 

Thank you. 
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研修報告 

花巻市立花巻中学校 2 年   河野 健 

 

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 

  テレビなどで、アメリカのことは観たことがありましたが、実際はどんなものか知

りたかったし、体験して今後の生活に生かす点があれば、生かしていきたいと思った

からです。 

 

３ 研修報告 

（１）家での生活について 

   僕のホストファミリーの家は、とにかく庭が広く、車が６台もあり、鶏２０羽

とうさぎを２匹飼っていて、僕とホストスチューデントは、一緒にトランポリン

をして遊びました。 

   アメリカでは、家の中でも靴は脱がない習慣があると聞いていましたが、僕の

ホストファミリーの家では、靴を脱いで生活していました。そして、家の中にあっ

た暖炉の前で、ホストファミリーと寝そべってくつろいで生活しました。また、

僕が寝泊まりした部屋は壁に絵が描いてあって、驚いたのは、部屋のドアが閉ま

らない様式になっていたことです。 

（２）学校生活について 

   アメリカの学校は、日本の学校と比べて、大きな違いがありました。アメリ

カの学校は制服というものがなく、ピアスもしてきてもいいし、校則は、あま

り厳しくない感じがしました。また、授業の度に先生が教室を移動するのでは

なく、生徒がそれぞれの先生の教室に行って授業を受けるというものでした。

アメリカは、ハロウィンがとても盛んで、ハロウィンの日は、学校に仮装して

きてもよいということで、とても驚きました。 

（３）日本との食文化の違い 

   アメリカの食生活は、家によってそれぞれ異なりました。アメリカではたくさ

んの量の食事を食べるイメージがありましたが、僕のホストファミリーの家では、

思っていたよりも量が少ない気がしました。アメリカのハンバーガーは日本のハ

ンバーガーに比べて、１．５倍位の大きさがあり、バーガーにハンバーグだけが

入ってきて、その他の具材はトッピングできるように、１つの皿にのってきまし

た。とても美味しかったので、全部食べ切ることができました。 
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（４）行事について 

   アメリカでは、１０月３１日はハロウィンです。ハロウィンの日は、僕も実際

に仮装をして近所をまわりお菓子をもらいました。僕はヴァンパイアに仮装しま

した。みんな本格的な仮装をしていて目を見張りました。  

 

４ 感想 

  今回の研修では、たくさんの思い出が出来ました。初めはすごく不安で、英語もな

かなか話すことが出来ず、コミュニケーションをあまりとることが出来ませんでした

が、日を重ねるうちに単語やジェスチャーなどを使い、段々コミュニケーションがと

れるようになっていきました。また、僕のホストファミリーは常に僕を気遣ってくれ

ました。「疲れた？」「お腹すいてない？」など色々なことに気を配ってくれて、安心

して過ごすことができました。このことから、僕は気を配ることの大切さを知ったの

で、人への気配りが出来る人になれるよう今後に生かしていきたいと思いました。 

  ホストスチューデントのアーサー、姉のアンナ、パパ、ママには、本当に感謝して

います。機会があったらもう１度行きたいと思います。 

 このような機会を与えてくださり、本当にありがとうございました。 

 

５ その他報告したいこと・写真等         －初めての乗馬体験で－ 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

  －ハロウィンのかぼちゃ作り－ 
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花巻市立花巻北中学校 ２年   星野 日乃美 

 

１ 研修課題 

  アメリカと日本の日常生活、学校生活、食文化などを比べて、文化の違いを学び、そ

れと共に花巻の文化も紹介して交流を深める。 

 

２ 課題設定理由 

世界の経済の中心地のアメリカと日本を比べ、日常生活や学校生活、食文化の違いを

現地で直接学びたいと思ったから。 

 

３ 研修報告 

（１）アメリカの日常生活と住まい 

朝起きる時間はみんなそれぞれ違い、朝ご飯に全員がそろうことはほとんどありませ

んでした。ホストマザーのタミーは朝ご飯を作るために早く起きていて、私とホストス

チューデントのケネディとケルシーは７時頃、ホストファザーのスキップは７時半頃と

ばらばらでした。 

また、ケネディの家は靴を脱いで家にあがるところでした。しかし、時々靴を履いた

ままソファに座ったり、２階に行ったりしていました。夜ご飯は５時半頃と早かったで

す。おふろはシャワーだけで、トイレは２か所ありました。そして、ケネディの家は庭

が広くて、家の後ろには運動できるスペースがあり、日本とは全然違うなと思いました。 

 

（２）学校生活の様子 

アメリカの学校は制服がなく私服で、ピアスを開けている人やお菓子を食べている人

などがたくさんいました。ピアスをあけることは学校で許されているようでみんな大人っ

ぽかったです。 

また、立ち歩いたり、先生が話しているのに話をしたり、机に座ったりと日本とは違

いとても自由でした。給食はバイキング形式で、食堂がとても大きかったです。 

私たちはミドルスクールの教室でプレゼンテーションを行いましたが、その時に日本

の生徒はしっかりイスに座り、飲食せず、静かに授業を受けること、学校に不必要な携

帯やお菓子などは持参禁止であること、制服もあることを伝えると、生徒たちはとても

驚いていました。それほどルールが違うのだと知りました。 

 

（３）食文化の違いについて 

   アメリカの食事は日本と比べて味が濃くて、量も多く、それに次々出てきて滞在中の

外食の時に完食したことはほとんどありませんでした。主にハンバーガー、サンドイッ

チ、ピザ、チーズ、ポテトなどが多く、ハンバーガーはどこの店にもありました。飲み
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物は必ずジュースで、ケネディの家の朝ご飯、夜ご飯はオレンジジュースかアップル

ジュースでした。 

   また、日本と同じ食べ物があっても、食べ方が違うものがありました。それはハンバー

ガーとサンドイッチ、フルーツです。ハンバーガーとサンドイッチは手で食べている人

もいましたが、ナイフとフォークを使って器用に食べている人もいました。フルーツも

いちごはナイフでへたを切ってから食べていました。 

   そして、食事時間も違いました。朝ご飯、夜ご飯どちらも 3 分～5 分くらいで食べて

いました。 

 

（４）行事について 

   アメリカの一大イベント、ハロウィーンをみんなで祝いました。みんなそれぞれの仮

装をして近所を 1 時間くらい歩き回りました。私はミニーちゃんの仮装をしました。15

人くらいで歩き、歌ったり、踊ったりしながら各家を回り、「トリックオアトリート！」

や「ハッピーハロウィーン！」と言い、お菓子をたくさんもらいました。家に帰りもらっ

たお菓子の数を数えたら 115 個もあり、びっくりしました。忘れられない思い出になり

ました。 

 

４ 感想 

 今回の研修では、最初は自分から積極的にコミュニケーションがとれず、戸惑っていま

した。しかし、日が経つにつれて英語は単語と単語、ジェスチャーをすればなんとなくで

も伝わると思い、やってみました。すると、ホストファミリーやほかの人も頑張って理解

しようとしてくれてとても嬉しかったです。でも、自分の英語力の低さを思い知らされま

した。次に会う時までにもっと英語を勉強したいと思いました。 

そして、ホストファミリーには感謝してもしきれないほど本当にお世話になり、一生忘

れられない素晴らしい思い出を作ってくれました。別れる際には何回も、「 I miss you. 」

や「 I love you. 」、「 You are my family ! 」と言ってくれて、本当に嬉しかったです。

この感謝の気持ちを忘れずに、何かしてもらったら小さなことでも「ありがとう」という

など、今後の日常生活に活かしていきたいです。いつかまたホストファミリーに会い恩返

ししたいです。 
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５ その他報告したいこと・写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ラットランドの街並み－                －アメリカのパトカー－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ラットランドで有名な                     －消防署見学にて－ 

ベン＆ジェリーのアイスクリーム工場－                       
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花巻市立湯口中学校 ２年   小原 千波 

 

１ 研修課題 

  日本とアメリカの文化の違い 

（日常生活、食文化、学校、コミュニケーションなど） 

 

２ 研修課題設定 

  ・日本とアメリカはどのようなところが違うのか知りたかったから。 

  ・その違いを実際に自分で体験したかったから。 

 

３ 研修報告 

 （１）日常生活の違い 

私のホームステイ先の家は、庭がとても広く遊具がたくさんありました。「トラン

ポリン」「ブランコ」「バスケットのゴール」などがありました。 

家の中は本当に靴を履いたままで生活していました。入るとすぐ上と下に階段があ

り、下には地下室がありました。お風呂はバスタブがとても浅く、ほぼシャワーだけ

のようなものでした。トイレと洗面所が同じ部屋にあり、どの部屋にも鍵がついてい

ました。 

鍵は回すものではなくボタン式でそれを押すと閉まりました。 

    

 （２）食文化の違い 

アメリカの食べ物は全体的に肉が多く、量もとても多かったです。 

野菜はとても少なかったです。そして、日本人は無理してでも出て来たものは頑張っ

て全部食べますが、アメリカの皆さんは普通に残しており、私達にも「残していいか

らね」などと言ってくれました。 

私のステイ先では、朝食はキャサリンが作ってくれました。量はとても少なく、ス

クランブルエッグやアップルパイなどシンプルなものでした。 

お菓子はほとんどが甘くて色もカラフルなものが多かったです。「これは何？」と

聞くと、ほとんどのお菓子が「シュガー」と答えられました。 

アメリカと日本は、食文化では大きく違いました。 

 

 （３）学校の違い  

アメリカの学校生活は、日本のものとは全く違いました。 

制服ではなくみんな自由な服を着ていて、アクセサリーなども付けていました。 

授業中でも iPhoneを使ったり、飲食をしたりする人もいました。 

日本では授業ごとに先生が移動しますが、そうではなくて生徒が移動していました。 
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日本でいう部活動には、複数に入っている人もいましたが、全くしない人もいまし

た。部活の種類も沢山ありました。 

昼食はほとんどの生徒が食堂で買っていました。食堂は１つではなく２つありまし

た。日本もアメリカの学校の様に、自由なことが多かったら毎日楽しいと思いました。 

 

（４）コミュニケーションの違い 

アメリカ人はとてもフレンドリーでした。中学校を訪問した時、お昼は中学校の食

堂で皆と食べました。その時に、気軽に私たちのことを誘ってくれました。 

日本人とは違い写真が好きで、一緒に撮ってくれたし、カメラを向けると面白い顔

やポーズをして写ってくれました。 

挨拶もハグをしたり握手をしたりするなどと、日本では恥ずかしくてしないことも

アメリカでは普通でした。 

日本人はあまりこのような事はしないので、見習うのもいいことだと思いました。 

 

４ 感想 

今回、この研修に参加して学んだことは沢山ありますが、一番はコミュニケーションの

取り方の違いでした。このことを自分で実感できて良かったです。 

１日目から最終日まで、毎日が大切な思い出、体験となりました。初めは不安なことが

沢山で心配でしたが、みんな優しく気軽に接してくれて、日が経つごとに不安は消えてい

きました。あまりコミュニケーションの取れない私たちのことをこころよく受け入れ、家

族だと言ってくれ、楽しい日々を過ごすことが出来ました。 

不安が消えると同時に、お別れする事が悲しくなってきて、４日目くらいから泣いてし

まう事もありました。それくらいみんなの事が大好きになりました。 

またアメリカに行きたいと思いました。そして、またキャサリンや向こうでできた友達

に会いたいです。あまり話すことが出来なかったので、通じなくてももっと話せばよかっ

たな、と今になって思います。また訪れる機会があったら、次は沢山会話をしたいです。

そのために自分の英語力をもっと高めようと思いました。この経験は私にとって一生の宝

物です。 

今回、協力してくださった協会の皆さんや、先生方に感謝します。この経験を今後の生

活に生かし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・写真等 

 

   ・アメリカで食べた昼食です。ほとんど全部にポテトがありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ハロウィンの様子です。お菓子を沢山もらいました。 
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花巻市立西南中学校 ２年   菊池 奎斗 

 

１ 研修課題 

アメリカの生活を体験し、様々な文化に触れる。 

 

２ 課題設定理由 

・実際に体験してみないと分からないアメリカの文化があると思ったから。 

・それを体験することで、自分自身の視野が広がると思ったから。 

 

