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・「遣米使」達が結んだ「デモイン」での絆 団長 上条中学校長 茅野 賢一  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・甲府市中高生海外研修派遣事業を終えて 引率 北西中学校教諭 小澤 あずみ 

・「本物」との出会い 引率 城南中学校教諭 髙杉 廣張 

・デモイン研修で学んだこと  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲府商業高等学校 

甲府商業高等学校 

東中学校 

東中学校 

西中学校 

西中学校 

南中学校 

南中学校 

北中学校 

北中学校 

南西中学校 

南西中学校 

北東中学校 

北東中学校 

北東中学校 

北西中学校 

北西中学校 

富竹中学校 

富竹中学校 

城南中学校 

上条中学校 

上条中学校 

笛南中学校 

笛南中学校 

芦沢 勇飛 

島田 優花菜 

小林 柊哉 

天野 紗世 

小松 弘明 

谷口 真凜 

樋田 凜太郎 

中込 侑那 

野口 翔 

久保田 桜空 

中島 多喜 

西島 鈴 

根津 栄大 

保阪 有俊 

原 花野 

鈴木 詩苑 

萩原 琉月 

前嶋 諒秋 

福沢 彩花 

宮本 柚寧 

伊藤 颯馬    

三宮 加琳 

松野 将吾 

小澤 菜々美 

・研修を通して得たもの、学んだこと 

・世界を学ぶ 

・全力で挑戦し、努力すること 

・Wonderful ten days 

・デモインでの発見と自身の成長 

・My Great Experience 

・かけがいのない10日間を過ごして 

・デモイン研修で得られたもの 

・かけがえのない１０日間 

・Amazing experience of Des Moines 

・想い出の夏 

・デモイン研修を終えて 

・親切は循環する 

・デモイン派遣で見つけた大切なこと 

・デモイン派遣を終えて 

・全ての人に感謝！in Des Moines 

・知ることの喜び 

・デモイン派遣で学んだこと 

・デモイン海外研修を終えて 

・デモイン研修報告書 

・経験と学び 

・デモイン派遣研修を終えて 

・私にとって意味のある10日間 

 

 



平成３１年度 中高生デモイン派遣研修日程 
 
 

 第１日目 ８月１日（木） 

9:30 出発式（甲府市教育研修所） 

10:00 出発（貸切バスにて移動） 

13:00 羽田空港着 

15:25 羽田空港発（デルタ航空：所要時間１２時間１５分） 

～日付変更線～ 

12:39ミネアポリス空港着 

14:31ミネアポリス空港発 

15:46 デモイン空港着 各ホストファミリーが出迎え 

→各ホストファミリー宅へ 

 

 第２日目 ８月２日（金） 

9:00 集合 

9:30 デモイン市教育長（エイハート教育長）表敬訪問 

   ソーラン節披露、記念品贈呈、教育長への質問、写真撮影 

10:30 レイガンＴシャツショップにてＴシャツづくり 

12:00 ピクニックランチ（「甲府ベル」見学） 

13:00 Big Sky Bakery にてグラノーラ作り体験  

15:30 Heart of Iowa にてショッピング 

17:00 各ホストファミリー出迎え→各ホストファミリー宅へ 

 

 第３日目 ８月３日（土） 

終日ホストファミリーと過ごす。 

 

 第４日目 ８月４日（日） 

終日ホストファミリーと過ごす。 

 

 第５日目 ８月５日（月） 

8:00 集合 

8:15 Hubbell 小学校訪問（語学研修、ソーラン節披露） 

11:00 ガストにてピザ作り体験（昼食） 

13:30 Jester Park にてカヌー体験、ネイチャーセンター見学 

17:00 各ホストファミリー出迎え→各ホストファミリー宅へ 

 

 



 

 第６日目 ８月６日（火） 

8:00 集合・出発 

8:45 Wildwood Hills Ranch（牧場）にて乗馬等のアウトドア体験 

17:00各ホストファミリー出迎え→各ホストファミリー宅へ 

 

 第７日目 ８月７日（水） 

8:00 集合・出発 

9:00 デモイン市長（フランク・コーニー市長）表敬訪問 

   市長への質問、記念品贈呈 

10:30 アイオワ歴史博物館にて施設見学 

12:00  Living History Farm 見学 

18:00 サヨナラパーティ（Grandview 大学構内の会場にて） 

       ソーラン節披露 

          終了後、各ホストファミリー宅へ 

 

 第８日目 ８月８日（木） 

6:00 各ホストファミリー宅からデモイン空港集合 

8:01 デモイン空港発（デルタ航空３４８８便：所要時間１時間１９分） 

9:20 ミネアポリス空港着 

11:45ミネアポリス空港発（デルタ航空１５４３便：所要時間３時間４０分） 

13:40 ロサンゼルス空港着 

15:00 ロス市内観光、ハリウッド見学 

      夕食 

19:15 ホテル着（La Quinta Inn & Suites by Wyndham Lax 泊） 

 

 第９日目 ８月９日（金） 

6:00 起床 

6:30 朝食 

7:45 ホテル出発（バスにてロサンゼルス空港へ） 

11:00 ロサンゼルス空港発（デルタ航空７便） 

～日付変更線～ 

 

 第１０日目 ８月１０日（土） 

14:20 羽田空港着 

16:00 羽田空港発（貸切バスにて甲府へ） 

19:00 甲府市教育研修所着・解団式 

 



 

スクールバスの中で 

遣米使 最終日のディナー 

「遣米使」達が結んだ「デモイン」での絆 

平成 31年度（令和元年） 

甲府市姉妹都市友好教育研修派遣団 団長 

 甲府市立上条中学校長 茅野 賢一 

 出発日の羽田空港では、私たちが乗るデルタ航空機が悪天候のために日本到着が遅れ、日本出

発予定が１時間以上延びてしまいました。乗り継ぎのアトランタ空港での時間は短く、予定通り

に進んでも乗り遅れる心配をしており、出だしから暗雲が立ちこめたかと思われました。 

 今回の派遣を迎えるにあたり、５日間の研修期間が設けられました。連日９時から１６時半ま

での昼食を挟んだハードなスケジュールで、現地で披露するソーラン節、英会話、日程や持ち物

の確認等、無駄なく時間を惜しみながら長時間の研修が行われました。今にして思うと、初対面

の生徒、教師、教育委員会の指導主事、ＡＬＴが協働して、教育研修派遣団の持つべき知識、ス

キル、心構えなどをこの短い期間によく準備できたものだと思うとともに、協働したメンバー一

人ひとりの、協調性や責任感などの人としての質

の高さを、旅行を終えた今、改めて実感します。

まだお互いの名前さえ定かではない時期に、商業

高校の優花菜さんに「令和元年の研修派遣団に名

前をつけたいのだがお願いしたい。」と頼みました。

戸惑いながらも「遣米使」という名称を２４人の

生徒たちの総意で名付けてくれました。その活躍

の様子は「遣米使」たちがまとめた報告書でお楽

しみください。 

デモインでの最終日、一同に会して行われたお別れのレセ

プションでの生徒たちとホストファリミーたちからのスピー

チには、名残惜しさと寂しさ、交流の温かい思い出が映りま

した。生徒たちに、これからの人生で再び訪れることのでき

る場所と、いつの日かまた会いたいと思える人々が、デモイ

ンにできたことを感じさせられたひとときでした。 

この「遣米使」たちが集まり夕食を共にしたのは、ロサン

ゼルスのホテル、このただ一度だけでした。その全員で一つ

の長いテーブルを囲んで和気藹々と食べた夕食が、私の一番

の思い出となっています。長時間の飛行やバスでの移動で具

合の悪くなりながらもリタイアをせずに日程に寄り添う

姿には、研修に対する目的意識と心根の強さを感じました。

また、自分の言葉が通じないジレンマと話された英語の意

味がわからない無力感に苛まれながら、その自分の弱さに

負けることなく、前向きにホームステイを全員が完了した

ことに、敬意さえ感じました。最後の日の夕食には、一人

一人の達成感とこれからの希望のようなものがテーブル

を囲んでいるように思えました。令和元年度甲府市姉妹都

市友好教育研修派遣団「遣米使」としての、生徒たちと引率教師の大切な時間でした。 

 

Japanese Bell にて 



 

暗雲が立ちこめたかに思えた出発も、心配に感じたのはその時だけでした。多くの人たちの「思

いやりと支え合い」のもとで、安全にまた大きな問題もなく研修日程を終えることができました。

「遣米使」たちが結んだ「デモイン」での絆は堅いものであり、これからも末永く結びついてい

くことを確信しています。２４名の遣米使たちが協力し合いながら、世界的な視野を持つ甲府人

として活躍することが楽しみです。 

市長様をはじめ市役所の関係各位、

「遣米使」たちを選び送り込んでいた

だいた各学校の関係者、旅行会社の皆

様、そしてアメリカで受け入れていた

だき、かけがえのない経験をサポート

してくださったデモインのホストフ

ァミリーと関係者の方々に改めて感

謝申し上げます。 

デモインと甲府 

両市を結びつけたアイオワに息づく精神にふれて・・・ 

ザ・ワールド・フード・プライズを訪問 

ノーマン E.ボーローグ（米国アイオワ州クレスコ）の功績に基づいた建物で

す。彼は１９７０年、飢えで苦しむ世界の人々に対して生涯働きかけをした仕

事が認められノーベル平和賞を受賞しました。多大な貢献をした科学者ですが、

ボーローグ博士の最大の功績は、農業研究のさまざまな技術を各地域に合わせ

て実行可能な状態に統合し、政治指導者にこれらの進歩を実現するよう説得す

る努力をしたことであったといわれています。 

世界食品賞受賞者授賞式 

アイオワ州デモインのアイオワ州議会議事堂は、毎年 10月に 250,000 ドルの世界食糧賞が

最新の受賞者に授与される式典の舞台となっています。式典はスウェーデンとノルウェーで行

われているノーベル賞に匹敵すると言われ、800 人以上の国際的なゲストを呼んで開催されて

いるそうです。その受賞者の経歴や肖像が館内に展示されています。 

一枚の絵に込められたデモインと甲府の絆 

昭和３０年に来県したデモイン市出身の在日米軍のリチャードトーマス

さんの強い働きかけにより昭和３３年（１９５８）両市が姉妹都市の締結

をしています。その直後、昭和３４年（１９５９）の伊勢湾台風で山梨県

が大きな被害に遭いました。右の絵は、アイオワ州からお見舞いとして種

豚３５頭とトウモロコシ１．５トンが贈られた様子を描いたものです。山

梨県から寄贈したジャパニーズベル（１９６１）も描かれています。描か

れている時期のボーローグさんは、中東と北アフリカに対して小麦の生産

で多くの人命を救っていたといわれています。山梨県への「食」に関する

大きな支援は、ボーローグさんやトーマスさんの人や街に対する崇高な意

識がもたらせたものだと感じました。デモインと甲府との絆が描かれてい

るこの絵が、ザ・ワールド・フード・プライズに展示されており、２人の

思いが結びついていることをより実感させられました。 

Santa Monicaにて 



 

甲府市中高生海外研修派遣事業を終えて 

 

甲府市立北西中学校 教諭 小澤 あずみ  

 

