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派遣団員紹介 

        小嶋 渚々海   15 歳/調布北高校   

わたしは、中学校二年生の時にホーム
ステイの受け入れと姉がこのプログラム
でアメリカに行ったことをきっかけにこ
の派遣プログラムを知りました。当時は
なかなか英語で話すことができなかった
ので自分の力で話してみたいと思い応募
しました。 

 
 

花岡真桜珠  15 歳/聖望学園高校 

このプログラムの参加者でもある母や
姉からの話を聞き、このプログラムだか
らこそ関われる人や経験があるのではな
いかと思いました。そして、自分の将来
に役立てられる機会になればと思い参加
しました。 

 
 
 
 

        西山蓮   15 歳/清瀬高校 

         将来、僕は海外で暮らし働きたい 
と思っています。そのために、高校生
のうちに海外に行って語学や文化・生
活の違いなどを学んでおきたいと思い
ました。そして、将来の糧となるよう
にこのプログラムに申し込みました。 
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佐藤芽奈 15 歳/明治学院東村山高校   

30 年以上続いているプログラムなので
交流が深く、私達がインディペンデンス市

に訪れる前からメールなどで交流が始まる

と聞きました。また、人脈を広げることが
できる良い経験になると思い参加をしまし

た。 

 
 
 

鄭和幸  17 歳/創価高校 

英語や海外の文化に直接触れたいと
考え、海外に行けるチャンスを探して
いました。特にこのプログラムは、
様々な人と関わり長い間繋がっていけ
るようなプログラムであると思い、参
加しました。 

 
 
 

大塚智喜 19 歳/早稲田大学 

海外に行くことで自分の視野を広
げ、異文化交流を通じて新たな考察 
力を身に付けたいと考えていました。
また、元々海外留学に興味を持って 
おり、大学生になり時間の余裕が出 
来たため応募しました。 
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 ザラカスパング愛子 20 歳/駒澤大学 

                英会話教室に通っていたときの先生に勧
められたからです。また、アメリカに ま
だ行ったことがなく、日本との文化の 違
いを現地で体験したかったからです。 そ
して、現地で学んだことを今後の人生 に
活かしていきたいと思いました。 

 

 

 

                 鄭光一  19 歳/創価大学 

         将来は海外で仕事をしようと考えて
います。従って、学生の間に日本とは
違う文化や人種がいる国で多くのこと
を体験し、自身を成長させようと考え
ました。また、東村山市内での友人を
作りたかったので、参加しました。 

 

          

畔上千慧 19 歳/武蔵大学 

以前兄が参加させて頂いたこのプロ
グラムに、魅力を数多く感じました。
特に、市の代表という貴重な経験がで
きることや、現地の人と密接に交流す
ることができ、英語力を向上できる点
に惹かれて応募させて頂きました。 
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長谷川光里 21 歳/津田塾大学 

          英語ができると交友関係も自分
の世界も広がるので、自分の英語
力をもっと伸ばしたいと思ったか
らです。また、自分の将来の糧に
するために参加を決めました。 

 
 
 
 

引率者  井上 加代（会社員） 

秋津町に約１９年在住、金融機 

関に勤める傍ら PTA 活動、地域  

でのボランティア活動。高校時代 

の短期留学により大きく進路変更。

約１年間の英国留学の後帰国、外 

資系金融機間にて勤務。家族の都 

合により米国、台湾などに居住経 

験あり。 

このプログラムは約１０年前に子供の小学校にイ市から

訪問団を受け入れた際 PTA でお手伝いしたのがきっかけ

で知りました。将来何かの関わりが持てればと思っていま

した。姉妹年４０周年を目前に学生派遣団の節目の年にこ

のような機会が得られた事、大変光栄に思うと共に、心よ

り感謝いたします。  
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滞在スケジュール 

８月５日 出発日 

約四カ月の事前準備期間を経て、いよいよ出発の日になりまし

た。朝早い時間に市民センターに集合し、荷物をバスに積んで、家

族や委員会などお見送りに来てくれた方々にお別れを告げて出発し

ました。バス内ではアメリカに行く前最後のおにぎりをいただきま

した。しばらくお米が食べられないと思うと少し寂しくもありまし

た。空港までお見送りに来てくれた委員会の方々にもお別れを告

げ、とうとう飛行機に乗り込みました。長いフライト中はそれぞ

れ、映画を見たり寝たり機内食を楽しんだりしました。飛行機の乗

り換えでは時間がなく、走って乗り換えに行くというハプニングは

ありましたが予定よりも早く、無事にカンザスシティ空港に到着し

ました。ホストファミリーに会いに行くと、それぞれのネームカー

ドを持って歓迎してくれてとてもうれしかったです。その後荷物が

届かないというハプニングもありましたが無事に夜に荷物も届き、

みんなホストファミリーと帰っていきました。 
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8 月 6 日 Family Day 

～各家庭でホストファミリーと過ごしました～ 
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8 月 7 日 Independence VIP Day 

 

この日は、インディペンデンス市に着いて一番初めの団員全員での

アクティビティでした。 

まず、消防署を見学しました。そこでは市内で最も大きいはしご車が

あり、ゴンドラに乗せていただいたり、消防署の方々と様々なお話を

させていただきました。 

他に、警察署を見学させていただき日本で言う 110 である 911 の応

対をする現場を見学させていただくなど、とても面白い経験でした。

そして、市長とお会いする時間もいただき各自自己紹介してお話し

することが出来ました。また、インディペンデンス市議会の方々や今

年度のインディペンデンス市からの訪問生とご一緒に Certificate of 

Appreciation (感謝状)を頂きました。 

一日の内容が非常に濃く、また様々な方々にサポートをしていただ

いてのアクティビティだということをより実感しました。 

ホストファミリーの家に着いた頃には団員は皆疲れていてすぐ寝て

しまいました。 
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8 月 8 日 Horseback riding 

 

