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ご 挨 拶 
 

 

 公益財団法人花巻国際交流協会 

 理事長 佐々木 史昭 
 

 

 

花巻市の姉妹都市交流事業は、旧花巻市が１９９３年から米国アーカンソー州ホットス

プリングス市と開始し、それに先だつ１９６５年から旧大迫町が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と、１９８６年から旧石鳥谷町が米国バーモント州

ラットランド市と、１９８０年代から旧東和町が米国ウィスコンシン州クリントン村とそ

れぞれ交流を続けてきた歴史があり、２００８年に合併して誕生した新花巻市がそれらを

基に再調整を行い、花巻市内すべての中学生が本人の希望によりどの姉妹友好都市にも派

遣できるよう制度を再構築し、今では岩手県においても最も派遣人数が多く、内容の濃い

姉妹都市交流事業と評価されているほど花巻市のストロングポイントともなっており、こ

れまで長年にわたりご尽力されてきた花巻市及び花巻国際交流協会の歴代関係各位に心か

ら感謝を申し上げたいと思います。 

私が理事長に就任した２０１５年以降もさらにオープンで透明性ある運営を心がけ、 

①派遣選考過程に従来の書類選考に加え、選考委員全員による面接と英会話力の確認を  

含めた、 

②事前６回事後３回の派遣研修を充実させ、毎回行う理事長講話においては日本人、花巻

人として必要な歴史や誇りについて伝え、さらにネイティブ講師による英会話教育にしっ

かり時間を割いた、 

③国際フェアにおける派遣生の発表を充実させ、多くの市民に聴いて頂く機会を拡げた、

④すべての中学校を訪問して派遣報告会を行うこととし、次年度に派遣対象となる１年生

及び先生方に、本事業の有効性を実感頂くよう努めた。 

等の継続した取組みが徐々に効果を上げ事業が充実してきていることは、派遣生の応募が

毎年増えていること、派遣報告の水準が年々上がっていること、派遣や受入に関わって頂

いているご家族の層が厚くなり、交流意欲も高まっていること等によっても感じることが

できます。平素より私が派遣生のみなさんに述べているのは、中学時代の派遣体験が非常

に充実したものであったとしても、それはあくまでもきっかけであり、その後の毎日の生

活で世界にしっかり目を向け、実践的な英語力を磨いているかどうか、高校や大学でさら

なる国際的なキャリアを積み上げていけるかどうか、が非常に大事である、ということで

す。花巻国際交流協会は、派遣を経験されたみなさまに、引き続き適切なフォローを行な

い、彼らが近い将来、世界、日本、岩手、花巻において、国際的な広い視野を持って、郷

土花巻を愛し、大きく活躍するリーダーとなるように、継続して支援を続けて参りたいと

考えています。 

以上 
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◆平成２９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、書類選考や面接によって選ばれた花巻市

在住の中学２年生、計２４名を下記４か所の国際姉妹都市等へ派遣しました。 

 

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２9 年 11 月 3 日(金)～１１月 12 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２9 年１１月 5 日(日)～１１月１4 日(火)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２9 年１０月 31 日(火)～１１月 9 日(木)10 日間 

 

(４)アメリカ合衆国ウィスコンシン州クリントン村（友好関係都市） 

   派遣時期 ： 平成２9 年１０月 31 日(火)～１１月 8 日(水)９日間 

 

４ 派遣人員   

それぞれの派遣先に花巻市在住の中学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６７名の中から、選考委員会により厳正なる書類選考と面接によって派遣

生徒２４名を決定しました。 
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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。平成 30 年１月で国際姉妹都市提携２５周年

記念を迎え、さまざまな記念事業が行われる予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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共和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の記念式典を行いました。 

平成２７年１０月には国際友好都市提携５０周年記念事業を、花巻市大迫町を中心に 

実施致しました。 

      

 

 

 

 

 

                          

 

 

ベルンドルフ市 

首都:ウィーン 

アーカンソー州ガーランド郡

ホットスプリングス市

444444444 

アメリカ合衆国 
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ウィスコンシン州 ロック郡クリントン村 アメリカ合衆国 

Rutland, Vermont（アメリカ合衆国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ーラ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懇意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 

して交流が続いております。 

平成２８年１０月には国際姉妹都市提携３０周年を迎え、花巻市の市民訪問団を 

ラットランド市を訪問して交流を深めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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を

きっかけに、昭和 63 年に旧東和町から３人を派遣、クリントン村から３人を受け入れ

し、相互交流が開始されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラットランド郡ラットランド市 
アメリカ合衆国 

バーモント州 

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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◆派遣生徒と引率教諭名簿 

 

派 遣 先 所属中学校 氏  名 性別 

ホットスプリングス市 

花巻 菊
キク

池
チ

 光
コウ

祐
スケ

 男 

花巻 田
タ

面
モ

山
ヤマ

 尚
ナオ

子
コ

 女 

花巻北 岩
イワ

渕
ブチ

 美
ミ

涼
スズ

 女 

南城 伊
イ

藤
トウ

 朱
ス

美
ミ

怜
レ

 女 

石鳥谷 高
タカ

橋
ハシ

 大
ダイ

輝
キ

 男 

一関附属 梅
ウメ

村
ムラ

 琴
コト

音
ネ

 女 

引率・南城中 高
タカ

野
ノ

橋
ハシ

 祐
ユウ

子
コ

 女 

ベルンドルフ市 

花巻 菊
キク

池
チ

 純
ジュン

晟
セイ

 男 

花巻北 加
カ

藤
トウ

 奈
ナ

々
ナ

子
コ

 女 

花巻北 松
マツ

田
ダ

 彩
アヤ

奈
ナ

 女 

宮野目 菊
キク

池
チ

 涼
リョウ

平
ヘイ

 男 

西南 浅
アサ

沼
ヌマ

 凜
リ

々
リ

子
コ

 女 

大迫 伊
イ

藤
トウ

 彩
アヤ

 女 

引率・西南中 髙
タカ

橋
ハシ

 宏
ヒロ

臣
オミ

 男 

ラットランド市 

花巻 下
シモ

新
ニ

井
イ

田
ダ

 琴
コト

望
ミ

 女 

花巻 鈴
スズ

木
キ

 麻
マ

央
オ

 女 

花巻北 佐
サ

藤
トウ

 昌
ショ

苑
ォン

 男 

南城 畠
ハタケ

山
ヤマ

 怜
レ

緒
オ

 男 

湯本 レヴィン小
オ

倉
グラ

名
ナ

峰
オ

美
ミ

 女 

石鳥谷 菅
カン

野
ノ

 蓮
ハス

未
ミ

 女 

引率・湯本小 阿
ア

部
ベ

 光
コウ

太
タ

郎
ロウ

 男 

クリントン村 

花巻 大
オオ

友
トモ

 理
リ

緒
オ

 女 

南城 福
フク

岡
オカ

 侑
ユウ

成
セイ

 男 

湯口 佐藤
サ ト ウ

 光
ミ

優
ユ

 女 

矢沢 佐
サ

藤
トウ

 文
フミ

 女 

東和 松
マツ

原
バラ

 彩
アヤ

夏
カ

 女 

東和 菊
キク

池
チ

 陸
リク

翔
ト

 男 

引率・若葉小 林
ハヤシ

崎
ザキ

 史
フミ

宏
ヒロ

 男 
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海外派遣研修にあたり、派遣生と引率教諭は事前研修６回、事後研修３回の全９回

の研修会に参加しました。帰国後は、国際フェア IN はなまき２０１７や合同報告会 

並びに各校報告会と様々な場で報告しました。 

 

◆事前研修会 

７/２５ 

(火) 

【第１回事前研修会】 18:00～19:30 

・海外派遣研修事業の説明／旅行手続きについて 

・提出書類について／現地プレゼン（自己紹介）の準備 

8/９ 

(水) 

【第２回事前研修会】 18:00～19:00 

・旅のマナーとホームステイでの注意点／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（研修テーマ準備/プレゼン準備/役割分担） 

【第１回英会話研修】 19:00～20:00 

・カタカナと和製英語の注意・発音練習／『質問カード』ゲーム 

８/２8 

(月) 

【第３回事前研修会】 18:00～19:00 

・服装・持ち物等について／旅行手続き書類について 

・研修テーマの決定／ホストファミリーへの手紙について 

・派遣先別研修（現地プレゼンシナリオ確認） 

【第２回英会話研修】 19:00～20:00 

・和製英語復習・発音練習／『質問カード』ゲーム 

9/14 

(木) 

【第４回事前研修会】 18:00～19:00 

・ホストファミリーへの手紙提出／・渡航手続き書類の提出 

・派遣先別研修会（現地プレゼン確認、プロフィール完成） 

【第３回英会話研修】 19:00～20:00 

・和製英語復習・発音練習／『質問カード』ゲーム 

９/２6 

(火) 

【第５回事前研修会】 18:00～19:00 

・国際フェアについて／報告書の準備／・旅行費用について 

・派遣先別研修（役割分担決定、現地の過ごし方、プレゼン練習） 

【第４回英会話研修】 19:00～20:00 

・入国審査での英会話、ホームステイ先等での挨拶 

10/１2 

(木) 

【第６回事前研修会】 18:00～20:00 

・最終スケジュール確認／旅行の注意事項等確認／旅費について 

・出発式リハーサル ・派遣先別研修（プレゼン練習） 
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◆出発式 

1０/２4 

(火) 

 18:00～19:00 

・派遣生徒紹介及び派遣生徒代表挨拶 

・来賓挨拶、主催者挨拶 

 

◆事後研修会 

 

11/21 

(火) 

【第１回事後研修会】 17:30～19:00 

・ホストファミリーへのお礼の手紙と報告書下書きの提出 

・合同報告会、各校報告会について（役割分担について） 

・派遣先別研修（国際フェアでの報告準備） 

12/12 

(火) 

【第２回事後研修会】 17:30～19:00 

・合同、各校報告会について／報告書下書き返却（添削済み） 

・報告会発表原稿配布、内容確認、添削、清書（写真回収） 

・合同報告会発表担当決定 

1/11 

(木) 

【第３回事後研修会】 17:30～19:00 

・報告書提出 

・報告会発表原稿配布／プレゼン原稿確認とリハーサル 

 

◆事前・事後研修会 
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◆出発式 １０月２4 日(火) 

 
 

◆派遣研修 （出発～帰国） 

 

 

◆国際フェアＩＮはなまき２０１7 １２月 3 日(日) 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

◆報告会 

青少年海外派遣研修事業の集大成として、また来年度の派遣対象となる中学１年

生に事業周知のため、報告会を開催しました。 

合同報告会は花巻中学校で開催させて頂き、ほかの中学校においては学校毎に各校

報告会を開催しました。 

 

★合同報告会 ２月１日(木) 花巻中学校 

 

★各校報告会 

開催は２月 5 日(月)湯口中､大迫中/6 日(火)宮野目中/9 日(金)西南中/15 日(木)湯本中/ 

16 日(金)南城中にて実施し、3 月以降の開催は花巻北中､矢沢中､石鳥谷中､東和中です。 
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派 遣 研 修 日 程 紹 介 
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月日･曜日 時間 場所 内容

9:50 新花巻駅 新花巻駅に集合し出発前ミーティング

10:19 東京駅 やまびこ42号に乗車し東京へ、13:24到着

14:03 成田空港 成田エクスプレス31号にて成田空港駅へ、14:57到着

17:50 出国手続後、デルタ航空DL276便にてアメリカへ。

16:29 デトロイト空港 デトロイト空港到着、入国審査後、国内線搭乗手続き

20:42
ﾘﾄﾙﾛｯｸ空港
ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ市

デルタ航空DL5498便にてリトルロック空港へ,21:56到着
後､バスにてホットスプリングス市へ移動し､ホテル泊

11月4日
（土）

終日
ホストスチューデントと対面し、
ホストファミリーデイ

11月5日
（日）

終日 ホストファミリーデイ

11月6日
（月）

終日 ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ市
アーカンソー数理芸術高校（ASMSA）訪問、授業参加。
午後にワニ農場や教会を見学。

11月7日
（火）

終日 ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ市

ミドルスクール訪問。ライリー・アート・グラス工房見
学｡市長面会。午後からは、ホットスプリングス国立公園
散策とダウンタウンでショッピング。

11月8日
（水）

終日 ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ市
マウントパイン学区訪問。
午後はレイクハミルトン校訪問。

11月9日
（木）

終日 ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ市 ホストスチューデントと登校。学校で過ごす。

午後 ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ市 ホストスチューデントと登校。学校で過ごす。

夕方 ﾘﾄﾙﾛｯｸ市 夕方、リトルロック市へ移動し、ホテル泊

6:30 ﾘﾄﾙﾛｯｸ市
リトルロック空港へ移動しデルタ航空DL1481便でアトラ
ンタ空港へ、9:02到着

11:11 ｱﾄﾗﾝﾀ空港 出国手続きしデルタ航空DL295便にて成田航空へ

15:45 成田空港 成田空港に到着、入国手続き後、成田空港駅へ

18:15 成田エクスプレス44号にて東京駅へ、19:17到着

19:40 東京駅 はやぶさ105号にて新花巻駅へ。

22:11 新花巻駅 新花巻駅に無事到着、解散式後、帰宅

11月12日
（日）

米国ア－カンソー州ホットスプリングス市派遣日程

派遣期間　：　平成２９年１１月３日から１１月１２日まで１０日間

11月3日
（金）

日付変更線通過

11月10日
（金）

11月11日
（土）

日付変更線通過
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月日･曜日 時間 場所 内容

8:40 新花巻駅 新花巻駅に集合し出発前ミーティング

9:09 東京駅 はやて114号に乗車し東京へ、11:56到着

12:10 山手線を経由し東京モノレールで羽田空港へ、13:00到着

15:20 羽田空港
出国手続後、ルフトハンザ航空LH717便にてフランクフル
ト空港へ

19:10 フランクフルト空港到着、後入国審査し搭乗手続き

21:50 ルフトハンザ航空LH1246便にてウィーンへ

23:10 ウィーン空港 ウィーン空港到着、その後、徒歩にてホテルへ移動

ウィーン市
ウィーンで地底湖ツアー、ハイリゲンクロイツ修道院見
学など市内見学

ベルンドルフ市
ギムナジウム校にてホストファミリーと対面しホームス
テイ開始

午前 ギムナジウム校で授業参加

午後

ベルンドルフ市役所を訪問し市長に挨拶。その後、クレ
メスベルグの丘散策及び牛舎見学、パンツェンベック金
属加工工場見学

午前
ギムナジウム校で授業参加、途中、自己紹介プレゼンを
実施

午後
雨のため予定を少し変更し、小学校訪問、市民劇場見
学、マルガレーテン教会見学

午前 ギムナジウム校で授業参加

大迫広場訪問、グーグルツィプフ展望台、林業博物館、
クルップミュージアム等を見学。

夕方から市内レストランにて歓迎交流会に出席し、自己
紹介プレゼンを実施

11月10日
（金）

終日 ウィーン市
シェーンブルン宮殿を見学、その大きさと豪華さ、美し
さに驚き、シュテファン大聖堂でのゴスペル、ホーフブ
ルク宮殿のライトアップに感動。途中ショッピング。

9:00 ウィーン空港
ベルンドルフ市からウィーン空港に移動し、ルフトハン
ザ航空LH1239便でフランクフルト空港へ、14:10到着

17:50 出国手続しルフトハンザ航空LH716便にて羽田空港へ

13:05 羽田空港 羽田空港に到着、入国手続き

14:49 東京モノレール・山手線にて東京駅へ、15:26到着

16:56 東京駅 はやて113号で新花巻駅へ

19:42 新花巻駅着 新花巻駅に無事到着、解散式後、帰宅

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派遣日程

派遣期間　：　平成２９年１１月５日から１１月１４日まで１０日間

11月5日
（日）

11月6日
（月）

11月7日
（火）

ベルンドルフ市

フランクフルト
空港

11月14日
（火）

11月8日
（水）

ベルンドルフ市

11月9日
（木）

ベルンドルフ市

午後

11月11日
（土）

終日 ホストファミリーデイ

11月12日
（日）

終日 ホストファミリーデイ

11月13日
（月）
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月日･曜日 時間 場所 内容

9:50 新花巻駅 新花巻駅に集合し出発前ミーティング

10:19 東京駅 やまびこ42号に乗車し東京へ、13:24到着

14:03 成田エクスプレス31号で成田空港へ、14:57到着

17:55 成田空港
出国手続後、ユナイテッド航空UA78便にてアメリカへ出
発

17:45 ﾆｭｰｱｰｸ空港 ニューアーク空港到着、入国審査後、国内線搭乗手続き

21:40 ユナイテッド航空UA3660便にてバーリントンへ

22:50 ﾊﾞｰﾘﾝﾄﾝ空港 バーリントン空港到着、その後、徒歩にてホテルへ移動

午前 ﾎﾃﾙで休養

午後 ラットランド市

バーリントンを出発、途中、メープルシロップ農場を見
学、その後、アレーア市長表敬訪問。その後、図書館を
見学し、カントリークラブでの歓迎会に出席し、ホスト
ファミリーと対面、皆さんフレンドリーだった

午前

ラットランドハイスクールに集合。ＲＩＳＥ(Rutland
Ishidoriya Student Exchange)メンバーの方の案内で学
校見学。スタフォード･ディ･ケア(保育所)でクラフトや
ブラウニー作りを楽しむ

午後 アクティビティとしてロッククライミングに挑戦

午前
Carving Studio&Sculpture Center(大理石彫刻施設)見学
と彫刻体験。その後、グレース教会に行き、姉妹都市交
流の歴史の説明を受ける

午後
消防署、警察署訪問。
夜はボーリングをして交流を深める

11月4日
（土）

終日 ホストファミリーデイ

11月5日
（日）

終日 ホストファミリーデイ

午前 King Arthur Flour(菓子工房)にてピザづくり

午後
バーモント自然科学研究機構見学、キリントンスキー場
見学。夜はThanksgiving day(感謝祭)の夕食会

バーリントンに移動開始、途中、チョコレート工場見
学、シャンプレーン湖の水族館、科学館見学。その後、
ショッピングと市内散策

夕方はフェアウェル・パーティーに出席し、ホテル泊

6:25 ﾊﾞｰﾘﾝﾄﾝ空港
バーリントン空港からユナイティド航空UA4866便で
ニューアーク空港へ、7:50到着

10:50 ﾆｭｰｱｰｸ空港 出国手続きしユナイテッド航空UA79便にて成田空港へ

15:00 成田空港 成田空港に到着、入国手続き

17:16 成田空港駅 成田エクスプレス40号で東京駅へ、18:18東京駅着

18:56 東京駅 はやぶさ103号で新花巻駅へ

21:32 新花巻駅着 新花巻駅に無事到着、解散式後、帰宅

11月8日
（水）

日付変更線通過

11月9日
（木）

11月3日
（金）

ラットランド市

11月6日
（月）

ラットランド市

11月7日
（火）

終日 ﾊﾞｰﾘﾝﾄﾝ市

11月2日
（木）

ラットランド市

米国バーモント州ラットランド市派遣日程

派遣期間　：　平成２９年１０月３１日から１１月９日まで１０日間

10月31日
（火）

日付変更線通過

11月1日
（水）
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月日･曜日 時間 場所 内容

9:50 新花巻駅 新花巻駅に集合し出発前ミーティング

10:19 やまびこ42号に乗車し東京へ、13:24到着

14:03 東京駅 成田ｴｸｽﾌﾟﾚｽ31号で成田空港へ、14:57到着

18:00 成田空港 出国手続後、アメリカン航空AA154便にてアメリカへ出発

15:45 シカゴ空港 シカゴ空港到着、入国審査

クリントン村
空港からクリントン村に移動し、ホストファミリーと対
面、ステイ開始

11月2日
（木）

終日 ホストスチューデントとCMSに登校し、授業参加。

終日
ミルウォーキー

市

CMSに集合し、その後、ミルウォーキー市に小旅行。公立
博物館、プラネタリウム等を見学、

夜 クリントン村 夜にアメリカンフットボール観戦

11月4日
（土）

終日 ホストファミリーデイ

11月5日
（日）

終日 ホストファミリーデイ

11月6日
（月）

終日 マディソン市
州都マディソン市に小旅行。州都庁、ヘンリー・ヴィラ
ス動物園などを訪問

朝 クリントン村 クリントン村からシカゴ・オヘア空港へ移動

10:00 シカゴ空港 到着後、出国手続きしｱﾒﾘｶﾝ航空AA153便にて成田空港へ

16:20 成田空港 成田空港に到着、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、19:15東京駅着

19:40 東京駅 はやぶさ105号で新花巻駅へ

22:12 新花巻駅着 新花巻駅に無事到着、解散式後、帰宅

11月3日
（金）

11月7日
（火）

日付変更線通過

11月8日
（水）

米国ウィスコンシン州クリントン村派遣日程

派遣期間　：　平成２９年１０月３１日から１１月８日まで９日間

10月31日
（火）

日付変更線通過

11月1日
（水）

終日 クリントン村
クリントンミドルスクール(CMS)に登校し全校生徒と歓迎
交流会に出席、その後、学校見学と授業参加
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私の名前は伊藤朱美怜です。南城中学校の生徒です。 

Hi. My name is Sumire Ito, and I go to Nanjo Junior High. 

 

私の趣味は我が家の犬と遊ぶことです。学校の吹奏楽部でチューバを吹いています。 

My hobby is playing with my dog. I also play the tuba in my school band. 

 

ホットスプリングスでは、ホストファミリーと一緒に料理を作ってみたいです。 

While I’m in Hot Springs, I hope I can do some cooking with my host family. 

 

花巻の一番好きなところは、お米や果物などのおいしい食べ物がたくさんとれるところ

です。 

What I like best about Hanamaki is that we have lots of good food, like rice 

and fruit. 
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私の名前は田面山尚子です。花巻中学校の生徒です。 

Hi. My name is Naoko Tamoyama, and I go to Hanamaki Junior High. 

 

私の趣味は音楽を聴くことです。また、得意なことは柔道です。 

My hobby is listening music, and I also practice Judo. 

 

ホットスプリングスでは、ホットスプリングスの景色や、ホストファミリーと一緒の

写真をたくさん撮りたいです。 

In Hot Springs, I’d like to take lots of photos with my host family, and of 

local scenery. 

 

花巻の一番好きなところは、花巻まつりです。今年は大太鼓をたたきました。 

What I like best about Hanamaki is the Hanamaki Matsuri festival. For this 

year’s festival, I played taiko drums. 

  



20 
 

 

私の名前は菊池光祐です。花巻中学校の生徒です。 

Hi. My name is Kosuke Kikuchi, and I go to Hanamaki Junior High School. 

 

私の趣味はピアノと水泳です。ピアノは４歳から習っています。水泳は小学校３年生 

から始めました。 

My hobbies are piano and swimming. I’ve been playing the piano since I was 

four, and swimming since third grade. 

 

ホットスプリングスでは、ホストファミリーとピアノを弾いたり、泳ぎに行ったり  

したいです。 

While I’m in Hot Springs, I’d like to play the piano and go swimming with 

my host family. 

 

花巻は有名な詩人で童話作家の宮沢賢治が生まれたところです。私の一番好きな作品

は、「風の又三郎」です。 

What I like about Hanamaki is that Kenji Miyazawa, a famous fairy-tale 

author and poet, was born there. 

My favorite book of his is “The Wind of Matasaburo”. 
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僕の名前は高橋大輝です。石鳥谷中学校の生徒です。 

Hi. My name is Daiki Takahashi, and I go to Ishidoriya Junior High. 

 

僕の趣味はスキーとサッカーです。６歳からスキーを始めました。今はサッカー部で 

毎日サッカーをしています。 

My hobbies are skiing and soccer. I began skiing when I was six, and I play 

soccer everyday for our school club. 

 

ホットスプリングスでは、温泉の使用目的や温泉の歴史について学びたいです。 

While I’m in Hot Springs, I’d like to learn about the history and the way 

people use hot springs bath houses. 

 

花巻市の一番好きな場所は、スポーツキャンプ村というサッカー場です。岩手県で一番

良い人工芝だと思います。 

What I like best about Hanamaki is that we have a great soccer field, called 

Sports Camp Village. I’d say it has the best astroturf in our prefecture.  
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私の名前は岩渕美涼です。花巻北中学校の生徒です。 

Hi. My name is Misuzu Iwabuchi, and I go to Hanamaki Kita Junior High School. 

 

趣味はソフトテニスとピアノです。ソフトテニスは部活で毎日練習しています。 

My hobbies are soft tennis and playing the piano. I practice tennis everyday 

in my school club. 

 

ホットスプリングスでは、ホストファミリーに日本食を作ってあげたいです。 

While I’m in Hot Springs, I’d like to make some Japanese food for my host 

family. 

 

私は花巻温泉が好きです。リラックスできますし、近くのバラ園に立ち寄ることもでき

ます。 

What I like about Hanamaki is Hanamaki Onsen. The onsen is really relaxing, 

and there is a rose garden nearby as well.  
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私の名前は梅村琴音です。一関第一高等学校付属中学校に通っています。 

Hi. My name is Kotone Umemura, and I go to Ichinoseki Daiichi Junior High. 

 

趣味はスケートと裁縫です。5歳からスケートを習っています。 

My hobbies are skating, which I’ve been doing since I was five, and sewing. 

 

ホットスプリングスでは、ホストファミリーと一緒に料理をして、お互いの料理を伝え

合いたいです。 

While I’m in Hot Springs, I would like to cook together with my hosts, and 

teach each other about cooking. 

 

花巻で一番好きなところは、豊かな自然と長い歴史があることです。 

What I like best about Hanamaki is its rich nature and long history. 
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私の名前は髙野橋祐子です。南城中学校で国語を教えています。 

Hi. My name is Yuko Takanohashi, and I teach Japanese language at Nanjo 

Junior High. 

 

趣味は料理と書道です。書道をしているととても心が落ち着きます。 

My hobbies are cooking and calligraphy. I find calligraphy to be really 

relaxing. 

 

ホットスプリングスでは、秋の季節の自然の美しさを味わいたいです。 

While I’m in Hot Springs, I’d like to see some of the beautiful natural 

fall scenery. 

 

花巻市は、自然が豊かで四季それぞれの美しさがあります。温泉の露天風呂で四季を

楽しむのは格別です。 

What I like about Hanamaki is that we have rich natural beauty in all four 

seasons. I think it’s especially great to see the seasonal nature from our 

open-air onsen baths. 
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私の名前は菊池涼平です。宮野目中学校の２年生、１４歳です。 

My name is Ryohei Kikuchi.  

I’m 14, and I’m an 8th grader at Miyanome Junior High. 

 

私の趣味はピアノです。７歳から続けています。 

得意な曲は、シューマンの「飛翔」です。 

My hobby is piano, and I’ve been playing since I was seven years old.  

I’d say I’m pretty good at the song Aufschung, by Sohumann. 

 

派遣先では、現地の音楽について学びたいです。 

While I’m in Berndorf, I hope to learn about local music. 

 

地元の二枚橋祭りや、花巻祭りなどのお祭りが好きです。 

また８月には花火大会があります。とても楽しいです。 

What I like about Hanamaki is that we have lots of festivals, like Nimaibashi 

Matsuri, and Hanamaki Matsuri. 

We also have a fireworks festival in August, which is a lot of fun  
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私の名前は菊池純晟です。花巻中学校の２年生、１４歳です。 

My name is Junsei Kikuchi.  

I’m 14, and I’m an 8th grader at Hanamaki Junior High. 

 

私の特技はバイオリンと水泳です。バイオリンは、発表会に向けて頑張っています。

水泳は、県大会１００ｍ背泳ぎで３位を獲得できました。 

My hobby is playing the violin, and I’m currently practicing very hard for 

an upcoming recital. 

I also like to swim. I ranked third place in the 100 meter backstroke at 

our prefectural competition. 

 

派遣先では、音楽などの文化について教わりたいです。 

During this trip, I hope to learn about Austrian culture and music. 

 

花巻祭りが、毎年９月に行われます。私はいつも横笛を吹きます。とても盛り上がり

ます。 

What I like about Hanamaki is our festival, Hanamaki Matsuri, which we have 

every September. It’s really exciting.  
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私の名前は加藤奈々子です。花巻北中学校の２年生、１４歳です。 

My name is Nanako Kato. 

I’m 14, and I’m an 8th grader at Hanamaki Kita Junior High. 

 

私の趣味はピアノです。自分の好きな曲を毎日楽しく弾いています。 

My hobby is playing the piano, and I play my favorite songs every day. 

 

派遣先では、たくさんの美しい建築物を見たいです。また、ホストファミリーから現

地で流行しているものを教わりたいです。 

During my stay in Berndorf, I hope to see lots of beautiful architecture, 

and learn about local trends from my host family. 

 

花巻市で毎年８月に行われている花火大会が好きです。 

夜空一面を覆う花火はとてもきれいだし、音楽が流れているので、楽しく見ることが

できます。 

What I like about Hanamaki is our fireworks festival in August.  

The lit-up night sky is really pretty, and there’s lots of music too, so 

it’s always a lot of fun.  
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私の名前は松田彩奈です。花巻北中学校の２年生、１４歳です。 

My name is Ayana Matsuda. 

I’m 14, and I’m an 8th grader at Hanamaki Kita Junior High. 

 

私の特技は人をまとめることです。小学校の時から多くの友達に囲まれ、みんなをま

とめられる力が身に付きました。 

I would say my skill is leadership, and bringing people together. 

I’ve been surrounded by many friends since elementary school, so putting 

together and handling groups has been my thing. 

 

派遣先では、華道を伝えたいです。 

小学校の頃に短期間習っていたので、日本の文化として伝えていきたいです。 

During this trip, I hope to share what I know about flower arrangement. 

I’ve been practicing since elementary school, and since it’s a part of 

Japanese culture, I’d like to share it. 

 

花巻市にはお祭りや花火大会が多く行われています。私はそこが大好きです。 

Back in Hanamaki, I love our festivals, and especially the Fireworks Festival.  
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私の名前は伊藤彩です。大迫中学校の２年生、１４歳です。 

My name is Aya Ito.  

