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レキシントンでのホームステイ 

 

  北海道立静内高等学校 ２年５組  山口 凜子 

 

３月２２日(金) 

 

朝は普段どおり高校へ行き、終了式を終え家に帰ってきてすぐに出発の準備をしました。

クラスメイトに「楽しんできてねー！」と言われ、ワクワクしながら役場に行きました。 

町長さんからの言葉をかみしめて、ついに出発です。バスの中では、同じ学校のりりな

と隣だったので何気ない会話で盛り上がっていましたが､ほかのみんなとも仲良くできる

かなと不安な気持ちもありました。 

飛行機の中では両隣が空席で、まったりと過ごしました。そのあともずっと移動で、夕

食は９時過ぎ。何もしてないのにとても疲れた一日でした。 

 

 

３月２３日(土) 

 

朝は早くに起きて、美味しい朝食を食べ「遂にアメリカだ！」と、１１時間のフライト

までも楽しみにしていました。飛行機の中にテレビがあるのは、ファーストクラスだけだ

と思っていたので、セレブになった気分でした。映画を２本見て、あとはゲームをしたり

音楽を聞いたり、後から考えるともっと寝ておけばよかったと思いますが、あっという間

にアメリカに到着しました。 

エスカレーターを降りるとホストファミリーたちが、ＷＥＬＣＯＭＥと書かれたボード

を持って待ってくれていました。ホストファミリーのジャクソン一家を見つけた瞬間ハグ

をされ、あっという間に連れて行かれました。 

ざっと家の中の紹介をされ、ピアノがあったのでヴィクトリアとピアノを弾いて、その

あとヴィクトリアが好きだという日本のアニメを見ました。夕飯は、バイキング形式でス

パイスが効いていて美味しかったです。その日は、一日が３５時間だったのでシャワーに

も入らずに、すぐに寝てしまいました。 

 

 

３月２４日(日) 

 

朝から教会に行ってお話を聞きました。何度か質問されましたが 

答えられず迷惑をかけてしまいました。 

そのあとは、ケンタッキー大学へ行ってヨガと料理教室を体験して 

きました。料理は美味しくできましたがスパイシー過ぎて、食べるの 

にすごく時間がかかってしまいました。それから全商品が１ドルという 

日本の１００均のようなお店に行きました。 

お菓子と安全そうなジュースを買ってもらいました。 



 

 

 

 

３月２５日(月) 

 

この日は、学校に行く日でとても楽しみにしていました。登校は９時で、遅いなと思い

ながら出発しました。 

スクールバスに乗って学校まで行くと、生徒はみんな首に学生証のようなものをかけて

いて、それを見せて学校に入っていました。学校に入ると「空港か！」と思うほどの厳重

な手荷物検査に驚きました。アメリカではこれが普通らしいです。検査を抜けたあと事務

室に行って、temporary student[一時的な生徒]とかかれたカードをもらいました。授業

は、午前中は別校で、午後からはこの本校で受ける仕組みだったので、カードをもらって

すぐにバスに乗りました。 

後ろに座っていた人達が私のことを不審がったのか、ちょっと強引にカードを見て「Oh! 

Temporary student!」と大声で言ったので、バス中が私を見るというちょっと恥ずかしい

ことになってしまいました。 

別校といってもとても広くて私の高校よりは、はるかに大きかったです。私が行ったの

は農業の高校だったので、１時間目は馬をブラッシングしました。２時間目は歴史、お昼

ご飯を本校で食べました。 

３時間目は私の大好きな数学でした。アメリカでも変わらず数学はおもしろかったです。

私の得意な分野だったので先生に「＃＄＊％＃＆」と言われましたが、聞き取れませんで

した。たぶん誉められました。 

４時間目は音楽だったのですが、ある程度課題が終わったらあとは自由なのか、床でリ

ュックを枕に寝ている人がいたり、私はヴィクトリアに連れられてピアノのある部屋に行

って４人くらいでワイワイしていました。 

家に帰り、着替えてウェルカムパーティーに行きました。 

どれも美味しかったけどチョコケーキが一番好きでした。 

ですが、とりすぎて食べられなくなって、友達に分けました。 

 

 

３月２６日(火) 

 

朝は、まずソフィーちゃんというヴィクトリアの、たぶん親せきのかわいい女の子の家

に行ったあと、ソフィーパパに送ってもらい２人で市庁舎に行きました。農業学校はヴィ

クトリアの行っている高校と同じでした。ですが、そのときは見て回る時間がなかったの

でちゃんと見学できてよかったです。州議事堂は緊張しましたが、派手な外見にテンショ

ンが上がりました。 

ケンタッキー空港博物館では通訳を聞く前に、自分で理

解しようとしました。そのあと自分で質問して通訳無しで

挑戦しましたが、おおざっぱな事しか解りませんでした。 

ボウリング大会はみんなの投げ方が色々でずっと笑って



 

 

いました。そのあとはヴィクトリアのチェロの発表があって、そこにウサギや馬もいまし

た。ウサギを抱っこできたのは、嬉しかったです。 

図書館に行った時に漫画のコーナーが日本の漫画でいっぱいでした。私の好きな漫画も

いっぱいあって、ヴィクトリアと漫画の話で盛り上がりました。 

その後、りりなのホームステイ先でホームパーティーがあり、夜遅くまで食べたり話し

たりしていました。女の人に話しかけられ、将来のことを聞かれたので、授業でやったこ

とを思い出して、何とか伝わりました。ちゃんと英語をやっていて良かったと思いました。 

 

