
平成３０年度デモイン派遣研修 研修紀行

・ホストファミリーの笑顔に微笑む生徒 団長 笛南中学校長 鈴木 昇

ところで、ちゃんとデモインみたけ？

・甲府市中高生海外研修派遣事業を終えて 引率 北東中学校教諭 石井 久美

・親しき友との友情を深めて 引率 南中学校教諭 上野 博史

～デモイン派遣団 研修旅行を終えて～

・派遣を通じて見据えたありたい姿 甲府商業高等学校 池田 晃大

・デモイン研修で学んだこと 甲府商業高等学校 保坂 伊吹

・「デモイン研修を終えて」 東中学校 渡邉 優人

・世界を知った夏 東中学校 奥山 莉乃

・日本と同じこと、違うこと 西中学校 後藤 日嵩

・アメリカの生活を体験して 西中学校 長畑 美咲

・研修を振り返って 南中学校 片桐 旭陽

・デモインで学んだこと 南中学校 古藤 真由奈

・日常生活と文化の関わり 北中学校 石橋 直明

・デモイン派遣で学んだこと 北中学校 三上 智花

・充実した 10日間 南西中学校 佐々木 海渡

・たくさんの初体験とそこから学んだもの 南西中学校 松七五三 春海

・デモイン派遣で学んだこと 北東中学校 内藤 凜

・デモイン研修で心に残ったこと 北東中学校 瀧沢 早紀

・デモイン研修を終えて 北西中学校 中山 悠生

・研修で学んだこと 北西中学校 岩波 奈那

・コミュニケーションの大切さ 富竹中学校 原田 環

・学びの１０日間 富竹中学校 浅川 瑠花

・デモイン派遣で学んだこと 城南中学校 佐田 圭亮

・アイオワ研修を終えて 城南中学校 三神 さくら

・外国を知った１０日間 上条中学校 海老塚 心

・大きな成長 上条中学校 佐藤 優里亜

・デモイン研修を終えて 笛南中学校 安田 岳広

・『デモイン派遣を終えて』 笛南中学校 川島 未来



平成３０年度 中高生デモイン派遣研修日程 
 

 第１日目 ８／１（水） 

8:30 出発式（甲府市教育研修所） 

9:00 出発（貸切バスにて移動） 

13:00 成田空港着 

17:55 成田空港発（アメリカン航空：所要時間１２時間１５分） 

～日付変更線～ 

18:00 シカゴ空港着 

22:20 シカゴ空港発 

23:20 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 ８／２（木） 

9:15 集合・語学研修  

11:30 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 

12:00 昼食 

13:00 デモイン市長（フランク・コーニー市長）表敬訪問 

14:30 Heart of Iowa・ファーマーズマーケット 

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 ８／３（金） 

8:00 集合・出発 

9:00 Bremer County Fair 参加 

16:45 ホストファミリーと野球観戦（アイオワカブス） 

代表生徒１名が始球式参加 

22:20 試合終了・ホストファミリーと帰宅 

 

 第４日目 ８／４（土） 

終日ホストファミリーと過ごす。 

 

 第５日目 ８／５（日） 

終日ホストファミリーと過ごす。 

 

 第６日目 ８／６（月） 

8:00 集合・出発 

9:00 レイガン Tシャツショップにて Tシャツづくり 



11:00 アイオワ歴史博物館にて施設見学 

12:00 昼食 

13:00 Carver 小学校訪問（交流活動：新聞かぶとづくり、ソーラン節披露） 

15:00 アイオワ州議事堂ツアー 

17:00 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 ８／７（火） 

8:00 集合・出発 

9:00 甲府ベル見学 

Jester Park Nature Center and Wildwood Hills Ranch 

（アウトドア活動：乗馬・アスレチック） 

17:30 ホストファミリーとサヨナラパーティ 

（Grand View 大学構内の会場にて） 

    ソーラン節披露 

       各ホストファミリー宅へ 

 

 第８日目 ８／８（水） 

 7:30 各ホストファミリー宅からデモイン空港集合 

10:40 デモイン空港発（アメリカン航空５７４１便：所要時間２時間４分） 

12:40 ダラス空港着 

13:25 ダラス空港発（アメリカン航空２４３７便：所要時間３時間１１分） 

14:40 ロサンゼルス空港着 

15:00 ロス市内観光、ハリウッド見学 

       レストランにて夕食 

18:00 ホテル泊（Hilton Los Angeles Airport） 

 

 第９日目 ８／９（木） 

6:00 起床 

7:00 朝食 

8:00 ホテル出発 

12:00 ロサンゼルス空港発（アメリカン航空２７便：所要時間１１時間３５分） 

～日付変更線～ 

     

 第１０日目 ８／１０（金） 

15:40 羽田空港着：入国手続き 

16:20 羽田空港発：貸切バスにて甲府へ 

20:05 甲府市教育研修所着・解団式 

 



ホストファミリーの笑顔に微笑む生徒 ところで、ちゃんとデモインみたけ？ 

 

平成３０年度甲府市姉妹都市友好教育研修派遣団 

団長  甲府市立笛南中学校長   鈴木  昇 

 

ホストファミリーは、午前 0 時になろうとしていたが、私たちをデモイン空港で待っていてくれた。

市立中学校・高等学校から選ばれた 24名の生徒たちは、事前研修で FETの先生方に磨いていただいた

英会話を携えて、12 時間を超える長旅の末にデモイン空港に到着した。私たちを笑顔で迎えてくれた

方々は、この瞬間から最後の最後まで優しく、家族として接してくれたことに感謝している。 

 アイオワ州は、なぜ大統領選挙の要所として位置づけられているか、それは、ファーマーズマーケッ

トに始まり、カントリーフェア、ステートフェアと積み上げられていく農産・畜産品の交流・品評会に

支えられた穀倉地帯の歴史と誇りにあるのではないかと推察した。豊穣な土地が育んだ自立と共存の歴

史、農業技術を大切に積み重ねてきた経験が、人柄を良くして安全な町を作り、そこに保険・金融の産

業が集まってきたからなのだろうか。広大な土地に塀のない大きな窓の家が並ぶ町並みに象徴される自

立した風土と安全性は、後に訪れるロサンゼルスとは全く異なる文化・風土であった。 

派遣団の生徒たちは、エイミーが組み立てたこの計画をどれだけ理解できただろうか。日本の過激で

仮想的な情報に慣れてしまった生徒の目は、真実を感じ取ることができただろうか。生徒が集まるとど

うしても内側を向き、アメリカを見なくなる態度が散見した。私たち引率教師は幾度となく行動の改善

を議論した。私と上野教諭のホストファミリーとなったマークに、この話をすると、この時代の子供は

アメリカでも同じであり、急がず経験したことを振り返らせるべきだとアドバイスをくれた。 

 

生徒は自分の英語が伝わる実感を持ったようだ。し

かしデモインのホストファミリーが、傾聴してくれて

いる配慮に気がついただろうか。私の英語力でも、相

手が好意的であるからこそ伝わる。そこに気づき、よ

り英語の力を高める必要があると考えたならば、生徒

たちにとってこの体験は将来を大きく動かす機会とな

るだろう。 

 

 市長のフランク・カウニー氏は、生徒のつたない質問に丁寧に時間を割いて回答してくれた。市長

の対応の姿勢から長く続く姉妹都市の歴史価値を感じた。デモインの各所で出会う人々が、とても優

しい笑顔で接してくれる。 

休日にダウンタウンのカントリーフェアに出向き、かつて FETの経験のあるシーラという女性と出

会った。また、デモイン交流団のＴシャツを着ていたら、私も日本人の子供のホストファミリーをし

たことがあると女性が声をかけてくれた。コーヒーショップのオーナーは、自分も昔参加し甲府一高

に行ったことを話し、昔の写真をパソコンで見せてくれた。さらに乗馬体験のボランティアをしてく

れた女性もかつて FETをしていたといい、英語教材をプレゼントしてくれた。甲府とデモイン市とが

長い間ずっと絆を守り続けてきた証拠となる特別な体験だった。 

すべての行程の中で生徒たちは健康に過ごし、よく英会話をした。英語の話せない団長は、せめ

て、「日本人の団体家族旅行」ではなく「交流体験研修」の目的を維持することに努力した。アメリカ

市長との記念撮影 



を見ず、時に危険を察知できず、万全の安全対策をした

修学旅行とは違うことを気づかせようとした。レディー

ファーストや通路を開けて譲るマナーなどの指導をして

いるうちに、甲府の子供は安全過ぎる生活環境に育って

いるため対人観察力と対応経験不足が気になった。ハリ

ウッドの混雑する雑踏の中で、ＣＤをうっかり受け取り

料金を請求される事案があったが教員がカバーした。旅

程全般で石井先生や上野先生に協力していただき、指導

し続けた部分である。私も時に個別に語りかけ理解を促

した。もちろん、すぐに理解し対応できる生徒たちであった。 

 マークは、以前 FETとして甲府市の中学校に勤務経験がある。現在はデモイン市の関係施設に勤務

しているようだ。休日に上野先生とともにキャピタルの肖像や南北戦争、太平洋戦争の記念碑、さら

には、農業功績記念館を見学させてくれた。彼の詳細な説明力にも驚かされたが、デモイン市の歴史

と農業振興の経緯を理解することができた。展示には活躍した人物の功績が丁寧に記録されていた。 

 

甲府市に帰ってリサーチすると、デモイン市のエイハート教育長との表敬訪問の様子が、現地のホ

ームページでも公開されていた。 

記事の概要――――――――――――――――――――――― 

2100 Fleur Drive公式ウェルカムセンターは、デモインへの

相互訪問のために、姉妹都市の甲府からの代表団を歓迎する簡

潔な式典がされた。 6月には DMPS中学生の同伴者が甲府に

行った。 

この太平洋横断の相互交流は 1983年以来続いており、どちら

の側も形骸化されず、お互いに学び多くのことを収穫していま

す。中略 

ここに 8月 10日まで滞在している間、甲府市の子供たちは、

州の見本市から野球場までの中西部のアメリカ文化の一部を体

験します。また、地元の学校を訪れ、市庁舎の Frank Cownie

市長に立ち寄り、Iowa Statehouseを見学します。 

文化交流の精神で、彼らは木曜日の午前、彼らのホストのた

めに伝統的な日本の漁師のフォークダンスを演奏し、賞賛され

ました。 

甲府パーティには 24人の学生がいて、日本とアメリカの文化の

往来を共生する一連の研修で最新の体験計画がされています。

しかし、実質的には、人間性の気づきです。 

ようこそ、甲府！ 

――――――――――――――――――――――――――――― 

Facebook Kofu and Des Moines Student Exchange の HPには、ホストファミリーがアップし

たアメリカでの生活の様子が写真と動画で掲載されている。休日にホストファミリーと楽しく過ごし

た様子がその写真から感じ取れる。さよならパーティでは、それぞれのホストファミリーが、生徒と

過ごした日々をスピーチした。涙し、抱きしめられる様子を見ていると胸が熱くなった。上記のデモ

イン公立学校の記事の最後にある「人間性の気づき」とは、まさにこの瞬間にあったと振り返ること

ができる。単なる英語力研修ではない交流派遣の意味が理解できように思う。 

 8月 17日に樋口市長・小林教育長のお二人に帰国報告をする機会をいただいた。未来への希望を語

る生徒の姿を見て大変立派で誇らしく思えた。最後に甲府市および甲府市教育委員会の皆さんの努力

と支援のおかげで無事成果を持って帰国できたことに心から感謝し、今後もこの絆を維持する一人と

して努めていきたいと思う。 

 