今回デモイン市への海外派遣交流に引率させていただくに当たり、自分に課したテーマがありました。

まずは当然ながら生徒が安全に 10 日間の日程を終えることと、一人ひとりが参加の目的を達成できること

をサポートできるよう最善を尽くそうということ。もう一つは自らの英語教師としての視野を広げるとい

うことでした。 

生徒にとっては、まさに一生に一度の得がたい経験であるとともに、親元から離れて異国の地で 10 日間

を過ごすということで緊張や不安もともにする経験でもあったと思います。事前研修にあたっても、でき

るだけ生徒とコミュニケーションをとりながら当日生徒が不安なく過ごせるようにと意気込んでいました

が、終わってみればまさに杞憂であったと思います。生徒たちの現地の方と関わろうとする姿勢は本当に

意欲的で、初日こそ不安げな表情を浮かべていた生徒もいましたが、日を重ねるにつれ本当の家族、昔か

らの友だちのように笑顔で会話する姿をとても頼もしく感じました。ホームステイ先での食事やレクリエ

ーションについて嬉々として伝え合っている様子からは、充実したホームステイを過ごしていることが伝

わってきて、嬉しく思いました。また、語学研修で訪れた小学校でも積極的に子どもたちと会話しながら、

一緒に一つの作品を創り上げたり、歴史博物館の見学やアウトドア活動でも、アメリカの歴史や産業を学

び取ろうとする姿勢が垣間見られ、一つ一つが大きな学習の場になっていたことを感じ取ることができま

した。 

もちろん、そこに至るまでに現地のスタッフやホストファミリー、また甲府市教育委員会の先生方や日

本での事前語学研修を手伝ってくれた ALT など、数多くの方が長い期間準備を重ねてくださっていること

も強く感じました。だからこそ、生徒一人ひとりがこの研修に対して抱いていた思いや願いを達成させる

ことができたことを願わずにはいられません。伝えたいことを伝えられた喜び、相手の伝えたいことが理

解できない悔しさ、自分の子どものように接してくれたホストペアレントの優しさ、見渡す限りに広がる

とうもろこし畑の壮大さ、見知らぬ土地から来た日本人に明るく声をかけてくれるデモインの方々の温か

さ…。10 日間の滞在で見て、聞いて体験した全ての事は、一人ひとりにとってかけがえのない財産となり

ました。それらを自分の将来に、またそれを経て甲府の将来につなげていってほしいと思います。実際、

帰りのバスの中で将来を語る生徒たちの姿には、今回の滞在で得た自信、広がった視野が感じられ、甲府

の未来を託す若者の頼もしさを感じることができました。 

また、私自身にとっても、英語教師として成長させていただける機会となりました。普段の英語授業で、

いかに実際のコミュニケーションで役立つ力をつけさせるかを強く考えさせられたり、デモインの方との

交流を通して、相互理解の大切さを身をもって実感することができたりと、普段の研修だけでは見えない

ものを見ることができ、今後教壇に立つにあたって、大変大きなことを学ばせていただきました。また、

現地で訪れた FAD や甲府ベルなど、デモイン市と甲府との交流の歴史を見て知ることのできる施設がいく

つもあり、デモインの方が甲府との交流を大切にしていることをうかがい知ることができました。甲府市

民としても、同様に 2 つの都市の交流がより盛んになるよう、その歴史等についても伝えていく必要があ

ると感じました。これらをこれからの甲府の英語教育に少しでも還元することを今後の自分の課題にして

いきたいと思います。   

 最後になりましたが、甲府市教育委員会の皆様をはじめ、保護者の皆様、市内 ALT や英語科教諭の皆様、

その他多くの方々のご苦労を賜る中で、事前研修を含めた全日程を無事終えることができたことに、心よ

り感謝申し上げたいと思います。 



 

「本物」との出会い 

 

甲府市立城南中学校 教諭 髙杉 廣張 

 

突然だが、集団において「全員が同質であること」はのぞましい状態だろうか。もちろん場合によって

違ってくるとは思うが、私はそう思わない。同質な状態を追究すればするほど、個々の違いが強く意識さ

れ、そこに軋轢が生まれてくるように思うからだ。世界ではグローバル化が進み、旧来の国家や地域とい

う境界を越えた、地球規模のさまざまな変化が起きている。そのような状況下においては、お互いの差異

を認め合う姿勢が必要となるであろうし、自分と異なるものであっても尊重し合いながら、より良く生活

することを目指して努力することが求められている。 

今回の研修では、本やインターネットからだけでは得られない「本物」に触れる多くの経験があった。

どんなに本物に近い映像を見ても、どんなに具体的に説明されても、実物を見て得た感動に勝るものはな

い。中学生・高校生という多感な時期に、実際に海外に行き、本物に触れた経験は何ものにも代えがたい

ものだっただろう。 

また、相手が話す言語を使おうとすることにより、人との距離を縮めることができるということも、生

徒たちは実感したのではないかと思う。日本に来た海外の人が、日本語であいさつをしただけで、急に親

近感がわいたりするのと同じである。実際、生徒たちは積極的に英語を使い、ホストファミリーや現地の

人たちとの距離を縮めていった。さよならパーティーで、生徒ひとり一人に贈られたホストファミリーか

らの言葉を聞き、言葉が人と人とをつなぐ大切な役割を果たしていることを確認することができた。 

英語を使って、ホストファミリーとコミュニケーションをとるだけではなく、甲府市とデモイン市の姉

妹都市交流や、アメリカの歴史や社会について学ぶことも研修の目的であったと思う。実際にLiving History 

FarmsやHistorical Museumを訪れて、さまざまなデータや資料を目にし、膨大な量の英語の説明にも触れた

だろう。展示物を頼りに何が書かれているのかを想像することはできたであろうが、残念ながら十分に理

解するには時間が限られていたかもしれない。それぞれの国や地域の歴史や文化、伝統、習慣などを知る

ことは、そこに住む人の生活背景を知ることになり、相手の大事にしていることを知ることにもつながる

はずである。英語力を向上させ、将来、もう一度学ぶ機会をつくってほしいと思う。 

私自身にとって、今回の派遣は単なる引率ではなく、多くのことを学ぶことのできた貴重な経験となっ

た。ホームステイをさせてもらったスネル夫妻には、アイオワ州やデモイン市のことを詳しく教えていた

だいた。特に、休日に案内していただいたWaukee Community School Districtでは、独創的でありながらも生

徒の可能性を引き出そうとする、価値ある教育システムを紹介していただいた。学校はその地域にとって

有益なものでなくてはならないため、常に進化し続けることを求められ、型にとらわれない自由な発想に

よって新しいことに挑戦していた。日本には日本の教

育の良さがあるが、自分にも何か新しい試みができな

いかと、想像をかき立てられるかのような、よい刺激

を受けることができた。また、普段は仕事として英語

を使うため、何をどう教えようかを考えることが多い

が、派遣期間中は、伝える内容に焦点をあててコミュ

ニケーションを図り、自分のもっている英語の力を駆

使することに集中することができたため、とても有意

義な時間を過ごすことができた。



 

デモイン研修で学んだこと 

 

                           甲府市立甲府商業高等学校 芦沢 勇飛 

 

私は、８月１日から10日までの10日間、甲府市によるデモイン市派遣に参加しました。デモイン市

派遣に参加するに当たって、二つ目標を立てました。「アメリカと日本の文化の違いを知る」「自分

の英語力を上達させる」ということを目標に設定しました。 

 「アメリカと日本の文化の違いを知る」という目標は様々な場所で達成することが出来ました。特

に文化の違いを感じたのは、街を歩いている時です。派遣団の仲間と歩いている時や、ホームステイ

先のファミリーと歩いている時に多くのデモイン市の方が挨拶をしてくれました。日本では挨拶をす

ることは無く、素通りをすることが当たり前となっています。そのため初めは困惑し挨拶を返すこと

が出来ませんでした。しかし、派遣の終盤では挨拶を返すようになり自分から挨拶をするようになり

ました。また、自分から挨拶をすることは日本に帰国した現在も継続しており、学校生活や日常生活

ですれ違った人に挨拶をするようにしています。これは今回の派遣で成長出来たことの一つだと思い

ます。アメリカでは日本との文化の違いだけでなく共通点もありました。家の中に靴を脱いで入ると

いうことです。私は、派遣に参加する前の知識としてアメリカでは皆靴を脱がずに入ると思っていま

した。ホームステイ先の家に着いた際に靴のまま家に入ろうとした時に靴は脱いでくださいと言われ

ました。そこで、靴はいつも脱がないのですか、と聞いたところ日本と同じように靴は脱いでいるそ

うです。意外なところで共通点が見つかり驚きました。 

 「自分の英語力を上達させる」という目標は研修中を含め事前研修中にも達成することが出来まし

た。私は英語が得意ではありません。そんな私が今回の研修にした理由は英語力を上達させる事が一

番の目的でした。事前研修では、外国の先生の方に難しい英語で伝えようとして伝わらないことが初

めは多くありました。しかし、全て伝えようとしなくても知っている英語を話しジェスチャーをすれ

ば伝わるというアドバイスを頂きました。そのため、事前研修の後半では、自分の伝えたいことを伝

えることが出来るようになりました。頂いたアドバイスを研修本番でも生かしホストファミリーやデ

モイン市の人々とコミュニケーションを取ることが出来ました。また、このアドバイスは現在も私の

胸に刻み込まれており日頃から相手に分かりやすいように伝えるようにしています。今回の研修では、

英語力だけで無く上記のようなコミュニケーション能力も上達させる事が出来ました。 

 今回の研修では、今まで体験したことがない、貴重な体験をすることが出来ました。今回の研修を

経て私は、英語力を上達させ、アメリカの歴史を学び、知識を得ただけでなく、コミュニケーション

能力等、日々の生活で大切なことを得ることが出来ました。研修で学んだことや得たことは多かった

ですが同時に多くの課題も残りました。自分から話しかける事は多くなっても英語が伝わらないこと

や失敗を恐れて積極的に英語を話そうとはしませんでした。本当は嫌だと思っても申し訳ないという

気持ちから常にYESと答えていました。これらの反省を生かし今後は英語の勉強に力を入れ、自分の

英語力だけで相手に伝えること、そして積極的に英語で話せることが出来るようにすることを目標に

し、日々努力していきたいです。帰国する際にホストファミリーに必ずいつかまた会おうと約束をし

ました。現在、私は、高校二年生です。高校生の間、英語力を磨き大学に進学し、またデモインに留

学をしようと考えています。 

 結びに今回の姉妹都市への友好派遣に携わって頂いたすべての方に感謝すると共に今回の経験を今

後の学校生活や日常生活に生かしていきたいと思います。 



 

 

研修を通して得たもの、学んだこと 

 

甲府市立甲府商業高等学校 島田 優花菜 

 