 

３月２７日(水) 

 

この日もソフィーちゃんと一緒に役場に行きました。ホースパークでは、乗馬部２人が

はしゃいでいるのが、かわいかったです。トヨタ工場は、乗り物が好きで工場見学も大好

きだったので、とても楽しかったです。工場の設備が整っていて、職員の人もみんな手を

振ったら振り返してくれ、こういうところで働きたいと思いました。 

Biz town では、職業体験ができるということで何人かで教室で学校ごっこをしたりし

ました。その夜は、ホームステイ先で過ごす最後の日だったので、ショッピングモールに

連れて行ってくれて、Ｔシャツやブレスレットを買ってくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月２８日(木) 

 

表敬訪問といっても挨拶をするだけだと思っていたので、緊張していましたが、レキシ

ントンの市長さんは優しそうで、思っていたより和やかな雰囲気でほっとしました。 

テレビ局では、暗くて静かなところで話を聞いていたのと寝不足で、眠たくなってしま

いました。リビングアート＆科学センターでは、私は絵を見るのが好きなので、きれいだ

なと思って見ていました。科学も高校に入って興味が出てきたところだったので、もっと

ゆっくり見たかったですが、楽しかったです。昼に食べたピザが、私は今回のホームステ

イで一番美味しかったです。ホストファミリーと別れる時は、やっぱり悲しかったです。

でも７月には、日本で会えると思って笑顔で別れました。小さな飛行機は揺れが大きくて

ちょっと怖かったです。 



 

 

 

 

３月２９日(金) 

 

空港でセキュリティチェックを受けた後の自由時間では、高級ブランドが並ぶ通りをか

っこつけて歩きました。国内で５時間もかかるなんて、アメリカは広いな―。飛行機の中

では、音楽を聴きながら持ってきた宿題をしていました。それでも宿題は終わらず、日本

に帰ってから大変なことになりました。 

やっと念願のロスに到着！！ビーチで止まり、りりなとあかねとさとねで、はしゃいで

いました。みんなでサングラスを買って、海を背景に写真を撮りました。みんな良い笑顔

でした。私はチャイニーズシアターが何か解っていなかったので、着いた時「テレビで見

たやつだ！！」ってなりました。 

とにかく、この日は写真を撮りまくりでした。ミヤコホテルは日本人がやっていること

もあって、とても安心でした。ご飯も美味しかったです。 

 

 

３月３０日(土) 

 

ついに、ユニバーサルスタジオ in ハリウッド ！！！ 

私は高校生組で回りました。ハリーポッターのアトラクションは、１時間待ちで熱くて

冷房の近くに誰よりも早く行って涼んでいました。ハリウッドにしかないアトラクション

に乗りました。怖くてめちゃくちゃ叫びました。昼はローストビーフのサンドウィッチを

食べましたが、多すぎて少し残しました。あとの時間は、お土産タイムでコップとストラ

ップとグミと自分へのお土産に高そうなブランドの化粧品屋さんで一番安いリップを買

いました。 

ガイドのマーティン三浦さんが安倍総理に似ているのがツボ 

でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

３月３１日(日) 

 

あっという間に最後の日。 

濃かったなー。なんて考えているうちにバスの中に、持ってきたリップを忘れました。

１番の後悔です。 

また１２時間の飛行機でやっぱり長いなと思いましたが、ドラマのメガバンクを全６話

見たので結構楽しかったです。ちょうど元号が発表される日なのでワクワクしていたので

すが日本に着きネットが使えるようになった瞬間、飛行機内でいやでも「令和だってー」

という声が聞こえて来ました。 

日本の空気を吸った時にやっぱり日本が良いと思ってしまいましたが、海外へ行く時の

自信はものすごくついたと思います。北海道はやっぱり寒いです。 

 

高校生のうちからホームステイに行けるのは、とても貴重な体験です。お世話になった

たくさんの方に感謝しています。 

学校の名前を背負っているという意味で責任もありましたので、少しでも多くいろいろ

なことを吸収してこようと努力をしました。努力したことは、必ず将来の役に立つと思い

ます。 

これからもいろいろなことにチャレンジして自分自身を高めていきたいです。 



交換留学レポート 

 

静内農業高等学校 ２年２組 内田 朱音 

 

【2019.3.23】 

 アメリカに到着しホストファミリーと会いました。とても元気でフレンドリ

ーなお母さんととっても可愛い交換留学生（ケネディー）とその兄弟と挨拶を

交わし、みんなでお昼ご飯のメキシコ料理を食べに行きました。そこで私は、

タコスを食べました。想像以上に大きいお皿にたくさんの料理がのっていて、

とても一人では食べきれず半分以上を残してしまいました。 

 そしてホームステイ先に行きました。お家はとても大きくゴージャスなもの

でした。その日の夜は家族でたくさんお話をし、動画を見たり、ダンスをした

りとても楽しかったです。 

 