３ 研修報告 

（１）生活習慣 

私がお世話になったホストファミリーのお宅では、家の中で靴を脱いでいました。私

は、アメリカでは家の中でも靴は履いたままだと思っていたので、まずそのことに驚き

ました。 

お風呂は、トイレと一緒になっていて浴槽には栓がなくお湯をためることは出来ない

ようになっていました。シャワーだけだと体が温まらず、日本のお風呂が恋しくなりま

した。 

朝ごはんは、起きてきた人から自由に食べると言う形でした。夕ごはんは、皆でそろっ

て食べていてあまり日本と変わらない雰囲気でした。 

（２）教育環境 

私が訪問したラットランドハイスクールでは、様々な教科がありました。数学や社会

などの教科はもちろん、車の授業や焼き物を作る授業なども行われていました。生徒た

ちは、受けたい科目を自分で選んで受けていたので日本にもこのような制度があればい

いのになぁと思いました。 

また、日本では自分の教室が決まっていて先生が教室へ来ますが、アメリカでは生徒

が各教科の先生の教室へ行き授業を受けるので日本とシステムが逆でした。でも、生徒

が移動することにより時間への意識が高まるのではないかと思いました。授業中は、お

菓子を食べたり、飲み物を飲んだり、立ち歩いたりしていてとても自由な雰囲気でした。

でも先生の説明は、しっかり聞き自分から積極的に発言していました。消極的な人はあ

まりいなく、ほどんどの人が「自分の意見を聞いて欲しい」と言う強い意志が感じられ

ました。私は、このような積極性が欠けていると思うので見習いたいです。 

（３）食文化 

アメリカの食事は、日本と比べて味が濃いと感じました。そして、甘い・しょっぱい

がはっきりしていました。考えてみると日本の食事がどれだけバランスがとれているか、

日本の食文化は凄いのだなと改めて実感しました。 
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４ 感想 

私は、今回の研修を通じて沢山の貴重な体験をすることが出来ました。滞在期間中

経験した事は、何もかもが初めての事でとても新鮮でした。言語の壁はありましたが

自分の話した英語を理解してもらえた時や、相手の話している事が分かった時はとて

も嬉しかったです。 

   この研修で本やインターネットでは知る事の出来ない事を沢山学び、感じとる事が

出来ました。これらの事は、これからの私にきっと役立つと思います。 

来年、ラットランドの方が花巻に来た時は、恩返しの気持ちで積極的にコミュケー

ションを取りたいと思っています。 

 

５ その他報告したい事・写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆でやった乗馬体験。とてもたのしかったです！！     ハロウィンのときの学校の様子です。 

                            仮装していた人がたくさんいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

アメリカの図書室には、『マンガコーナー』が設置    皆で撮った集合写真。 

  してありました。                   いい思い出になりました。 
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花巻市立石鳥谷中学校 ２年   菅原 颯大 

 

１ 研修テーマ 

 日本とアメリカの文化の違いを学び、日本の良さを知る。  

 

２ テーマ設定理由 

  日本から遠く離れた国は言葉も通貨も違うことから、国民性や食など文化の違いも

比べてみたいと思ったため。 

また、違いを知ることで、日本の良さにも気づくと思ったため。 

 

３ 研修報告 

（１）コミュニケーションについて 

僕が研修で大切だと思ったことは、言葉がわからなくてもジェスチャーで伝えようと

すること、感情を曖昧にせず、しっかり表に出すということです。僕のホストファミリー

は、僕が英語を聞き取れなかったときには、代わりにジェスチャーで表現したり、ゆっ

くり話したりしてくれました。特にホストスチューデントであるクリスチャンは、一つ

一つ丁寧にジェスチャーなどで表現してくれました。おかげでわからないときでも理解

することができました。僕も、どう伝えれば分からない時、ジェスチャーを使うことで

気持ちを伝えることができるようになりました。 

ホストファミリーも含めアメリカの人たちは親しみやすく、ノリもよくとても楽しく

過ごせました。また、ホストファミリーの人たちは常に僕に気を遣ってくれました。出

かけた時も、食事の時も「つかれていないか？」「眠くないか？」「お腹はすいていない

か？」など、何度も声をかけてくれました。声に出して気持ちを伝えることは大事だと

思いました。 

コミュニケーションをとるには、相手を思いやる気持ちが大切なことを学びました。

ホストファミリーの優しさが伝わって、僕も安心してコミュニケーションをとることが

できたからです。 

ただ、ジェスチャーを使わなくても、スムーズにコミュニケーションをとることがで

きた場面もありました。それは、ゲームをしている時です。自分の持っているゲームと

似ていたので、お互いに褒め合ったり笑い合ったりしながら言葉の壁を感じずに過ごす

ことができました。ゲームは、世界共通なのだなと思いました。 

（２）食事 

食事は肉がメインでした。また、一つ一つの料理がとても量が多く、味も濃かったで

す。しかし、どの料理も美味しかったです。僕は、普段野菜をあまり食べないので、家

族に野菜を勧められることが多いのですが、肉が多かったせいか、野菜が恋しくなりま

した。たまに野菜を食べると、とても美味しく感じました。 
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また、僕のホストファミリーは朝食をとりませんでした。起きる時間も遅く、出発の

少し前に起きてきて準備をしていました。朝ごはんを食べる僕に気を遣ってか、マフィ

ンなどを勝手に食べるように言われ、食べました。 

日本では、早寝早起き朝ごはんを推奨したり、五大栄養素をなるべく１度の食事でと

ることが大事だと言われたりしているので、アメリカの人の健康が気になりました。 

（３）学校 

僕たちはラットランドの学校を訪問しました。ここでも、生徒たちはとても明るく

フレンドリーでした。初めて会う人にも関わらず、楽しい気持ちにさせてくれるのは

とても嬉しかったです。驚いたことに、授業中にお菓子を食べたり、飲み物を飲んだ

りしていました。また、日本では、先生が教室ごとに移動しますが、アメリカでは生

徒が教室を移動していました。日本とは、やはり文化が違うのだなと改めて思いまし

た。 

 

４ 感想 

僕はこの研修でたくさんの思い出ができました。中学校に訪問した時には、生徒と仲良

くなることができました。ハロウィンに参加した時には、一人一人が個性ある衣装に仮装

しみんなで近所を回って袋いっぱいにお菓子をもらいました。僕も、バットマンの衣装を

着ましたが、日本では恥ずかしいと思うことも、楽しく出来ました。やはり、楽しむとき

は楽しむという雰囲気作りがアメリカの人は上手だったように思います。 

ほかにも雄大な自然の中で乗馬もしました。岩手も自然は多いのですがスケールが違い

ました。家も一軒一軒大きく、アメリカの国土の広さを実感しました。 

しかし、なんといっても、一番の思い出は、日を重ねるごとに英語に慣れてきて、聞き

取ったり簡単な英会話ができるようになったりしたことです。もっともっと長くいて、英

語で喧嘩をしたり、議論をしたりできるようになりたいと思いました。 

ラットランドには、１０月下旬から１１月上旬に訪れましたが、日本の気候と比べると

とても気温が低く、山にはもう雪が積もっていました。それでもラットランドのみなさん

の温かい心遣いで寒いと感じることはありませんでした。 

この研修で学んだコミュニケーションをとることの大切さ、相手を想う気持ちなどを自

分からみんなに伝え広めていきたいと思います。 
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花巻市立東和中学校 ２年   川村 美空 

 

１ 研修テーマ 

 日本とアメリカの生活の違いを学ぶ。 

 

２ テーマ設定理由 

 日本とアメリカの生活の違いを比較し、また、互いの素晴らしさを共有したいから。 

 

３ 研修報告 

【学校について】 

   私が驚いた光景は、生徒達の教室ではなく先生方が教室を持っていたことです。生徒

は、それぞれ受けるべき教科担当の教室へ自分達で移動していました。各教室に授業で

使う教科書や資料があるため、学校への持ち物はほとんどなく、リュックの中は宿題の

みでした。 

   私は、スペイン語の授業に参加しましたが、授業中、飲食可能なことやスマートフォ

ンを隠れて使用している人がいることに驚きました。授業を受けた日はハロウィンだっ

たので、仮装をしてくる生徒も沢山いました。 

【家での生活について】 

   ホストファミリーは、「困っていることはない?」などと積極的に話しかけてくれまし

た。私が部屋に一人でいると、「一緒にクッキングしよう」や「折り紙を教えて」など

と呼びに来てくれ、家族の一員になれたようでとても嬉しかったです。 

   ホームシック対策に持参した梅味のグミをホストスチューデントにあげたことがあり

ました。それを食べたとき、「なにこれ！?本当に食べ物！?」と言われ少しショックで

した。その時、アメリカ人は自分の気持ちを素直にはっきりと伝えることができ、素晴

らしいと思いました。日本は、おいしくなくてもおいしいと言ったり、本当の気持ちを

伝えられなかったりする人の方が多いと思います。それが日本人の優しさでもあります

が、素直な心を持ち、自分の意見をはっきりと言える人が立派だと思いました。 

【食文化について】 

   朝食は、少量なのに甘い物ばかりだったので、パンケーキにしろシナモンロールにし

ろ、食べ残してしまいました。 

   昼食は、派遣生徒みんなで、レストランで食べることが多かったです。レストランの

メニューは、主にサンドイッチとハンバーガーで、サラダやスープの種類は少なかった

です。サイズも大きくボリュームがあったので一人ではとても食べきれませんでした。 

   夕食は、ホストファミリーや派遣生徒全員そろっての食事会が多かったです。和食が

恋しくなってきたころ、ホストマザーが日本食のお店に連れて行ってくれ、大好きな寿

司を食べました。 
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   ファミリーデーには、今年の収穫を祝うため、各家庭で作った料理が沢山並びバイキ

ング形式で食べました。収穫祭はとてもいい行事だと思ったので、私の住んでいる地域

でも行えたらと思いました。 

【自分の英語力を試し、コミュニケーションをとる】 

   現地に行く前は日本語も通じない初対面の人と会話を通してコミュニケーションがと

れるか心配でした。 

   実際に英文で会話をしてみようと思っても、単語だけになってしまったり、ジェス

チャーなどで気持ちを伝えたりする場面が多かったです。しかし、自分の気持ちが伝わっ

たり、英文で日常会話が成り立ったりしたときはとても嬉しかったです。 

   この経験を通して、英語の魅力を肌で感じることが出来たので、もっと自分の英語力

を磨きたいと強く思いました。 

【文化を伝える】 

   私は日本の文化を伝えるために、折り紙や風鈴などを持って行きました。実際に目の

前で鶴や蓮の花を折って見せると、「日本人はとても器用ね！素晴らしいわ！」と拍手

までされ、日本人だということに誇りを持ちました。 

   その他に、東日本大震災で被害を受けた被災地の復興の様子も伝えて来ました。ホス

トマザーは地震のことを知っていて、被災者の方々にエールを送ってくれました。高田

松原の一本松をモチーフにしたビスケットや、被災者の方々が作った鮭の皮から出来た

しおりなどの復興商品もプレゼントすると、より関心が高まったと語ってくれました。 

 

４ 感想 

  私が一番印象に残っていることは、ハロウィンに参加したことです。私は魔女の仮装を

しました。近所の家を１時間くらいまわり、「トリック・オア・トリート！」と言ってお

菓子を大量にもらいました。家に帰り、お菓子の数を数えると２００個以上あり驚きまし

た。 

  他にも、乗馬体験や水彩画教室に参加したり、全米でも有名なアイスクリーム工場を見

学したり、どれも貴重な体験ばかりでした。 

最終日、皆で訪れた科学センターと水族館で楽しんだ後のお別れはとても悲しく辛かっ

たです。 

  海外派遣を終えて、沢山のことを吸収し、自分自身も成長できたと思います。言語が全

く異なった国で、ホームステイが出来るのか心配でしたが、実際はそこまで大変なことで

はなく、慣れてきた３日目くらいからは自分の口から自然と英語が出てくるなどの語学面

での成果がありました。日本にいては得ることの出来ない知識や体験などがギュッと詰まっ

たスケジュールで、充実した９日間を過ごす事が出来ました。 
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  そして、今回このように貴重な機会を与えて頂いた事にとても感謝しています。その中

で、世界は大きいものだと感じ、視野が広くなったと思います。これからは幅広い目線で

自分や世の中を見つめ直したいと強く思うようになりました。 

また、実際に目で見て、耳で聞き、肌で感じ、新しい発見をした今回の経験を、将来に

是非生かしていきたいと思いました。 

 

５ その他報告したいこと・写真等 

【名前入りのジャケットを頂きました】 

ホストスチューデントのアビーから手渡しでもらい 

ました。背中には、 

「Rutland Ishidoriya 

          Student Exchange」 

と刺繍してありました。一生の宝物になりました。 

 

【レストランでの昼食の様子】 

注文したハンバーガーセットです。 

とても美味しかったのですが、量が多く食べ残して 

しまいました。 

 

 

【ハロウィンの様子】 

みんなそれぞれ異なった仮装をして 

２０人程の集団で各家庭をまわりました。 

ハロウィンはアメリカの文化ですが、日本でも行えた 

ら良いと思いました。 

 

     【みんなとのお別れ】 

沢山の「Thank You」を言われ、沢山の涙があふれま

した。お別れだと思うと、とても悲しく何度もハグを

しました。 
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花巻市立石鳥谷中学校 教諭   門ノ沢 真喜子 