I’m 14, and I’m an 8th grader at Ohasama Junior High. 

 

私の趣味は音楽を聞くことで、最近は洋楽を聞くのが好きです。 

学校の部活動では、バレーボール部に所属しています。 

My hobby is listening to music. Lately I’ve been listening to some music 

from outside of Japan. 

At school, I’m in the volleyball club. 

 

派遣先では、ベルンドルフ市と大迫町の交流について見てみたいです。 

During my stay in Berndorf, I hope to learn about the exchange between 

Berndorf and Ohasama. 

 

花巻市にはたくさんの歴史があるところが好きです。 

特に宮沢賢治の作った童話は面白いので好きです。 

In Hanamaki, I love that we have a long history, and I really like Miyazawa 

Kenji’s fairytales.  
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私の名前は浅沼凜々子です。西南中学校の２年生、１４歳です。 

My name is Ririko Asanuma.  

I’m 14, and I’m an 8th grader at Seinan Junior High. 
 

私は音楽が好きです。吹奏楽に所属しています。 

ピアノとトランペットを演奏することができます。 

I like music, and I’m in the brass band club at school.  

I can also play the piano and trumpet. 
 

派遣先では、日本とオーストリアの学校の違いについて学びたいです。 

また、たくさんの人と話して仲良くなりたいです。 

During this trip, I hope to learn about the difference between Japanese and 

Austrian schools. 

I also want to talk with lots of people and make some new friends. 
 

花巻にはたくさんの温泉があるところが好きです。 

私の家の近くにも温泉があり、家族と一緒によくそこに行きます。 

What I like most about Hanamaki is that we have lots of onsens, which are 

hot springs, and I go a lot with my family.  
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みなさん、こんにちは。私の名前は髙橋宏臣です。 

私は中学校で体育を教えています。４月から花巻で働いています。 

Hello. My name is Hiromi Takahashi. 

I teach middle school gym, and have been working in Hanamaki since April. 

 

花巻の人はとても親切です。 

So far I've found people in Hanamaki to be very kind. 

 

これでオーストリアは５回目です。私はインスブルック iglsに行きました。 

私は、以前はボブスレーのパイロットでした。 

私の他の趣味は独楽回しです。（独楽回しの実演） 

This is my fifth time to Austria, and I've been to Igls in Innsbruck in the 

past. 

I used to be a bobsleigh pilot, and my other hobby is top spinning. 

 

ありがとうございました。 

Thanks. 
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私の名前は下新井田琴望です。花巻中学校に通っています。 

Hi. My name is Kotomi Shimonida. I go to Hanamaki Junior High school 

 

特技は剣道です。7歳から始めて今年で 8年目です。今年は県大会優勝、全国大会に

出場することができました。 

I practice kendo, which is traditional swordsmanship, and I started when I 

was seven, eight years ago. I won the Iwate Championship, and participated 

in the national tournament this year. 

 

ラットランド市ではホストファミリーからスキーやラットランド市の気候について教

えてもらいたいです。また、自分は剣道を教えたいです。 

During this trip, I hope to learn about the climate of Rutland and about 

local skiing. I’d also like to teach people about kendo. 

 

花巻市は宮沢賢治など、沢山の偉人が活躍した地です。 

What I like most about Hanamaki is that we have some great historical 

figures, such as Kenji Miyazawa. 
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こんにちは。私は鈴木麻央といいます。 

Hi. My name is Mao Suzuki. 

 

花巻中学校に通っています。 

I’m 14 years old, and I’m an 8th grader at Hanamaki Junior High School. 

 

私の趣味は読書です。暇なときはだいたい音楽を聴きながら本を読んでいます。 

My hobby is reading books. In my free time, I usually like to read while 

listening to music. 

 

派遣先では、ホストファミリーからメープルシロップを使ったお菓子の作り方を教わ

りたいです。 

During this trip, I’d like to learn how to make local candies or pastries 

using maple syrup, if you have anything like that. 

 

私は花巻市の自然豊かで空気がきれいなところが好きです。 

What I like about Hanamaki is that we have rich nature and fresh air. 
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私は佐藤昌苑です。 

Hi. My name is Shon Sato. 

 

花巻北中学校に通っています。 

I go to Hanamaki Kita Junior High School. 

 

私の趣味は、短距離走をすることです。陸上部に所属しています。 

My hobby is short-distance racing, and I’m in the track and field club. 

 

また、エレクトーンを弾くことが好きです。私は文化祭で、クラス合唱の伴奏をしま

す。 

I like to play the electronic organ, which I’ll be playing for the chorus 

concert at my school festival. 

 

私はホストファミリーの皆さんとたくさん会話をして、交流を深めたいです。 

I would like to talk a lot with my host family and have some great exchanges. 

 

私は、花巻祭りが好きです。特に、友達と神輿を担ぐことが楽しいです。 

I like the Hanamaki Matsuri festival, and I especially enjoy carrying 

mikoshi, which is a kind of portable shrine that we carry in the parade with 

friends. 
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こんにちは。私の名前は畠山怜緒です。南城中学校に通っています。 

Hi. My name is Reo Hatakeyama. I go to Nanjo Junior High School. 

 

私の特技はバスケットボールです。小学校二年生の時から習っていて今は主将をして

います。趣味はピアノです。 

My favorite sport is basketball, and I’ve been playing since second grade. 

I’m also the captain of our basketball team. My hobby is playing the piano. 

 

派遣先では、アメリカの人と一緒にスポーツをしてみて違いを知りたいです。また、ア

メリカや日本の食文化を知って試したいです。 

During this trip, I would like to play some sports together and see how they 

compare with sports in Japan. I’d also like to learn about local food in 

Rutland. 

 

花巻市には有名な作家がたくさんいます。宮沢賢治が一番好きです。そして花巻市には

賢治の作品が置いてある賢治記念館があります。 

What I like best about Hanamaki is that we have lots of famous authors, like 

Kenji Miyazawa. I think I like him the best. In Hanamaki, we have the 

Miyazawa Kenji Museum, where you can go see some of his works. 
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こんにちは。私の名前はレヴィン小倉名峰美です。湯本中学校に通っています。 

Hi. My name is Naomi Levine-Ogura. I go to Yumoto Junior High School. 

 

私の趣味はエレクトーンです。４歳からエレクトーンを弾いています。一番好きな曲

はテイラースウィフトの「シェイク・イット・オフ」です。 

My hobby is playing the electronic organ and I started when I was 4 years 

old.  My favorite song is “Shake it Off” by Taylor Swift. 

 

派遣先では、ラットランドの伝統的な遊びをやってみたいです。日本では、小倉百人

一首があります。 

I would like to learn about traditional games in Rutland. Japan has hyakunin 

isshu, which is a traditional card game. 

 

花巻市で自分が一番好きなところは、花巻市はとっても景色がきれいです。一番好きな

場所は、円万寺という寺です。朝の景色がとても綺麗です。 

What I like best about Hanamaki is that we have beautiful scenery. My favorite 

place is Enmanji Temple, which has very beautiful scenery in the morning. 
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こんにちは。 私の名前は菅野蓮未です。 

Hi. My name is Hasumi Kanno. 

 

石鳥谷中学校に通っています。 

I go to Ishidoriya Junior High School. 

 

私の特技は柔道です。9歳の頃から習っています。 

My specialty is Judo, and I’ve been practicing since I was 9. 

 

派遣先ではラットランド市の文化について学びたいです。 

During this trip, I hope to learn about Rutland’s culture. 

 

花巻市には豊かな自然があるところが好きです。私の自慢の故郷です。 

What I like best about Hanamaki is that we have rich nature. I’m proud of 

my hometown. 
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こんにちは。阿部光太郎といいます。Hi. My name is Kotaro Abe. 
 

私は体を動かすことが好きです。特にハンドボールが好きです。週末には、花巻の子どもた

ちにハンドボールを教えています。暇なときにはヨーロッパのハンドボールリーグの試合を

見ています。 

I like exercising, and one of my favorite sports is handball. On weekends,  

I teach kids handball, and in my free time I like to watch European Handball 

League matches. 
 

私は花巻市とラットランド市の学校教育における共通点や違いを学びたいです。また、英語

を通して多くの人と出会い、会話をしたいと思います。さらに、この機会に少しでも自分の

英語力を伸ばしたいです。 

During my stay in Rutland, I’d like to learn about the similarities and 

differences in education between Hanamaki and Rutland. I’d also like to 

meet and talk with lots of people, and hopefully improve my English a bit if 

possible. 
 

花巻市には、おいしい食べ物や温泉がたくさんあります。私は温泉がとても大好きです。月

に２、３回は家族と温泉へ入りに行っています。 

What I like about Hanamaki is that we have a lot of great food, and onsen 

bath houses. I really love onsen, and I go probably two or three times a 

month with my family. 
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私の名前は佐藤文です。矢沢中学校の２年生、14歳です。 

My name is Fumi Sato. I’m 14, and I’m an 8th grader at Yasawa Junior High. 

 

私の趣味は音楽を聞くことです。特技は、楽器を演奏することです。 

My hobby is listening to music, and I like to play a few different instruments. 

 

派遣先では、現地の歌を教わったり、調べたりしたいです。 

他にはちょっとした料理を教わりたいです。 

During this trip, I’d like to learn some American songs, and maybe learn 

about some cooking if I get the chance. 

 

花巻市は自然が豊かで空気がきれいです。私が一番好きなのは、星がすごくきれいに

見れるところです。 

What I like about Hanamaki is that we have rich nature, and clean air. 

My favorite thing is that we can see the stars really clearly at night. 
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私の名前は松原彩夏です。東和中学校の２年生、14歳です。 

My name is Ayaka Matsubara. I’m 14, and I go to Towa Junior High. 
 
私の趣味は、本を読むことです。特に好きな本は、宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」です。 

My hobby is reading books, and my favorite is “Night on the Milky Way 

Train” by Miyazawa Kenji. 
 

派遣先では、子供の時から読んでいた本（昔話の様なもの）を持ち寄って、互いに読み

合いたいです。 

I brought some fairytale books that I used to read when I was a kid, so I 

hope we can read some together during my stay here in Clinton. 
 

楽しいことがいっぱいあるというところです。 

例えば、食事だと「マルカン食堂」、観光だと、「宮沢賢治童話村」や「バラ園」。 

What I like about Hanamaki is that we have lots of fun places. For example, 

the Marukan Restaurant, the Miyazawa Kenji Dowa Mura fairytale village, and 

the rose gardens. 
 

イベントだと「アート＠つちざわ」や、「宮沢賢治童話村のライトアップ」などがあり、

魅力的で素敵な街です。 

For events, we have the Tsuchizawa Arts and Crafts Fair, and a nighttime 

lights display at the Miyazawa Kenji Dowa Mura, which is really awesome.  
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私の名前は菊池陸翔です。東和中学校の２年生、14歳です。 

My name is Rikuto Kikuchi. I’m 14, and I go to Towa Junior High. 

 

私は趣味でバイオリンを弾いています。また、合唱も習っていて英語の曲も歌います。 

他にも、鉄道が好きでよく写真を撮ります。 

My hobby is playing violin, and singing in English in chorus. 

I also like railways, and like to take photos of them. 

 

派遣先では、大陸横断鉄道（BNSF鉄道）の歴史や、アメリカの JAZZなどの音楽につい

て学びたいと思っています。 

During this trip, I hope to learn about U.S. intercontinental railway 

history, and about jazz and other music in the U.S. 

 

花巻市一番の好きなところは、四季で色々な顔を見せる、田園風景です。 

私の家の近くでは、夏休み中に SLが走っています。 

What I like best of Hanamaki is our seasonal countryside scenery. 

During the summer, there’s a steam locomotive that passes by near my house.  
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私の名前は佐藤光優です。湯口中学校の２年生、14歳です。 

My name is Miyu Sato. I’m 14, and I go to Yuguchi Junior High. 

 

私はバスケをすること、演劇をすることが好きです。ミニバスでは東北大会にも出場

しました。 

I like to play basketball and act. When I was a junior basketball player,  

I played at the Tohoku Tournament, which was a northern Japan regional 

competition. 

 

派遣先では、たくさんの人とお話しして、思い出をたくさん作りたいです。 

文化の交流もたくさんできるといいなと思います。 

During this trip, I’d like to talk a lot of people, and make some great 

memories. It would also be great to do lots of cultural exchange as well. 

 

花巻市の人達はみんな温かくて優しいです。人と人との関わりが深くて、とても良い

町です。自然もいっぱいで私はこの町が好きです。 

I think Hanamaki has a lot of kind people, and everyone gets along well,    

so it’s a good place to live. I also like that we have lots of nature. 



46 
 

 

 

私の名前は大友理緒です。花巻中学校の２年生、14歳です。 

My name is Rio Otomo. I’m 14, and I go to Hanamaki Junior High. 

 

私の特技はピアノと水泳です。ピアノは 5歳から習っています。ショパンやベートー

ベンの曲を弾くことが出来ます。水泳は、地域の水泳チームに所属しています。 

My hobbies are piano and swimming. I’ve been practicing since I was 5, and 

can play Chopin and Beethoven. I’m also on our regional swim team. 

 

派遣先では、その土地ならではの食材や、郷土料理、家庭料理を食べたいです。 

また、ホストファミリーと一緒に日本食を作りたいです。 

During this trip, I’d like to eat some local food and home cooking, and 

I’d also like to cook some Japanese food with my hosts. 

 

花巻市にはたくさんの温泉があるところが好きです。温泉はとてもリラックスできて、

疲れもとれます。 

What I like best about Hanamaki is that we have lots of onsens, which are 

hot springs bath houses. Onsens are really relaxing and stress-relieving.  
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私の名前は福岡侑成です。南城中学校の２年生、13歳です。 

My name is Yusei Fukuoka. I’m 13, and I go to Nanjo Junior High. 

 

私の趣味は読書です。小さい頃から読書をし、たくさんの本を読みました。 

また、特技とは言えませんが部活動で剣道に取り組んでいます。 

My hobby is reading, and I’ve read tons of different books since I was 

little. 

I also practice Kendo, which is traditional swordsmanship, and am in the 

Kendo club at school. 

 

派遣先では、自然のものを使った飾り物を作ってみたいです。 

During this trip, I hope to be able to do some crafts, maybe with natural 

materials. 

 

花巻市にはたくさん温泉があるところが好きです。 

What I like best about Hanamaki is that we have lots of onsens. 
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私の名前は林崎史宏です。若葉小学校の主幹教諭をしています。 

My name is Fumihiro Hayashizaki. I’m the head instructor at Wakaba 

Elementary School. 

 

私の趣味はスポーツ観戦や漫画を読むこと・犬と遊ぶことなどです。 

My hobby is watching sports, reading manga, and playing with my dog. 

 

派遣先では、大自然の景色が素晴らしいと聞いたので、クリントン村の大自然を味わい

たいです。動物も好きなので、乗馬なども興味があります。 

I’ve heard that the nature in Clinton is really great, so I’d love to check 

it out while I’m here. 

I also love animals, and I’m interested in horseback riding. 

 

花巻市は、花巻まつりが有名です。 

私の働いている小学校では、先生方や地域の方々でお神輿を出します。 

The Hanamaki Matsuri festival is famous back in our city, and during the 

festival I carry a mikoshi in the parade, which is like a really heavy 

portable shrine, along with my coworkers and other local community members. 
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平成 29年度青少年海外派遣研修事業 
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花巻市立 花巻中学校 ２年  菊池 光祐 

 

１ 研修テーマ 

現地での音楽事情を調べたい。例えば、人気のアーティストや、人気の音楽についてです。

また、僕はピアノなどでクラシックを弾くので、それが文化が異なる国でも同じように伝わっ

ているのか調べたいし、民族的な音楽や伝承曲などを学びたい。 

 

２ テーマ設定理由 

 自分は、4 歳からピアノを習い続けていて、今は、エレクトーンもやっていて、いろいろな

曲に出会った。音楽にはすごく興味があるので、調べたいと思った。 

 

３ テーマについての事前調査 

カントリー、ジャズ、ラグタイム、ゴスペルなどのポピュラー音楽や、クラシック音楽、ロ

ック、ラップなど様々な音楽がある。クラシック音楽では、ガーシュウィンが人気。今、アメ

リカで人気の歌手は、アヴリル・ラヴィーンやブルーノ・マーズ、カーリー･レイ･ジェプセン

など。 

 

４ 研修報告 

実際に現地に行ってみて、音楽の楽しみ方が日本と違っていると思った。ノリノリで陽気で、

一緒に踊りたくなるような感じだった。特に印象に残ったことは、日本との共通点と、相違点

だ。共通点は、ドライブ中に音楽を流すことや、イヤホンで音楽を聞くこと、お店の中では音

楽が流れていることだ。ドライブ中には、時間を忘れて、ハイテンションで運転していた。 

相違点は、チップ稼ぎなどでピアノを弾いている人がいたこと、音楽を大音量で流すことだ

った。また、アメリカンＰＯＰは、踊りたくなるような感じの曲がたくさんあり、チップ稼ぎ

もしている人もいた。音楽を大音量で流すことについては、政治や性格などにもよるが、日本

では迷惑に思われるくらいの音量で流しても、現地ではあまり怒られない。むしろ、一緒にノ

リノリで聞いている感じだった。また、家の敷地がだいたい広く、一軒家だと、あまり騒音被

害などはないくらい広かった。だから、ホットスプリングスの人は音楽に親しんでいるのだと

思った。 

そして、僕のホストファミリーの 2人はブラスバンドをやっていて、吹奏楽部に入っていた。

しかも、高校のブラスバンドは人数がすごく多かった。僕のホストチューデントが通っていた

学校はだいたい 50人以上はいた。規模が大きいなと感じた。また、ちょうど行ったときには、

ダウンタウンというストリートで、行進しながら楽器を吹くことをしていた。これは、日本で

はあまりないことだなと思った。見たときは、小規模でやっていたが、クリスマスやハロウィ

ンだと、ストリート全体に人が集まるくらい大きなパレードだとホストファミリーから聞いた。 

僕の一番知りたかったピアノのことについては、「ピアノよりブラス（吹奏楽）の方が楽しそ

う」という考え方から、あまりピアノを習っている人が少なく、弾けると、「おー」という感じ

だった。正統派のクラシックを弾くのではなく、何となく盛り上がる曲を楽しそうに弾いてい

るとさらに盛り上がった。つまり、ホットスプリングスでは、ピアノは習い事ではなく、人を

楽しませる楽器だった。でも、やはりクラシックもしっとりしていて良いよね、という人もい
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た。僕は、クラシックコンサートのチケットの値段は、アーティストのライブなどのチケット

の値段より高く、アーティストなどの方が身近に感じるため、POPの方が人気なんだと思った。

今回、この海外派遣研修では教会に行ったときに、パイプオルガンを弾かせてもらって、良い

体験になったなと思った。また、小学校の音楽の授業では、クリスマスに向けて歌を歌ったり、

踊りながら歌ったりしていた。踊りながらの授業は日本にはあまりないと思った。また、音楽

の授業にはいすがなく、座るときは安座だった。このことにより、体を動かす授業がしやすく

なる。このように、体を動かして音楽を楽しむ、ということを小さいことから経験することで、

子どもたちは現地の人のようなリズムに乗って音楽を楽しむ大人に成長するのだと考えた。 

学校での音楽の授業は、大きく違っていた。 

 

５ まとめ 

この海外派遣研修に参加して、他国の文化を知ることは大事なんだと感じたし、楽しいと感

じた。日本とは異なった文化だけれど、それらには良さがあった。また、社会などで学んだこ

とも踏まえながら学ぶと、さらにおもしろいなと思った。だから、授業は大切だと思う。反省

は、始めの方で緊張してしまって、あまり話せなかったこと。でも、一回話してみると、楽し

さが分かってきて、英語を話すことが楽しいなと思った。これからは、この経験を他の人に伝

えて、海外に興味を持ってもらいたいと思った。また、英語はこの社会には必要だということ

を伝えていきたい。本当に充実した海外派遣研修だったし、すごく楽しかった。また、海外に

行きたい！ 

 

教会で弾かせてもらったパイプオルガン        小学校の音楽の授業（立ち授業） 

  

高校のブラスバンドの部屋           OSAKAという名前の日本料理店 

（日本とつながりがある） 
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花巻市立 花巻中学校 ２年  田面山 尚子 

 

１ 研修テーマ 

アメリカ・ホットスプリングスのスーパーマーケットの特徴 

→広さや安さ、頻度、交通手段の日本との違い 

 

２ テーマ設定理由 

私は買い物が好きで、よくスーパーやショッピングモールに行くから。 

アメリカのスーパーマーケットは品揃え豊富で安いというイメージがあるが実際どんな感じ

なのか知りたい。 

また、交通手段や買い物に行く頻度が日本とどのように異なるか気になったから。 

 

３ テーマについての事前調査 

インターネットを使って調べた。 

・派遣先のアーカンソー州には世界規模のスーパーマーケット、Walmartの本部がある。 

・カートはアメリカンサイズで大きくて便利 

・冷凍食品が充実していてシリアルが豊富 

・アメリカでは自転車はあまり乗らない。基本的にどこに行く時も車を使用する。 

 

４ 研修報告 

Walmart のスーパーマーケットは小さい店から大きい店まであり、ホットスプリングス市内

にたくさんありました。 

小さいとはいっても花巻にあるイトーヨーカ堂の１階の広さぐらいでとても広く、ホストフ

ァミリーにひとつひとつ食料品の説明をしてもらっていたらかれこれ２時間もたっていまし

た。 

また、大きい Walmart には日本おなじみの Subway が店の中にあり、他にも食料品におもち

ゃ、衣類、自転車や電化製品などの生活用品、イベントグッズなどが揃っていました。 

 

・駐車場がすごく広い 

ホットスプリングスの街は、日本のように小さいスーパーマーケットなどの建物が並んで建

っているのではなく、大きいスーパーマーケットが分散して建っているので、徒歩や自転車で

移動して買い物に行く人は見られず、徒歩や自転車の移動は考えられない環境でした。お客さ

んは皆車で来るので駐車場も広いです。 

 

・カートが Bigサイズ 

普通のスーパーマーケットに置いているとは考えられない大きなカート。この大きなカート

がすれ違っても平気なくらい通路もとても広かったです。 

 

・車椅子のカートも 

店内が広いスーパーマーケット。足腰が不自由な方やお年寄りの方のための車椅子にカゴが
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ついているカートがあって驚き、とてもいいなと思いました。 

このようなカートは一見どこにでもありそうですが、私は今まで見たことがなかったので、

高齢化が進んでいる花巻でもできたらいいなと思いました。 

 

・ため買いはしなかった 

アメリカの人といえば、１回の買い物でたくさん買ってためておくというイメージでした。 

しかし、大都市ではないホットスプリングス市では運搬時間が長く、生野菜はあまり新鮮で

はないので、私のホストファミリーには意外と一気に買うような習慣はありませんでした。私

のホストファミリーはよく外食に行ったりするので、買い物は週に１回程度で済むそうです。 

また、事前調査のとおり冷凍食品が豊富で、保存期間が長くなっても大丈夫な冷凍食品は、

新鮮な生野菜の代わりになっているのかなと私は思いました。 

 

５ まとめ 

毎日が新しい発見ばかりで１０日間の研修はあっという間で夢のような時間でした。 

ホストファミリーに日本の風潮や文化を教えるととっても驚いてくれて私も伝えたかいが

ありました。逆に私が教えてもらって驚いたことは、私のホストスチューデントの学校がある

地域では雪はあまり降らなくて、１回降ると学校は休校になるということです。 

このような機会が人生で１回あれば世の中を見る目が大きく変わると思います。私の場合、

気になったことはすぐに「これは何ですか？」と聞くことができるようになり、たくさん吸収

することができました。この経験を忘れることなく、世の中で疑問に思ったことは放っておか

ず、たくさん見て聞いて知って自分に吸収させることが大切だと思いました。また、その吸収

させたことをいろんな人に共有できる人になりたいです。 

     

 

                

  

種類が豊富なシリアル アメリカンサイズの大きなカート 

車椅子のカート ホストスチューデントの友達 

種類が豊富なシリアル 
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花巻市立 花巻北中学校 ２年  岩渕 美涼 

 

１ 研修テーマ 

 私は海外派遣を通し、日本と外国のスポーツの違いについて調べたいです。  

 

２ テーマ設定理由 

1 つは、先輩方の報告会で、地球にこんな別世界があるのだ、日本とは全く違う！と思った

からです。そして、それらは、生活の違いが 1番大きかったと思います。何から何まで違うの

で、自分の目で確かめに行きたいと思ったし、海外に行くことで、見つかる違いばかりではな

く共通点も見つけたいと思ったからです。 

もう 1つの理由は、スポーツは誰もが興味があるテーマだと思うからです。日本と外国では

人気のあるスポーツは違うと思うし、スポーツが好きなので、とても興味深いです。 

 

３ テーマについての事前調査 

インターネットを使って、アメリカで人気のあるスポーツなどについて調べました。その他、

分からないことは、現地でインタビューなどを通し、調査したいと思います。 

 

４ 研修報告 

私のホストファミリーは音楽関係の方だったことから、あまり、スポーツは、好きではない

ということでした。しかしスポーツをすることが好きではなくても、スポーツ観戦は、好きな

ようでした。テレビでは、アメフトの試合や、ドローンを使ったスポーツなど、さまざまな競

技が放送されていました。 

また、ホストファザーは、野球が好きだと言っていました。ホストスチューデントのケイテ

ィは吹奏楽部だということもあり、クラリネットを演奏してくれました。すごく楽しそうに演

奏している姿と、流れるような音色に心が震えました。そのうえ、ケイティはダウンタウンの

パレードでも活躍していて、とてもかっこよかったです。ケイティのチームだけでなく、たく

さんの団体が出演していました。力強い音楽から、やわらかい心を癒す曲までさまざまでした。

聴いていてとても感動しました。 

 

５ まとめ 

私は海外派遣事業に参加し、とても充実した日々を過ごすことができ、たくさんのことを学

びました。しかし、何にでも挑戦しようとする気持ちから、体を無理させてしまい体調を崩し

てしまいました。 

何でも挑戦することはとても大事で、生きていく上では必要なことだと思いますが、自分の

心を優先することも大事だと感じました。しかし、体調が悪いときはホストファミリーや周り

の仲間たちや、先生などが優しく対応してくださり、とても安心しました。 

少し無理をしてしまいましたが、何にでも挑戦したことでコミュニケーションが取れるよう

になり、ホストスチューデントと仲良くなれました。また、本場の英語をたくさん聞くことが

でき、とても勉強になりました。しかし、まだ自分の英語力が足りず聞きたいことが出てこな

かった場面がたくさんあり、もどかしい思いを何度もしました。 
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 これからは、この経験をいかし、英語をうまく伝えられなかった悔しさを忘れずに勉強して

いきたいと思います。 

 

 

  

飛行機の中から              ザ・ベテランズパレード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バンドのメンバーと一緒に 
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花巻市立 南城中学校 ２年  伊藤 朱美怜 

 

１ 研修テーマ 

 アメリカと日本のバリアフリーはどのように違うのだろう 

 

２ テーマ設定理由 

自分にも足に障がいを持った家族がいて、「暮らしていると不便な事が多く有る」と言ってい

ました。私は普段何も思う事は無いけれど、体に障がいを持つ人々の立場からしてみると大変

な事が山ほど有ります。それに、「日本のバリアフリーは外国に比べて少し遅れている」という

話を聞いたことが有り、実際に自分の目でどうなのかを確かめてみたいと思いました。 

 

３ テーマについての事前調査 

バリアフリーが進んでいる国の一つとして、まずアメリカが挙げられます。道が平らで段差

も少なく、障がい者や高齢者なども気軽に外へ出かける事が出来ます。 

 

＊アメリカのバリアフリーの歴史 

1960年代頃・・・人種や性別・国籍に関して様々な運動が行われ、バリアフリーについて人々

が少しずつ考えるように・・・。それがやがて、障がい者の権利運動に発展しました。 

1990年・・・アメリカで「ADA（障がいを持つアメリカ人法）」という法律が出来ました。これ

が出来てから本格的にバリアフリー化が進む。 

       ⇓ しかし・・・ 

いくら法律を定め、バリアフリー化しても、全ての人に対応するのは簡単な事ではありません。 

 

４ 研修報告 

私は、学校や教会を訪問しているときや、ホストファミリーと過ごしているときにバリアフ

リーについて気付いた事を写真に撮ったり、直接尋ねたりして調べました。 

アメリカのデトロイト・メトロポリタン空港では空港の中に電車が走っていて、誰でも施設

内の移動に利用する事が出来ます。また、ホームと電車の間の隙間は狭くて段差も無いので、

車椅子の利用者や高齢者の方でも楽に乗り降りが可能です。他にも、短い区間ごとに設置され

ているごみ箱は長い距離を歩くことなくごみを捨てられる事から、施設の衛生管理にも繋がっ

ていると思いました。教会を訪問したとき、障がいを持った方や、足に怪我をしている人も、

上のフロアーへ行けるように、階段に昇降機が設置されていました。 

ホストファミリーと庭園のような広い場所に行った時には、自由に使用できる車椅子やベビ

ーカーが置いてありました。これは、日本でも見たことがあります。 

ホストスチューデントとマクドナルドへ行った時には、トイレであることに気付きました。 

それは、手洗い後の乾燥機「ハンドドライヤー」の違いです。日本では、上から手を入れるタ

イプの物がほとんどなのに対して、現地ではハンドドライヤーの下に手をかざすタイプでした。

これなら、車椅子利用者だけではなく幼い子供も使用しやすいと思いました。ペーパータオル

も機械の中に入っており、手をかざすとセンサーで反応して出てきます。 

スーパーマーケットでは、車椅子の方でもクレジット決済した時のサインがしやすいよう、 
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レジには手元に出てくる収納式の小さなテーブルが取り付けられていました。 

このように、私が行ったホットスプリングス市ではバリアフリーが日本よりも進んでいると

感じました。 

  

