
 

 



1 
 

目次・・・ 
 
◆ 青少年海外派遣団員名簿  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 
 
◆ 訪問行程表  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 
 
 
◆ 報告 
『僕が日本と違う印象に残ったこと。』 道満 亮太・・・・・・・・・・・・・・・4 

 
『国際交流派遣を経験して』  尾野 祥子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 

 
『淡路市海外派遣事業を振り返って』 島田 智弘  ・・・・・・・・・・・・・・8 

 
『自由行動 4日目』 神前 友香 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

 
『楽しかった 9日間を振り返って』 大霜 菜那子 ・・・・・・・・・・・・・・12 

 
『9日間のアメリカ派遣について』 椚座 あつね  ・・・・・・・・・・・・・・14 

 
『セントメリース市に行って』 椚座 凜 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

 
『アメリカに行って感じたこと』 札場 裕乃 ・・・・・・・・・・・・・・・・18 

 
『ホームステイの思い出』 森本 成美 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

 
『9日間の海外派遣をとおして』 広岡 萌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

 
『平成 29年度淡路市青少年海外派遣団として』   立山 絵巳 ・・・・・・・・・24 

 
『平成 29年度淡路市青少年海外派遣団として』  延安 美佳 ・・・・・・・・・33 

 
◆ 思い出アルバム  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 
 
 
 



2 
 

 

平成29年度 青少年海外派遣団員名簿 

   

 氏  名 学校名及び学年 

1 
道 満 亮 太 
（ﾄﾞｳﾏﾝ ﾘｮｳﾀ） 

津名中学校 2年 

2 
尾 野 祥 子 
（ｵﾉ ｼｮｳｺ） 

一宮中学校 3年 

3 
島 田 智 弘 
（ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ） 

灘中学校 3年 

4 
神 前 友 香 
（ｺｳｻﾞｷ ﾕｶ） 

津名高等学校 1年 

5 
大 霜 菜 那 子 
（ｵｵｼﾓ ﾅﾅｺ） 

津名高等学校 2年 

6 
椚 座 あ つ ね 
（ｸﾇｷﾞｻﾞ ｱﾂﾈ） 

津名高等学校 2年 

7 
椚 座 凜 

（ｸﾇｷﾞｻﾞ ﾘﾝ） 
津名高等学校 2年 

8 
札 場 裕 乃 
（ﾌﾀﾞﾊﾞ ﾋﾛﾉ） 

津名高等学校 2年 

9 
森 本 成 美 
（ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾙﾐ） 

津名高等学校 2年 

10 
広 岡 萌 
（ﾋﾛｵｶ ﾓｴ） 

須磨ノ浦高等学校 3年 

ﾘｰﾀﾞｰ 
立山 絵巳 
（ﾀﾃﾔﾏ ｴﾐ） 

淡路市企画政策部 

ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 
延安 美佳 
（ﾉﾌﾞﾔｽ ﾐｶ） 

淡路市会計課 
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◆セントメリース市・ウェストブルームフィールド図書館訪問スケジュール◆ 
7月 21日（金） 淡路市出発 

セントメリース市到着 
フレンドシップセンターでホストファミリーと対面 

7月 22日（土） ホストファミリーと自由行動 
フレンドシップセンターで昼食、ゲームなど交流会 
ネイチャーセンター散策 
ローラースケート体験 
市民プールでスイミング 
教会でスクエアダンス体験 

7月 23日（日） ホストファミリーと自由行動（終日） 

7月 24日（月） 市役所で歓迎式 
メモリアルパークとヘリテージパーク見学 
消防署・警察署訪問 
アートアクティビティ体験 
メモリアル高校訪問 
ダニエル・ムーニー博物館見学 

7月 25日（火） ロックガーデン見学 
ニール・アームストロング博物館見学 
メモリアルパークでピクニック 
自転車博物館見学 
フレンドシップセンターで送別会 

7月 26日（水） 保育園訪問 
セントメリース市出発 
ウェストブルームフィールド図書館到着、見学 
ホテルへ 

7月 27日（木） ウェストブルームフィールド図書館イベントに参加 
デトロイト市内へ 
在デトロイト日本国総領事館表敬訪問 
GMルネッサンスセンター、周辺見学 
パレードカンパニー見学 
夕食会 

7月 28日（金） デトロイト空港出発、帰路へ 

7月 29日（土） 伊丹空港到着 
淡路市到着 
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僕が日本と違う印象に残ったこと。 
                                   道満 亮太 

 
27 日の午前に保育園を訪問しました。そこでの日本との違いは、日本だと下駄箱に靴を

入れて上履きに履き替えるけど、アメリカは下駄箱がなく、そのまま部屋に入ります。ホ

ストファミリーの家もそうでした。これが、アメリカと日本の習慣の違いと思いました。

でも、外で履いている靴を履いているのに、部屋や廊下がすごくきれいでした。それに、

子どもたちがいる部屋 1 つ 1 つに台所があり、部屋が大きいなと感じました。遊具は、す
べり台や自転車やバスケットボールのリングなどたくさんありましたが、日本と同じよう

に感じました。 
また、子どもの中には日本人の子もいて、アメリカの子どもと一緒に遊んでいるのを見

て、うらやましくてすごいなと思いました。 
保育園の見学のあとは、近くの PARK でサンドウィッチを食べました。本当はアメリカ

のマクドナルドで昼食だったので、楽しみにしていたのでちょっと残念でした。でもサン

ドウィッチは、日本と違って大きく、でもパンはやわらかくて、すごくおいしかったです。

それに、PARK はすごく広くて、きれいな芝生は、淡路島公園の芝生に似ているように思
いました。 
この日は、ウェストブルームフィールド図書館に訪れる日だったので、スクールバスに

乗りセントメリースを出発しました。 
アメリカの高速道路は、日本と違ってトンネルが少なくて、日本のようなパーキングエ

リアがありませんでした。移動しているとき、街の中にはアメリカの国旗がたくさんあり、

スクールバスから外の景色を見ているときに、もっとセントメリースでいろんなことを学

びたいという気持ちになりました。 
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ぼくがホームステイに参加したいと言ったときは、お父さんやお母さんや学校の先生に

「ほんまに」、「大丈夫か」と心配されました。でも、初めて海外に来て、ホームステイを

して、ホストファミリーとアウトドアをしたり、同い年のキャメロンとはバスケットボー

ルやプール、いろんな遊びもできました。お母さんのアマンダさんに乗せてもらったハー

レーダビィットソンはすごくかっこよかったです。飛行機の搭乗手続きのときに間違って

帰国者のゲートに入ってしまって管理人に呼び止められてしまって、みんなに心配をかけ

たり、失敗したこともありましたが、いろんな所を訪問して学べてとてもいい経験ができ

て本当によかったです。ありがとうございました。 
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国際交流派遣を経験して 
尾野 祥子 

 
私が派遣団員に申し込んだのは外国の生活や文化を肌で感じたいと思ったからです。ま

た、自分の英語がどのくらい伝わるのか確かめたいと思ったからです。 
22 日にミネアポリス空港に着いた時とてもワクワクしました。空港に着いて初めに驚い

た事は、トイレのドアの下が開いているということです。そこだけかと思ったら全てそう

でした。日本との文化の違いを感じました。そして日本のトイレは綺麗でいいなと思いま

した。 
外国に着いた時から聞こえてくる言葉のほとんどが英語でした。これは当たり前のこと

ですが、日本の当たり前ではないので変な感じがしました。 
またホームステイ中に感じたことがあります。それは英語を話すスピードがとても速い

ということです。想像していたよりもずっと速く、聞き取るのが難しかったです。しかし

関わった方々が私達でも理解できるように工夫してくれていることはとても伝わってきま

した。 
空港での待ち時間は 6～7時間もありました。でも空港はとても大きく、お店が沢山あっ

たのでそれを見ているだけで時間が過ぎていきました。その中には日本のお菓子を売って

いるお店もありました。「SHOYU」と英語で書かれたお店もあり、そこでは外国の方がお
箸を使って料理を食べていました。日本の文化がそこまで浸透していることに驚きました。 
空港で初めて英語で食べ物を注文しました。初めての経験だったので少し緊張しました。

注文が通ってほっとしました。 
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目的地に着くと黄色いスクールバスが迎えに来てくれていました。映画でしか見たこと

がなかったものをアメリカに着いてすぐに見られることが出来、しかもそれに乗ることが

出来てとても嬉しかったです。 
次の日の朝はアメリカの同年代の子に会ってゲームをしたりして交流をしました。どの

子も優しく喋りかけてくれ、うまく英語が話せるかという不安が薄れました。 
自由行動の日、私たちは買い物に連れて行ってもらいました。連れて行ってもらったス

ーパーはとても大きくて日本の大型量販店のようでした。スーパーには食べ物、日用品か

ら洋服まで何でも置いてありました。CDも沢山売っていました。私が驚いたのはその安さ
です。日本では 1000円くらいする物を 500円くらいで買うことが出来ました。セントメリ
ース市は人口が淡路市より少ない町だと聞いていたけど大きいお店がいくつかあり、とて