 

１ はじめに 

今回の海外派遣研修の引率のお話をいただいた時、英語教師として行ってみたいとい

う気持ちと同時に不安もありました。それは久しぶりの海外ということと、今回は姉妹

都市との交流の一環でもあったからです。現地では引率の他にどのようなことをすれば

よいのか、そんな不安をいだきながら出発したのですが、ラットランドでは、そんな不

安を吹き飛ばすくらいの歓迎と素晴らしい体験が私達を待っていました。そのおかげで

無事研修を終えることができたばかりか、たくさんの感動をいただきました。そのこと

に感謝しながら、研修について報告いたします。 

 

２ 研修の概要 

（１）さまざまな体験活動 

  現地では、生徒達のホームステイ先の親御さんが中心と

なって私達のために様々な活動を用意してくださっていま

した。みなさん、自分達の子供が花巻で素晴らしい体験を

させてもらったのだから当然ですとおっしゃっていました

が、学校・市役所・消防署・警察署・博物館等の見学やハ

ロウィンの Jack-O’-lantern 作り、trick or treat、Thanksgiving 

dinner などアメリカやラットランドの文化や 生活を学ぶたくさ

んの体験や、絵画教室、乗馬、サッカーゴルフ、スケートなど子供

たちが交流できる活動を用意しお世話して下さり、感動の毎日でした。その中でも

Thanksgiving については知識としては知っていたものの初めての体験で、実際にどのよ

うに祝っているかのお話を聞き、感謝祭の料理をいただき、本物のアメリカの文化をまた

一つ知ることができたと思います。また、乗馬等の様々な活動に私自身も参加して、童心

に帰って本当に楽しい時を過ごしました。  

 

（２）ホームステイ 

  今回の研修で私が一番心に残っているものは、ホームステイで

す。滞在のお宅では、全て英語なわけですから不安は大きかったの

ですが、ホストのブリスさんは伺う前に何度もメールを送ってくだ

さいましたし、滞在中は分かりやすい英語でアメリカの生活や文化

についてたくさんのことを教えてくださいました。私が料理に興味

があることを知り、lumberjack breakfast(きこりの朝食) を作って

くれたり、一緒にアップルパイやチーズケーキを作ったりもしてく

れました。 

 

 

Thanksgiving 

dinner 

Lumberjack 

breakfast 
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また、生き方においても学ぶことがたくさんありました。

ブリスさんは教育次長でお仕事も忙しいのですが、家族と

の時間をしっかりと取りながらも、スキーやラグビーのボ

ランティアもやり、自らも現役のラガーマンとして活躍す

るスーパーマンでした。何か大変なことがあってもそれは

『人生の中のチャレンジだ』とおっしゃっていました。そ

のものすごく前向きな生き方に感動し、とても大きなエネルギーをもらいました。また、

奥さんのジンジャーさんも素敵な方で、早朝２人で生活のこと、家族のことなど様々な話

をしながらウォーキングをしました。とても楽しい時間でした。アメリカで料理やウォー

キングをするという、思ってもいなかった素敵な経験ができました。息子のキーガン君も

高校のことなど様々な話をしてくれましたし、建物に入る際や車に乗る際は必ずドアを開

けてくれました。これは学校見学に行った時に多くの生徒がしてくれました。こういう習

慣が身についている国なのだと感心しました。 

  アメリカの生活や文化について実際に経験することができただけでなく、家族や生き方

について深く考えることのできた素晴らしい日々でした。ブリスさん一家に心から感謝し

ます。 

 

（３）姉妹都市交流  

  私の不安の一つだった姉妹都市交流ですが、これも不

安どころか姉妹都市ならではの体験がたくさんありまし

た。 

まず、初日にはラットランド高校のジャパンクラブの

生徒さん方や教育長のメリーさんの歓迎を受け、一緒に

ハロウィンのちょうちん作りを行いました。 

その後全員が姉妹都市記念のジャケットをいただき、

それ以降私達は研修中それを着て過ごしました。 

２日目は市内の見学の日でしたが、市役所前には「ラッ

トランド・石鳥谷友好」の横断幕が掲げられていました。市役所で私は緊張しながら花巻

市長からの親書を市長さんに渡しました。そこで市長さん自ら市役所内を案内し市政につ

いて説明してくださいました。「市長自ら！」と驚くと共に姉妹都市交流の深さ感じまし

た。昼食後には地元のテレビ局のインタビューも受けました。 

３日目、中学校や高校では花巻に来たことのある先生方が話しかけ歓迎してくださいま

した。４日目のパラマウント劇場では司会者の方が公演中に私達の訪問の事を劇場内の観

客に話してくださり、私達は劇場内のみなさんから拍手をいただきました。その他ホスト

ファミリーと歩いている時などにお会いした方々みな姉妹都市の事を知っており、歓迎し

て下さいました。姉妹都市交流が浸透していることを強く感じました。 

 

「ラットランド・石鳥谷友好」 

の横断幕 
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（４）生徒達の様子 

  今回引率した生徒達は、おとなしい生徒が多かったことと、初めはみんなで一緒に行動

することが多かったこともあり日本人同士で固まったり、英語で聞きたいことがあると私

や添乗員さんに聞いてきたりすることが多かったのですが、日を重ねるにつれてジェス

チャーや単語を使ってコミュニケーションをとるようになっていきました。しかも、自分

のホストファミリーとだけでなく、子供たち同士とても仲良くなっていきました。そして、

最終日のホストスチューデントとの小旅行後は涙の別れでした。 

また、中学校や高校でのプレゼンテーションの際には、発表は緊張しながら行っていま

したが、その後の質問コーナーになると、アメリカの生徒の質問に何とか答えたい、そし

て自分達も聞きたいと積極的に話そうとしていました。言葉よりコミュニケーションをと

りたいという気持ちが大事なのだと思いました。このようなことを体験できた本研修の素

晴らしさを感じましたし、それに参加できた生徒達は幸せであり、彼らは必ずこの経験を

これからに生かしてくれると思いました。 

 

３ おわりに 

  滞在中、多くの方々と交流し、言葉の違いを乗り越え、お互いの文化や気持ちの全てと

はいかなくとも分かち合えたことは素晴らしい経験だったと思います。このような貴重な

機会を与えてくださった花巻国際交流協会等の関係機関、そして現地でお世話して下さっ

た方々に心から感謝すると同時に、この派遣事業、姉妹都市交流がさらに発展していきま

すことを心よりお祈りしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

 

 

 

 

平成 26 年度青少年海外派遣研修事業 

（クリントン村派遣） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年 10 月 28 日～11 月５日 
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研修日程紹介 

1日目 10月 28日（火）  

時間 場所 内容 

10:50 新花巻駅集合 駅内壁画前に集合。 

11:19 新花巻駅出発 JRやまびこ44号に乗車。 

14:24 東京駅着 成田エクスプレス乗り場へ移動。 

15:03 東京駅発 成田エクスプレス35号。 

15:56 成田空港駅着 ホームで添乗員の方と合流し､出国手

続きへ。 

18:20 成田空港発 ユナイテッド航空UA-882へ搭乗。 

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。 

夕方 シカゴ空港発 クリントン村のバスが空港へ迎えに来

てくれる。 

夜 

（18‐20時頃） 

クリントン村到着 到着後はホストファミリーと帰宅。 

 

2日目 10月 29日（水） 

◆２日目の記録  

昨日はまだまだホストファミリーとなじめ 

なかったけれど、今日一緒に行ったレスト 

ランやハロウィンショップではたくさん話 

せるようになった。 

 

現地時間 場所 内容 

7:45 クリントンミドルスクール ホストスチューデントと一緒に登校。 

９番教室に行って待機。 

歓迎式の準備をする。 

8:10 

～9:10 

 クリントンミドルスクール内を見学する。 

9:30  体育館へ移動、歓迎式。 

10:10  ホストスチューデントと一緒に教室へ戻

る。 

15:10  ホストスチューデントと帰宅。 
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3日目 10月 30日（木） 

 

4日目 10月 31日（金） 

◆４日目の記録  

今日は小学校へ行った。中学生は移動教室 

だったが、小学生は日本のように同じ教室 

で勉強していることが分かった。 

Trick or Treat に行った！寒かった。 

 

5日目 11月 1日（土）、6日目 11月 2日（日） ※ホストファミリーデー 
 

シカゴに買い物に行った。          午前中は家でアメフトの試合を見た。 

夕飯は、ショッピングモールにある      午後はみんなでボウリングをした。 

ジャングルみたいなユニークな        Enjoyできたし、他のホストスチュー 

お店に行った。               デントとも仲良くなれた。 

現地時間 場所 内容 

7:45 クリントンミドルスクール ホストスチューデントと登校後、昨日

と同じ９番教室にて待機。 

その後、ホストスチューデントと一緒

に朝の会に参加。 

10:15 

～11:15 

クリントンハイスクール ハイスクールの見学をする。 

11:25 レストラン 校長先生と昼食。 

13:30 クリントンミドルスクール ミドルスクールに戻り、ホストス

チューデントと授業を受ける。 

15:10  ホストスチューデントと一緒に帰宅。 

現地時間 場所 内容 

7:45 クリントンミドルスクール ホストスチューデントと一緒に登校。 

９番教室に行って待機。 

午前  授業見学。 

午後  ハロウィンのパレード見学。 

15:10  ホストスチューデントと帰宅。 
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7日目 11月 3日（月） 

◆7 日目の記録  

 

州都・マディソンへ行った。すごく豪華でびっくりした。 

ミュージアムショップが閉まっていて残念だった。 

ホストファミリーと過ごす最後の夜はとても短く感じた。 

もっと居たい。 

 

8日目 11月 4日（火）   

現地時間 場所 内容 

7:30 クリントンミドルスクール 集合。 

8:15  オヘアに向けて出発。 

10:00 シカゴ空港着 到着後、出国手続き。 

12:10 シカゴ空港発 UA-881で成田空港へ。 ※機中泊 

 

9日目 11月 5日（水）  

現地時間 場所 内容 

16:30 成田空港 到着後、入国手続き。 

18:15 成田空港駅 成田エクスプレス44号で東京駅へ。 

19:34 東京駅 新幹線はやぶさ１０５号で新花巻へ。 

22:10 新花巻駅 到着。 

 ※電車遅延のため上記予定より１本遅いやまびこ 59号に乗車し、新花巻駅着は 23:18でした。 

 

 

 

 

 

現地時間 場所 内容 

7:45 クリントンミドルスクール ホストスチューデントと一緒に登校

後、９番教室で待機。 

  レフスランド校長先生と一緒に、 

州都の見学に行く。 

15:10 クリントンミドルスクール 到着後、ホストスチューデントと帰宅。 
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現地でのプレゼンテーション発表 

派遣生の皆さんはそれぞれ、明確な目的意識及び研修テーマを持って青少年海

外派遣研修に臨んでいますが、派遣研修にあたっては、自分自身が学習するだけ

でなく、研修に参加する皆さんの中で共通のテーマをもって研修に臨んでいます。 

今年は、それぞれの派遣先グループで内容を考えて、

花巻市の紹介を行いました。クリントン村派遣グループ

では、テーマを「花巻まつり」と設定し、写真や動画を

用いて花巻まつりの雰囲気やグルメ、伝統芸能について

英語で紹介してきました。 

 

【導入】 

みなさんこんにちは。私たちは、花巻市から来ました。 

Hello, everyone. We are from Hanamaki City. 
今日は、みなさんに花巻で一番大きなまつりである花巻まつりにつ

いて紹介します。 

Today, we would like to tell you about Hanamaki 

Matsuri, which is the biggest festival in Hanamaki. 

 

【花巻まつりの歴史】 

花巻まつりは、１５９３年に始まり、４００年以上の歴史があります。 

Hanamaki Matsuri began in 1593, so it has more than 400 years of history. 
規模も伝統も、花巻最大のイベントで、３日間続きます。 

It’s the biggest and most traditional festival in Hanamaki, and lasts 3 days. 
花巻まつりの起源は、４００年以上前、北松斎が出陣に際して観音さまを祀り戦勝を祈願した「観音まつ

り」を起源とすると言われます。 

It’s said that “Kannon Matsuri” was actually the origin of the festival. More 

than 400 years ago, the lord, Kita Shosai, prayed to “Kannon,” the Buddhist 

Goddess of mercy, for victory before he went to the battle.  
良い領主だった北松斎を追慕する意味で、まつりはその命日に行うようになりました。 

The festival is held on the anniversary of Kita Shosai’s death, in memorial 

to his good service as lord. 
３日間のうち必ず１日は雨が降るので、通称「雨祭り」とも呼ばれています。 

These days, people call it “the rainy festival,” because for some reason, 

without fail, it rains on at least 1 of the three festival days. 
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【花巻まつり当日の様子】 

当日は、毎年たくさんの人でにぎわいます。 

Every year, the festival brings a bustling crowd, filled with tourists, to 

Hanamaki. 
9 月１２日から１４日まで行われた大規模な花巻まつりには、今年は約１０万人訪れました。 

This year, from September 12th to 14th, about 100 thousand people came 

to see our huge festival. 
その中には、浴衣やじんべいなどの人々も多く見られます。 

Some wear Yukata or Jinbei, which are kinds of Kimono. 
会場のまわりには出店がいくつも立ち並びます。 

Various kinds of stalls also line the street. 
夏の定番は、金魚すくい、わたあめ、おばけ屋敷、くじや射的です。 

The festival features a lot of summer attractions as well. For example, 

goldfish scooping, cotton candy, a haunted house, lottery drawing, and prize 

shooting. 