５ まとめ 

 私は今回の研修で、たくさんの事を学ぶことが出来ました。たくさんの人達との出会いも多

くの感激と感謝につながりました。また、自分がもっと英語が話せたら・・・もっと気持ちを

伝えたいと思う事も度々ありました。 

食生活の違いも毎日の事なのでカルチャーショックがものすごかったです。生活様式や時間

の使い方など、日本に居ては経験出来ない多くの事がありました。それが楽しく充実したもの

になったのは、アメリカに慣れない私を迎え入れてくれたホストファミリーのおかげです。お

客様というよりも家族の一員として私をたくさん抱きしめてくれて、言葉が通じなくても心が

通じている安心感を与えてくれました。 

この体験は私の一生忘れられない思い出となりました。 

現地では、たくさんのバリアフリーを見てきましたがどれも障がいを持っている方だけのも

のではなく小さい子供やお年寄りも含め、皆が暮らしやすいように設置されていました。 

そして私は、これまで以上にバリアフリーの事に目を向け、自分でもどうすれば暮らしやすく

なるかを考えて行きたいです。 

ただ、今回の派遣事業で一番悔しかったのが、やはり言葉の未熟さです。おかげで今後は、

これまで以上に英語をたくさん勉強する決意がとても強いものとなりました。 

またホストファミリーにも再会したいです。その時には、自分の思いを自由に言葉で伝える事

が出来るようになり、成長した姿を見てもらいたいと思います。 

 

 

電車の出入り口        ハンドドライヤー         昇降機 
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   花巻市立 石鳥谷中学校 ２年  高橋 大輝 

 

１ 研修テーマ 

 派遣研修では、ホットスプリングス市にある温泉施設はどれくらいあるのか、どのような温

泉の成分で、どのような温泉の分類にはいるのか、どのくらい人気なのか、温泉の雰囲気・様

子はどうなのかについて調べたいと思います。 

 

２ テーマ設定理由 

 このテーマを設定した理由は、花巻市には花巻温泉や台温泉、鉛温泉などといったたくさん

の温泉があり、花巻市とホットスプリングス市の大きな共通点だといえます。しかし、温泉と

いう共通点はあっても温泉の成分や使用の目的、湧き始めた時期などは違うと思います。だか

ら、その違いを明らかにしたいと思い、調べました。 

 

３ テーマについての事前調査 

 事前調査（インターネット）で、分かったことは次のとおりです。 

＜温泉＞ 

・８つのバスハウスがある（そのうち、営業しているのは２つ） 

・アメリカでは、ホットスプリングス市の温泉施設（バスハウス）が立ち並ぶバスハウス・ロ

ウという通りを国家歴史登録財に指定している。これは、ホットスプリングス国立公園に指定

されている区域に含まれている。 

＜学校生活＞ 

・昼食はカフェテリアで食べることが多い 

・制服がない学校が多い ・掃除は生徒ではなく、業者の方が行う学校が多い 

・州によって学校の仕組みが違う 

・スマホなどの電子機器の持ち込みが可能 

・髪を染めたり、化粧をしてもよい学校もある 

＜その他＞ 

・靴は基本脱がない   ・食品のパッケージが大きい   ・ドアは開けっ放し 

・トイレとシャワーが同じ部屋にあることが多い 

・運転免許証は、一番早いところでは１４歳から取得できる州がある（条件付き） 

・長さ、重さ、速さなどの単位が違う（㎞→mi  ｇ→oz  km→mph） 

 

４ 研修報告 

現地では、姉妹都市エグゼクティブディレクターのメアリー・ズーニックさんから話を聞い

たり、コリー・オールダーダイスさんと、直接温泉に入ったりして調べました。 

ホットスプリングス市には現在２つの温泉（バスハウス）があります。かつては８つのバス

ハウスがあり、第二次世界大戦中に湯治場として入浴客の数は約６５万人でしたが、その頃発

達した抗生物質の技術により、入浴客の数は、減っていきました。また、自動車が普及し１回

の休暇で多くの土地を巡れるようになったことや、温泉は高齢者のものと見なされ、若年者の

間では、関心が薄れていったことも入浴客の数が減った原因だと考えられています。そのため、
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１９６０年代から１９８０年代にかけて、次々とバスハウスが閉館し、今は２つだけが残って

いるという状況です。また、ホットスプリングス市には飲泉（写真１）や噴水（写真２）など

があり、温泉が地域に根付いていることが分かります。ちなみに、花巻市には１２の温泉地（花

巻温泉、台温泉、金矢温泉、松倉温泉、志戸平温泉、渡り温泉、大沢温泉、山の神温泉、鉛温

泉、新鉛温泉、花巻北温泉、東和温泉）があります。 

 次にバスハウスの成分、分類です。ホットスプリングス市のバスハウスの源泉は約４０００

年前に降った雨が地下２４００ｍまで浸透し、地熱によって温められ、地表へと湧き出たもの

です。なので、日本のように火山によってできた温泉ではありません。湯量は毎分約１８４０

ℓ、源泉の温度は６２℃です。温泉に含まれる物質の量は少なめで単純温泉に分類されます。主

な成分はシリカ（二酸化ケイ素）、カルシウム、炭酸水素塩です。花巻温泉郷はだいたい弱アル

カリ性単純温泉でここはある程度、共通点といえます。 

 ホットスプリングス市のバスハウスは日本の温泉ほどの人気はあるとはいえませんが、アメ

リカ国内や海外からもバスハウスに入りにたくさんのお客さんが訪れます。また、ここ最近で

は、治療の目的から、温泉リゾート地へリニューアルしたため、入浴客の数も増え、街に活気

が戻ってきています。 

 最後に、バスハウスの雰囲気・様子です。ここは、花巻市の温泉とホットスプリングス市の

バスハウスの大きな違うところです。バスハウスは温泉と違い、建物の外観がとても洋風（写

真３）です。浴場も洋風で、天井には窓があります。また、温泉の中は、（写真４）ビーチチェ

アやテーブルがあり、レモネードが飲めるなど、温泉よりもプールに近い印象を受けました。

バスハウスでは、足が不自由な人向けに入浴補助リフトもあり、足が不自由な人への配慮がな

されていました。このリフトは、日本の温泉にもあるといいバリアフリーだと思います。 

  

５ まとめ 

 今回、温泉について、調べることで、ホットスプリングスの街の成り立ちを知ることができ

ました。日本の温泉と、アメリカのバスハウスの共通点は、単純温泉であること、いろいろな

ところからたくさんのお客さんがくること、入浴した人をいい気持ちにさせてくれることだと

思いました。そして、日本の温泉にはもっと充実したバリアフリーが必要であることを感じま

した。 

 ホットスプリングス市に滞在中に感じたことは、アメリカ人はとても陽気で明るい人が多い

ということです。しかし、「あなたは黒人を嫌いますか？」と聞いてくる黒人の方もいて、人種

差別問題について考えさせられる場面がありました。 

私は、英語は得意とまでは言えません。しかしホストファミリーが簡単な英語に直してくれ

たり、翻訳アプリを使って日本語にしてくれたりととてもやさしくしてくれました。ホットス

プリングス市の学校へ行った時も、たくさんの生徒が明るく話しかけてくれたり、授業を説明

してくれたり、とても嬉しかったです。 

今回の研修では十分に英語で話すことができませんでした。しかし、「英語で話すこと」がす

べてではないと思うので、表現力や国際社会を理解することも大切にしたいと思います。 
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写真１（飲泉）                写真２（温泉の噴水） 

 

  

写真３（バスハウス）          写真４（バスハウスの中）   
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岩手県立 一関第一高等学校附属中学校 ２年  梅村 琴音 

 

１ 研修テーマ 

日本とアメリカ（ホットスプリングス）の学習法、授業の仕方の違いについて調べ、ちがう

理由についても探ってみたい。 

また、その違いからそれぞれの良さを見つけ、帰ってきてからの学習や学校生活に活かした

い。 

 

２ テーマ設定理由 

・以前ホームステイに来たアメリカ・ホットスプリングス市のドーン・シンさんに学校の様子

を聞いた時、日本との違いの多さに驚いた。 

・一関一高附属中学校の目標は「次世代のリーダーを育成する」こと。その授業方法について

母に話した時、「アメリカっぽいね」と言われた。どこがどのように似ているのか知りたかった。 

・アメリカは、世界のトップというイメージが強い。どのような教育をしているのか興味があ

った。 

これら３つのきっかけから、テーマを設定した。 

 

３ テーマについての事前調査 

インターネットで、アメリカの教育について基本情報を調べた。 

・小学校でも留年・飛び級がある。学年終了時の通知簿には、「来年お勧めの学年」が明記され

ている→年齢より学力を重視 

・ＰＴＡの活動が活発 

・塾が少ない。しかし宿題が多い。 

・日本は６・３・３システムだが、アメリカは場所によって違う（６・２・４もしくは５・３・

４がポピュラー） 

 

４ 研修報告 

現地での、学校訪問やホストスチューデントとの学校生活では、「日本ではやらないこと」「現

地ではやらないこと」に注目した。 

まずは、「日本ではやらないこと」について述べる。ASMSA でのアートの授業では、「クリエイ

ト」を意識した授業で、何もないところから創り出すことを学んでいた。真っ白な紙と、多く

の画材、指示はほとんどなし。ではコラージュを始めてくださいと言われると、ASMSA の生徒

たちはすぐにとりかかった。一方日本の生徒は、やったこともないことに戸惑ってしまった。

翌日のミドルスクールでは、雑談をしてくださいと言われ、現地生徒２・３人の中に日本人が

１人というグループで話そうとしたが、私は話題が見つからず言葉に詰まってしまった。さら

に、生徒さんが積極的に話しかけてきてくれるのだが、聞き取れず、翻訳アプリも正確ではな

く、苦労した。次の家庭科の授業では、枕（ネックピロウ）制作をした。先生はほとんど関わ

らず、生徒さんたちが私たちを手伝い、教えてくれた。 

６日目のマウンテンパイン高校では、「身近な問題を、コンピューターを使って生徒たち自身

で解決していくクラス」を見学、生徒さんたちが製作した VRを体験した。また、この学校の生
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徒会執行部では、「多くの家庭に火災報知機をひろめるには」「図書の利用を積極的にするには」

などの課題を解決しようとしているという。ホストスチューデントの学校、レイクハミルトン

では、先生がスライドを使って教える→プリントなどに取り組む→自主学習という授業の進め

方だと感じた。「フリーワークの時間」というのがあり、生徒自身で自分に何が必要かを考えて

学習する時間が日本よりはるかに多かったように感じる。また、女子高生の身につけるべき力

の中に、「赤ちゃんを育てる」というのがあるようで、人形の世話を一日している高校生もいた。

座学で学ぶよりも、より社会に出た時役立つのではないかと思った。 

これらの「日本ではやらないこと」から、アメリカでは生徒たちの自主性を重視しているの

だと感じた。多くの民族が共存するアメリカで、いかに自分が自分として生きていくかを教え

ているのではないのだろうか。 

次に、「現地ではやらないこと」について述べる。一番印象に残っているのは、現地では調理

実習は高校からしかやらないということだ。日本では、小学校から必修科目として調理実習を

行っている。また、日本の給食のようにみんなでそろって昼食、ということもない。 

このようなことや、日常生活で感じたごく小さな違いなどから、日本は「創造」や「改革」

などよりも、「安定」や「平和」を重視しているのではないかと感じた。安定した生活を送るた

めに、衣・食・住を学ぶ必要があり、調理実習も行う…のかもしれない。 

 

５ まとめ 

・アメリカは、安定はしないかもしれないが、世界を変えていく・創造していく力がある。 

・日本は、世界を変えるほどの力はないかもしれないが、大きな争いなどは少なく安定する。 

これが、教育の違いから考えた私のまとめである。自分が見てきたものはアメリカという国

の一部だが、ここから考えると前述のようになると思う。どちらがいいというわけではなく、

どちらの良さも生かしていくのがベストではないだろうか。 

海外派遣研修に参加して驚いたことの中に、「日本で習う英語が通じることと、通じないこ

と」がある。Let me see…や What is it?など、習った英語がしっかり使われているのに驚い

た。そして、座学だけでは話せない、テスト用の勉強、テスト用のリスニングも全くと言って

いいほど意味がない、と感じた。普段からネイティブと話しなれていないと簡単な文でも聞き

取れない。どれだけ書く力があったとしても、聞き取る力ととっさに出す（話す）力がないと、

アメリカでは苦労するということが分かった。しかし、「コミュニケーションをとる」という点

からみると、結局のところ、知らない人とも積極的に話せるかどうかと、どれだけの単語量を

持っているか、が重要になると感じた。本気で伝えようという気持ちがあれば、通じるものだ

と思う。 

また、アメリカに行って外側から日本を見て、どれだけ日本が恵まれているのかを実感した。

例えば、現地は表示が少なかったり、道路がガタガタだったり、ホテルに歯ブラシなどが無か

ったりなど、日本では当たり前だと思っていたことが通用しなかった。そして、自分の国につ

いてしっかり分かっていないと国際社会では活躍できないということも感じた。だから、これ

から私は、日本のことについて、日本の良さについてもっとよく学び、それを世界に広めてい

けるように英語力を高めたいと思う。 
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「クリエイト」の授業にて 

二人で協力して、 

何もないところから創り上げた 

ホストスチューデントの学校、レイクハミルトンのカフェテリア 

来た人から順に指定されたテーブルで食べる 

体育館ほど広い 

高校の調理実習に参加 

チョコレートチップクッキーを作った 
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花巻市立 南城中学校教諭 髙野橋 祐子 

 

１ はじめに 

今回、花巻市内の中学校２年生６名、花巻東高校の生徒２名、花巻北高校の生徒４名、引率

の花巻北高校の下町校長先生、花巻北高校の英語科の齋藤先生、花巻東高校の英語科の照井先

生、の総勢１６名でのホットスプリングス市訪問となりました。高校の英語の先生も一緒とい

うことが安心材料となりましたが、ホームステイ先では自分一人での生活となり、若干の不安

とともに、参加することとなりました。 

初めての渡米で、生活様式や食生活や文化等アメリカと日本の違いを、肌で感じたいという

思いがありました。また、教育現場の違いも確認し、今後の自分の教員生活に活かせるように、

しっかり研修してこようという強い思いを抱いて、アメリカに旅立ちました。 

 

２ 研修報告 

（１）ホットスプリングス市について 

ホットスプリングス市は、人口約３５，０００人で、北緯３４度（香川県高松市とほぼ同じ

緯度）で、夏は蒸し暑く、冬は比較的温暖なところです。ホットスプリングス市で過ごす初日

は、１１月３日でとても暖かく、日中は気温が２８度で暑いくらいでした。研修期間に市内の

様々な場所を訪れました。その中で印象に残っているのは、ダウンタウン（市街中心部）見学

です。そこには、国立公園に指定されている区域がありました。 

温泉が湧いているところが何か所かあり、蛇口をひねると温水が出てくるスタンドもありま

した。大きなボトルをたくさん持ってきて、温水を汲んでいる方がいました。ダウンタウンに

は、バスハウスが並んでいる通りがあり、「バスハウス・ロウ」と呼ばれていました。今も温泉

施設として使われている建物がある一方で、レストランやお土産屋さん等の店となっているも

のもありました。ホットスプリングス市は、観光と保護の街として人気があるそうです。ダウ

ンタウン見学の際も、ガイドブックを片手に歩いている外国人を何人か見かけました。 

また、市街中心部にはギャラリーが多くあり、芸術の振興にも力を注がれています。４日目

に訪れた芸術センターは、６才から大人までが芸術を学ぶ施設でした。その時にはメキシコの

祭りの「死者の祭り」の装飾が飾られていました。どくろをモチーフにした飾り物がたくさん

あり、死者を悼む日本の「お盆」のようなものでした。他にも街を歩いていると、巨大な絵が

壁面に描かれてあるところがあり、いくつかのギャラリーを目にしました。 

 

（２）学校訪問 

①ＡＳＭＳＡ－アーカンソー文理数高校 

初日に訪れたこの学校は、ビル・クリントン元大統領が州知事時代に設立した学校です。 

アメリカの公立高校は基本的に学区制ですが、この学校は書類審査等で選定されて入学する進

学校です。アメリカのトップ１００の高校の上位に位置する学校だそうです。また、インター

ネットでこの高校を検索したところ、この学校では、ロボット工学、量子力学、天体物理学、

免疫学、人工知能などについて調べ、専門家を育成していることが分かりました。 

その中で初めに日本語のクラスを見学しました。アメリカ人のエリザベス先生が、１７名の

生徒に日本語を教えていました。そこでは、日本人とアメリカ人がペアになり、次の週に行わ
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れる日本語の会話テストの練習を行いました。日本人の生徒が「あなたのお母さんは、どんな

人ですか。」などと日本語で質問をし、アメリカ人の生徒が答えていました。次に、美術のクラ

スに行き、テーマを決めてそれをコラージュで表現するという授業でした。これも日本人とア

メリカ人が２人のペアとなり、コラージュの作業を１０分行い、作品を交換しペアの人の作品

につけたして行き、それを何回か繰り返していました。どちらの授業でも、会話を交わしなが

ら作業を進めていました。 

この学校と花巻北高が、２０１６年夏に姉妹校提携を行い、この学校の校長先生等が花巻を

訪れました。その時の写真が飾ってありました。今後花巻北高では毎年春休みに、ホットスプ

リングスに派遣生を送っていくそうです。 

  

     日本語の授業（口頭試験の練習）           美術の授業（コラージュ作り） 

 

②ホットスプリングス・ミドルスクール 

この学校は、日本でいう小学校と中学校が併設されていました。この学校では、生徒一人に

一台アイパッドが配付されていました。まず初めに、先生から学校の概要等の説明がありまし

た。この学校では教科書がなく、学習内容はアイパッドで見て、学習内容の記録もそれで行う

そうです。図書室も見ましたが、本を借りる生徒はほとんどいなく、生徒は電子媒体で本を読

むそうです。また、この学校では、校内でスマホは使用不可だそうです。なぜなら、校内の様

子を写真で撮り、それを校外に流すことにより問

題が起きるのを避けるためだそうです。また、こ

の学校では「いじめ」も問題となっており、スク

ールカウンセラーの先生が、対応していました。

ここでは、「モデル・テクノロジー」という授業に

参加し、パソコンを使ってプレゼンテーション作

りを行っていました。次に、最新式のミシンを使

った、「ネーム入りネックピロウ」作りを行いまし

た。 

                         「モデル・テクノロジー」の授業 

③レイクハミルトン高校 

この学校は、小・中・高合わせて、生徒数約４，３００人の大規模な学校です。登下校の際

にスクールバスや自家用車で学校周辺が大渋滞になります。 

まず初めに小学校２～３年生のクラスに行きました。そこでは、日本に来たことのある先生
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が、その時に撮った写真を生徒たちに見せ、日本の文化を教えていました。その後、箸の使い

方を日本人の生徒がアメリカ人に教える場面がありました。 

次に中１の授業を見ました。そこでは、コンピューターのプログラミングをして、簡単なゲ

ーム作りをしていました。その操作の仕方を一緒に学び、交流しました。その時にアメリカ人

の先生から、「日本はもっと進んだ授業をやっているか。」と聞かれ、そうではないことを伝え

ると、日本はもっと進んでいると思っていたと驚かれました。 

最後に高校を見学しました。そこでは、家庭科の時間でソフトクッキー作りを体験しました。

アメリカ人の生徒と日本人とが混ざりグループを作り、クッキーを一緒に作りました。焼きあ

がったクッキーはやわらかくとても甘かったです。次に施設見学をし、体育館の大きさに驚き

ました。観客席もあり、中央には電光掲示板がありました。アメリカンフットボール部のトレ

ーニングルームも見て、ベンチプレスが５０台ほどあり、日本のジムのような場所で、これに

も大変驚きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       スクールバス                   ソフトクッキー作り 

④マウンテンパイン高校 

この学校の校長先生は私のホストファミリーで、２日間この学校で過ごしました。この学区  

は、経済的に困窮している家庭があるため、学校で３食の食事を提供していました。９時３０

分から１０時の間に朝食をとっていました。 

ある授業を見学していると授業の途中に廊下に朝食

が運ばれてきて、廊下にそれを取りに行き、教室で授

業を受けながら食べているという場面がありました。

昼食と夕食の提供は今までも行っていて、朝食の提供

は２年程前から行われているとのことです。大変な状

況であると感じました。 

この学校では、たくさんの授業を見ることができま

した。                         マウンテンパイン校の昼食  

その中でも印象に残ったのは、電子機器を使っての授業です。この学校でも生徒一人に一台

のパソコンが与えられていました。（学校でのみ使用）教科書はなく、その画面に学習内容が表

示されていました。社会の授業でアーカンソー州の偉人をプレゼンテーションする授業を見ま

した。そこでは、電子黒板があり、生徒の様子を先生のパソコンで把握し、それを見てアドバ

イスをしたり、良い例を電子黒板に映したりしていました。授業が電子化になったのは１年前

で、試行錯誤で電子黒板を使っての授業を行っているとのことでした。 
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マウンテンパイン校を訪問した時に、アメリカンフットボールの大会があり、大会に向かう

選手を、小・中・高の生徒全員が見送っていました。アメリカでは、スポーツで一番人気があ

るのがアメリカンフットボールです。そのため、アメリカンフットボール部はみんなの憧れの 

的で、全校で見送りをするそうです。 

    電子黒板を使った歴史の授業               全校でアメリカンフットボール部を見送る様子 

 

３ おわりに 

今回の研修を通して、たくさんの学校を見学し、それぞれの学校の特色を感じることができ

ました。すべての学校で１クラスが最大２０人程度で、少人数で先生の目が行き届いているな

と感じました。また、どの学校も生徒にアイパッド等が配付され、電子黒板が必ずあり、日本

より進んでいると感じました。アメリカの授業は生徒が自主的に学ぶというスタイルで、グル

ープで協力しながら学習する場面が多く見られました。学校案内をするのが学生という学校も

あり、自分の考えをしっかり持って行動しているという印象です。 

今回の派遣は花巻北高校・花巻東高校の生徒も一緒で、その中には中学校の時にこの研修で

渡米を経験し、２回目という生徒が２人いました。その生徒たちは自分からどんどんアメリカ

人に話しかけ、交流をする姿を見て感心しました。その一方で中学生は少し遠慮しているなと

いう場面がありました。海外では、自分の意見をはっきりと話すことが必要だと強く感じまし

た。また、様々な場面で「あなたはどう感じるか。」ということを聞かれました。その人が何を

考えているのかを、はっきり言葉で伝えあうのがアメリカの文化だと感じました。 

また、今回の研修でアメリカの良さを感じるとともに、日本の良さも感じることができまし

た。現地で食事をして日本食が恋しくなりました。野菜が多く手の込んだ日本食は素晴らしい

なと感じました。さらに花巻の良さを感じることもできました。今後日本や花巻の良さを説明

できるように、もっと日本や花巻のことを知っていきたいという思いを強くしました。 

そして、なによりホットスプリングスの方々の心の温かさを感じたのが、今回の研修の最大

の財産だと思います。それは、来年姉妹都市提携２５周年を迎え、今まで交流してきた方々が

良い関係を築いてきたからだと思います。自分自身もその中の一人となり、自分にできること

を行っていきたいです。そして、これからもこの姉妹都市交流を大切にしてほしいです。 

最後に、協会の皆様、コーディネーターの方々、ホストファミリー、出会った皆様、本当に

ありがとうございました。 
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ベルンドルフ市派遣団 
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花巻市立 花巻中学校 ２年  菊池 純晟 

 

１ 研修テーマ 

音楽文化 

・学校の音楽の授業について 

・生活に浸透する音楽について 

 

２ テーマ設定理由 

僕は小さい頃からバイオリンを習っていて、モーツアルトやベートーベンなどの曲を弾いたこと

があります。オーストリアは、たくさんの有名な音楽家が活躍した音楽の国です。 

そこで、オーストリアの学校の音楽の授業がどのように行われているか、人々の生活に音楽文化

がどのように根づいているのか知りたいと思い、このテーマを設定しました。 

 

３ テーマについての事前調査 

・オーストリアには、音楽に関係した博物館や、作曲家の生家などがたくさんある。 

・お土産は、音楽に関係したお菓子が有名。 

・コンサート、オペラが毎晩行われ、身近に音楽を楽しんでいる。また、ニューイヤーコンサー

トが、毎年ウィーンで開催されている。 

・ギムナジウム校では、教科書 CLUB MUZIC でベートーベンやモーツアルトなどのたくさんの作

曲家について学んでいる。 

・オペラのチケットは日本円で２、３万円するとても高い席から安い立見席まである。立見席の

場合は、６００円程度で見ることができる。このことから、学生やお金の余裕がない人でも音

楽を楽しむことのできる文化が根づいていると考えられる。 

 

４ 研修報告 

初めに、「学校の音楽の授業について」です。ギムナジウム校では、毎週２回の授業があります。

最初の４年間は、モーツアルトやベートーベンなど、日本でも有名な作曲家から、日本ではあまり

知られていない作曲家まで幅広く学習するそうです。次の４年間は、オペラについてとオペラの歴

史、さらに作曲家たちの歴史年表を作る学習を行うなど、日本の義務教育における音楽の授業内容

と比べ、ハイレベルな内容となります。さらに生徒は、ピアノ、サックス、バイオリン、フルート

などの中から楽器を選び、専門的に学習し演奏するそう

です。僕のホストブラザーは、サックスを演奏していた

そうです。 

次に、「生活に浸透する音楽について」です。ベルンド

ルフ市民劇場を訪れた時、この劇場を約１２０年前に建

設したアーサー・クルップさんという方が、「貴族など裕

福な人だけでなく、一般庶民にも音楽を楽しんでもらい

たい」という思いを込めて建てたという説明を受けまし

た。 

 市民劇場の内部 
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また、ホストファミリーデイにモーツアルトの生家を

訪れた時は、モーツアルトが使用したバイオリンやピア

ノが展示してあり、興奮しました。そこでは、モーツア

ルトが作曲した曲をヘッドフォンで聞くことができる

スペースがあると共に、モーツアルトが書いた譜面が映

し出され、今どこを演奏しているのかが分かる工夫もあ

り、名曲を楽しむことができました。 

ベルンドルフ地底湖に行った時は、昔から毎年１２月

にコンサートが行われていると聞きました。有名な観光

名所では、街角コンサートのようなものが行われてい

て、演奏者をみんなで囲んで聞き入る光景が見られました。シュテファン大聖堂に行った時には、

ミサが行われており、信者たちが歌を歌ったり踊ったりしていました。城の中で行われていたマー

ケットでは、手作りの木製の笛やオカリナなど、様々な楽器が販売されていました。古くから音楽

が親しまれ、市民に浸透していることが分かりました。 

オーストリアは、子どもの時から音楽を深く学ぶような環境が整い、街に音楽があふれ、古くか

ら誰もが、気軽に音楽を楽しめる文化が根づいている国であることを感じることができました。今

後は、オーストリアで感じた音楽の楽しさ、素晴らしさを、自分のバイオリン演奏に生かしていき

たいです。 

 

５ まとめ 

僕は、９月に海外青少年受入交流事業でベルンドルフの学生、ルーカスを受け入れ、そして今回、

受け入れたルーカスの家でホームステイをすることができました。再会できてとても嬉しかったし、

すぐなじむことができて、充実した１０日間となりました。一緒にビリヤードをしたり、木製の楽

器を一緒に演奏したり、いろいろな話をしたりして、とても楽しかったです。 

また、ホストブラザーは和食が大好きなことを知っていたので、お好み焼きと豚汁を作ってごち

そうしました。オーストリア人の口に合うのかなと少し心配でしたが、みんなたくさん食べてくれ

て、とても嬉しかったです。「レシピを教えて」とも言われたので、教えてきました。さらに、日本

語に興味があると聞いたので、「いただきます」と「ごちそうさまでした」を教えたら、次の日から

食事の時はみんなで言ってから食べるようになりました。また、お寿司をレストランで注文してみ

んなで食べた時、ぼくが冗談で、「箸使いたい？」と聞くと、「チャレンジしてみる。」と言ってくれ

たので、箸の持ち方も教えてあげました。でも、みんなうまくつかめないようで、「これでいいの

か？」と何回も聞いてきました。そこで、できた人に「いいよ。」と言ってあげると、とても喜んで

くれました。 

ホストファミリーデイ１日目は、ウィーンを訪れました。午前中は、有名な遊園地に行きました。

午後に行った城の中にあるマーケットは、とても盛り上がっていて、たくさんお土産や伝統的なス

イーツを食べ、とても楽しかったし、幸せな時間でした。２日目は、ホストファミリーが、僕の研

修テーマが「音楽」だということを知っていたこともあり、車を３時間運転し、ザルツブルクに連

れて行ってくれました。モーツアルトの生家に入った時は、とても感激しました。 

ギムナジウム校と歓迎会では、英語で自己紹介スピーチをしました。緊張して震えるほどでした

が、英語のスピーチの中に、片言のドイツ語で、「私の名前は菊池純晟です」「ありがとう」を混ぜ

モーツアルトが書いた譜面 
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て言いました。言い終わった後、たくさんの拍手と指笛が鳴ったので、言葉が伝わる嬉しさと達成

感を感じることができました。 

今回の貴重な経験は、９月にルーカスを受け入れた時から始まりました。日本でルーカスと過ご

した時間、そして、ベルンドルフでルーカスの家族と生活を共にした日々は、かけがえのない大切

な思い出となりました。ルーカスと彼の家族、さらにベルンドルフの皆さんに心から感謝したいと

思います。この研修に参加する前は、僕にとってベルンドルフという街は、名前さえも知らない、

知り合いもいない街でした。しかし、今では、第二の故郷のような存在になりました。この経験と

思い出を忘れず、将来またベルンドルフを訪れたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウィーンの蝋人形館で、ベートーベンと 日本のサッカーが好きなルーカスに、 

長友佑都のタオルをプレゼント 

僕が作ったお好み焼きと豚汁を 

みんなで「いただきます！」 

 

ザルツブルクにあるモーツアルトの生家 
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花巻市立 花巻北中学校 ２年  加藤 奈々子 

 

１ 研修テーマ 

オーストリアの建築について 

 