【2019.3.24】 

 教会に行き、お祈りをしました。 

 教会の裏で子供たちが勉強をする場所があり、そこで一緒に勉強をしました。

キリストに関わる問題で全くわからなかったのですが、一緒に学んでいた子供

たちが優しく教えてくれたので少しは理解することができました。 

 帰ってホームステイ先の犬（デューク）の散歩をしに公園に出かけました。

近所の人が集まっていて、みんな知り合い同士でとても仲良く話していて楽し

かったです。 

 

【2019.3.25】 

 ホームステイ先の子と学校訪問に行きました。 

最初学校に入るために身体調査をする機械が並んで 

いて、カバンの中も全てチェックが入って始めから 

驚きが隠せませんでした。 

 数学の授業は比較的簡単で英語が分からなくても 

解けるものだったので嬉しかったです。 

 昼食時にはたくさんの人が話しかけに来てくれて 

とても嬉しかったです。日本の漫画やアニメなど共 

通の話題があり、とても楽しかったです。 

 

 

 



【2019.3.26】 

 アメリカの農業高校の見学に行きました。私の通っている静内農業高校と共

通する所や全然違うところがあり、見学していてとても面白かったです。レキ

シントンの農業高校では、馬車馬を扱っていて馬車を引くための屋内馬場もあ

りとても驚きました。 

 そして、その後ボーリング場に行きました。そこで一緒に来ている日本人と

も仲良くなることができ、他のホームステイ先の人とも仲良くなれ、みんなで

盛り上がることができたので、とてもいい交流会になりました。 

 

【2019.3.27】 

 私がレキシントンに来た１番の目的は馬産地であるレキシントンで「馬文化

に触れる」というものでした。そして、とうとうケンタッキーホースパークの

見学。それは、私の知っている馬や聞いたことのない馬の歴史、考えられない

ような諸説などたくさんの興味深いものがあり、とても感動しました。 

 そして、その後トヨタ工場に行きました。工場内を見学したのは今回が初め

てで大きな機械がたくさんあり、そこで働いている人達はとても社交的で見学

の間みんなが手を振ってくれて、とても楽しかったです。工場で一人一人が心

がけていることや、上下関係の区別のしかたなど１つ１つ丁寧に教えていただ

き、とても楽しい見学になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【2019.3.28】 

 いよいよホームステイ最終日となりました。ご飯が口に合うかコミュニケー

ションが上手く取れるかなど心配な点はいくつもありましたが、ご飯も美味し

いし、ホームステイ先の人はとても優しく本当に楽しい日々を過ごすことがで

きました。 

 短い時間でしたが、たくさんお世話になり、たくさんのことを共にしたので

とても別れが辛かったです。空港まで学校があるのに抜けて別れを言いに来て

くれました。少ししか別れを言う時間はありませんでしたが、逢いに来てくれ

て嬉しかったです。 

 次にまた日本で逢えるのがとても楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2019.3.29】 

 ロサンゼルスに行きました。海の方に行き、レキシントンとは全然違い、人

がたくさんいて CDを配っていたり、一緒に写真を撮ってもらおうとし、お金を

要求する人が普通にいて、日本との違いを感じることができ、とても面白かっ

たです。 

 そして午後はハリウッドに行きました。テレビで見たことのある場所が沢山

あり、とても感動しました。また、自分の好きなハリウッドスターの手形に直

接触れることでき、とても嬉しかったです。私はこの日が今回の派遣事業の中

で１番楽しかったです。 

 

 

 



【2019.3.30】 

 とうとう私が１番楽しみにしていたユニバーサルスタジオハリウッドへ行く

日がやってきました。 

 日本とは違う雰囲気で当り前ですが、海外の人がたくさんいて私のテンショ

ンは最初からＭＡＸでした。最初にみんなでハリーポッターに行ったのですが、

驚くことにエリア内が日本と全く同じで、アトラクションの内容も待機列の配

置も全て同じでした。 

 アトラクションは、日本より少なかったのですが敷地がすごく広く、映画で

使われているセットや見て回る場所が沢山あり、写真を撮るのがとても楽しか

ったです。 

 

 

 



『アメリカを訪問して』 

新ひだか町立静内中学校 

 ２年 B 組 浦東 咲妃 

【3 月 2２日(金)】 

楽しみにしていた姉妹都市友好親善訪問初日、役場に着き出発式を始め、と

うとう出発する時が来ました。バスに乗り、楽しみと緊張な気持ちでいっぱい

でした。 

バスの中では、学校疲れでほとんど寝ていました。すぐに新千歳空港に着き

飛行機に乗り、羽田空港に到着してリムジンバスで成田国際空港に行きました。

その後、ホテルに着き夕食を食べました。この時はまだ、皆馴染めていません

でした。 

 

【3 月 2３日(土)】 

 ホテル送迎バスで成田国際空港に行き、出国手続きを行い１２時間のフライ

トでダラス空港まで行きました。機内では、映画や音楽などを見たり聞いたり

し、様々な種類があったので飽きることなく過ごせました。 

 ダラス空港に着くと、入国審査がありました。不安でしたが、問題なく全て

出来たので安心しました。その後、１時間半のフライトでレキシントンへ行き

ました。 

到着後、エスカレーターの下では、ホストファミリーの方々がいました。緊

張しながらも、私のホストファミリーの方に自己紹介をしました。私のホーム

ステイ先の子は、ナタリーというとても優しい女の子でした。皆と写真撮影を

して、それぞれの行動をすることになりました。 

私はこの日、館内遊園地に行きました。乗り物全てのデザインがアメリカっ

ぽく、とても楽しめました。夕食は、館内にあるバイキングでした。種類がた

くさんあって、普通のサイズのハンバーガーでも、とても大きかったです。 

この日の夜、日本からのお土産を渡

すと、ナタリーの両親は泣いて喜んで

くれました。その後、サプライズでプ

レゼントとケーキをくれました。プレ

ゼントには T シャツなどが入ってい

て、ケーキには「welcome saki」と

書いてあり、とてもうれしかったです。 

 