 私は、８月１日から１０日までの１０日間、甲府市姉妹都市友好教育研修派遣団として、アメリカ

のデモインへ行ってきました。私はこの１０日間の貴重な経験で多くのことを学び、デモインに行く

前の私にはないものを得ることができました。 

 私にとってこのデモイン派遣は苦手を克服するという一つの挑戦でもありました。私は、今まで大

人数のグループのリーダーになることや、人の前に立って話すことがとても苦手で避けてきました。

しかし、こんな自分を変えたいという思いと、視野を広げるために、今回のデモイン派遣に参加しま

した。そして、参加するにあたって目標を二つ決めました。それは、「できるだけ日本語を使わない

こと」、「日本との違いについて話し合うこと」です。 

 「できるだけ日本語を使わないこと」はホームステイ初日からとても大変で、私にできるかと不安

になりました。まず、最初に空港でホストファミリーと会ったときになんと話しかければよいのか分

からず、ちゃんとした会話をすることができませんでした。一緒にホームステイする子と英語の確認

を日本語でしてしまったり、周りにホストファミリーがいなくなると日本語だけ使ったりしてしまい

ました。このままではだめだと思い、言い間違えてもいいから、日本語を使わずにホストファミリー

や現地の方とコミュニケーションをとり始めました。最初は伝わるか不安でしたが、私が一生懸命話

していると相手も理解しようとしてくれて、会話をスムーズにすることができました。不安や緊張が

無くなってからは、英語で会話をすることが苦痛ではなくなりました。また、最初は現地の方が何を

話しているのか分からず困りましたが、それも毎日聞くにつれて耳が慣れてきました。一つ目の目標

を達成することができた私は、二つ目の目標である「日本との違いについて話し合うこと」に取り組

みました。私は日本との違いを話し合うために、“学校について”と“日常生活について”など身近

な事柄を中心に話をしました。学校について話して驚いたところは、校則の自由度が高いところです。

例えば、日本ではピアスやメイクをすることは校則で禁止されている学校が多いですが、アメリカの

学校では基本的に許されている所が多いです。私が、日本ではそれらは校則違反だよと一緒に話して

いた女の子に言ったら、驚いていたのが印象的でした。そしてもう一つ驚いたところは、州によって

１８歳未満でも車を運転できる所です。私と同じ年の子が、自分の車をもって運転していると聞き、

驚きとともに少し羨ましいとも思いました。他にも生徒数の違いや、食生活の違いについても話し合

うことができ、二つ目の目標も達成することができました。 

 今回のデモイン派遣で、怖がらずに何事にも挑戦してみることの大切さを学びました。自分から話

しかけたりすることは大変でとても勇気がいりますが、最初の一歩を踏み出した後の道は、得るもの

しかないと体験することができました。今まで苦手なものから逃げていた私が、準備期間とデモイン

派遣の１０日間を通じて大きく成長できたと実感しています。今回お世話になったホストファミリー

の両親から『私たちのことは第二の両親だと思ってくれ』と言ってもらいとても嬉しかったです。そ

して、現地で気の合う友達もでき、デモインで過ごした時間は何にも代えられないくらい有意義で楽

しいものでした。つらいことや大変なことは多くありましたが、デモイン研修に参加しなければ得ら

れなかったものが多くあるので、勇気を出してこの研修に参加して良かったと心から思いました。国

を越えて多くの優しさに触れ合えたことを誇りに思います。 

 私は、このデモイン派遣で学んだ多くのものを将来の夢に生かして、この山梨に還元していきたい

と思います。 



 

 

世界を学ぶ 

 

甲府市立東中学校 小林 柊哉 

 

 2019年、中学校3年夏。僕は、アメリカ滞在というとても貴重な体験をしました。英語力向上と、アメリ

カの文化を直接肌で感じるというテーマのもと、充実した10日間を過ごすことができました。 

 現地に着き、まず日本とのスケールの違いに驚きました。飛行機の窓から見える大地は、どこまでも続

いているように感じました。いざ、降り立ってみると辺り一面に畑がひろがっており、日本とアメリカの

国力の差を実感しました。また、子供の「遊び」も想像を超えるものでした。休日にホストファミリーに

連れて行ってもらった湖。そこでは、カヌーや、飛込など日本では考えらないことをしました。が、中で

も最も驚いたのはゴムボートです。モーターボートの後ろに括り付け引っ張られるという非常にスリリン

グなものでした。日本では有料のものを、無料でさらに自分たちで成し遂げてしまうアメリカの方々は、

本当に凄いと思いました。この他にも紹介しきれないほどの驚きがありました。その全てが、アメリカの

文化を感じることができた要因になったと感じています。 

 英語力向上については、事前研修でALTの先生に教えて頂いた表現や、学校で学んできたものを最大限生

かしてホストファミリーとたくさんのコミュニケーションを取ろうと考えていました。しかし、デモイン

に着いて数日間は、ネイティブの方の発音やスピードに戸惑いました。そのため、事前研修の成果を生か

すことができていなかったように感じます。しかし、日数を重ねるごとにスピードにも慣れ、うまく聞き

取ることができるようになりました。また、ホストファミリーは、僕の英語を一生懸命聞こうとしてくれ

るため、たくさん話すことができました。出発前は、自分の英語が通じるか、一日中英語で話せるのかな

どたくさんの不安がありました。ですが、ホストファミリーのおかげでそのような不安はなくなり、自信

をもって話せるようになりました。それにより、これまで学んできた様々な表現を活用しホストファミリ

ー以外の方とも沢山の会話をすることができました。現地の方々に自分の気持ちや、考えを伝えることが

できたときは言葉にできないほど嬉しかったです。 

 他にも、バスケットボールを本場アメリカですることができたことも、英語力向上につながったと思い

ます。自分と同年代の子と一緒にプレーし、その中で沢山のコミュニケーションを取り、仲良くなれたと

思います。価値観や文化に違いがある中でもバスケットボールという共通の話題で会話することができた

ことは、とても良かったと思います。 

 15歳という年齢でアメリカ、ひいては、世界を経験できたことは、自分の人生に一生残る「証」になっ

たと思います。異国の文化を体験し、違いを学べたことは僕に大きな変化を与えてくれました。ものの見

方がかわり、他の国の人ならどのように感じるだろうと考えるようになりました。この物事を見る視点の

変化が、この研修を通しての一番の成果だったと感じています。他にも本場の英語に触れられたこと、異

国の同年代の友達ができたことなど、この研修に参加したからこその成果が多くありました。そして、こ

の成果は今後の人生に生かしていきたいとおもいます。 

 今回の研修で、将来世界に進出し、グローバルに活躍できる大人になりたいという夢ができました。 

そのため、これからもアメリカにホームステイをし、英語力をさらに高めていきたいと思います。そして、

またいつかデモインを訪れたいです。 

 最後に、この貴重な体験をさせてくださった甲府市、先生方、そして家族。本当にありがとうございま

した。 



 

 

全力で挑戦し、努力すること 

 

甲府市立東中学校 天野 紗世 

 

私はこの夏、派遣団の一員として、アメリカのアイオワ州デモイン市を訪れました。10日間という

短い期間ではありましたが、たくさんの貴重な経験をし、充実した時間を過ごすことができたと思い

ます。 

私が立てた目標の一つに「日本の魅力を発信する」というものがありました。派遣中のミッション

としてホストファミリーに日本について紹介したり、日本から持って行ったお土産を渡したりするな

かで気付いたことがあります。それは、アメリカの人は予想以上に日本に興味を持っていてくれたこ

とです。たとえば、ホストファミリーに折り紙を紹介したときに、アメリカの小学校の授業に折り紙

をする時間があることや、折り紙での箱の作りかたを知っていることなどを話してくれて、日本の文

化が受け入れられていることを知りとても嬉しかったです。文化の違いについて話すことで日本の魅

力を発信することができたと思います。 

しかし、課題も残る研修となってしまいました。私はより自分の英語力を試したり、コミュニケー

ションを多くとるために積極的な姿勢でいようと決意して、今回の研修に参加しました。ですが実際

には初対面で緊張してしまったり、遠慮してしまうことが多くありました。さらに、到着したばかり

のときにはたっぷりあると思っていた時間が、思ったよりもずっとはやく過ぎてしまいました。もっ

と最初から積極的になることができればよかったな、と後悔しています。そんな私でも、現地の人は

あたたかく迎えてくれました。そのおかげで、少しずつアメリカの生活にもなれ、アメリカの文化に

触れることができました。 

 また、研修を通して自分の将来について考えるきっかけにもなりました。私のホストファミリ

ーに、日本にとても興味のある高校生の女の子がいました。彼女は、研修派遣で日本を三度訪れ

ていて、高校では日本語を学習しているそうです。とても上手に会話したり、簡単な漢字なら読

み書きをしたりすることもできていました。そんな彼女の話を聞いて、同じくらいの年の子がや

りたいことに全力で挑戦し、努力していることを知り、刺激を受けました。具体的に将来のビジ

ョンが決まっているわけではありませんが、小さなことから目標をたて、少しずつ努力を積み重

ねていきたいと思います。 

 さらに2020年には東京オリンピックが開催され、外国人とコミュニケーションをする機会が増

えると思います。そして、英語を使えることがだんだん必須になっていくはずです。そういった

ことをふまえ、今のうちから英語を使えるように努力していきたいです。また、楽しく英語でコ

ミュニケーションがとれるようになりたいと思います。 

 この研修が意味のあるものになるように、学んだことを忘れず、これからの日常生活に生かしてい

きたいと思います。 

 このような貴重な経験ができたのは、たくさんの方々の協力があったからです。本当にありがとう

ございました。そして甲府市とデモイン市の絆がいつまでも続くことを願っています。 



 

 

               Wonderful ten days 

 

                          甲府市立西中学校 小松 弘明 

 

僕の旅の目標は、二つある。 

 一つ目は、「積極的なコミュニケーション」だ。最初こそは緊張や不安で話せなかったものの、

ホストファミリーが気にかけてくれたり、食事することを通し、徐々に表情もやわらいで、共通

の話題について話しているときは笑いながら、盛り上がった。また、僕が単語の意味が分からず

困っているときも、怒ることなく簡単な単語にしてくれたり、話すスピードを遅くしてくれたり

した。このような会話の中でも、他人を気にかける考え方は、僕も見習うべきものだと思う。 

 二つ目は、「アメリカの気候、自然を肌で感じる」だ。世界地図を見れば、アメリカの大きさ

は、一目瞭然だが、実際にアメリカに来ると、本当にびっくりした。いくら進んでも、同じ景色。

前に進んでいるのかと疑問に思うくらい一本道が長い。広大な土地には、一面のコーン畑で飛行

機から見下ろしたその景色は、一種のアートのように感じた。気候については、甲府と比べ気温

も湿度もあまり高くないため、とても過ごしやすかった。  

アメリカに着いて一番驚いたことは、ちょっとした事にも感謝の意を示してくれたことだ。荷

物を運ぶ、プレゼントを渡す、日本のことについて教える。たったそれだけで、「Thank You」

といってくれる。「ありがとう」の意味の奥にある相手を知ろうとする気持ちがあることに気づ

いた。日本人は、なかなか自分の気持ちを伝えないが、アメリカ人は、僕のような外国人相手で

も、言葉だけでなく、ジェスチャーや顔の表情で必死に訴えかけてくれる。僕は、その精神に驚

き、また、感動も覚えた。そんなあたたかい雰囲気もあってか自然に話も弾み、笑顔が溢れ、ホ

ストファミリーと馴染むことができ、楽しい十日間を過ごすことができた。 

アメリカは、大きくて世界の最先端の国など、大まかなイメージしか持っていなかった。でも、

ホームステイを通じて僕はアメリカのおもてなしや国土について少し理解を深めることができ

た。今やグローバル化の時代。英語が必要ないというのはあり得ない。日本に住んでいれば関係

ないかというと、それも違う。これからは外国人が多く移住し社会生活を共にしていくことでし

ょう。外国人に対して無意識に怖いと隔見を持っていた僕が、少し恥ずかしくなった。日本人よ

り気さくに人とコミュニケーションをとっている。今では、そんな人々に拒絶の感情を持つ人が

減ってほしいと思っている。文化や習慣の違いを認め合えば、今世界にある大きな問題を超えら

れるのではないか。たった十日間しか過ごしていないのに、そこまで想像がふくらんだ。それだ

け視野が広がったと思うし、その可能性を身に染みて感じられたのは、大きく成長したからだと

思う。 

僕のようにアメリカに行き、新しい発見をする機会として、デモイン派遣をこれからも末永く

続けてほしい。 



 

 

デモインでの発見と自身の成長 

  

甲府市立西中学校 谷口 真凜 

 