２ テーマ設定理由 

オーストリアは、伝統と芸術を重んじ、美しい建築物が多くあると聞いています。また、以前か

らヨーロッパの町並みに興味を持っていました。建築物の歴史やそれに対する人々の考え方を知り、

オーストリアの文化を学びたいと思い、このテーマを設定しました。 

 

３ テーマについての事前調査 

インターネットで調べた結果、オーストリアには、築後１００年以上の建物が多くあることが分

かりました。また、その中のベルンドルフ市民劇場や大聖堂などは、今なお市民から愛され続けて

いるそうです。 

 

４ 研修報告 

現地では、美しい町並みが見られました。４日目に市

内のグーグルツィプフ展望台に行きました。長い階段

をのぼって外に出ると、豊かな自然に囲まれた歴史あ

る町並みが一望できました。とても素敵な景色でした。

また、１日ウィーンに行く機会をいただきました。そこ

は、ベルンドルフとは違った都会的な雰囲気が漂って

いました。現代的な建物もあれば、長い歴史を持った建

物も多くあります。ベルンドルフもウィーンもそれぞ

れ違った良さを持っているのだと分かりました。 

ベルンドルフは、建設された当時の状態で残されて

いる建物が多くありました。研修を進めていくと、その理由の１つとして、オーストリアの法律が

挙げられることが分かりました。その法律とは、古くなった建物を勝手に建て直してはいけないと

いうものです。どんな建物でも、リフォームするには許可が必要となり、リフォームしても建物の

外観はほとんど変えないそうです。外観だけはそのままの状態で残しておくことでベルンドルフの

歴史ある美しい景観が守られているのだと学びました。 

もうひとつ、ベルンドルフの建築にクルップ一族が大きく携わっていることが分かりました。 

１９世紀半ばドイツ出身のヘルマン・クルップがベルンドルフに金属洋食器工場を設立し大きな成

功を収めました。そして、自分の会社の従業員のために、また市民のために、私財を寄付して様々

な建物を建てたそうです。その後もヘルマン・クルップの一族がベルンドルフにたくさんの建物を

建てました。日本で公共施設を建てるときは市や県、国からお金を出しますが、私財を使って建て

たことに驚きました。しかし、それを実現するには多くの苦労があったのではないかと思いました。

それでも自分ではなくみんなのために考え、実現した彼らはすごいと思いました。 

町並みを背景に記念撮影 
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クルップ一族が建てた建物の中で、一番印象に残って

いるのは市内唯一の小学校です。この小学校はヘルマン

の子、アチュールが１９０９年に建てたそうです。教室

ひとつひとつがエジプト、ゴシック、バロックなど世界

の主要な建築様式を表した造りになっていました。私が

一番感動したのはイスラム様式の教室です。たくさんあ

る教室の中で特に目立つデザインだったからです。天井

はスペインの大学協会、入り口はコルトバの黄金の門、

４本の柱の上にかかるアーチはアルハンブラ宮殿を手

本としているそうです。黄金の門をモデルとした入り口

はインパクトがありました。私達が見学したとき、イスや机はごく普通のものでしたが、昔はそれ

ぞれの教室のテーマに合わせたデザインのものだったそうです。日本の学校はシンプルな造りが多

いので、こんな学校に通えたら素敵だなと思いました。この学校が建てられたのは、児童に美と善

の在り方を教えるため、そして、なかなか海外に行くことができない子ども達に少しでも外国の雰

囲気を感じてもらいたいというアチュールの思いがあったからだそうです。 

クルップ一族が建てた建物は、現在も市民から愛され続けています。建物が当時の状態を保って

いるのは、法律があるからというだけでなく、市民が彼らに感謝し大切に使用しているからなので

はないかと思いました。 

この研修で「古い物の価値」、「みんなのためにすることの素晴らしさ」などたくさんのことを学

べました。私が強く感じたのは、新しい技術を取り入れ進化していくことも大切だが、先人たちの

思いを受けて今ある物を守り、引き継いでいくことも大切だということです。この研修で学んだこ

とを忘れずに、これからの自分に繋げていきたいです。 

 

５ まとめ 

現地では、素晴らしい出会いがたくさんありました。はじめに、現地の国際交流会の方々です。

初めてお会いしたときに明るくドイツ語であいさつしてくださいました。また、私達のことをいつ

も気にかけてくださり、質問したことに笑顔で返してくれました。観光のとき雨が降り、傘を持っ

ていなかった私はただ寒さに耐えていました。そんなときにさっと傘を出し「どうぞ」と渡してく

れたことがとてもうれしかったです。ホストファミリーは、初めて会ったときにお菓子でできた花

束で明るく歓迎してくれました。日本から持ってきたお土産を渡すととても喜んでくれました。お

家へ帰る車の中やご飯を食べるときにみんなでジョークを言ったり、今日の出来事を話したりしま

した。また、ホストファミリーデイでは家族でお出かけをしました。私がピアノを習っていたので、

ザルツブルクのモーツァルトの家にも連れて行ってくれました。毎日が幸せな時間でした。また、

学校で会った生徒、先生の方々ともたくさん話すことができました。私達をあたたかく迎えてくだ

さってうれしかったです。 

研修を経て、花巻とベルンドルフの強い関係を感じることができました。現地のホストファミリ

ーや学校で出会った生徒は、私達にベルンドルフはどういう町なのかを伝えてくれました。そして、

花巻にとても興味を持っていました。他国に興味を持ち、互いの文化の良さを共有できることは素

晴らしいことだと思いました。 

１０日間はあっという間に過ぎました。たくさんのあたたかい方々に出会い、仲を深められた  

イスラム様式の教室 
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ことをとてもうれしく思っています。英語でコミュニケーションをとることは難しかったですが、

ジェスチャーを交えて会話をしました。現地の同級生は英語をすらすらしゃべっていて驚きました。

将来のためにももっと英語を勉強しなければならないなと感じました。 

世界には様々な文化、生活様式、考え方を持った人がいることを体験できました。視野を広く持

ち、たくさんの角度から物事を判断することを心がけたいと思います。そして、これから国内だけ

でなく海外にも目を向けた意見を出し、今回の研修で学んだことを活かしていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホストファミリーにもらった菓子の花束。 

「Welcome!」とサプライズで渡してくれました。 

もったいなくて食べれません。 

グーグルツィプフ展望台のゲスト 

ブックにみんなでサイン。 

「JAPAN」と大きく書きました。 

 

ホストファミリーと初対面 

 

現地の学校の生徒と記念写真。 

一緒に絵をかきました。 

とても楽しかったです。 
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花巻市立 花巻北中学校 ２年  松田 彩奈 

 

１ 研修テーマ 

ベルンドルフ市やオーストリアでの市民組織や団体のまちづくりについて 

 

２ テーマ設定理由 

私は将来、外務省に勤めたいと考えています。小学生の時に塾の英語研修旅行でグアムに行きま

した。その時に、日本語だけでなく外国語を用いる仕事に就きたいと思ったのが１つの理由です。

また、家族が公務員だったり、いろいろな自治組織に所属している影響もあり、人と人との関係を

取り持ったり、日本や世界の平和を目指す仕事に興味を持っているのも、もう１つの理由です。 

その外務省という仕事の中で、国内外の様子に目を向けることが大切だと考えました。また、ま

ちづくりは、組織やそれに関係するものにとって非常に影響の大きい活動であり、その活動内容、

そしてそれがどのような影響を及ぼすのかを学びたいと思い、このテーマに決めました。 

 

３ テーマについての事前調査 

ベルンドルフ市はオーストリア共和国ニーダーエスタライヒ州にあり、昭和４０年(１９６５年)

に大迫町と、合併後の平成１８年に花巻市と国際友好都市の提携を行いました。人口は９，０００

人程で、歴史のある市です。言語はドイツ語で、政体は連邦共和制、元首は国民議会が代行してい

ます。議会は二院制で進められています。(インターネットより) 

大迫町には「ベルンドルフ」というレストランがあったり、平成２７年の花巻まつりで「花巻市

役所まつり同好会」が運行した風流山車の見返しのテーマは「友好都市５０周年オーストリアベル

ンドルフ市」だったりなど、とても深い友好関係が５０年以上続いています。 

 

４ 研修報告 

私は大きく分けて３つのことについて報告します。 

１つ目は、建設物とまちづくりについてです。現地では、ベルンドルフ市やオーストリア内の様々

な場所が、歴史を感じさせる雰囲気に包まれていました。それは、多くの建築物が、造られた当時

から外装が変わっていないことからでした。オーストリアの法律には、建物の外装を勝手に変えて

はいけないという法律があるそうです。初日の昼食後、ハイリゲン

クロイツ修道院を訪れました。当初のロマネスク様式から、ゴシッ

ク様式、バロック様式、ネオゴシック様式など、その法律ができる

前までに改修が施された時代の様式が多数用いられていました。修

道院の中を進んでいくと、様々な空間が造られていました。集会室

という部屋では、実際に修道院で暮らしている人たちの意見や心を

ひとつにするために、月に一度、集会を開いているそうです。昔に

造られたものという点では、オブジェも共通しています。ベルンド

ルフ市内の少し開けた場所の真ん中に建っていた大きなオブジェ

は、戦争があった時代の当時の政府が、国や国民、市民の気持ちを

落ち着かせるため、そして戦争のない平和を願い造られたものでし

た。誰かのために、という気持ちは、ベルンドルフ市の歴史にも関

平和を願って 

つくられたオブジェ 



80 

 

わりがありました。３日目に訪れたベルンドルフ市の市民劇場は、ベルンドルフが大きな町になる

際に欠かせなかったクルップ一族のなかの、アーサー・クルップが、当時自分の会社の従業員が仕

事だけでなく、日常生活も心地よく過ごせるために、建てたものでした。座席は５０８席あり、多

くの人が訪れられるようになっていました。彼が従業員のために建てた建設物は劇場だけではあり

ません。従業員の９０％がカトリック教だったため、その人たちの気持ちがひとつになるように教

会を、また、従業員の家族も楽しめるように大きな市民プールを、そしてパンや肉、衣類、生活品

が揃った今でいうデパートのような場所を設けたそうです。働いてくれていることに感謝の気持ち

を持ち、従業員の生活が充実するように、と思いが込められているのだと感じました。 

２つ目は学校とまちづくりについてです。ベルンドルフ市では６歳で基礎学校という日本の小学

校にあたる学校に入学し、４年間学びます。その後、就職か大学進学かによって、中学校か、８年

生のギムナジウム校のどちらかへ進学します。私たちは３日間、ギムナジウム校の生徒達と一緒に

様々な授業を受けました。生徒はとても意欲的に挙手をし、発言していました。教科書の使用回数

や時間は少なく、先生と生徒、生徒同士の会話、プレゼンテーションなどを通し、生徒自身が自分

で学ぶ様子が見られ、とてもよいと思いました。ギムナジウム校は私たちの学校に比べ、学習する

教科の数や量が多く、市や学校全体の学力の高さがわかりました。 

３つ目は地域の行事とまちづくりについてです。３日

目の夕方、夕食を終えた後に、市庁舎の近くの小さなホ

ールにホストファミリーと一緒に向かいました。そこで

は、子供向けから大人向けまでの、いろいろなジャンル

の本が売られていました。そこで始まったのは、本の宣

伝としてのマジックショーです。マジック・クリスチャ

ンによるマジックショーは、マジックを披露するだけで

なく、見に来ていた方々と話したり、何人かがマジック

に参加したりなど、双方の距離の近い光景を見ることが

出来ました。その中で、ベルンドルフ市の市長も楽しそ

うに参加していました。市長と市民の距離がとても近い

ことが感じられました。 

 

５ まとめ 

ベルンドルフ市やオーストリアでのまちづくりは、地域や組織の人々が、その地域や組織のため

に行っていると感じました。地域や組織の活性化のため、また、生活の豊かさの向上のためでもあ

りました。自分たちの過ごしている地域や所属している組織を大事にしていることがよくわかりま

した。昔からある建物をそのまま保持できている理由のひとつに、このような活動が含まれるので

はないかと思います。市としての在り方が自由でありながら、市民の思いが違うことなくまとまり

をもっていることがわかりました。 

また、今回ベルンドルフ市を訪れて感じたのは、現地の方々がとても親切で、不便だと感じたこ

とがあまり無かったことです。ガイドをしていただいた協会の方々は、国際友好都市提携時からこ

の派遣事業に携わっていただいていて、研修内容がとても充実するような計画を立てていただきま

した。ホストファミリーも私にたくさん話しかけてくれ、楽しい時間を過ごすことが出来ました。

ホストファミリーデイには、ウィーン市内の遊園地に連れて行ってくれました。有名な大きな観覧

市長（右）と市民の距離の 

近さを感じる一場面 
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車に乗り、ウィーンの街並みを眺めることが出来ました。日曜日には、ホストブラザーの所属して

いるサッカーチームの試合を観戦してきました。日本と同じく、点が決まった時は親の方々もとて

も喜んでいました。いろいろな方々に支えていただいた今回の研修はかけがえのないものになりま

した。この一週間余りで学んだ多くのことを日常生活で活かせられるように常に意識して生活して

いきたいです。また、新たに気になったこともあるので、英語を勉強し、自分の言葉で聞いてみた

いと思います。 

今まで行われてきているこの派遣生交流事業により、国際友好都市関係がより強固なものになって

いると感じました。派遣生として、この関係がいつまでも続くように活動していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グーグルツィプフ展望台での集合写真。 

とても良いグループで研修することが 

できました。 

ホストスチューデントのリヴィア(右)と 

弟のミカ(真ん中)との写真。 

リヴィアに民族衣装を借りて着ました。 

ハイリゲンクロイツ修道院内の集会室。 

クルップ一族が眠っています。 

ウィーン市内の地下レストラン。 

歴史を感じさせつつ、美しい内装でした。 

ほうれん草のペーストが美味しかったです。 
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花巻市立 宮野目中学校 ２年  菊池 涼平 

 

１ 研修テーマ 

現地の音楽との関わりについて 

 

２ テーマ設定理由 

以前に一度オーストリアに行ったことがあり、そのときには現地の人や文化に触れることが出来

なかったので、自分の好きな音楽の文化について調べたいと思ったからです。また、自分たちと現

地の人たちの音楽に対する考え方や関わり方の共通点と相違点が気になったからです。 

 

３ テーマについての事前調査 

インターネットで調べたところ、モーツァルトやヨハンシュトラウス二世などの一流音楽家が活

躍したため、世界的に有名な音楽都市ウィーンを首都にもつことや、同じく有名なウィーンフィル

ハーモニー管弦楽団があること、音楽に関する建造物が多くあることがわかりました。 

 

４ 研修報告 

私が行った場所には、たくさんの音楽がありました。そのなかで印象が強かったものを報告しま

す。 

一つ目は学校での音楽の授業についてです。私たちはギムナジウム校に３日間行き、授業に参加

しました。その中に音楽の授業もありました。授業内容は、CDに合わせてダンスをしたり、先生が

ギターを弾き、生徒がそれに合わせて歌ったり、というものでした。そこで、CDで音程をとってい

るわけでもないのに、先生がギターを弾きはじめると、生徒が上手に歌っていることに驚きました。 

また、授業とは別に、生徒が休日に音楽の先生の家に集まり、一緒に歌の練習をしていました。

そこでは学校で歌っていた曲や、クリスマスソング、さらに人気アカペラグループのペンタトニッ

クスの曲も練習していました。私たちが音楽の授業に参加したときの生徒が集まっていて、クラス

単位の活動のようでした。集まる時刻は人によって違っていました。休憩時間は皆でキッチンに行

き、パンや飲み物などを口にしていました。 

二つ目はホストファミリーと音楽との関わりについてです。私のホストファミリーは、とても音

楽に親しんでいました。ホストスチューデントはピアノ、お兄さんはトランペット、お母さんはギ

ターを弾いていました。お兄さんは学校の生徒だけで組織しているバンドに所属しており、日本の

吹奏楽部のようでした。ですが、顧問の先生はいなく、生徒が合奏を仕切っていました。ホルンや

サクソフォン、クラリネットなど、日本でよく見る楽器もありましたが、「バリトン(テノールホル

ン)」というあまり馴染みのない楽器もありました。後から調べるとフォニ

アムの役割を担う楽器で、日本ではユーフォニアムに代用されるので、馴

染みのないことに納得しました。バンドの中で同じ働きをする楽器が地域

によって異なることに気づきました。 

また、サクソフォンに「ＹＡＭＡＨＡ」の文字があり、日本製の楽器が

使われていることに驚きました。有名な楽器メーカーが多いヨーロッパで

も、「ＹＡＭＡＨＡ」の楽器が学生に使われているのは日本と同じでした。

その楽器は学校の所有しているものではなく、個人で持っている楽器で 
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した。「ＹＡＭＡＨＡ」の楽器は、安価で個体差が少なく、初心者や学生に向いているものが多いの

で、日本の吹奏楽部ではよく使われています。しかし、有名な楽器メーカーが多いヨーロッパでも

使われているとは思わなかったので、すごく驚きました。 

ホストマザーは、自宅の離れにあるスタジオで友人と一緒に演奏していました。１０人ほどで集

まり、ギターやベース、ドラムやその他パーカッションなど、みんなが参加していました。車の中

で流れているようなポップスの曲もあり、好きな時に好きな曲を演奏していました。また、同じ空

間にカウンターがあり、お酒を飲みながら演奏を聴いたり、気が向いたら演奏したりと、リラック

スして音楽を楽しんでいました。そこに私もヴァイオリンで参加させていただき、一緒に楽しむこ

とができました。 

他にも、ホストファミリーデイに行ったクリスマスマーケットでは、カルテットの演奏を聴くこ

とができました。そこでも、日本では見たことのない楽器が使われていて、面白かったです。 

また、あるレストランのアンケートの項目に「music」というものがあり、日本では見たことがな

かったので、驚きました。他にも、ホストファミリーの車の中で聴いた曲のなかには、日本人が別

の言語で歌っているものや、日本のアニメ「フェアリーテイル」の主題歌などもあり、音楽は世界

共通だと感じました。 

 

５ まとめ 

今回の派遣では、音楽に触れることが多く、その体験のなかで「日本での自分の周りの環境とは

音楽との関わり方や考え方が異なること」「音楽は世界共通だということ」を感じました。 

「日本での自分の周りの環境とは音楽との関わり方や考え方が異なること」の例として、先に書

いたレストランのアンケートやカルテットの演奏などがあります。日本ではこんなに音楽が生活に

密着していないので、驚くことが多くありました。また、お土産屋さんにはどこにも音符や楽器を

モチーフにした商品が並んでいて、観光業の柱になっていることも感じました。学校の音楽の授業

は皆が参加していて、レベルが高く、音楽文化を大事にしていることがわかりました。日本におけ

る習字や武道と同じだと思いました。 

「音楽は世界共通だということ」は、ホストファミリーと関わったり、歌を一緒に歌ったりする

なかで感じました。音楽の先生の家で歌の練習をしているときは、私を自然に受け入れてくれ、ホ

ストファミリーと一緒に演奏しているときは、とても楽しむことができました。一緒に音楽をして

いるときには、初対面でも自然と会話ができました。音楽はコミュニケーションの手段であるとと

もに、世界共通であることを感じました。また、それと同時に、音楽は「楽しむもの」だというこ

とを改めて実感しました。これからは、自分自身がもっと音楽を楽しみ、もっとしっかり向き合っ

ていこうと思いました。そして、それを発信していけるような人になりたいと思いました。 

このように、私は、今回の派遣でたくさんの貴重な体験をすることができました。このような体

験ができたのも、協会の方をはじめ、多くの人の協力があったからだと思います。全く英語が話せ

ずに、コミュニケーションがとれなかった私にも温かく接してくれたホストファミリーや、私たち

のために綿密なスケジュールを立ててくれた協会の方、学校関係者の方や通訳の方など、たくさん

の方に協力していただき、このような貴重な経験ができました。本当にありがとうございました。 
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自宅のスタジオで演奏する 

ホストマザー(右)とその友人 

 

休日に音楽の先生の家で歌の練習をしている様子 

Pentatonixやクリスマスソングなどを 

歌っていました 

 

クリスマスマーケットに行ったときに 

ホストファミリーと 

一緒に授業に参加した生徒と 
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花巻市立 西南中学校 ２年  浅沼 凜々子 

 

１ 研修テーマ 

日本とオーストリアの学校の違いについて 

 

２ テーマ設定理由 

私たちの生活に一番身近な学校生活という点で、日本とオーストリアの学校の違うところを調べ

たいと思ったからです。授業の内容や、授業中の生徒の様子、休み時間の過ごし方など、日本との

相違点をたくさん見つけたいと思い、このテーマに決定しました。 

 

３ テーマについての事前調査 

ベルンドルフの学校についてインターネットで調べたところ、オーストリアには制服がない学校

が多いことが分かりました。また、髪型や服装に対する規則は特になく、自由なところも多いそう

です。そのため、髪を染める人やピアスをつける人、メイクをする人もいるそうです。さらに、教

育制度が日本と大きく異なっていて、小学校は４年間で、その後は８年制の学校か職業訓練を行う

学校に進学することが分かりました。 

 

４ 研修報告 

はじめにベルンドルフの教育制度についてです。日本とベルンドルフの学校では教育制度が大き

く違っていました。ベルンドルフでは、６歳になると小学校に入学し、４年間の教育を受けます。

４年生になるとその後の進路を決めます。進路には、大学進学を目指し勉強に励む８年制のギムナ

ジウム校と、４年間勉強をして、その後職業訓練を行うミドルスクールがあり、どちらかを選択し

ます。ベルンドルフでは、日本よりも早い時期から将来のことを考えて生活していることがすごい

と思いました。早くから自分の将来について考えることで、責任感が身に付き、自立することもで

きると思うので良い点ではないかと思いました。 

次に、私たちが授業を体験してきたギムナジウム校に

ついてです。ギムナジウム校には、１年生から８年生ま

で、年齢で言うと１０歳から１８歳までの生徒が在籍し

ていて、全校生徒は６００人を超えています。１０歳の

１年生のクラスは６クラスありますが、１８歳の８年生

のクラスは２クラスしかありません。その理由は、勉強

についていけなかった生徒が毎年何人か留年したり、ミ

ドルスクールに移ったりしているからです。ギムナジウ

ム校を卒業した生徒のほとんどは大学に進学します。ベ

ルンドルフは、ウィーンから約５０ｋｍのところにある

ので、ドイツ語圏最古の大学、ウィーン大学に入学する生徒もいるそうです。ギムナジウム校では、

母国語のドイツ語、数学、理科、社会、英語の他に、スペイン語やフランス語、宗教や哲学などの

授業があるそうです。また、体育や美術、音楽などの実技教科もあります。授業は選択制で、生徒

たちはこの中から科目を選択し、学習します。１つの授業は５０分間で、１日の授業数は基本６つ

です。これは、日本の学校と同じ点だと言えます。教室は移動制で、授業の後に入る５分間の休憩

ギムナジウム校 
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時間を使い、生徒は次の授業が行われる教室に移動しま

す。３時間目の後は１５分間の長い休憩があり、生徒た

ちは家から持ってきたお弁当を食べたり、購買でお菓子

やピザを買ったりしていました。私は教科数が日本の学

校よりも多いことに驚きました。また、ギムナジウム校

では多くの言語を学習している点もすごいと思いまし

た。ベルンドルフの人たちの母国語はドイツ語ですが、

ほとんどの人が英語を話すことができ、私ももっと英語

の勉強を頑張りたいと改めて感じました。 

最後に、授業の様子についてです。授業を体験して感

じたのは、生徒たちの積極性です。授業中の先生からの

問いかけには全員が反応し、挙手をしていました。フラ

ンス語の授業では、生徒は自分から声を出して発音練習

をしていました。また、どの授業でも日本の授業より板

書が少なく、授業のテンポが良いように感じました。生

徒たちは、先生が話す内容をノートに書き留めたり、先

生の目を見て話を聞いていました。分からないところが

あると、周りの友達と相談したり、先生に質問をしてい

ました。日本では、先生の話を聞いて学ぶという授業の

スタイルですが、ギムナジウム校では、友達や先生と会話しながら学ぶ授業のスタイルだと思いま

した。ギムナジウム校のような授業スタイルだと、分からないところをすぐ質問したり相談できて

より理解できると思うので、日本の授業もそのようなスタイルになれば良いだろうなと感じました。 

また、服装は、校則がないため人それぞれでした。髪を染めている人や、メイクをしている人も

多かったです。これは、事前調査通りで、日本の学校と大きく異なる点です。ギムナジウム校では、

服装や校則から見ても自由さが重視されているように感じました。 

学校について調べてみて、教育制度や校則などは、日本の学校とは大きく異なることが分かりま

した。学習している教科も、日本とは違っていました。さらに、授業なども、日本のように決まり

を守り真面目に受けることよりも、生徒たちが楽しむことが重視されていて、ここも違う点だなと

思いました。しかし、ギムナジウム校には常に笑顔が溢れていて、笑顔が多いところは、日本もベ

ルンドルフも共通していると思いました。また、ギムナジウム校では、英語やフランス語、スペイ

ン語など、さまざまな言語を学習しているので、ギムナジウム校の生徒は広い視野を持つことがで

きると感じました。これは大切なことだと思うので、私たちももっと広い視野を持って生活してい

くべきだなと思いました。 

 

５ まとめ 

今回の派遣で、私は、ホストファミリーと素敵な思い出をたくさんつくることができました。ホ

ームステイ先は、９月に私の家で受け入れをしたフェレナの家でした。受け入れの時にたくさんの

思い出をつくって仲良くなれたので、ベルンドルフで彼女に会えることがとても楽しみでした。彼

女やホストファミリーは、私を温かく迎え入れてくれてとても嬉しかったです。ホームステイ中は、

私が理解できるようにゆっくり英語を話してくれたり、私が話すことを、目を見てうなずきながら

購買 

授業中の様子 
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聞いてくれました。初めは、英語で会話することができるか不安でしたが、ホストファミリーのお

かげでコミュニケーションをとることができて、嬉しかったですし、英語で話すことの楽しさを知

ることができました。滞在中は、フェレナが出演しているオペラの発表会を見に行ったり、彼女の

ダンスの練習を見に行きました。音楽をすごく楽しんでいて、素敵だなと思いました。ホストファ

ミリーデイには、フェレナや他の派遣生とそのホストファミリーと一緒にウィーンに行きました。

遊園地で大きな観覧車に乗ったり、ショッピングをしたりしました。その次の日は、フェレナや妹

とお菓子の家を作りました。どれもとても楽しくて、一生忘れられない思い出です。ホストファミ

リーにはすごく感謝していますし、機会があればまたみんなに会いに行きたいです。 

最後に、この海外派遣事業に参加することができて、本当に良かったです。様々なことを学び、

ホストファミリーと素敵な思い出をつくることができました。これから、もっと英語を学んで、自

分の伝えたいことをしっかり伝えられるようになったら、またベルンドルフに行きたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェレナと妹のベティナと 

お菓子の家をつくった時の写真 

美術の授業中の様子 
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花巻市立 大迫中学校 ２年  伊藤 彩 

 

１ 研修テーマ 

ベルンドルフ市と大迫町の５０年を超える国際友好都市交流について 

 

２ テーマ設定理由 

私の住んでいる大迫は、ベルンドルフ市と昭

和４０年（１９６５年）に国際友好都市の提携

を行い、５０年を超える長い間、友好都市交流

を行ってきました。私が小学６年生の時には、

友好都市提携５０周年を記念して、大迫町を訪

れたベルンドルフ市の訪問団の方々やギムナ

ジウム生たちと一緒にベルンドルフ市から送

られたぶどうの苗木を植えたり、さまざまな記

念行事を行いました。 

今回、ベルンドルフ市を訪れる機会を与えていただいたので、ベルンドルフ市では、大迫との  

歴史ある交流をどのような形で残しているのか調べてみたいと思いました。 

 

３ テーマについての事前調査 

・アルプスに咲くオーストリア国花のエーデルワイスと、早池峰山に咲くハヤチネウスユキソウ

がよく似ているということから、ベルンドルフ市と旧大迫町は昭和４０年（１９６５年）１０

月１２日に国際友好都市の提携を行ったことが分かりました。 

・ベルンドルフ市は、オーストリア共和国ニーダーエスタライヒ州バーテン郡に属し、人口は９，

０００人であり、代表的な産業には、銀食器や松ヤニがあることが分かりました。 

 

４ 研修報告 

大迫町では、早池峰山岳博物館跡地に長年の交流の証として「ベルンドルフの丘」があります。

また、早池峰ダムにはベルンドルフから贈られた「友好の鐘」があります。大迫町内のホテルや   

ワイン会社の名前に「ベルンドルフ」や「エーデルワイン」などオーストリアやベルンドルフに   

関する名前が使われています。 

ベルンドルフでは「大迫広場」という所に行きまし

た。その広場には、石で作られた大きな旧大迫町の町

章と、友好の証の看板がありました。私はそれを見て、

ここに来ることができるのも、今から５２年前の友好

都市提携があって、そして今日までその交流が大切に

続けられているからだと改めて感じることができま

した。この他にも、ベルンドルフ市内への入り口の看

板にも「大迫・ベルンドルフ」と書いてあるのを見て

嬉しく思いました。お互いの町を想い交流を誇りに思

っているのだと思いました。 

【展望台から見たベルンドルフ市】 

【大迫広場の看板】 
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地域の人たちが目に入りやすいところに交流の証

があることで、交流を身近に感じ、大切にされてきた

のだと感じました。 

ベルンドルフ市と花巻市は遠く離れてはいますが、

今までの交流で大切にしてきた人と人とのつながり

やお互いの文化の交流は、これからもつなげていって

ほしいと強く感じました。 

 