 



【3 月 2４日(日)】 

 朝起きると、すぐに教会に行きライブを見ました。アメリカに行く前、ナタ

リーとのメールでライブの様子の写真を見せてくれましたが、実際のライブで

は写真より迫力がすごく、歌・説明が英語でも雰囲気ですごく楽しめました。   

ライブ後は、ホームステイ先の犬（マリーナ）と一緒にドッグランに行きま

した。他の犬とも触れ合え、とても楽

しかったです。 

その後、家から少し離れたショッピ

ングセンターに行きました。ハンドソ

ープ、バスボムなどを買いました。昼

食は、センター内にあるフードコート

で、チーズがたくさんかかったパスタ

を食べました。量がとても多かったで

す。その後もショッピングを続けて家

に帰り、ホストファミリーと一緒に写真撮影をしました。 

 

【３月２５日(月)】 

 ナタリーが通っている学校に行き

ました。 

 私が通っている学校との違いがた

くさんありました。中学校なのにスマ

ホ、お菓子などを持って来ていました。

少し不安でしたが、ナタリーの友達が

たくさん話しかけてくれたり、目が会

うと笑ってくれたりしてくれました。

先生方もすごくフレンドリーで日本人の先生もいて、すごく安心しました。 

 授業中では時差ボケがひどくウトウトしていましたが、生徒の中に寝ている

人がいたので、あまり意識せずに授業を受けることができました。昼食では、

好きな人と食べられるという機会があり、とても良いと思いました。 

 学校が終わり、スクールバスで帰りました。バスの中では、ほとんど寝てい

ました。家に着き、この後はウェルカムパーティーでした。会場はとても広か

ったです。それぞれのホームステイ先から持ち寄った料理を食べたりしました。

とてもおいしかったです。この日の夜、折り紙などを一緒にして楽しかったで

す。 

 

 



【3 月２６日(火)】 

 ローカストトレース農業学校視察、ケンタッキー州議事堂見学、ケンタッキ

ー航空博物館見学、ボウリング大会がありました。 

 ローカストトレース農業学校視察では、それぞれの教室の活用の仕方などを

教えてもらいました。いろいろな事を学ぶことができました。 

ケンタッキー州議事堂見学では、歴史的人物などについて詳しく教えてくれ

たり、裁判所のイスに実際に座ってみたり良い経験ができました。 

 ケンタッキー州航空博物館見学では、映画に出ていた飛行機、ペイントの理

由などを細かく教えてもらいました。ボウリング大会では、初めてのボウリン

グで最初から転んだけど、すごく楽しかったです（笑）。ボウリング大会では、

たくさんの写真を撮れたので良かったです。ボウリング大会後、チョコレート

がたくさん売っているお店に行ってお土産を買いました。可愛いチョコレート

がたくさんありました。 

 

【3 月２７日(水)】 

 この日はケンタッキーホース見学、トヨタ工場見学、Biztown 見学がありま

した。ケンタッキーホース見学では、馬についてたくさん知ることができまし

た。 

 トヨタ工場見学では持ち時間が長く、でもたくさん話すことができ、距離を

縮めることができました。ついに工場見学が始まりましたが眠かったです。工

場内はとても広く、車をつくる順序など詳しく説明してくれました。 

 Biztown ではおもしろいものがたくさんあり、接客をしてみたり、とてもお

もしろかったです。 

 この日の夜、ナタリーのおばあちゃんとナタリーの友達が家に来ました。ナ

タリーのお母さんとおばあちゃんが夕食を準備している間に、ナタリーとナタ

リーの妹ニナと、その友達と一緒に大きいトランポリンで音楽を流しながら遊

びました。夕食ができ、みんなで食べました。たくさん話をしながら日本の写

真を見せたりしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【３月２８日(木)】 

 レキシントン市長への表敬訪問、ＴＶ局見学、科学センター見学がありまし

た。この日で、ホストファミリーと離れることを考えると寂しくなりました。 

 ＴＶ局見学では、スタジオに入ってモニターに映ったり、細かく説明してく

れました。科学センター見学でも色々なことを知ることができました。この日

のランチも楽しかったです。 

 ブルーグラス空港へ出発し、ホストファミリーと合流しました。たくさん写

真を撮って話しをしました。プレゼントもくれました。中には、アルバムが入

っていて、さらに離れるのが寂しくなり「７月に待ってるよ！」と言いました。

ホストファミリーに最後のお礼の言葉を言い、飛行機に乗りました。 

 シャーロット空港到着後、シャトルバスでホテルに行き、夕食を食べました。

夕食では、最初から友達だったかのように話が盛り上がって、とても楽しかっ

たです。夜は、部屋に集まってハプニングがあったりしたけど、楽しかったで

す。 

 