 私は、この10日間のデモイン派遣に向けて事前に「自分から表現したり新しいものを吸収したりし

て、自分の可能性を広げる」という目標を立て、積極性や思考力を磨こうと決意して日本を飛び立ち

ました。しかし、日本とアメリカ、国が違うから人々も文化も環境も言語も違います。日本では体験

しえない生活に大きな期待も抱いていましたが、それだけではありません。授業でしか触れることの

ない英語、しかも本場の英語で成り立っている世界には不安がありました。話すときは自分のペース

でいいかもしれませんが、聞くときはそういうわけにはいかない上、聞き取れないとコミュニケーシ

ョンは成立しないからです。しかしデモイン空港へ到着し、ホストファミリーの方々と対面した瞬間、

それまで抱いていた不安がうそのように消えました。根拠はないけれど何があっても大丈夫だという

自信がわいてきました。  

 ホストファミリーと過ごしていく中で多くの発見と成長がありました。 

 まず、発見したことが特に３つあります。1つ目はアメリカの家では全ての家で靴を履いて生活して

いるわけではない、ということです。私はすべての家で靴を履きっぱなしだと思っていたので靴を脱

がずに家に入ろうとしました。すると止められ、ドアを入ってすぐのマットの上に靴は脱ぐように教

えてもらいました。それにはとても驚きました。しかし、はっきりと玄関としてあるのではなく、出

掛けるとき、何か忘れ物をして家の中へ戻るときに靴のままだったのでそういったあいまいなところ

は日本にはないと思いました。2つ目はどんな人とでも知り合いのように接していることです。日本人

は言葉を使い分けたり接し方を変えたりしていますが、アメリカ人はいつでもどこでも「やあ、久し

振り。元気？」みたいな感じだと思いました。また、私が一番素敵だと思ったのが、レストランやお

店で会計をしたあと必ず 'Have a nice day' と言われることです。初めは会計に緊張しすぎてそんなこ

とに気付きもしませんでしたが会計や英語に少し慣れてきたころに気付きました。そしてそこに注意

して見てみると、お母さんは自分から言っていることが多く、言われた側は笑顔で 'You too.' と返し

ていました。日本にはないやり取りで感動しました。そこで私も使ってみようと思い、１人で会計を

する機会があったので思いきって言ってみました。するとやはり笑顔で 'You too.' と返ってきました。

知らない人にも英語が通じたことがとても嬉しかったので思わず笑顔になりました。３つ目は家でご

飯を食べるとき、１人ずつ分けられていていないことです。いつもテーブルの真ん中に大皿に盛られ

た料理がいくつか置いてあって、そこから好きなものを好きなだけとるスタイルでした。日本では、

分けてあることが多いので少し驚きましたがこの自由な感じがアメリカらしいと思いました。 

 次に成長したことです。それは私にとって全ての時が成長でした。例えば、少しずつ英語がわかる

ようになってきたことや、アメリカでの生活に慣れてきたことなどが実感としてありました。その中

で１つ自分の中で大きく成長したと思う場面があります。それはホストファミリーと外食に行った時

のことです。お母さんとお父さんが一人のウエイトレスさんと親しく話していたので、彼女が誰か尋

ねてみました。すると、私たちの家族のことをよく知っている人だよ、と教えてくれました。小さな

やり取りでしたが、スムーズに英語が使えたことが嬉しかったし、少し自信につながりました。 

 最後に忘れられないことがありました。お別れの日、お父さんに「僕たちはあなたのアメリカの家

族だよ」と、お母さんに「最高の時間と笑顔をありがとう」と言われました。英語が未熟な私でも家

族の一員になれたこと、これが一番の幸せでした。 

 デモインでの１０日間を通して多くの成長がありましたが、やはり英語はまだまだだと思いました。

これからもっと英語を勉強してもう一度アメリカを訪れたいです。そして将来、国を越えて誰かの役

に立てる人間になりたいと思います。 



 

 

My Great Experience 

 

甲府市立南中学校 樋田 凜太郎 

 

私は、今回のデモイン研修に 

1. アメリカの文化について学ぶ 

2. なぜアメリカの人はフレンドリーなのか知る 

というテーマを持って参加しました。この 10日間でこの二つを知ることができたと思います。  

 

1. アメリカの文化について My Great Experience 

 アメリカは広大な土地が広がっているので、家の敷地がとても広く、庭にはトランポリンや、ホス

トマザーの育てている野菜などがありました。また、アメリカはバスケットボールが有名なのでどの

家にも必ずと言っていいほどバスケットゴールが設置されていました。次に、家に入って驚いたこと

は玄関のすぐ横にあるマットで靴を脱ぐということです。私はアメリカの家は土足で入るものだと思

っていたので、とても驚きました。また、アメリカは大きな自然災害が来るので、どの家にも地下室

がついていて日本には無いものを感じました。さらに、トイレには鍵が無く、ドアが閉まっていると

きは誰かが使用している、という意味になるので、自分が使用した後はドアを開けておくのが常識だ

と知り、日本とアメリカの大きな文化の違いを感じました。 

 また、アメリカの食文化についても多くのことを学びました。アメリカでの食生活でも、日本との

違いを感じました。特に違いを感じたのは朝食です。日本で食べる朝食はパンやご飯などが多いです

が、アメリカの朝食は毎朝シリアルでした。そのため、ショッピングセンターにはシリアルのコーナ

ーがあり、棚いっぱいにシリアルが置いてありました。また、飲み物は牛乳かオレンジジュースが絶

対で、朝からお腹を壊しそうになりました。ですが、シリアルはお腹にたまるので、たくさん食べる

私にはとても合っている食文化だと思いました。 

  

2. なぜアメリカの人はフレンドリーなのか 

 その理由には、英語という言語が関係していると思いました。英語は日本語と違い、敬語が存在し

ません。日本では、目上の人に対して自分の立場を下げるなどしますが、英語はどの年齢の人に対し

ても同じ文法、同じ話し方で話します。私も、ホストファミリーの祖父母と話すときも友達と話すと

きと同じ英語を使って話していました。また、英語には遠回しな表現が無く、アメリカの人の気質も

あり好きなものは好き、嫌いなものは嫌い、と答えてくれるので非常にコミュニケーションが取りや

すかったです。逆に、繊細な表現ができる日本語も魅力的だと思いました。 

 私は、このコミュニケーションの取りやすさを生かして積極的に話しかけに行きました。その結果、

みんな一生懸命英語を聞き取ろうとしてくれて、アメリカの温かさを実感することができました。ま

た、たくさんの友達もできました。 

 

〜最後に〜 

 今回の研修で私はアメリカの文化やなぜフレンド

リーなのかを学び、そしてたくさんの思い出や友達

を作ること、また、アメリカで生活するという最高

の経験をしました。これらは私の人生にとって忘れ

られない宝物になりました。  

 これからは、この経験を生かしてこれから英語に

携わる仕事に就けるように今よりもっと努力して、

自分の視野を広げていきたいと思います。 

       



 

 

かけがえのない 10日間を過ごして 

 

甲府市立南中学校 中込 侑那 

 

デモイン派遣のメンバーに学校の代表そして甲府市の代表として選ばれた時、アメリカへ行くこと

ができるという期待や希望を抱いたとともに、代表として責任を果たせるかという不安でいっぱいで

した。しかし、事前研修で ALT の先生や派遣団の仲間と過ごす中でその不安は段々と薄れていきまし

た。 

私は今回のデモイン研修を通して個人テーマであった「アメリカと日本の文化の違いを知ること」

「生の英語を学ぶこと」の２つに重点をおき研修をしてきました。 

まず、一番違いを感じたのは何事も規模がとても大きいことでした。日本の建物は縦に長いですが、

アメリカの建物は基本的に横に広く国土の広さの違いを実感しました。広大な土地が広がっており日

本とは比べ物にならないくらい広いトウモロコシ畑や建物がたくさんありました。その他にも、休日

はホストファミリーの別荘に行き、近くの湖でジェットスキーやボートに乗るなど遊びの規模も大き

く、日本ではできない体験をすることができました。またデモインには山はないのですが山梨県と同

じように自然がとても多く、路上にうさぎやリスなどの動物たちがいたこともとても新鮮でした。 

そして私が一番楽しみにしていた食文化の違いですが、朝は基本的にパンやシリアルパンケーキな

どを食べることが多く、朝からボリュームのあるメニューでした。昼や夜はハンバーガーやホットド

ッグを食べることが多く、想像していた通りの食文化でした。 

個人テーマ二つ目の「生の英語を学ぶこと」では学校でやるようなリスニングとは違い単語同士が

つながっていたり、省略されていたりして聞き取ることができずアメリカに着いたばかりの時は何を

言ったらいいのか分からず困ってしまいました。しかしめげずにもう一度言ってもらったり、言葉を

変えてもらうなどして、相手の伝えたいことが分かったときにはアメリカへ来た意味を感じることが

できました。そして何日か過ごしていく中で段々英語を理解できるようになり、英語で話すのがとて

も楽しくなりました。英語でコミュニケーションをとるというのは想像していたよりも難しく、苦戦

することが多かったのですが、自分の気持ちを伝えること、そして相手の言いたいことを理解しよう

とするということが一番大切なことであると学び、これは英語だけでなく日本語で話すときにも共通

することだと思いました。また、自分の英語力のなさを実感しこれからもっと努力してもっと英語が

話せるようになりたいと思いました。 

この研修を通し、沢山の違いがある中でホストファミリーやアメリカの学生たちとコミュニケーシ

ョンをとり仲を深められたことが私にとってとても嬉しいことでした。また甲府市の他の中学代表の

みんなともかけがえのない１０日間を過ごすことができました。 

私は、様々な人種や国の人たちともお互いに理解しあい、お互いの違いを受け入れながら一緒に社

会をつくりたいという夢を改めて強く持つことができた１０日間でした。 



 

 

デモイン研修で得られたもの 
 

                           甲府市立北中学校  野口 翔 

 

僕は、この研修の目的を「アメリカと日本の文化と生活の違いを探究する」として参加しまし

た。事前研修までは不安だらけでしたが、派遣団の友人らと話をする度に期待で胸がいっぱいに

なっていきました。 

僕がこの研修に参加したきっかけは、1、2年生の頃に学園祭で先輩たちが発表した写真やプレ

ゼンテーションに強く憧れたことです。アイオワ州の地に降り立つと、まず山というものがなく、

見渡す限りに地平線が広がっていました。また、広大な土地に広がるトウモロコシ畑を見たとき

はもはや感動すら覚える美しさでした。 

アメリカに行ってみて気づいたことが三つあります。 

まず、日本に比べてフレンドリーであるところです。デモイン空港では最初に、ホストマザー

が出迎えてくれました。最初は緊張してしまってぎこちない会話しかできず、「これから一週間

大丈夫なのか」と心配でした。しかし、ホストファミリーが僕のつたない英語を一生懸命理解し

ようとしてくれたこと、僕を家族の一員として扱ってくれたことにとても嬉しく思いました。ま

た、アメリカの人々は携帯のゲームやスマートフォンを使用して自分だけの時間を過ごすよりも、

他人とコミュニケーションをとる時間の方が長いと感じました。僕のホストファミリーは、日本

にいる僕の家族より団欒する時間が長く感じました。 

次に、食文化の違いです。日本では米が主食とされていますが、アメリカでは小麦を主食とし

ています。それで、パンやピザなどの小麦を使用した食べ物が多くみられました。また、アイオ

ワ州ではトウモロコシや豚肉など、その土地で有名な食べ物を使用することが多いこともわかり

ました。 

最後に、他人とのスキンシップの取り方の違いです。日本では他人との間に距離を置きますが、

アメリカでは他人と積極的に話しています。ホストマザーと一緒にダウンタウンに出かけた時、

歩行者とよく話をしている姿を見かけました。その姿は、日本ではあまり見られない光景でした。 

僕はこの体験を通して、日本とアメリカのお互いのいいところ、よくないところに改めて気づ

かされました。そして、お互いのことを知ることで、海外のニュースに関心を持ち、自分の意見

を持つことが出来ました。これからも日本のことだけでなく、海外に視野を広げて考え、この経

験を今後の生活に活かせるようにしたいです。また個人の時間よりも家族との時間を大切にした

いと感じています。積極的に人と関わることが苦手な僕ですが、まずは身近な家族やクラスメイ

トから関わっていきたいと感じました。 

最後に、この機会を下さった甲府市の皆様や先生方、家族に心から感謝しています。そしてこ

れからも、デモイン市と甲府市の友好関係がずっと続くことを願っています。 



 