今回の訪問の中でも大きなイベントの一つでもある Horseback 

Riding (乗馬体験)をしに、車で向かいました。早速着くと大きな犬

たちが出迎えてくれました。とてもかわいく愛らしかったです。乗

馬する前に待っている間、光一君が馬にくしゃみをかけられて大変

そうでした。まず、最初は屋内で練習を行った後で、外の丘などを

馬に乗って歩きました。馬と心を通わせてるようなとても貴重な体

験でした。 

次に、 POTLUCK という来た人が色々な食べ物などを持ち合わ

せて楽しむ会がありました。始まるまでしばらく時間があったので

その辺をみんなで散歩しました。そして、ホストファミリーが全員

集まり開会しました。各家族自己紹介などをしていきながらお互い

のことを知っていきました。他の団員のホストファミリーと仲良く

なったりと、とても楽しかったです。 
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8 月 9 日 Art museum ＆ Shopping 

 

 今日はまずカンザスシティ美術大学というデザインなどを学ぶ大

学へ行き 3D プリンタなどの最新の機器を見せて頂き、さらに大学

の中を案内してもらいました。この大学は学費が非常に高く日本の

私立大学の比ではない額でした。しかしこの大学はアメリカの中で

も非常に有名であり、あのウォルトディズニーを輩出した大学とし

ても有名です。ウォルトディズニーが実際に学んだ大学の環境を見

学していることに感動を覚えました。その後、ネルソン・アトキン

ス美術館に行き日本の大仏、ネイティブアメリカンの歴史的遺物、

古代中国の作品などが展示されていて、一つの美術館に様々なジャ

ンルの作品が展示されているので、一つ一つゆっくり見ていたら一

日かかってしまいそうなスケールの大きさでした。 

 その後、ショッピングへ向かいました。そのショッピングモール

は屋外に様々な店舗が並んでいて、その地域一帯が一つの大きなシ

ョッピングモールになっていました。また、スペインとも姉妹都市

を結んでいるため、街並みがまるでヨーロッパのようで美しかった

です。 
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8 月 10 日 Service Project ＆ Lake Day 

 

 今日は老人ホームと幼稚園を訪れました。初めに訪れた老人ホー

ムでは、パズルをしたり、アメリカで初めてとなるパフォーマンス

をしたりしました。その後、幼稚園にいきパフォーマンスとしてダ

ンスをして、プレゼントをあげた後に、幼稚園の校庭で子供たちと

思い切り遊びました。初めは人見知りをしていた子供たちも、一緒

に遊ぶ中ですぐに懐いてくれて、子供の無尽蔵の体力に負けて全員

がヘトヘトになってしまうという状況でした。その後、ブルースプ

リング湖へ向かい、昼食を食べた後にウォータースポーツを楽しみ

ました。ボートに紐で繋がれたチューブに乗って引っ張られるチュ

ービングは、日本でやっても安全面を考慮して、できるだけ落ちな

いようにするのですが、今回ボートを運転してくださったギャリー

さんは、急発進、急ブレーキ、急ハンドルを駆使して、むしろ落と

そうとしてくるので、スリリングで日本では味わえない楽しさでし

た。また、ボートから思い切り飛び込みをしたり、釣りをしたり、

ボートを運転させてもらったりと、初めてすることばかりで、刺激

的な一日でした。 
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8 月 1１日 World of fun ＆ Oceans of fun 

 

 この日は朝からワールド オブ ファン、オーシャンズ オブ ファ

ンで遊びました。この遊園地はとても広く、今回行っただけではす

べてのアトラクションは到底周りきることはできませんでした。い

くつかアトラクションに乗りましたが、ワールド  オブ ファンに

ある絶叫系のアトラクションは日本ではなかなか見られないほどの

迫力で、高さ、速さ共に絶叫マシンとして最高クラスでした。もち

ろん絶叫が苦手な人でも楽しめるようなアトラクションもたくさん

あり、子供を連れた家族でも気軽に訪れることのできる遊園地だと

感じました。また、オーシャンズ オブ ファンには波のプールがあ

り、その深さはおそらく最大２メートルはあるのではないかと思い

ます。日本では安全面を考慮して、深くてもせいぜい１５０センチ

程度なので、まさか自分が足のつかないプールがあるとは思っても

いませんでした。このスケールの大きさに衝撃を受けると同時に、

アメリカを強く感じた瞬間でもありました。また、種類が豊富なウ

ォータースライダーがあり大人でも子供でも楽しめると思います。

二つのエリアを合わせるとミズーリ州最大規模の遊園地であるとの

ことでしたが、日本にはこんなに大きい遊園地はないのではないか

と思いました。 
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8 月 12,13 日 Family Day 

～最後のファミリーデイ。各家庭で過ごしました～ 
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8 月 14 日  History Day 

 

2 週目の月曜日はアメリカの歴史など昔のことを知る日でした。ア

メリカが日本に原爆を落とした当時の大統領・トルーマンの博物館

「トルーマンライブラリー」に行く日でもあり、このプログラムの

中でもかなり重要な日であったと思います。トルーマンがどのよう

な人物であったか、どういう経緯で原爆を落としたのか、その後の

日本への対応など様々なことを知りました。日本人にとってセンシ

ティブな内容ではありますが、「アメリカから見た日本」について

学ぶ良い機会になりました。 

午後は古い豪邸を 2 軒見に行きました。どちらもかつてお金持ちが

住んでいた家ですが、今は一般の人が中を見れるようになっていま

す。Vaile Mansion という家のほうは、高校の卒業パーティーで使

用されることもあるそうです。2 軒とも 100 年以上前に建てられた

ものですが、当時使われていたものがほぼそのまま展示されていま

した。室内は広く、内装はとても豪華でした。 

その後は、National Frontier Trails Museum という、アメリカの西

部開拓時代に関する展示のあるミュージアムに行きました。私たち

が行ったミズーリ州は、西部開拓時代、西へ向かう開拓者の出発地

となっていたそうです。実際に使っていた馬車や生活用品なども展

示されていて、アメリカの歴史や当時の暮らしについて知ることが

できました。 
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8 月 15 日 Going to Downtown Day 

 