【３月２９日(金)】 

 シャトルバスでシャーロット空港に

行き、手続きを行いロサンゼルスに行

きました。到着後、現地のガイドさん

と合流し、バスの中でもたくさん話を

してくれました。昼食はとてもおいし

く楽しかったです。 

 この日の夜も部屋に集まり、いろい

ろな話をして楽しかったです。前のホ

テルの部屋で集まった時より、距離が

縮まった気がして嬉しかったです。 

 

【３月３０日(土)】 

 現地のガイドさんと合流し、バス

に乗りました。 

 この日は、楽しみにしていたユニ

バーサルスタジオに行きました。最

初はハリーポッターを満喫し、ジュ

ラシックパークなどに行きました。

いくつかのグループに分かれて散

策した時もたくさん乗って、バター



ビールやアイスなど食べ歩きをして、

とても楽しかったです。夕食もたくさ

ん話をして楽しかったです。この日の

ホテルでも、すごくおもしろかったで

す。 

 

 

 

 

【３月３１日(日)】 

 専用車に乗り、ロサンゼルス空港へ行きました。空港に到着後、出国手続き

を行い手続き後、成田空港へ行きました。アメリカにいた日があっという間に

感じ、日本に帰るという実感が沸きました。 

  

 

 

【４月１日(月)】 

 日本に帰る日が来ました。入国手続き後、荷物を受け取り新千歳空港に行き

ました。到着後、町のバスで帰町しました。 

 

【全体を通して】 

 私は、アメリカと日本の文化の違いを感じ、コミュニケーションをとる事が

目標でした。 

 アメリカと日本の文化の違いはたくさんあって、どれも驚くことばかりでし

たが、結果として良い経験ができ色々な事を学ぶことができました。ロサンゼ

ルスの街並みは賑やかで、日本との違いがたくさんありました。ホテル内でも、

集まって話せた事がとても楽しかったです。 

 良い経験ばかりで、７月に迎えることがさらに楽しみになりました。 



 このような機会をいただき、本当にありがとうございました。 

 

 

  

 

  



レキシントン市友好親善訪問の思い出 

                静内高校 １年４組 欅田裕丈 

 

 

３月２２日（金） 

いよいよ出発！ 

移動で終わった．．．思った以上に時間が過ぎるのが早くて、思った以上に疲れた。 

ゆっくり眠れるのかな⁇と思っていたが楽しみが勝ちあまり眠れなかった。 

 

３月２３日（土） 

朝起きて、初めてのアメリカでワクワクすぎて時間が過ぎるのがとても遅かったです。 

そして飛行機に乗り込み少し寝ようかなと思ったけれど全然眠れず、結局一睡もできません

でした。 

ダラス空港から見た景色は日本とは全然違い、すごく綺麗で美しかったです。そして乗り

換えいざレキシントンへ～飛行機の中からレキシントンの町が見えてくると不安と楽しみ

の感情が溢れてきました。 

レキシントンに着き、飛行場のエスカレーターを降りるとすぐにレキシントンの方々がい

て、ゆっくりする暇なくホームステイ先の人と合流しました。。。 

まだ顔を見たことがなく、どの人かなぁと探していたら「HIROTAKE」という文字が見え、

顔を見るととても優しそうな人でホッとしました。声をかけ挨拶をして家に向かいました。 

途中でカフェに寄りご飯を食べました。家に着き部屋まで案内してもらいましたが、日本

時間でいうと朝の５時ごろだったので非常に眠く、がっつり寝てしまいました。 

 

   
                          

３月２４日（日） 

ホームステイ先の人と一日一緒に過ごしました。いきなりホームステイ先の人と丸一日過

ごすのはすごく不安でした・・・ 

朝起きすぐに出発！最初に行ったのはＵＫといいユナイテッドケンタッキーという大学

のスポーツなどをするところです。ベースボール、ソフトボール、アメリカンフットボール、

サッカーなどの競技場があり、設備もすごく充実していて、なんといってもデカすぎです！ 



少し敷地内を散歩して次はウォルマートというスーパーに行きました。だが、日本のスーパ

ーという感じではなく、コストコを大きくしたような感じでした。視界に入ってくるものす

べてが初めてのもので非常に楽しかったです。そこで少し買い物をしました。商品を見てい

るうちにアメリカの服やおもちゃのデザインがとても美しく、日本のものが少しダサく感じ

ました。 

次にバーガーキングに行きました。ハンバーガーはふつうの大きさのものを頼んだはずな

のにバカでかいものが来ました。ハンバーガーを食べホッとしていると「Ｐｏｔａｔｏ ｐ

ｌｅａｓｅ！」と言われお腹がいっぱいだったが、断ることができず食べました。 

次に野球観戦に行きました！本場の野球観戦を楽しみにしていましたが、あまり日本とか

わらなかったです。すごく自由で点が入るとシャボン玉をとばすなど楽しいこともありまし

た。 

途中で見るのをやめショッピングモール的なところに行きました。もう一言で大きいしかな

かったです。 

そして帰宅しました・・・まだ時差ボケがあり、帰って寝て、起きたらもう１０時で夜ご

飯を食べそこねました！ホストファミリーの方は優しくて⁇起こしてくれませんでした！笑 

非常に充実した一日になりました。 

 

 