も栄えているように感じました。 
 私のお世話になったホームステイ先の家はとても大きく 3 階建てで地下室もあるような
豪邸でした。でも外を散歩した時気付いたことがあります。それは隣の家もその隣の家も

とても広くて大きいという事です。日本では軽自動車が多く走っているけど、アメリカで

そのサイズの自動車を私は見ませんでした。アメリカは、家のサイズや車のサイズ、食べ

物のサイズなど全てが日本より大きい感じがしました。 
 アメリカでは沢山のことを学び、体験し本当に充実した時間を過ごすことが出来ました。

アメリカで過ごしてみて、私の英語力はまだまだであることを実感し、もっと勉強したい

と思いました。今回、アメリカの文化を肌で感じることが出来たのは沢山の方々の協力、

支えがあったからこそだと思います。アメリカや日本での多くの出会いに感謝したいです。

私は将来、英語に関わる仕事をしたいと思っているのでこの貴重な体験を将来に活かして

いきたいです。 
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淡路市海外派遣事業を振り返って 
島田 智弘 

 
 このたび淡路市海外派遣事業の派遣団の一員としてオハイオ州・セントメリース市およ

びデトロイト周辺を訪れたことは、世界の広さを感じられたり自分の将来を考えるきっか

けができたりと非常に貴重な経験となりました。まずこの場で付き添ってくださったリー

ダー・サブリーダーのお二人をはじめ関係者の皆様に感謝の意を表したいと思います。あ

りがとうございました。 
 今回の派遣を振り返ると、まずホストファミリーとの巡り合わせからラッキーであった

と思います。他の家庭のことはわかりませんが、僕たちのマッキーさん宅では日本のこと

やセントメリースの歴史、さらにはご主人のお仕事や趣味のことなどたくさんお話をいた

だき、また、食事や洗濯といったこともすべて任せてしまうほどよくしていただきました。

23 日の自由行動日には、前日からなにをしたいか聞いてくださり、僕の願いであった CD
を買うためだけに遠出をしてショッピングセンターに連れて行ってくださいました。 
 25 日がホストファミリーとすごす最後の日であり、朝からこみあげる寂しさがたまりま
せんでした。ニール＝アームストロング・ミュージアムでは、月面着陸を遂げたアポロ 11
号のチーフであるアームストロング氏の生涯や月へ出発するまでの苦難を知ることができ

すごく良かったです。その後は現地の老人ホームに入居されている方々とメモリアル・パ

ークでのピクニックを経てバイシクル・ミュージアムを訪れました。世界最古の自転車を

はじめ、現代の自転車につながるまでの経緯など興味深く見学しました。そしてホストフ

ァミリーと待ち合わせ、少し買い物へ連れて行ってもらうなどし、送別会です。各家庭か

ら持ち寄られた手料理をふるまっていただき、プレゼントを受け取りました。心のこもっ

たおもてなしに感謝し、僕たちからも準備していった PPAP を披露。たいへん喜んでいた
だきました。その夜ホストファミリーと思い出を振り返り、別れのあいさつを。一同目に

涙がうかび、いよいよお別れと思うとやはり感極まります。 
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次の日、あっけなく出発すると保育園を訪れるなどし、すぐにセントメリースを出発し

ました。デトロイトでは図書館見学や総領事館の訪問などが待っています。僕自身、いち

ばん心に残っているのが総領事館で総領事とお会いしたことであり、ここで少し振り返ろ

うと思います。 
 僕たちが訪れたのは在デトロイト日本国総領事館で、これは GM が買収したビルのワン

フロアにあります。現地の和田総領事からいただいたのは、“日本はよく似た人種や民族が
集まったコミュニティーが形成されていてその中にいるのは安泰だが、ここアメリカは多

様性を誇りにしている国であり、未来を築く若者には井の中の蛙のようにならず世界をみ

て、その経験を活かして日本をよりよくしていく人材になってほしいと思っている”とのメ
ッセージでした。これまでさまざまな方から“サイレントマジョリティーになるな”という話
をしていただきましたが、この総領事からのお言葉がいちばん胸にしみます。それはこれ

までの派遣期間中にやはりアメリカの方のほうが自分の意見を伝えるということに長けて

いるし、逆に僕はそれができていないと感じていたからだと考えます。 
 この派遣を通して僕は、自分の頭で考えそれを的確に伝えることやコミュニケーション

能力の大切さ、またなぜ世界の中でアメリカがさまざまな場面で首位にたっているのかが

わかりました。最初に述べたように人生の大きな糧となったと思うので、まずはこれから

勉学に励み今回はっきりと見えたなりたい自分を実現しようと思います。
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自由行動 4日目 
神前 友香 

 
アメリカへ行く前は、言語も文化も全く違う環境の中で生活することに少し不安があり

ましたが、そんな不安さえあったことを忘れるほどあっという間で、本当に充実した 9 日
間でした。 

23 日、ホストファミリーと自由行動。どこに行きたい？と聞かれたときに迷わず、ショ
ッピングと答え、前日からとても楽しみにしていました。大学に通うために一人暮らしを

していた Juliana が来てくれ、Jacquelyn と 2 人で約 1 時間半かけて、大きなショッピン
グモールに連れて行ってくれました。あの店もこの店もとあまりの楽しさに時間を忘れ、

私たちは昼食も食べずに気付けば時間は午後 5時前になっていました。 
午後 5 時からの昼食は、バイキングに行きました。このとき初めてハンバーガーに入っ

ている以外の野菜を見た気がしました。久しぶりの野菜に少し感動しながら野菜はあまり

とらずに進んで行きました。知らぬ間に山盛りになっていたお皿を席まで持って行くとき

のワクワク感、そしてその味は最高でした。 
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24 日午後。まずは、消防署・警察署を訪問しました。消防署で私たちを迎えてくれた消

防車は、日本の消防車の 2 倍くらいあり、すごく迫力がありました。何よりタイヤが非常
に大きく、私の胸くらいの高さがありとても驚きました。次に警察署を見学しました。消

防署と警察署が隣同士で続けて見学ができるなんて、アメリカならではでいいなと思いま

した。地下の刑務所の出入り口のドアに、囚人の名前が部屋の中から彫られているのを見

つけました。どのようにして金属でできたあの固いドアに彫ったのだろうという疑問と共

に、あまりの恐ろしさにゾッとしました。署の見学終わりに、防弾チョッキや防火服を着

させていただきました。どちらもずっしりくる重さをしていて、この中に、人を救うこと

への責任の重さも含まれているのだなと感じました。 
次に Art’s Place Activity へ行きました。自分の好みの石を作ることができてとても満足

でした。その石を隠して、誰かが見つけるというシステムはとても面白かったです。私の

石はどんな人が見つけてくれるのか、とても気になります。 
その次に、メモリアル中学・高校を訪問しました。各クラスの教室がなく、すべての授

業が移動教室だということ、季節ごとにするスポーツを変えること、授業時間など日本と

アメリカとの違いが多くあり、非常に興味深かったです。44 分という中途半端な授業時間
や、Blue, Common, Goldという自習・質問タイムがあることも日本との違いで、もっと多
くの違いを知りたくなりました。 
学校訪問の後は、Mooney Museum へ行きました。セントメリース市と淡路市との関わ

りや、セントメリース市の発展の様子など、展示物も含め非常に興味深いものでした。そ

の後夕食はピザを食べました。どのピザも驚くほど美味しくて幸せでした。ツアーや見学

が多く、セントメリースの色んなことも知れた、非常に充実した 1日でした。 
 観光では絶対に知ることができない現地の良さ、そして現地の人々の温かさ、アメリカ

と日本との違いなど、様々なことを肌で感じ、そして心で感じた 9 日間。この 9 日間で世
界が広がったように感じます。これを機にもっと英語の勉強に精を出して、もう 1 度アメ
リカに行きたいです。 
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楽しかった 9日間を振り返って 
大霜 菜那子 

 
セントメリース市での自由行動の日、host familyと一緒に朝食を食べました。メニュー

は、ハンバーグと食パンとハッシュドポテト、スクランブルエッグ、ぶどうでした。朝は

いつもご飯だったので、おかずの多さに驚きました。でも、とても美味しかったです。朝

食の時に host father と host motherと一緒の机で食事をしたけれど、自分の英語力の無
さにより半分ぐらいしか話している事を聞きとることが出来なかったので、もっと単語を

覚えて文法を確認しようと思いました。そして、間違ってもいいから自分からたくさん話

をして慣れていきたいと思いました。朝食の後、私達が日本から持ってきたお土産を host 
family に渡すと、とても喜んでくれて、たくさん話をすることができ、心の距離が縮まり
ました。本当に嬉しかったです。 
 それから私達はジャッキー、ジュリアナ、ジェニファーと大きなショッピングモールへ

行きました。そこではたくさんの新しい発見がありました。1つ目は、アメリカの服屋さん
は大きいサイズは服を置く場所が違うと言うことです。日本では、どのサイズも同じ場所