この日はカンザスシティのダウンタウンの観光をしました。ホーム

ステイをしている場所からは少し離れており、家の近くと違って、

この辺りは高層ビルが多くて都会だなと感じました。 

まず行ったのは Money Museum です。古くなった紙幣をリサイク

ルする施設があるのですが、その一部が博物館になっていました。

館内ではお金のトリビアなどの紹介があったり、紙幣を実際に裁断

した紙幣を運んでいるところを見たりしました。細かく裁断された

紙幣はリサイクルされる他、パックされたものお土産として持って

帰ることもできます。 

その後は近くの展望台に行きました。古そうなエレベーターと階段

で上までのぼると、ダウンタウン一帯を見渡すことができます。景

色は綺麗で、天気が良くて風も気持ちよかったです。 

昼ご飯は Fritz’s Railroad Restaurant というレストランで食べまし

た。このお店では小さい電車が頭上のレールの上を走っていて、そ

の電車が注文した食べ物を運んでくれます。レトロな雰囲気が良い

感じで、子供達にとても人気がありました。 

午後は路面電車に乗って River Market へ行き、ショッピングをしま

した。River Market には洋服屋や青果店、日本のグッズのお店もあ

り、見ていて楽しかったです。 
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8 月 16 日 Kansas Day 

 

午前中は Kansas Speedway というサーキットの見学に行きまし

た。年に 5 回あるレースの日は何十万人もの人達が集まり、サーキ

ットの外の芝生は来場者の車で埋め尽くされるほどだそうです。こ

の日にレースはなかったので、施設を案内してもらい、乗ってきた

車で実際にコースを走行するという流れでした。普段はお偉方しか

座れない観戦シートに座って説明を聞いたり、コース内を少し歩い

たり、かつてレースで使われていたレーシングカーに乗せてもらっ

たりと、貴重な体験ができました。 

お昼はゲームセンターが併設されているレストランで食事をしまし

た。各自ハンバーガーやマカロニ&チーズやチキンフライなど好き

なものを注文し、食べ終わった後はゲームセンターで遊びました。

食事の前にゲームセンターで使えるカードをもらっていたのでそれ

を使ってたくさん遊び、なんだか小さい頃に戻ったようでした。 

帰りは夕方のピックアップの時間までには余裕があったので、途中

でコールドストーンに寄ることになりました。美味しいアイスを食

べて、疲れが少し取れました。 
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8 月 17 日 Shopping Day & Mayor’s Banquet 
 

この日はメンバーが待ちに待っていたショッピングの日でした。午前中は

インディペンデンス市内にあるお店が密集しているところで買い物をしまし

た。服や靴を買う人、雑貨を買う人、お土産を買う人など全員が自分の欲し

いものを買うためにあちらこちら回っていました。 

お昼ごはんからは少し離れた大きなショッピングモールで行動しました。

お昼は大きなピザをみんなで分け合って食べ、楽しかったです。やはり大き

さは日本とは比べものにならないくらい大きく、おいしかったです。そのあ

とも買い物でショッピングモールを 4 周ほどしてへとへとでした。 

夕方からは全員正装で参加したメイヤーズバンクェットがありました。こ

のパーティーではホストファミリーにこのプログラムに携わる方々、そして

市長さんも参加されました。そこで私たちはインディペンデンス市での思い

出や感謝の気持ちを英語で伝え、中には涙する人もいました。このパーティ

ーでよりインディペンデンス市の方々と友好が深まったように思いました。 
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8 月 18 日 School Day & Soubetukai Party 
 

この日はアメリカの学校に行く日ということで朝から緊張してました。言

語が違う世界に飛び込んでいくにはそれなりの覚悟が必要だったと感じてい

ます。初めに高校に行き、私たちは実際に授業を 3 時間ほど受けました。日

本とは違う点がたくさんあり、大きな違いというと生徒が授業毎に教室を移

動する点です。まるで大学のようでした。 

お昼は高校の学食を食べました。給食というより売店で買って食べるとい

うような形式でだった。アメリカらしい昼食であった。 

午後は小学校に行きました。到着すると生徒たちが歓迎をしてくれ、そのあ

と習字や様々な遊びをした。子供たちの純粋さに心を打たれてずっと一緒に

いたいと思ってしまいました。パフォーマンスは全校生徒の前でやりとても

恥ずかしかったです。 

全ての予定が終わった後に小学校でホストファミリーたちと送別会という

名のアイスパーティーを行いました。そこでは私たちの写真やインディペン

デンス市の派遣団の写真によるスライドショーを見ながらみんなで楽しく会

話をしました。アイスはとてもおいしかったです。 
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8 月 19 日,20 日 Farewell Friends 
 

とうとう訪れた最終日。飛行機の出発時間が早いため朝早くに空港に集合し

ました。みんな朝早い時間にも関わらずホストファミリーやメンバー同士で

楽しそうに元気に会話をしていました。 

そして全員で集合写真を撮り、もうすぐ飛行機に乗るために搭乗口に移動

することになりました。その時、別れを悲しむホストファミリーたちが涙を

流し始め、たまらず私たちも泣いてしまった。もっとファミリーたちと楽し

い時間を過ごしたくて、今まで私たち派遣団をサポートしてくれてありがと

うなど様々な感情が渦巻いていた。ここまで思えるようになったのはやはり

インディペンデンス市の方々と深い友好を築けたからだと思います。 

最後に彼らに手を振りさよならした後の全員の顔はどこか嬉しそうで、満

足した顔だった。このプログラムで一人一人が大きく成長できたのではない

かと感じることのできた瞬間であった。 

日本に到着してからは国際友好協会の方が空港まで迎えに来てくださり本

当に感謝の気持ちでいっぱいだった。 

その後のバスはほとんどのメンバーが疲れで寝てしまい、気づいたら市役所

前に到着していた。 

無事故で、全員が笑顔で家まで帰ることが出来て本当に良かったです。 
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My family picture (kipper 

family)  

 

毎日が嬉しい事の 

連続でした。 

 

私が知らない間に 

家族の VOICEMESSAGE 

が入ったぬいぐるみをプ

レゼントして 

頂きました。 

声を聞くたびに、 

泣いてしまいます。 

 

 

 

Dad (James san) 

私のお父さんはメキシカン料理、アメリカン料理、インド料理、

そしてパウンドケーキまで作ってくれる料理が得意なお父さん

です。とても優しくて、面白くて、家族を明るくしてくれまし

た。お父さんがお好み焼きを作るのが大好きなので、お父さん

にマヨビーム（きれいにマヨネーズを描ける事できるグッズ） 

をプレゼントしたらとても喜んでくれました。 

お父さんにたこ焼き器プレゼントして、一緒に作って食べた、

たこ焼きはとてもおいしかったです。 

 