デモイン市公立学校サイト 

 

 トピックスとしてソーランの写真および、ソ

ーラン・市長との表敬訪問の様子の動画が掲載

された。 
https://www.dmschools.org/2018/08/dmps-kofu-

relationship-35-years-young/ 

甲府ベルと州議事堂を背景に 



 



甲府市中高生海外研修派遣事業を終えて 

 

甲府市立北東中学校 教諭 石井 久美 

 

 甲府市とデモイン市の交流が始まって６０年という長い年月がたち、今なお教育とい

う分野でその交流が続けられていることが、本当に多くの人のおかげであると感謝の気

持ちでいっぱいです。この海外派遣交流事業は、参加したすべての生徒たちにとって、

忘れることのできない大きな心の財産となり、さらに次の世代へと受け継がれていくこ

とと思います。家族から離れて、初めて訪れる土地で普段とは違う文化を体感し、普段

とは違う環境に身を置き、普段とは違う食べ物を味わい、普段とは違う言語でコミュニ

ケーションを行った生徒たちは、日本にいたのでは手にすることのできない経験を得る

ことができたと思います。そして、そのことをきっかけに今まで以上に海外への興味を

持ち、英語学習への意欲を高めることができたに違いないと確信しています。 

 出発前の事前研修では実際に英語を使う場面を想定しての実用的な英会話の練習をし

たり、日本とアメリカの文化の違いについて FET の先生を相手に説明をしたり、日本の

伝統文化を伝えるための準備を行いました。しかし、研修で学習するのと、実際に自分

の目で見て、耳で聞いて、体験するのとではまったく違うものだったでしょう。言いた

ことをうまく伝えられないもどかしさや、日本について教えてあげたいのに、一番適し

た言葉を探すことのできない悔しさなどを味わいながら、通じたときのなんとも清しい

気持ちや、もっともっと勉強したいという気持ちを持ったことでしょう。今年の生徒た

ちは持ち前の明るさと積極性で、ホストファミリーや現地の人々と最初からとても意欲

的に交流していました。毎日のバスの中で聞こえてくる"Follow, follow, … , one, two, 

three, four, five!"が、今も頭の中に巡るようです。最後の別れを惜しむように、ホストフ

ァミリーと涙涙の別れをしたあのときの様子を思い出しただけでも、どれだけすばらし

いアメリカ生活の経験をできたのかということがわかりました。 

 語学研修に始まり、市長さんや教育長さんに貴重な時間を割いていただいての訪問、

カウンティーフェアー・ボールパーク・歴史博物館などの見学を通して、アメリカの大

きさや豊かさ、おおらかさと親しみやすさ、さらには自分たちの生き方・歴史に対する

誇りや自信といったものを感じることができました。今回この海外研修派遣事業に参加

した生徒たちには、自身がアメリカの地で経験し、学んだことを周りの人に伝える義務

があります。皆さんが肌で感じ取ったことを皆さんの言葉で伝えて欲しいと思います。

そこには今中高生である皆さんでしか感じることのできない、また表現することのでき

ないものが必ずあるはずです。そして今回の研修をきっかけに将来は世界を相手に活躍

できる人になってくれることを願っています。 

 最後になりましたが、甲府市教育委員会の皆様を初め、保護者の皆様、その他多く方

々のお力添えによって、事前研修を含めた全日程を無事終えることができました。今回

の研修に関わってくださったすべての皆様に感謝申し上げたいと思います。ありがとう

ございました。 



親しき友との友情を深めて ～デモイン派遣団 研修旅行を終えて～ 

                     

甲府市立南中学校 教諭 上野 博史 

 

平成３０年８月１日(水)より１０日間、私たち引率教師３名、生徒２４名、計２７名のデ

モイン派遣団は、アメリカのアイオワ州において、素晴らしい研修と友好を深め、さらなる

きずなを深める訪問をさせていただいた。これまでに、研修の派遣団として参加された先生

方より、多くの示唆をいただいていたが、やはり、緊張と不安の中、デモインへの到着時刻

が大幅に遅れ、真夜中になってようやくの想いで到着した現地には、かつて親交を温めた旧

友が奥様と笑顔で出迎えてくれ、最初から涙が溢れる研修旅行となった。 

今年、甲府市とデモイン市における姉妹都市交換留学生徒プログラムは、２０回目を迎え

た。２８年前から始まったものであるが、その歴史及び関わってきた方々の想いが伝わって

来るのを肌で何度も感じることが出来た。生徒達へのホストの方々の手厚いサポートや心情、

この組織を主に束ねてくれている Amy の気遣い。その中でも特に、今回私と団長先生をホス

トしてくれた Mark & Cindy Snell 夫妻には、いくら言葉を述べても足りないほどの心遣いと

厚い友情を心より感じることが出来た。本来の姿を見せてあげるとの言葉と共に、土曜日に

Farmers Market へ。デモインの、アイオワ州の農業の生産性やその種類の多さ、農作物を喜

ぶ街の人々の姿が見られ、かつて甲府市で共に働いた ALT の姿が。ここでも生徒の交流のみ

ならず、教職員として築いた関係での幅広い交流を行える喜びを得ることが出来た。 

また、翌日には今年は予定コースに含まれていなかった World Food Prize(世界食料賞；

デモインの食料に関する、表彰の記念館；甲府の鐘にまつわる記録が残されている)での２時

間にもおよぶ Mark からの説明。そこでの団長先生と私が受けた彼の知識量の豊富さと、デモ

インを愛する心の素晴らしさを享受することが出来、この郷土愛を今後の甲府市の子供達に

伝えなくてはとの想いを強くした。一方、奥様の Cindy は彼女が勤務する Waukee 高校；こ

こは、農業にとどまらず、最先端の工業技術を大手の企業と連携し、

キャリア教育の先鋒として、学生の能力や自主性を自由に伸ばし、

その才能を遺憾なく発揮できるように新たにつくられた高校であり、

現在のデモイン市の将来性(生活に根ざした農業と未来を担う科学)

の光を輝かしく放っているところであり、アイオワ州及びデモイン

市の持つ力強さをあらためて知ることとなりました。 

生徒のデモイン市との交流は勿論のこと、ALT として勤務された

方々との交流を深める機会を与えて下さった甲府市並びに甲府市教

育委員会の皆様にお礼を述べると共に、これからさらに甲府市とデ

モイン市との姉妹都市におけるきずなや交流、友好のきずなが深まる事を願っています。 

 



 派遣を通じて見据えたありたい姿 

 

甲府市立甲府商業高等学校 池田 晃大 

 

 私は、このデモイン市への派遣に参加するにあたって、語学力の向上と異文化理解を通じ、自国の文

化を再確認する、というテーマを設定しました。このテーマのもと臨んだ派遣では、多くのことが学べ

たと思っています。 

 まず、一つ目のテーマであった語学力の向上を図るためには、私はできる限り多くの英語を使わな

ければ達成することが出来ないと考え、何事にも積極的になれるように努めました。そのため、出国前

に行われた事前研修の英会話レッスンから、今までに学んできた知識を活用し積極的にＦＥＴの方々

と話すよう心掛けました。事前研修の段階では、多くのＦＥＴの先生方と話すことができ、自分に自信

を持つことが出来ていました。しかし、実際にデモインへ到着後は、思うように言葉が出ないことがあ

り、スムーズなやり取りを行う難しさを痛感しました。そんな中でもホストファミリーを始めとする

現地の方々の、私の考えを理解しようとしてくれる姿勢に背中を押され、積極性を取り戻すことが出

来ました。現地での生活が半分を過ぎるころから、自分の考え・意見を伝えることに慣れ、少しずつで

はありましたが、自信を持つことが出来たように感じます。私は、アメリカでの日々を通じ、英語で思

いを伝え、考えを相手と共有できることがどれだけ有意義なことかを学べました。しかし、滞在期間中

思うように考えを伝えられないこともあったため自分自身の課題を見つけることが出来たと思います。

ですので、今後は表現の幅を広げるべく語彙・文法を中心に学んでいきたいと考えています。今回得ら

れた積極性と、改めて実感した英語の楽しさを原動力に、課題解決に励んでいこうと思います。 

 次に二つ目のテーマであった異文化理解と自国の文化の再確認についてです。私は、アメリカへ渡

航中、多くの文化の違いを目の当たりにしてきました。至る所で話されていた英語以外の言語、多くの

飲食店で目にしたベジタリアン向けメニュー、街中で見かけた多くの教会等、日本では見かけないも

のが多くありました。中でも特に印象に残っているのは、国民の多様性です。アメリカは移民の多い国

家であるため、多くの人種の人々が生活をしている、ということは以前より理解していました。実際に

現地に赴いてみて、アメリカでは、私が想像していたよりも多くの人種の人々が生活を送っていたこ

とに驚きました。しかし、その全てが豊かな生活を送れているわけではなく、多くの苦労を背負って生

活をしている人も少なくないという事実を知りました。生活の困難な家庭は、朝早くから夜遅くまで

親が働いているため、現地の学校では朝食や夕食をカフェテリアで提供しているそうです。このよう

な事実に多くのことを考えさせられました。そんな中でも、そのような環境にいる人、ほかの国から来

た人、異なる考え方を持つ人、その全てが互いを認め合い、理解しあって暮らしている、ということが

印象的でした。このようなことはあまり日本では感じられないことのように思います。現地で感じた

人柄や雰囲気など、感銘を受けたことが多くあり、見習っていきたいと思いました。 

 デモインへの派遣を通し、多くのことを学び、多くの刺激を受け、日本とは異なる文化に触れること

が出来ました。また、自分自身の成長も感じられたため、大学進学後に留学をし、より多くのことを学

ぶという新たな目標も見つけることが出来ました。今後も様々なことを学び、知識を身につけ、さらに

成長していきたいと思います。そして将来はそれらを生かせる職に就き、社会に貢献できるよう努め

ていきたいです。 



デモイン研修で学んだこと 

 

甲府市立甲府商業高等学校 保坂 伊吹 

 

 私は、８月１日から１１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。貴重な経験の中で、学んだことや自分自身の成長につながったことが