 

 

【神輿】 

これは「神輿」です。 

This is called a “mikoshi,” which means 

“portable shrine.”  
子ども神興から大人神輿まで、約１４０基もの神輿が参加し

ます。 

During Hanamaki Matsuri, there are about 

140 mikoshi, which includes some designed 

for kids. 
一度の祭りで参加する基数としては日本有数です。 

And the festival is one of the largest 

gatherings of mikoshi participants in all of 

Japan. 
かつて町内に酒屋が多くあったため、酒樽を利用した酒樽神輿を担ぎまつりを盛り上げたそうです。 

Since there were once many sake breweries in town, people used to make 

portable shrines from sake barrels and lift them up to liven the festival. 
現在は豪華な宮神輿が主流ですが、花巻特有の樽神輿は花巻まつりには欠かせない風物です。 

Although these days, gorgeous looking mikoshi have become mainstream, 

the old barrel style mikoshi are still essential to Hanamaki Matsuri. 
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たくさんの団体が豪華な神輿を担いでいて、とても見ごたえがあります。 

A lot of different organizations also carry their own shrines, making for a 

very impressive sight. 

 

【山車】 

これは山車です。 

This is a float, which we call “Dashi” in Japanese. 
まつりには１０台以上の豪華な山車が出ます。 

More than 10 gorgeous floats parade through the city. 
中には１３Ｍを超える大きさの、特別な山車もあります。 

There’s also a special float that’s over 13 meters high. 
山車にはそれぞれにテーマがあり、前からと後ろからでは見た目が違います。 

Each float has different theme, as well as differing designs from front to 

back. 
女の子たちが太鼓をたたき、大人たちが三味線、横笛を演奏します。 

Girls play drums, while elderly people play a Japanese three-stringed lute, 

called “Shamisen,” and a Japanese flute, called “Yokobue.” 

 

 

【わんこそば】 

花巻はわんこそばで有名です。 

Hanamaki is also famous for “Wanko-soba” 

noodles, which consist of small servings of 

buckwheat noodles in small bowls. 
まつりの会場近くにもそば屋があり、まつりを見に来た観光客の多

くはわんこそばにも挑戦します。 

There are some Soba restaurants around the 

festival square, so most tourists usually try 

Wanko-soba.  
わんこそばは花巻が発祥と言われ、公式な全国大会も行われています。 

Hanamaki is the birthplace of Wanko-soba, so we have an event called the 

“All Japan Wanko-Soba Contest” every February. 
花巻に来たときは、ぜひ、挑戦してみてください。 

Feel free to try it when you come to Hanamaki! 
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【神楽】 

清めの舞として花巻まつりなどで踊られている「神楽」について、最後に紹介します。 

Lastly, I’d like to tell you about “Kagura,” which is a dance performed at 

Hanmaki Matsuri to purify the festival grounds. 
山伏から伝わった神楽は 500 年以上の歴史を持っています。 

Originally, Buddhist monks called “Yamabushi” introduced the people to 

“Kagura,” and the dance has over 500 years of history. 
「舞」は横笛、太鼓、鐘という三種類の楽器で演奏されていて、とても魅力的なリズムになっています。 

The music has a very attractive rhythm conveyed by the Japanese flute, 

drums and “Kane,” which is like a cymbal. 
また、お祭り以外でもおはらいや豊作を祈るために多種多様な場所で踊られています。 

Kagura is not only performed at the festival though— it’s also performed 

for many other purposes, like wading off evil spirits or wishing for a good 

harvest. 
衣装も独特で、このようなものを持って踊ります。 

Unique costumes distinguish Kagura from other dances. 

I’m learning how to perform it, and when I dance, I have to use a few 

special objects. 

For example, a kind of stick, a fan, a sword, and 

a few other things. 
これから踊りを披露します。 

Now, I’d like to show you the performance. 

 

【まとめ】 

いかがでしたか。私たちは、この伝統あるまつりがずっと続いてく

れるといいと思っています。 

So what do you think? 

We think Hanamaki Matsuri is a great festival, and our hope is that it lasts 

forever. 
いつか皆さんにも、本物の花巻まつりを見てほしいです。 

And someday, we hope you get the chance to come and see the real 

Hanamaki Matsuri. 
これで私たちの発表を終わります。ご清聴どうもありがとうございました。 

That’s all for our presentation. 

Thank you for listening.  
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研修報告 

花巻市立花巻中学校 ２年   大内 尚人 

 

１ 研修課題 

お互いの国の共通点と相違点（生活・食事・町） 

 

２ 課題設定理由 

日本のマスメディアで知ったことと、実際行って知ったこととがどう違うか確かめた

いから。 

 

３ 研修報告 

海外派遣に行く前はテレビ・インターネット・実際に行った人からの体験談を自分な

りにまとめて想像していましたが、今回の研修で分かったことを３つ紹介します。 

① 学校生活 

日本のように自分達の教室がなく、授業の科目によって先生の居る教室に移動し

ていることに驚きました。個人の荷物は廊下に並べられているロッカーを使ってい

ました。数学の問題を見せてもらうと、同じ中学 2 年生でも授業の進みが遅いよう

でした。 

② 暮らし・生活様式 

アメリカの家は靴のまま過ごし、寝るまで靴を脱がないと思っていましたが、私

が行った家の人は玄関で靴を脱いで、家にいるときはほとんど靴下でした。 

部屋のドアが半開きの時は室内に誰もいない合図で、閉まっているときはノック

をしなければならないことを初めて知りました。 

③ 食生活 

食事は肉中心で脂っぽいわりには野菜が少なく、全体的にバランスが悪いと思い

ました。外食の時はさらに量が多いので、ファミリーも残していました。よく日本

人が感じる「もったいない」とはこのことだと思いました。 

日本では家族内であっても自分の茶碗や箸を持つことが多いと思いますが、向こ

うでは特に個人のスプーンや食器はないようでした。 

 

４ 感想 

今回の研修に参加できた僕はラッキーだと思います。思い切って応募して本当に良

かったと思います。 
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僕を受け入れてくれたファミリーは２年前に僕の兄を受け入れたので安心して行くこ

とができましたが、初対面のクリントン村の生徒たちも恥ずかしがらず歓迎してくれた

ことに感謝しています。 

週末はいろいろなところに連れて行ってくれ、隣町のプールやショッピングセンター

へ行きました。 

車の中ではお互いのことを話し合ったりしました。 

滞在中、なんとなく自分は日本人だという実感と日本人で良かったという誇りを感じ

ました。 

この貴重な９日間の体験は新発見と再発見の連続でした。お別れのときは悲しかった

ですが、帰国後にメールで連絡を取り合っていて楽しいです。滞在中、自分の気持ちを

１００％伝えることができなかったのでこれからファミリーと連絡をとっていきたいと

思います。 

 

５ 写真 
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花巻市立南城中学校 ２年   田村 怜華 

 

１ 研修課題 

日本とは違うスタイルの授業に積極的に参加し、自分の英語でどれだけ理解し、発

言できるか挑戦する。 

環境の違いから来る、生活スタイルや食文化の違いを体験する。 

 

２ 課題設定理由 

自分の夢の実現のため、今の自分の英語力の現状を知り、さらに向上するため。 

 

３ 研修報告 

やはり、日本とアメリカの授業スタイルは全く違っていて、驚いた。まず、日本に比

べてとても自由だった。アメリカでは、シャープペンシルではなく、鉛筆を主に使って

いて、それを削るために立ち歩いたりしていた。お菓子を食べることは普通らしく、私

のホストスチューデントもお菓子を持って家を出ていた。スマートフォンやミュージッ

クプレイヤーをいじってる人もいたし、５年生ではクッションを持ってきて座っていた

り、床に寝転がっていたりした。日本では絶対あり得ないと思った。 

また、自分のクラスを持っていなくて、自分たちが移動をしていた。なので、廊下に

は一人一人のロッカーがずらりと並んでいた。 

次に違うと感じたのは気候だった。日本に比べてとても寒く、コートを着ないと、と

ても外にでられない日が多かった。１０月３１日は、雪が降った。でも、現地の人を見

ていると服一枚だけだったり、サンダルだったりした。休み時間になると半袖、半ズボ

ンになって外で遊んでいたので、とてもびっくりした。アメリカの食べ物は、甘い物が

とても多かった。その甘さもアメリカ独特の甘さで、あまりお腹いっぱい食べることが

できなかった。特に学校の給食はピクルスがすごくすっぱかったり、こってりしていた

り、油っぽかったりとすごく食べにくかった。でも、ホストファミリーのお母さんが

作ってくれた料理はとてもおいしかった。クリントン村はチーズで有名だと聞いていた

が、料理にはチーズを使ったものが確かに多かった。ホストスチューデントもチーズが

大好きで、いっぱい食べているのを見た。 

一番心配していた英語。最初の日は緊張してまったくしゃべる事ができなかった。

「ＲＥＩＫＡ」と呼ばれても気づかない事があった。でもそのうち慣れてくると相手の

言うことが少しずつ分かってきた。最後のほうになるとけっこう聞きとれるようになっ

た。でも、自分のいいたいことを正確に伝えられなく、もどかしかった。だから、少し

でも単語を覚えたり、はずかしがらずに身ぶり手ぶりをしたりするのが大切だ。 
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４ 感想 

外国の人たちはとても大人っぽくて、髪を染めているのが普通だった。赤ちゃんのころ

からマニキュアをつけていたり、お化粧をして学校に行ったり、日本にはない文化だった。 

外国に行って良かったと思う。まず、英語を必ずできるようになろうと思った。しぐさ

や単語で話す方法もあるけど、言いたいことがすぐに伝わるともっともっと仲良くなれた

と思う。 

そして、将来はアメリカだけでなく、色々な国へ行ってみたい。 

 

５ その他 報告したいこと・写真 

州都に行った時、お店が閉まっていておみやげがあまり買えなかった。とても残念だっ

た。開店日や時間を次はちゃんと調べてから行ったほうがいいと思う。 

 チーズやバターばかりで日本食が恋しくなって、一度だけおみそ汁を飲んだ。日本食を

少し持っていたほうがいいかも。 

アメリカの本場のハロウィンに参加できてとてもよかった。もらったお菓子が 146個も

あったので、おみやげにした。 

学校で買ったペットボトルの水は、あまりおいしくなかった。 

飛行機は思ったより、せまかった。機内食のご飯はおいしくなかった。おやつのハンバー

ガーは最悪だった。でもサラダとグリーンティーは普通に食べることができた。 
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花巻市立矢沢中学校 ２年   山影 瑠奈 

 

１ 研修課題 

① 英語が生活の中でどのように使われているかを知り、コミュニケーションをと 

  る。 

② アメリカと日本の共通点と相違点を自分なりに見つける。 

 

２ 課題設定理由 

① 将来に向けて英語に慣れておきたかったから。 

② 現在、知っている共通点や相違点はいくつかあるが現地に行き自分なりに見つけ 

ることで、考え直したり改めて実感したりすることが数多くあると思ったから。 

 

３ 研修報告 

＜生活について＞ 

私のホストスチューデントはとても規則正しい生活をしていました。研修に行く前

は、夜遅くまで起きているものと思っていましたが実際はそうでなく９時前後には必

ず就寝していました。朝も６時起床で余裕を持って登校していました。生活習慣病が

問題視されている中で「規則正しい生活」をしていることは素晴らしいことだと思い

ました。 

＜学校生活について＞ 

実際に席について一緒に授業を受けて感じたことは、学習能力が高いことです。授

業態度は決して良いとは思えませんでした。自由さを感じる程なのに対し、計算のス

ピードも速く、小テストも満点者が多かったです。帰国後に調べてみると、善しも悪

しも自己責任とのことでした。日本では先生が「つきっきり」と言って良いほど真剣

に教えてくれるのに対してアメリカでは「自己責任」という厳しい教えで育っている

のだと思いました。この点でみると日本はとても教育に恵まれていると感じました。 

友人関係では平等に接しているように感じました。差別をすることは決してなく誰

に対しても笑顔で接し、見ているだけで温かい気持ちになりました。日本でもです

が、アメリカはより深い友人関係があるように思えました。 

＜日本との相違点＞ 

・行ったときは雪もわずかに降っており、とても寒かったです。しかし、アメリカの

人は日本人のように重ね着をして温かくしようとする様子は見られませんでした。

自分の好みで季節に合っていない服を着ていました。温かそうな長袖を着ている人

もいれば、寒そうな半袖を着ている人もいました。服も性格も個性的な人が多く、

まさに「十人十色」だと思いました。 
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↑ホストスチューデントとその友達 