Mom(Tracie san) 

私のお母さんはどうしたら私が喜ぶか？楽しんでくれるか？ 

驚いてくれるか？をいつも考えてくれる優しいお母さんです。 

お母さんがアメリカでしか体験できない色々なことを経験させ

てくれました。ワールドオブファンでアメリカの開拓時代の 

衣裳をきて家族で撮影した事は忘れられない思い出です。 

 

Sister(SABI chan) 

SABI ちゃんは、派遣生の中に溶け込んで色々と案内をしてくれ

ました。とってもしっかりした妹です。笑顔がかわいくて 

御洒落さん。SABI ちゃんが毎週捨てられた動物の保護のボラン

ティアをしているので一緒に体験させてもらいました。小さい

うちからこの様な体験ができる事が素晴らしいと思いました。 

 

ホストファミリー紹介 
花岡 真桜珠 Mao 
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Sister(WAB Ichan) 

WABI ちゃんは、いつも一緒に手をつないで色々なところを 

案内してくれました。初日に私の部屋に案内してくれ、 

「気に入った？私も手伝ったよー」言ってくれました。 

素敵なお部屋に泊まることが出来て幸せ☆でした。 

すごく甘えてくれるかわいい妹ができて嬉しかったです。 

二人の妹たちとまた一緒に遊びたいです。 
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DEMEYERS  
FAMILY 

 
Stefan   Kristy 

        とても面白いホスト  とてもかわいいホスト 

            ファザーです。   マザーです。私の 

            大学で日本語を専攻 つたない英語でも 

           していたようで   笑顔で聞いてくれたり 

        少し話すことができました。 説明してくれました。 

     

       Kaitlyn       Laxi 
      とても活発な５歳のホス   とてもかわいい３歳の  

       トシスターです。      ホストシスターです。 

      トトロが大好きでリュック  走るのが大好きで家の中 

      サックや筆箱がトトロでした でいつも走り回っていました。 

 

 

 

 

佐藤芽奈 
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☆MY FAMILY DAY☆ 
～The 1st of Family day～ 

この日の午前はお買い物とペディキュアをしに行きました。お買い物は、コストコとタ

ーゲットとスーパーマーケットに行きました。どのお店も日本ではあり得ないくらいと

ても大きくて種類が豊富 

でした。 

そのあと、車で小一時間ほどかけてカンザスシティ 

に行き水族館に行きました。つくりは日本と変わりませんでしたが 

展示されている魚が日本とは全く違いました。全く見たことない 

魚が多くとても面白かったです。 

～The 2nd of Family day～ 

この日は、午前中はダイナソーミュージアムに行きました。日本ではあまり展示

されていない恐竜の心臓の重さや１匹が１日に食べている草の量、恐竜の筋肉や

臓器についてなどとても詳しく展示されていました。小さなミュージアムでした

が、内容がとても凝縮されていてとても面白かったです。 

その後、SCHEELSというアウトドア用品が売っている大きなお店に 

行きました。その店内の中には観覧車がありました。とても大きく 

て楽しかったです。けれど、日本のようにかごに中に入るのではな 

く椅子のようなものに座るタイプの観覧車でした。なので、少しと 

前のめりになるだけで椅子全体が大きく揺れて怖かったのでずっと固まっていました。 

その後、外で見る映画を見ました。とても広いところにスクリーンがありその前

に車を止め折り畳み式の椅子を並べて見ました。音は、車のスピーカーから出し

ました。広い土地があるアメリカだからこそできることだなと思いました。  

～The 3rd of Family day～ 

この日は、起きてすぐに公園に行き公園の池の魚や鳥に腐ってしまった 

パンをあげました。その後遊具で少し遊びました。日本にはない岩に上 

るタイプの遊具がとても楽しかったです。おばあちゃんと合流し動物園 

に行きました。とても敷地が広かったのでバスやリフト、車や電車などたくさんの乗り物がありまし

た。また、場所ごとでいろいろな国の設定になっていてその国にちなんだ動物がいて旅

行をしているような気分になりとても面白かったです。 

家に帰りホストファミリーにサラダうどんを作ってあげました。みんなおいしいと言って

くれて嬉しかったです。特にお父さんはサラダうどんに入っていたかつお節や麺つゆにと

ても興味を示してくれて作られ方を詳しく聞かれました。 
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HOST FAMILY 

 

母（Host Mother）    Stacy Hamm 

弟（Host Brother）   Jonathan Hamm 

妹（Host Sister）    Sommie Hamm 

 

母はいつも僕のことを気にしてくれていて、本当の親子みたいに接してくれ

ました。本当に大好きです。弟と妹は初めて会った時から仲良くしてくれま

した。二人とも仲良く 2 週間を過ごしましたが、よく怒ってよく泣いていま

した^^; Hamm Family でよかったと心から思っています。 

 

 

 

西山蓮 
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ファミリーデイ 

最初のファミリーデイはインディペンデンスについた翌日だったので、アメ

リカの街並みだったりスーパーやコンビニなども紹介してくれました。緊張

もしていたし、不安もいっぱいだったけどホストファミリーが少しでも僕の

ことを理解してくれようとしてくれました。そのことは僕にとってうれしか

ったです。 

他の日には、たくさんのことをしました。ボウリングをしたりプールに行っ

たりバッファローに餌やりしたりぬいぐるみを作ってくれたりミニゴルフ

したりトランポリンをしたり、光一君ファミリーと美術館やプラネタリウム

を見に行ったりショッピングしたり、ハンバーガーやタコス、BBＱのお店

で食べたりしました。 

やはり、日本とは全然違いました。分かっていましたが家での暮らし方も、

食生活も違くて多少大変でしたがそのこと以上に発見や楽しさが僕の中で

いっぱいです。学べることもアメリカに行ったことでかわれたことも本当に

すごいことだと時間がたつにつれ、実感しています。 
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Dicl Family 
 

 

                           

 

 

 

 

 
 

 
  

小嶋渚々海 

Ali (19) 
優しいホストシスター。本当のお姉ちゃん

のように接してくれました。3 年前に私の

家にホームステイに来ました！ほとんどの

スケジュールに参加しサポートしてれまし

た! ^ ^ 私たちがわからないことがある

と、わかりやすいい英語で伝えてくれて大

活躍でした!! 
 