５ まとめ 

この海外研修派遣事業に参加して感じたことは、 

人の優しさです。ベルンドルフ市の方々は私たちのことを温かく迎え、習慣やマナーなどを丁寧に

教えてくださいました。オーストリアはドイツ語圏で英語を上手く話せない人もいましたが、ジェ

スチャーを使ったりして一生懸命に伝えようとしてくれました。また、ギムナジウム校では、私た

ちとすれ違ったり目が合ったりした時は、微笑んでくれたり話しかけてくれました。私のホストフ

ァミリーも、笑顔で私に話しかけたり、体調を気にかけてくれたり優しく接してくれました。 

現地の方々は本当に優しい人ばかりで、最初の不安は３日目あたりから全く無くなり、本当に楽

しむことができました。現地の方だけではなく、この交流事業を行っている協会の方々や支えてく

れた家族にも感謝したいと思っています。 

今後は、派遣生の一人として、人とのつながりを大切にし、この交流がもっと素晴らしいものに

なるよう友好都市ベルンドルフ市の素晴らしさを伝えていきたいと思います。今回の滞在では、私

はあまりコミュニケーションをとれなかったので、もっと英語を学び、国内だけでなく国外でも活

動できるような知識を身につけていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大迫広場で記念撮影】 

【歓迎セレモニーの様子】 【ホストシスターの Sophiaと】 
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花巻市立 西南中学校 教諭  髙橋 宏臣 

 

１ はじめに 

私は、そり競技に関わっていたことから初心者向けのボブスレーコースがあるオーストリアのイ

ンスブルックに５回行ったことがある。指導者として行ったときは、補助金の申請、航空券、宿泊、

レンタカーの手配・運転、現地での各種申し込み案内など遠征に関わる業務を行い非常に苦労した

が、今回は、添乗員さんや通訳さんも同行すると言うことで安心して引率することができた。 

 

２ 記録 

研修中の様子について写真以外に映像で記録し、インターネット上で保護者が見て子供と一緒に

国際交流を体験できるようにならないかと考えた。 

インターネット上に１５GB のデータを無料で保存できる Google ドライブというサービスがあ

る。指定されたメンバーがアクセスできるので生徒に映像の保存先を知らせメールでご家庭に連絡

してもらうようにした。 

美しい映像を撮影するのではなく見たままを記録することと、編集などをするためにビデオカメ

ラではなくスマートフォンを使用した。また、撮影のためにジンバルという道具を用意した。ジン

バルは適当に持って撮影しても水平を維持することができ手振れの起きない安定した映像が撮影で

きる。今回の撮影では非常に有効であった。 

 

３ 研修 

到着：夜中の到着であったのにもかかわらず協会の方々の出迎えを受けた。協会の方たちは名札

を掛けていた。早く名前を覚えてもらうには、こちらも用意した方がよい。また、名刺を様々な人

から頂いたが、持って行かなかったために交換することができなかった。名刺を持って行かなかっ

たことは最後まで後悔した。写真、メールアドレスなどが入ったものを準備した方がよい。 

 

ホストファミリー：ベルンドルフ近郊を見学した後、夕方にギムナジウム校に行き            

次の日の説明とホストファミリーの紹介があった。ここでは全体とホストファミリーに短い挨拶が

必要である。また、ホストファミリーの家に着くまで車内での会話のネタがあった方がよい。ホス

トファミリーは、１２月に結婚する予定で滞在中は２人だけと言うことが分かった。男２人で食事

を用意しなくてはならないので調理の計画、食材購入の計画などを立て学校からの帰りスーパーマ

ーケットに寄るようにした。私が送った手紙に日本食を作ると書いたこともあり、持参した醤油、

味噌、みりん、からし、わさび、カレーのルーが非常に役立った。 

９月から住んでいるという新居は、３階建てで３階のバスルームとベッドルームを１人で使って

よいとのことで非常にリラックスすることができた。 

ホストファミリーは、イギリス出身であった。私は７０年代から８０年代のイギリスのロックが

好きなことを言うと、よく聞くとのことで話が盛り上がった。 

ホストファミリーは、料理が趣味と言うことをプロフィールで読んでいたので和包丁をお土産と

して持って行った。私は包丁研ぎが趣味で新品の包丁をカミソリのように研ぎ直したので切れ味に

驚くとともに非常に喜んでくれた。 
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ギムナジウム校：オリエンテーションの後から授業を受けることになる。授業そのものは授業の

担当者に一任されているようで授業の中でギムナジウム校の生徒とグループでの話し合い、作業、

ゲーム、試合、歌、踊りなど交流がある場合と１時間座って聞いているだけの授業もあった。放課

後のクラブ活動は、希望者がお金を払って学校や地域の体育館などで行っている。また、上級生が

下級生を教えるシステムがあった。教えたい生徒が、指導科目などが書いてあるポスターを廊下に

掲示して、希望者が１時間１０ユーロの指導料を払って教えてもらうというものである。面白いシ

ステムであると感じた。 

私は、千葉出身で歌のように♪お正月にはタコ揚げてコマを

回して遊♪んでいてコマを手に乗せて綱渡りをすることができ

る。趣味という訳ではないが、プレゼンテーションでは日本の

文化でもあるコマを回すことにした。オーストリアでは、指で

回すコマはあるがひもを使ったコマ回しは無いと言うことで、

珍しいこともあり評判はよかったようである。コマに興味を持

ち後で来てくれた生徒がいたのでコマをプレゼントした。協会

から預かったお土産は、通訳の方と相談して会う度に渡すので

はなく、学校関係は学校の歓迎会、協会関係は協会の歓迎会で

渡すことにした。 

 

ベルンドルフ：ベルンドルフの発展に大きく寄与したドイツ人のクルップ一族の話を聞いた。ベ

ルンドルフの歴史は非常に面白く興味深い。 

協会主催歓迎会は、協会の方、学校関係者、ホストファミリーが出席する。様々な方からお土産

をいただいた。個人的に用意したお土産（日本手ぬぐい５本とプレゼンテーションで使用したコマ

を１０個）を渡した。誰からいただいたか分からなくなるのでその都度、お土産を持ち相手と写真

を撮ると良い。全員の連絡先を聞く事ができなかったのが残念である。協会の方にベルンドルフの

ネクタイをプレゼントされた。毎日同じネクタイをしていたためと思われる。これを着けるたびに

思い出すことが出来とても嬉しかった。 

気候が寒いという情報で、厚めのコートを持って行ったが、それほど寒くなく着ることはなかっ

た。嵩張るので重ね着で対応した方が良い。 

 

ホストファミリーデイ：土日はホストファミリーと過ごす。使っている包丁が切れない事がわか

り研ぐことにした。しかし、ヴィエナのホームセンターで見つけた砥石は#２４０でこの砥石で仕上

げるのは無理であり耐水ペーパー#１２００で仕上げることにした。包丁を研いだことはないとの

ことで研ぎ方を教えたが、砥石を入手できなかったことは非常に残念で砥石を日本から送ると約束

した。 

オーストリアにアルペンコースターというレジャー施設があるのを知っていたのでリクエストし

たところ調べてくれたのだが、残念ながら今シーズンの営業は終了していた。しかし、チェコに同

じようなものが、まだ営業しているという事で行くことになった。日本ではスーパースライダーと

呼んでいるものでスレートやステンレスで出来たコースをプラスティック製でローラーの付いてい

る橇で滑るものである。雨の中ノーブレーキで最高速を競うなど童心に戻って楽しむことができた。 
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日曜日は、アクアランドというプールに友達も誘い３人で行くことになった。行き先はチェコで

ある。ここには、室内に高さ１０ｍくらいの巨大なハーフパイプやパイプを滑るコースなど何種類

もある。私が滑ることが好きなことから企画してくれたようである。入場して驚いたのは、ロッカ

ーが男女一緒と言うことである。試着室のような更衣室

が所々にあり、シャワー、トイレは別で最低限の区別は

されている。効率を考えると理にかなっているが、日本

では考えられないシステムである。プールの無い部屋の

中で水着の男女がいる事に非常に違和感があった。ま

た、１５時くらいであったが、子供は少なく８割方大人

であった。プールバーというバーがプールの真ん中にあ

り水の中にある椅子に腰掛けながらカウンターでアル

コールが飲める。大人が楽しむプールであった。 

 

帰国：土日はホストファミリーデイで生徒に会わないまま月曜日になった。トランクに入れず、

手荷物で持って来るべきものなど、休みの前に確認が必要であった。 

 

４ 映像編集・転送 

iPhone で撮影した映像は「完璧なビデオ」と言うソフトで編集をした。iPhone は、撮影する際

に取り始めの傾きによって後で映像を見たときに画面の向きが横になることがある。このソフトは、

映像を回転する事ができ直すことができる。また、編集後の書き出しでは画面サイズや圧縮率を細

かく設定できデータのサイズを抑えることができなど非常に多機能なソフトである。 

１日が終わると映像を編集し書き出しを行う。就寝前に Google ドライブにアップロードを開始

し翌日にデータのアドレスを生徒に伝えた。保護者の方同士がネットで繋がっていて映像を楽しみ

にしていたようである。９時間分ほどの記録となった。 

 

５ おわりに 

５回の渡航経験は、ほとんどが競技場とホテルの往復でオーストリアの文化や歴史に触れる機会

はほとんど無かったが、今回は、歴史、文化、生活、学校の様子などを知ることができるなど貴重

な経験を積む事ができた。この経験を学校や家庭でも生かしていきたいと思う。ホストファミリー

とは、個人的に連絡を取り合っていきたい。 

これからもベルンドルフとの交流が継続され充実したものになるよう願っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベルンドルフを見渡せる丘にて 

 

学校主催の歓迎会 
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平成２9年度青少年海外派遣研修事業 
 

ラットランド市派遣研修報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２9年１０月 31日～１１月 9日 
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ラットランド市派遣団 
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花巻市立 花巻中学校 ２年  下新井田 琴望 

 

１ 研修テーマ 

「ラットランド市の気候について」 

・日本の四季があるように、一年でどのような気候の変化をするのか。 

・気候を利用したスポーツの取り組み。 

 

２ テーマ設定理由 

このテーマを設定した理由は、将来スポーツを通じて海外へ行ったとき､気候を知ってい

れば､有利な状態でパフォーマンスできると思ったからです。スポーツ選手はコンディショ

ンを整え最高のパフォーマンスをすることが最も大切です。そんな時に、海外の気候を知ら

ずに適当な服装や持ち物であったりすると、自分が寒さや暑さなどに負けてしまいます。そ

の結果、自分の力を出し切れず、満足のいかない結果で終わってしまいます。以上のことか

ら、気候について知りたいと思い、このテーマに設定しました。 

 

３ テーマについての事前調査 

出発する前にインターネットや資料などで調べたところ、ラットランド市はカナダと地理

的に近いので、基本的にカナダに似ています。日本ほど明確ではありませんが四季があり、

春は日中と朝晩の寒暖差が激しいです。夏はあまり気温が上がらず涼しく、秋は美しい紅葉

が見られる場所もあります。冬は寒さが厳しく、降雪量はとても多いです。スポーツは、そ

の寒さを利用して、アルペンスキーが盛んです。その他にも、水泳、ラクロス、ハイキング

など、たくさんのスポーツが盛んに行われています。また、それらのスポーツは二つの山脈

の間の広い盆地に位置しており、山や湖などの自然に恵まれているからこそできるスポーツ

でもあります。 

 

４ 研修報告 

ラットランド市は、１１月上旬でもマフラーや手袋などが必要なくらい寒かったです。し

かし、雨が上がった後は気温がとても上がり、半そでや短パンなどで過ごせるくらいになり、

気温差が激しい地域です。夏もあまり気温が高くありません。そんな寒さが厳しい地域に住

んでいるラットランドハイスクールの生徒は生地の薄いもの、肩のないもの、半そで短パン

など見るだけで寒くなる服装の人が多かったです。そこで、何人かのホストスチューデント

に「寒くないの？」と聞いてみました。すると、「全然寒くない」、「慣れているから大丈

夫」、「涼しいくらいがちょうどいい」という答えが返ってきて驚きました。寒い中でもラ

ットランドの子どもたちは湖に飛び込みます。水温はとても低いですが、たまに寒いくらい

で普段は寒さを感じないそうです。小さい頃から寒い気候の中で生活しているため､気温に

慣れているのだと思いました｡日本でも九州などの人達が岩手に来ると「ものすごく寒い！」

とビックリするのと同じなので、このことからも花巻市よりもラットランド市のほうが気温

が低いということが分かります。 

気候のことだけではなく、アメリカに大きな被害をもたらすハリケーンについても調べま

した。この夏にあったハリケーンではラットランドも多くの被害を受けたと教えてくれまし
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た。その対策としては家の窓を外からカバーしたり、できるだけ物を家の中にしまうなど、

たくさんの対策をしているようです。日本とあまり変わらないと思いました。 

冬には雪が降ります。年間の平均最低気温は－３度位まで下がるそうです。花巻の年間の

平均最低気温はどれくらいなのかを市のホームページで調べたところ、－１．６度なので花

巻より寒いです。しかし、ラットランドの各家庭には暖炉があり、家の中はとても暖かいで

す。雪は１２月ぐらいに降り始めるそうですが、１０月３１日に降ったこともあるそうです。 

そんな冬にはスキーが盛んに行われています。しかし、アメリカにはスキー部などの部活

動がありません。なので、私がホームステイしお世話になった LEAさんは学校が終わってす

ぐにキリントンスキー場に移動し、２０人くらいで構成されているクラブチームに入ってい

るそうです。キリントンでは日本の学校単位の部活動ではなく、地域の人達が好きなスポー

ツに入って活動するクラブチームのシステムのようです。その活動も盛んで、シーズンによ

って２～３のクラブチームに所属している人達が多いです。 

  

５ まとめ 

バーモンド州ラットランド市を訪れ、まず感じたのはとても綺麗な町だなあということで

す。そして建物もすべて大きく感動し、嬉しさもこみ上げてきました。ホストファミリーと

の対面と市長訪問の時、緊張していましたが、ラットランドの市長さんが市民の人々と仲良

くハイタッチしていたことがびっくりしました。日本なら、市長さんは偉い方という印象が

あり、あまり近づきがたいイメージがあるからです。アメリカの人の活発なところがすごい

と思いました。その事でやや緊張もほぐれました。この様なコミュニケーションをとること

が本当に大切だと思いました。 

また、車に乗っている時やお風呂に入っている時、みんなで集まっている時など、アメリ

カの人達はずっと歌っていました。歌を歌うことは楽しかったし、人と人とをつなぐものだ

と思いました。 

学校生活についてもびっくりすることがたくさんありました。まずは、授業中にお菓子を

食べたり、立ち歩いたり自由なところです。私達の学校では、授業中立ち歩いたり話などを

していると先生に注意されるので静かです。教科担任の話をクラス全員でまとまって聞くこ

とが中心になっている集団重視の授業と、一人一人の意見を皆で自由に話合い学んでいく個

性重視というのが日本とは一番違う点だと思いました。また、昼食が給食ではなく、その日

食べたいものを自分で選び、友達と楽しく食べるバイキング形式で、どの食べ物もとても美

味しかったのでうらやましかったです。初日ハイスクールに行ったときは緊張していたこと

と、言葉が通じないだろうなあと思っていたので、あまり話せませんでしたが、「Good morning」

などできるだけ話すことを心がけました。その結果、だんだん話すことが出来るようになり

ました。そのように取り組むことで、私は勇気を持って小さなことでも少しずつ話すこと（チ

ャレンジ精神）が大切だと思いました。 

研修テーマのスポーツの取り組みについて感じたことは、ラットランドの人達はシーズン

によっていろいろなスポーツに取り組んでいます。その内容は誰もが積極的にチャレンジし

そして楽しく取り組んでいます。その原点はコミュニケーション能力の高さだと思いました。

スポーツにおけるより良いパフォーマンスを発揮していくために必要なのは、コミュニケー

ションを取りお互いを尊重し合うことだと感じたので、これからの生活では積極的に話して
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行きたいです。 

今回の海外派遣に参加させていただき、たくさんいろいろなことを学ぶことができました。

このような経験を与えて頂いた方々に感謝しています。そして、今後も何事にもチャレンジ

することを忘れずに生活していきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優しく迎えてくれた 

ホストファミリーと一緒に 

 

スキーリフトの模型 

ホストファミリーの Leaと Zoe 

 

ホストファミリーデーに出かけた 

ビリングス農場 

 

冬には多くのスキーヤーでにぎわう 

キリントンスキー場 

 



98 
 

花巻市立 花巻中学校 ２年  鈴木 麻央 

 

１ 研修テーマ 

アメリカの習慣は、日本とどのように違うのか。 

 

２ テーマ設定理由 

道徳の授業で、日本がサービス大国だからといって、海外に行った時、サービスしてもら

うことを前提にしてはいけないと学びました。その時、普段私たちが当たり前だとおもって

いることが、海外では当たり前ではないのだと気づきました。そして、この違いは、日常生

活の習慣の違いによって生まれたのだと考えました。そこで、日本とアメリカの日常生活の

習慣がどのように違うのか調べたいと思いました。また、違いを知ることで他国の習慣を大

切にできると思いました。そうすることで、戦争などのいがみ合いが減っていくのではない

かと考え、このテーマにしました。 

また、「自立」の違いは日常生活を大きく変えると思うので、自立心に焦点を当てた事柄を

中心に調べていきます。 

 

３ テーマについての事前調査 

アメリカと日本の習慣の違いをインターネットで簡単に調べました。特に、「自立」につい

て調べました。 

日本では食べる時、それほど会話が多くないのに対し、アメリカでは会話をしながら食べ

ることがマナーとされているようです。食事で家族との交流を深めるためでしょうか。将来、

1人の人として他の人とスムーズに会話ができる大人になるためでしょうか。 

日本では、大人になっても親に依存し、自立できない人が多くいるといわれています。し

かし、アメリカでは、大人になったら、ほとんどの人が自立しているそうです。そして、日

本のほとんどの学校や職場には、制服があるのに対し、アメリカのほとんどの学校・職場に

は制服がないようです。1 人 1 人が自分のことに“責任”を持つので、自由なのかなと思い

ました。 

日本人は誰かを頼ってしまいがちです。それに対し、アメリカ人は自立しているといわれ

ています。日本がサービス大国なのは、一般に、他企業と差をつけるためだといわれていま

す。対して私は、日本人が、誰かに依存してしまう傾向にあるからだとも思います。自立し

ている人は、自分のことを自分でできると思いますし、助けがいる時はちゃんと「助けて」

といえると思うので、過度なサービスが必要ないのだと私は考えました。 

 

４ 研修報告 

アメリカでは、「アメリカの習慣は、日本とどのように違うのか」というテーマについて、

自分の目で確かめながら調べ、考えを深めてきました。 

事前調査の「食事の時に会話が多いこと」は本当でした。最初は驚き、戸惑いました。で

も、みんな楽しそうに食べていたので、会話の多い食卓は食事も楽しくすることを学びまし

た。そして、食事は「交流の場」でした。この経験を活かして、大人になった時に、他の人

とスムーズに話せるようになるのだろうと思います。 
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  High Schoolや Middle Schoolに行って、私は自由だなぁと思いました。大半の学校で、

制服がないことや、メイクをして行ってもいいという点が、規律に重点を置く日本とは違う

と感じたことから、そのように思いました。そして、一人一人の個性を大事にしていること

が分かりました。自由。それは、自分で責任を取らなくてはならないということでした。バ

ーモント州では、16歳から運転免許を取ることができるのを知り、とても驚きました。ちな

みに、お兄さんの Ryanは、16歳で免許を取ったようです。それに対し、日本では 18歳から

です。これも、自分で責任を取れるかどうかの問題だと思います。16歳から自分の判断で行

動し、事故などの時に自分で対処しなければならないのは責任重大だと思います。政府が、

16歳から責任を取れると考えたから、このような体制を採択しているのだと思います。若く

して免許を取ることの長所は、若いうちから自力で様々な所へ行くことができる、普段から

自立心をもって行動できるということだと考えられます。ただ、わたしは、トラブルに巻き

込まれたときにできる対処が限られると思うので、そんなに若いうちに取得しなくてもいい

のではないかと思います。 

事前調査とは違い、アメリカにもサービスがありました。レストランなどでは普通にサー

ビスをしてくれました。国や宗教によって、サービスの仕方は違って、何をサービスだと考

えるのかも違うと思います。だから、海を渡った先でもサービスがあったことに感動しまし

た。 

私のホストファミリーは、おもてなしの心に溢れていて、色々してくれました。そして、

色々な所を案内してくれました。その時気づいたのは、アメリカの中高生は自分の街を知っ

ているということです。私のホストスチューデントが、一人でも町の説明をしてくれたこと

に驚きました。1 人の住民としての自覚を持ち、ラットランドという市を大切に思っている

ことが伝わってきました。私は、あまり花巻という市を知らないので、もっと知る努力をし

ようと思います。そして、市外からいらっしゃる方々に花巻の説明をできるようになりたい

です。  

次に、家のお手伝いについてです。私のホストファミリーは、自分から「手伝う？」と声

をかけて手伝いをしていました。特に、食事の準備を手伝っていました。そうする事で、家

族の負担を軽減することができるので、家族を思いやっていることが分かりました。私は、

手伝いをほとんどしていなかったので、とても反省しました。そして、手伝いが大事なこと

だと痛感しました。 

お姉さんの Emma は、自分でベッドを直し、自分で洗濯をする服をだしていました。そこ

は、私がイメージしている日本人と同じだなと感じま

した。ただ、ご飯の量については、とても違うと感じま

した。それは、私のホームステイ先では、ご飯はたくさ

ん作り、余ったご飯を捨ててしまっていたからです。

（普段は、違うのかもしれません。）これは、私のホー

ムステイ先に限ったことではない気がします。なぜな

ら、あるテレビ番組で、「たくさん作ったご飯を、余っ

たら捨ててしまう」ということを放送していたからで

す。その時、この問題は日本にもあると知りました。だ

から、ご飯は食べられる分だけ作り、残さず食べる習慣

ホストスチューデントの Ingrid

が公園を案内してくれました。 
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が世界に広がることが、人口が増加しているこの地球で必要だと思います。私は、この習慣

が世界に広がっていってほしいと思っています。 

アメリカ人が日本人より自立しているかは、人によって感じ方が違うと思います。私は、

どちらにもそれぞれいいところがあって、質が違うと感じました。私は、個性を大切にされ

ながら育つアメリカ人のほうが、人権を尊重し、人を大切に

できると思います。そして、日本人は、物のありがたみを理

解し、物を大切に扱えると思います。だから私は、アメリカ

の良さの「人を大切にする」ことと、日本の良さの「物を大

切にする」ことを意識して生活していきます。また、家の手

伝いをしたり、資源の無駄遣いをしないように気をつけた

りしていきます。 

 

５ まとめ 

最初は、ちゃんとした英語が話せないので、あまりコミュニケーションを取ろうとしませ

んでした。話してみると、単語だけでも理解してくれたので、だんだんとコミュニケーショ

ンをとることができるようになりました。しかし、聞き取れないこと、伝わらなかったこと

もあり、たくさんの方に迷惑をかけてしまったので、もっともっと英語を学び、日々生活す

るなかで、不自由なく英語を使えるようになりたいと感じました。今までは、英語を使う職

に就こうと考えたことがありませんでしたが、今回ラットランド市に行って、英語を使う職

に就くこともいいなぁと感じました。また、他の言語も学んでいきたいと感じました。 

ホストファミリーのみんなは、とっても優しく接してくださいました。ホストスチューデ

ントの Ingrid、アメリカでの、お父さんの Eric、お母さんの Cathy、お姉さんの Emmaと Greta、

お兄さんの Ryanのみんなが、私が困っている時に声を掛けてくれたので、不自由を感じるこ

とはほとんどありませんでした。アメリカの方々は、個性を大事にしてくれるので、アメリ

カは、とても心地よかったです。 

アメリカの方は、全員がフレンドリーなのかと思っていましたが、人それぞれで、私がイ

メージしているアメリカとは違うところもあることが分かりました。他国との違いを見つけ

るのではなく、同じところを見つければ、他国を身近に感じることができると思います。そ

うしたら、いがみ合いや、戦争がなくなり、「世界平和」が実現すると思います。 

こんなにも貴重な経験をさせていただいたことに感謝しています。ありがとうございまし

た。そして、他国の習慣も大切にできる日本になるように願い、私ができることには、積極

的に取り組んでいこうと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
ホストファザーの Ericとホストマザーの Cathy ホストスチューデントの 

Ingridと 

High Schoolの様子 
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花巻市立 花巻北中学校 ２年 佐藤 昌苑 

 

１ 研修テーマ 

私が今回の研修で調べたいことは、ラットランド市の歴史的な建造物や花巻との住宅の違

いです。歴史的な建造物の美しさはどのようにして維持されているのか、人々はより快適に

暮らすために住宅にどのような工夫をしているのかを自分の目で調べたいです。 

 

２ テーマ設定理由 

私は小さいころから町の風景を眺めることが好きでした。特に、歴史的な建造物に興味が

あります。ラットランド市には１００以上の歴史的な建造物があると知っていたので、なぜ

残っているのかを知りたくて、このテーマにしました。 

 

３ テーマについての事前調査 

・ラットランド市の中心部には１００以上の歴史的な建造

物があり、「アメリカ合衆国国家歴史登録財」に登録されて

います。 

・１９世紀に大理石が盛んに採掘され、大理石の都市とし

ても有名で、大理石を使った豪華な建物もあります。１８

３０年代には大理石の大きな堆積が見つかりました。１８

４０年代には小さな会社が採掘をはじめ、１８５１年、鉄

道が通ると世界有数の大理石採掘場となり、一大産業に発

展していきました。 

・カナダに気候が似ていて、１月の平均最低気温が－１５．５℃と、花巻の 1月の平均最低

気温－２．５℃に比べて平均１３℃も低いです。 

 

４ 研修報告 

現地では、ホストファミリーの家を見せていただく他に、ラットランド市やホストファミ

リーの住んでいるキャッスルトン市、バーリントン市の市街地を案内していただいたり、ホ

ストファミリーにインタビューしたりして調べました。 

ラットランド市の大理石採掘は、現在は終了しており、遺

跡が残っているだけでした。しかし、当時使っていたクレー

ンや線路、工場が残っており、採掘していた当時と似た風景

を見ることができました。採掘された大理石は、主にニュー

ヨークまで線路で運ばれており、約２万人もの人々が採掘

業に関わっていたそうです。事故により、採掘が中断になっ

た際には、失業者が多く出たらしく、当時のラットランド市

民に大きな打撃を与えたそうです。なお、現在、採掘を終え

た施設は観光施設として活用されています。 

ホストファミリーの家 

採掘していた機械 
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ラットランド市と花巻市の家で大きく違うと感じた点は、

ドアが二重になっている家があるという点です。私がホーム

ステイさせていただいた家と、ホストファミリーの所有して

いる家は、どちらも外側をガラス、内側を木材で作っていま

した。これによって、冬は－２０℃にもなるラットランドの

冷気を防ぎ、部屋の中の暖気をより室内に保つことができま

す。 

また、わたしがホームステイした家は、森に囲まれた場所

にありました。ホストスチューデントの兄弟たちは、それぞ

れ自分の秘密基地を持っており、羨ましく感じました。例え

ばホストスチューデントの弟エミットは、いくつかの倒木を

うまく組み合わせて部屋のようなものやブランコをつくっ

たり、妹のアンナは、岩と木材、大きな葉っぱでおままご

とができるスペースをつくったりしていました。庭には、バーベキューが出来るスペースや

ブランコなどの遊具、サッカーが出来る広い芝もあり、野外で余暇を楽しめるようになって

おりました。また、ホストファミリーデーには、ホストファミリーや、ホストスチューデン

トのクラスメイトと一緒にたき火やスポーツを楽しみました。このような事が出来るのも、

アメリカに住む多くの家族が広大な敷地を持っているからだと思います。 

そして、私がラットランド市、キャッスルトン市、バーリントン市の街並みを見て感じた

ことは、道端にゴミが落ちていなく、街全体が美しいということです。バーモント州の美し

い街並みの裏には、そこに住む人々の心が関わっていると思います。街を大切に思う心を持

ち、清掃に対する意識を高く持っていれば、自然と町はきれいになると思うのです。花巻市

の古くからの街並みを守りつつ発展していくためにはバーモント州の人々のような街を大切

に思う心を持ち続ける事こそが、大切なのではないかと思います。 

  

５ まとめ 

今回、海外派遣研修事業に参加させていただき、一番

強く感じたことは、「関わってくださった全員が、優し

く、また会いたいと思わせるような人だ」ということで

す。言葉が通じなくても、身ぶり手ぶり、そして豊かな

表情で、私とコミュニケーションをとって下さりまし

た。また、ラットランドの学校や町を歩いていると、た

くさんの人が笑顔であいさつしたり、話しかけたりして

くれました。たしかに日本人は「礼儀が正しく、謙虚な

ところがいい」と言われますが、もっと体を使って、笑

顔で相手に自分の想いを伝えられるようにした方が、よ

り良いと思います。今回、私も初日にあまりコミュニケーションを取ることができなかった

点が、反省点の一つです。しかし、明るいホストスチューデントたちと話すことで、会話が

楽しくなり、最高の思い出をつくることができました。 

今回、私は自分の世界観ががらりと変わる貴重な体験をさせていただきました。この経験

2重になっているドア 

ラットランド市の街並み 
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を、自分の友達、学校、そして花巻市全体の中学生など、たくさんの人に伝えることが大切

だと思います。この１０日間学んだ事を忘れるのではなく、しっかりと自分のものにして、

これからの生徒会活動、日常生活、そして将来にいかしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラットランド高校の授業のようす ホストファミリーと食べた夕食 

ホストファミリーの家の中 ハイキング先でホストファミリーと 
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花巻市立 南城中学校 ２年  畠山 怜緒 

 

１ 研修テーマ 

 現地におけるスポーツの位置付け 

 現地のスポーツ文化 

 

２ テーマ設定理由 

僕は中学でバスケットボール部に所属しています。そこで、まず、バスケットボールの生

まれた国であるアメリカで、本場のバスケットボールを体験してみたいと思ったことと、そ

のことをきっかけとして、バスケットをはじめとする多くのスポーツがアメリカの人々の暮

らしの中でどのように位置づけられていて、アメリカ人にとってどのような存在なのかを知

りたいと思ったことが大きな理由です。 

また、たとえ英語でうまく会話ができなかったとしても、スポーツならば、その活動を通

じて現地の人達と積極的に交流することができる手段になると考えたからです。 

 