↑お食事会で食べた Bigバーガー 

↑学校の給食 ↑優しくて面白いホストファミリー 

← WELCOME ケーキ 

・食生活は、炭水化物が多く野菜が少ないように思えました。「好きなものを好きな

だけ食べる」というのがモットーのようでした。 

・道路は、整備が整っておらずとてもデコボコでした。車が常にはねている状態で安

全第一の日本とは大きく違っていました。 

 

４ 感想 

今回の研修で私は、アメリカ人の「優しさ」を肌で実感しました。 

異国へ行くというのはとても不安なことでした。しかし私の場合はその分の興味も加

わり、一生の思い出を数多く残すことが出来ました。私のホストファミリーは愛情あふ

れる人で一緒に生活出来たことだけでも大切な思い出となりました。そして、楽しかっ

た分だけ、思い出に残った分だけ、別れがどれだけつらいものかということも知りまし

た。最終日は、ミドルスクールへ向かう途中から既に涙がとまらず、最後の最後まで泣

いてしまいました。ホストファミリーと一緒に生活出来たことは、かけがえのない宝物

となりました。この事業をきっかけに異国の人との関わりを大切にしたいです。企画し

てくださった皆様、お世話になった皆様本当にありがとうございました。 

 

５ 写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 

 

花巻市立西南中学校 ２年   高橋 響 

 

１ 研修課題 

 異国の文化や食習慣を知る。 

 

２ 課題設定理由 

 自分と違った国の人がどのような物を食べ、どのように遊んで育ったかを知りたかっ

たから。 

 

３ 研修報告 

私が行ったアメリカのクリントン村は、ほとんどが畑でした。とても大きな畑が沢山

ありました。家も広く、私が泊まった家では裏庭やプールもありました。庭には木がた

くさんあり、落ち葉がたくさん落ちていました。 

家にはコーンフレークやシリアルなどが沢山あり、主食は肉や麺類が多く、一つ一つ

が大きかったです。ビックリした事は「お腹が減っていません!!」と言うと夕食を作っ

てもらえなくなる事です。日本ではありえない事なので、ビックリしました。ホストマ

ザーが作ってくれた料理の中では、ベーコンとじゃがいものソテーが、味が濃かったの

ですが、おいしかったです。 

家ではホストファミリーとテレビをみたり遊んだりして過ごしました。私が使わせて

もらった部屋には遊ぶ道具がいっぱいありました。妹がいたので、ぬいぐるみも多かっ

たです。 

また、アメリカのミドルスクールは 1教科 57分授業で、その後 3分で次の教室に移

動しなければなりません。教室内で飲食をしても良いことにもビックリしました。 

楽しみにしていたハロウィンもやはり本場ならではの物でした。コスチュームも本格

的で、仮装した子供達がとても可愛かったです。お菓子も予想をはるかに上回る量で、

とても印象に残っています。 

 

４ 感想 

私は、今回の研修を通して、日本との違いを沢山見つける事ができました。家で靴を脱

がないことや、学校での過ごし方（授業中に立ち歩いたり飲み物を飲んだりすること、教

室を移動すること、など）は日本とまったく違うので印象にのこりました。そしてアメリ

カに興味を持つ事ができました。 

私は将来、国際関係の仕事につきたいと思っています。今回の研修はそのための第一歩

だと思っています。今回の研修に参加出来て本当に良かったです。 
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５ 写真 
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花巻市立石鳥谷中学校 ２年   晴山 涼香 

 

１ 研修課題 

日本とアメリカの時間の使い方や、食生活の違いをみつけ交流する。 

 

２ 課題設定理由 

アメリカと日本ではどのような点が違うのか、また、日本の伝統芸能を伝え、アメ

リカにも伝統芸能があるのか知りたいから。 

 

３ 研修報告 

(1)日本とアメリカの生活の違い 

日本とアメリカの一番の違いは、やはり食生活です。主食はもちろん違いますが、

私が驚いたのは、野菜が少ないことです。お店でサラダをたのんだとき、日本のサラ

ダは野菜がメインですがアメリカのサラダは、野菜の上にチーズ、チキンなどがのっ

ていました。 

また、アメリカは朝起きるのがとてもはやいことです。ですが夜はそんなにはやく

寝ていませんでした。 

家の中では、くつを脱がずそのままで過ごしていることも違いました。 

 

(2)学校での様子 

私たちがミドルスクールへ行くと、たくさんの人が笑顔で「H i」と声をかけてく

れました。ミドルスクールのみんなはとてもフレンドリーで心優しい人たちばかりで

した。 

授業中はとても自由でした。立ち歩いていたり、おかしを食べたりと自由すぎて本

当に驚きました。また、数学の授業ではタブレットを使った授業で、日本ではできな

いことを体験することができてよかったです。 

日本では制服を着て登校しますが、アメリカでは私服で登校していました。 

また、すごく寒いのに半そでになっている人も多くいました。 

 

(3)ホストファミリーとの様子 

私のホストファミリーは４人家族でした。とても優しくにぎやかな家族でした。

ホームステイ初日は不安ばかりでしたが、ホストファミリーは笑顔で私にわかるよう

に伝えてくれました。そして日を重ねるごとにホストファミリーと本当の家族のよう

な関係づくりをすることができました。休日はシカゴへ買い物に連れて行ってくれま

した。とても広くて日本にはないようなものがあり、楽しい時間をすごしました。 

他にもサバイバルゲームをしたり、いろいろな場所へいったりしました。 
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(4)アメリカの伝統 

アメリカには日本のように神楽などの舞踊の伝統芸能はないと思いました。ですが

ミドルスクールへ行くと全校で「星条旗」の米国国歌をうたい迎えてくれました。ま

た、ほとんどの教室や家で、国旗をかざっていて自国に誇りをもっていることがわか

りました。 

 

４ 感想 

私は今回の海外派遣で人の温かさを感じることができました。ミドルスクールのみん

な、ホストファミリーなどたくさんの人と出会いました。この出会いは一生の宝物です。 

帰りのバスに乗る前ホストスチューデントとハグをしたとき涙をこらえきれず泣いてしま

いました。この一週間は短い期間でしたが、充実した一週間でした。もう一度クリントン

へ行きたいです。 

私はこの海外派遣事業に参加できたこと、学んだことをたくさんの人に伝えていきたい

です。海外派遣にたずさわった方々に感謝の気持でいっぱいです。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              ↑体育の授業のための体育館 

           

          ↑日本のお菓子は外国でも人気でした 
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花巻市立東和中学校 ２年   佐々木 陽香 

 

１ 研修課題 

   ・日本とアメリカの共通点・相違点（衣・食・住について）を学ぶ。 

   ・日本の文化を伝える。 

 

２ 課題設定理由 

   ・衣・食・住について興味を持ったから。 

   ・日本に興味を持ってもらいたいから。 

 

３ 研修報告 

   私のホストファミリーは、お父さん、お母さん、お姉さん３人とホストスチューデン

トのモリーです。お姉さん達は違う所に住んでいるので今は３人暮らしでした。 

   コミュニケーションをとるため、ジェスチャーを交えて会話をしたり、ゲームをした

り、折り紙をしました。何を言っているのかわからず何度も聞き返したりしましたが、

やさしく答えてくれました。 

   クリントン・ミドルスクールにモリーと一緒に通いました。朝７時１５分にバスに乗

り、２０分程で学校に着きました。アメリカでは授業中にお菓子を食べたり、ジュース

を飲んだり、立ち歩いたりしている人がいてとても驚きました。また、髪を染めている

人、ピアスやマニキュアをしている人がいて、日本では考えられないと思いました。日

本では制服がありますが、アメリカでは制服がなく私服でした。 

   ミドルスクールの生徒たちは授業中わからないところがあると、そのままにしないで

手を挙げて質問をしたり、一人一人の意見を持って積極的に発言していたりしたのです

ごいと思いました。私たちも見習いたいと思いました。 

   日本では先生が教室に来て授業をしますが、アメリカでは自分たちの教室がなく、生

徒たちが先生のいる教室に移動して授業を受けていました。私たちは英語を勉強します

が、ミドルスクールではスペイン語を勉強していました。 

   ハロウィンでは、カボチャの中身をくりぬいてジャックオランタンを作り、仮装をし

てモリーとモリーの友達と一緒に“trick or treat”と言いながら家を回り、お菓子をた

くさんもらいました。日本では出来ない体験をたくさんしました。 

   ホストファミリーデーでは、モリーのバスケットボールの試合を観戦したり、結婚パー

ティーに招待されて食事やダンスを楽しんだりしました。初めてのダンスで難しかった

けどみんなと楽しく踊れて良い思い出になりました。 

日曜日の朝、ホストファミリーと一緒に教会へ行き、お祈りをして讃美歌を歌う様子

を見ました。教会で初めて礼拝をしましたが、とても神秘的な空間でした。 
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◎衣・食・住について 

『衣』 

   ・雪が降りそうな寒さでしたが、半袖の人や、半袖の上にパーカーや、コートだけ

着ている人がいてとても寒そうに見えました。 

 『食』 

   ・朝食はドーナツ、シリアル、パンケーキなど甘いものが多かったです。 

   ・夕食は短時間で簡単にできるお肉、パスタ、マッシュポテト、サラダなどでした。 

   ・ピザ、ハンバーガー、アイスクリームなどボリュームがありとてもおいしかった

です。 

   ・お菓子やデザートはすごく甘かったです。 

『住』 

   ・部屋のドアを開けておくのが普通でした。 

   ・みんな靴をはいたまま生活していると思っていましたが、靴を脱いでいる家もあ

りました。 

  ・家の中は日本とあまり変わらない作りでしたが、とてもオシャレな部屋で居心地

が良かったです。 

   ・地下室がある家が多かったです。 

   ・土地が広く庭がすごく広かったです。 

 

４ 感想 

アメリカの人たちはとてもフレンドリーに話しかけてきてくれたので、私の方からもた

くさん話す事が出来ました。ホストスチューデントの友達とも仲良くなれたし、たくさん

の人達と触れ合う事が出来ました。ホストファミリーにはとても良くしてもらい、日本で

は出来ない経験をたくさんしました。 

アメリカの良い所を見つけることが出来ました。また、日本の良い所を再確認する事が

出来ました。今回の研修では一生の思い出となる貴重な体験をしました。このような機会

を与えて頂きありがとうございました。これからも国際交流を続け、たくさん視野を広げ

ていきたいと思います。 

 

５ 写真 
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花巻市立花巻中学校 講師   梅木 千紘 

 

１ はじめに 

現地の方にお会いしてよく質問されたのが「アメリ

カに来たのは何回目か」ということでした。私は大学

時代に友人とロサンゼルスに行ったことがあり、「今回

が２回目です。以前ロサンゼルスに行ったことがあり

ます。」と答えました。ある人は「ずいぶん違うでしょ

う。」と話されました。確かに世界中の観光客が集まる大都会ととうもろこし畑が広がる

酪農地では大きな違いがあります。私は生活するならクリントンがいいです。車を走らせ

れば遊びや買い物に行けますし、今はネットで知りたい情報やほしい物が手に入ります。

見渡す限り畑や草原ばかりですが、静かでゆったり過ごすことができたことに幸せを感じ

ました。こんな貴重な機会を与えてくださり感謝しています。 

 

２ 派遣生徒たちの様子 

私、引率者と、派遣生徒たちが初めて顔を合わせたのが

８月５日でした。それから合わせて６回、交流会館に集まっ

て現地で行うプレゼンについての話し合いや発表の練習、

英会話の練習、海外旅行やホームステイでの注意点等の確

認を行いました。生徒６名はそれぞれ違う中学校に通って

いるため、初めはぎこちない雰囲気でしたが、だんだん会話が増え、お互いの学校の話を

するようになりました。２年生の８～１０月は運動部に所属している生徒にとって新人戦

に向けて忙しい時期であり、２学期中間テストや文化祭といった行事もあり、英語の勉強

や持って行く物を買いそろえたりするのが大変だったでしょう。お互いの苦労を話し、励

まし合うことで乗り越えられたと思います。日本を出発してからさらに仲良くなり、それ

ぞれホームステイ先にバラバラになっていろいろな不安や困ったことがあっても、次に顔

を合わせたときに報告し合って、心の安定を図っているように見えました。誰一人として

ホームシックになったり大きな病気やケガで休んだりせず、元気に戻ってくることができ

て安心しています。 

 