３月２５日（月） 

待ちに待った学校訪問です。学校に向かっているとき、もの凄く緊張して顔が真っ白にな

りました。いざ学校に入ってみると、自分のことをみんな日本人だと思ってないのかなと思

いました。やはりアメリカの学校は色々な肌の色の人がいて自分も学生だと思われていたみ

たいでした。 

いざクラスに入って誰か声をかけてくれるのかなと思っていたけれど、誰一人声をかけて

くれません・・・日本人が入ってきてもだれも驚きもしないんです・・・すごく謎でした・・・ 

授業は日本と全く違っていて授業中でも携帯をいじったり音楽を聴いたりしています。勝

手に立ち歩いてもいいみたいです。授業を受けながらお菓子を食べている人もいました。こ

れが日本の文化との違いなのかと思いました。そして自分のクラスというものがなくていろ

いろなクラスを回りました。 

昼食は日本では自分のクラスで食べますが、アメリカでは食堂で食べます。そこでルイス

の友だちとおしゃべりしながらピザを食べました。 



そして驚いたのはバスで違う校舎に移動することです。着いた校舎は森の中で植物などの

授業を受けました。そこでは友だちができインスタグラムをフォローしあったりおしゃべり

をしたりしました。 

とても楽しかったし、充実した一日でした。 

 

 

 

３月 26 日（火） 

やっとアメリカに来てめいっぱい日本語をしゃべれる時がきました。みんなで農業学校と

フランクフルトというケンタッキー州の首都と航空博物館に行きました。訪れた学校は珍し

いシステムで半日は、メインの学校で午後からは農業学校に行くという感じで、非常に不思

議な体験でした。ホストファミリーと訪れた時は教室しか見なくてあまりわからなかったけ

れど、今回はじっくりまわることができ非常に良かったです。静内農業高校みたいな感じで

した。ですがやはりアメリカの学校は大きいし、デザインがとても美しかったです。学校の

警備もすごく固かったです。 

次はフランクフルトにいきました。大きな建物が見え、自分たちはそこにいくのです。建

物を見た瞬間ウキウキドキドキしました。その建物は、ケンタッキー州の法律や条例を話し

合うところで、日本の国会議事堂みたいな建物です。ですが国会議事堂よりもはるかに大き

かったし、すごく美しかったです。中に入るとすぐにリンカーンの像が立っていました。リ

ンカーンの出身地だそうです。リンカーンの像の足を触ると幸運になると聞き、たくさん触

ってきました！！！天井を見ると絵が描いてあり、とても美しく大きかったです。中の造り

は、ほぼほぼ日本の国会議事堂と同じように思いました。 

そして、ランチです。マクドナルドで食べました。味はほぼ同じですが、作り方はすごく

雑で、ボロボロ落ちてしまいます。ドリンクはどこのファーストフード店でもセルフです。

日本もそれを導入するといいと思いました。アメリカのＳはとても大きいです。満杯に入れ

ると絶対に飲みきれないです。 

次は航空博物館に行きました。自分は飛行機が大好きで、とても楽しみでした。ですが案

内してくれる人が話しているとき、頭がボーっとしてしまい話が入ってきませんでした。少

し買い物をしました。アメリカの大統領などが乗るヘリコプターの模型を買いました。とて

もいい買い物でした。 

その後ボーリングに行きました。ボーリングは人生で２回ほどしかやったことがないので

ダメダメでしたが、アメリカの人とも会話ができ楽しかったです。 



そして、家に帰り今日行ってきた場所などをホストファミリーに説明しました！ 

夕食は、ホストファミリーの従兄弟と一緒にレストランに行きました。メキシコ料理店です。

パセリが苦手だったのですが、美味しかったです。従兄弟の方は、日本の社台ファームに馬

を輸出しているそうで、自分も知っている牧場でグッズなども持っていたので、非常に話が

弾んで面白かったです。日本のお祭りや阿波踊りや静内の風景を紹介するととても喜んでも

らえました。 

ホームステイも３日目になり、慣れてしゃべられるようになってきて楽しかったです。 

今日も非常に充実した一日でした。 

 

 

3 月 27 日（水） 

初めてホームステイ先の人に朝起こしてもらいました。いつもは早く起きているのに疲れ

ているのか、ぐっすり寝てしまいました。。。飛び起きて準備をしました。そして市役所につ

いてみんなに会うとやはり安心します！ 

すぐにホースパークに行きました。見渡す限りホースパークの土地でさすがアメリカです。

なんかアメリカに来てから大きいと美しいしか言ってないような気がします！！！アメリ

カの街並みは本当に好きです。最高です。 

昼食はチックフィレという店でした。ハンバーガーも美味しく、チキンがすごく美味しか

ったです。気づけばアメリカに来てから、ファーストフードしか食べていないような・・・ 

けれど飽きないです。 

次はトヨタ工場に行きました。トヨタ工場は警備が厳重で携帯も持ち込んではいけません。

工場内に入りすぐに乗り物に乗りました。広すぎて乗り物に乗らないとまわることができま

せんでした。アトラクション感覚ですごく楽しかったです。 

次はビズタウンというところに行きました。どういうところなのかと思っていたら、日本

でいうキッザニアみたいなところで職場体験などをしました。TV の職場体験では、アナウ

ンサーになったりしてとても楽しかったです。他にも車を運転してくれた方は、消防士の方

でいろいろな話を聞かせてくれました。すごく勉強になったし、ますます消防士になりたい

と思いました。 

アメリカに着いてからの時間はとても早くあっという間で少し寂しくなりました。 

 