 

かけがえのない１０日間 

 

                    甲府市立北中学校 久保田 桜空 

 

普段ならなにげなく過ぎていってしまう１０日間。しかし、２０１９年８月にデモインで過ごした

１０日間は、『素晴らしい』という一言だけでは言い表すことができない、私にとって最高で特別な

かけがえのない１０日間となった。 

今までずっと甲府で過ごしてきた私にとって、デモインで見たものは全て新鮮で美しいものばかり

だった。とうもろこしや大豆などの農園、たくさんの自然や動物、広大な土地でとても親切な人々と

過ごすと、自分の考え方、感じ方が寛大で豊かになったように感じた。 

私は、この研修で『価値観の違い』について学びたいと考えていた。実際に車でホストファミリー

の家に向かう途中、日本にもあるコーヒーショップを見つけ、日本にもあることを伝えると、寄って

いくか聞かれた。私は申し訳ないと思い遠慮すると、なんで？と疑問を浮かべたような顔をしていた。

日本では謙虚に振る舞い、謙遜や遠慮をすることが相手のことを考えるという面では美徳であり、見

習うべき姿とされているが、謙遜するあまりネガティブで自信がない考え方になってしまう。こうい

った考えをもつ日本人とは違い、遠慮をする概念がない海外の人々は、おそらく物事をすぐに決断す

ることができたり、ストレートに感情を表現することができるのだろう。実際にこのような場面を体

感することができ、自分ももっと素直に気持ちや考えを伝えてみても良いのではないだろうか？と考

えるようになった。 

もう一つ、研修の目的として、『英語力の向上』がある。海外に研修に行くのだから、あたりまえ

のことのように感じてしまうかもしれないが、実際はそう簡単ではなく日本でどんなに英語をたくさ

ん学んだからといって現地で上手く話せるとはかぎらない。ネイティブな発音やイントネーション、

日常生活で多く使う言葉などは、日本で英語を学んでいるだけでは難しい。“Thank you.”や“Sorry.

”というと、“It’s OK.”と言ったり、“Maybe.”を多用することなど、ほんのわずかなことだが会話

をするにあたり大事なことだということに気付かされた。また、最初のうちは日本語で訳しながら英

語を聞いたり話したりしていたが、徐々に慣れてきて訳さずに聞き取ることができるようになったり、

考える前に自然と英語がでてくるようになったりと、『英語力の向上』を実感できた。 

これからの社会は、英語を話せることが当たり前の時代になっていくだろう。しかし私は、スキル

アップと同時に自分の未熟さを思い知らされた。今の自分に足りていないものをのびしろだと思い、

さらに上を目指して学び続け、再びデモインを訪れたいと思う。 

そして、この研修で出会ったホストファミリー、デモインの人々、共に研修をした最高の仲間、デ

モインで学び感じたたくさんのことや経験は、人生の宝だ。また、日本国外に自分が『戻れる場所』

ができたことを誇りに思い、このような機会を与えてくれた甲府市教育委員会の皆様、学校の先生方、

家族に感謝したい。 



 

 

Amazing experience of Des Moines 

 

甲府市立南西中学校 中島 多喜 

 

私はデモイン派遣が決まったときに、嬉しさより、不安と緊張でいっぱいでした。しかし、仲間と

英語レッスンやソーラン節の練習、個人テーマの発表などの研修を重ねて行くごとに、不安と緊張が

少しずつ無くなっていきました。私の個人テーマは「アメリカの生活の様子と文化の違い、コミュニ

ケーション能力の向上」です。 

ホストファミリーが決まった時に、メールで「安心して」「心配しないで」と優しい言葉と家族の

写真を送ってくれていたのですが、実際に顔をあわせるときにはやはり少し不安でした。デモインへ

到着したときにホストファミリーが「Welcome to Des Moines Taki&Shion 」と歓迎の言葉が書かれ

たメッセージボードで、温かく迎えてくれたことによって、そんな不安も吹っ飛んで英語での自己紹

介を無我夢中で行いました。ホストファミリーの皆は私のつたない英語を一生懸命理解しようとして

くれました。恥ずかしがらずに一生懸命話せば相手にも分かってもらえ、綺麗な発音の英語でなくて

もコミュニケーションが取れると学び、到着早々にコミュニケーション力の向上が出来たことが、と

ても嬉しかったです。 

事前に知りたかった、アメリカの家庭では靴を履いて過ごすと聞いていたので「靴下はいつ脱ぐの

」と思っていましたが、実際には靴は玄関で脱いで裸足で生活していました。日本の家のように玄関

と部屋が段で区切られていないフラットな状態で玄関とリビングが繋がっていました。私は家に帰っ

たら直ぐに靴下を脱ぐ習慣なので疑問に思っていましたが、考え、想像することも大切だと思います

が、実際に体験することが何よりも大切だと学びました。 

デモインに到着して初めに驚いたことは山が一つもなくて、広々していると感じました。まず目に

入ったのは広い道路ときれいに整備された家々でした。アメリカの家と庭の広さにも驚きました。と

にかく広い。庭はテニスコート2面程の広さがありバーベキューができる設備や20mのプールもありま

した。日本でこんなに大きな家や広い庭がある家を見たことがなかったので、これが「アメリカの家

庭？」と実感し、私もアメリカで暮らしたいと思いました。 

また、アメリカ人の「おもてなし」を感じ「フレンドリー」さにも驚きました。 

私が家に入るときに、扉を開けて待ってくれたり、写真を撮ろうとすると知らない人が「写真撮っ

てあげるよ」と話しかけてくれたり、私が買ったお土産を見

て、どこで買ったの？と話しかけてくれたり、店員さんも「

How are you?＝元気？」と聞いてくれ、日本では私も少し恥

ずかしくて話しかけられない事がありますが、年齢に関係な

くフレンドリーに話しかけてくれる、アメリカ人のコミュニ

ケーション力は凄いなと感動しまた。私も日本での生活の中

で人にやさしく、温かく、気遣いができるように心がけ、海

外の方にも積極的に話しかけようと思いました。私は将来、

アメリカへ留学を考えているので今回の研修で得たたくさ

んの経験と出会った方々の優しさと気遣いを忘れずに一段

と夢に向かって頑張りたいと思います。今回私たちを迎え入れてくれたホストファミリーに感謝しま

す。 

「ありがとう」。そして私に新たな夢を与えてくれた、海外派遣研修に関わりサポートして頂いた

皆様へ感謝致します。最後に素晴らしい経験を共に過ごした「遣米使」24名の仲間に「ありがとう」

そして「また会おう」Bye! 

 



 

 

想い出の夏 

 

甲府市立南西中学校 西島 鈴 

 

今年の夏は、令和になって初めての夏。そして、私にとって一番思い出に残った夏でした。 

 私は、遣米使（団のみんなで話し合って親しみを込めて付けた団名)として 8月、デモイン研修に参

加してきました。私にとって、初めての海外ですが、不安よりも期待と好奇心のほうが多く長い飛行

時間もあっという間に感じました。 

 デモインの空港に着いた時、空港内で流れるアナウンス、忙しそうに通り過ぎていく人々の会話が

すべて英語で、今までになかった不思議な感覚と“やっとアメリカについた”という実感がわいてき

ました。そして、ホストファミリーとの緊張の初対面。“楽しかった？”と日本語で話しかけてくれ、

たくさんの質問をして会話を盛り上げようとしてくれたことがとても嬉しく、何より笑顔で迎えてく

れて安心しました。 

 そこからのアメリカの生活はすべてが新鮮で、多くのことを発見し、学ぶことができました。特に

日本との違いが感じられたのは土地の広さです。広い庭に大きな家、どこまでも続く広い畑はよくあ

る映画のワンシーンのようで緊張で固まっていた私の心も解放されるようでした。 

 また、アメリカの食生活といえば、まず浮かぶのがハンバーガーやピザといった脂っこいファスト

フードやステーキなどの肉類を中心に食べているイメージでしたが、実際に私がホームステイした家

庭では、サラダやフルーツも食事に多く取り入れられていて意外と健康的だなと思いました。ある日

の朝食で 5cm ほどの小さなニンジンを何も調理も味付けもせずそのまま出された時は衝撃でした。も

ちろん、ドレッシングも無く生で食べていました。アメリカならではの大胆な食べ方が斬新で面白か

ったです。 

 そして私がデモインで一番気に入ったところは、気候の違いです。日本の夏といえば、高温で湿気

が多くベタベタして外に出る気力を失いますが、デモインはとても涼しく、湿気もないので散歩をし

てもほとんど汗をかくことがありません。私の天敵の蚊もいなかったので、とても快適に過ごせまし

た。雨が降ることはめったになく、実際に私の滞在中も一度も降りませんでした。“こんなにも過ごし

やすい場所があるのか！”と感銘を受けました。 

 今回の研修での私のテーマは、「自立」することでした。自分の伝えたいことや聞きたいことはしっ

かり伝える！当たり前のことですが、一人になっていかに私が周りの人に助けられていたのかがよく

分かりました。最初は緊張して簡単な受け答えしかできませんでしたが、私の片言の英語を一生懸命

理解しようしてくれるホストファミリーをはじめとする人々のやさしさに触れ、「もっと話したい

な。」と思うようになり、積極的にコミュニケーションを図るようになりました。いざとなってみると

伝えたい単語が出てこなかったり、文法が出てこなかったりして自分の英語力や、語彙の少なさを改

めて知りとても悔しい思いをしました。そこで、日本ではあまり使わないジェスチャーが役に立ち相

手に言いたいことが伝わった時は言葉の壁を乗り越えられた気がしてとてもうれしかったです。 

 今後、更にグローバル化が進むこの時代に、中学生でこのような貴重な体験ができたことは私にと

ってデモインだけでなく世界を知るきっかけになりました。想像ではなく実際に行ってホームステイ

することで、より文化や生活について知ることができたし、現地の方々と会話をしていく中でもっと

英語をスキルアップさせたいと思うようになりました。このような機会を設け、交流を続けている甲

府市とデモイン市に感謝し、この交流が次の世代にも続いていくことを心から願っています。 

   



 

 

デモイン研修を終えて 

 

甲府市立北東中学校 根津 栄大 

 

私は甲府市姉妹都市友好教育研修派遣団の一員としてデモインへ行くことに中学校に入学した頃か

ら憧れていました。しかし、行くことが決まった時は嬉しさとともに大きな不安がありました。その

中で一番不安だったのはホームステイでした。ホストファミリーと意思疎通できるのかというのが一

番心配でした。しかし、研修会を重ねていくと一緒に行くみんなとも仲良くなり心配も少しずつ減り

ました。私はデモイン研修をより良いものにするためにいくつかの目標を立てました。 

 

１ 日本とアメリカの文化、習慣、生活の違いを自分の目で見て学ぶ。 

２ 積極的に現地の人と会話する。 

３ 日本や山梨、甲府の魅力、文化を伝える。 

４ 日本では経験出来ないことをたくさんする。 

 