３ 研修の報告 

（１）食文化の違い 

ありきたりなテーマですが、実際にアメリカのご家庭で生活

してみて改めて知ることがたくさんありました。ネットで何で

も知ることができる時代ですが、やはり現地で生活して実感す

るのが一番だと思います。まず、朝食としてシリアルやワッフ
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ル、パンケーキ、ドーナツなど甘いものが食べられていました。ご飯に味噌汁、おかずと

いう日本食のしょっぱいものを食べてきた自分にとっては、最初のうちは目新しくて進ん

で食べていましたが、日に日にしょっぱい味が恋しくなり、３回目の朝にはお湯をいただ

いて持参したインスタントの味噌汁を飲みました。 

 

（２）１日の過ごし方の違い 

１時間目が始まるのが７：５０なので、朝食は７時前に食

べて学校に行きます。昼食はカフェテリアに行って給食を食

べますが、学年ごとに食べる時間が決まっていて、早い学年

は１０：５０に食べます。１日８コマの授業を受けた後、３：

２５に一斉下校です。その後は部活動や家庭で余暇を過ごし

ます。私がお世話になったホストファミリーは、お父さんが

ミドルスクールの音楽の先生でちょうど１１月中旬に行われるミュージカルの練習で忙し

い時期でした。平日の夜６時から９時まで出演するハイスクールの生徒たちとの練習があ

り、夕方５時頃には夕食を食べます。練習から戻ると家族と何かつまみながらお茶をして

時間を過ごし、就寝します。日本と比べて学校で過ごす時間が少し早く、授業の数が多い

ようです。 

 

（３）初めて経験したこと 

まず、ハロウィンを本場で過ごせたことは英語科の教員と

して貴重な経験となりました。ディスプレイが本格的であら

ゆる所に施されていて、子どもたちの仮装もすごく凝ってい

て力のいれ具合が日本とは全く違いました。また、翌日には

配るお菓子も含めてハロウィン関係のものは安く売られてい

て、それを狙って買い物をするというコツを知りました。 

次に、１１月２日にそれまでの夏時間から冬時間に切り替

わる日を経験しました。日中の時間を有効に使うため１時間遅らせることになっていまし

た。クリントンに来たとき、朝７時なのに随分暗いなあと思っていました。１１月１日の

夜にホストファザーから時刻を変えることを告げられました。翌日買い物で訪れた場所で

はすでに時刻が変えられた時計と変わっていない時計があり

ました。 

また、人生で初めてパトカーに乗るということを経験しま

した。学校にいるときに空いた時間があり、近くのグロッサ

リーストアに行きたいと話したら、その日はとても寒い日だっ

たので、ちょうど巡回で来校していた警官に乗せてもらうよう頼んでくれていました。 
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４ 終わりに 

私のホストファミリーは日本が好きで、ご家族は皆来日経験があり、今までに１０人ほ

ど日本人の受け入れをされています。無理に大げさなもてなしをするのではなく、普段の

食事を出してくださったり、いつも見ているテレビ番組を一緒に見たりしたので、本当の

アメリカでの生活を体験することができたと思います。しかし、レストランの食事の支払

いや車での移動やお土産など、私のために多くの出

費をされただろうと思うと、その分ホストファミリー

やクリントン村にお返しをしなくてはと思います。

この海外派遣をきっかけに交流を続け、花巻市の皆

さんに伝え、国際交流を活発にしていきたいと考え

ています。 
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平成 26 年度青少年海外派遣研修事業 

（シェットランド諸島派遣） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成 26 年 11 月３日～11 月 12 日 
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研修日程紹介 

1日目 平成 26年 11月 3日（月） 

現地時間 場所 内容 

8:40 新花巻駅 集合。 

9:09 新花巻駅発 はやて116号にて東京駅へ。 

11:56 東京駅着 JRにて浜松町へ行き、到着後モノレール

に乗り換える。 

13:30 羽田国際線駅着 国際線搭乗手続き。 

（添乗員の指示に従うこと） 

15:20 羽田空港発 ルフトハンザ航空７１７便でドイツ・フラン

クフルト空港へ。 

19:00 フランクフルト空港着 到着後、国際線乗換手続き。 

21:25 フランクフルト空港発 ルフトハンザ航空９１４便でイギリス・ア

バディーン空港へ。 

22:30 アバディーン空港着 到着後、入国手続き。 

深夜 アバディーン市内 ヒルトンアバディーンにて宿泊。 

 

長距離移動 

で疲れたよ 

うですが、 

無事目的地 

へ到着でき 

ました。 

 

 

2日目 平成 26年 11月 4日（火） 

現地時間 場所 内容 

7:30 ホテル 朝食後、出発。 

8:30 アバディーン空港着 到着後、国内線乗換手続きへ。 

9:55 アバディーン空港発 フライビー航空(BE-6772)でシェットラン

ド諸島のサンバラ空港へ。 

11:10 サンバラ空港着 到着後、専用バスでアンダーソン高校

（ラーウィック市）へ。 
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12:30 ラーウィック市内着 アンダーソン高校着､ホストスチューデン

トと会う｡学校見学と校長へ面会。ホーム

ステイ開始。 

◆２日目の記録  

 

昼食後、午後は校内見学をし、13歳くらい    サンバラ空港に行く飛行機が 

の子供たちと交流した。プレゼンテーション   すごく揺れた。 

も行った。                  ホストファミリーに会った。と 

ホストファミリーはとても優しくて良かった。  ても良い家族。おみやげを渡したら 

もっと積極的に話しかけなきゃいけないと    喜んでくれた！ 

思った。 

 

 

3日目 平成 26年 11月 5日（水）～5日目 11月 7日（金） 

 ※アンダーソン高校にて編成したプログラムに添って行動。 

◆３日目の記録  

                 午前中は海岸沿いの観光名所などに行きました。 

                 シェットランドポニーに草を食べさせたり、羊を 

                 見たりしました。 

 

                 セント・ニニアン 

                 ズ島へつながる道 

                 （砂浜）も見まし 

た。 

 

                   

 

                              アシカも見ること 

                              ができました。 

                              このあと、学校へ 

                              向かいました。 
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学校では、子供たちと巻きずしを作りました。 

みんな上手にできました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 校内を見学したのち、今度は同年代の子どもたち 

                 と一緒にスコットランドの伝統的な料理を作り、 

                               交流しました。 

 

                               イランブルーと 

                               いうジュースが 

                               美味しかったで 

す。 

スープ、クッキー、カップケーキ、 

ベリーのデザート、ポテト料理、 

ブレッドなど、たくさん作りました。 

 

◆４日目の記録  

 

                           小学校に行って 

                               日本のことをた 

                               くさん教えてき 

ました。 

                               プレゼンテーショ 

                               ンもしました。 

 

おりがみ、数のかぞえかた、漢字、箸の使い方などをグループにわかれて教えました。 

また、みんなで外で遊びました。ランチはカリフラワーのスープ、パン、ジュース。 
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午後は古城見学に行きました。天井が無く、 

おばけがでそうな雰囲気でした。 

雑貨店に立ち寄り買い物もしました。 

 

 

 

 

 

 

◆５日目の記録  

学校訪問の日です。 

午前中は昨日とは別の小学校へ行き、 

12歳の子供たちに日本文化を教えたり、 

シェットランドのお菓子を食べたりして 

交流してきました。 

 

 

 

                 「好きなシェットランド料理は？」 

                 「好きな映画は？」など、いろいろと 

                 たくさん質問されました。 

                     

                 お菓子は甘かったけれど 

                 とっても美味しかった♪ 

 

 

午後はホストスチューデントと 

一緒に授業を受けました。 

理科の授業では、Ellaと Kirsty 

がパソコンで酸性雨について                    戦争で亡く 

まとめていました。技術のような                  なった人々を 

科目では、何かを設計している                   お祈りする花。 

ようでした。みんな何回も先生に                  皆つけていて、

怒られていました。                          学校にもたくさ                  

ん貼ってありました。 
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6日目 平成 26年 11月 8日（土）～7日目 11月 9日（日） 

※ホストファミリーデー 

 

彩絵さんの 11/8 

10:00まで寝ていた。朝食をみんなで食べた。 

ココアシリアルとパイナップルとエッグベーコン、 

トマト、トーストだった。おいしかった！ 

12:30に Kirsty,絵梨花、夏、希美が来てショッ 

ピングに行った。たくさんお土産を買った。楽し 

かった。途中で美月たちに会った！           絵梨花さんの 11/9 

4:15ころに帰宅。Kirstyたちは帰ったけれど     午前中は乗馬をした。 

希美は一緒にご飯を食べた。            思ったより乗ると怖かった。 

6:30にみんなでバレーボールをした。        でも後のほうでは慣れた。 

                         午後はショッピングに行った。 

                         おそろいのものを買ってもらっ 

た。お昼はチーズ＆トマトの 

                         ハンバーガーだった。夜も外食 

で、中華料理を食べた。 

ホストファミリーとの絆を深め 

ることができた。帰りたくない 

と思った。 

 

 

8日目 平成 26年 11月 10日（月）  

現地時間 場所 内容 

8：30 アンダーソン高校 専用送迎バスにて空港へ。 

10：00 サンバラ空港着 到着後、国内線搭乗手続きへ。 

11：30 サンバラ空港発 Flybe BE6773でアバディーンへ。 

12：30 アバディーン空港着  

16：05 アバディーン空港発 LH0971便でフランクフルトへ。 

16：05 フランクフルト着 到着後、パスポートコントロール。 

19：00頃 ホテル チェックイン後、夕飯は市内でとる。 
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9日目 平成 26年 11月 11日（火） 

現地時間 場所 内容 

午前 ホテル発 バスでフランクフルト空港へ。 

11：30 フランクフルト空港着  

13：30 フランクフルト空港発 パスポートコントロール後、成田へ。 

 

10日目 平成 26年 11月 12日（水） 

現地時間 場所 内容 

8:55 成田空港着 到着後入国税関審査。 

11:14 成田空港駅発 成田エクスプレス18号に乗車。 

12:14 東京駅着  

12:36 東京駅発 JR やまびこ51号にて新花巻へ。 

15:41 新花巻駅着 到着後、解散。 

 

 

長い移動だったが、どうすれ 

ば快適に過ごすことができる 

のか等、考えて、工夫して 

過ごすことができた。 
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現地でのプレゼンテーション発表 

派遣生の皆さんはそれぞれ、明確な目的意識及び研修テーマを持って青少年海

外派遣研修に臨んでいますが、派遣研修にあたっては、自分自身が学習するだけ

でなく、研修に参加する皆さんの中で共通のテーマをもって研修に臨んでいます。 

今年は、それぞれの派遣先グループで内容を考えて、花巻市の紹介を行いまし

た。シェットランド派遣グループ

では、テーマを「花巻の３つのキー

ワード」と設定し、「宮沢賢治」「花

巻まつり」「神楽」の３つについて

英語で紹介してきました。 

 

 

 

【導入】 

みなさんこんにちは。今日は、私たちのまち、花巻について語るうえで欠かせない３つのキーワード「賢

治」「まつり」「神楽」について紹介します。 

Hello, everyone. Today, we’d like to teach you three important words about 

our city, Hanamaki. “Kenji,” “Matsuri,” and “Kagura.” 

 

 

【１．宮沢賢治】 

まずは作家の宮沢賢治について発表します。 

First, let’s talk about the great author, Miyazawa Kenji. 
宮沢賢治は花巻の詩人で童話作家、さらに水彩画も描くなど、とても多才な人でした。 

Kenji was born in Hanamaki, and was not only a poet and fairytale author, 

but also a painter, and generally talented person. 
代表作には『銀河鉄道の夜』や『グスコーブドリの伝記』などがあり、とても親しみをもたれている作品

がたくさんあります。 

Many of his works have also become easily recognized by many people, such 

as “Night on the Milky Way Train” and “The Life of Guskō Budori.” 
花巻駅の東２ｋｍの北上川の岸辺には「イギリス海岸」があり、イギリスの地形に似ていることから賢治

が名付けました。このイギリス海岸のイメージは、賢治の様々な作品に出てきています。 

Kenji gave the name “English Coast” to a part of the Kitakami riverbank, 

about 2km east of Hanamaki Station, as he thought it resembled the 

terrain of England, which was also conveyed in some of his works. 
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賢治の作品中に登場する架空の理想郷「イーハトーブ」は私たちの暮らしている岩手県がモチーフとなっ

ています。 

Kenji also used the name, “Ihatov,” as a fictional utopian representation of 

our prefecture, Iwate. 
花巻には宮沢賢治記念館や、詩碑などがある。賢治ゆかりのあるものなどがあり、歴史などを学びながら

旅をすることができます。 

In Hanamaki, we also have the 

Miyazawa Kenji Memorial 

Museum, where you can see a 

tablet inscribed with one of his 

poems, among other things. So, 

you can explore the hometown of 

Kenji when you visit our city. 