Lisa 

とっても陽気なホストマザー。 

日本語の勉強を一緒にしたら「SAKE !」

「KANPAI !!」と盛り上がっていまし

た。選択など身の回りのことを手伝っ

ていただいて、温かく見守ってくれま

した。 

Hayley（21） 

彼女はホストファミリーではありませんが、ファミリ

ーデイや日々のスケジュールにも参加してくれまし

た Ali の学校と職場が同じである大親友で過去にディ

ズニーランドのキャストさんをしていたそうです!! 
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Family Day 
8 月６日 
朝は「IHOP」というカワイイお店でパンケーキを食べました。

その後、Royals の野球観戦を

し、家に帰って友達の Hayley

も一緒にタコサラダ&スモア

パーティをして盛り上がりま

した!! 

 

８月 12 日 
「BRAIDAL CAVE」という洞窟のような絶景スポットに行きま

した。車で 3 時間程の長いドライブでしたが、とてもきれいで行

った甲斐がありました。夜には、ほかの

団員と一緒に屋外で映画を見ました。初

めての経験で、とても新鮮でした。 

 

8 月 13 日 
午前中は急遽おばあちゃんが倒れてしま

ったので、病院にお見舞いに行きまし

た。午後は、ショッピングをして、ゲー

ムセンターに行きました。 

Build-A-Bear では、ビッグギフトとして

自分だけのクマのぬいぐるみを作って、

プレゼントしてもらいました。 
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Hough & Hancock  

             Family 

 

 

 

     Hough Family 
  (右) Bristol(長女)＝明るくしっかり者な女の子          
  (左)  Jillian(次女)＝とてもテンションが高い 

(真ん中)  Sasha(三女)＝ノリが良くとても優しい 

全員シンクロナイズドスイミング経験者でとても上手でした！ 

 

Hancock Family 

Mary Hancock (右) 

  とても気さくでやさしく、 

料理がとっても上手！ 

Gerald Hancock (左) 

  とても紳士だが面白い！ 

鄭和幸 
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ファミリーデイ 

The First Day 

最初に教会に行きました。そこで様々な方とお会いし少しばかりお話もし
ました。しかし、英語での会話に慣れていないためか言葉が出ず辛かった
です。午後はメジャーの試合観戦！僕は日本にいる間でもスポーツの試合
を生で見たことはなかったので、とてもワクワクしていました。カンザス
シティのチームである Royals の応援をしました。球場の雰囲気はとても湧
き上がっていて最高でした。家に帰った後は、ホストシスターと一緒に遊
びました。 

 

 

The Second Day 

Missouri State Fair (ミズーリ州フェア) という盛大なお祭りに参加しまし

た。僕は食べるのが好きなので、アメリカらしい不健康な食べ物を食べよ

う(笑)ということで来ました。僕のお気に入りは Cheese Curds というチ

ーズを揚げたもので、とても美味しかったです。また、ロデオも見まし

た。 

 

 

The Third Day  
最初ホストシスターやその友達と一緒にシンクロナイズドスイミングをし

ました。プールが深すぎて最初溺れそうになりましたが、水泳をやってい

た意地にかけてがんばりました。その後おばさんの家に行き、夢だった超

でかいステーキを食べさせていただきました。とてもくつろぐことができ

最高でした。この日は、普通の家族の落ち着いた日常のようで良かったで

す。ホストファミリーとさらに仲良くなれた気がしました。 
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My Host Family 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ファミリー紹介 

 私がお世話になったホストファミリーは”Book Family”です。 

 お父さん、お母さん、息子の三人家族でとても仲がよく、優しさにあふれた家族です。 

 

お父さん：Eric Book 

          第一印象はとてもまじめで、静かな人だった。しかし、実はロックが大好き

で車の中で大音量で聞きながら歌ってる！チーズが大好き！ 

 

お母さん：Daniela Book 

          セルビア人でセルビアのことをたくさん話してくれた。いつも笑顔を絶やさ

ず、明るかった！一度話し始めると止まらない!!! 

 

息子：Danilo Book 

          スケートがとても上手で、日本のアニメなどのサブカルチャーが大好きな中

学一年生！Green Dayや Gorillazの曲をよく聴いている！ 

 

鄭光一 
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Family Day 
 
 

1日目 

  午後は子供のスケートレッスンがあったため、 

その練習風景を見ながらお父さんと日本とアメリカ 

の野球について語り合った。 

 練習後は他のホストファミリーであるステイシー 

ファミリーと西山蓮くんと一緒にプールに行って泳い 

だ!!とっても楽しかった！日本にはない飛び込み台で 

思う存分に遊んだ！ 

 

2日目 

                      午後からはおもちゃ博物館やとても広い 

公園を散歩した。散歩途中にバラ庭園を見つけ、 

そこを歩いていると 3 組も結婚式を挙げていた！ 

みんなとても幸せそうだった!! 

                    夜は Starlight Musical を見に行った。英語を 

聞き取るのは大変だったけど、ストーリーはすごく 

心に沁みるものだった。 

 

3日目 

 この日はステイシーファミリーと一緒に 

Union Station に行き、プラネタリウムや 

科学博物館で遊んだ！プラネタリウムが 

すごく眠かった… 

この後は家に帰ってホストブラザーと 

ゲームして楽しんだ！ 

 

                                                     番外編‼ 

                   ホストファミリーが大好きなバンドである Green Day の 

ライブに行かせてもらった!!!!!!!! 

                   最高だった!!!!!!!! 