私はこれらの目標を達成させるという気持ちで日本を出発しました。 

デモイン空港に到着するとそこではホストファミリーの皆さんが温かく迎えてくれました。初めて

対面した時にはとても緊張してあまり話すことはできませんでした。しかし、何度も私に質問をして

くれたので少しずつ打ち解けることができました。その中で私は山梨や甲府について紹介したら私の

たどたどしい英語をなんとか聞き取ろうとしてくれたのでとても嬉しかったです。 

また現地ではアメリカの小学生などと交流する機会もたくさんありました。私は少しでも英語がう

まく使えるようになりたいという気持ちで知っている単語や文法を駆使し意思疎通を図りました。 

 

ホームステイを通じて驚いたこともたくさんありました。例えばアメリカ人はファストフードをた

くさん食べると聞いたことがありました。でも、私がホームステイをした中でファストフードを食べ

たのは私が行きたいといった日のみでした。他にもアメリカでは家の中で靴を履いたまま過ごすとい

う文化があると聞いたことがあります。しかし、私がホームステイをした家では靴を脱いで生活して

いました。日本で聞いたことのあることも実際に見てみないとわからない事もあるんだと感じました。 

 

また私の目標である日本では経験できないこともたくさん出来ました。乗馬体験では日本とはスケ

ールの全く異なる牧場を馬に乗りながら散策しました。日本ではスタッフの方々が馬を引いて場内を

一周するなどの乗馬しか体験したことがありませんでした。アメリカでは自分で馬を操ったのでとて

も難しかったです。また遊園地へ行った際日本では見られないジェットコースターやウォータースラ

イダーがたくさんありました。どれも日本とは大きさが全く異なるものでとても驚きました。 

 

私が今回の研修で一番感じたことはアメリカと日本のスケールの違いです。飛行機から見た街はと

うもろこし畑や大豆畑などがどこまでも続いていて日本の畑とは比べ物にならないものでした。日本

では知ることのできない本当のアメリカの文化や習慣を知ることができとても充実した研修になりま

した。私はこの研修で得たことをこれからの生活に生かしていきたいです。 



 

 

親切は循環する 

 

甲府市立北東中学校 保阪 有俊 

 

僕の派遣留学前に立てていた目標は「日本とアメリカの文化の違いを知ること」「英語を使ったコ

ミュニケーション能力の向上」という２点だった。 

文化の違いといえば僕が一番面白いなと思ったことは、アメリカ人の合理性だ。 

例えば都市計画がしっかりしている。道路がすべてまっすぐで一つひとつがとても広い。公共施設

も茶色のレンガの建物に統一していてとてもわかりやすい。しかし一方で、都市部以外の道路は微妙

な隆起もありゴミが散在していたりもする。 

家庭生活も合理的だった。家庭ではほとんど料理をしない。食洗機を使うので皿洗いもない。洗っ

た洗濯物もすべて乾燥機にかけ干す手間をなくす。掃除も週末にする。だから毎日時間に余裕があり

雰囲気もゆったりしている。 

アメリカで生活することによって、日本は何事にも手を抜かず丁寧に仕事をする文化なんだという

ことがわかった。 

二つ目の英語を使ったコミュニケーションについては想像以上に英語が通じず、当初戸惑った。僕

は去年ホストブラザーを経験した。そのときに比べて英語で意見や意思を表明できるようになったは

ずだった。しかし今度は相手の英語を聞き取ることができない。相手が話す内容は簡単な英語なはず

なのに。3歳のホストブラザーの英語ですら速すぎて聞き取れなかった。さらに深刻だなと思ったのは

英語を日本風にアレンジした英語だ。例えば「Los Angeles」。まったく通じなかった。もっと勉強し

なければならないな、と痛感した。 

そんな僕との英会話にホストブラザーのオルソンやドレイク、ワイエットが気楽に付き合ってくれ

た。彼らは僕の英語を推測しながらわかりやすく答え教えてくれた。オルソンたちも以前交換留学で

甲府に来たのだという。彼らも甲府でとてもよくしてもらったから僕にもデモインを楽しんで欲しい

と言ってくれた。去年僕の家にホームスティしたマリーナも駆けつけてくれてデモイン観光のコツを

教えてくれた。甲府とデモインの交換留学ではこのように親切が循環している。おかげで予想以上に

楽しく充実した時間を過ごすことができた。僕もこの循環を未来につなげていきたい。彼らと僕は今

でもささいなことをお互いにSNSで報告しあっている。 

最後にこのような素晴らしい10日間を与えてくださった、甲府市教育委員会の皆様、先生方、両親、

共に学んだ23人の友人、ならびに関わったすべての方々に感謝して今回の報告を終わります。 

 

 

 

 

 

 



 

 

デモイン派遣で見つけた大切なこと 

 

甲府市立北東中学校 原 花野 

 

私は、8月1日から10日まで、友好教育派遣団の一員としてアメリカのデモインを訪れました。私のこの

研修での目標は、２つありました。１つ目は、「デモインがどのようなところなのか」についてで、２つ

目は、「語学を生で学ぶ」ということについてです。これらを目標として、研修に臨みました。 

 １つ目の「デモインについて」では、いくつかのことを学ぶことができたと思います。まず、デモイン

はアメリカの田舎と聞いていましたが、日本の田舎とは全く異なっていて、若者も楽しめるようなカフェ

や遊ぶ場所がたくさんありました。研修中にある２日間の休日には、ホストファミリーとたくさんの場所

を訪れました。遊園地や、プール、マーケットなど、どれも大規模で思い切り楽しむことができます。 

また、空港から出たときに初めて山がなく、広大でどこまでも続く土地に感動しました。かならず二車

線はある広い道路や無料の高速道路も驚くべきものでした。 

 ２つ目の「語学を学ぶについて」では、具体的に、英語で苦手な『話す』という力を身に付けようとし

ました。しかしここでは、本当に多くの課題を見つけました。日本では、はっきりと答えを出さず、濁す

ということがよくあると思います。私はよく『どっちでもいい』などという表現を、日本でしています。

アメリカで困ったのは、この表現がなかったことです。ホストマザーは私に「小さな映画館で夕食付き」

それか、「大きな映画館でポップコーン」どっちがいい？や、「プールに行く」それか、「トランポリン

をする」どっちがいい？などと聞いてきました。どちらのプランも魅力的で選ぶことが難しかったので、

悩んでしまうことなどもありました。日本ではあまりしない、自分の考えをまっすぐに表現し、伝えると

いうのがアメリカの考え方だと分かりました。 

 そして、『話す力』である『コミュニケーション』をとることってなんて難しいのだろうと思うことが

何度もありました。はっきりと決めることや、意見をまっすぐに伝えることなどが苦手な私は、あまり口

に合わなかった料理を「おいしい？」と聞かれ、笑ってごまかすことなどもありました。そこで、和食と

の味のちがいや、似た料理などを紹介できたら良かったなと思いました。また、自分の英語力がないため

に感想が楽しかった、良かったなどの同じような言葉になってしまったのもよくなかったと感じています。 

 この研修で自分の目標を掲げて活動をしてきましたが、多くの課題を見つけられたことが、成長に繋げ

られると思います。英語の力がもっとあれば、語学研修もさらに楽しいものになっていくと思いますし、

世界が広がっていくと思います。2020年の来年には、東京オリンピックが開かれます。東京に近い山梨に

も、多くの外国人の方が訪れると思います。もし、困っている方がいたら、世界の公用語である、英語で

助けられるようにしたいです。また、いま世界で話題となっている和食や、富士山など日本や、山梨、甲

府の魅力を知ってもらい発信できたら良いと思っています。 

この研修に参加したことで、知り合うことがなかった他の中学校

の生徒や、高校生の先輩方と仲良くなることができ、本場アメリカ

での生活をアメリカの方と過ごすことができたこの貴重な機会を

くださったことにとても感謝しています。学んできたものの中には、

うまくいかず悩んだことや、改善すべき課題も多くあります。これ

らをただみつけて終わるのではなく、少しでも良くなるように勉強

に一生懸命に取り組み、世界が広がった今、日本以外の国にも目を

向けるようにしたいです。たくさんの世界の問題が浮かび上がって

きているのをなんとなく聞いているのではなく、解決に向けてどの

ようにしたらいいのか考えるようにしたいです。 



 

 

          デモイン派遣を終えて 

 

甲府市立北西中学校 鈴木 詩苑 

 

「日本とアメリカの文化の違いに直接触れることによって自分の視野を広げたい。」そう心の中に決

め私はデモインへ向かいました。 

 初日、約 15 時間の移動を終え、デモイン空港で初めてホストファミリーと対面しました。父、母、

姉、弟、と日本でも一般的な家族構成でした。（これはデモ

イン空港で初めて会った時に撮った写真です。写真は右か

ら、私、ルームメイトの中島さん、弟のライランくん、お

姉さんのオリビアさん、ホストファザーのダレンさん） 

            

アイオワでの一週間で私は多くのことに驚かせられまし

た。 

 まずは食べ物についてです。アメリカンサイズという言

葉があるほどアメリカの食べ物は大きいと思われがちですが、基本的には日本とそこまで量は変わら

ない印象でした。外食に連れていってもらった際、何回か多くの量の食事が出されたときもありまし

たが、ホストファミリーも食べ残していました。私たち日本人が抱いている「アメリカ人はたくさん

食べる」というイメージは全く違うものだということもわかりました。 

 次にアメリカの生活様式です。アメリカは日本とは違って家の中でも靴でいるというイメージが日

本人には根付いていると思います。しかし、実際、家の中では靴を脱いで裸足でいるのが当たり前な

のだそうです。ただ、庭にも裸足のまま出て足を拭かずにそのまま家に入るなど、日本に比べてとて

もアバウトだったのが印象的でした。 

 最後に戦争に対する考え方です。右にある写真は

「IOWA AND GREAT WAR」つまり「アイオワと素晴

らし戦争」と書いてあります。これはアイオワ博物館で

撮った写真です。この展示物は独立戦争のことについて

で、私たちが思い浮かべる太平洋戦争とは異なるもので

すが、戦争で領地を拡大し、発展をしてきたアメリカと、

唯一の被爆国であり、戦争の負の側面を多く見てきた日

本の戦争に対する考えの違いがはっきりとわかりました。

戦争は悲惨で残酷なものだと学校で習っている私にとっ

てこれはとても驚かされる内容でした。 

 私はこの研修を通して多くの日本とアメリカの文化の違いを自分の肌で直接感じることができまし

た。また、今まで自分が当たり前に話していたこと、考えていたことがどれだけ一方的で偏っている

かにも気づきました。 

私はこの研修で広げることのできた視野で、自分だけの考えだけでなく、多くの人の意見などから

様々な視点を持って、物事に対応したいと思います。そして、それを学校生活や実生活に活かしてい

きたいです。 

 この貴重な機会を頂いたことに感謝して、将来、甲府市のため、地域のために何らかの形で貢献す

ることで恩返しをしていきたいと思います。 



 

 

全ての人に感謝！ in Des Moines 

 

                               甲府市立北西中学校 萩原 琉月 

 