３ テーマについての事前調査 

 アメリカで人気のスポーツ 

ベースボール、アメリカンフットボール、バスケットボール、アイスホッケー、これら４

つがアメリカの４大スポーツと言われています。 

 

 アメリカのスポーツ文化 

アメリカはシーズン制のため子供の頃から様々なスポーツに挑戦できるようになっていま

す。アメリカは４大スポーツをみれば分かるようにチームワークを重視しています。さらに、

アメリカと日本を比較してみてもチームワークについての考え方、指導の仕方に違いがあり

ます。アメリカは個々がベストを尽くすことがチーム全体への貢献になると考えています。

そのため、個人の能力を高めるための指導をすることが多いです。日本は大半、学校の部活

動として１つのスポーツのみを集中して行わせています。スポーツを通して規律やチームワ

ークなどを学ばせることを重視しています。しかし、一度所属すると、辞めるのは難しく好

きなわけでは無いのに続けなければならない事もあります。アメリカの部活動はシーズン制

であり、季節によって行うスポーツが違います。１つのスポーツに集中させないことによっ

て体の色々な部分を鍛えることに繋がっています。さらに、選手として隠れた才能を見つけ

出せる、気に入らなかったらすぐに別のスポーツに挑戦できるなど、良いことがたくさんあ

ります。 

また、アメリカがスポーツで強い理由として、スポーツ施設やスポーツビジネスの充実が

挙げられます。 

以上の内容はインターネットを活用し、『アメリカ・スポーツ文化』などで調べました。 

 

４ 研修報告 

僕は現地で「スポーツ」についてホストスチューデントに質問をしたり、学校での部活の

様子を見たりして調べました。 
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現地では、スポーツへのアプローチの仕方について、大きく分けて２通りの考え方があり

ました。 

１つ目はクラブとしてのスポーツについてです。ミドルスクール、ハイスクールでは日本

の様な部活動ではなくクラブチームに入ってスポーツをしていました。自分達がやりたいス

ポーツのクラブチームを選んで行っていました。スポーツをやらない生徒は家に帰り、やり

たい生徒だけがやるようになっていました。 

また、高校の様子を見ていると授業でも部活でもその人の短所を直すのではなく、長所を

さらに伸ばすことを重視しているように感じました。そのため、自分の特技が伸びやすいと

考えました。アメリカからスポーツで世界のトップになる選手が多く出るのは中学、高校の

頃から様々なスポーツに挑戦するからだと思いました。 

２つ目は部活ではない、自由にやるスポーツについてです。僕のホストスチューデントは

部活には入っていませんでした。けれども、テニス、バスケット、スキーと様々な種類のス

ポーツを楽しんでいました。部活に入っていなくても大半の生徒が何かしらのスポーツが好

きだからこそ自由にスポーツを楽しんでいるのだと思いました。 

また、ラットランド市は山が多く、他の地域に比べ、雪が沢山降ります。このような地形

や気候なども関係し、ラットランド市ではハイキングやスキーなどが盛んでした。ホストス

チューデントにアメリカで人気のスポーツは何か聞いたところ、アメリカンフットボールが

１番人気だと答えてくれました。テレビでもアメフト、バスケット、ベースボール、アイス

ホッケーが中心的に放送されていました。 

これらのことから、アメリカでスポーツが文化として根付いているのはスポーツの出来る

環境、スポーツを楽しめる環境が周りのすぐ身近なところにあるからだと考えました。 

  

５ まとめ 

今回の海外派遣事業を通して僕は何事にもチャレンジしてみることが大切だと感じました。

ホストファミリーとの会話でも最初は緊張していて自分の伝えたいことが上手く伝えられま

せんでした。しかし、ホストマザーに自分から話しかけてみると文法がめちゃくちゃでも聞

き取ってくれて自分の意思を伝えることが出来ました。このことをきっかけに自分から英語

で話しかけられるようになりました。時々聞き取れない時もありましたが、分からない時は

分からないということをしっかり伝えればホストファミリーが翻訳アプリなどを使って教え

てくれました。黙っているのではなく、知っている単語を並べて下手くそでもいいから話し

かける、できなくてもチャレンジしてみることが大切だと改めて思いました。また機会があ

ったらもっと英語を勉強して、今度は会話ができるようになりたいと思いました。 

アメリカでは、ハンバーガーやピザなどが毎日のように出てくると思っていましたが実際

には野菜やサンドウィッチなどと意外とバランス良く出てきたのでとても驚きでした。ラッ

トランドはメープルシロップが有名な町でしたが、今まで食べたことの無いような甘さで僕

はあまり好きになれませんでした。 

１番思い出に残ったことは、ホストスチューデントの Dylanと一緒にバスケットをしたこ

とです。Dylan は部活に入っていないと言っていたのにとても上手く驚きました。一緒に１

対１や PIGゲームというのをして遊びました。高校でクラブの人達とバスケットをすること

は出来ませんでしたが、滞在中毎日のように一緒にバスケットをしてくれてとても充実した
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ホームステイになりました。 

今回の経験をもとに今後も国際交流事業や留学などを経験し、語学や広い国際的な視野を

身に付け、将来ものづくりの仕事に就きたいと思っています。 

今回、貴重な体験をさせてくださった花巻市国際交流協会の皆様、現地で優しく接してく

れたホストファミリーには感謝しています。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホストスチューデントと 

一緒に１対１ 

 

ホストファミリーの皆さん 

 

ラットランドハイスクールにて 

 

感謝祭のディナー 七面鳥料理 
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花巻市立 湯本中学校 ２年  レヴィン 小倉 名峰美 

 

１ 研修テーマ 

私のテーマは、「日本とアメリカの中学生の政治への関心」についてです。例えばニュース

や新聞を毎日見るかどうかなど、その国の未来がどのようになっていくのかということにつ

いて、中学生が関心をもっているかを知りたいと思ったのでこのテーマにしました。今の中

学生は、ゲームや遊びのほうに興味を持ち、政治への関心がないのではないかと疑問だった

からです。私自身、自分の国がどのようになっていくのかを考えるようにするためにも、こ

のテーマは良いと思いました。特に、ニュースを見ているのかどうかについて花巻とラット

ランドの人々の考えを比較してみたいと考えました。 

 

２ テーマ設定理由 

私は、父との会話の中で政治の話がよく出てきます。私は、オバマ大統領の選挙とトラン

プ大統領の選挙のときは、いつもニュースを見て、だれが大統領になるのかに関心があり、

また日本では最近総選挙があったばかりで、いろ

いろニュースを見ていました。 

それから、日本の選挙権は平成 29 年から 18 歳

以上となったので、アメリカの選挙権は何歳から

だろうと疑問に思いました。また、市長や県知事

の名前をみんな知っているのかということも疑問

に思いました。それは、毎日ニュースを見ていた

ら、市長と県知事の顔と名前を知っているはずだ

と思ったからです。それについても比較してみた

いと思いました。 

 

３ テーマについての事前調査 

私は、湯本中学校 2年生の自分のクラスの生徒 19人にアンケートを取りました。結果は、

3 人しか政治に関心がないという結果になりました。市長の名前と県知事の名前を知ってい

るかの質問をした結果、15人もの人が、知らないと回答したのでニュースを見てない人が多

いと思いました。 

もう１つはどんなニュースに興味があるかという質問です。一番回答が多かったのは、ス

ポーツと世界のニュースでした。どちらも 8人でした。2020年には東京オリンピック・パラ

リンピックが開催されるのでスポーツや世界には関心があると思いました。北朝鮮やトラン

プ大統領の大きな問題も世界に広がっているので、この問題には興味がありました。北朝鮮

の恐ろしいミサイルやトランプ大統領の過激な発言があることはみんな知っていました。こ

のような世界のニュースに興味があったので良かったです。 

 

４ 研修報告 

私は、日本で私のクラスメートを対象にしたアンケートと同じものを、ラットランド市で

は私のホストブラザーと他の派遣生のホストスチューデントを対象にして調べました。そし

リンカーン大統領の息子の家 
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て、私のホストファミリーが政治についてよく知っていたので、毎日ニュースを見てどのよ

うに思っているかを見たり、聞いたりしました。 

私のホストブラザーは、ニュースを見て思ったことを家族との団欒のときに家族に話した

り、学校で友達に伝えたりしていました。私は、ホストブラザーと一緒にラットランドの学

校へ朝早く行き、ディベートの集まりに参加しました。6 人の生徒が話し合いの中で自分の

意見を活発に出していました。話していたのは、次のディベートの大会の内容についてでし

た。6 人は話し合いの時に自分の意見や考えを出し、それに対してお互い質問や意見を出し

ていました。また、そのメンバーの中でメモをしてまとめる係がいました。私は、アメリカ

の中学生は考えが深いなと感じましたし、政治に興味がある人がいて良いなと思いました。 

  アンケートの質問項目で、どのようなニュースに興味があるか聞きました。わたしのクラ

スメートはスポーツと世界のニュースが多く、ラットランドの生徒は、政治と社会的なニュ

ースが多く回答されていました。今、北朝鮮やトランプ大統領など大きな問題が世界に広が

っています。それについては私のクラスメートもラットランドの生徒もみんな意見を出し合

いながら話をしていました。 

  私が一番驚いたことは、選挙権を持つ年齢でした。私は最初、アメリカは 20歳からだと思

っていましたが、バーモント州は日本と同じく 18歳からでした。世界共通なのかと思いまし

たが、国や州によって違うと新たに分かりました。世界各国では 9 割以上が 18 歳までに選

挙権を与えられていることも分かりました。そして、選挙に行くということは、責任を持ち、

国の将来を考えなくてはならないことに気づきました。 

  今回のテーマを通して、自分でやらなければならないこと

がたくさん見つかりました。一つ目は何事にも興味関心を持

つことです。世界のニュースや、自分の知らないことをたく

さん学んで、それについて自分の意見を持つことが大事だと

思いました。また、それをうまく人に伝えること、そのため

にたくさんの語彙力が必要だと思いました。 

  二つ目は英語の勉強です。ホームステイでは話すことはで

きましたが、もっと内容のあるコミュニケーションが取れる

ようになりたいです。そのために英検一級を目指して頑張

ります。 

  

５ まとめ 

私は、バーモント州ラットランド市に派遣させていただいてとても良かったです。将来に

向けて勉強し、ニュースを見ることの大切さが改めて分かりました。 

ラットランドの人々は、コミュニケーションがとても上手で、話がよく伝わりました。相

手の話す英語はしっかり自分で理解できましたし、ホームステイをしているうちにすぐに英

語が話せました。また、わからない単語は、辞書ですぐ調べるようにしました。しかし、日

本語でも英語でも、読書や新聞で様々な記事を読まなくてはならない、分からないままにし

ないでしっかり意味を理解することが大切だと改めて感じました。 

  今後の目標は、コミュニケーション能力を伸ばすため、英語力と国語力をしっかり身につ

けることです。また、学校生活や家族の中でもコミュニケーションをうまくとりたいです。

ホストブラザー、イーサン 
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ラットランドの人々のように自分の意見を出し、他人の意見も理解していきたいと思いまし

た。政治へももっと興味関心を持ち、ニュースや読書で自分が考えたことを何でも伝えられ

るようにしたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミドルスクールを案内してくれた

ライリー 

みんなで撮った最後の写真 

アメリカに到着して最初のレストラン 
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花巻市立 石鳥谷中学校 ２年  菅野 蓮未 

 

１ 研修テーマ 

私は、今回の研修を通して、ラットランドの人々と日本人のコミュニケーションのとり方

の違いについて、学びたいと思います。一般的に、アメリカ人は気さくだとか、明るいとか

言いますが、具体的にどのように明るいのか、どんな雰囲気でコミュニケーションをとるの

か、本や人の話だけでは感じ取ることのできないことを体験してきたいと、出発前に強く思

いました。 

 

２ テーマ設定理由 

私は以前に、同じ中学校で海外派遣に参加した先輩方の発表を聞きました。その中に、「現

地の人はとても明るかった」という内容がありました。日本にも明るい人はたくさんいるの

に、向こうの方のどんなところが、先輩方にそう言わせるのか、言語以外に何が違うのか、

アメリカの人たちはどのようなコミュニケーションのとり方をしているのかなど、現地に実

際に行って触れてみたいと思うことがたくさん私の中で生まれました。よってこのテーマを

設定しました。 

 

３ テーマについての事前調査 

アメリカ人と日本人のコミュニケーションについての最大の違いは、物事の言い方にある

ことがわかりました。アメリカを含む外国の人々は、物事をはっきりと、明確に話す方が好

まれます。それはおそらく、アメリカに住む人々の人種や宗教、文化の違いから来ているの

だと思います。それに対して日本人は、多くが「はい」「いいえ」とはっきり言わずに、含み

を持たせることが多いように感じますし、私もそうすることが多いです。 

また、選択を迫られたときには、「どっちでもいい」「あなたの好きなようにどうぞ」など、

相手にまかせることがよくあります。日本ではそれでもコミュニケーションは成立します。

ですがアメリカでは、「この人は興味がないのか？」などと誤解されたりすると思います。よ

って、ラットランドに行ったとき、もし何かに誘われたりするときは、受け入れるにしても、

断るにしても、その意見や理由をはっきり伝えることが大切であると思います。決して、「英

語によるコミュニケーション」＝「英語で話せること」だけではなく、「英語で思いを伝える

こと」がコミュニケーションなのです。 

 

４ 研修報告 

ラットランドに着いた頃の私は、英語が通じる

か、理解できるか、とても不安で緊張していました。

そんな私にホストファミリーは、明るい笑顔と温か

いハグで迎えてくれました。ホストファミリーだけ

でなく、ラットランドハイスクールの先生方やホス

トファミリーの知り合いの方々も、私のことを握手

やハグで迎えてくれました。出会って数秒という短い

時間で、まるで私の全てを受け入れてもらえたようで、とてもうれしくなりました。 

ホストファミリーのエミリーと   
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また、ラットランドの人たちとの会話の中では、オーバー

リアクションが目立ちました。ホストファミリーと会話して

いたとき、目を見開いて、少し大げさな素振りをしていたこ

とがありました。アニメでしか見たことがないような少し大

げさなリアクションで、それを見たこっちの方がびっくりし

ました。 

短時間でボディランゲージを使ってグッと距離を縮めた

り、分かりづらい私の英語でも理解しようとしてくれた

り、それに対して少しオーバーな、しっかりとしたリア

クションをしてくれたり、全てが明るく暖かい雰囲気に

包まれている感じがして、「とても良いところだな」「帰

りたくないな」と思ったほどでした。 

もう一つ違いを感じたことは、返答の仕方でした。事

前調査の通り、「Yes.」「No.」の自分の立場や考えなどを

明確に話していました。また、実際に授業を見学した際には、分からないところを先生に聞

きに行き、分かるまで聞くなどの、「先生」⇔「生徒」のコミュニケーションも見られ、とて

も大事なことだと思いました。中には先生に対する意思表示が素直すぎる人もいましたが、

明るくて活気のある良い授業、良い学校だな、と思いました。 

私は、どちらかといえば自分の立場をはっきりさせたり、考えを明確に表したりするのが

苦手なタイプなのですが、今回の研修を通して、これからは思いや考えをしっかり話してみ

ようと思いました。それが、みんなに自分という人間を知ってもらえる第一歩だと思うし、

そのことは国境を越えても大事なことだと思うからです。 

  

５ まとめ 

私は今回、食事の味や量に驚きました。味は日本と比

べて全体的に濃く、食事の時には水は欠かせませんでし

た。量もかなり多くて、食べきれないことがありました。

しかし、「食べきれなかったら残して結構」という感じで、

食べ物を残すことをあまり快く思わない日本と、考え方

がかなり違うと思いました。「いただきます」と言わない

のも、少し戸惑いました。このように、日本と外国の価値観の違いについて身をもって体験

できたのは、私にとってとても良い、そして貴重な経験となりました。 

ただ一つ後悔したのは、「私がもっと英語を話すことができればよかったのに」と思ったこ

とです。ホストファミリーをはじめ、たくさんの人たちが私に話しかけてくれたのに、私は

ぎこちない返事をするだけで、とても申し訳ないと思ったし、「もっと英語を使えるように勉

強しておけばよかった！」と思いました。 

私は、ぜひ機会を見つけて、ホストファミリーとして迎えてくれたケイトリン一家に会

いにラットランドに行きたいと思います。また、彼女たちが石鳥谷に来ることがあるかも

しれません。その日が来ることを信じて、今まで以上に英語の学習を頑張り、次こそ自分

の思いや感謝の気持ちなどを自分の言葉に乗せて、すべて伝えたいと思います。 

ラットランドミドルスクール 

ホストシスターのケイトリンと 

とても明るい RISEの生徒 
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花巻市立 湯本小学校 教諭  阿部 光太郎 

 

１ 研修テーマ 

私は、小学生の頃から一番好きな教科が英語でした。高校生くらいから留学や海外研修に

興味を持ってはいたものの、なかなかその機会を得る努力をしてきませんでした。そうして、

この職に就いてから、私の故郷・花巻市が４つの姉妹都市と毎年交流事業を行っており、市

内の中学生が姉妹都市へ派遣されていることを知りました。今回、ラットランド市に派遣さ

れる中学生６名の引率者に選んでいただいたということを知ったとき、長年の夢が叶ったよ

うな、とてもわくわくした気持ちになり、「滅多にないこの機会に中学生とともに学び、今後

の教員生活に生かそう」と強く思いました。 

生徒たちがよりよい研修をできるようにし、花巻に帰るまで無事に引率してくることが一

番の任務でしたが、私も生徒たちと同じように研修テーマを持って臨みました。それは、「で

きるだけ現地で多くの人々と会話をして交流し、多様な考え方や文化にふれながら、自分の

英語力に少しでも磨きをかける」というものです。 

 

２ 研修報告 

（１）生徒たちの変容 

１１月１日（水）から１１月７日（火）までの７日間、現地の RISE（Rutland Ishidoriya 

Students Exchange）の方々が計画したプログラムにより、様々な体験活動や見学を通し

て、生徒たちはみるみる変わっていきました。 

はじめのうち、生徒たちはウェルカム・パーティーでホストファミリーとなかなか会話

もできず、なんとか聞き取って笑顔で頷くのが精一杯のように見えました。しかし、プロ

グラムが進むにつれ、英語の説明でもある程度の内容を聞き取って理解したり、ホストス

チューデントに自分から話しかけたり、質問をしたりできるようになっていきました。さ

すが、選ばれし派遣生だなと感心しました。 

また、生徒たちは、自分たちが話しかけたり質問したり、聞き取ったりしやすいように、

RISE の方々やホストファミリーが気遣ってくれていることにもしっかり気づいていまし

た。表面的な交流だけでなく、日を追うごとに国境や人種を越えた人間同士の心の交流も

しっかりできているところにも感心しました。RISEの方々もその生徒たちの頑張りをよく

褒めていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊張のウェルカム・パーティー ハイスクールでオーケストラの授業を見学 
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(２)聞き取れない・伝えられない歯がゆさ 

 一方で、生徒同様、私もコミュニケーションの不安や歯がゆさを感じている一人でし

た。相手の言いたいことの大体は聞き取って理解できるものの、正確ではないだろうし、

細かいところの感情や気持ちまでは理解できていないだろうと、いつも感じていました。

また、伝えたいことは日本語でどんどん浮かんでくるのに、それを瞬時に英語に変換で

きない悔しさも、感じていました。それを一番感じたのは、ウェルカム・パーティーで

乾杯の挨拶をお願いされたときです。うまく話せず、RISEの方にフォローしてもらいま

したが、あの場面でしっかり話せていたら、もっといい出会いができただろうにと、今

でも悔やまれます。また、ディナー後のホストファミリーとの会話の中で、北朝鮮のミ

サイル問題のことや日本の社会保障制度について話題になったとき、私は知っている単

語をつないでなんとか自分の考えを伝えました。ある程度は理解してもらえたものの、

やはり説明が不十分だったろうなと思います。自分の英語力の低さを改めて痛感しまし

た。 

 

(３)完璧でなくても話してみることが大事 

 自分の英語力の低さを日々痛感しながら過ごす毎日でしたが、コミュケーションの大

切さも改めて学びました。 

 移動中のバスの車内で運転手さんと話してみたら、思いのほか会話が弾み、現地で有

名なクラフトビールの情報を教えてもらいました。また、生活の中でホストファミリー

と話していると、次第にそれぞれの好みや価値観がわかったり、子育ての悩みや楽しみ

を共有できたりしました。 

 とにかく、うまく話せなくても、まず話しかけてみることが大事なのだと実感しまし

た。話しかけることで、「私はあなたとコミュニケーションしたい」という意思表示にな

り、相手も私が期待した以上に話をしてくれたのだと思います。そのコミュニケーショ

ンの手応えと会話の内容が今回私にとってかけがえのない財産になりました。 

 

(４)RISEの方々やホストファミリーとの交流 

    RISEのみなさんも、私のホストファミリーもみな、本当に親切で明るく、気さくな人

ばかりでした。私たちの体調を常に気遣い、声をかけてくれましたし、街の案内なども

ロッククライミング体験 

 

保育園の子どもたちと交流 
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とても丁寧にしてくれました。ドライブや

ディナーに誘ってくれたり、サッカー観戦

に連れて行ってくれたり･･･してもらった

ことを挙げれば、きりがありません。出会っ

た方々はみな、私が期待した以上にフレン

ドリーで優しい方ばかりでした。本当に幸

せな時間を過ごすことができました。感謝

してもしきれません。 

 

３ おわりに 

はじめは、今回の引率を楽しみに思う一方で、正直なところ「しばらく英語なんて勉強し

ていなかったから、しっかり会話できるかな･･･」「ふだんは小学生を指導しているが、自分

に中学生の引率は務まるだろうか･･･」と不安な気持ちも抱いていました。しかし、そんな不

安は生徒たちと事前研修を積む間にどんどん小さくなっていきました。そして、派遣研修引

率を終える頃には、「プライベートでも、絶対にまた行ってみたい」「もっと英語の研修を積

んでいき、多くの外国人の方とコミュケーションがとれるようになりたい」「いつかは自分の

家にも外国からのお客様をホストしてみたい」と強く思うようになりました。この貴重な経

験を積む機会を与えてくださり、たくさん指導し支えてくださった花巻市国際交流協会はじ

め、関係者のみなさまに、この紙面をお借りして深く感謝申し上げます。 

また、今回は、中学生の日々成長していく姿をそばで感じ、パワーをもらいました。中学

生６名の生徒たち、そしてその中学生を家庭から送り出してくださった保護者の皆様の協力

にも感謝申し上げます。 

このかけがえのない経験を、今後の教育実践にしっかり生かしていきます。本当にありが

とうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We Love Rutland ! 

 RISEファミリーの皆さんとディナー 
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平成２9年度青少年海外派遣研修事業 
 

クリントン村派遣研修報告書 
 

 

 

 

 

 

平成２9年１０月31日～１１月8日 
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クリントン村派遣団 
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花巻市立 花巻中学校 2年  大友 理緒 

 

１ 研修テーマ 

私が派遣先で調べたいことは、その土地ならではの食材や、郷土料理、家庭料理です。特に

郷土料理はなぜ食べられるようになったかなどを詳しく知りたいです。もう一つ、アメリカで

は本当にハンバ―ガーを毎日のように食べるのか調べたいです。また、どのような具がはさま

っているのか、その他サイドメニューについても調べたいです。 

 

２ テーマ設定理由 

なぜその土地ならではの食材や郷土料理、家庭料理を調べたいかというと、花巻にも雑穀や

白金豚などの食材、わんこそばなどの郷土料理があるように、クリントン村にもそのようなも

のがあるのではないかと考えたからです。 

また、テレビや映画、本などの情報から、アメリカではハンバーガーなどのファストフード

を常食としているイメージがあるので、実際はどのような食事をしているのか調べたいです。 

 

３ テーマについての事前調査 

私はテーマについてインターネットや本を使って調べました。まず、クリントン村があるウ

ィスコンシン州は、ミシガン湖とスペリオル湖、そしてミシシッピ川と水に恵まれ、酪農業で

有名な州だということが分かりました。そこから、クリントン村は酪農が盛んな地域で、チー

ズやソーセージなどを使った料理が食べられているのではないかと推測しました。 

もう 1つのテーマ、本当にハンバーガーなどのファストフードを食べているのかについては、

ファストフードの歴史から調べました。すると、ファストフードの始まりは「ハンバーガー」

で 1904 年、アメリカのセントルイス万国博覧会の会場で販売されたことが始まりとされてい

ることが分かりました。現代では、ベジタリアンやビーガン、ハラールなど様々な食文化が入

り混じっているので、ファストフードといってもたくさんの種類があるのではないかと考えま

した。 

 

４ 研修報告 

【1】郷土料理と家庭料理について 

私がホームステイさせて頂いた Ward家は狩りをし、鹿

や熊、キジなどを獲ってきて、それを料理して食べている

家庭でした。 私が家に着いたその日の夜に、熊肉のソー

セージと鹿肉のチーズソーセ―ジを食べさせてくれまし

た。全く臭みが無く、とても美味しかったです。なぜこ

んなに美味しいのかとホストファミリーに聞くと、「獲

ってきたばかりの新鮮なものを素早く下処理して、加工しているから」と教えてくれました。 

日本では、狩りをしたり、肉をさばいたりする技術を持っている人が少なく、熊肉や鹿肉を

日常的に食べることはあまりないですが、クリントン村の人々は、狩りや肉をさばく技術を持

つ人が多く、日常的に狩りで獲ってきたものを食べていました。そして、彼らはいつも自然へ

の感謝を口にしていました。自然が豊かなクリントン村ならではの食文化だと感じました。 

森で獲ってきたキジ 

この後さばいて、フライにして食べた 
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【2】ファストフードについて 

基本的に毎食、自炊する習慣がなく、朝食のパンケーキ以外

はファストフード店での食事でした。みんな本当にハンバーガ

ーが大好きで、毎回食べていました。ハンバーガー自体は日本

のものよりも少し大きめなくらいですが、サイドメニューの量

がものすごく多かったです。フレンチフライやフライドチーズ、

チキンナゲットなどほぼ全て油で揚げたものでした。日本でフ

ァストフードといえばハンバーガーやホットドッグくらいです

が、アメリカでは中華料理や日本食など、様々なファストフード店がありました。 

もう 1つ、ファストフードを好む傾向はスーパーマーケット

でも見られました。生野菜や生肉はほとんどなく、缶詰や加工

食品、冷凍食品が主に売られていました。国土が広いため、そ

のままでは鮮度を保つことが難しく、日本に比べて国土に対し

て人口が少ないために、早くから機械化がなされ、これらが発

達したことが分かりました。 

これらを利用して合理的な食生活をするようになり、ハンバ

ーガーやホットドッグ、フライドチキンなどの軽食に食べられ

る料理、いわゆるファストフードが多く食べられるようになっ

たことも分かりました。 

【感じたこと】 

私はクリントン村で生活して、現地の人は自然の恵みへの感謝の気持ちを強く持っていると

感じました。最初は毎食、ファストフードを食べていて、食への関心が薄いのではないかと思

いました。しかし、彼らは自然の中で狩りをして、動物の命を頂いているという一面もありま

した。私は今まで、スーパーマーケットで売っている切り身の肉しか知らなかったので、命を

頂いている、それで生命を維持しているということを深く考えたことがありませんでした。し

かし今回の研修で、普段当たり前のように食べている食事はたくさんの命を頂いている、もっ

と感謝の気持ちを持って食べなければいけないと感じました。 

 

5 まとめ  

今回の研修で食というものはその土地や、国の歴

史、労働環境が大きく関わるものだということがわ

かりました。私は今回学んだことを生かして、さら

に勉強をして、世界の食糧不足や貧困の支援をする

仕事に就けるように頑張ります。 

最後に、このような貴重な経験をさせて下さった

花巻市、国際交流協会の方々、クリントン村の方々、

そしてホストファミリーに感謝します。ありがとう

ございました。  

みんなと 

スーパーマーケット 

ハンバーガーショップの 

ハンバーガー 
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花巻市立 南城中学校 2年  福岡 侑成 

 

１ 研修テーマ 

私は日本と研修先での生活習慣の違いについて調べました。学校から帰宅した後の過ごし方

等生活時間の流れや食事の違い、学校での授業の様子について調べることを通して、考え方の

違いを考察します。 

 

２ テーマ設定理由 

通っている英語教室で外国の先生と一緒にレッスンしているうちに、外国の人の考え方は私

や周囲の人との考え方と違うことに気付きました。前向きで、私から見ると行動も大胆です。

同じ人間なのに違いがあるのは、育ちやそれを支える文化、生活習慣の違いからなのかもしれ

ないと考えました。外国の食文化や家での生活、学校ではどんな風に授業をしているのかを実

際に見て違いを探りたいと思いました。 

 

３ テーマについての事前調査 

・家の中で靴を履いて生活している家もあれば、靴を脱いでいる家もある。 

・朝食は、シリアルなどの軽食が多い。昼食は、日本のような弁当の文化もほとんどなく、

学食で昼食をとったりすることが多い。 

・学校のロッカーは個人ごとに、廊下に設置してある。 

・学校では自分の考えをしっかり持ち、対話による授業である。 

・部活動への参加については、自由度が高く、小学校のクラブ活動のイメージである。 

・学校から帰宅後の生活は、日本のように習い事や塾に通う生徒が少ない。 

 