 



3 月 28 日（木） 

とうとうホームステイ最終日になりました。朝は自分で起き、部屋を掃除しました。朝出

かけるとき、おやつとか持たせてもらい市役所に行きました。市役所に着くとすぐに市長に

挨拶をして小さな鍵をもらいました。すごくレキシントンの人は、優しくて暖かかったです。 

そして、テレビ局へ行きました。自分が想像していたテレビ局ではなく、他からもらった

データーを配信できるように編集するような感じでした。そしていろいろな部門のトップの

人の話を聞きました。非常に面白い話でした。 

今日のランチはピザでした。レキシントンのピザ屋で食べたピザはパインがのっていて、

固くてあまり期待していませんでした。だがいざ食べるとすごく美味しく、おかわりもして

しまいました。 

次にサイエンスセンターに行きました。体験系が多いのかと思っていたらそうではなく、

１階にはアートなどがあり、２階には教室がありました。見学だけでしたが、楽しかったで

す。日本にもこのような感じの施設があればいいのになぁと思いました。 

時間が少しあったので、近くの公園に行きました。アメリカの公園では遊具などはなく、

散歩をするという感じでした。ですがすごく美しく、日本にはない楽しさがありました。ち

ょっと芝生で寝転んでいたら気持ちよくなって気を失うところでした。。。 

そして空港へ・・・空港ではもうホストファミリーの方がいて荷物を持ってきてくれまし

た。荷物を受け取った瞬間、いきなり寂しさと悲しさがでてきました。もうちょっと居たか

ったなぁ。。。飛行機が飛び立つまでの時間少しおしゃべりをして出発しました。また会えた

らなと思いました。 

レキシントンで思ったことは、水が日本と違い生臭い感じがしました。飲食の面では、日

本が一番と思いました。テクノロジー的には、日本は遅れていることを感じました。日本は

とてもお堅く、アメリカのフレンドリーな感じや助け合いなどをみるうちにどんどん魅力を

感じてきました。そしてアメリカの子どもの人数は衝撃的でした！多くて・・・なぜ日本は

少子化なのかと考えると、教育的な面でもすごく古い考え方なのも原因のひとつだと思いま

す。もう少し頭を柔らかくしたらいいのになぁなどと思いました。 

レキシントンでホームステイをして、たくさんの衝撃と感激をもらいました。不安もあり

ましたが、すごくいい体験ができました。自分の知らない世界を見た気がします。そして自

分の英語能力の低さを突き付けられました。まだまだ自分は発展途上にいます。これをバネ

に日々努力していきたいと思います。非常に楽しい滞在でした！ 

 

3 月 29 日（金） 

今日は、ほぼ移動日です。非常に楽しみにしていたロサンゼルスです！ロスに着いた時の

ことを考えると胸がドキドキします。シャーロットからロスまでの飛行機は、次々に景色が

変わっていきました。やはりアメリカの広さは、想像以上です。ロスに着いた瞬間、これが

ロサンゼルス！！！と思い興奮しました。空港に着いて外に出ると全てが初めての光景ばか

りで瞬きもできないぐらいでした。着いてすぐに食事でした。バイキングです。なぜか急に

サバの味噌煮やつけものが食べたいと思ってきました。 

次にサンタモニカという海辺の地域に行きました。ビーチを見たときテレビのままだと思

いすごく興奮しました！ビーチや桟橋、遊園地などを自由に散策しました。ビーチにおりる



と日本のビーチとは違い非常にふかふかで潮風も気持ちよかったです。 

次は念願のハリウッドです。途中のバスから見た景色は映画に出てくるように美しく、見

覚えのある山がと思ったら有名なオブジェ「HOLLYWOOD」の文字が見えました。興奮しっ

ぱなしです。そしてハリウッドに着きました。サンタモニカとは違う雰囲気で非常にパリピ

な感じでした。 

アカデミー賞の時に使う会場などを見ました。見た瞬間ここにすごく有名な女優さんや俳

優さんが歩いていたんだなと考えると、言葉にできない気持ちになりました。有名な星をみ

たり、チャイニーズシアターでは有名人の足跡を見ました。マイケルジャクソンなど多数の

有名人の足跡を見ました。なぜ足跡を残すようになったのかを聞きました。 

昔コンクリートがまだ固まっていない状態である女優が踏んでしまいそこから始まった

と聞きました。ですが、ハリウッドはあまり治安がよくなく詐欺師がいっぱい居て一人では

来るところではないと思いました。 

その後はホテルに行き夕食を食べました。メニューはトンカツでした。久々の味噌汁はと

ても美味しかったです。そしてすごく疲れていたのですぐに寝てしまいました。 

 

 

 