 「海外の生活を経験してみたい！」海外のテレビドラマが好きでよく見ていた私は、いつかこんな夢が

叶うといいなと考えていました。まさか本当にデモイン市に行けるとは思っていなかった私ですが、この

素晴らしい機会を与えていただきたくさんの貴重な体験をさせて頂いた全ての方々に、感謝の気持ちでい

っぱいです。 

 デモイン市ではホームステイを通して、本当に多くの事を学ぶことが出来ました。 

 まず私の中のアメリカと言えば、家の中でも靴を履き、ビッグサイズのハンバーガーやホットドッグを

食べる、全ての物が大きいと言うイメージでした。でも実際には私がお世話になった Holderness 家では玄

関を入ったカーペットの上で靴を脱ぎ、日本と同じように生活をしていました。食べ物も、ハンバーガー

・ホットドッグ・スモークチキンなどを食べましたが、それ程大きくはなく意外と食べやすい量でした。

ただし、飲み物は大きかったです。このように実際に行ってみないとわからないことがたくさんあり、び

っくりすることばかりでした。 

 また、私はこの研修を通して自分の英語力を試してみたいと思っていましたが、実際にアメリカの人と

話してみると会話のスピードも違い、聞き取ることがとても大変でした。私は自分の英語の語彙力が足り

ないことに気付かされました。いろんな話をしてみたいと思いましたが英語で何と言うか分からず話せな

いことも度々ありました。中学 1 年生で学んだ英語を使って話すことさえ間違えていないか不安で声が小

さくなってしまいました。そんな時ホストファミリーは、いつも私の英語を一生懸命理解しようとしてく

れました。私はホストファミリーの優しさがとても嬉しく、間違えてもいいから頑張って伝えようという

勇気が出ました。簡単な会話でも伝わるととても嬉しかったです。 

 この研修の中でアメリカの人の優しさを実感した場面は他にもあります。スーパーで買い物をした時、

セルフレジで使い方が分からず困っていると、話したこともない自分より小さな子が助けてくれました。

私はその男の子が当たり前のように行動していたことに驚き、それと共にアメリカ人がフレンドリーでと

ても優しいと感じることの出来た瞬間でもありました。私も彼を見習って素敵な行動が自然と出来る人に

なりたいと思います。 

 アメリカでは、たくさん思い出を作ることが出来

ました。また自分から積極的に行動しようと思う事

が多くなりました。そんなふうに思えるようになっ

たのはアメリカで出会った人たちのお陰だと思いま

す。いつか彼らが日本に来た時には、今度は私がた

くさんの思い出を作ってあげたいと思っています。

今回のデモイン派遣で私は今まで以上に海外に興味

を持ち、将来の夢に向けてもっとしっかりと英語を

学びたいと思いました。お世話になった全ての方々

への感謝を忘れず、デモイン派遣で学んだことを今

後に活かし、これから少しずつでも社会に貢献でき

るように努力していきたいです。 



 

 

知ることの喜び 

 

甲府市立富竹中学校 前嶋 諒秋 

 

 私は8月1日から10日に、甲府市姉妹都市友好教育研修派遣団として、アイオワ州にあるデモイン市へ行

ってきました。 

 この派遣に向けて数回の研修に参加し、英会話のレッスンや、「ソーラン節」の練習、ホストファミリ

ーに甲府のことを伝えるためのミッション作りなどをしました。初めての海外渡航でしたので、パスポー

トを取得したり、銀行へドルの換金に行ったりと、様々な準備をしてデモイン市に出発しました。 

 私はデモイン派遣で学びたいこととして、「甲府市とデモイン市がなぜ友好姉妹都市となったのか」「

アメリカの文化を学ぶ」「英語を学ぶ」という3つのテーマを上げました。 

 甲府市とデモイン市の友好姉妹都市については、研修時に配られた資料で知ることができました。甲府

市とデモイン市が友好姉妹都市として締結したのは1958年です。61年前に締結したことを今日まで守って

くださった先人たちから、今度は私たちがしっかりと受け継ぎ守っていこうと思いました。 

 先にも書いたように、このデモイン派遣は私にとって初めての海外渡航でした。文化の違いとして、す

でに知っていたことですが、家に入るときに靴を脱がないこと、お風呂はシャワーだけで湯船につからな

いこと、車両は右側通行であることなどを体験することができました。また初めて知ったことは食事のマ

ナーの違いです。日本では食事をするときに、片手しか使わないと行儀が悪いとされています。しかしア

メリカでは逆で、食事中に両手を使うことは行儀が悪いのだと教えてもらいました。また日本では茶碗を

持ち上げずに食べることは行儀が悪いとされていますが、これも逆で皿などは持ち上げてはいけないと、

日常の些細なことかもしれませんが、文化の違いに触れ、改めてアメリカを感じました。 

 英語については、私はホストファミリーと積極的に会話をし、生きた英語をたくさん学ぶことができま

した。伝えたいことをわかる単語で説明し、時には辞書を使いながら説明しました。ホストファミリーは

私が何を伝えたいか理解しようと、真剣に向き合ってくれました。単語や表現を教えてくれたりもしまし

た。英語での会話は大変でしたが、とても楽しいものでした。 

  

このデモイン派遣を通して、私はまだまだ知らないことがたくさんあるということを改めて気付かされ

ました。これは決してネガティブな感情だけでなく、まだまだたくさんのことを知れるというポジティブ

な感情も含まれています。初めて触れるものや初めて見るものを通して、知識が増えるという喜びをまだ

たくさん経験できるのだということです。英会話においては決定的に語彙量が足りていないということに

も気付かされました。簡単な描写や気持ちを伝えることはできても、細かいところまで言い表すことがで

きなかった時には、やはりもどかしさを感じました。それでも

私は英語が好きです。人と話すことが好きです。世界の様々な

国に興味があります。ですからこれから、世界中の人と出会っ

てみたいし、話してみたいです。 

 デモイン派遣に向けて掲げたテーマを、私なりに実行でき、

多くのことを学び、すばらしい経験をさせていただきました。

この派遣に協力してくださったすべての方々に、心から感謝し

ています。 



 

 

           デモイン派遣で学んだこと 

 

                          甲府市立富竹中学校 福沢 彩花 

 

私は、この派遣を通して、積極性が身に付いたと実感しています。アメリカに行くまでは、緊

張と、不安が入り混じっていましたが、いざアメリカにつきホストファミリーに対面したら、安

心感が湧いてきました。最初は、上手く英語で思っていることを伝えるのが難しく、なかなかコ

ミュニケーションをとることができませんでしたが、精一杯単語だけでも喋ろうと前向きな姿勢

で立ち向かったら、ホストファミリーや、アイオワの生徒たちと話すのが楽しくなりました。好

きなアイドルや、日本や山梨の魅力を話すことができました。また、自分自身英語がまだまだ未

熟な事に気付くことができ、これからもっと英語を勉強しようと思いました。 

 

私は、消極的になってしまいがちで、みんなと話せるか、すごく不安でしたがこの派遣をした

仲間たちと何回か交流したことで、全員と友達になることができました。他校の生徒の友達は、

数少ないので、大切にしていきたいです。 

 

また、アメリカと日本の違いも見つけることができました。日本では、朝昼夜バランス良く食

べますが、アメリカでは、夜にたくさん食べるといった様子でした。仕事の面でも、私のホスト

ファミリーは定時に帰るという日本だと滅多にできないことですが、ホストファミリーにとって

は当たり前なことらしく、仕事より家族との時間が大切と言っていました。日本も、こういった

人たちが増えればいいなと思いました。さらに、日本では夜の外出が少ないですが、アメリカで

は、夜の11時や12時でも外出します。私は、これが一番驚きました「時間にルーズだな。」と思

いました。 

 

 最後に、デモイン派遣を通して、私は本当に貴重な経験をすることができ、多くの人と触れ合

い自分の知らなかったことをたくさん知ることができました。この経験は私の将来に大きな影響

を与えるはずです。この10日間で学んだことを、今後の生活に生かし、多くの人の支えがあった

ことを胸に刻みこんでいきたいです。 

 

 

 

 

 

 



 

 

デモイン海外研修を終えて 
 

甲府市立城南中学校 宮本 柚寧 

 

今回のデモイン研修では、日本とアメリカの生活スタイルの違いや異なる文化圏でのコミュニケ

ーションの深め方について学びたいと思い、参加しました。８月１日から８月１０日までの１０日

間で、先に挙げた２つのことを実際に体験し、肌で感じることができました。 

まず一つ目は、日本とアメリカの生活スタイルの違いについてです。アメリカに出発する前は、

多くの固定観念が自分の中にありました。例えば、家の中では靴を履いたまま生活するということ

や食事は糖分や油分が多い、いわゆるジャンクフードが多く、巨大なカップに入った炭酸ドリンク

などが多いというイメージでした。しかし、実際にアメリカに行ってみるとイメージとは異なるも

のでした。たとえば靴についてですが、私がホームステイした家では、日本で言う玄関のような場

所はありませんでしたが、決められた場所に靴は脱いで置き、外出するときだけ靴を履くという生

活スタイルでした。また、食事についても、ファーストフード店でハンバーガーを食べましたが、

日本で食べるハンバーガーと量はそれほど変わりなく、むしろ少なく感じるくらいの時もしばしば

ありました。また、ハンバーガーのトッピングや味付けも日本と同じ様な感じで、それほど変わり

ないものでした。アメリカの人は、朝早くから夜遅くまでの長時間の外出が多いことは、日本と違

うと思いました。私の日本での生活は、休日は早くても１０時くらいから出かけ、夜は遅くとも７

時くらいには帰宅します。しかし、アメリカの人は朝の８時くらいには家を出て、遊びに行きます。

そしてショッピングをしたり、友達の家でパーティーを楽しんだりして、帰宅するのは夜の９時過

ぎです。家族や友人と休日を満喫することを大切にする姿勢を強く感じました。このように、日本

とアメリカの生活スタイルの違いについて、日本で抱いていたイメージとはだいぶ異なっているこ

とやアメリカ人の休日の過ごし方、家族や友人との時間の使い方を知ることができました。これら

のことを実際に知ることができて、アメリカで生活する人たちのことをさらに深く理解することが

できて、とても良かったなと思いました。 

二つ目は、アメリカの人とのコミュニケーションについてです。ホストファミリーをはじめ、ア

メリカの人は皆フレンドリーでどんどん話しかけてくれます。そして、目が合った時には笑顔で“

Hi！”と声をかけてくれました。私は初めのうちは緊張して、ぎこちない言葉になってしまったり、

苦笑いになっていましたが、だんだんと打ち解けてくると自分から話しかけたり、積極的なコミュ

ニケーションをとることができるようになり、たいへん楽しい時間が過ごせました。どんな文化圏

であっても、笑顔で話しかけることは大事なコミュニケーションなのだと思いました。しかし、コ

ミュニケーションをとっていく中で、とても苦労したことがあります。それは、会話をすすめる中

で相手の話すスピードがとても早く、上手く聞き取れずに返事に困る場面が何度かあったことです。

そんな時に、今よりもっと英語を上達させて、相手と話し合いたいと思いました。そうすれば異な

る文化、言語の人たちとより分かりあえるからです。今回出会ったアメリカの人とは日本に帰って

きてからも連絡をとるほど仲良くなれました。また今後、英語を学んでいく新たなモチベーション

にもなりました。私はこの海外研修に参加して本当に良かったと思いました。 

最後に、このような貴重な機会を与えてくださって本当にありがとうございました。 



 

 

デモイン研修報告書 

 

甲府市立上条中学校 伊藤 颯馬 

 