４ 研修報告 

（１）家庭での生活の流れや過ごし方 

①朝 

私のホストファミリーの起床時刻は７時でした。朝食は主食がコーンフレークと牛乳です。

お母さん（ホストマザー）は副菜として、目玉焼きを作ってくれました。リンゴやバナナ、

ブドウなどの果物は必ず食卓に出ました。朝食を抜く日はありませんでした。 

通学は学校まで距離があるため、車での送迎です。お母さんは仕事に行くため、送迎はお

父さん（ホストファザー）の役目です。7時 45分に家を出ます。 

家へ入るときには日本のように靴を脱ぎました。 

【考察・考え、気付いたこと】 

・私は起床してから通学まで忙しく過ごしますが、ホストファミリーの家ではゆっくりとし

た時間を過ごしました。はじめは、起床時刻が遅いことで、焦っていましたが、ゆっくり過

ごすことで心にゆとりの時間ができてきたことも確かです。朝食にあまり時間をかけないこ

とも時間のゆとりにつながっていました。私の体は時間をかけて朝食をとることが習慣にな

っていたので、慣れるまで少し時間がかかりました。 

・ホストファミリーは日本に大変関心があり、箸を用意してくれました。靴の着脱等、日本

と似ているところがあるのはそのためかもしれません。 
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・通学が車での送迎であることに驚きました。国土が広いことや安全性の課題があることも

考えられますが、車中でのお父さんとの時間も大変大切なコミュニケーションの時間になっ

ていました。 

 

②学校での授業等の様子 

まず、施設の違いです。平屋建てでしたので、階段がなく、

その分廊下がとても長かったです。日本の学校にはない学食、

理科室での大きな水槽に飼われている魚や、電光を当てて育て

ている植物が印象に残っています。個人のロッカーが廊下にあ

り、その中にかばんや教科書などの荷物を入れていました。 

私の学校では先生が学級の教室に来て授業をしてくれます。

しかし、研修先の学校では、生徒がそれぞれ自分の時間割りに

沿って教室を移動していました。 

授業では、生徒全員がノートパソコンを持っていて、教科書のように使っていました。ゆっ

たりとした雰囲気の中、自由に発想したり、パソコンで調べたりしながら学習していました。 

昼食はランチルームでとります。メニューはその日によって決まっていました。パンやコー

ヒー牛乳もありました。自宅からジャムを挟んだパンなどのよ

うな軽食を持ってくる生徒もいました。 

授業は、だいたい３時半頃に終わります。放課後はクラブに

所属している人は活動がありましたが、ほとんどの生徒は３時

半過ぎには下校していました。この時刻に合わせてお父さんも

迎えに来ます。 

【考察・考え、気付いたこと】 

・時間割を自分で決定したり、短い休み時間の中でそれぞれが選択する授業の教室へ移動し

たりすることで、生徒の行動力や時間厳守をするなどの自立心が育ち、これが自信につなが

るのかもしれないと思います。自信がつくこと、責任をもって行動することが、行動力の源

だと考えます。 

・日本では、教科書やノートは紙が一般的です。一方、アメリカではパソコンやインターネ

ットの利点を最大限に生かし、学校生活や授業の中にまで活用している点が違うと思いまし

た。日本でも同じようにできるかはわかりませんが、うまく取り入れて利用していくべきだ

と思いました。 

・私の学校では生徒全員がそれぞれ部活動に所属し、放課後はテスト期間を除けば夕方、ま

たはそれ以上の時間まで部活動に専念し帰宅となります。生徒自身の取捨選択により放課後

の時間の使い方を決められる点が違うと思いました。 

 

③帰宅後の過ごし方 

 帰宅は 3 時 45 分くらいです。学校で使用したパソコンを家でも使って、学んでいるようで

した。インターネットやパソコンで調べたりお父さんに聞いたりしながら自分の考えをまとめ

ていくような内容が多くありました。 

 

放課後のクラブ活動の様子 

理科の授業風景 
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【考察・考え、気付いたこと】 

 ・私の学校の宿題は家庭学習として、課題を自分で選択したり、ワークブックのように問題

を解いたりする内容が多いのですが、宿題の内容の違いがあることに驚きました。考えをま

とめて書く課題は、私はどちらかというと得意ではありません。しかし、研修先の学校での

ように考えをまとめる課題をこなしている生徒が世界にいることが分かりました。つまり、

これからグローバル化が進む社会の中で、様々な国の人と出会ってコミュニケーションをと

ったり、仕事をしたりする上では必要なことだと実感し、これからの私の課題だと認識する

ことができました。 

 

5 まとめ  

私は、小学校６年生の時に、この海外派遣事業のことを知り、ずっと行ってみたいと思って

いました。この世界に、自分がまだ見たことがない世界、知らない世界があることに大変興味

を持ちました。私の家族は明るい時もありますが、父母は厳しい時も多いです。そのため、英

会話教室でのネイティブの先生が、なぜこんなに考え方が違い、明るいのだろう、一緒にいる

と楽しくなるのはなぜだろうと考えるようになりました。本やテレビなどで情報があっても、

本当にそこにその国や、その風景やその文化やその人たちが、存在しているのか、容易に想像

できませんでした。そのため、研修のテーマの設定にも時間がかかりました。何が違っている

のか、どんなことを調べればいいのか具体的に浮かんでこなかったのです。ただただ、その現

実を見たかったという思いです。 

クリントン村に行く前は、英語がちゃんと通じるかどうか

が一番心配でした。初めは緊張もあって、あまりコミュニケ

ーションをとることができませんでした。しかし、私のホス

トファミリーは、初日から本当の家族のように接してくれま

した。そのため、緊張がとけてだんだん会話ができるように

なりました。この明るさ、親しみやすさは、私の英会話教室

の先生と似ていました。ゆっくりとした時間を、広々とした

空間で過ごすと、日本で時間に追われて過ごしている生活が遠く感じられました。 

また、ショッピングセンターや飲食店、体育系の施設にも連れて行って下さり、その都度に

コミュニケーションをとれたことが嬉しかったです。普段の生活でも、ホストファミリーがい

ろんなことを教えてくれたり、私について質問したりしてくれたので、とても楽しかったです。 

私の生活と、研修先での生活は大きく違っていることがあり、そこから学ぶこともたくさん

ありました。日本で生活をしている以上、日本の生活を大きく変えることはできません。また、

時間に追われているような感覚になりますが、先を見通して計画を立てて生活することは、大

事なことですし、安心して生活できることでもあります。 

海外派遣に参加させていただき、クリントン村のよさや世界中で様々な方法で頑張って勉強

している同じ中学生がいることを知りました。同時に日本のよさも再確認することができまし

た。また、事前、事後の研修等を通し、関心を持ったことについて、仲間や国際交流協会の方々

と細かく、深く追求することが大変であり、面白いことであることを体験させていただきまし

た。これからは、学校での学習を大事にし、世界に日本のよさを伝えたり、他国の文化に学ん

だことを私たちの生活に生かしたりできるようにしていきたいです。  

私のホストファミリー 
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花巻市立 湯口中学校 2年  佐藤 光優 

 

１ 研修テーマ 

アメリカの教育について 

・大学への入学の仕方、大学の種類や仕組み、生徒の学習意欲の違い 

 

２ テーマ設定理由 

私がこのテーマを設定した理由は、２つあります。１つは、学校で進路のことについて学習

する機会が増えてきたこと。もう１つは、海外派遣の研修会で佐々木理事長がお話して下さっ

た１年の交換留学中の鈴木葵菜さんに憧れたことです。私も、高校ではなくとも、大学で留学

にチャレンジしてみたいと思い、自分が留学したい！する！となった時にその国の教育につい

て知っておくことが大切なのではないかと考えたからです。 

 

３ テーマについての事前調査 

私は主にアメリカの大学に重点をおいてインターネットで調べてみました。 

分かったことは、日本の大学より専門的なことを学べるということ、アメリカの大学には日

本のような入学試験のシステムはなく、高校での成績や、全米統一試験の結果などが入学出願

に必要となるということ、日本とは違い学資援助に全米共通のシステムがあり、政府・州・大

学から奨学金や補助金などが出るということです。 

アメリカの大学は大きく分けて２つの種類があり、総合大学の university と単科大学の

college があるそうです。またアメリカの大学では、入学審査は、学生の将来性や人間性を重

視するため、他の学生との差別化を意識し、自己アピールをすることも重要だそうです。 

 

４ 研修報告 

【大学への入学の仕方】 

私は、大学について、ミドルスクールの先生にお話を聞かせて頂きました。 

まずは、入学についてですが、ACT（American College Testing Program）というテストを受

け、そのスコアと学校での成績で選べる大学の範囲が大体決まるそうです。 

流れとしては、ACT→エッセイ→面接２～３回とのこと。面接は、あるところとないところが

ある等、大学によって入学要件が違うそうです。試験や学校での成績が関わってくる点は同じ

ですが、センター試験のように１回きりではなく何回か受けて、良いスコアを提出できます。

しかし、その分長期にわたっての受験勉強になるようです。

日本の入学試験では、学力を重視されているように感じます

が、アメリカでは、学力の他に課外活動など、いろいろな角

度から総合的に判定されているように感じました。 

【大学の種類や仕組み】 

アメリカの大学には、総合大学の university と単科大学

の collegeがありますが、Collegeの中にはテクニカルカレ

ッジという日本でいう専門学校のようなものがあります。これは大学とは少し違い、大学を卒

業したことにはなりませんが、短い期間で専門的な知識を身につけることができるそうです。 

大学とその付近の風景 
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また、アメリカの大学では高校を出てしばらく働いてから改めて大学へ入学する人がいるな

ど、様々な年代の人が在籍しているとのことでした。日本では“高校を卒業したら大学”とい

う流れができているように感じます。実際、日本の高校卒業後にストレートで大学入学する人

は約８５％だそうです。それに対し、日本の２５歳以上の大学生は３％未満です。日本特有の

「ふつうは…」「こうするべき」という考え方から人の目を気にしてしまう人が多いのではない

かと私は思いました。本来、性別や年齢は関係なく「学べる」権利があるはずなのでもったい

ないなと思いました。こうした「考え方」という違いが大学の年代幅に大きく影響していると

思います。また、アメリカの大学は入学することよりも卒業することが難しいと教えて頂きま

したが、このことも様々な年代の方が在籍している理由につながるのではないかと思いました。 

【生徒の学習意欲の違い】 

現地では、ミドルスクールとハイスクールを訪問する機会

がありました。まず、日本のような授業での挨拶はありませ

んでした。どの授業でもほぼパソコンでの授業を行ってお

り、先生ではなく生徒が教室を移動していました。そして１

日８時間授業でした。授業の内容も先生が出した課題に対し

て、自分達で調べてまとめていくものが多く見られました。

私が体験した授業では、自分の疑問はどんどん口にし、それ

に先生もひとつひとつ丁寧に答えていました。学習意欲があるというよりも、好奇心、探究心

が強いという方がぴったりだなと思いました。 

 

5 まとめ  

私が派遣先で過ごしたのはたったの９日間でしたが、この

９日間で大切な家族、友達、そしてたくさんの思い出ができ

ました。そしてこの海外派遣研修事業で、自己主張、意思表

示の大切さを学びました。現地では遠慮していたら何もでき

ません。とにかく、Yes/Noで答えるように心がけました。簡

単に出来そうなことですが、意外と難しいと感じました。また、英語では日本語のように曖昧

に表現できる言葉がないので、いかに普段自分が曖昧に濁しているかと痛感しました。そして、

自分の英語のレベルを確認し、自分を見つめ直す良い機会になりました。私の英語は、日本で

は得意としてやってきたものの、日本から一歩外に出れば赤ちゃんと同じレベルだと思います。

どうにかジェスチャーなどで気持ちを伝えましたが、現地でやっていくにはまだまだだと実感

しました。それに、海外へ「出たい」という気持ちだけじゃやっていけないこと、英語が出来

るだけでは足りないという現実を見て、聞いて、体感することもできました。楽しいだけでな

く、そういう厳しい現状を見ることができたことも自分にと

ってとてもためになりました。英語だけでなく、様々な知識

をもっと深めて、自分の視野を広げていきたいです。 

この事業に参加させて下さった協会の方々、先生方、地域

の方々、そして家族。事業に協力して取り組んだ同じ派遣生

の仲間、引率の先生。受け入れて下さったホストファミリー、

クリントン村の方々。全ての方々に本当に感謝しています。  

CMSでのグループワークの様子 

BB弾やアーチェリーで 

遊ぶ HF･いとこ･友人 

HFのレイチェルとそのいとこ 
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花巻市立矢沢中学校 2年  佐藤 文 

 

１ 研修テーマ 

アメリカの音楽について 

・現地に伝わる民謡や、今人気のある音楽はどのような音楽なのか。 

・どのような場面でどのようにして音楽を楽しんでいるのか。 

 

２ テーマ設定理由 

私は小学１年生からピアノを習い始め、小学２年生からヴァイオリンを習い始めるなどとい

った、とても音楽に恵まれた環境で育ちました。幼いころから音楽に興味を持ち、母や先生の

時代の歌や曲も大好きであり、最近は世界にある歌謡曲にはどのようなものがあるのかという

ことを知りたいと、強く思っています。また、私の所属している花巻市の金星少年少女オーケ

ストラは、現在入りたいと言ってくれる子供たちが少なくなっており、人数不足になりかけて

いますが、将来は指導者としてオーケストラに参加し、音楽で花巻市を盛り上げていきたいと

考えています。世界から音楽のすばらしさや美しさを学び、花巻市の皆さんに還元したいと思

いこのテーマに設定しました。 

 

３ テーマについての事前調査 

・アメリカ民謡にはどのような曲があるのか。 

例）大きなのっぽの古時計、ビスタ、茶色の小瓶、大きな栗の木の下で、アメイジング・グレ

イス、線路は続くよどこまでも、カントリーロード、オーラ・リーなど 

 

４ 研修報告 

私はテーマについて調べるために、現地の学校の音

楽の授業に参加したり、ホストスチューデントに教わ

ったりしました。 

ミドルスクールの音楽の授業では、私が事前に調べ

た曲や、私が知っている曲ではなく Aaron Bennett先

生の作詞作曲の「Snow ball」「A Holiday Treat」とい

う曲を教わりました。私の学校の授業では昔から歌わ

れている伝統的な曲や誰もが知っている代表的な歌を教わっていたので、とても驚きました。 

「音楽は教養や学問、演奏技術の向上」だけではなく、人間の本来持っている想像力を駆り立

て、自分の喜怒哀楽を音で表現することができるものだと私は思います。ですから、先生は自

分の作詞作曲した曲を日本から来た私に、あえて聞かせてくれたのではないかと思いました。 

伝統も大切にしているとは思いますが、むしろ新しいものを創造していく力を育んでいるよ

うに感じました。 

ドライブの時には大音量で音楽を流したり、部屋で自分たちの好きな音楽を歌ったりなど日

常生活でもとても楽しまれていました。 

Aaron Bennett先生の曲 
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毎朝ミドルスクールに入ると吹奏楽部の楽器の鳴る音が聞こえました。また、音楽の授業で

は、歌うときになると、パイプの階段のステージに移動し自由に体を動かして歌っていました。

これらのことから、音楽は楽しんで奏でるものだという

ことを、楽しそうに歌う生徒を見て思いました。 

クリントン村では自分を表現する方法の一つに音楽が

あり、そこに自由を感じました。思ったこと、感動したこ

とをいかに表現するか、他者との違いを認識し、その中で

自分の個性をいかにアピールできるかを身に付けている

ように感じました。 

 

5 まとめ 

今回の滞在期間でクリントン村のことすべてを理解したり、日本との比較を簡単にしてしま

うことは正直難しいと思います。また私が参加した授業では細分化された専門的な授業ではな

かったため、一言でクリントン村のミドルスクールの音楽の授業はこうであったとは言い切る

ことはできません。ただ、「きっと日本のように、昔から親しまれている童謡があるはずだ。」

や「私の中学校の合唱コンクールのようにハーモニーや音程などを一生懸命練習してドキドキ

しながらステージに上がって演奏するのだろう」と思っていましたので、参加した授業では多

くの違いがあり驚きました。 

演奏態度については、私の中学校のように直立不動ではなく、音に合わせて体を動かし、そ

してそれを恥ずかしいと思うのではなく、自然なスタイルで演奏している姿を見学し、大変驚

きました。先生も生徒も皆、音楽を演奏することに喜びや楽しみをもっていました。 

クリントン村の皆さんは、とても優しくたくさん話かけてくれるような方々でした。私が日

本人だということを理解して、ゆっくり話すようにしてくれたり、アプリを使ってコミュニケ

ーションをとってくれたので、とても助かりました。 

また、私がピアノでビートルズのレットイットビーや、モーツアルトのトルコ行進曲を弾く

と、一緒に合奏してくれて、その場に一体感が生まれたように感じました。この経験から、音

楽は世界共通だと改めて実感しました。 

今回このような貴重な体験をさせてくださった、花巻市の皆さんと親への感謝を忘れず、こ

れからの生活を過ごしていきます。 

この海外派遣で「音楽を楽しむ」こと、「音楽によって心を通わすことができる」ことなど、

学んできたことを、学校や私の所属しているオーケストラのメンバーに広め、この花巻市がよ

り発展していけるように、これから地域の活動やイベン

トに率先して参加するなど、自分にできることを行って

いこうと思います。 

 

 

 

 

  

音楽の授業風景 

ホストファミリーと ホストファミリーのペット 
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花巻市立 東和中学校 2年  菊池 陸翔 

 

１ 研修テーマ 

アメリカの鉄道について〔人の輸送、物流〕 

 

２ テーマ設定理由 

私は、鉄道が好きでよく写真を撮ったり、乗ったりします。日本では、新幹線が東京を起点

にして全国を結んでいますがアメリカでは広大な土地をどのようにカバーしているのか、また、

どのような鉄道が走っているのか気になったので、この研修テーマにしました。 

 

３ テーマについての事前調査 

１、 大陸横断鉄道 

・人の輸送や物流の大動脈 

 東海岸と西海岸を結んでいて、途中シカゴやシアトルといった都市を通る。 

２、 トロリー〔路面電車〕 

・街には網目のようにトロリーが走っている。 

３、 地下鉄 

・シカゴや、ミルウォーキー等の大きな都市では、トロリーの代わりに地下鉄が走って

いることがある。 

 

４ 研修報告 

 私は、１１月５日のホストファミリーデーにクリントン村から１時間程のところにあるイー

スト・トロイの East Troy Railroad Museum（イースト・トロイ鉄道博物館）に行きました。 

 シカゴの周辺は South Shore Lineという会社が鉄道の運営をしているそうです。 

 日本と同じように地方ごとに会社が分かれていて、広大な土地の人員輸送を支えています。 

 

 

イースト・トロイ地区の路面電車 East Troy Railroad Museum 
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アメリカでは収穫したコーンや大豆を鉄道で運びます。街には必ず１つ以上の穀物貯蔵タン

クを付属した貨物ターミナルがあります。 

内陸部で穀物が収穫可能なクリントン村では、穀物を沿岸部や海外輸出用として貨物に乗せ

るための貯蔵タンクがありました。大都市を要する沿岸部ではクリントン村とは逆に、内陸部

から運ばれてくる穀物を受け入れる為のタンクがあるようです。輸出の場合は、コンテナのま

ま更に船に載せられ運ばれていくものもあるそうです。 

私が実際にミルウォーキー周辺で見てきた穀物を運んでいる貨物列車は、25両編成で、シカ

ゴ行きのものでした。日本では 15 両編成が一般的なので、一度に大量の穀物を効率良く運べ

るのではないかと思いました。 

 

大陸横断鉄道は、ニューヨークからシカゴを通っ

ていて、BNSFという会社が運営をしています。 

アメリカでは、大陸横断鉄道の開通によって西海岸

のサンフランシスコやロサンゼルス等の街が栄え、

アメリカ自体の発展につながっていったと言われ

ています。 

世界各国からの移民が東海岸から入ってきて、そ

の後大陸横断鉄道を使うことにより、西海岸へ都市

を広げていく大きな先駆けとなったと思います。 

人を運ぶだけでなく、国の発展にかかわっている

ことには大変驚きました。 

 

また今回、実際に見ることはできませんでしたが、ホストファミリーの話ではフロリダにあ

る NASAの飛行場（ケネディ宇宙センター）周辺には、ロケットを運ぶために敷かれた「NASA鉄

道」があったそうです。ユタ州からフロリダ州までロケットの各部品を運んでいたそうです。

通常の穀物等を運ぶ場合はコンテナ型ですが、部品は精密機器の為、車両は専用のタンク車を

改造した密閉性の高いものだと聞きました。2015年には廃線になったそうですが、日本では馴

染みのない貨車なので見てみたかったです。 

私は今回アメリカに行ってみて、鉄道が網の目の様に張り巡らされ、用途に応じ色々な種類

の車両がそれぞれの役割を果たし、アメリカ経済を支えていると感じました。 

ミルウォーキーの貨物ターミナル 

大陸横断鉄道【BNSF】 

クリントン村の穀物貯蔵タンク 

タンクのすぐそばまで線路が敷いてある 
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5 まとめ 

私は今回の派遣中、たくさんの初めての経験をしました。 

研修中バスの窓から見えた、日本では想像もつかないような広大な大豆畑、各４車線もある

ハイウェイを時速 150kmぐらいで走りぬく車たち、果てしなく続く大都会のそびえ立つような

高層ビル群。国際空港とは分かっていながらも大きさに圧倒されたシカゴ・オヘア空港。 

口をポカーンと開けたままいたのではないかと帰って来た今になって

思います。 

ホストファミリーの家で、アメリカ初体験の朝食では色とりどりの

シリアル、この原色ピンクやブルーハワイの様な鮮やかな青…、正直

食べられるのか不安になりました。食べてみたら美味しかったのです

が…。 

学校生活では、パソコンだけを使って授業をしていたのは大変興味深かったです。日本でも

パソコンは使ってはいますが、私の学校ではノートは書かずパソコンに打ち込むような事は行

っていません。私が実際感じたのは、日本では、漢字の意味や読み方を理解した上で、パソコ

ンを駆使しなければならないという事です。反面、ホストファミリーの文字や数字などは書き

順や形は重視されず個性ある文字や書き方でした。 

派遣中は、言葉が通じず困ったことも多々ありましたが、身振り手振りを交えて話すことで

相手も真剣に聞いてくれました。また、アメリカでは自分から話すことや「Yes」「No」をハッ

キリ言うことが重要だと思いました。完璧な英語も大切ですが、相手への伝えたいという気持

ちは、もっと大切だと気付かされました。 

世界の公用語が「英語」であることで、私はもっと英語を真剣に学習し、自分のものにしよ

うと思いました。昔は英語ができれば職業につながりましたが、私達が生きる現代は「英語を

使って○○をやりたい。」または「○○がやりたいから英語が必要」と使えるだけではなく、更

にその先が求められます。英語圏ではない、ヨーロッパやアジアの国でも英語が出来れば、何

かしらのアクションが取れるように思います。 

私のもとには帰国してすぐのクリスマスにホストファミリーからプレゼントが届きました。

私もクリスマスカードと日本のお菓子をたくさん入れて初めての国際郵便を出しました。 

母は自分が高校生時代にホームステイした家族と今でも付き合っているので、うらやましく

思っています。 

今回受け入れをしてくれた Koch家の家族とは、今後一生付き合っていきたいと思います。 

最後に、花巻国際交流協会の方々、花巻市、送り出してくれた中学校、家族、そして受け入

れをしてくれたクリントン村の方々、Koch家族に感謝致します。 

花巻市とクリントン村がずっと繋がっていてくれることを心より願います。 

 

 

 

 

 

 

  

East Troy Railroad Museumにて 

ホストファミリーKoch家族と 

 

Nov 6th, 2017 
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花巻市立 東和中学校 2年  松原 彩夏 

 

１ 研修テーマ 

① アメリカと日本の考え方の違いについて 

② アメリカの昔話や童話について 

 

２ テーマ設定理由 

このテーマを設定した理由は、日本とアメリカでは、生活の仕方やマナーなどが違い、互い

に驚くことも多いので、それは考え方の違いに由来するのではないかと思ったからです。 

また、アンデルセン童話、イソップ物語、グリム童話と有名な童話集がある中でアメリカの

童話集については聞いたことが無く、実際にあるのかどうか知りたいです。もしあるのなら、

読んでみたいと思っています。 

 

３ テーマについての事前調査 

① 「時間にはあまり厳しくない」、「性格は基本的にポジティブ」というところがインター

ネット上にあげられていました。 

② インターネットで調べてみると、童話があるようなのですが、どの題名も聞いたことが

ありませんでした。 

 

４ 研修報告 

①考え方の違いについて 

初めに、食文化の違いを２つあげたいと思います。１つ目は「食」に関する考えの違いにつ

いてです。日本では、食べ物を粗末にしないという考え方から、自分が食べきれる量を盛りつ

け、残さず食べますが、現地の給食はあらかじめ多く盛り、食べたい量だけ食べていました。

また、飲食店では食べ残した分はテイクアウトすることができ、これは食べたい量を食べたい

時に食べるという考え方からだと考えました。 

２つ目は「朝食」の違いについてです。日本では家族と共に朝食を摂る家庭が多いと思いま

すが、ホームステイ先ではばらばらに食事を摂っていました。また、カフェオレやコーヒー、

牛乳などの飲み物で済ませることが多く、たまにワッフルが出ました。他の人を待つことなく

熱いうちに食べることもでき、個人を大切にする考えからの行動だと思いました。 

次は、「学校」に関する違いについてです。学校は広く、１日の授業は４５分×８限で構成さ

れていました。授業の様子も違い、主にスクリーンを使ったり、自分のコンピューターを使い

授業のまとめをしたりと日本とは多くの違いもありましたが、授業中の生徒の発言を尊重し聞

きながら授業を進めるところは、日本と共通していると感じました。 

また、違いだけではなく共通点もありました。例えば自分の娘や息子が試合や発表などをす

るときに見に行ったり、自分の家族を大切にしたり、寝る前には「Good night(おやすみなさ

い)」とあいさつをするなどです。 

「時間」の使い方の違いについても挙げたいと思います。年齢が低いときは、家族・友達と

の関わりを大切にし、多くの時間を誰かと一緒に過ごす人が多いようでした。しかし、年齢が

上がると自分で時間を見て仕事にいったり、自分で考えて行動したりと、自立している人が多

いと感じました。 
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②童話について 

小学校の見学の際に校長先生に童話のコーナーに案内していただいたのですが、置かれてい

た童話が一冊しかありませんでした。紹介された本は、イラストのインパクトが強く色も濃く

はっきりとしていました。このほかの童話は見つけられませんでしたので、これからも調べた

いと思いました。 

 

5 まとめ  

言っている英語の意味が分からず相手を困らせてしまうこともありましたが、ホストファミ

リーが手助けをしてくれたり、実際にやって見せたりと一生懸命に伝えようとしてくださいま

した。そのおかげで楽しく日常生活をおくることができました。 

日本とアメリカでは違いが多くあり毎日が新鮮な気持ちでした。日本の学校は制服があり髪

型も決められていますが、現地では私服で登校し、ネイルや身長が高いことも合わせて、大人

っぽく見えました。自由な印象の反面、勉強面ではテストも多く内申点もなく厳しいと思いま

した。 

今回の海外派遣で、一つのテーマとして設定していたアメリカの昔話や童話について調べる

ことができませんでしたので、これからもインターネットを活用して調べたいです。 

最後に、海外派遣がスムーズにいくようにサポートして下さった協会の皆様、私の背中を押

して支えてくれた家族には感謝の気持ちでいっぱいです。この経験は私の一生の財産になりま

した。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ホストファミリーの皆さまです。 

とても気さくな方たちでした！ 

マヤちゃんとアメフト観戦 

ウィスコンシン州議事堂 
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花巻市立 若葉小学校 主幹教諭  林崎 史宏 

１ はじめに 

「外国に行ってみたいですか？」と校長先生に声を掛けられ、「はい、もちろんです！」

と返事をしたその夜から「…本当に自分が引率なんてできるのか！？」とプレッシャーが

押し寄せてきたことを今でも思い出します。しかし、今、報告書を書きながら「本当に行

ってよかった」と心から思います。そして、このような機会を与えていただいた皆様に感

謝の気持ちでいっぱいです。 

この度、私は花巻市内の中学生６名と共にアメリカ合衆国

ウィスコンシン州クリントン村に生徒の引率として行って参

りました。成田空港からシカゴ・オヘア空港までは１１時

間。元気な生徒達も機内では疲労の色が見えていましたが、

無事に入国審査を済ませると、期待で目がキラキラと輝き始

めました。空港にはクリントン・ミドルスクールの音楽の先

生でもあり、交流のコーディネーターでもあるベネット先生

が出迎えてくれました。７２人乗りの超大型スクールバスに乗り、空港から２時間でクリ

ントン・ミドルスクールに到着しました。その日は 10月 31日ということもあり、ハロウ

ィンの様子を肌で感じながらのアメリカ生活スタートとなりました。 

 

２ 研修報告 

（１） クリントン村の学校の様子 

二日目からクリントン・ミドルスクールでの学校生活がスタートしました。クリントン

村は半径数百メートル以内に小学校も高校もあり、アットホームな穏やかな雰囲気で教育

活動が進んでいる印象でした。大型のスクールバスや家族に送られてくる生徒もいれば、

徒歩や自転車通学等、様々な登校風景でした。紹介式では、約 300名の中学生の前で、私

を含む 7名全員が英語での自己紹介を成功させました。その後、高校や小学校も見学させ

ていただきましたが、日本の学校と大きく違うことの一つは、クラスの人数や学習設備で

す。多くても 20人前後のクラスで、一人一人小さめのノートパソコンを持って学習に臨む

姿に驚きを覚えました。もう一つの驚きは教室移動です。テレビやインターネット等の情

報では知っていましたが、50分程の授業後に、たくさんの生徒が教室移動をする姿は、日

本ではなかなか見ることのできない光景でした。 

研修三日目は、いよいよ授業参加です。私も含む７名は、それぞれのパートナーが受け

る授業（私のパートナーは、ミドルスクールの先生でしたので、先生が受け持つ授業に参

加）に参加しました。どの生徒も「英語だけ」で進め

られる授業に戸惑いを覚えつつも、「何とか聞き取っ

て理解するぞ」と意欲的に参加していました。私は

『学校の先生』という立場での参加なので、授業を進

める先生に、「今は～のような学習をしているが、意

味はわかるか？」や「日本ではどのように教えるの

だ？」という質問（もちろん英語で）を授業中に突然

指名され、あたふたしながら答えたり、特別支援の個
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別指導学級で、生徒に日本の文化を伝えたりしました。聞き取ることの難しさを心から味