                   今でもライブの思い出を忘れられず、Green Day の 

                   曲を毎日聞いてます‼ 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とっても優しくて家族思いなお父さん！いつも楽しそうに大きな声で

笑っていて、私のこともよく笑わせてくれます。日本が大好き

で、日本のバラエティー番組を見たりしていて、抹茶味のお菓子

が大好き。ガンシューティングが趣味！お仕事は大工さん☆彡 

 

子供と歌うこととショッピングが大好

きなとってもフレンドリーなお母さ

ん！色々な場所に友達がたくさん！1回

話し始めると止まらないくらいお話も

大好き。お仕事は小学校の先生☆彡 

一緒にたくさん買い物やネイルサロン

に連れて行ってくれました。朝の洋服チ

ェックをするのが日課でした！☆彡 

   インディペンデン

スのレスリングのチャン

ピオンで人気者！いつも

体を鍛えている。いつも優

しくなにかと気にかけて

くれて、特に力持ち！ガン

シューティングは小さい

頃からよくやっていたか

らとっても上手で、今でも

お父さんと一緒に狩りを

しに行ったりしている！ 

ロックミュージシャンで、夏休み中はロサンゼルス、ニュ

ーヨークなど色々な所で活動していた！すごく綺麗で力

強い歌声！東村山にも派遣性として来たことがあって、日

本が大好き。お寿司が特に大好き☆彡 

畔上千慧 
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ずっと行きたくて夢だったロイヤルズの試合に連れ

て行ってくれました！！T シャツも用意していてく

れて、みんなで楽しく観戦しました☆彡 

帰りに家族みんなが大好きな「神戸」という日本の鉄

板料理屋さんで夜ご飯を食べました。目の前で焼い

てくれるパフォーマンス付きで、すごく美味しかっ

たです！この日で一気に緊張が解けて、もっと話せ

るようになりました！ 

人生で一度はしたいと思っていたガンシ

ューティングをしました。アメリカならで

はの体験で、とっても楽しかったです！ 

午後はお母さんと買い物に行ってたくさ

んの洋服を買って、夜はスターライトミュ

ージカルを見に行きました！ 

日本では味わえない経験や、景色を見たり

することができて盛り沢山な一日で、たく

さんの思い出が作れて、最高な 1日を過ご

すことができました☆彡 

朝食に私の大好物のパンケーキ屋さんに連れて

行ってくれました！その後はモールに連れて行

ってくれたり、お父さんの好きなバスプロという

お店にも行きました。どのお店も広くて、とても

楽しい買い物ができました！ 

アメリカのスーパーに行ってみたいという願い

も叶えてくれて、たくさんのお菓子を買いまし

た。実際に住んでいるかのような気分も味わえて

とても楽しかったです☆彡 
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大塚智樹 
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  ザラカスパング愛子 
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パフォーマンス 

私たちは今回３４期生のパフォーマンスとして、「恋ダンス」「踊おど

るポンポコリン」のダンス、「ＰＰＡＰ」を披露しました。 

日本らしさ、また東村山を表すことができ、見ている人が楽しめるもの

…と何度もみんなで集まり話し合って決めました。二つのダンスでは現在

の日本で流行している「恋ダンス」と、日本では大人から子供まで楽しめ

るポピュラーな漫画、アニメの主題歌である「踊るポンポコリン」に曲を

決定しました。また、「ＰＰＡＰ」では「I have pen…I have apple…」と

いう歌詞のところを「I have 東村山…I have インディペンデンス…」とい

うように、歌詞を変えることで二つの市の友好を表しました。また日本ら

しさを出すためにパフォーマンスの最後は一本締めをしました。練習はみ

んな忙しい中でしたが、個人練習を行い、お互いに教えあって、踊れるよ

うになりました。特に、保育園でのパフォーマンスでは、園児も一緒に踊

り、とても楽しいものになり良かったと思います。 
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滞在を終えて（感想） 

イ市への親善訪問を終えて 

            第３４期派遣団引率者 井上 加代 

 はじめに、第３４期派遣団が無事２週間の親善訪問を終え、有意義な経験

ができました事、渡部市長はじめ市関係の皆様、折笠会長はじめとする国際

友好協会の皆様、飯笹委員長のもと派遣委員の皆様に格別のご尽力を頂きま

した事、団員一同心より感謝申し上げます。また、イ市滞在中はイ市委員の

皆様の綿密なサポートはもとよりホストファミリーや歴代の関係者の方々

にも多大な協力を頂き素晴らしい経験ができました事、ここにご報告いたし

ます。 

４月初旬の結団式以来、約４ヶ月に渡り打ち合わせや英会話のレッスン、

週数回にわたるパフォーマンスの練習と学業と時間をやりくりしながら一

名の脱落者を出す事なく、年齢や性別に関わらず個々の持ち味を尊重しなが

ら、良いチームに仕上がった団員の皆の事を誇りに思うと共に大変感激して

います。 

引率者としては「必要は時にはここにいるよ」というスタンスで団員の力

を信じ、主体性を見守る事、しかし万が一トラブルが発生した時は迅速に対

応する事に注力しました。滞在中団員の顔が日に日に自信に満ち、ただ楽し

むだけではなく、派遣団の意義、またこのプログラム自体の意味を考えなが

ら周りに感謝しながら親善を深める姿に私個人としても大変貴重な機会を

共有できました事嬉しく思います。これよりはこの体験をただ一夏の思い出

にするのではなく、各々が今後の人生の糧にして行く事、そしてこの出会い

や経験を次の派遣団へ繋ぎ、末長くこの素晴らしい活動を盛り立てていける

一助となればと思います。 

最後に２週間もの長期休暇を許可をして下さった職場の上司、また留守を

預かってくれた私の家族にもこの場をお借りして感謝申し上げます。 
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二週間の滞在を終えて 