沢山ありました。 

 私は、自分自身に対する課題を持って、この研修に参加しました。その課題とは、「日本とアメリカ

の違いを学ぶこと」「自分から積極的に英語を話すこと」です。 

 「日本とアメリカの違いを学ぶこと」は、ホームステイや施設の見学などを通して様々な場面で理

解できたと思います。Ｂｒｅｍｅｒ Ｃｏｕｎｔｙ Ｆａｉｒでは、豚や鶏、牛などのコンテストをし

ていました。そこでは、出場する動物の飼い主は私よりも年下の小学生や中学生であるということに

大変驚きました。そのコンテストで優勝すると、優勝した家畜は出荷されるそうです。優勝者は、笑

って喜んだり、涙を流している人もいました。私は、このコンテストで自分が育ててきた家畜を優勝

させるために、今までとても世話を頑張ってきたのだろう、と思いました。そして、その現場を目の

当たりにして、改めて、私たちが普段食べている食材は、様々な苦労と努力があってのもので、決し

て無駄にしてはいけない、と感じることができました。違いを学ぶと同時に、食の有り難みを学ぶこ

とができたような気がします。また、研修中の移動は、スクールバスを使いました。バスには、日本

人の生徒と現地の生徒が乗っていました。移動中、現地の生徒は携帯を使うことなく、手遊びをして

いました。私たちは、そのゲームに混ぜてもらうことができました。目的地に着くまで、ずっと同じ

ゲームをしていることに驚きました。また、回数を重ねるごとにどんどん盛り上がっていくことにも

驚きました。どんな場面でも、誰とでも、一緒に遊べるということが、私の外国人の印象である「フ

レンドリーさ」につながるのではないかと思いました。 

 この１０日間の研修の中で、私の英語力は向上したと実感しています。最初は、スピードが速く滑

らかな英語に耳が慣れず、ゆっくり話してもらえるように頼んでしまいました。しかし、３日もする

と耳が慣れたように感じました。ゆっくり話してもらわなくても、ホストファミリーの会話に入って

いくことができました。わからないことや理解できなかった会話は、しっかり聞き直すことで理解を

深め、自分の知識が増えたように思います。帰国後の学校の英語の授業や検定のリスニングでは、耳

に滑らかに英語が入ってくるようになり、想像以上に理解力が高まっていました。私は、ホストファ

ミリーとの会話を通して、相槌を打つということも学びました。最初のうちは、私は内容を理解して

いても、それが伝わっていなかったらしく、ホストファミリーに「理解できた？」と何度も心配そう

に尋ねられました。ホストファミリー同士の会話を見ると、各々が相槌を打っていました。私も真似

をしたところ、ホストファミリーが心配そうに尋ねてくることもなくなり、意思表示をすることがで

きるようになりました。相槌を打ち、理解できたか、どこが理解できなかったのかをはっきり伝える

ということは、国が違っても大切なことだとわかりました。 

 私は、様々な場面で英語を自分から話せるようになったと思います。ホストファミリーと出かけた

際に、わからないことがあれば質問をしたり、お土産について聞くこともできました。また、日本の

ゆるキャラについて話すこともできました。私は、英語を教えてもらい、日本語を教えることもでき

ました。この研修で出会えた現地の友達は、私にとって大切な宝物です。帰国しても、ＳＮＳを通じ

て連絡を取り合えることに幸せを感じます。私は、ホストファミリーと約束をしました。それは、ホ

ストファミリーが日本語を、私が英語をさらに勉強して、１年後に再び会うことです。１年後にお互

いが流暢に話せるようになって必ず再会します。そのために、これからも英語の勉強を怠ることなく、

続けていきます。 

 姉妹都市について学び、国を越えての友達に出会えた経験を誇りに思い、助けていただいた全ての

人に感謝したいと思います。 



「デモイン研修を終えて」 

 

                           甲府市立東中学校 渡邉 優人 

 

僕の今回のデモイン研修のテーマは「自分の英語の能力を上げて、アメリカの文化、アメリカの生

活に生で触れ、肌で感じて知る」です。 

自分はアメリカへの研修へ行く前にアメリカの文化、生活、アメリカで使える英語を調べたり、ハ

ーガー先生との英語の勉強をしたことによって、アメリカに行った時にちょうど習ったり、調べた言

葉を、ホームステイ先の人が言ったりしていたので勉強を自主的にやっておいて良かったと思います。 

しかし、アメリカの生活をしているとまだ知らない単語だったり、自分が説明するときなどに自分が

わからない単語があったりしてとても困りました。だから、もっと早く勉強しないといけないと、誰

よりも早く気づくことができたと思います。だから、「今年」「来年」と夏までに一生懸命に勉強をし

て、夏にまたアメリカに行って自分の英語の能力がどれくらい伸びたのかまた、試したいです。そし

て、アメリカと日本の生活の違いをすごい実感することができ、文化の違いを知りました。例えば「家

の中を靴ではいる」「日本人とは違いみんなフレンドリー」などいろいろな違いを知ることができまし

た。そして、目標でもあったアメリカの生活や文化を生で見て肌で感じることができました。 

日本とアメリカの違いを思い出も含めて紹介します。休日には、ホームステイ先の人にショッピン

グモールやスーパーマーケット、レストランなどに連れて行ってもらいました。ショッピングモール

は、山梨にもあるイオンモールよりとても大きかったです。日本では見たことのないお店や、専門の

お店がありました。その中で驚いたことは、狩猟用の銃を売っていたことです。日本では銃の所持が

禁止されているので、初めて見たのでとても驚きました。だから、記念に持ってみたら、思ったより

も重くて、迫力があって日本ではできないような体験をしました。そして、アメリカの文化は非常に

多様性のあるものだと感じました。食文化を一つ取ってみても、朝から近所のダイナーで食事をとる

人もいれば、朝は家庭で軽食を取る人もいました。また、出された料理をすべて食べきる人もいれば

適度な量の食事のみをとる人もいました。 

その他にも、家族のあり方についても同じことが言えると思いました。家にいるときだけではなく、

出かけるときも家族単位で行動する人もいれば、個人単位で行動することがメインで他の家と比べて

あまり家族と過ごす時間が長くない、という家庭もあったように感じました。そして家族と過ごす時

間を優先しているという点です。日本の中高生は次第に友達と過ごす機会が増え、次第に家族との時

間が減っていくことが多いです。しかし、アメリカでは私たちと同じ世代でも夕食は、家族全員そろ

って食事を取り、会話を弾ませていました。休日には家族や親戚同士でどこかに出かけたり、一緒に

過ごしていることに文化の違いを感じることができました。それと共に、日本で生活している中であ

まり感じることのできない家族の温かさを学ぶことができたと思います。 

自分は来年高校へ進学します。今よりももっと忙しい生活を送ることになると思います。だから、

これからも家族の温かさを忘れることのないように、そしてアメリカで学んだことをこれからの生活

に活かしていきたいと思いました。 



世界を知った夏 
 

          甲府市立東中学校 奥山 莉乃 

 

2018 年の夏は、私にとって今までで一番大きな夏。そして世界を知った夏でした。 

デモイン派遣というチャンスを掴み、8 月、私は初めて日本を離れ、アメリカに出発しました。

不安よりも期待のほうが大きく、12 時間という長いフライトもあっという間でした。 

アメリカでの 10 日間で私は、「伝える」ことをテーマにしました。しかし、10 日間を終えて

一番感じたことは、「伝える」ことの難しさです。自分の思いをうまく英語で表現できない事が

多く、自分の英語力のなさを改めて感じ、とても悔しかったです。ですが、その時にとても助け

になったのは、言葉ではなく、ジェスチャーや表情でした。それらで会話が繋がった時はとても

うれしかったです。うまくいかなかったことばかりの 10 日間でしたが、私は「伝える」ことの

楽しさを学ぶことが出来ました。 

このデモイン派遣で、私が想像していたアメリカと、本当のアメリカは 180 度違いました。私

はアメリカは怖い国だと考えていました。そんなことを考えていた自分が恥ずかしい位アメリカ

は素晴らしい国でした。特にホストファミリーも含め、アイオワ州の人々は言葉では言い表せな

いほど優しかったです。町ですれ違った人が「日本からきたの？」「アメリカまで来てくれてあ

りがとう」と話しかけてきてくれて、とても温かく私たちのことを迎えてくれました。「百聞は

一見にしかず」という言葉がありますが、本当にその通りだと思いました。また、ホストファミ

リーであるアンナ、そしてたくさんの子と友達になることが出来ました。みんな「日本が大好き」

と言ってくれて、私は日本も素晴らしい国だと思いました。ですが私はこの派遣で、日本以上に

アメリカが大好きになりました。 

この派遣以降、私は世界について考えるようになりました。世界中に自分と同じ 15 歳の子た

ちがいて、それぞれに全く違う生活があり、全く違う考え方を持っています。このようなことを

考えると、世界は広くてワクワクして私の知らないことばかりです。そんな世界にこれからの私

たちは、生きていかなくてはなりません。そのためには、いちばんに、もっと英語を学び、そし

て、「伝える」ことが必要だと思います。このデモイン派遣は、自分の視野を広げさせてくれて、

私の知らなかった様々なことを伝えてくれました。この 15 歳の夏の経験が、これからの私を大

きく変えてくれたと思います。本当にありがとうございました。 

 

 

 



日本と同じこと、違うこと 

 

                        甲府市立西中学校 後藤 日嵩 

 

 私は、今回このデモイン研修に行き、アメリカの文化を実際に体験して、日本文化とアメリカ

の文化の違いを学ぶことができました。また、違いだけでなく意外な共通点も発見することがで

きました。 

 まず、アメリカと日本の文化の違いについて、大きく分けて二つの違いがありました。 

 １つ目は、食文化です。私は、アメリカに行く前はアメリカの食事はひたすら大きいハンバー

ガーが一般食だと思っていました。しかし、実際に行ってみてそのイメージは変わりました。ハ

ンバーガーの大きさは日本とあまり変わりはありませんでしたが、ドリンクがとても大きいこと

に加え、付け合わせのポテトやサイドメニューの量がとても多いことがほとんどでした。そのた

め、滞在中にホストファミリーと外食に行ったときは、一回も食べきることができませんでした。

しかし、食べ残した食べ物は家に持ち帰り食べることができるので、もったいないと思うことは

ありませんでした。また、飴などのお菓子やシェイクは日本にはない独特な甘さがありました。

その味も濃いので、シェイクを飲んだ後に飲んだコーラはただの水のようでした。 

 ２つ目は、人々のフレンドリーな雰囲気です。滞在三日目、アイオワ州の地元の球団アイオワ・

カブスの試合を見に行きました。試合が終わり帰る途中、ホストブラザーがすれ違う人々に何度

も話しかけられていました。私は気になって「彼らは知り合い？」とたずねました。すると、彼

は「いいや、知らない人だよ。でも知らない人から話しかけられることなんてよくあることだよ。」

と答えてくれました。そのことを聞いて、私は、なんて誰もがフレンドリーなんだろうと思いま

した。また、レストランで食事をしている時も店員の人に「どこから来たの？」などと話しかけ

られました。もし日本で知らない人が話しかけてきたら警戒してしまいますが、その時は不思議

と警戒せずにコミュニケーションをとることができました。それができたのも、やはり人々のフ

レンドリーな雰囲気があってこそなのだなと思いました。 

 次に、意外な日本との共通点についてです。 

 それは、アニメ、漫画についてです。ホストブラザーは日本のアニメが大好きで、その話で盛

り上がったり、一緒にアニメを見たりもしました。他の人に「日本のアニメ何か知ってる？」と

たずねても、ほとんど全員が答えてくれて、私が思っているよりもアニメが好きな人は多く、と

てもうれしかったです。 

 この十日間の研修で、私は一生忘れられない経験をすることができました。ただ楽しかっただ

けではなく、自分の積極性のなさを思い知った場面もありました。これからの生活では、今回の

研修で気が付くことができた、自分に足りなかった部分を少しずつ補っていきたいです。そして

この素晴らしい経験をさせてくださった先生方、デモインの方々、ホストファミリー、そして家

族に感謝しています。 



アメリカの生活を体験して 

 

甲府市立西中学校  長畑 美咲 

 