にあるのでとても驚きました。2つ目は、トイレットペーパーが日本と逆の向きにセットさ
れていた事です。日本とは違う事があってとてもワクワクしました。その後、ビュッフェ

に連れて行ってくださり、美味しいものをたくさん食べられて良かったです。たくさんの

発見があり、とても充実した 1日でした。 
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4日目、Temple of Toleranceでは、この庭を作った方の奥さんが日本人と言うこともあり、
庭にはたくさんの日本の事をイメージした置物や韓国や中国風のものがたくさん置いてあ

った事がとても印象に残っており、アメリカの文化を学べて貴重な体験になりました。Neil 
Armstrong Museumは、私が 1番と言ってもいいほど楽しみにしていた場所です。もっと
も印象に残っている事は無重力体験をしたことです。その他、映画や全面鏡張りの部屋で

満点の星が見える部屋もあり、楽しく体験しながら Neil Armstrongの事を詳しく知ること
ができました。 
 この 9 日間、世界に出ることによって視野が広がり、異文化にふれることにより新しい
事をたくさん発見することができました。もっとしっかり勉強して、世界で活躍する人間

になり、将来はセントメリース市で暮らしたいと思いました。それほど、セントメリース

市の人々は温かく、素晴らしい人々であふれていました。9日間もアメリカに行かせていた
だいたことに感謝し、この経験を大切にして生きて行きます。 
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9日間のアメリカ派遣について 
椚座 あつね 

  
ホームステイ 2 日目の午後は、はじめにローラースケートをしました。私は、今までロ

ーラースケートをしたことがなかったので出発前からとても楽しみにしていました。 
ローラースケート場に入ると、ダイナミックでカラフルで私が想像していたよりもはる

かに本格的な場所に戸惑い驚きました。初めてなので頭でシュミレーションしながらスケ

ートシューズを履きました。いざローラースケートをしてみると、想像していたよりもと

ても難しくて何度も何度も転げてしまいました。派遣団の友達やホームステイ先の女の子

にアドバイスをもらったり、滑れる子の見よう見まねで少しずつ滑れるようになりました。

そうしているうちに、みんなと歌いながら笑いながらローラースケートができて本当に楽

しくて、あっという間に時間が過ぎました。ローラースケートを通して、派遣団員やホー

ムステイ先のみんなとあっという間に距離を縮めることができたと思います。 
その後、市民プールに行きました。市民プールにはすべり台や飛び込み台があり、どれ

も初体験でした。また、クロールでリレー対決をしたり、バレーボールをして時には叫ん

だり笑ったり泳いだりと、とても楽しかったです。異国ならではの解放感で泳ぐ事が出来

ました。 
また、夜には、教会に行ってアメリカの方々とダンスをしました。みんな踊るのが楽し

そうで、みんな声を出しながら笑顔で踊っていて、見ている私も自然と笑顔が溢れました。 
途中で、私達もそのダンスに参加させてもらいました。どのパートナーの人もとても優し

くてフレンドリーでリードしてくれて、初めて踊るダンスだったけど緊張する事なく、自

然と輪の中に溶け込めました。あまりこういう機会は日本ではないので、貴重な体験で楽

しむことができました。 
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2日目は結構ハードスケジュールだったけど疲れを感じないぐらい、青空の下、みんなと

も直ぐ仲良くなれてとても充実した 1日を過ごすことができました。 
 また、ホストファミリーとの自由行動の日は、ショッピングに行きました。アメリカの

スーパーマーケットは日本とはスケールが違う大きさでとてもびっくりしました。売って

いるお菓子の大きさも全く違って 1 つ 1 つが大きくてお菓子好きの私には夢の国のようで
した。ホストファミリーにおすすめのお菓子などを聞きながら日本の友達や家族などのお

土産を買うことができました。 
 夕方にはホストファミリーのおじいちゃんの家に行ってボートに乗りました。ボートに

乗るのは初めてで、海風が心地よかったです。またジャングルみたいな場所に入って行っ

た時は、日本では見られないようなスケールの違う圧巻の景色などを見ることができまし

た。 
帰ってからはみんなで日本語を勉強したり、アメリカと日本の文化の違いを話し合い、

様々な違いについて感じる事が出来た 1日でした。 
このホームステイを通して、アメリカと日本の文化の違いを直接自分の肌で触れたり、

お互いの文化を語り合う事で、日常の当たり前をもう一度見直す分岐点になり、アメリカ

に来たからこそ発見できたことが沢山ありました。 
英語の会話には少し苦戦した時もあったけど、今まで習ってきたことやジェスチャーな

ど自分ができることを全力で表現することで相手に伝わる事を学びました。また、もっと

もっと英語を勉強しなくてはいけない、引き出しを増やさなければならないと再確認もで

きました。 
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セントメリース市に行って 
椚座 凜 

 
不安と期待を胸に、新しい体験、初めてのことに挑戦して行こうという 1 つの目的をも

って、私はアメリカのホームステイに出発しました。1番最初の説明会で、昨年の派遣員の
南さんの言葉「何か目的を持って行ってほしい」という言葉が頭から離れず、私は 1 日 1
日、何かしら目的を持とうと決めました。 
 ホームステイ先の方との自由行動の日、私たちはショッピングに行きました。この日は、

存分に楽しみ、アメリカを肌で感じるという目的で、十分に達成できた気がします。ショ

ッピングモールに連れて行ってもらい、日本とは違う大きさで、商品も大きくて、でも値

段は安くてアメリカはすごいと思いました。 
 存分にショッピングを楽しんだ後は、ビュッフェを食べに連れて行ってもらいました。

そこでは、アメリカに来てはじめての野菜を見た気がしました。なので、ここぞとばかり

に野菜を食べました。また、アメリカらしい独特のクリームのついたカップケーキを食べ

ました。アメリカらしさを楽しめて良かったです。 
 次の日は、市役所に行きました。市長のパトリックさんは優しくて、気さくな方で、日

本へ来たことがあると聞いて、親近感がわきました。 
 この日の目的はセントメリース市の歴史を感じる、という目的を持ちました。2つの公園
に行き、1つ目のMemorial Park では、ロバと馬のハーフの動物を見ました。また、食料
や動物を運ぶ船も近くにあり、それを使って荷物を運んでいた昔の人の苦労を感じ取るこ

とができました。その中に乗ることもでき貴重な体験ができました。 
 その後、Heritage Park に行き、みんなで淡路市のマークを探すことができて楽しかっ
たです。また、その公園には、日本が表現されているスペースがあり、とてもオシャレに

再現されていたのが、印象的でした。また、地球儀もあり、私の好きな雰囲気の公園で私

のお気に入り公園のナンバーワンになったのは間違いありません。 
  

 



17 
 

 
ホストファミリーと過ごした日々は私にとってすごく貴重な時間となりました。初めて

のこと分からないことがたくさんあったけど、自分から挑戦することもでき、また異文化

にもふれることができ良い機会となりました。アメリカで学んだことは、日本では学べな

いこともたくさんありました。毎日、英語を聞いていたため、日がたつにつれ、聞き取れ

るようになり、どんどん楽しくなりました。英語を話す時、自分が思っている文では伝わ

らないことも多く、人に伝えることの難しさも感じました。また、私は建築物に興味があ

り、アメリカと日本では全然違う建物、風景を見ることができました。日本とオシャレさ

が全然違うなと感じました。 
今回のアメリカでのホームステイを通して、異文化を肌で感じ取ったのは初めてで、分

からないことや不安なことが沢山ありました。でもそれ以上に楽しいことの方が多かった

です。これを通して、英語への関心が高まり、今以上に英語の勉強に励もうと思いました。

次、自分で海外に行った時は英語をたくさん話せる自分でいたいと思いました。ありがと

うございます。 
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アメリカに行って感じたこと 
札場 裕乃 

 
青少年海外派遣事業に参加しいろいろなことを経験し学ぶことができました。行く時は、

不安な気持ちもありましたが、ホストファミリーは優しく迎えてくださり不安な気持ちも

なくなりました。 
この 9 日間は濃い 1 日ばかりでたくさんの人たちに出会ってどれも大切な思い出です。

私はこの派遣に参加してたくさんの人に出会い、学ぶことができました。ホームステイで

は、行く時は不安な気持ちでいっぱいでしたが行ってみると私達を温かく迎えてくださり、

色々と用意をしていてくれて、本当に嬉しく、不安な気持ちはなくなりました。自由行動

では私達のしたいことを聞いてくれ、買い物に連れていってもらいスーパーマーケットに

も行きました。そこでは、お店の人が話しかけてくれたり、ホストファミリーにアメリカ

のおすすめのお菓子を聞いたり、レジを自分でしたり色々と私達に教えてくださりました。

親戚の人の家に連れていってくれてそこではトウモロコシの収穫をさせてくれたり、子猫

を見せてくれました。夜には祖父母の家にも連れていってくれ、祖父母の家は船を持って

いたので船に乗せてくれました。船に乗ると風があって気持ちよく、色々な鳥、景色を見

せてくれました。他にもホストファミリーや現地の人たちとたくさん話したり、遊んだり、

ご飯を一緒に食べたりと楽しい時間を過ごすことができたので、別れるときは本当に悲し

く、まだここにいたいという気持ちが強かったです。 
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セントメリースを離れて次は図書館へ行きました。図書館へ行くと外で私達を待ってい