中学1年生の時に、デモインへ派遣された先輩方の話を聞いて、私もデモインへ行って現地の同級生と話

をしてみたいと思いました。こんな思いがアメリカに旅立つきっかけとなりました。 

甲府市の代表として研修に参加するので代表としての自覚を持ち、実際に行って何を身に付けたいのか、

何を学び吸収し今後にどのように生かしていくのか、このことをしっかりと明確にして旅立つ為に、事前

研修で有意義に時間を過ごすことができました。デモインでの滞在中は、８日間ホームステイ先のご家族

にお世話になるので、友好的に交流しながら日本独自の良さを何を用いて伝えるか沢山考えた結果、日本

の伝統的な遊びや、日本文化に触れてもらおうと決めました。 

いざ当日、不安と気持ちが高まっている中、出発式を迎え日本を旅立ちました。飛行機の中から見る外

の景色は、日本では見たことがないような広大な大地が広がっていました。 

空港に着くと緊張していた自分をホストファミリーが温かく迎え入れてくださりほっとしました。 

しかし安心するのは束の間、会話をしようとすると、今の英語力では伝わらないものがあると痛感しま

した。まだ聞いたことのない単語や言い回し。もっと自分の気持ちを伝えたいのに、上手く伝わらないも

どかしさ。どうしたらいいのか。色々考えているうちに、ホストファミリーの家に着くと、早速バスケッ

トをしようとホストブラザーが提案してくれました。映画で見るような広い芝生の庭に、バスケットゴー

ル。夢中になってバスケットをしていると、さっきまで悩んでいた自分がいなくなっていることに気づき

ました。言葉を使うのは、もちろんだけれど、一緒に何かをすることもコミュニケーションなのかもしれ

ないと。幸いホストファミリーは、スポーツが大好きなので、サッカーをしたり、サーキットへ行ったり、

プールへ行ったり、毎日一緒に体を動かしてコミュニケーションをとることができました。 

そして「Mission」の日、日本で予め準備していった紙をホストファミリーに見てもらいながら、山梨の

四季、ぶどうや桃、ほうとう、美味しい水、甲州印伝等の特産物や特産品を紹介しました。ホストファミ

リーは笑顔で相づちを打ちながら聞いてくれました。特に興味を持ってくれたことは「ほうとう」でした。

「どんな材料を使うのか。どうやって作るのか。」と質問されて、知っている限りの単語を使って説明し

たところ、「山梨へ行ったら、ほうとうを是非食べてみたい。」と言ってくれたので、自分の気持ちが伝

わり嬉しく思いました。ホストファミリーが山梨へ訪れた際に私の作った「ほうとう」を食べてもらえる

ように、「ほうとう」の作り方を覚えたいです。 

アメリカで過ごした時間は、本当にあっという間でした。アメリカに行く前は、差別があって大変では

ないかと心配する声もありましたが、実際に自分で見たアメリカは違いました。とてもフレンドリーで人

種の隔てなく受け入れてくれる心の広い人々に感動しました。何事も実際に自分の目で見て感じることが

大切なのだと改めて思いました。また海外へ行く機会がありましたら、多くの人々に日本、山梨、甲府の

魅力を伝えていきたいと思います。 

 

1５歳でこの様な貴重な機会を与えてくださった 

甲府市の方々、事前研修でお世話になった先生方、 

引率してくださった先生方、1０日間協力し合った 

仲間達、家族には、感謝の気持ちで一杯です。 

アメリカでの貴重な体験を生かして、私は前進して 

いきます。 

 

本当にありがとうございました。 

 



 

 

経験と学び 

 

甲府市立上条中学校 三宮 加琳 

 

「いってきます」の言葉から、「ただいま」までの間に、私は沢山の経験をしてきました。 

今回の派遣で私は、英語力の上達、アメリカと日本の違いを学ぶことを目標に掲げました。 

飛行機の窓から見たことのない広大な大地を目にし、ワクワクした気持ちで私の研修は始まります。ホ

ストファミリーと対面し、車に乗り広場でやっているお祭りに行きました。驚いたのは人の多さです。沢

山の人が自由に食事をし、歌ったり踊ったりしていてアメリカに来たのだと実感しました。周りのほとん

どがアメリカ人だったため、少し物珍しい目で見られることがありましたが、それは差別的なものではな

く、写真を撮ってとお願いされることもありました。アメリカでは差別があると聞いたことがありました

が、そのようなものはありませんでした。このように、実際に行ってみないとわからないものがあります。

例えば、アメリカは家の中でも靴を履く習慣だと思っていましたが、私のホストファミリーの家では玄関

で靴を脱いで生活していました。メディアの情報だけでなく実際に自分の目で確かめることの大切さがわ

かりました。 

私の目標である英語力の上達では、初めは緊張し話しかけることを躊躇してしまいました。しかし一緒

に写真を撮ったりすることで少しずつ打ち解けられ会話ができるようになりました。といっても、自分の

思いをすべて伝えることは難しく、簡単な英語でしか伝えられない自分に悔しさを感じました。私はまだ

知らない単語が多すぎたのです。ホストファミリーは私が困った表情を見せると簡単な言葉に言い換えて

くれたり、ゆっくり話してくれたりとなんとか私に伝えようとしてくれました。それがありがたく、また

申し訳なくもありました。悔しさをばねに小さなことでも英語で質問したり自分から話しかけたりなど積

極的に行動するようになりました。ホストファミリーは私のつたない英語に相槌を打ちながらきいてくれ

ました。理解してくれた時はとてもうれしく英語がさらに好きになりました。 

アメリカと日本の違いについてはたくさんの発見がありました。まず、時間の意識についてです。日本

では 5 分前行動など時間の意識が高くそれに従って行動する人が多いです。しかしアメリカでは時間ギリ

ギリになってもあまり焦らず渋滞にも平然と対応していました。これは賛否両論あると思いますが、私は

日本の時間をしっかり守るという意識の高さは誇らしいと思いました。次に、規模の違いです。休日に連

れて行ってもらったショッピングモールでは、種類の豊富な食べ物や服がずらりと並んでおり、とても一

日ではまわりきれませんでした。食べ物も日本より一回り大きく新鮮な気分でした。 

この研修で日本にいては体験できないこと、学べないことが多く吸収できました。この夏の思い出はこ

れから先も残る大切なものとなります。この経験をこれ

からの自分の課題克服に役立て、更に自己を成長させて

いきたいです。 

                        

                        

                        

                    

                        

                   



 

 

         デモイン派遣研修を終えて 

 

                  甲府市立笛南中学校 松野 将吾 

 

私は今回のデモイン派遣研修を行うにあたって、事前にデモインに行ってからの目標を

決めていました。それは、「日本とアメリカの文化の違いについて知る・英語を使ってコ

ミュニケーションをとる」です。私は、この２つの目標を、１０日間を通して達成するこ

とができました。私にとって初めてのアメリカだったので、不安な気持ちもありましたが

、それよりも期待と楽しみのほうが勝っていました。 

日本を出発して約１２時間後にデモインに着き、私の１０日間のアメリカでの生活が始

まりました。 

 空港でホストファミリーに迎えてもらいホストファミリーの車で、家に向かっている途

中、たくさんの家にバスケットゴールや、トランポリンがあってびっくりしました。アメ

リカでのバスケットボールの盛んさが感じられました。 

家に着いて入る前に靴を脱ごうかと思っていたら、ホストファミリー達は靴を脱がないで

家の中に入っていたので、やっぱり日本とアメリカでは日常生活から大きな違いがあるこ

とがわかりました。また、食事にも多少の違いがありました。朝食は、シリアル系の食べ

物が多かったけど、昼食、夕食は、肉やハンバーガーなどのボリュームの多い食べ物が多

かったです。日本と文化が違い、慣れるのに時間がかかったけど、アメリカの文化や違い

を知れよかったです。 

 また、ホストファミリーやお店の店員さんが、私のつたない英語を一生懸命聞いてくれ

ました。なかなか英語がうまく話せなかったけど、向こうから声をかけてくれたので、な

んとかコミュニケーションをとることができました。本当にみんな親切にしてくれたので

うれしかったです。 

 私は、今回のデモイン派遣研修で多くの方とふれあい、自分が知らなかったことをたく

さん知ることができました。また、あまり好きではなかった英語も好きになることができ

ました。この経験を今後の生活に生かして行きたいです。そして、このような活動を支え

てくれた多くの方に感謝したいです。ありがとうございました。 

１０日間、アメリカで過ごした日々は一生忘れません。 

  



 

 

私にとって意味のある 10 日間 

 

甲府市立笛南中学校 小澤 菜々美 

 

令和元年の夏。それは私にとって驚き・発見ばかりの夏でした。  

私は日本での 5 日間の研修で、デモイン派遣での 10 日間を、「自分の気持ちを相手に伝え、日本

とアメリカの文化や生活の違いを見つける」ことをテーマに決めました。せっかくいただいたチャン

スなので「たくさんの現地の方と話して自分の実力を知りたい！」そして、「アメリカと日本で違うと

されている文化は本当にそうなのか」実際に行ってみないとわからない事を確かめてみようという気

持ちでこのテーマに設定しました。  

私には初めての海外でしたが、不安や心配な気持ちよりも大きな期待を胸にデモインへ向けて出発

しました。約 12 時間のフライトを経てデモイン空港に着き、10 日間のアメリカ生活がはじまりま

した。私はこの 10 日間で本当にたくさんのことを学びました。  

最初の 2 日間は「アメリカで自分の英語が本当に伝わるのか」、「自分の英語は伝わっているのか」

という不安が 1 番にありましたが、ホストファミリーはもちろん、たまたま入ったお店の店員さん

までもが私の拙い英語を一生懸命に聞いてくれました。しかし、「次に何を話したらよいのか」など考

えてしまい、なかなか会話がはずまないといったことが何度かありました。そんな時はいつもホスト

ファミリーや現地の方々が助けてくださり少しずつ会話が続くようになり、いつの間にか不安は自信

へと変わっていました。残りの時間は気になったり、感じたことはすぐに聞いたり話したりして会話

も最初の 2 日間よりずっとはずむようになりました。私は、とてもフレンドリーで困っている人を

見ると全く知らない人でも声をかけて助けてあげる心優しいアメリカの方々の温かさに感動しました。

たったの 10 日間でしたが、本当にたくさんの現地の方々に助けていただきました。  

実際にアメリカに行ってみなければわからなかったことがたくさんありました。  

私は海外の映画が好きなので、アメリカに行く前まではアメリカ人は家の中でも靴をずっと履いて

いるのだとばかり思っていました。ですが、実際にホームステイ先の家に入ってみると「ここで靴を

脱いで」と言われました。想像していたものとは真逆でとても驚きました。次の日、「ほかの家でもそ

うなのだろうか」と気になり遣米使の仲間に聞いてみると「脱いだ」、「ときどき脱ぐ」など家によっ

てそれぞれでしたが「ずっと履いていた」という家はほとんどなかったように思えます。  

また、広大な土地、食べ物の大きさに驚かされました。アイオワの広大な土地ではとうもろこしだ

けでなく大豆が育てられていました。頭の中で想像していたものよりもはるかに広く美しい自然を見

ることができました。楽しみの中の１つでもあった食事。ホストファミリーが作ってくれた食事は１

つのお皿に盛られているものを自分のお皿にとるような形だったので適量食べる事ができましたが、

外食した際に食べたハンバーガーの想像以上の大きさに驚きました。ですが、どれもこれも美味しか

ったです。  

最後になりましたが、私はこの派遣を通して将来は英語に関わる仕事に就きたいと思うようになり

ました。夢の実現に向けて少しずつ自分の英語力を上げていきたいです。ホストファミリーやデモイ

ンでできた友達などとも連絡を取り合いこの派遣で生まれた絆をこれからもずっと続けていきたいで

す。そして、デモインと甲府市の関係がこれからも続いていくことを願っています。  

今回このような貴重な機会をくださった、甲府市、先生方、家族、ホストファミリーに心から感謝

しています。私にとって意味のある最高の 10 日間を過ごすことができました。 