私はこの派遣研修に参加する際に､「外国の生活の様子や文化を学び、優れたコミュニケーション能

力を身につける」というテーマを決めました。しかし、優れたコミュニケーション能力、このテーマに

対しては大きな不安を抱えていました。なぜなら、アメリカで生活をするには知っている英単語がと

ても少なく、発音さえもままならない私の英語力では、現地の方々に自分の思いを伝えられなかった

り、彼らの言葉を理解できなかったりする場面が何度もあろうと、想像できたからです。そこで私は自

分自身への挑戦として、間違っていても、たとえ相手に「What?｣と聞き返されても、くじけずに積極的

に英語で話しかけようと決意して日本を旅立ちました。 

デモイン空港に到着し、そこからホームステイ先の家まではホストファミリーと一緒に行くことに

なっていたので、飛行機を降りてまだ気持ちがそわそわしている状態で、すぐにホストファミリーと

の時間を過ごすことになりました。移動中の車という狭い空間だったので余計に力が入ってしまい、

思うように口が動きませんでした。優しく話しかけてくれていたホストマザーやホストブラザーにも

あまり良い印象を与えることができず、とても悔しい思いをしました。私のアメリカでの生活はこの

ような失敗から始まりました。しかし、その翌日にはもう、私自身に変化を感じることができたので

す。具体的にいうと二つです。まず一つは「耳が本場の英語に慣れた」ということ、もうひとつは「自

然と物事に対するリアクションがアメリカ人に似てきた」ということです。二日目にはもうだいぶ耳

が英語に慣れ、ホストファミリーやお店の店員さんが言っていることを理解できるようになっていま

した。また、アメリカの方々は嬉しくても悲しくても、だいたい「Oh～…」とリアクションをします。

他にも、日本の学校の授業では「Yes」と言うのが一般的ですが実際は「Yeah」と言うことがほとんど

です。アメリカで生活をして数日後にはこのようなアメリカンなリアクションを自然と私もするよう

になっていました。こんなにも早くアメリカの生活に馴染むことができるとは思ってもいなかったの

で、正直驚き少しですが言葉の壁を越えられた気持ちになりました。 

私のホストファザーは大学の准教授をしていて、いつも仕事から帰ってくるのが遅い人でした。家

に帰ってくると必ず奥さん、3人の子供たちにただいまのハグをしていて、私はいつもその様子を「ア

メリカっぽいな～」と思いながら見ていました。しかしある日のことです。いつものようにホストファ

ミリーと話をしているときにお父さんが仕事から帰ってきました。そしていつものように奥さんから

順番にハグをしていくのかと思っていたら、「Misaki,you’re my sweet kids.」と言って私にハグを

してきてくれました。私のことを家族の一員だと思ってくれたことが本当に嬉しくて何度もお礼を言

いました。デモインを出発する前日の夜、サプライズでお手紙を渡したら、今度はお母さんが「You are 

sweet girl.」と泣きながら抱きしめてくれました。私もホストファミリーとお別れするのが悲しくて

デモイン最後の日は涙が止まりませんでした。私と本当の親子のように接してくれて、優しくたくさ

んの愛情を注いでくれたホストファミリーに心から感謝しています。 

15 歳の夏、それは私にとってかけがえのないものとなりました。アメリカでたくさんの経験をさせ

て頂き、異文化に触れる喜びを学びました。また、英語でコミュニケーションをとる方法を知ることが

できました。アメリカで過ごした日々は私の財産であり、宝物です。必ずもう一度アメリカを訪れよう

と決心しました。 

最後にこの研修に携わって下さったすべての方々に心から感謝して、この報告を終えたいと思いま

す。本当にありがとうございました。 



研修を振り返って 
 

甲府市立南中学校 片桐 旭陽 
  
「How are you?」これは私が初めて習った英会話だ。日本では初対面の人にこの言葉をかける

ことはまずない。  

 私が今回の研修で一番衝撃的だったのは、お店のレジで必ず「How are you?」と話しかけら

れたことだ。  

デモインの人々は皆とてもフレンドリーで、どのホストファミリーも初対面の私に気軽に話

しかけてくれたり、ゲームに誘ってくれたりした。とても気さくで常に笑顔で明るく、楽しそ

うだった。控えめな日本人との国民性の違いに驚いたが、私にはこのフレンドリーさがとても

心地良かった。  

日本では挨拶は礼儀を重視してするように思うが、アメリカ人はコミュニケーション手段の

一つとしてするものだと感じた。日本人と日本人に慣れている FET の先生方しか知らなかっ

たので、こんなにも違った考え方を持った人がいることを知り、世界にはもっと違った文化が

あると改めて気が付き、将来色々な国へ行って世界の様々な国の文化に触れたいと思うように

なった。  

また今回アメリカで生活して「Made in Japan」の性能の良さにも改めて気が付いた。洗濯

機の造りがとても簡素で大雑把な造りで、日本の昔の物のように感じた。それ以外にも、アメ

リカ製の車より日本車が多く走っていると感じたが、ロサンゼルスの現地コーディネーターの

近藤さんも、日本製の車は安くて性能が良いのでアメリカ人に好まれていると言っていた。日

本製品の性能の良さにも驚いた旅だった。  

私のミッションであった【英語をとにかく話す】ことに関しては、間違えることを恐れずに

積極的に話しかけ、単語だけでも相手に気持ちが伝わることがわかった。日本では文法を気に

して正しい文章を作ることに集中していたが、日常会話では単語と伝えたいという熱意とジェ

スチャーで充分伝わることが分かった。伝わると楽しくなって、もっと色々な話ができるよう

になりたいと思うようになった。以前の私はただテストのために勉強していたが、学んだこと

が生かされると実感したので、今後の授業はより意義深く楽しいものになるであろう。でも深

い話をするためには今の知識ではとても足りないので、もっとたくさんの単語や文法、表現方

法を身に付けたいと思う。  

十日間の滞在で今までより広い視野で物事を考えられるようになった。私の知らないことが

まだまだたくさんあると思うと、どんなことにも楽しむことを忘れずに、積極的にチャレンジ

していくべきだと思った。  



デモインで学んだこと 

 

                                                       甲府市立南中学校  古藤 真由奈 

 

「アメリカの学校に行きたい!!」小さい頃母に言ったことを忘れていなかった私はその思いを胸

にデモイン市に行く事を決めた。不安より、期待と希望しかなかった。そして、アメリカに行って

私の成果と課題は大きく出た。「英語のスキルを知る。」成果は、リスニングに強いという事がわ

かった事だ。私は私達のために遅くゆっくり英語を話してくれる時よりも、普段のペースでの会話

を聞き取り、言葉を返す事の方が楽だと思った。課題は、英単語を全く知らない事だ。これは私の

目標を大きく削る荷物となってしまった。私は今回のデモイン研修で実際にアメリカの人に聞きた

いことが沢山あった。 

ネットとどんな事が違うのか、人から聞いた事は本当なのか。でも私の聞きたいことは、私の話

したいことは、単語が難しかった。英語の先生に聞いても普段使わない難しい言葉だと言われ先生

にも辞書で調べてもらう事となってしまった。日本語にも同じ意味を持つ言葉があるように英語に

もある。私は、聞きたいことを最大限まで簡単にして英語になおすことを学んだ。「日本について

教えるだけでなく、アメリカについて学ぶ。」私がアメリカについて学んだ事の成果は、日本の住

みやすさがわかった事。アメリカではその地域の治安によって土地の値段が決まる。安心で幸せを

お金で買っている。私はどうしてもこの言葉に引っかかった。日本でも確かにその地域の住みやす

さ、交通の便や、公共施設の設備などでその土地の値段が決まる。でも、「幸せをお金で買う」ど

うしても違う気しか、しなかった。だから日本は、どこに住んでも多少の不便があったとしても治

安なんか心配せず、怖い思いをする事がないから安心だとおもった。課題は、アメリカについて学

ぶために『Bremer county fair』に連れてってもらったのに、それらに、興味を持てなかったこと

と、得意としない動物がいたからと、そこには絶対に入らなかった事だ。それについては、石井先

生が帰りのバスで改めて『Bremer county fair』について教えてくださった時に、なぜもう少し興

味を示そうと努力しなかったのかと、本当に後悔をしている。「アメリカの学校について知る」私

は、ホストファミリーや、アンナに聞いた。成果と課題は特にない。でも思った事は、日本では小

学校が 6 年間･中学校が 3年間･高校が 3年間に対して、アメリカでは小学校が 6 または 5、中学校が

3 または 2、高校が 4になるそうだ。また、学習中もどんどん単位や、点をもらっておくと、高校 2・

3 年生になった時に学校に行かなくてよいみたいだ。 また学校も大きく、全校で何千人といるのが

普通らしい。また、日本では沢山の言語が学べる学校は、インターナショナルスクールが主として

いる。でもアメリカでは普通の学校だけど、何言語も科目があっていくつも言語を選択できて学習

出来るそうだ。私はこの制度をとても羨ましく思った。「時間について知る。｣成果は、日本人の 5

分前行動は素晴らしいということが改めてわかったという事。私は、研修初日遅刻をしてしまった。

それはホストファミリーの「あと 5 分遅くても大丈夫だよー。」その言葉に甘えてしまったからで

ある。私はその、あと 5 分と言うのは、「時間に余裕あるから気にするな。」の、意味だと思って

時間に 5 分の余裕をもった。でもそれは違った。遅刻の 5 分だった。時間の管理をしっかり行うの

は本当に大事だと思い、私は次の日から「集合時刻５分前には集合場所に着いている」ことをお願

いした。課題はサマータイムについて聞くことができなかった事だ。私はどうしても聞きたかった。

でも聞き方が難しすぎて、私の伝えたいことを英語でどうしても伝えられなかった。 

グローバルな人材が求められる今の世の中。私達は近い将来、グローバル社会という言葉をさら

に耳にするのだろう、と私は思った。「グローバル」は難しそうだし、とても面倒くさそう。でも

気がつくと、交通網や、情報の進化は既に、世界の距離を大きく縮めていて、もう身近に私達は体

感しているのだと思った。来年、5年後にはさらに世界との距離が縮んでいるかも知れない。そんな

これからの期待に胸を踊らされた研修となった。 



日常生活と文化の関わり 

 

甲府市立北中学校  石橋 直明 

 