てくれていました。そして一緒に夕食を食べました。私達に色々と話しかけてくれたり、

話しを聞いてくれたりと盛り上げてくれました。次の日は図書館の中を説明してくださり、

日本とは違っていて、色々な設備があり特に印象に残っているのは小さな子供たちの部屋

です。日本では見たことがないような部屋でわくわくしました。その後、子供たちと工作

をしました。子供たちと話しながら一緒に作るのは本当に楽しかったです。あまり話せな

かった時は図書館の人や保護者の人たちが一緒になって話してくれました。また、PPAPを
披露しました。知っている人が多くて一緒にしてくれたり歌ってくれて緊張していたけど 
その緊張もなくなり、図書館にいる人たちも笑顔になったと思います。昼食も図書館で

食べ、たくさん準備してくれていました。図書館を去るときには、図書館の人は私達のほ

っぺにキスをしてくれ、別れるのが悲しくなりました。 
私はこの派遣に参加してたくさん経験することができました。博物館ではアメリカの文

化だけでなく自転車の歴史や宇宙のことについて知ることができました。アメリカを観光

したり日本領事館に行き話を聞いたり学ぶことがたくさんありました。印象に残っている

のはアメリカからカナダを見たことや日本領事館で和田さんのお話を聞いたことです。普

段経験できないことができて本当に嬉しく、行かせてくれた両親、私達をサポートしてく

れた周りの人たち現地の人などたくさんの人に感謝の気持ちでいっぱいです。この経験を

次にいかしてこれから英語をもっと学んでいきたいです。 
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ホームステイの思い出 
森本 成美 

 
在デトロイト日本国総領事館に入らせてもらい、そこは大きなガラス張りの建物で、そ

こから見える景色は向かいにカナダが見える海があり、絶景でした。デトロイトは、すご

く自動車が発展していて盛んなところで、経済に力をいれており、いろんなものの開発を

進めているところでした。 
日本国総領事館の和田さんにいろんなお話を聞きました。アメリカから見て日本ってど

ういう国なんだろうか、ここではどんな仕事をされているのか？という疑問を私は持って

いました。 
ここでしている大きな仕事は、アメリカ合衆国ミシガン州デトロイトにある日本との外

交機関です。日本のイメージを改善することや、日本国政府と米国の自動車会社をよりよ

くするためにも働いています。また、デトロイト在住の日本人の出生届や離婚届や婚姻届

や死亡届や在留届などなども行っていると聞きました。 
日本人の課題は、日本人は英語が話せなさすぎると言われたので、もっと英語に関わり、

英語を話せるようになることだと思います。 
 次に、thanksgiving の工場の見学をしました。ここでは、感謝祭で使う大きなパーティ
用のフロート車を作っていました。一年に一度のビックイベントのために一年かけて、た

くさんの工夫を加えて、製造していました。たくさんの種類のフロート車があり、見てい

るだけでとても楽しかったです。そこにピエロの服もおいてあって、募金した金額によっ

てピエロの服の色が変わると知りました。帰りにピエロの鼻ももらえて、みんなで鼻につ

けて写真を撮ったりしました。 

 
 
 



21 
 

 
私は、今回の派遣を通して日本とアメリカの文化の違いを肌で感じることができました。

セントメリース市は、とうもろこしと大豆が有名だと知りました。湖があり、たくさんの

ガチョウがいました。ホームステイファミリーは、とても優しく温かく私たちを受け入れ

てくれました。自由行動の日は、なにがしたいか聞いてくれ、大きなショッピングモール

に連れて行ってもらい、お昼は有名なハンバーガー店で食べ、家に帰ってからは旦那さん

のハーレーに乗せてもらい、セントメリース市の短い旅をしました。初めて乗せてもらっ

てスピードが早くて、とても楽しかったです。奥さんの趣味のガーデンの紹介もしてもら

い、ずっと見ていられるほど綺麗でした。夕方からは海にライブを聞きに連れていっても

らいました。夜ご飯は、奥さんのホストファアムの手作りステーキでとってもおいしかっ

たです。日本のいろんなところの写真を見せて話が盛り上がったり、とてもいい夜をすご

せました。ショッピングモールでは、アメリカならではの食べ物がたくさん売っていて、

たくさん買うことができました。すごく素敵な自由行動の日になりました。 
 今回のホームステイを終えて一番思ったことは、これからもいろんな国に行きたいとい

うことです。いろんな国に興味を持つようになり、もっと英語が話せるようになりたいと

強く思うようになりました。 
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9日間の海外派遣をとおして 
 

                                広岡 萌 
 
ホストファミリーとの自由行動では、少し離れたところにあるショッピングモールと

Walmartという大型のスーパーマーケットと$1ショップに連れて行ってもらいました。シ
ョッピングモールには、日本で見かける店もあれば、あまり見かけない店もあってとても

興味深かったです。買い物では、レジで店員さんと英語でやりとりすることに慣れてでき

るようになりました。Walmart では、日本のスーパーマーケットより規模が大きく感じま
した。コスメやおもちゃ、日用品や食材など数多くのものが種類豊富に売られていて、と

てもおもしろかったです。 
その中でも買い物をしていて、バースデーカードの量が多いことに驚きました。年齢や

性別によって様々な種類のバースデーカードがあって、とても可愛かったです。日本のス

ーパーでは、あまりバースデーカードを見かけないし、他の店でも、売っていてもアメリ

カほど種類がないと思います。$1ショップでは、日本の 100円ショップと同じように様々
な商品が 1 ドルで売られていました。箱のアイスや冷凍食品が 1 ドルで売られていて日本
とはやはり少し違うなと思いました。 
買い物の後は Golden Corral というビュッフェに行きました。ビュッフェには、日本で

も馴染みのある食べ物があったので、安心して食べることができました。けれども、デザ

ートはカラフルで可愛かったけど、想像していた以上に甘かったり少し変わった味をした

ものがありました。アメリカと日本の違いを感じることができました。 
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26 日はセントメリース、ホストファミリーとお別れでした。6 日間滞在していてお世話

になったホストファミリーの方々とのお別れはとても悲しかったです。それからデイトン

空港を出てデトロイト空港に向かいました。空港や図書館に向かう前に少しトラブルもあ

ったけど、なんとか無事にウェストブルームフィールド図書館に着くことができてよかっ

たです。ウェストブルームフィールド図書館に着いてまずは夕食を頂きました。夕食では

サンドウィッチやサラダ、ポテトチップスなど食べました。すごく美味しかったです。 
夕食の後は図書館の中を案内してもらいました。図書館内の造りがとてもおしゃれで、

使う人の世代や用途に合わせた部屋が分けられていました。子供向けに作られた部屋では

入り口がとても可愛くカラフルに造られていて日本ではない感じでした。中には、子供が

遊べるようにおもちゃやぬいぐるみがたくさん置いていました。少し前に図書館にある庭

に鹿が現れたそうです。そのぐらい自然に囲まれていてとても素敵だなと思いました。日

本の図書館とは違う部分もあって、日本の図書館にもあればいいなと思うところもありま

した。 
 今回この派遣に参加して、私の中のアメリカに対するイメージが大きく変わりました。

アメリカに行く前は、アメリカは銃社会や治安の悪い国だと思っていました。しかし、実

際にアメリカを訪れてみると、日本では見かけることのない銃の規制看板などを見かける

ことはあったけど、私の訪れた地域は、とても治安が良く観光客も気軽に訪れることがで

きると思いました。今回、アメリカでは沢山の方々にお世話になりました。みなさんとて

もフレンドリーで親切で、私たちを快く迎え入れてくださいました。私は今までテレビや

ニュースなどで得る勝手なイメージをアメリカに持っていたけど、実際に自分の足でその

国に訪れてみなければその国がどういう国なのかわからないと改めて思いました。今回の

派遣に参加して、アメリカがとても好きになり、またぜひアメリカを訪れたいと思いまし

た。 
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平成 29年度淡路市青少年海外派遣団として 
立山 絵巳 

 
○はじめに 
 市の国際交流員として主にアメリカ・セントメリース市との姉妹都市交流を担当し、今

年で 3年目になります。淡路市制 10周年での青少年派遣相互交流や、姉妹都市提携 30周
年での成人派遣相互交流など、様々な形での派遣に関わる機会をいただきました。 
そしてこの度、引率として青少年と一緒に渡米することとなりました。ずっと念願だっ