 

 

 

【２．花巻まつり】 

次に、私たちのまちで一番大きなまつりである「花巻まつり」について紹介します。 

Next, we’d like to talk about the biggest festival in our city, called 

“Hanamaki Matsuri.” 
400 年ほど前、「北松斎」という武将が出陣に際して観音様を祀り戦勝を祈願した「観音祀り」がまつり

のはじまりだといわれています。 

More than 400 years ago, the lord, Kita Shosai, prayed to “Kannon,” the 

Buddhist Goddess of mercy, for victory before he went to the battle, and 

it’s said that ”Kannon Matsuri” was actually the origin of the festival. 
宗教上の理由で一時的に中止になった時期もありますが、復活し、花巻の伝統的な祭りになりました。 

There was once a time when Hanamaki Matsuri was called off, for religious 

reasons, but it had since returned to become a traditional festival in 

Hanamaki. 
誰もが自由に参加でき、夜になると「みこし」、「山車」のパレードが行われます。また、他にも鹿踊りな

どがあります。出店も沢山あり、誰もが楽しめるお祭りです。 

Anyone can participate in the festival and enjoy the evening parades of 

portable shrines and floats. 

The deer dance is also performed, and there are various kinds of stalls, so 

there is always something for everyone to enjoy. 
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風流山車は、伝統の花巻ばやしに合わせて小学生の女の子が着物を着て太鼓をたたきながら歩き、それ以

上の年齢の人ははんてんを着て笛や三味線、大太鼓を演奏しながら歩くものです。 

Speaking of floats, which are called “dashi,” beautifully dressed girls play 

the drums, and older people, who wear a kind of kimono called “hanten,” play 

a three-stringed lute, called “shamisen,” a flute, called “yokobue,” and huge 

drums, called “oodaiko.” They walk while pulling their float, with special 

parade music called “Hanamaki Bayashi,” accompanying them. 
神輿は大人みこしと子供みこしがあります。昔酒屋が多かったことから、酒樽を使った「樽神輿」も担が

れるのが花巻まつりの特徴です。 

During Hanamaki Matsuri, you can also see lots of portable shrines, which 

are called “Mikoshi” in Japanese. There are a few different types of 

mikoshi, including some designed for kids. 

Since there were once many sake breweries in town, people used to make 

portable shrines from sake barrels, and the old barrel-style Mikoshi are 

still essential to Hanamaki Matsuri today. 

 

 

【３．神楽】   

最後に、地域に古くから伝わる伝統芸能である「神楽」について紹介します。 

Lastly, I’d like to tell you about a traditional performing art, called 

“Kagura,” which has been handed down for many generations. 
神楽がいつ、どのように誕生したのかはわかっていませんが、五穀豊穣、厄災をはらうために神に祈りを

ささげた歌や踊りを「かぐら」と呼ぶようになったそうです。 

We actually don’t know when Kagura began and how it was in the old days, 

but it’s said that people started the song and dance to pray for good 

harvests and ward off evil spirits. 
花巻にも神楽があります。それは５００年以上の歴史があります。 

Hanamaki even has a form of Kagura that has more than five-hundred years 

of history. 
神楽には４０を超える様々な演目があ

り、それぞれに意味があります。 

必ず踊られる演目もあれば、特別な時に

だけ踊られる演目もあります。 

There are more than forty 

different ways to perform 
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Kagura, and each has its own meaning. 

Some are commonly performed, while others are just for special occasions. 
使われるお面も様々です。 

Various masks are also used for the dance. 
花巻市内にはおよそ３０の神楽団体があります。 

There are about thirty Kagura groups in Hanamaki. 
これから、私が神楽を踊っているときの映像を見せます。 

Now, I’d like to show you a video of me performing Kagura. I hope you like 

it. 

 

【まとめ】 

いかがでしたか。花巻のことが好きになってほしいと思います。有難うございました。 

So what do you think? I hope you like our city, Hanamaki. 

Thank you. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―プレゼン練習の様子― 
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研修報告 

花巻市立花巻北中学校 ２年   白藤 彩絵 

 

１ 研修課題 

 ・シェットランド諸島の文化や生活を知る。 

・日本との違いや共通していることをみつける。 

 

２ 課題設定理由 

 ・シェットランド諸島ではどのような生活をしているのか知りたいと思ったから。 

 ・日本では普段普通に生活していることも他の国ではしないことがあると思うから。 

 

３ 研修報告 

〇日常生活について 

家の中でも靴を履いていることが多かったです。でもスリッパで過ごすこともあり

ました。 

食事は家族全員がそろって食べました。いつも今日の出来事などをたくさん話しな

がら食べました。朝食は日によってシリアルを食べたりしました。 

放課後や休日はスポーツセンターでみんなと遊びました。 

 

〇学校生活について 

   通学は、遠いところから来ている生徒もいるので、車、バス、徒歩などで９時まで

に登校します。服装は、私服でアクセサリーやメイクをしてもいい学校です。 

   授業は先生のいる教室に生徒が移動するシステムで、机や椅子が並んでいませんで

した。始めと終わりの挨拶もしていませんでした。 

  昼食は食堂で食べたいものを選び、その場で買って好きなところで友達と食べてい

ました。だいたいの生徒はフィッシュ＆チップスを食べていました。 

  下校時間は３時半頃で部活動がありませんでした。授業が終わるとすぐ家に帰りま

す。友達の家に寄って話したりもしました。 

  

〇食文化について 

シェットランドの伝統的な食べ物はフィッシュ＆チップスです。大人から子供まで

人気のある食べ物です。街には専門店が数軒あり、子どもたちでお店に行って食べた

りしました。量がとても多かったです。家庭料理ではジャガイモとお肉の料理などの

ジャガイモを使った料理が多かったです。学校で作ったスープはたくさん胡椒が入っ

ていてとても辛かったです。 
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また、日本にないユニークなお菓子たくさんありました。どの食べ物もおいしかっ

たです。 

 

４ 感想 

  １週間シェットランド諸島でホームステイをしてみて、生活の違いがたくさんある

ことがわかりました。学校生活では多くのことが日本と違っていて、特に授業の挨拶

がないことに一番驚きました。日本の生活で当たり前にしていることもシェットラン

ドではそうではないとわかりました。ホストファミリーはとても明るく、優しい家族

でした。いつも私を気遣ってくれました。そして、現地の方たちも私たちを温かく迎

えてくれて親切に接してくれました。現地の方たちにはとても感謝しています。 

今回の研修でシェットランド諸島についてたくさんのことを知ることができて、良

かったです。私の一生の思い出になりました。それと、改めて日本の良さが見つかり

ました。このような貴重な経験をこれからの生活に生かしていきたいと思います。そ

して、もっと花巻とシェットランド諸島の交流が深くなってほしいと思います。 

 

５ 写真 
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花巻市立南城中学校２年 佐々木 美月 

 

１ 研修課題 

・現地の人と会話をして会話力を高める。 

・イギリスと日本の生活や文化の違いを比べる。 

・花巻のことをわかりやすく伝える。 

 

２ 課題設定理由 

イギリスと日本の生活や習慣の違いを学び、これからの生活に活かすと共に、会話

力を高めるため。 

花巻や日本の良さについてプレゼンを通して伝え、より知ってもらうため。 

 

３ 研修報告 

⑴ ホームステイ 

私がホームステイした家族には同い年の男の子がいました。 

とてもフレンドリーな人ですぐに仲良くなることができました。 

平日は夕方に家に帰ってから一緒に映画を観たり、ゲームをしたりしてとても楽し

い時間を過ごし、休日の２日間は街のレストランで昼食をとったり、ビーチへ行った

り、ショッピングをしたりしました。 

⑵ 食文化について 

主に主食はパンとじゃがいもでした。 

朝はパンかシリアル、夜はじゃがいもがほとんどでした。米は一度も出ませんでし

た。朝食はパンとジュースくらいで少なく、夕飯はとても量が多く食べきるのが大変

でした。 

⑶ 生活の違い 

日本と違い夜が明けるのが遅く、６時になってもまだ暗く完全に明るくなるのは８

時前後でした。それから朝食を食べて登校するというリズムでした。 

１番驚いたのは休日の時間の使い方です。ゆっくり休むのが定番らしく、８時頃ま

で寝て１０時頃に朝食といった形でした。私の家なら６時半に無理やり起こされるの

で夢のようでした。 

⑷ 学校生活 

９時に登校し１５時に下校で、制服はありませんでした。また、授業以外の時間は

ジュースを飲んだりお菓子を食べたりと、日本とは全く違う光景に驚きました。 

学校に携帯電話を持ってきている人ばかりでとても自由な感じがしました。 
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４ 感想 

私はこの研修を通して、自分が設定した課題について学ぶことができました。 

シェットランドの様々な文化や日本との相違点に触れることでとても充実した体験が

できました。 

ホームステイの間にたくさんの人々とコミュニケーションをとることで、私のこれか

らの課題も見つかり、様々な自信にも繋がりました。 

この研修で学んだこと、気づいたことは数えきれないほどあります。今回見付かった

新たな目標に向かって前進していきたいと思います。 

 

５ その他報告したいこと・写真等 

 

フィッシュアンドチップスを何度も食べました。

学食でも食べたし、レストランで注文する時も何を

頼めばいいのか分からず結局これを注文してしまい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

シェットランドポニーです。ありとあらゆるいろ

んな場所にたくさんいました。ナルシストっぽく見

えるたてがみがとてもステキでした！羊もそこらへ

ん中にやたらとたくさんいて、山に見える白い点々

はすべて羊だと教えてもらいました。さすがは人口

よりも羊の方が多い島・・・本場のシェットランド

シープドッグが見られなかったのは残念でした。 
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花巻市立湯口中学校 ２年   照井 絵梨花 

 

１ 研修課題 

・日本とシェットランド諸島の文化の違いを学ぶ。（学校生活など） 

・花巻の良いところを広める。 

・英語能力を upさせる。 

 

２ 課題設定理由 

・普段はどういう生活をしているのか知りたいから。 

・花巻には良いところがあるのでそれを知ってもらいたいから。 

（プレゼンテーションで） 

・多くの人と話し、自分の英語能力を upさせたいから。 

 

３ 研修報告 

Ⅰ 食生活  

滞在中にお米を２回食べました。日本のお米とはちがい細くてパサパサしていまし

た。また、夕食はじゃがいもが多かったです。じゃがいもの畑がたくさんあり、主食

はじゃがいもなのかな？と、思いました。 

朝食は、シリアル、トースト、果物がほとんど毎日出ました。休みの日には紅茶が

出ました。最終日には、中華料理を食べに行きましたが、思ったよりお客さんがいっ

ぱいいました。 

Ⅱ 家 

家の中では、土足でした。しかし、部屋について荷物を置いたあと、スリッパを履

く形でした。また、地下室みたいな場所に洗濯機などを置いていました。 

シャワーとトイレが一緒ですぐ近くにバスタブがありましたが、使っていませんで

した。シャワーはほとんど朝浴びることが多かったです。 

Ⅲ 気候 

ほとんど毎日風がとても強く、歩くのが大変でした。 

Ⅳ 学校 

学校の始まる時刻は、９時からでした。終わる時刻は、４時ぐらいでした。また、

全員ではありませんが、週に何回か部活を行っていました。 

小学校、中学校、高校に行きましたが、どの学校も共通することは全員が私服で、

アクセサリーなども自由につけていました。上下関係がなく年齢が違う子たちとも遊

んだりしていました。お昼は好きなものを買って食べていました。また、授業を受け

るときは生徒が移動していました。 
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４ 感想 

今回の研修では、たくさんのことを学びました。ホストファミリーが優しく接してく

れたり、一緒に遊んだりもしました。日曜日は、初めて乗馬をしました。最初は怖かっ

たけど慣れたらとても楽しかったです。英語がきちんと話せるようになったらまた、ホ

ストファミリーに会いに行きたいです。今回の研修に参加できたことをとても感謝して

います。 

 

５ その他報告したいこと・写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   乗馬                  中学校の休み時間の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           小学校の授業の様子  

 ラーウィクの町並み      
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花巻市立矢沢中学校 ２年   川村 隼一郎 

 

１ 研修課題 

現地の人と違和感なく、コミュニケーションをとる。 

 

２ 課題設定理由 

ホストファミリーや、現地の中学生、一般の方とスムーズに会話ができるようにな

るため。また、知らない人でも、焦らず、会話ができるようになるため。 

 