 僕は、デモイン研修でアメリカの日常生活について見ていきたいと思い参加しました。アメリカに

行ってみると、ホストファミリーの方々と一緒に生活しているうちに様々な発見や思ったことがあり

ました。 

 なぜ、アメリカの日常生活を見たいと思ったのかというと、自分で聞いていたアメリカのイメージ

が本当なのか、さらに新しい発見をしたかったからです。アメリカに行ってみると、見る限りの平地

で日本とは比べものにならないくらい広いということを身体で感じることが出来ました。アイオワ州

でたくさんの物を見ていくうちに様々な発見や、体験、思ったことがありました。 

 特に、自分にとって１番の発見は、アメリカの人たちのフレンドリーなところです。アメリカでは、

ホストファミリーをはじめとするたくさんの人と会いました。初めて会った僕たちにたくさん話をし

てくれました。そのことは自分にとって緊張を和らげるきっかけになりました。また、日本のことを

紹介しているとき一生懸命に聞いていてくれて、とても親切で、優しかったです。このようなことは

日本との１番の違いだと思います。 

 他にもたくさんの発見をしました。そのいくつかの発見を紹介します。 

 一つ目は、交通手段です。交通手段のひとつとして車があります。アメリカはとても広いから車は

必要だと思いますが、少しの距離でも車を使い、スクールバスもあるアメリカはとても車の文化だと

思いました。そのため、日本と違い、高速道路みたいな車道に入っても料金を払わず入っていって日

本とは違うんだなと思いました。 

  二つ目は、物の大きさです。トラックにしても、食べ物にしてもとても大きかったです。ホストフ

ァミリーと一緒にハンバーガーや、フライドチキンを食べに行ったときに、日本の物とは比べものに

ならないくらいの大きさでした。 

 三つ目は、日常生活の日本との違いです。朝起きたら「Good morning!」といってくれたり、寝る

ときには「Good night!」といってくれました。日本ではおはようと顔を向き合わせて言わないこと

が多い中、アメリカの人は笑顔で言ってくれたことを覚えています。このように、アメリカでは、お

互いを言葉を挟みながら会話をしているのを見ると、日本はスマホなどを挟んで会話をしていること

が多いので、もっと話せることを大事にしなければと思いました。 

 四つ目は、一人一人の個性がとても表に出ていることです。日本では、制服や、学校のジャージの

ように統一するものが多いですが、アメリカでは、髪型が個性的であったりして、アメリカでは個性

が輝いていてすばらしいと思いました。 

 僕は、アメリカに行ってきて改めて文化の違いの良さに気づきました。文化が違うからこその様々

な体験や、その地でしか出来ない発見などがあると思います。それらの文化が各地での日常生活の基

本を築きあげていることに気づきました。だから、その元となる文化を日本から見たら、アメリカか

ら見たら、と視点を変えてみてきました。すると、アメリカの日常生活は、毎日を便利にさせる物が

たくさんありました。また、毎日を楽しくさせようとする意思がアメリカの人の中にありました。僕

は、また、アメリカの人の方が日本の人より楽しく暮らしているのを見ると日本人にはその楽しくさ

せようとする意思が少ないのかなと思いました。だから、日本にもっとその意思を大切にして欲しい

です。 



デモイン派遣で学んだこと 
 

甲府市立北中学校 三上 智花 

 

 私はデモイン派遣で、たくさんの人々と触れ合い、たくさんのことを体験してきました。

文化の違いや、英語の発音の仕方、環境の違い、人の優しさなど、本当に多くのことを学ん

できました。アメリカに行くことも、海外でホームステイをすることも私にとっては初めて

で、「ちゃんと馴染めるかな」などの不安もありましたが、アメリカの方々はとても、親切

にしてくれたので「全然大丈夫じゃないか！」と安心し、積極的にコミュニケーションをと

ることができました。ホームステイのファミリーも面白い人だったので、とても楽しかった

です。 

 アメリカは、とても広かったです。そのためか、車で移動することが多かったです。アメ

リカでは、登下校も車やバスの利用が多く、日本とは違いスクールバスもありました。車の

中から見える次々に変わる景色はとても印象に残っています。 

 食生活は、やはり、ハンバーガーが主流なんだなと思いました。私は、ホストファミリー

にいわれてキッズサイズのハンバーガーを注文しましたが、思いの外大きくて、食べきれま

せんでした。アメリカでは、食べきれなかった分はお持ち帰りできるように、箱をもらえる

らしいです。 

 また、アメリカではスマートフォンの普及率が高いのですが、人と接する時間を大切にし

ていることがわかりました。初対面の人に対してもフレンドリーに接していて、内気になり

がちの日本人も参考にするべきところだと思いました。 

 滞在中、ホームステイのファミリーに甲府を紹介したり日本のことを紹介する機会があり

ました。私は、ファミリーに日本で人気なミュージシャンの話や、私の好きな漫画の話をし

ました。英語で説明するのはとても難しかったけど、簡単な英語を使ったり、ジェスチャー

を使うことで、みんな私のことを理解してくれました。そして、日本にも興味を持ってくれ

たのがうれしかったです。私は、英語で説明することではなく、伝えようとすることが大切

だということがわかりました。  

 今回のデモイン派遣で、日本のいいところや、アメリカのいいところなどたくさんのこと

を感じることができました。この派遣でアメリカの人たちや文化に触れたり、ホームステイ

のファミリーと過ごすなど貴重な経験が得られました。この貴重な機会を大切にし、私は、

もっと日本のいいところについても学びたいと思いました。 



充実した 10 日間 
 

甲府市立南西中学校 佐々木 海渡 
 
僕は、この海外研修に二つの目標を持って臨みました。一つめは日本とアメリカの違いを知ること、

二つめは現地の人々とコミュニケーションを図ることです。結果的にこれらを達成できただけでなく、

それ以上に様々なことを学ぶことが出来ました。 
僕は、現地で目にするもの全てが新鮮で、新たな発見や驚きが沢山ありました。 
日本との大きな違いを感じたのは、アメリカの広大さです。地平線まで続くとうもろこし畑が、車

で三時間走っても終わらない景色に圧倒されました。家もとても大きく、広い敷地にゆったりと建て

られていました。広いリビング、地下室や暖炉などもありました。 
食事はアメリカに行く前から量が多いと聞いていましたが、想像以上でした。一人前が直径 30ｃｍ

ほどのピザや特大の皿に盛られたクレープなどは、日本ではなかなか見ることが出来ない量でした。 
スーパーマーケットは、売り場面積がとにかく広く、販売されている商品の量が多いことに驚きま

した。牛乳はプラスチック製のボトルに約 3 リットルも入っていたり、アイスクリームはバケツのよ

うな容器に入って売られていました。商品の品揃えも豊富で、見ていてとても楽しかったです。 
現地の人々とは積極的にコミュニケーションを図るよう努めました。ホストファミリーをはじめと

する多くの人々が僕たちに優しくしてくれました。通りがかりの人や、スーパー・レストランの人も

たくさん声をかけてくれました。控えめな日本では、そういったことがほとんどないので、とても新

鮮で嬉しく思いました。 
また、音楽の先生をしているホストファミリーは、たくさん洋楽を聞かせてくれました。初めのう

ちは歌詞を聞き取れませんでしたが、何度も聞くうちに分かるようになり、一緒に歌えるようになり

ました。僕は洋楽に興味を持つようになり、帰国後はよく聞くようになりました。おかげで、英語の

リスニング力が高まってきたように思います。 
言語の違いという大きな壁を乗り越えて、共通の言葉で会話を交わすことが出来たことは、とても

達成感がありました。会話の中に冗談や面白いことを入れることで、現地の人々とより仲良くなれた

と思います。 
実際に現地の人々と触れ合ってみて感じたことがあります。それはアメリカの国民性です。個人の

個性をとても尊重していて、自分の意思をはっきりと主張していると感じました。また自分の家族、

州や国に誇りを持っていることも、日本人とは違っていると思いました。 
僕は将来、国際的な舞台で活躍できる仕事に就きたいと思っています。そのために、他国に関心を

持つと共に、自分の意思をしっかりと持ち、誇りを大切にしていきたいです。この研修で学んだ多く

のことを今後に活かせるように頑張りたいと思います。 
最後に、この機会を下さった甲府市、先生方、家族に心から感謝しています。そして、デモイン市

との交流がいつまでも続くことを願います。 
 



たくさんの初体験とそこから学んだもの 

 

甲府市立南西中学校  松七五三 春海 

 

 私のテーマは「英語での会話の雰囲気と他国の文化や習慣を学ぶ」ことでした。私は以前から、アメ

リカ人にはおおらかな人が多い」というイメージをもっていたので、特に、現地の会話の雰囲気には興

味がありました。 

 実際にデモイン市に着いたとき、空港では夜遅くであったにもかかわらず、大勢のホストファミリ

ーが私達を出迎えてくれました。私は自分の名前が書かれたカードを持っているホストファミリーを

見つけたとき、とても感動し、「今日からがんばろう！」と改めて決心しました。そんなふうにスター

トしたこの研修は、私にとってとても大切で、たくさんのことを学ぶ機会となりました。 

 そんなこの研修の中で、私が特に心に残っていることは二つあります。 

 一つ目は、現地の人の温かさです。現地のアメリカ人の方々は、私が持っていたアメリカ人はおおら

かだというイメージの何倍も、おおらかで、フレンドリーで、温かい人が多かったです。また、場を盛

り上げようとする人が多く、いつも楽しい雰囲気に満ちていました。例えば、私が英語でスピーチをし

たとき、現地の方々は私にとても大きな拍手をくれました。その拍手は日本で起こる拍手よりもずっ

と大きく、私はその大きさにとてもびっくりしました。そして、私はそのとき、とても心が温かくなり

ました。また、球技場では彼らは曲に合わせて歌い、踊っていました。彼らは本当にみんなで盛り上げ

て楽しむ事が好きなのだと実感しました。 

 二つめは、アメリカに行ったからこそ感じられる日本の良さです。私はアメリカの洋服やさんに行

った時、床にたくさんの洋服が落ちていることにとても違和感を覚えました。それと同時に、私の住ん

でいる日本が世界的に見てもきれいな国だと評価されていることに納得しました。また、私のホスト

ファミリーはサンリオキャラクターやポケモンが好きだったり、現地のお菓子屋さんには日本のお菓

子が置いてあったりと、日本のものは海外でも人気なのだと改めて実感しました。私は日本人である

ことは誇れることなのかもしれないなと思いました。 

 この二つのことの他にも、私がこの研修で感じたこと、得られたものはたくさんあります。英語力の

向上はもちろんですが、特に私はずっと自分の課題であった人見知りを治すことができ、本当にこの

研修に参加してよかったと思っています。そして、私はこの研修で得られた経験をこれからの生活に

生かしていきたいと思っています。また、これからも英語を学び続け、沢山の国を訪れてみたいです。

私は、この研修で文化の違いについてもっと知りたいと思うようになりました。特に、食文化の違いに

ついてとても興味があります。また、グローバル化が進む今、各国の文化や考え方など、様々な違いに

よって起こる問題があると思います。だから、たくさんの考え方が受け入れられるように、自分の視野

をさらに広げていきたいです。 

 最後になりますが、このような機会を与えてくださった甲府市教育委員会の皆様、学校の先生方、両

親などたくさんの人に感謝をしています。そして私は、これからも甲府市とデモイン市の友好関係が

続くことを願っています。また、この関係が続くよう、自分からも積極的に活動したり、ホストファミ

リーをはじめとするデモイン市の方々との関係もずっと大切にして行きたいと思っています。 



デモイン派遣で学んだこと 
 

甲府市立北東中学校 内藤 凜  
 
僕はデモイン派遣が決まった時、大きな不安しかありませんでした。しかし、研修を重ねる

につれて仲間とも親しくなり期待と楽しみな気持ちが不安を消し去りました。そして、8 月 1
日にデモインに向けて出発し、8 月 2 日の午前 0 時にホストファミリーと初対面しました。最