たので、派遣が決まった時はどこかホッとしたような気持ちと責任感とが混ざった少し複

雑な気持ちでした。それでも、これまでこの交流事業に関わってこられたすべての方々に

感謝しつつ、この度の派遣事業が充実したものとなるよう、現地の方々との対面を楽しみ

に準備を進めました。 
 
○7月 21日（金） 
 渡航説明会と 4 度の事前研修会を経て迎えた出発当日、いよいよこの日が来た！と、テ
ンション高めに市役所に集まりました。保護者や市役所職員に見送られながら出発し、伊

丹空港へと向かいました。バスの中でもいろんな質問が飛び交うなど、みんなも興奮して

いる様子でした。旅行会社の方と合流し、必要書類やチェックインの流れなどをご説明い

ただき、すでにみんな重量が心配だったのかスーツケースの重さを量りました。チェック

インをしてスーツケースを預け、手荷物検査へと向かい、見送っていただいた方々とお別

れしました。少し時間があったので、時間と場所を決め、自由時間にしました。飲み物や

お菓子を買う子、飛行機を眺める子、カレーを食べる子など、まだ日本だからかリラック

スした表情で過ごしていました。目立つ T シャツに目を配りながら過ごしていると、搭乗
の案内があり、みんな揃って搭乗しました。羽田空港に到着し、国際線乗り継ぎの案内に

従って向かい、バタバタしつつも、しっかり外貨両替をしてゲートへと向かい、いざアメ

リカへと飛び立ちました。 
11 時間以上のフライトでミネアポリスに到着し、緊張しながら入国審査を受け、みんな

無事に入国でき、特に大きな問題はなく、乗継へと向かいました。再度手荷物を預け、乗

継の搭乗券を受け取り、手荷物検査を経てゲートへ向かう、といったこの繰り返しの作業

にみんな多少うんざりしていましたが、次の飛行機まで約 6 時間空港内で待つことになり
ました。みんなアメリカに入国した興奮からか、欲求がバラバラだったので、早速の自由

行動にしました。1人で行動することはないだろうと思っていたので、特に心配はしていま
せんでした。買い物できるエリアも充実していたので、各自ショッピングをしたり休憩し

たりして時間を過ごし、搭乗 1 時間前くらいに 1 度集合をかけて、みんなでゲートへと向
かいました。思ったより距離があり、途中モノレールも利用しながら向かうと、ローカル

便といった雰囲気の小さなスペースでした。そこでスピーチと出し物である PPAP の確認
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を簡単に済ませました。疲労が溜まってきた様子で、大丈夫かなと心配しつつ、デイトン

へと飛び立ちました。 
2 時間ほどで到着し、出口へ向かうと、セントメリース市の方々が出迎えてくれました。

スクールバスに乗ってようやくセントメリース市へと向かいました。日が変わり夜遅い時

間にも関わらず、笑顔で歓迎してくれたホストファミリーの方々には感謝の気持ちでいっ

ぱいです。その日は挨拶も早々に、ホストファミリーと帰路につきました。無事に合流で

きたことの喜びと長旅の疲れを全身に感じながら就寝しました。 
 
○7月 22日（土） 
 夜のうちに嵐が過ぎたらしく、午前中はパラパラとした雨が降っていて、珍しく湿気も

あってすごく暑かったです。午前中はホストファミリーと過ごし、遅めに Friendship 
Center に集合しました。よく写真で見ていた場所を実際に訪れているという興奮はきっと
私だけだろうなと思いつつ、みんなの体調に気を配りながら Lunchの準備をお手伝いしま
した。よく眠れたという話や、午前中にしたこと、ホストファミリーとの様子などを聞き

ながら、用意してくれていたゲームで盛り上がっている団員たちを見ていると、少し安心

しました。しかし、安心したのも束の間、団員の 1 人が腹痛を訴えたので、他の子が常備
していた薬をもらい様子を見ました。持参すべき常備薬を常備するのを忘れていて焦りま

したが、団員に救われました。その後、円になって軽く自己紹介をし、各テーブルで食事

をとりながら、談笑しました。 
 これからしばらく外を歩き回るということもあり、腹痛の団員はホストファミリーと一

緒に帰宅し、しばらく休んで復活したら合流するということになりました。食事後、みん

なで Nature Centerへ歩いて向かいました。湖の周りを歩いての予定でしたが、昨夜の嵐
や午前中の雨でドロドロだったので、そこを避けて向かいましたが、それでも芝生の上は

濡れていたので、団員の叫び声と笑い声があちこちで聞こえました。Nature Centerでは、
シカや鳥などの剥製、キツネやアライグマの毛皮などを紹介してもらい、みんな悲鳴に似

た驚きを見せていました。小道を散策しながら、ブラックベリーはまだ時期じゃないなど、

野生の植物や木の実に触れながらセントメリースの自然に親しみました。石に絵を描くと

いう作業も体験し、どこかに隠してそれを見つけた人がまたどこかに隠すという活動があ

るらしく、みんな暑い中よく頑張りました。 
 ローラースケート場へ車で移動し、靴を履きかえ、クラブミュージックをバックにロー

ラースケートを楽しみました。引率 2 人も童心に返って一緒に楽しみましたが、小学生ぶ
りのローラースケートになかなか感覚がつかめず、最終的に補助を借りて滑っていると、

みんなに「おばあちゃんみたい」と言われました。腹痛で離脱していた団員も復活したよ

うで、合流して楽しく滑っていました。みんな屋内にもかかわらず汗をかきながら楽しそ

うに盛り上がっていました。 
 Friendship Center に戻って、注文してくれたハンバーガー等で軽く夕食を済ませた後、



26 
 

水着に着替えて市民プールへ向かいました。スライダーやジャンプ台などもあり、私を含

め現地の担当者も一緒に水遊びを楽しみました。暑い日だったので、ちょうどいい遊びに

なったと思います。 
 泳いだ後の疲れた体でみんなポカーンとした顔をしていましたが、Lutheran Churchへ
行って Square dancingをしました。伝統かつアメリカンな音楽に合わせて歌い手の指示通
り踊るもので、最初は見学させていただき、最後は簡単な踊りをゆっくり練習しつつ、み

んなで一緒に踊りました。歌い手の横にマイクを持って立ち、同時通訳のような状態で左

右の説明に混乱しつつも指示を出しましたが、みんなうまく踊れていたように思います。

午後 9時半ごろまで明るいので時間を錯覚しますが、午後 10時を回って解散し、ホストフ
ァミリーと一緒に帰宅しました。長い 1日でしたが、翌日は free dayなので、みんなきっ
と大丈夫だろうと信じていました。 
 
○7月 23日（日） 
 この日は、ホストファミリーとの自由行動日でした。早朝に目が覚めたので散歩しよう

とすると、ちょうど犬の散歩をするから一緒に行こうと誘われ、一緒に散歩をしました。

どの家もかわいくて映画の世界で見たような景色でしたが、似たような通りが多く、きっ

と慣れるまでは道に迷い続けるだろうなと思いました。その後、どうするかと聞かれ迷い

ましたが、ホストファミリーの習慣にお付き合いさせてもらい、近くの教会へ行きました。

新しい仲間として紹介を受け、いろんな方と交流させていただきました。きちんと参加し

たのは初めてで、不思議な気分でしたが、他宗教に触れることができ意外にも心穏やかに

過ごすことができました。みんなどう過ごしているかなと考えながら、希望していたショ

ッピングを楽しみました。Lima という隣の市に mall があるということで向かい、その後
Walmart という大型スーパーへ向かいました。品数も豊富で、日本と異なる商品ばかりな
ので、見ているだけでも飽きなかったです。道中には、トウモロコシなどの畑が広がり、

アメリカの雄大な景色を眺めながらのドライブは心癒されました。帰宅してしばらくのん

びり過ごしていると、別のホストファミリーからボートの誘いを受けたと聞き、ぜひ行き

たいと答えました。Grand Lakeはすごく広くて自然があふれていました。雲行きが怪しく
なり、1度引き返して嵐が過ぎるのを待って外へ出るとダブルレインボーを見ることができ
ました。オハイオの天気はころころ変わるのが特徴らしく、慣れた様子でもう 1 度ボート
を走らせると、アメリカを象徴するハクトウワシをこの目で観察することができ、貴重な

体験ができたと思います。夕日を眺めながら終了し、こんな生活が身近にあって幸せだろ

うなと思いました。団員も満足していた様子で、一緒に楽しませてもらってとても感謝し

ています。他の団員も BBQやショッピングを楽しんだと聞いたので、みんな充実して過ご
せたと思い安心しました。 
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○7月 24日（月） 
 セントメリース市役所のほうへ向かうと、写真でよく見ていた景色がそこに広がってい

ました。市役所を表敬訪問し、そこで歓迎式をしていただきました。市民章を受け取り、

市長から歓迎のお言葉をいただき、明るく親しみやすい気さくな方という印象を受けまし

た。そして団員からもスピーチをし、お土産を交換し、市長を囲んでみんなで写真を撮り

ました。その後、担当の方に案内していただき、すぐ横にあるMemorial Parkと Rock13、
その周辺を散策しました。教会から移転した時計塔、戦争の慰霊碑、木製のMemorial Bridge、
運河時代に物資を運んでいた Canal Boatなど、セントメリース市の歴史について触れなが
ら公園内を歩きました。また、セントメリース市の姉妹都市交流における記念公園とでも