                    小嶋 渚々海 

私はこの滞在で人と人とのつながりを大切にし、大いに感じることがで

きました。 

私がこのプログラムを知ったのは中学二年生の時でした。知り合いの方か

らホームステイの受け入れを進められた母が良い経験になるとチャレンジ

させてくれたのがきっかけでした。ホームステイの受け入れをした時、英

語がわからないことはもちろんですが、恥ずかしさと緊張で全くというほ

ど会話をすることができませんでした。日常的な会話は姉がしてくれて、

小さくて可愛がられる妹もいるので、私には話すチャンスも勇気もなく、

一つの収穫もなく受け入れが終わってしまいました。 

その後、私の姉がこのプログラムでイ市へ行き、楽しそうな姉に憧れと

自分に対する悔しさを覚えました。姉がステイしたのは受け入れをした彼

女の家で「あぁ、すごいな」と羨ましく思うばかりでした。その後も彼女

とは連絡を取り合い続け、姉の誕生日にはプレゼントが送られたりと人の

繋がりっていいなと他人事のように思っていました。私もいけたらいいな

とこの時からずっと思っていました。 

私がこのプログラムに参加しようと決めたのは本当に締め切り直前のこ

とでした。“来年は大人が行く年”ということを聞いて高校二年生で行けた

らいいなと思っていた私はびっくりして応募しようか迷っていました。自

信もなく遠慮がちだった私を「やれるだけ、やってみたら？」と母が背中

を押してくれてようやく応募を決意しました。そして、面接のときからず

っと、“英語でたくさん交流したい”と目標を掲げながら二週間の滞在を終

えました。私のホストファミリーは、あのホームステイの受け入れをした

彼女の家でした。 “今度こそ絶対に話して仲良くなって見せるんだ‼”そ

う決めて臨んだ二週間でした。 

勿論、思った通りに話せなくて伝わらないこともたくさんあって悔しい

思いもしました。でも、それ以上に前にあった時よりもたくさんのことを

話せてとっても楽しくて知らなかったことを知れたし本当の家族のように

なれたことのほうが大きかったです。帰国前日の夜、私はホストファミリ

ーに手紙をもらいました。渡すときに「私はあなたがシャイだと思ってい
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たわ。こんなに楽しい時間で我が家に来たのがあなたでよかった」と言わ

れ、本当にうれしくて来てよかったとこの時強く人の繋がりを感じまし

た。 

この三年間で家族ぐるみで仲良くなったⅮailファミリー。この繋がりを

大切にして、私の妹も大きくなったら是非イ市に行ってほしいと思いま

す。 
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これからの自分 

                    西山 蓮 

僕はこの 2 週間でたくさんのことを学び、色々な体験が出来ました。 

まずはその中の思い出を紹介したいと思います。1 番の思い出は、やはり

ホストファミリーとの生活です。今回参加したからこそ知り合えました

し、2 週間を共に生活することは僕にとって思い出に残るものでした。た

くさんお世話になったし、何よりいつも僕の為に何かしてくれました。と

ても感謝してます。 

他にもバンジージャンプ的なこともしたり、マリンスポーツをしたり、

乗馬したりと、楽しかった思い出がたくさんあります。初めて体験したこ

とも多くいい経験でした。また、mayor さんとの食事会も印象的でした。

普通なら会うこともできない方との会話や、団員一人一人の英語でのスピ

ーチは感動的なものでした。 

次に、驚いたことです。文化の違いや生活の違いなど多くありました。

何より驚いたことが団員の仲です。インディペンデンスに行くまでは壁が

出来ていました。でも、行ってからは信じられないほど仲良くなりまし

た。男子と女子、高校生と大学生などいくつも壁がありましたがたった 2

週間で壁は完全になくなったと思います。関係者の皆様、本当に有難う御

座いました。 
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滞在後の感想 

                 佐藤 芽奈 

私は、インディペンデンス市で人の温かさを肌で感じ人脈を広げるとい

う目標を達成することが出来ました。インディペンデンス市で過ごした 2

週間はとてもあっという間でした。しかし、言葉では言い表せないくらい

とても充実していました。特に、ホストファミリーには貴重な体験を数多

くさせてもらいました。1 番最初の説明会で聞いた通りインディペンデン

ス市と東村山市はとても深い絆でつながれていました。 

それを最初に体感したのは、カンザス空港で初めて会った時です。全員

のホストファミリーがそれぞれの名前を書かれたボード持って待っていて

くれていました。そして、まだ会って間もないのに本当の家族のようにと

ても気さくに話しかけてくれました。そのほか、ファミリーデイでは親戚

に会わせてくれました。皆とてもやさしく本当の家族ではないかと錯覚し

てしまうくらいでした。私は、ホストファミリーと普通では考えられない

ような密接な関係を築くことが出来ました。アメリカという日本とは遠く

離れた土地に第 2 の家族ができ、とても貴重な体験ができました。さら

に、インディペンデンス市で訪問した高校の生徒の方とは SNS を通して今

でもつながっています。ホストファミリーとも連絡を取り合っていて来年

日本を訪れるそうなのでいろいろ相談をしています。 

また、人と人とのつながりを感じることが出来ました。一番良かったと

思うつながりは、団員とのつながりです。団員とは 2 週間一緒にいて、な

んでも話せるような特別な仲間になりました。同じ東村山市民でも学年や

学校が異なるため、このプログラムに参加していなかったら知り合うこと

がなかったはずだと思います。同じ市で育った人と密接な関係になること

が出来て、すごく面白いなと思いました。 



46 

 

応募した時からの目標であった人脈を広げることができ、一生の思い出

になりました。 

このプログラムの為に動いてくださった方々や交流を気づいてくださっ

た方々、市長さんやホストファミリー、送り出してくださった家族の助け

や支えのおかげで多くのことをインディペンデンス市で学ぶことが出来ま

した。本当にありがとうございました。 
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今回のプログラムを終えて 

                     鄭 和幸 

僕は今回のプログラムにおいて、大きな目標として様々な人と接してい

き人脈を広げることを掲げていました。渡米する直前に、この国際友好協

会に携わってきた方々のお話を聞いてきて、自分の思っていて以上にこの

プログラムでの人との繋がりは強いんだと感じていました。ただ、英語を

学ぶだけにアメリカに行くのではなく、そこで人脈を広げいつまでもずっ

とつながっていけるようなものを感じ、より一層このプログラムへの意気

込みが高まりました。 

英語を学ぶ上では 2 週間は足りないようでちょうど良いような感じでし

た。ただ、このたった 2 週間のうちに会えた人々の数は僕の想像以上でし

た。他の団員のホストファミリーはもちろん、自分のホストファミリーの

親戚やご友人などたくさんの人とお会いし、会話することもできました。

日程の最後のほうには、このプログラムの草創期にご活躍されたラーナ・

ホワイトさんにもお会いでき、短時間でしたが様々お話もできました。ま

た、プログラムの日程で現地の高校に行かせて頂き、そこで何人かと知り

合って今も SNS で繋がっています。 

さらに、たくさんの人と会った際にいつも感じることがありました。そ

れは、「優しさ」でした。例えば、暑そうにしている団員を見てアイスクリ

ーム屋に連れていってくださったり、僕が体調を崩した時に介抱して下さ

ったりしました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 

最後に、何より現地で常に支えてくださった引率者である井上さん、

ホストファミリーへの大きな感謝の気持ちを忘れずに、このプログラムで

学んだことを生かしていきたいと思います。 
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滞在後の感想 