初は緊張していましたが、真夜中にもかかわらず、ホストファミリーが笑顔で迎えてくれて自

分も自然と笑顔になりました。さらに、疲れていることを察してくれて、スーツケースを持つ

のを手伝ってくれました。アメリカの地で実際に見たことはすべてが新鮮でした。  
 僕は、デモイン派遣で 2 つの目標を立てました。  

1 つ目は、英語力の向上です。アメリカにいるということは公用語が英語になるため、英語

を使わないと生活することができません。今回、僕は 1 人でのホームステイだったので日本語

を使うことができませんでした。しかし、この条件は英語を学ぶのに最高の環境でした。生の

英語を聞き、自分の知っている単語、文法で返事をする。このことがなによりも勉強になりま

した。日本では授業で英語を勉強しますが、あまり話す機会はありません。なので、とても貴

重な体験になりました。実際に話してみて気づいたことは、文として伝えるよりも単語で伝え

た方が相手に伝わりやすいということです。ホストファミリーはゆっくり、はっきりと話して

くれたので意味を理解することができましたが、普段のスピードだと聞き取ることもできませ

んでした。自分の英語力の乏しさを痛感したと同時に、日本での英語の授業をもっと大切にし

ようとも思いました。  
 2 つ目はアメリカの文化を学ぶことです。僕はアメリカの人はとてもフレンドリーなんだろ

うなぁと勝手なイメージで思っていましたが、自分の想像よりも少し控えめでした。それでも

日本に比べると、とても積極的で話しかけやすかったです。また、アメリカの食文化について

気づいたことがあります。それは、日本に比べ食べ物の量が多く、野菜が少ないことです。品

数は少ないけれど量が多くあり、野菜は少ないけれど果物がありました。朝ごはんはシリアル

が多いのかと想像していたけれど、実際に食べたのは 1 回だけでした。外食の回数も多かった

です。外食に行った時に食べたものは、予想通り大きく、多かったです。例えると、日本のマ

クドナルドのポテトのⅬサイズがアメリカのＳサイズと同等なものでした。僕はアメリカの生

活習慣にも目を向けました。家でくつを脱がないことであったり、いただきますを言わなかっ

たりと、分かっていても新鮮な気分になりました。また、新たに発見したこともあります。そ

れは、朝にシャワーを浴びることです。どんなに運動してもホストファミリーは朝にシャワー

を浴びていたので僕だけ夜に変更してもらいました。日本とアメリカではこんなにも文化や生

活習慣が違うのかと思い、驚きました。  
 僕は、デモイン派遣を通じて多くのことを学びました。そして、この経験によって成長した

と思うことがあります。それは、「視点」です。たくさんのことを見て学ぶことで、いろいろ

なものに関する考え方の幅が広がりました。今回の貴重な経験を今後にいかすことができるど

うかは自分次第だと思うので普段の生活でも広い視野、様々な視点で物事を考えられるように

なりたいです。  



デモイン研修で心に残ったこと 
 

                 甲府市立北東中学校  瀧沢 早紀 

 

私が個人テーマで学びたかったことは、 

一、アメリカの習慣について 

二、日常会話について 

三、海外と日本の違いをたくさん見つける、でした。 

 

実際、アメリカに行って、今回のテーマに沿って学んだ報告をしたいと思います。 

 

一つ目について、私がホームステイした家は、靴を脱ぐという習慣があり、日本での生活と似て

いました。個人的には、靴で家の中を生活することをしてみたかったのですが、家の作りが違うせ

いか、日本とは違い玄関の段差がなかったです。他にも家の作りの中で、ゲストルームがあったり、

カウンターや大きなダイニングテーブルがあるなど自分の家にはないところがありました。また、

犬を飼っていたのですが、比較的、外と中の出入りが自由で、うちは外で犬を飼っているので、う

らやましく思えました。朝食のメニューは、果物やシリアル、クッキーと私の家はパンに果物なの

でとても近く感じ、うちの朝食はアメリカンスタイルなのだと感じました。 

 

二つ目について、私は様々なことをデモインの子供たちと話しました。例えば、州議事堂にいっ

たときに、アメリカの人はトランプ大統領についてどう思っているか、学校のことについてなど、

聞いてみました。また、皆さんは日本語が少し話せたので、私が英語で話した後、日本語でこちら

に答えてくれるという話し方ができ、とても楽しかったです。また、日本語を話せない子達とも、

たくさん話しました。それも新鮮で貴重な経験でした。しかし、それに伴って、自分の英語力の乏

しさに気づきました。ある程度の英語は聞き取れましたが、難しい英語や知らない単語があったと

きは、相手の人に気を使わせてしまい、悔しいところがありました。だから、私はこれからもっと

英語を勉強して、聞き取ったり伝えたりする力をあげていきたいと思います。 

 

三つ目について、まず私はロサンゼルス観光の時、道端にごみが落ちているのが気になりました。

その景色を見ると、日本はきれいな国と言われたり、ロシアのワールドカップでの日本のチームが

部屋を使い終わった後、片づけをしたことを当たり前だと思っていましたが、当たり前ではないと

いうことがよくわかりました。また、日本では高速道路は有料ですが、ロサンゼルスなどでは、大

人数乗っている車は免除になるそうです。またホストマザーから、学校の人数は２５００人くらい

いて、その代わり、学校の数は五校くらいしかないと聴きました。ホストマザーは、スクールカウ

ンセラーをしていて、中々全校生徒を覚えるのは難しいとも言っていました。日本とは規模が違う、

スケールの大きさに驚くばかりです。休日に洋服屋さんに行ったときには、マネキンといえば、日

本ではスリムなカッコイイものしか置いてないイメージですが、アメリカには妊婦さん用や太めの

人のマネキンもあり、多種の人々を認める社会を象徴していると思いました。日本も見習いたいと

思いました。私は沢山の日本との違いを見てきて、日本のいいところも見つけられ、また足りてい

ないことも学びました。 

 

私は、沢山のことを見聞きし、学んだ中で、アメリカの人達の優しさに感動しました。例えば、

カウンティーフェアで子供たちが大切に育てた馬のプロフィールを見て、その馬に対しての触れ合

い方、飾り方から、どれだけ愛情をかけて育てているのかよくわかりました。日本では動物虐待の

ニュースや簡単に動物を捨てたりする話を聞きます。命あるものを責任をもって飼うこと、たとえ、

商売用になってしまうものでも、命をいただくことに感謝をし、命ある限り愛情をこめて育てなけ

ればいけないことを改めて教えられました。 

また、日本でも、カウンティーフェアのようにもっと動

物と触れ合う機会を増やし、動物虐待などをなくしていき

たいと私は考えます。また、私はハンバーガーショップに

立ち寄った際、カメラでその光景を撮ろうとすると、スタ

ッフの皆さんは笑顔のダブルピースでこちらを向いてく

れました。このことからわかるように、デモインの市民は

フレンドリーで優しく接してくれる方ばかりで、私は、心

細い研修の間、とても心強く、嬉しかったので、外国の人

に日本で出合った時には、笑顔で優しく対応をしたいと思

います。 



デモイン研修を終えて 
 

甲府市立北西中学校 中山 悠生 
 

 デモイン研修の十日間は、とても素晴らしいものになりました。外国に行くこと、十日間も滞在

すること、全てが初めての経験でした。そんなデモイン研修で私たちはアメリカの文化と英語につ

いて学ぶことができました。 
 文化については、特に「本当のアメリカとは？」「アメリカと日本の違い」の二つを重点に学ぶこ

とができました。「本当のアメリカとは？」については、私たちが普段インターネットやテレビなど

で見たり聞いたりするアメリカの様子と、実際のアメリカの様子に視点をあて、実際は違うところ

が多くありました。例えば、アメリカの食事はカロリーが高くて油っぽいというイメージを持って

いたのですが、そうではなく、食べやすくて、ハンバーガーはむしろアメリカの方が美味しいと思

えるほどでした。また、実際にアメリカに行ったことで分かることもありました。家や道路が大き

いことは行く前から知っていたのですが、実際に見ると想像以上に大きいことが当たり前のようだ

ったので、日本とは違い驚きました。いつも耳にしたり、目にしたりするアメリカのイメージとは

違うことに気づくことができました。「日本とアメリカの違い」については、多くのことを発見する

ことができました。その中でも一番印象に残ったのがアメリカ人と日本人の人柄の違いです。日本

人は、思いやりはありますが、消極的な面もあります。一方、アメリカ人は陽気で明るい性格で非

常に話しやすかったです。知らない人でも「どこから来たの？」「調子はどう？」など気軽に話しか

けてくれました。日本人は、初対面の人には抵抗感があり、あまり話しかけないところがあるので、

アメリカ人の対応は新鮮で見習うべきだと思いました。アメリカは日本と比べて昼の時間が長く、

夜八時位まで明るく、活動時間も日本より長かったです。物価は日本よりアメリカの方が安く、ス

イカ一玉が３ドルで売られていました。他にもシャワーの使い方や家での過ごし方など、日本との

違いは意外な面でも多いことに気づくことができました。 
 英語については、特に英語のコミュニケーションについて学ぶことができました。英語では“Ah”
や“I see”など一つの会話ごとにリアクションがありました。日本では、相槌を打つ人もいますが、

一つの文や会話ごとに反応する人はあまりいません。アメリカ人は“Thank you”と言ったときに

“Uh-hhh”と返してくれました。この反応は、日本人にはあまりないので取り入れるとよいと思い

ました。質問では、「どうする」「何をする」ではなく、「僕はこれがしたいけどあなたは何がした

い？」や「これとこれ、どちらがいい？」など、人に任せるのではなく、自分の意見もはっきり言

うことで言いやすくなり、コミュニケーションがしやすくなりました。そして、日本では文法を気

にしがちですが、アメリカ人はたとえ文法が違っていても一生懸命理解してくれようとしました。

これらのことから、一つ一つのことを気にするのではなく、まずは一生懸命自分の気持ちを相手に

伝えることが大事だと分かりました。このことは日本においても取り入れたいと思います。 
 アメリカに行ったことで改めて日本の良さを確認することができました。人々に思いやりがあり、

安全で清潔なことが日本は世界から人気があるのだと実感しました。このデモインでの十日間は、

たくさんのことを学び、楽しんだ、とても貴重な十日間でした。この貴重な経験で学んだ文化や英

語の良い所をこれからの生活にも取り入れ、グローバル化するこれからの社会に対応できるように

していきたいです。そして、このデモイン研修を設けてくださった全ての人達に感謝の気持ちを忘

れず、学んだことをたくさんの人達に発信していきたいです。 



研修で学んだこと 

 

                    甲府市立北西中学校 岩波 奈那 

 

私は、今年の夏休みに甲府市の海外派遣使節団として、デモイン市にいきました。 

私は、このデモイン研修派遣で、アメリカと日本の文化の違いや、本場の英語の発音を学んできた

いと思いました。また、英語の教師になるという将来の夢がかなうように英語について、いろいろな

ことを学んでくるということも目標としました。そして、実際にアメリカの文化にふれたり、アメリ

カの人達と１０日間過ごしたりするなかで、たくさんのことを学ぶことができました。特に印象に残

ったことが、三つあります。 

 一つ目は、アメリカ人のフレンドリーさです。どのお店に行っても、「調子はどう?」ときいてくれ

ます。日本とは違うことなので最初は戸惑いましたが、どのお店の人も笑顔で優しく聞いてくれたの

で、とてもうれしく、コミュニケーションをとることができたのでよかったです。「日本のお店で

も、このようなことがあったらいいな」と思いました。また、アメリカでは、握手や抱擁など距離を

縮めて挨拶をします。このことからも、私は日本人とは違うアメリカ人のフレンドリーさを感じるこ

とができました。 

 二つ目は、食文化です。アメリカでは、ほとんど毎日ハンバーガーを食べました。サイズも日本に

比べたら大きくて、びっくりしました。日本では、米が主食ですが、アメリカではパンが主食なので

毎日パンでした。また、お菓子は日本に比べてとても甘くて、色がカラフルでした。やはりお菓子も

量が多く、全部食べきれないことが何度もありました。アメリカの食文化を知ることで、今まで当た

り前のように食べていた日本食のすばらしさ、おいしさを感じることができ、日本食は日本の誇れる

文化だと改めて思いました。アメリカの文化を学ぶことで、日本の文化のすばらしさを学ぶこともで

きました。 

 三つ目は、本場の英語の発音、速さを学ぶことができました。実際にアメリカ人と話してみると、

すごく速くて何を言っているのかわからないことがありました。学校で練習した単語の発音も本場の

人たちには、伝わらないことがありました。しかし、本場のアメリカ人の話す速さや、発音は学校の

授業では学ぶことができないので良かったと思いました。また、ホームステイ先の人にわからない発

音や間違っている発音を教えてもらい、正しく言えるようにもなりました。英語について今までより

深く理解することができ、より興味・関心をもつことができました。 

 今回の研修を通して、文化の違い、英語など様々なことを学ぶことができました。また、アメリカ

のことはもちろん、日本のすばらしさも感じることができました。そして、なかなかできない貴重な

経験もでき、本当によかったと思いました。この素晴らしい経験を、今後の生活や将来に生かしてい

きたいと思います。 



コミュニケーションの大切さ 

 