いうべき Heritage Park へも歩いて行ける距離にあり、案内していただきました。市役所
に戻って昼食をとり、昨年の成人派遣で淡路市を訪問してくれたクレッグさんにもお会い

することができ、訪問時の様子や議会の仕組み等を説明していただきました。 
休憩と談笑の後、歩いて消防署と警察署を訪問しました。まずは消防署で救急車と消防

車を見学しました。案内していただいた消防士の方々はとてもフレンドリーで、団員たち

もとても興味深そうになかなか出来ない経験を楽しんでいました。はしご車に乗せていた

だいたり、消防服を着せてもらったり、宿舎を見学したり、放水を体験したり、様々なこ

とを経験し、みんな満足そうにしている様子を見て微笑ましかったです。次に、警察署を

訪問し、留置所や事情聴取、指紋や証拠採取の場所などを案内していただき、最後はパト

カーを見学しました。警察官を目指す団員にとっては忘れられない経験ができたのではな

いかと思います。 
 バスに乗り、Art’s Placeを訪問し、同じような目的でまた石に絵を描く作業をしました。
石を 2つ選び、1つには好きな文字を、もう 1つには絵を描きました。みんな前回よりも真
剣に黙々と器用にこなしていました。近くの庭に隠したり記念に持ち帰ったりしていまし

た。その後、St. Marys Memorial High School を訪問しました。公立の中高一貫校で、建
物の左右でMiddle Schoolと High Schoolに分かれていました。校長先生が案内してくだ
さり、創立 8 年とまだ新しい校舎は、科目別に生徒が教室を移動するまさにアメリカンス
タイルで、みんなも興味津々で見学していました。人体、化学、科学、数学、英語、外国

語、体育館など、夏休み期間中ということもあり、どの教室もきれいに整理されていまし

た。高校生約 650名、中学生約 460名の計 1,100名以上もの生徒が通っており、1日 7ク
ラス、1クラス 44分、移動に 4分、30分の昼食、30以上もの部活動、と聞かされ、みん
なとても驚いていました。 
 次に、Mooney Museumへ向かいました。1876年のイタリア様式の建物で、個人の家を
Museum にしたもので、家の様子のまま残している部屋もあればショーケース等で展示さ

れている部屋もありました。市の発展に貢献した方々の展示や、どのように発展してきた

かということを説明している展示もありました。石油と天然ガスに恵まれ、木製のタイヤ

を製造していた会社が、ゴム製品の流通により、家具へと移行したというお話や、運河を
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通しての発展の様子など、時代背景とともに、セントメリース市の歴史に触れました。私

自身、年代や歴史に関する内容は苦手意識があり、理解するのに苦労するような内容を、

つたない通訳を通して団員は理解できたのだろうかと申し訳ない気持ちになり、不甲斐な

い自分を少し反省しました。 
 夕食は 4枚の巨大なピザでしたが、どれも美味しく、みんなもお腹がすいていたようで、
どんどん減っていく様子に驚きました。派遣期間中、日本食が恋しくなることはあっても、

あまり食欲がないとは聞きませんでした。ここでホストファミリーと合流し、早めの解散

となりました。 

 
 
○7月 25日（火） 
 朝からバスに乗り、Wapakonetaという町へ向かいました。まず、“Temple of Tolerance”
を訪問すると、オーナーは留守でしたが、自由に入ることが許されているらしく、彼の家

の裏庭にある石のオブジェを見学しました。自然のまま生い茂った庭を進むと、伝説の銀

行強盗ジョン・デリンジャーが破った金庫の扉の現物、ジョニー・デップがデリンジャー

役を演じた映画「Public Enemies」の撮影で訪れた際に座った場所や、ニール・アームス
トロングが座りながら蹴っていた石像など、随所で簡単な説明を受けつつ庭内を 1 周しま
した。 

 



29 
 

次に、近くにあるニール・アームストロング宇宙博物館を訪問しました。すると、先週

末に周辺で行われたマラソン大会に、彼と一緒に月面着陸したエドウィン・オルドリンが

訪れており、来ていた人たちはみんな大興奮していたらしい、という話を聞き、なぜか少

し興奮しました。博物館へ入ると、ガイドとのスケジュールが組まれておらず、ここでも

みんな自由に見学しました。ホッとしたような物足りないような不思議な気分でしたが、

彼が最初に操縦した小型飛行機や宇宙服、月の石を見学し、月面着陸に到達するまでの映

像を観ながら、壮大さと偉大さに感銘を受けたり、知っている名言に感動したりしました。

お土産コーナーでは、みんなたくさん買い物をしていて、国は違っても自分たちの意思で

自分たちの欲しいものを選択し手にしている姿を見て、大げさかもしれませんが、少しほ

っとしたと同時に誇らしく感じました。 
 セントメリース市に戻ってMemorial Parkでピクニックをしました。老人ホームの方々
や消防署の方々、過去の派遣団員も参加してくれており、にぎやかに楽しみました。限ら

れた時間の中でも私たちのために参加していただけたことが何より嬉しかったです。その

後、Bicycle Museumへ向かうと、随行のジャッキーの職場ということもあり、慣れたよう
に 1 つ 1 つ丁寧に説明してくれました。面白い形の自転車やアンティークな自転車がズラ
ッと並んでいて見ているだけでも楽しかったです。オハイオ州には自転車の会社がいくつ

もあったらしく、ミシンから始まり自転車になってモーターバイクを製造するようになっ

たという流れの会社が多く、その 1 つが有名なハーレー・ダビッドソンの会社だと教えて
くれました。意外にもみんな興味津々で、特に試乗できるスペースで盛り上がっていまし

た。 
 1度ホストファミリーと一緒に帰宅をし、6時半ごろから Friendship Centerで送別会を
していただきました。みんな集まって一緒に夕食をして、お土産をたくさんいただいて、

団員からスピーチをして、出し物の PPAP を披露しました。練習不足と緊張で多少ドタバ
タしましたが、ホストファミリーの方も交流した青少年も参加してすごく盛り上がったよ

うに思います。制作して持参していたハッピとうちわをプレゼントすると喜んで着てくれ

て写真をいっぱい撮っていました。時間を割いて送別会に参加してくれた方々もいて、本

当に感謝の気持ちでいっぱいになりました。団員たちの「帰りたくない」「もっとここにい

たい」という声を聞くことができ、リーダーとしても満足でした。あまり気を遣うことな

く有意義な時間を過ごすことができたのも、セントメリース市の方々の優しさと寛大さに

他ならないと思うと、感謝しかありません。あふれるほどの気持ちがきちんと伝わってい

ることを願います。 
 
○7月 26日（水） 
 移動日の朝、荷物をまとめながらソワソワと落ち着きませんでした。集合して、そこで

ホストファミリーとお別れという団員もいました。空港へ向かう前に、保育園を訪問し、 
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園長先生に案内していただき、各教室を見学しながら、子どもたちの可愛さに癒されまし

た。最後は、園庭で一緒に遊びましたが、このためにと持参した紙風船がとても人気で、

みんな喜んで遊んでくれたのでよかったです。団員たちと遊んでいる姿を見ていると、す

ごく微笑ましかったです。後ろ髪を引かれつつお別れし、空港へと向かいました。バスの

中で担当のタミーさんと姉妹都市交流に限らず様々なお話ができたのは、すごく楽しく、

私にとって貴重な時間でした。空港でも最後までお手伝いいただき、「また日本で会おう！」

などと、思い思いに別れを告げ、多少ドタバタした手荷物検査を通過し、いざデトロイト

へと飛び立ちました。 
 予定通りデトロイトに到着しましたが、1番心配していたバスとの待ち合わせに予想以上
に苦戦しました。待ち合わせ場所に到着してもバスが見当たらず、その辺にいた人に電話

を借りて問い合わせていただくと、まさかの運転手がターミナルを間違えるというハプニ

ングで約 2 時間足止めされました。初めての場所、異国の地で路頭に迷うということが、
どれほど不安なものかということを思い知りました。私 1 人であればまだしも、リーダー
という責任感の中でということもあり、その分不安も大きかったように思います。図書館

へも連絡し、遅れる旨を伝えてはいましたが、予定より 1 時間以上過ぎており、心配させ
てしまったのと待たせてしまったのとで申し訳ない気持ちでしたが、すごく温かく迎えて

いただきました。準備してくれていた夕食をいただいて、図書館内を軽く見学しました。

連絡を取り合い、調整を重ねてきた方々ともお会いすることができ、光栄でした。この日

からホテル泊となり、夜はみんな自由に過ごしました。ウェストブルームフィールド地区

のホテルだったので、特に心配することもなく各自買い物に出かけたり、ジムやプールを

利用したりしていたようです。今思えば、各自で夜に外出させたのは少し大胆だったかな

と思いますが、みんな無事に楽しんでいたので安心しました。 
 
○7月 27日（木） 
 朝からバタバタしましたが、時間通り図書館に集合でき、Learning Day Programといっ
て夏の期間中に子どもたちが参加するプログラムに一緒に参加しました。ここでも PPAP
を披露したほうがいいかと思い、担当者に伝えると、いろいろと準備していただき、みん