３ 研修報告 

①日本とイギリスとの違い 

日本とイギリスの違いはたくさんありますが、特にシェットランドは、とても風が強

く、野原が続いています。また、ラーウィック市以外は、とても人口密度が少なく、あ

たりにはなにもありませんでした。また、主食が、パン、パスタ、芋でした。 

②学校での様子 

シェットランドの高校は、制服でなく、私服で登校、生活していました。また校内

で Wi-Fiが繋がっており、校則などがほとんどありませんでした。自分が廊下を歩い

ていると「こんにちは」とみんな声をかけてくれました。 

③ホストファミリーの様子 

自分のホストファミリーは４人家族で、とても優しくにぎやかな家族でした。毎晩

いろいろなところへ連れて行ってもらいました。また兄弟２人とも、たくさん習い事

をしていました。ホストファミリーデイには、メインストリートにショッピングに連

れて行ってもらいました。 

 

４ 感想 

自分は、今回の海外派遣で人の温かさを感じることができました。この出会いは宝物

です。帰るときはとても悲しく、涙をこらえました。一週間という短い期間でしたがと

ても充実した一週間でした。またシェットランドにいきたいです。 
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花巻市立西南中学校 ２年   泉澤 希美 

 

１ 研修課題 

・異国の生活や伝統行事などを学ぶ。 

・日本独自の文化を伝える。（着物、宮沢賢治など） 

・自分の英語力やコミュニケーション能力をためす。 

 

２ 課題設定理由 

・普段、日本にいるだけではできないことも体験できると思うので、たくさんのこと 

 を学んできたいから。 

・日本についても知ってもらいたいから。 

・たくさんの人とふれ合い、自分を成長させたいから。 

 

３ 研修報告 

シェットランドは気候が変わりやすく、台風並みの風が吹く日もありました。そのため、

木がほとんど生えていませんでした。辺りを見わたすと、海や大地が広がっており、自然

がいっぱいで空気がきれいなところでした。 

そして、今回、シェットランドに行ってみて、様々な日本との生活や文化の違いを見つ

けることができました。 

 ○生活について 

  ・家の中では靴を脱ぎませんでした。 

  ・基本的に家の中のドアは全開でした。 

  ・毎日シャワーで、バスタブはあっても湯船にはつかりませんでした。 

  ⇒慣れていないということもあると思いますが、あまりリラックスできた

感じはしませんでした。 

 ○学校について 

  ・生徒たちで掃除はしません。 

  ・休憩中はお菓子を食べたりジュースを飲んだりしていました。 

  ・髪を染めたり化粧をしたりしていました。 

      ⇒日本の学校より自由な感じがしました。 

 ○食について 

  ・食前、食後にあいさつ（いただきます、ごちそうさま）はしません。 

  ・準備ができた人から先に食べ始めてしまいます。 

  ・食事にほぼ毎回いも料理が出てきました。 

  ・食べ残して、捨ててしまう人も多くいました。 
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  ⇒日本との違いは、食の部分がいちばん目立っていたと思います。日本

の方が食べ物に感謝している感じがして、日本の良いところだと思い

ました。 

   このように、たくさんの発見がありました。 

   また、ホストファミリーに日本からのお土産をわたしたり、日本について教えたり

すると、とても喜んでくれました。 

 

４ 感想 

海外派遣事業に参加して、自分の英語力やコミュニケーション能力はまだまだ低いな

と思いました。もう少し積極的にできれば良かったです。でも、身ぶり手ぶりで、一生

懸命に伝えたいことを伝えようとすると、相手も理解するまで聞いてくれて、英語を完

璧にしゃべることができなくても、分かってくれることが多く、伝わったときはとても

嬉しかったです。 

また、異国の文化にふれることで、その地域について分かるだけでなく、日本の良い

ところも改めて感じることができました。 

今回の経験をこれからも大切にしていきたいと思います。 

 

５ その他報告したいこと・写真等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中学校で作ったシェットランドの伝統料理です。 

              他にもたくさんの料理を作ってくれました。 

       私たちも日本の料理として、のり巻きを作ってきました。 

ホストファミリーが飼っている

シェットランドポニーです。 

 

シェットランドでは、人よ

り羊が多く、いろんなとこ

ろを歩き回っていました。 
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花巻市立大迫中学校 ２年   佐々木 夏 

 

１ 研修課題  

・神楽について伝える。 

・シェットランドと日本の暮らし方の違いを学ぶ。 

 

２ 課題設定理由   

・私の住んでいる大迫は神楽がとても盛んで、私自身も神楽をやっているので、紹介したい

から。 

・食事や、仕事など、日本とどのようなところが違うのか知りたいから。    

 

３ 研修報告 

私たちのプレゼンは、花巻市について伝える内容のもので、私が担当していたのは「神

楽」についてでした。いろいろな学校でプレゼンを行いましたが、伝わったかどうかは別

として、今までで一番はきはき発表することができたと思います。一緒に行動をしていた

添乗員の方からも発音がよくて驚いたと言われました。神楽については、見せるはずだっ

た映像を忘れるというハプニングもありましたが、しっかり自分の伝えたいことを伝える

ことができたと思います。 

日本とシェットランドの暮らし方の違いは、さまざまありました。 

まず、文化面についてです。私の住んでいる大迫と比べると、大迫では神楽がとても盛

んに行われていますが、シェットランドでは１月に大きなお祭りがあります。それは、バ

イキングというお祭りです。これは、海賊のお祭りで、バイキングの格好をして火のつい

た松明のような物をもち歩き、最後にはひとつの船に投げ入れて船を燃やすものでした。

バイキングの映像はユーチューブでも見ることが出来ます。 

私たちが滞在している間にも、木の家具などを集め、それを燃やしたり花火をしたりす

るお祭りのようなものがありました。これは、昔、お城に悪い人が入り込み、爆弾を爆破

させようとして捕まったのを祝って行われるものです。炎がすごく大きくて、花火もすご

く近くで打ち上げられ、ホストファミリーやその友達は怖がっていました。私が行ったと

ころでは、伝統的な食べ物がたくさんあり、いっぱい食べました。 

次に、生活面についてです。主食となるものはイモで、お米などは時々食べたりしてい

るようでした。でも、日本のお米とは違ってタイ米のように細く、パサパサしたものでし

た。お風呂は基本シャワーで、私は湯船につかる派なので湯船が恋しくなりました。ホス

トファミリーは寝るのが基本的に遅くて、私たちが寝に行ってからもまだテレビを見たり

していました。風が強くて寒いはずなのに、ジャンパーの下は薄着でも、寒くないと言っ

ていて驚きました。 
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４ 感想 

私はこの研修で、はじめは英語を聞き取るのも話すのも分からなくて大変でした。でも、

過ごしているうちに慣れて、会話をするのが楽しくなりました。一緒に研修をしにいった

人と話していても英語が自然に出てくることもありました。 

現地では、天気の良い日と悪い日のどちらも体験することが出来ました。天気が悪い日

は、いつも風は強いけどもっと強い風が吹き、吹き飛ばされるかと思いました。その日に、

海の近くを歩いたりして海水なのか、雨なのかわかりませんが、すごく降ってきました。

初日には虹が見えたり、青空が広がったりする日もありました。 

ホストスチューデントが乗馬をするので、私も馬に乗る体験をすることができました。 

今回の派遣を通して、やっぱり語学力がまだまだだと思ったし、その反面、このくらい

の語学力でも積極的に話すと、伝わることが分かりました。とても良い体験をすることが

出来て良かったです。 

 

５ 写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校の子供たち                      お城 
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花巻市立南城中学校 教諭   佐々木 勝義 

 

１ 研修課題 

（１）英国シェットランド諸島と日本の生活文化の違いを感じ取り、お互いの良さを理

解する。 

（２）英国シェットランド諸島の教育事情を理解する。 

（３）ホームステイを通してホストファミリーとの交流を深める。 

 

２ 課題設定理由 

日本の教育現場で働く一人として、英国シェットランド諸島の教育に触れることは、

今後の教育活動の参考となると考えた。また、積極的に他国文化を学び、ホストファミ

リーとの交流を深めることにより、花巻市と英国シェットランド諸島との相互交流に貢

献できると考え、課題として設定した。 

 

３ 研修報告 

（１）英国シェットランド諸島と日本の生活文化 

ホストファミリー宅での食事は、朝はそれぞれで食べ、シリアルが中心であった。ディ

ナーは、毎日前菜から始まり最後のデザートまでしっかりととり、かなりのボリューム

であった。ホストマザーはとても料理が上手で大変おいしくいただくことができた。主

食はパンだと思っていたが、お世話になった家では、ほとんどパン類は食べていなかっ

た。たまに、シェットランドフードの BANNOCKS が出る程度で、フライドポテトな

どのイモ類はほぼ毎日食べていた。休日は午前１１時ころにブランチという朝食と昼食

を一緒に摂るスタイルで、いつもの朝食より少し充実したメニューであった。朝と昼は

軽く食事をし、ディナーにしっかりととるという感じであった。和食の魅力を再確認し

つつ、シェットランドフードもとてもおいしいと感じた。 

家での生活はかなりゆっくりしていて、夕方５時前後に帰ってきて、ゆっくりくつろ

ぎながら、いろいろな会話を楽しんでいた。ホストファミリーは３人家族であったが、

とにかく会話が多いイメージであった。親子や夫婦で楽しそうに、時には真剣にコミュ

ニケーションをとっていた。日本でも、やはりもっとコミュニケーションをとるべきだ

と感じた。休日もゆっくり家で過ごすことが多いようだ。 

シェットランドと言えば羊やポニー、そして海というイメージがあったが、付けくわ

えて音楽がとても盛んな地域だということが分かった。パーティーがあればいろいろな

楽器を持ち寄り演奏して楽しんでいた。ギターフェスティバルにも連れて行ってもらい、

たくさんシェットランドの音楽文化に触れる機会となった。 
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（２）英国シェットランド諸島の教育事情 

シェットランド諸島のハイスクール、ジュニアハイスクール、プライマリースクール

に訪問し、いろいろな活動を通して交流してきた。全ての学校で Wi-Fi 環境が整ってお

り、各教室にもインターネットにつながった教師用のパソコンがあり、プロジェクター

もすぐに使えるように常備されていた。何かあればすぐに検索して視覚的に授業を進め

る場面も見られた。休憩時間などに生徒が自由に使えるパソコンも数台あった。各教室

の机はグループごとに配置され、日本の教室のような配置ではなかった。一クラス２５

名程度であり、ちょうどよい人数であった。服装や授業中の飲み物も自由であった。そ

のような教育環境の中で、生徒たちの視線は常に話している人の方を向き、教師側もそ

れを徹底させている雰囲気であった。教師の発問に対する反応が良く、常に明るい雰囲

気の中にも規律がとれている授業であった。教師からの一方的な授業ではなく、生徒と

のコミュニケーションを大事にしているイメージであった。 

１６時前には授業が終了し、ほとんどの子供達が家に帰り、自分の時間を有効に使っ

ていた。日本のような部活動はなくスポーツをやりたい子供は自分で近くの施設に行き

活動しているようだった。 

 

（３）ホストファミリーとの交流 

ホームステイさせていただいた家庭は、父、母、社会人の息子の３人家族で、さらに

独立している子供達も２人いた。 

父と息子はサッカーを現在でもプレーし、毎日テレビ番組はサッカーの試合であった。

私と同じ趣味であったので、その話題で盛り上がることができた。また、家の周囲はと

ても美しい風景があり、一緒に散歩に連れて行ってもらい、シェットランドの自然環境

について学ぶことができた。父には毎日、学校まで３０分かけて車で送ってもらい、そ

の車中でもいろいろと交流することができた。 

母は地元のジュニアハイスクールの英語と歴史の先生で、料理がとても上手であった。

毎日の食卓ではシェットランドの食文化について、たくさん学ぶことができた。また、

週末のホストファミリーデーでは、シェットランド諸島を車で巡り、観光しながらたく

さんの文化を教えてもらうことができた。 

 

４ 感想 

今回、貴重な研修の機会を通して、教育現場だけではなく沢山のことを体験でき、とて

もよい経験となった。英語科ではない私が現地でどのように生徒をサポートしていくのか、

ホストファミリーとどのようにコミュニケーションをとっていけばよいのか、不安な気持

ちもあったが、シェットランド諸島の人々の温かさに助けられ、子供達も安全に貴重な経

験を積むことができ、充実した研修となった。 
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生徒たちと同じく初めてのホームステイということで多少も不安もあったが、終わって

みればたくさんコミュニケーションをとる機会となり貴重な体験となった。現地のコーディ

ネーターのルイさんとも公私ともども交流させていただき充実した時間を過ごすことがで

きた。今回の研修に関係したすべての皆様に感謝したい。 

 

５ 写真 
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