 甲府市立富竹中学校  原田 環 

 

私は、今回のアメリカのデモイン研修でいろいろなことを学んできました。その中でも、特

に印象に残ったことは、日頃体験することのできない外国の方々とコミュニケーションを図る

ことができたことです。 

私はよく人と話をします。しかし、言葉も文化も違う外国の方々と話をしても伝わらない場

面が多く、ジレンマを感じることが多々ありました。今回の研修で与えられた時間と空間の中

で、外国の方とジェスチャーを交え、伝えよう、話をしようと自分から積極的に声をかける等

の試みをしながら何とか会話をすることができました。現地の方々とコミュニケーションがと

れた時には、とても嬉しく感じることができました。 

このようにコミュニケーション

をとる中で私が特に喜びを感じた

ことがあります。 

それは、ホストファミリーのト

レイと会話をして、うまく伝わっ

たときです。最初の頃は、会話をし

てもうまく伝わらない部分も多く

あり、トレイに迷惑をかける部分

が多くありました。しかし、日を重

ねるごとに、トレイとうまく会話

することができました。その時私

はとても嬉しく感じることができ

ました。 

 そのことから、私は相手にわかってもらいたい。同時に、相手のことをわかりたいという、

強い気持ちが根底にあることがコミュニケーションをもたらす秘訣なのだと気付かされまし

た。 

 トレイは今でも、連絡を取り合っています。ホストファミリーとは、一生付き合をして行き

たいと思います。 

この研修で得たことを日々生かしていけるように、頑張っていきたいです。そして、将来は

英語を学び続けることで、ますます視野を広げ、国内外で活躍ができるようになりたいと考え

ています。 

今回、貴重な体験をさせていただき、また派遣をサポートしてくださった方々、本当にあり

がとうございました。 

 



学びの１０日間 
 

甲府市立富竹中学校 浅川 瑠花 
 

 私は、８月１日から８月１０日までの１０日間、アイオワ州デモイン市を訪れました。デモイン

市へ行くことが決まった時、楽しみだなという気持ちより自分の英語力でしっかりと話が出来るの

かという不安な気持ちのほうが強かったです。私は、自分の英語力に自信がありませんでした。し

かし、一緒にデモイン市を訪れる友達のおかげで出発するときには不安な気持ちはほぼ、ありませ

んでした。 
 実際にデモイン市で生活をしてみると、楽しかったこと、大変だったこと、たくさんのことがあ

りました。その生活の中で、多くのことを学ぶことができました。 
大きく分けて３つのことを学びました。 

 １つ目は、伝えようとする努力の大切さです。アメリカの生活の中で、「言葉の壁」というものに

直面しました。中学校で英語の学習をしていても、アメリカの方々の砕けた英語を聞き取ることは

難しく、聞き取ることが出来てもうまく返せず、とてももどかしい思いをしました。だから、はじ

めは、正しい英語を話さなければならないと思っていました。そうすると、口数が減ってしまいホ

ストファミリーと会話する回数も減ってしまいました。 
このままではいけないと思い、自分の知っている単語や文法を使い話しかけてみると自分の伝え

たいことを、ホストファミリーは理解してくれました。私の拙い英語を最後まで聞いて、理解しよ

うとしてくれることがとてもうれしかったです。その時、言葉ではなく、伝えようとすることが大

切なのだと身をもって学ぶことができました。 
 2 つ目は、文化の違いです。アメリカでは入浴の際、湯船に入りませんでした。日本では、お湯

をためてお風呂に入ります。アメリカでは、お米をあまり食べませんでした。日本では、毎日お米

を食べます。このように、文化の違いをたくさん見つけることが出来ました。特に違いが大きいな

と感じたのは、食文化です。味付けや主食として食べるものなど、多くの違いがありました。住ん

でいる場所によってこんなにも違いがあることが、おもしろいなと感じました。 
 ３つ目は、人と人とのつながりに住んでいる場所や言葉の違いは、関係ないということです。こ

の１０日間で私は甲府市とデモイン市の強いつながりを感じました。そして、そのつながりを守っ

ていかなくてはならないと思いました。この派遣団は、そのために大事なことなのだと感じました。

私は今でもホストシスターと、連絡をとっています。それはとても楽しい、大切な日課になってい

ます。この１０日間で得た、つながりは貴重なものだと思います。それを今後も続けていきたいで

す。 
 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出来ました。それは、私の将来に必

ず役立つものであり、大きな影響を与えるでしょう。この１０日間で学んだことを、周りに伝え、

自分の成長の糧にしていきたいと思います。また、このよ

うな機会があれば海外へ行きたいです。その時は、今回の

派遣で出た課題を改善できるように頑張っていきたいと思

います。これからも、学び続けることを忘れずに挑戦し続

けていきたいです。 



デモイン派遣で学んだこと 

                     甲府市立城南中学校 佐田 圭亮 

私は今回のデモイン派遣で、学んだことは主に３つあります。1 つは、派遣前にも言っていた、

『アメリカと日本との違いについて』です。まず、向こうに行って初めに感じたことは、家の中での

生活の仕方です。アメリカの多くの家庭では、家の中でも、靴を履いて生活していました。又日本で

は、朝昼夜の三食をしっかりと取りますが、アメリカでは、朝はパンやベーコン等といったものだけ

で、昼、夜がメインといった様子でした。それは、食べる量が人によって大きく異なるからだと思い

ました。そして、朝食は、セルフサービスといった感じで、自分の食べれる分だけ取るといった様子

でした。家庭によっては、朝食を、店に行き、食べる家庭もありました。 

次にわかったのは、日本との時間の違いについてです。日本では、夏は７時にもなると暗くなりま

すが、アメリカでは、８時でもまだ明るかったです。 

２つ目は、向こうの方の、優しさにとても感動しました。 

私の、ホストファミリーはとても優しく、ホストマザーは私の未熟な英語にもしっかり耳を傾けて

くれて、わからないことがあると、すぐに教えてくれました。ホストファザーは、家族構成や、地域

のことについて教えてくれて一緒に話をしてくれました。そして子供たちとは、一緒に遊んだり、日

本語を教えたりなど、たくさんのことをしました。また、ホストファザーは、私に『君は、私の家族

だから何かあったら遠慮せずに言ってくれ。』といってくれてとてもうれしかったです。 

他にも、私たちが野球観戦をしたときにも、日本と違いチームに関係なく良いプレーがあったら、

拍手や、声援を送っていました。そんなところからも、優しさや自由な感じがしました。 

私は、今回のデモイン派遣で

多くの方とふれあい、自分の知

らなかったことを沢山知ること

ができました。ここで得たこの

貴重な体験を今後に生かし、ま

た、この経験ができたのは、多

くの人の支えがあったからこそ

という事をしっかりと、胸に刻

み込んでいきたいと思います。 



アイオワ研修を終えて 

 

甲府市立城南中学校  三神 さくら 

 