なも頑張って披露してくれました。図書館で昼食をして、バスでデトロイト市内中心部へ

約 1時間かけて向かいました。 
 デトロイト市内では、今年 5月に開通したばかりの QLineという路面電車やその駅の様
子、デトロイト美術館や大学、現在建設中のアイスホッケー場、デトロイトタイガースの

拠点であるコメリカパークなど、いろいろと説明を受けながらバスの中から見学しました。

GM Renaissance Centerへ到着し、アメリカの大都市の空気を肌で感じながら中へ入ると、
左右にヤシの木が埋まっており、みんなその空気に圧倒されているようでしたが、目を輝

かせているようにも見えました。まず、在デトロイト日本国総領事館を訪問し、和田総領

事と面会する貴重なお時間をいただきました。こんな機会はめったにないので、事前に質
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問を各自用意しておくよう伝えておくべきだったと反省しましたが、限られたお時間の中、

デトロイトの様子や総領事としての経歴、仕事内容やプライベートまで、様々なお話をし

ていただきました。「日本の将来を支える存在として、楽しかったというだけで終わらずに

自分を進化させる材料にしてほしい」、「日本も良いけど、世界にどんどん出て、世界の人

と勝負できる人になっていってほしい」といったお言葉は、少なからず団員たちの心に響

いたのではないかと信じています。すごく優しい方で、温かく迎えてくださりとても感謝

しています。その後、ガイドの方が GM Renaissance Centerと Riverwalkを案内してくれ
ました。Center内はすごく広く、周辺の模型図や GM社の車が展示されていました。目の
前に大きな川があり、デトロイトはアメリカから南にカナダが見える唯一の市で、その川

の対岸がカナダと教えてくれました。その川沿いの Riverwalk には、地面に世界地図が描
かれていたり、特設ステージがあったり、ゆったりとした空気が流れていました。 
 今年度は残念ながら野球観戦とのスケジュールが合わず、今回初めての行程となるパレ

ードカンパニーを訪問しました。毎年、Thanksgiving Dayに大きなパレードが催されるら
しく、そのための巨大なフロートを制作している会社でした。作られていく過程や出来上

がりの様子、保管されている過去のフロートなどを見学しました。みんな「おもしろい」「か

わいい」などと反応していました。 
 夕食会のレストランへ向かうと、クララ図書館長が待ってくれていました。みんなでピ

ザを食べながら談笑し、この派遣について振り返っていたように思います。最後に、用意

したスピーチをしてギフトを交換しました。セントメリース市との姉妹都市交流とは雰囲

気も異なり、青少年も少し緊張気味でしたが、無事に任務完了といったホッとしたような

表情を浮かべていました。ホテルに戻り、少し打ち合わせをして、アメリカ最後の夜を各

自悔いのないように過ごしました。 
 
○7月 28日（金）＆29日（土） 
 帰国の朝、早朝 5 時半に集合し、まだ夜明け前の薄暗い中、時間通りホテルを出発しま
した。デトロイト空港まで約 1 時間、もう帰るのかという気持ちとやっと帰れるという気
持ちが混ざった複雑な気分でした。初めての海外経験者もすっかりたくましくなって、特

に大きな問題もトラブルもなく、乗り継ぎも慣れた様子で帰国しました。デトロイトから

ミネアポリス、ミネアポリスから羽田、羽田から伊丹、みんな一度は目にしている場所な

ので、行きほどの待ち時間はありませんでしたが、自由に過ごしました。私としては、機

内でもさほど眠れず、市役所に着く最後までは気を抜けなかったように思います。 
 最終の伊丹に無事到着すると、さすがにみんなかなり疲れた様子でした。ひとまずは安

心といった感じで、バスに乗り込み、市役所へと帰りました。到着するとご家族の方が出

迎えてくださり、9日間を共にした団員たちとお別れしました。少し寂しくもありましたが、
また再会できることを期待しました。 
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○最後に 
 今回の派遣事業に参加し、青少年や現地の方々との交流を通して、考えさせられること

も多々ありました。積極的にコミュニケーションを図ろうとする子、自我が強くマイペー

スな子、人見知りでみんなに心配される子、にぎやかで場を明るくする子、落ち着いて冷

静に見守る子など、個性豊かな青少年たちと過ごし、私自身も学ぶところはあったように

思います。英語ができる引率リーダーとして派遣させていただきましたが、通訳としての

英語に関してはまだまだ未熟な点も多く、団員たちには苦労をかけてしまったかもしれま

せん。それでも、今回一緒に参加できてよかったという声が団員からいただけたことは今

後の励みになります。また、もちろん日本人として外国人と接しているという前提はある

ものの、英語が話せる・話せない以前に、相手に興味を持ち、もっと知りたい、伝えたい

という気持ちが、人としてのコミュニケーションを養っていくと実感しました。短い期間

ではありましたが、経験したことや感じたこと、感謝の気持ちを忘れず、次に生かしてい

ってほしいと願うばかりです。今後の団員たちの活躍を期待しています。 
 改めて、私を含む 12 名の派遣団にこのような貴重な機会を与えてくださったすべての
方々、現地で温かく迎えてくださったすべての方々に心より感謝しています。幸運にも、

長きにわたる姉妹都市交流及び姉妹図書館交流に携わることができ、今回このような機会

をいただけたことは本当に幸せでした。今後も両市及び両図書館における交流が継続し、

さらに発展していくことを心から願うとともに、少しでも貢献できるよう日々精進してい

きたいと思っています。本当にありがとうございました。 
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平成 29年度青少年海外派遣事業に参加して 
延安 美佳 

 
 今回、サブリーダーとして随行するお話をいただいた時、正直不安や迷いもありました。

しかし、青少年海外派遣事業では、ホームステイや在デトロイト日本国総領事館訪問など、

普通の海外旅行では体験することのできないような経験ができ、また、普段は淡路市の青

少年達と接する機会がありませんでしたので、これからの淡路市を背負っていく青少年達

と交流してみたいと思い、引き受けることにしました。 
 事前説明会と研修会で青少年達と話しをしてみると、みんなエネルギーにあふれており、

アメリカ訪問を楽しみにしていることが伝わってきました。 
 
 7月 21日、送迎にきてくれていた親御さんや職員からの暖かいお見送りをうけ出発しま
した。アメリカへのロングフライトでは、去年のリーダーのアドバイスをうけ、明日から

始まるアメリカでの忙しい生活に備え、睡眠をとったりリラックスしてそれぞれ過ごして

いました。入国審査では、みんな緊張しているようでしたが、全員スムーズに通り抜け、

いよいよアメリカ入国です。アメリカの空港で乗り継ぎ待ち時間中に、レストランに入り

食事をしましたが、アメリカならではのフレンドリーな接客を受け、アメリカにいること

を、実感しました。深夜にセントメリース市に到着し、送迎バスに乗り、ようやくホスト

ファミリーに会い、長い 1日が終わりました。 
 
 7月 22日、時差ぼけや疲れはありましたが、Friendship Centerに全員集合し、大人た
ちがランチの準備中に青少年達は、みんなでゲームをして遊んでいました。ランチを食べ

て、Nature Center に出発し、昆虫や毛皮の説明を受けたり、石のペイント体験をしまし
た。その後、ローラースケートをしたのですが、日本人は未経験の人が多く、アメリカの

子達が助け、教えてくれていました。みんなで転んでは笑い合い、徐々に打ち解けていっ

たようで、楽しい時間を過ごしました。夕食後にプールにいったのですが、夜の 9 時まで
太陽が出ていることには本当に驚きました。最後に、教会でスクエアダンスをしました。

現地の方々が温かく迎え入れ誘ってくれ、最初は恥ずかしがっていた青少年達もダンスが

終わる頃には、握手やハグをしてありがとうの気持ちを伝え合っていました。 
 
 7月 23日、この日は、ホストファミリーとの自由行動の日だったので、お土産探しのた
めショッピングにでかけ、その後キャンプ村に行きました。区画割りされた土地をレンタ

ルし、その上にキャンピングカー（といっても、かなり大型で、ベッドルームやキッチン、

バスルーム完備）をとめており、週末はそこで生活をするそうです。庭にはキャンプファ

イヤーがあり、ランチにホットドック、おやつにスモアを作って食べました。ここはかな

り広大で、ゴルフカートでの移動が一般的で、プールやバスケコートもあり、約 200 のキ
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ャンピングカーがとまっているそうです。普段のホストファミリーのライフスタイルを知