わいながらの１日でしたが、言語が違う人間同士で、「思いが通じた・相手の気持ちがわか

った」と思う瞬間は、まさに爽快感・達成感でいっぱいでした。 

 

（２） ホームステイの様子 

私自身も、生徒と同様にホームステイという形でク

リントンに滞在しました。お世話になったファミリー

は、長距離トラックの運転手の父・ミドルスクール特

別支援教育担当の母・ハイスクール１年の長男・シェ

パード（犬）のザー・柴犬のマズローの５人？家族で

した。 

父が週の半分は帰ってこないような状況もあります

が、全員が揃った時間をとても大切に過ごしている印

象を受けました。大きなローストポークをお腹いっぱい食べた後に、家族でトランプをし

て遊んだことも心に残っています。滞在中にはたくさんのアメリカ文化を体験させていた

だきました。長男のアイスホッケーチームの練習観戦・地元高校アメフトチームの決勝戦

応援・ファミリーの知り合いの農場での牛のお世話等、私が踏み込んだことの無い領域に

誘っていただきました。その中でも最も忘れられないのは、日曜日の「乗馬体験」です。

自己紹介で「ホースバックライディングに興味があります。」と話したことを覚えていたフ

ァミリーが、知り合いの農場にお願いをしてくださり、実現しました。アニメ「あらいぐ

まラスカル」「大草原の小さな家」の舞台となったウィスコンシン州ですので、森に囲まれ

た農場で、「手綱を引っ張ったら馬が止まるから、引っ張らないで」という指導のみで、馬

の背に乗り、大自然を満喫いたしました。途中、逆方向の森に突っ込みそうになったり、

突然走り出したりした時には、「ここで落馬し怪我をすると、帰国できない！」と本気で馬

との意思疎通を努力しました。 

夕食後には、家族との会話や団らんを楽しみました。お土産に持参した剣道の手拭いの

文字の意味の説明から始まり、持参したさんさ踊りやよさこいソーランの DVD視聴は大変

喜ばれましたし、私が心を込めて煮込んだ「うどん」は、ズルズルと音を立てながら、家

族みんなで楽しく食べました。 

ショッピングに行く際の車で聞いたラジオにも運命を感じました。流れてきた曲が、私

の学生時代に聞いたミュージシャン「スティーブ・ペリー」の曲だったのです。私が「こ

の曲知っています。学生の時に聞いてました」と言うと、お父さんは、「おお、お前もオー

ルドミュージック世代か、妻はカントリーミュージックばかりだけどね。おれは、この辺

りの曲が好きさ。ジャーニー、シンディ・ローパー、シカゴ、クイーン…etc.」音楽で心

がつながった瞬間でした。 

夜には、特別支援学級の参観の感想をきっかけとして、日本とアメリカの支援教育の類

似点や相違点・児童虐待問題や DVの問題・親の介護の問題等、深い話題にまで及びまし

た。さらに、別な夜にはアメリカで起きた銃乱射事件から、銃社会の問題点や諸外国の国

交についても考えを交流しました。もちろん、難しい話題ばかりでしたので、英会話がで

きない私にとっては、簡単な単語を組み合わせての交流とはなるのですが、お互いに思い
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を伝えたいという意欲が原動力となり、交流は深夜まで続きました。（どうしてもお互いに

伝わらないときは、スマートフォンの翻訳を活用し、見せ合い、会話を続けました）ここ

で、感じたのは、「どこの国でも、どんな人種でも、平和を願う気持ちや人を愛する気持ち

は変わらない」ということでした。 

 

３ 終わりに 

お別れの朝、私はファミリーにお別れを言いました。拙い英語でしたが、自分で一生懸

命考え、表現しました。「みなさんの温かさを、私は忘れませ…。」そこまで言いかけた時

に,鼻がつーんとして涙が溢れてきました。ファミリーの目も真っ赤です。思わず手を広げ

てハグしていました。 

中学生の生徒達も、同様です。そして、大きな声で「絶対来年来てね～！」「待ってるよ

ー」と涙の別れとなりました。 

研修前半は、言語・食文化・生活習慣の大きな壁にぶつかり、戸惑う場面もありました

が、生徒達は、本人達の努力もさることながら、クリントンの皆さんの温かさとファミリ

ーの優しさや心遣いに助けられ、大きな成長を遂げました。これからもそれぞれの中学校

の、いや花巻市の中学校のリーダーとして歩んでいくことでしょう。私自身も、見聞きし

たことや感じたこと、体験したこと等を、花巻の子ども達に少しでも還元していければと

思います。 

最後に、このような研修の機会を与えていただいた国際交流協会の皆様をはじめ、温か

く見守ってくださった生徒の保護者の皆様、そして今回の交流に関わった全ての皆様に感

謝の意を表し、研修のまとめの言葉とさせていただきたいと思います。本当にありがとう

ございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

息子さんのホッケーチームと記念撮影！！ 様々体験させていただいた農場の様子 

お世話になった添乗員さんともお別れ。 噂の大きいハンバーガー・フレンチフライ 
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岩手県立花巻北高等学校 

校長 下町 壽男 様 
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ホットスプリングスの教育と日本の教育の違い 

～教育方法・教育哲学の比較と展望～ 

 

花巻北高校 校長 下町壽男 

はじめに 

 私は、11 月 3 日から 12 日まで、移動日を除け

ば正味 1週間に及ぶホットスプリングスの訪問を

行い、多くの学校を見学する機会をいただきま

した。 

 現地で行われる授業スタイルは日本と大きく

異なっています。ここでは、その違いの根底に

ある教育哲学にフォーカスしながら、授業参観を

通して気づいたことをまとめたいと思います。 

 

1 ASMSA における「日本語」の授業 

授業者はエリザベスさんという 23 歳のフレッシ

ュな方でした。 

 教室の入り口には「雨ニモマケズ」の暖簾が飾

られています。 

 そして、花巻北高校と ASMSA の姉妹校提携の 

コーナーがしっかりありました。嬉しいのは、教室

内に、以前私がプレゼントした絵が飾られているこ

とでした。これは、花高の 1 年間の学校生活を絵に

したものです。 

  

 

 

 

授業は以下のような流れで行われました。 

①チェックイン（それぞれが自己紹介） 

 

②ペアワーク 

 ASMSA の生徒と日本の生徒がペアになり日

本語の問題のテキストを行う。日本の学生はアド

バイザーという立ち位置である。 

  

③Youtube の動画を使って皆で歌を歌う 

 （Ten Little Indians の和洋折衷版） 

④ボール・アクティビティ 

 ビーチボールを教師が投げつけ、受け取った

人にワンセンテンスの質問を次々浴びせていく。

ASMSA の生徒には日本語の、日本人には英語

の質問をテンポよく行う。 

 

http://simomath.blog.fc2.com/img/s-hs1106jp-03.jpg/
http://simomath.blog.fc2.com/img/s-hs1106jp-09.jpg/
http://simomath.blog.fc2.com/img/s-hs1106jp-11.jpg/
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⑤今日のテーマとなる新しい文法の説明 

 ボール・アクティビティの中から本時のテーマ

である「(place)に(type of person)が(counter)

います」（例「教室に生徒が 3 人います」）という

構文を自然に導入する。説明はほんの数分、日

本人生徒との対話によって教師自身も様々な気

づきがあったようだ。 

⑥グループワーク 

 くじ引きで 4 人グループを作り、ネットワーク

上でユニークなアプリケーションを使った単語

学習を行うアクティビティ。 

 

⑦チェックアウト  

 楽しかったか、理解できたか、などの質問を全

体に投げかけ、全体写真をとって終了。 

 この授業と日本の授業との違いをあげると、 

■様々な活動を担保するために 90 分の授業時 

間が確保されていること 

■少人数編成（十数人）の授業であること 

■対話的な活動がメインになっていること 

■スマートフォンを使って（BYOD）インタラクティ 

ブな活動が取り入れられていること 

■基本的に技能の習熟は個々の主体性に委ね 

られていること 

■教室の配置や掲示物などに遊びがあること 

 などです。 

 この授業のポイントは、生徒に知識・技能を叩

き込むのではなく、意欲関心を高めながら学ぶ

楽しさを伝えていくというものだったと思いま

す。教師は、生徒とともに学ぶ者、「教え込まな

いからこそ学び出す」というスタンスで授業コー

ディネーターとして存在しています。そのことに

よって、自分を超えていく子ども達を創り出して

いくというポリシーを感じました。 

日本では、教師が教室に君臨し、過剰に生徒

をコントロールし、知識を一方向的に詰め込んで

いく傾向があります。それによって、モチベーシ

ョンの低下や教わったことしか学ばない生徒が

生まれているという面も指摘されています。 

もちろん、今回のような授業を贔屓し、日本の

教育を貶めようというわけではありません。 

この授業後に、あるアメリカ在住の日本人に

話しを伺うと、日本ではどんな地域でも、経済的

に格差があっても、きちんと標準的な能力を備

えるようなシステムになっていることをとても

高く評価していました。また、しっかりノートに書

く習慣が徹底されていることはアメリカにはな

い良さであると話していました。 

 確かに日本は、学習指導要領が法的拘束性を

持ち、何より、「学力」という概念が学校教育法

によって規定されているという、教育ガバナン

スがしっかりしていることが他国より優れてい

るところだと思います。しかし、その「統治」によ

って、主体性が喪失しているという一面もある

ことも事実ではないかと思います。 

 そんな中、それをも教育行政の力によって克

服しようとしているのが、現在の我が国の教育

政策のポリシーなのかもしれません。私は、これ

をどう見るかということより、そのことを踏まえ

つつ、現場レベルで問い直し、「自分事」にして

いくような行動をとりたいと思っています。 

 「主体的、対話的で深い学び」を標榜する日

本の教育が「鬼に金棒」となるかどうか、いよい

よ現場教師の主体性が問われるところなのか

もしれません。 
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２ ASMSA における「創造」の授業 

 ASMSA 訪問で参観した「アート」の授業につ

いて振り返ってみたいと思います。 

今回の訪問の中で、コリー校長先生の話しを

伺うと、今後 ASMSA は音楽も含めたアートの

分野にもチャレンジしようとしているようです。

私は彼の考えに非常に共感しています。 

「今後 10～20 年程度で、米国の総雇用者の 

約 47%の仕事が自動化される」というマイケル

オズボーンらの言葉が相変わらず独り歩きして

いますが、彼らの論文「雇用の未来」を引用する

なら、私は次のことの方を強調しておきたいと

思います。 

それは、AI と共存する社会において、私たち

に求められている能力の一つは、ファインアート

（優れた芸術性）であるということです。 

さて、昨日の授業は「何もないところからクリ

エイトする」というテーマで次のように進行しま

した。 

①ASMSA の生徒と日本の学生がペアになる 

②それぞれに 1 枚の画用紙が与えられ、そこに 

 好きなように表現していく 

③10 分後、互いの作品を交換し、相手の作品に 

手を加えていく 

④③の活動を数回繰り返す 

⑤最終的に2人の合作の作品が完成しそれを全 

 体にシェアする 

円形に座っている生徒達の中央に「クリエイ

ティブセンター」とよばれる場所を設定します。 

 

そんなカッコいい名前で呼ばれるのですが、

実は、ペンやマジックやハサミや紙切れなど

様々なものが無造作に置かれているだけです。

生徒達はそこから好きなものを選び、コラージ

ュしていきます。 

 

裁断機で大胆にカットしてもいいし、はみ出し

てもいいし、別の紙を貼り合わせてもいい。とに

かく「自由」が与えられます。 

活動が始まると、ASMSA の生徒は次々とク

リエイトしていきます。 

 

一方、花巻の生徒達の手はなかなか動きませ

ん。日本の学生は、何をやるかが決められてい

れば、それをその通りこなしていくことは得意

だと思われますが、何もないところから創りだ

すのは不得手なのかもしれません。 

最初の 10 分は、日本の生徒のアクティビティ

は ASMSA の学生に比べ数段消極的でした。ま

た、日本の生徒たちの作品は、丁寧に木や花を

書いたり切ったりというものや、一定の規則に

則った幾何学模様を丁寧に描いているものが多

いように思いました。 

ところが、これを 10 分ごとに交換していくう

ちに、彼らの創造の扉が開いたかのように、大胆

な表現が見られていきます。 
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相手の作品の意図を汲み取ってそれを膨らま

せたり、調和させようとしたりという動きも目に

つきました。最後に出来上がった作品はこのよ

うなものです。 

 

 

 

 

 

担当のブラッド先生は次のように話します。 

（聞き取りが難しかったのでエッセンスを取り出

します） 

■人は多くの「～すべき」に囲まれている。 

■物事をクリエイトするためにはそれに縛られ 

ていてはダメ。 

■計画通りに進まないことを恐れない。 

■流れにまかせて表現すること。 

■更に他者とアイデアを交換することで創造力 

が増幅する。 

■このことは、芸術作品をつくることに留まら 

ず、人生に役に立つのだ。 

私は、この活動を参観しながら、箱庭療法や

コラージュセラピーをイメージしていました。そ

して、生徒が心の扉を解き放つ瞬間を垣間見た

ように思いました。 

STEM教育に力を入れているASMSAが、な

ぜアートの視点を強調しているのか、その意味

がわかったような気がしました。 

数学もサイエンスも創造力がなければ新しい

何かを生み出すことはできない。歴史も国語だ

ってそうだ。創造的知性を生み出すアートの授

業にますます関心が高まりました。 

大内君が、折り紙の作品をブラッド先生にプレ

ゼントしました。大変喜んでおりました。 
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３ 多様性/テクノロジー/アフォーダンス  

 ～ホット・スプリングス・ミドル・スクール訪問～ 

 ホット・スプリングス・ミドル・スクールの、Sixth 

grade から Eighth grade までの子ども達（日本

で言えば小６～中２）が在籍している授業を見せ

ていただきました。 

 

 

T シャツをお土産にいただきました。シャツの

背面に、以下のような学校のモットーが書かれ

ています。 

■ Caring 

■ Reflective 

■ Open-minded 

■ Knowledgeable 

■ Risk takers 

■ Communicators 

■ Balanced 

■ Thinkers 

■ Inquirers 

最初に生徒達どうしの交流が行われました。 

それと並行して、職員間でも教育についてのデ

ィスカッションがもたれ、有意義な時間を過ごす

ことができました。その後、いくつかの授業を見

学して、最後に家庭科の授業に参加し、飛行機で

使うような U 字型の枕を作らせてもらいまし

た。 

 
親切で温かい対応にとても感動しました。 

こちらの学校では、黒人やヒスパニック系の

子ども達が多く通っています。そのため、第二外

国語としてスペイン語、フランス語、中国語が準

備され、彼らはそれを選択して学びます。 

個性的な子ども達がたくさんいます。 

 

 

写真にある、花巻の生徒が座っているイスは

座るとブルブルと動くロディオチェアのような

タイプです。これは、落ち着きのない子ども達を

座らせるために準備したものだそうです。 

タブレットが一人一台与えられているなど、

ICTテクノロジーを、効果的に利用している点も

印象的でした。 

特に、校内にある、支援が必要な子ども達の

教育を行う場も見学できたのですが、そこでも

PC が自由に使える環境が準備されています。 
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校内の廊下や教室は、楽しい絵や子供たちの

成果物が展示されていて、遊びの空間のような

雰囲気が漂っています。 

どの授業も、長時間教師が子どもたちに一方

向に講義を行うことはなく、子ども達の共同活

動が主になっています。そして、そのような活動

が行いやすいような教室のつくりになっていま

す。 

私は「あなたと夜と数学と」というブログを

書いているのですが、その表現を使うと、この

学校を参観して思ったことは 

「多様性とテクノロジーとアフォーダンスと」 

です。 

ダイバーシティという言葉が叫ばれて久しい

この頃ですが、「多様性を認め合う」と標語的に

述べるだけではなく、そのためにどのような手

段を用いるかを示していくことが大切です。 

私は、今回の訪問で、テクノロジーは多様性を

乗り越えるためのツールであるということに気

づかされました。 

つまり、多様な子ども達が、共通に何かを学

ぶために生じる差を埋めるために ICT 機器の

利用が促されるわけです。これはとりもなおさ

ず、子どもが多様な世界を生き抜いていくため

に自分を守る武器でもあるといえるかもしれま

せん。そして、教室という空間を、安全で楽しい

場にデザインすること、そういうアフォーダンス

が多様性を認め合うためには重要な要素では

ないかとも思いました。 

多様性への対応という面で、日本の教育は学

ぶべき点が多くあるのではないかと感じる一日

でした。 

４ スケールの大きさに圧倒される 

午前中にマウンテンパイン高校、午後がレイク

ハミルトン高校の訪問を行いました。 

私は、途中ロータリークラブの例会に出席し

なければならなかったため、マウンテンは最初

の 1 時間程度、ハミルトンは最後の 30 分ほどの

訪問になりました。 

マウンテンパイン高校では我々の到着をブラ

スバンドの演奏で迎えてくれました。 

 

 

これから、私たちの学校にも海外からの訪問

が行われるのは確実ですが、果たして私たちは

このようなおもてなしができるかなあという思

いも抱きました。 

最初の交流は何と折り紙の授業でした。 

 

折り紙は日本の物よりサイズが大きいのです

が、微妙に正方形が保たれていないようでした。

アメリカ側の教訓として言えることは 

「日本人の前に折り紙を置くな」ですね（笑） 
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終わってしまった生徒たちが様々なものをつ

くりだしてしまい、授業者の先生が一生懸命だ

っただけにちょっと気の毒でした。 

 

その後、生徒会のメンバーによる社会活動の

取組みの話を聞いた後、ICT 活用として、VR の

体験を行いました。 

 

ホットスプリングスの高校では各校に１台は

VR のセットが導入されているようです。 

また、校舎内の廊下には止まり木スペースが

たくさんあり、生徒たちは自由に端末（スマホ等）

にアクセスしていました。 

ここ数日で感じたことは、アメリカでは、日本

は ICT テクノロジーが進んでいて、授業の中で

積極的に機器を利用し、最先端の ICT 教育が行

われていると思っている人たちが多いというこ

とです。 

多くの学校が ICT を積極的に教育に活用す

れば、ユーザーからの意見が反映されて良きも

のに発展していく。しかし、使用を「禁止」する方

向に指導していくと、教育への反映が薄れてい

き、その代りお金が循環するだけの、娯楽的な

世界だけが暗躍、浸透していくのではないか。

私はそんなことを考えていました。 

さて、午後はホットスプリングス最大の高校で

あるレイクハミルトン高校に行ったのですが、 

何とまあ、そのスケールのデカさに腰が抜ける

思いでした。ここは高校だけではなく、レイクハ

ミルトンエリアを対象としたあらゆる学校が集

結している一貫校です。 

最初にエレメンタリースクールに着いたとき、

一人の小学生がいきなり私にプレゼントをしてく

れました。それは彼が３D プリンターで作ったキ

ーホルダーでした。 

 

彼らは３D プリンターを自由に使いこなし、

我々のプレゼントを作ってくれたのです。更に、

何という名前かわかりませんが、中にジャイロが

入った野球のボール位の大きさの球体を使った

デモンストレーションが行われました。小学生（何

年生かは不明）たちが、プログラミングを行い、

タブレットを操作して、上り坂下り坂関係なく球

体を自由に転がします。 

 

私も彼らからタブレットを渡され、操作してみ

ましたが、実に面白い。地上を這い回るドローン

ですね。 

新学習指導要領によると 2020 年から日本で

も小学生にプログラミング教育が必修になるわ

けですが、このような強烈な設備を見ると、環

境によってデジタルデバイドが進むのではない

かという懸念も一方でいだきました。 
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さて、引き続き、高校でスポーツ施設を見学し

ました。こちらの校長先生は、今年の 6 月に花巻

北高校を訪れていて、その時、この学校のスポ

ーツ施設の素晴らしさとその伝統について伺っ

ていましたが、まさに聞きしに勝る、でした。これ

は写真をご覧いただくしかありませんね。 

 

バスケットボールコート。凄すぎです。NBA が

できますね。 

 

フットボール場です。こちらも凄すぎます。

NFL ができます！ 

 

スポーツジムです。フットボールのメンバーが

トレーニング中でした。一人ずつに大きなロッカ

ーが与えられています。高校生とは思えない体

格にため息が出ました。 

 

 

 

 

 

 

コンテスト直前のチアリーダーたちの練習風

景も見せていただきました。迫力がありますね。 

私は短時間しか見学できませんでしたが、そ

れでも、まことにエキサイティングな経験でした。

感動しながらも、日本が追いつくのは大変だな

あとしみじみと思いにふけってしまったレイクサ

イドの秋でございました。 
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５ 主体的な学びの根本 

この日は、朝のロータリーの例会参加後、引率

の高校教員だけで Fountain Lake School とい

う学校を訪問しました。 

 

この学校は、小学校から高校という枠を超え

て、プレスクール、特別支援教育を行う学校も含

めて一体的な教育が行われています。 

特別支援を行う教室には社会に参画する準

備のための「本物」の設備が準備されています。

そして、プレスクールやキンダースクールなどに

隣接していることにも意義を感じました。まさに

インクルーシブ教育とシティズンシップ教育の本

質を見たように思いました。 

ま た 、 小 学 校 以 上 の 全 て の 生 徒 達 が

「Chrome Book」というタブレットを持参してい

て、これによって自ら予定を組み、行動を決定し

ています。 

「Independent Rest Time」 

「Independent Learning Time」 

という言葉が盛んに話されましたが、ここでの

教育の軸になっているのが、子どもたちへのリ

スペクトであることがよくわかります。 

この訪問で感じたことは、「学び方」を教え、

マインドセットを整えることをプレスクールから

一貫して行っているということです。 

例えば、教室や廊下の随所に Flanklin Covey

の「７つの習慣」のポスターが貼られています。 
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 また、それぞれの生徒にもアクティビティガイド

として、この内容を詳しく解説したテキストが配

布されています。 

 

 

 

 

 

 

私たちも 1 冊いただきました。 

そして、人権や差別に対する様々な標語もあ

らゆる場所に掲げられています。 
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次の写真は小学校の教室にあった数学の学

び方に関するポスターです。 

 

因みに、小学校の教室にある机の形がとても

ユニークです。 

 

 

 

 

これは、様々なグループワークに柔軟に対応

します。この机一つにも、学びとは共同で行うも

のというアフォーダンスを感じます。 

中学校では数学の学び方についてこのよう

な標語が貼られています。 

 
このように、「なぜ私たちは学ぶのか」「どの

ように学ぶか」というコンピテンスを、プレスクー

ルの段階から一貫的に、そしてスパイラル的に

指導していくというこの学校の確固たる哲学に、

私は大きな衝撃を受けました。 

日本では今、主体的な学びという言葉が盛ん

に取り上げられていますが、その主体性を生み

出すためのベースをつくることこそが学校の役

割ではないかということを、私はあらためて感

じました。 

そして、この学校で行っているそのベースと

は「学びを行うための７つの習慣」であり「人権

や差別に対する見識」であり「テクノロジーを使

いこなす」ということではないかと思います。 

日本の多くの教育行政の関係者（で物事を真

剣に考え柔軟に見れる人）に参観して欲しい学

校だと思います。大変学び多き訪問でした。 
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６ 数学の授業参観で思ったこと 

11 月 10 日にレイクサイド高校を訪問した際に

参観した数学の授業について所感を記したいと

思います。 

私が参観したのは、10thGrade というから、

日本でいうと高校 1 年生にあたります。アドバン

スクラスとのことでした。 

 

授業内容は、因数定理を用いた多項式の因数

分解の授業です。日本ではだいたい高校 2 年生

で習う単元になります。 

授業の流れは、 

①宿題プリントを教師が一問ずつ解説 

②机間巡視をしながら生徒個々の質問に対応 

③次のプリントを配布し演習 

④再び教師が解説 

という極めてオーソドックスなものでした。ある

意味日本でよく見られる授業スタイルです。 

 

眺めてみると、生徒の習熟の差が大きいこと

や、やらされ感があり、生徒達のモチベーション

が低いように思えました。ランチ前ということも

あって授業終盤では、そわそわしている生徒が

多く、チャイムが鳴ると同時に、生徒は脱兎のご

とく教室を後にしていました。 

まあ、それもまた、数学の授業では世界共通

でよくある風景でしょう。 

では、いくつか印象に残ったことを書き留め

ておきたいと思います。 

 

●グラフ・方程式の解・因数分解を一体的に行う 

日本では高次式の因数分解というと、 

𝑓(𝛼) = 0 となるαを見つけて、組み立て除

法によって残りの因数を決定するという流れで

行います。 

例えば、𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 3𝑥 + 2であれば、定数項

の２の約数を 𝑥 に代入し、𝑓(1) = 0 となること

から𝑥 − 1 を因数に持つことがわかるというわ

けです。ところが、この授業では、個々にグラフ

ィックカリキュレイターが与えられていて、 

𝑦 = 𝑓(𝑥)の描画から、𝑓(𝑥) = 0 になる点を見つ

け、𝑓(𝑥) = 0 の解と集合を求めるのと同時に、

複素数の範囲での因数分解を行っていました。 

 

 

なるほど、そういうアプローチも面白いと思

いました。 

日本では何となく因数分解のための「技法」

に焦点化して教えがちですが、そうではなく、グ

ラフや方程式と結びつけながらイメージを広げ

ていくということも大事ですね。 
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●教室のレイアウト 

教室の机の配置は、写真のように、生徒を半

分に分けて対面させる形にしています。 

 

なぜこのような配置にしているか、授業後に

先生に尋ねたところ、机間巡視がしやすいとい

うことと、中央に立つことで生徒全体に目が届

くとのことでした。 

私は、このようなレイアウトにすると、学ぶ様

子を互いに観察できるので、自然と集中力が高

まるのではないかと思いました。 

つまり、一般の日本型のレイアウトだと、後ろ

の方で寝ている生徒が出たりしますが、このよ

うにすると、互いに監視し合うという相互作用

が働くため、寝るわけにはいかなくなるかな、 

ということですね。 

 

アメリカではだいぶ以前からグラフィックカリ

キュレーターを授業で利用しています。そういう

意味では、今回の授業はテクノロジーの活用と

は言っても、かなりオールドスタイルではないか 

という気もしました。 

私は 1992 年にカナダのケベック市で行われ

た国際数学教育者会議（ICME７）に参加した時

に、そのような実践がトレンドとして多く発表さ

れていて、私もそこでテキサスインストルメンツ

社の製品を購入した記憶があります。 

今なら、そんなことをしなくても、スマホのア

プリで十分対応できます。でも今回の授業では、 

グラフから零点を求めるためだけに用いるので、

あまり高機能のものを用いる必要はありません。

そもそも、そのような数学ソフトを使うと、因数

分解や積分などが簡単に求められてしまい、数

学的技能を教えることそのものに意味がなくな

りそうで、痛しかゆしではありますね。 

いずれ、今後は、数学的技能を問うことよりも、

手軽なテクノロジーを使いながら数学的事象を

解決していくような授業が普通になっていくの

かもしれないなと思いました。今後の参考にな

る授業でした。 

 

６ ブレーンストーミング 

11月10日にはレイクサイド高校での社会科の

授業も参観しました。 

●What do you think life is like for women in  

Islamic societies? 

●What right do you think Islamic women 

have? 

●On what do you base your ideas? 

という３つの問いの下で行われるブレーンスト

ーミングの授業でした。 

基本的に先生がずっとしゃべり続けるのです

が、生徒達が非常にリラックスしながらも、しっか

り傾注していて、気がつくそばからどんどん手を

あげて疑問や質問、意見を挟んでいきます。90

分間集中が切れることなく進んでいきました。  

 

私は残念ながら英語が聞き取れず、その内容

をここに示すことはできないのですが、とても
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白熱した授業であることはしっかりと伝わりまし

た。いわゆる、身体的な活動はないけれど、頭の

中で思考がぐるぐるまわる、ディープアクティ

ブ・ラーニングというやつですね。 

 

そして、彼の教室がステキです。パロディのポ

スターや、レイクサイド高校のキャッチ―なレガシ

などが教室いっぱいに貼られています。そのポ

ップな世界がたまりませんでした。 

 

 

７ オマケ（栞がつなぐ縁） 

今回の旅行に出かける前に、本校の同窓生で、

横浜市在住の城守節子さんという方から、千代

紙で作ったとても素敵な栞が、何と 200 個も

送られてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 10 月に行われた東京桜雲同窓会で、本校生

徒がアメリカに派遣されることを聞いて、なら

ばアメリカの学生たちへのお土産に使ってく

ださいとのことで送ってくださったのです。 

 200 個すべて同じものはありません。そして、

その一つ一つが、お習字の紙で作った袋に入れ

られています。 

城守さんは 75 歳。お礼の電話をしたところ

「私は今癌が見つかり闘病中ですが、花巻北高

校が大好きで、何かお役に立ちたいという思い

で炬燵に入って少しずつ作りました」とのこと

でした。 

そういうわけで、ASMSA の生徒を含め、ホ

ットスプリングスの様々な人々にこの栞を、彼

女のエピソードとともにお渡しすることが今

回のミッションに加えられました。 

 11 月 6 日の ASMSA の日本語クラスの生徒

たちに早速この栞をプレゼントしたところ、

10 日のお別れ会の際に、彼らから写真のよう

な日本語の「お手紙」をいただきました。 

 

 

 

 とても心温まる交流ができたのではないか

と思います。 
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岩 手 日 報 掲 載 

出発式 

平成２９年１０月２４日（火） 

花巻市交流会館にて 

岩手日報社より著作物利用許可済 
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岩手日日新聞掲載 

出発式 

平成２９年１０月２４日（火） 

花巻市交流会館にて 

岩手日日新聞社より転載許可済 
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岩 手 日 報 掲 載 

「国際フェア INはなまき 2017」にて報告会 

平成２９年１２月３日（日） 

花巻市交流会館にて 

岩手日報社より著作物利用許可済 
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合同報告会 

平成３０年２月１日（木） 

花巻中学校にて 

岩手日日新聞掲載 

岩手日日新聞社より転載許可済 
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