大塚 智喜 

 私がこの滞在を通じて感じたことは「少しの変化」でした。このことは決

して事前に予想していたものよりも刺激的ではなかったというわけではあ

りません。もとより、私はこの 2 週間で自分が大きく変わるとは思っていま

せん。今回の滞在で私に起きた小さな変化を、今後の自分の人生にどのよう

に生かしていくか。どうやって大きな変化につなげるか。それこそが大切な

ことなのではないかと考えているからです。 

この滞在は自分を変えるものではなく、自分を変えるきっかけになったも

のであるという確信があります。この経験を生かすか殺すかは今後の自分次

第であることを胸に刻み、今後の生活を有意義に過ごしていかなければなら

ないと考えています。 

 そして、今回の活動に携わってくださったすべての方々に感謝し、このよ

うな素晴らしいインディペンデンス市と東村山市の関係が今後も末永く続

いていくことを心より願っています。 
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人のつながり、心のつながり 

                        鄭 光一 

 私はこのプログラムを通して多くのことを学び、経験し、成長することが

出来ました。そして、その中でも私が最も得ることが出来て良かったと感じ

るのは「人のつながり」です。 

 このプログラムで私は派遣団のメンバー、国際友好協会や市の方々、イン

ディペンデンス市の方々とつながることが出来ました。 

それは今後の私の人生において強みになるし、心の支えになるのではないか

と思います。数年前に引っ越してきたばかりのため、東村山市内での友人が

いなかった私ですが現在はかけがえのない大切な友人が沢山います。また、

国内だけでなくアメリカにも同じように大切な友人たちがいます。 

 私は人とつながるには、言葉が同じでも、異なっていても大事なのは「心

をつなげる」ことだと学びました。心をつなげるというのは互いの考えや気

持ちを伝え合うことです。それにより友好というものが誕生するのだと考え

ます。 

 このプログラムで出来たつながりを今後大切にしていき、これからも新た

なつながりを広めるべく、様々なことに挑戦していきます。今まで支えてく

ださった皆様方、本当に感謝しています。 
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インディペンデンス市に滞在して学んだこと 

ザラカスパング愛子 

私はアメリカインディペンデンス市に滞在して文化的に学んだ事もありま

すが、一番に人として学んだことがあります。 

それは、新しい出会いです。現地ではいろいろなところへ観光に行って、

ほぼ毎日そこで新しい出会いがありました。彼らは私たちに会ったばかりだ

というのに、とても親切にしてくれて、初めて会ったときから笑顔やハグを

惜しみなく私たちに与えてくれました。困ったことが起きたときに、まるで

親のように心配してくれて、対応してくれて本当に暖かい心を持っている人

が多いなと思いました。 

私はアメリカに行って、そこで出会った人たちが私に優しくしてくれたよ

うに私も同じ事ができるような人になりたい、これからもっと一つ一つの出

会いを大切にしていきたいと思いました。 

この滞在では多くのことを学ぶことができて私の人生で貴重な経験にな

りました。ここで学んだことを活かして、感謝を忘れずに人々と接していき

たいです。 
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訪問派遣団員として 

畔上千慧 

二週間の滞在中、初めて見る景色や初めて食べる食べ物、様々な体験をし、

1 ページでは収まりきらないほど、毎日が本当に刺激的でとても楽しく、今

でもまたあの時間に戻りたいと思っています。 

さらに、私はホームステイを通じて多くの出会いがあり、多くのことを学

んだと実感しています。例えば、子供から大人までしっかりと自分の意見を

持っている姿から、自分の気持ちや意見を持ち伝える大切さや、自分を表現

する勇気を学びました。滞在中、多くの人と関わる中で様々な考え方や表現

に触れたことが、自分自身の成長に繋がったと感じています。 

また、何よりも常に人の優しさに触れていた二週間でした。ホストファミ

リーはもちろん、他の家族や友人、出会った人全員が本当に優しく、例えば

好きなことを伝えていないのに苺やパンケーキを用意してくれたり、大好き

な買い物やネイルサロンに何度も連れて行ってくれたりと、相手の好みに合

わせて常に楽しませようと考えてくれ、その気遣いが私はとても嬉しく思い

ました。 

このプログラムでしかできない数々の貴重な体験と、出会いと、ご好意に

感謝しながら、末永くこの派遣プログラムが続き、これからも一人でも多く

の人がこの素晴らしい体験ができることを願っています。 
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感想 

長谷川光里 

渡航前は、自分の英語力をもっと伸ばしたい、自分の糧にしたい、以前カ

ナダで英語を学んだのでアメリカでも英語を学んでみたい、という気持ちで

準備をしていました。友好協会の方々は「東村山市とインディペンデンス市

の交流」を推していましたが、私は自分のためという気持ちが強かったとい

うのが正直なところです。 

しかし、インディペンデンス市での滞在を通して現地の人たちがみんな私

たちに優しくしてくれたり、自分のホストファミリー以外のファミリーとも

仲良くなったりして、交流を続けることの大切さを感じるようになりました。 

特に、今回アメリカから日本に帰る時の空港で、私たち団員だけでなくホス

トファミリーたちも涙ぐんでいたのを見て、他のプログラムとは違うなと思

いました。私がカナダに行った時は、ホストファミリーは留学生を受け入れ

慣れているからか、ここまでで別れを惜しんでいることはなかったので、こ

れはとても印象的でした。 

ホストファミリーは、忙しいなか毎日送り迎えしてくれたり、平日の夜や

休日には様々な場所に連れて行ってくれたりしました。ファザーの Eric と

マザーの Bonnie が美味しいご飯を作ってくれたことや、休日にみんなで出

掛けたことも忘れられません。私がアメリカでの生活を楽しめるように常に

気にかけてくれていて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 

協会の人、ホストファミリー、両市の人々、自分の家族など色々な人のお

かげで充実した日々を送ることができたのだと感じました。 

このプログラムは私にとって、自分を成長させるだけでなく、周りにも目

を向けるきっかけとなるものでした。私たちが中身の濃い 2 週間を過ごせた

のは、これまで築いてきた信頼関係があり、そこに関わる人たちの支援があ

ったからです。今後、普段自分が何かをする時でも、今回のように周囲の人

に支えられているということを頭の片隅に置いておこうと思います。 