ることができました。その後、ホストマザーの友人がバンドを組んでいるとのことで、ラ

イブ観戦に行きました。老若男女、みんなが、陽気に踊りながら歌い、アメリカらしい雰

囲気を楽しみました。以前に姉妹都市交流で淡路市に来たことがある方や、淡路市に興味

をもっている方と、お話する機会があり、姉妹都市である淡路市を多くの方に知ってもら

っているということを知り、とてもうれしく思いました。 
 
 7月 24日、市役所を訪問して市長と面会しました。みんな多少の緊張感はありましたが、
市長の優しい雰囲気で、1回目のスピーチを堂々と終えることができ、お土産も無事に渡す
ことができました。グレイグ弁護士さんが来られ、セントメリース市の議会の話をしてく

れ、表決の仕方を教わり、みんなで実際にさせていただき、貴重な経験となりました。そ

の後は市役所職員のマイケルさんに市役所周辺を案内してもらいました。Heritage Parkに
ある大きな 3つの絵は、セントメリース市の今までの歴史の流れを知ることができ、また、
そのときにドイツの市とも姉妹都市であることを知りました。ミッションである淡路市章

は、そんなところに？！というような場所にあり面白かったです。青少年達はミッション

をクリアするのも、私より断然早いです。整備されていて美しい公園は、結婚の写真撮影

や卒業パーティなどでも使われるそうです。昼食後は、消防署と警察署を訪問しました。

そこでは、はしご車に昇ったり、放水したりといろいろな体験をさせてもらえ、青少年達

はとても興奮していました。石のペインティングをした後は、中学高校を訪問しました。

現役の学生である青少年達は、それぞれ自身の学校と比較して、「すごくカラフル」「ラン

チがビュッフェ形式でうらやましい」などいろいろと驚いている様子でした。設備がかな

り充実しており、私も思わず「私立ですか？」と質問してしまうほどでした。Mooney 
Museum では、セントメリース市にゆかりのある偉人について学ぶことができました。夕

食のピザはかなり大きく、今までの食事もそうですが、ベジタリアンでも食べることので

きる食事も用意されており、そういったささいなことからも、異文化を感じることができ

たのではないでしょうか。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

7
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月 25日、Temple of Toleranceを訪問し、そこはいじめを受けた子供たちの癒しになるよ
うにと作られた場所ということを知りました。パスポートなしでヨーロッパから出稼ぎを

するために不法に渡ってきた兄弟が、一緒に連れて来れなかった母親の顔を掘った石や、

ニール・アームストロングさんの母校の校門の石の話などを聞くことができました。ニー

ル・アームストロングさんの石は、次の行程で博物館に行く予定でしたので、特に青少年

達も興味津々でした。また、俳優のジョニー・デップさんもここを訪れたと知って、女子

たちは興奮していました。そして、いよいよ待ちに待ったニール・アームストロング航空

宇宙博物館へ。ミニシアターでは映像が流れ、有名な「1人の人間にとっては小さな 1歩だ
が、人類にとっては偉大な飛躍である。」を聞くことができ、感動しました。そこでは、宇

宙食など珍しいお土産も買うことができるので、みんなそれぞれショッピングに夢中にな

っていました。ランチはMemorial Parkでピクニックをしたのですが、家族で遊びにきて
いた現地の方に、挨拶し話しかけ写真をとったり、交流している青少年達の姿を見かけ、

微笑ましかったです。午後には、Bicycle Museumを見学し、最古の自転車から発展してい
く過程を知ることができ、また、戦争用自転車や北京五輪で使われた自転車なども展示さ

れており、みんな興味心身でした。あっという間に送別会となり、無事にスピーチを終え、

いよいよダンス披露の時間がきました。ピコ太郎の PPAP を踊ると伝えたら、現地の子達
も知っているようで、期待してくれている様子でした。事前練習があまりできなかったに

もかかわらず、本番でのダンスは大成功で、現地の子達も誘って一緒に踊り、楽しい時間

を過ごしました。青少年達の度胸と勢いには、本当に拍手を送りたいです。送別会が終わ

りみんな名残おしそうに各家庭に帰りました。 
 
 7月 26日、セントメリース市での最後の行程である保育園を訪問しました。日本人の子
供が何名かおり、みんな驚いていました。空港でいよいよお別れの時となりましたが、ま

だあまり実感がない様子でした。8月にはセントメリース市の青少年達が淡路市に来ること
がわかっていたので、お別れというよりは、「またね」という気持ちのほうが強かったのか

もしれません。デトロイトに移動し、図書館に着いたら、かなり大きな図書館で、夕食を

食べた後、館内を見学させてもらいました。スタディルームや飲食コーナー、パソコンル

ームなどが充実していました。雑誌や新聞の置き方、図書館情報のコーナーひとつとって

も、淡路市の図書館とは違っていて、新鮮に感じました。館内は、飲み物は可、食事は飲

食コーナーでとのことで、虫がわかないよう、きれいな図書館を維持するための対策をさ

れていました。1日中いたいと思える図書館でした。 
 
 7月 27日、図書館で Library Learning Day programに参加しました。日本人の子供た
ちもたくさん参加しており、第２外国語である英語を勉強しながら交流できるこのプログ

ラムは、世界中から人が集まってくるアメリカらしさが感じられます。バスの中からのデ

トロイト市内観光では、工事中の箇所もたくさんあり、財政破綻から復興しまだまだ発展
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していっている光景を見ることができました。その後、在デトロイト日本国総領事館を訪

問し、和田総領事に面会しました。「アメリカでは、他の人との違いをみんな誇りに思って

いる。井の中の蛙にならないように。」との言葉をいただきました。メモを取っている熱心

な子もおり、質問したり、自ら名刺を渡し写真をお願いしたり、この経験は、大変貴重な

経験になったと思います。Detroit Riverwalk では、対岸にカナダを見ることができ、島国
の日本では見ることのできない景色でした。図書館職員のエリックさんは、カナダに住ん

でおり、橋を渡って通勤しているそうです。アメリカは他国と国境を接しており、あらゆ

る国の人がいる多民族社会なのだと改めて実感しました。Thanksgiving Day Parade 
Companyツアーでは、パレードに使うオブジェをたくさん見ることができ、美術が好きな
子は、「私もやってみたい」と言っていました。夕食は、レストランで図書館の職員さん達

と食べ、私自身かなり図書館に興味があったのでクララ図書館長さんにいくつか質問させ

ていただきました。親切に回答してくださり、とても有意義な時間を過ごすことができま

した。 
 
 7月 28日、集合時間が朝の 5時半でしたが、全員時間通りに集まることができ、ホテル
を出発しました。かなりの長時間のフライトで日本に着いた頃には、みんなの疲労がピー

クでしたが、市役所でお迎えにこられていた親御さんと再会したときのみんなの顔は、や

っぱり安堵と嬉しそうな顔をしており、それぞれ慣れない環境で一緒にがんばってくれて

いたのだなと感じました。9日間本当にお疲れ様でした。ありがとうと伝えたいです。 
  
 今回の派遣を通して、さまざまなことを感じました。青少年達の、初対面の方たちに積

極的に話しかける姿や、リーダーに英語を確認して自分で話そうとする姿、緊張する場面

での堂々としたスピーチの様子を見て、淡路市の青少年達の力強さを感じました。そして、

現地の方々からは、淡路市のすばらしいところを聞くことができ、改めて淡路市に暮らし

淡路市で働けることを誇りに感じました。セントメリース市の全行程に随行してくださっ

たジャックリンさんは、地元のことをよく知っていて、わかりやすくガイドしてください

ました。私自身、これを機に、淡路市のことをもう 1度見直してみようと思います。 
私の初めての海外経験は高校の修学旅行で、その経験が私の進路を決める要素の１つに

なりました。青少年のみんなも、いつか自分の進路・将来を考え決断をするときがくると

思うので、今回の経験が生かされ、きっかけの 1 つになれば、嬉しいです。和田総領事も
言われていましたが、今回の旅を単に「楽しかった」で終わらせるのではなく、今後に生

かし、そしてこの経験を周りの人たちにシェアしてほしいと思います。 
現地での生活すべてをお世話してくださったホストファミリーの皆様、セントメリース

市を案内してくださった関係者の皆様、図書館やデトロイト市内を案内してくださった関

係者の皆様の温かいおもてなしと配慮のおかげで、今回の派遣を無事に終えることができ

ました。また、日本で企画・研修してくださった関係者の皆様、そして親御さんには、派
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遣前から派遣期間中、帰国後に至るまで手厚いサポートありがとうございました。感謝の

気持ちでいっぱいです。 
最後になりましたが、姉妹都市交流および、姉妹図書館交流が、今まで築き上げてきた信

頼関係のもと、より発展的ですばらしいものとなりますよう、心から願います。本当に貴

重な経験をさせていただき、ありがとうございました。 
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セントメリース市役所での歓迎式 

ローラースケート体験！ 

思い出アルバム 
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映画でよくみるスクールバスに乗りました！ 
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在デトロイト日本国総領事館表敬訪問 

GMルネッサンスセンター見学 

パレードカンパニー見学 

ニール・アームストロング博物館見学 

ありがとうございました！ 

See you again！ 

ウェストブルームフィールド図書館見学 
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