英語の授業や習い事で英語を学んでいても、日常生活で英語を使う場面はそう多くはありません。

日本人に囲まれて勉強するのではなく、外国人しかいない環境で、話す英語を身につけることと、コ

ミュニケーション能力を高めることが、私の目標でした。また、ホームステイで実際にアメリカの生

活に肌で感じることで、日本と違う点を学びたいと思いました。 

ホームステイでは、ホストファミリーの家に着くと緊張してしまい、初日は色々と話すことができ

ませんでした。けれども、ホストファミリーは笑顔で優しく接して下さり、速くてわかりづらい英語

をゆっくり話してくれました。日が経つにつれて、緊張もなくなり、自分の家、自分の家族のように

遠慮なく過ごせるようになりました。また、アメリカに行く前に、アメリカの家では日本と違い、家

の中でも土足で生活する家庭もあると聞いたことがありました。私のホームステイ先は、ずっと土足

で生活はしませんでしたが、日本の玄関のようなものはなく、どこか出かける時は、普通に土足で家

の中を歩きました。本当なんだなと実感しました。それ以外にも日本とは違う、生活習慣がいくつも

ありました。例えば、洗濯を毎日しない事です。私は毎日洗濯するのが当たり前だと思っていたの

で、とても驚きました。ホストマザーにどのくらいの頻度で洗濯をするのか聞いたところ、週に 1～2

回だといわれました。アメリカでは洗濯物をため込んで一気に洗うのが一般的だそうです。このよう

に、生活していく中で、日本とは違う生活習慣に触れることができました。 

私が 10 日間で特に印象に残っていることは二つあります。一つ目は、アメリカ人と接したときで

す。どこの店に行っても、必ず店員さんに How are you? と聞かれました。それは予想していたこと

でしたが、ある店では、日本から来たの？交換留学生？と聞かれました。日本ではこのように聞かれ

ることがないので驚きましたが、動揺せずに上手く会話をすることができました。また、ホストファ

ミリーの友達の家に行ったときに、初対面の私にとても優しく接してくれ、アメリカ人は本当にフレ

ンドリーで温かいと実感しました。 

二つ目はアメリカの子達と遊んだり話したことです。私はアメリカに行く前、アメリカの同世代の

子達はどんな遊びをしているのか、とても気になっていました。毎回私達と一緒に行動してくれたア

イオワのみんなは、バスで歌いながら手遊びをしていました。私はアイオワの子と、トランプをしま

した。トランプのゲームは日本と違い、やったことのないゲームがたくさんでき、楽しむことができ

ました。最近はゲーム機の遊びが多いと思っていましたが、そうではなかったです。トランプをした

アイオワの子と、研修団の子と、日本の国語について話しました。私はアメリカの学校に、国語の授

業はないと思っていました。しかし、アイオワの学校には国語の授業があり、漢字や漢字の成り立ち

について勉強していると聞き、とても驚きました。アイオワの子に、「雨」「あめ」の違いや、「す

る」「やる」の違いを質問されました。それを英語で説明するのは難しく、研修団の子に頼ってしま

い、自分は何も言うことができませんでした。けれど、外国人とそのような会話をする機会がなかっ

たので、とても貴重な時間となりました。この二つのことを通して、私はたくさんの外国人と触れ合

うことができ、一つの目標であった、コミュニケーション能力を高めることができたと思います。 

初日は質問されたことに答えるくらいの会話が、日を重ねるごとに、自分から積極的に質問する会

話になりました。これは自分の中でも大きな成果だと思います。しかし、伝えたいことを上手く英語

にできないときが多くあり、話したいことが話せず、悔しい思いをしました。聞かれたことをスラス

ラ答えられたり、説明できる語彙力を身につけることが、これからの課題だと思います。この機会を

与えてくださった方々、協力してくれた家族に感謝をし、今回の体験を今後の生活に生かしたいと思

います。 



外国を知った１０日間 
 

                         甲府市立上条中学校 海老塚 心 
 
「Good morning！」ホームステイ中の朝はこの挨拶から始まった。日本では学べなかったことや体

験できないことを多く学べた今回の研修では、新しいことも知ることができた。 
  
それは「外国人は日本の文化に強い関心がある」ということだ。ホストファミリーと会話している

と「日本はどう？」「独特な文化はある？」と、日本に関係した質問が多かった。また、日本手ぬぐい

やけん玉をお土産として渡した時はとても喜んでくれた。私がアメリカのことをもっと知りたいと思

うように、外国人もまた、日本のことを知りたいと思っているのだ。または「相手のことを知りたい」、

という感情もあるだろう。国が違ってもこのことは共通しているのか、と気がついた。 
 
けれど日本とは違う場合もある。例えばアメリカ人の第一印象は明るくてフレンドリーということ、

アメリカ人は愛国心が強い、などが挙げられる。私はホストファミリーとの別れる時に互いを抱擁し

た、といった体験があった。日本ではなかった体験だ。他にも日本にあってアメリカにない文化、ア

メリカにあって日本にない文化が多くあった。文化や習慣が違えば人の考え方も違ってくる、と改め

て分かった。 
 
私は今回の派遣の目的として「日本とアメリカの違いに着目して外国への関心を高める」というの

を掲げた。結果的にはこの目標は達成できた、と思う。しかし、まだ知らないことは山のようにある。

私はもっともっと外国を知りたいと思った。そのためには今回のように実際に現地へ行って直接学ん

でみるのが一番良いだろう。日本から見えないものを見て感じる、そうすれば新しい発見が見つかる

かもしれない。 
 
私はこの夢を将来叶えるために、外国についてさらに調べたり、英語の勉強にもっと励むなど、自

分ができるかぎりの努力をし

ようと思う。今回の研修は自分

の将来を決めるきっかけにな

った。 



大きな成長 
 

甲府市立上条中学校  佐藤 優里亜 
 

 私は、「日本とアメリカの違いを自分の目で見て感じる」「積極的に話をする」「本当の英語を知り英

語力を向上させる」というこの 3 つのことを目標にデモイン市に行きました。 
 まず「日本とアメリカの違い」です。アメリカに到着し、私が一番初めに思ったのは、景色と、体

感温度が全然違うということです。山梨は周りを山に囲まれているため、見える景色は山ばかりで夏

は蒸し暑いですが、アメリカでは山が見えず、そんなに暑いと感じませんでした。休日にホストファ

ミリーと一緒にショッピングモールと湖に行ったのですが、道路は広く、店舗や湖は本当に大きく、

日本とは規模が違うなと思いました。家も 3 階建てで広い庭のある家が多くあり、とても驚きました。

地球儀の日本とアメリカの国土の違いを想像したら、「こ

れがアメリカか」と納得できる気もしました。また、行

く前にアメリカのことについてインターネットで調べた

とき、アメリカ人は家の中でも靴を履いたまま過ごすと

いうことが書かれていました。私のホストファミリーだ

けかもしれませんが、そこでは、日本と同じように靴を

履かずに生活していました。それどころか、外で遊ぶ時

も靴を履いていませんでした。しかも驚くことに、その

まま家の中で普通に過ごしているのです。ある意味では

日本の文化がアメリカでも浸透してきているようで、実は靴を履いていて過ごしているのと何も変わ

らないなと思いました。 
 次に、「積極的に話をする」ことについてです。私は目標を達成できたと思います。周りにいる人が

みんな外国人という普段では考えられない状況の中で、自分の英語が通じるか不安もありましたが、

アメリカのことについて質問したり、日本のことを説明したりして良いコミュニケーションをとるこ

とができました。時には文になっていないことを言っていたと思いますが、私が話しかけた人は誰一

人嫌な顔をせず、私の言いたいことを理解しようとしてくれました。そのため、話をしていくにつれ

て会話することへの不安は薄れていきました。この経験から積極的に話しかけることは、仲良くなる

こと、不安をなくすための第一歩になると気付きました。日本に来る外国人も、初めは私と同じよう

に不安を感じていると思うので、話しかけて少しでも不安をなくしてあげたいと思いました。  
 最後は「英語」についてです。生で外国人の英語を聞いてみて、やはり発音の違いを感じました。

普段聞いている英語は日本人が話す日本語のような発音のため、実際に聞いてみると鳥肌が立ちまし

た。10 日間ほとんど本場の英語を聞いて生活をしていたため、少し発音が良くなったのではないかと

思うし、聴きとる力がとてもついたと思います。しかし、外国語も常に触れていないと忘れてしまう

と聞きます。これをきっかけに、英語に触れる機会を今まで以上に持つように心掛けたいと思いまし

た。 
 この研修では、体験しなければ知ることのできなかった沢山のことを学ぶことができたと思います。

何事も知らないより知っていた方が良いし、出来ないより出来た方が良いと改めて感じました。これ

からもこの経験を生かして日々努力していきたいと思います。 



           デモイン研修を終えて 

 

甲府市立笛南中学校 安田 岳広 

 

私が、今回のデモイン研修で学びたいこととして出発前に挙げたのは、現地での生活を通してア

メリカの日常生活を知ること、そして、海外の人と上手にコミュニケーションをとることでした。

私は、この二つのことを、１０日間を通して体験することができました。 

まず一つ目に、現地での生活を通してアメリカの日常生活を知ることについてです。これは、デ

モインでのホストファミリーとの生活を通して、たくさん学ぶことができました。 

初日に、ホストファミリーの家に着いて、まず驚いたことは、日本製の車が３台あったことです。

アメリカに日本製の車がたくさん走っているということは知っていましたが、ここまでとは思って

いませんでした。ニュースでは、日米の貿易についてや関税について、よく話題になっていますが、

アメリカを身近に感じました。さらに、大きなトランポリンや、バドミントンのコートが庭にあっ

たことにも衝撃を受けました。これらに限らず、日常における多くのもののスケールが大きく、そ

れを当たり前として生活しているアメリカの人たちの日常を知ることとなりました。そして、食文

化の違いも感じることができました。アメリカ滞在中は、パンが中心で、お米料理は一度も出るこ

とがなく、白いご飯がとても恋しくなりました。しかし、その分、タコスやピザ、ハンバーガーな

どは、日本で食べるものよりもかなりおいしかったです。また、みそ汁は、アメリカではなかなか

飲まないと思ったので、みそ汁をお土産として持って行ったら、とても喜んでくれました。このよ

うに、現地の人との生活を通して、様々な日本との文化の違いに触れ、アメリカの日常生活を体験

することができました。 

二つ目は、海外の人と上手にコミュニケーションをとることです。これは、一緒にデモインの様々

な場所を回った現地の子供たちとふれあうこと、そして、ホストファミリーとの生活を通して、達

成することができました。現地の子供たちとは、移動中のバスの中や、訪問したデモインの学校で、

アメリカにしかないような手遊びや折り紙、お絵かきなどをしました。その際、自分の英語がなか

なか伝わらず、苦労することもありましたが、自分の持つ英語力を最大限駆使して必死に伝えよう

としました。その結果、ルールを理解し、一緒にゲームや折り紙を楽しむことができました。また、

ホストファミリーとの生活でも、自分では伝わると思っていた英語が伝わらないことがありました。

例えば、お風呂に入りたいときに Take a bath というフレーズが伝わず、バスに乗りたいと解釈を

されてしまいました。とてもショックだったのですが、このような体験をすることで、正しく英語

を発音することの重要性を知ることができてよかったです。このように、コミュニケーションをと

ろうとしたことで、それ以上のことを学ぶことができました。 

最後に、この海外研修を通して、私には将来の目標ができました。それは、日本という国を、今

よりもっと世界に広めていくということです。デモインに滞在する間に、日本の知名度がまだまだ

低いことを実感しました。そこで、将来は、自分が何らかの形で日本と世界をつなぐ仕事をしたい

です。そのために必要な力をこれからたくさん身につけ，頑張りたいと思います。 



             『デモイン派遣を終えて』 
 

                         甲府市立笛南中学校 川島 未来  
 
 私はこのデモイン派遣研修で、主にアメリカとの文化の違いや日常生活について学びたいと

思っていました。実際にデモインで、幼い頃から学習してきた英語でコミュニケーションを取

り、会話をして一緒に笑ったり共感したりして夢のような体験をすることができました。また、

日本ではできないことをいくつも学ぶことができました。 

 まず、私が体験してきたアメリカと日本の文化の違いです。日本では、食べるときに『いた

だきます』を言いますが、アメリカでは何も言わずに食べ始めていました。また、日本では洗

濯物を外に干しますが、アメリカでは洗濯機のすぐ近くに乾燥機があり外には干していません

でした。それと、アメリカでは部屋やトイレを出るときは、基本的にドアを少し開けていまし

た。これらの事は、日本ではやらないことなので驚きました。生活の中でも日本と違うことが

たくさんあり、もっと詳しく知りたいと思いました。 

 また、アメリカ人の人柄ですが、とても親しみやすい人々でした。私がくしゃみをしたとき

にいつも『Bless you』と言ってくれました。また、バスの中でも声をかけてくれたり一緒に

手遊びで遊んでくれたりして、まるで友達と遊んでいるみたいに楽しかったです。家族でカー

ドゲームの UNO をした時も、色や数字一緒に練習してくれました。お土産で持って行った物を

日本語で何と言うか聞いてくれて、日本に興味を持っていてくれたことが、うれしかったです。 

 次に、私は自分の伝えたい事を相手に大きな声ではっきりと伝えることの大切さを学びまし

た。初日に、私が、ホストマザーに言いたいことをうまく伝えられず声が小さくなってしまっ

たとき，『アメリカ人は声が大きく、耳も大きな声を聞き取る耳です。だから、大きな声で伝

えなきゃだめよ。もし、言いたいことがあったら何でも言ってね。ここでは、私はあなたのお

母さんなのよ。』と言ってくれました。そう言ってもらえたことがとてもうれしかったのと同

時に、大きな声で自分の思いや考えをはっきり伝えることの大切さを実際に学ぶことになりま

した。自分の英語に自信を持ち、大きな声ではっきりと伝えることができるようになりたいと

強く思いました。 

 最後に、今まで頑張ってきた英語が伝わった時のうれしさと発音やイントネーションが少し

違い伝わらなかった時の悔しさについてです。私は、日本人や FET の先生と英語で会話をした

ことはあるけど、英語を使う国の人とは会話をしたことがありません。だから、自分が話した

言葉がアメリカ人に伝わった時はとてもうれしかったです。しかし、時々発音を間違えたり、

イントネーションがおかしくて伝わらないと、とても悔しかったです。 

 自分自身の英語の力に達成感も感じましたが、課題も見つけました。課題は、大きな声で話

すことと発音、イントネーションを正確にすることです。毎日コツコツと練習して頑張りたい

です。 

 私は、この派遣研修で、将来英語を使った仕事に就きたい、また高校生になってもデモイン

市に行きたいと思いました。またいつか海外に交換留学生や留学生としていく機会があれば、

この経験を活かしアメリカについて知るだけではなく、日本や山梨、甲府について伝えられる

ようにしたいです。この研修で得た経験や知識を今後の生活や将来に役立てていきたいです。 