3 月 30 日（土） 

今日はユニバーサルスタジオハリウッドです！めちゃくちゃ楽しみにしていた日です。朝

バスに乗り向かいました。アメリカは全部の車の平均速度が半端なく早く、アトラクション

に乗っているみたいでした！笑笑    

アメリカのユニバは金属探知機を通らなければなりません。やはりここは銃社会のためな

のかと思いました。 

まずはハリーポッターの世界に行きました。大きいホグワーツ城には圧倒されました。ハ

リーポッターのアトラクションにみんなで乗りました。とても楽しかったです。 

そして次に日本にはない、本当に映画で使われていたところをまわるアトラクションに乗

りました。まわるだけなのかと思っていたら、映画の世界に入ったかのように 4D を体験し

て飽きることなくすべてが楽しかったです。 

自由行動では、トランスフォーマーのアトラクションに行きました。映画は見たことあり

ませんでしたが楽しむことができました。そして色々買い物をして、次はハリーポッターの

ジェットコースターに乗りました。短いジェットコースターでしたが楽しかったです。ショ



ーも見ました。映画がどのように作られているのかを実際にやってみてくれました。 

次はウォーキングデッドのアトラクションに乗りました。それはお化け屋敷みたいな感じ

でしたが、ゾンビが少なかったので怖くはありませんでした。もう帰る時間かと思って入り

口周辺を歩いていたら、ウォーターショーの入場をしていたので入ってみました。あまり期

待はしていませんでしたが、入ってみるととても楽しく、激しく、興奮してしまいました。 

そして充実したユニバが終わりホテルヘ・・・夕食はイタリアンでした。日本のイタリア

ンのほうが美味しいと思いました。興奮した一日が終わりました。。。 

 

3 月 31 日（日） 

今日は最終日です！なんか長いようで短い１０日間でした。 

ホテルを出発しロサンゼルス空港に向かいました。 

ロサンゼルスから成田 そして最後の飛行機に乗り千歳に向かいました。。。 

 

 

たくさんの人たちにお世話になりながら貴重な体験をたくさんすることができました。勉

強になったこと、もっと勉強しなければならないこと、アメリカを少しだけ知ることができ

たことなど、そして文化の違い、考え方の違いも少しだけ知ることができました。将来のこ

とを考えるための参考にもなりました。本当に興奮しっぱなしの１０日間でした。 

一緒に行った人たち、引率してくれた方たちありがとうございました。 

 

 

 



題名：レキシントン市友好親善訪問団派遣  

 

学校名：三石中学校  クラス：3年 A組  氏名：片山智鐘 

 

3月 22日 

バスで千歳空港まで行き、そこから羽田へ飛びバスで成田まで行きました。

羽田から成田までのバスがとても長く感じました。成田のホテルに着いて夕食

を食べ就寝。その日は、ベッドが違うせいかあまり寝れなかった。 

 

3月 23日 

目覚めが悪かったが、朝食である朝はパン一枚だけでよかった。腹痛などでは

なく、朝は少食なのだ。その日は成田からアメリカのダラス空港へ飛ぶ 12時間

ほどのフライトである、とても

長い。だが、その間映画が観れ

た。ダラスに着いて入国手続き

をし、そのままレキシントンへ

そのフライトが長いし、その間

の娯楽がないのは、とても辛か

った。 

レキシントンに着きホームス

テイ先と合流、ホストマザーの

名はアイビー、息子はダニエル

その下のネイサン、ホストファザーはシェーン、あと養子が２人、とても優し

い家族だった。 

 

3月 24日 

ホストファミリーと遠くの山にハイキングに

行く。その日はとても暑かったが、山を越えて吹

いてくる風がとても心地よかった。山はとても高

かったが、ガードレールもないし見ている管理人

もいない。ただ「落ちないように気をつけろ」と

いう看板だけ、とても危険だった。だけど、絶景

だった。 

夕食はトッピングが自由でできるピザだった

美味しかった。 

 



 

3月 25日 

この日僕はダニエルの高校に行く。ダニエルは、バス通で７時半にはバスが

来る。バスは、黄色で車高が高かった。案外、長い間バスに乗っていた。高校

に着いて思ったことは校舎が大きい。１時間目はコンピューターの授業で、そ

の間する事が無く本を読んでいた。 

 ２時間目は、英語の授業である。ロミオとジュリエットを読み、勿論英語。

その後、先生が話すだけだった。 

３時間目は、テスト、なんの授業かはわからない。そのテストは２時間続い

た。そして昼食、ダニエルは友達が多く、たくさん人が集まってくる。その中

で食べる昼食は、なかなか賑やかだった。 

５時間目、技術の授業。コンピューターを使用し、部品を組み立てるだけの授

業。その作業が終われば、後は自由。ゲームをしても良いし、本を読んでも良

い。そして学校は終わり。その後、ダニエルはアレルギーの薬を取りに病院に、

その後部活に行った。雨が降っていたが、心配ないと言っていた。そして、ウ

ェルカムパーティーまで時間があるから家に帰り、仕度をしたその間にネイサ

ンは、体操教室に行った。 

ウェルカムパーティーの会場に着い

たら、たくさんの人がもう居た。その

人たちをすり抜け、飲み物を取ってそ

れからレキシントンの人たちと話をし

た。ここで驚いたのは、日本語を喋れ

る人が結構いた事だ。しかも上手かっ

た。だから話しやすかった。みんな集

まり一通り自己紹介をして、そこから

食事。食べ物はたくさんあった。フラ

イドチキン、パン、春巻き、餃子、サラダ、クッキー、チョコレートなど。と

ても美味しかった。そして、とても楽しかった。 

 

3月 26日 

この日は、レキシントン市庁舎集合でローカストトレース農業学校へ。そこ

は、レキシントンの町から結構離れている。そこの生徒は、自分たちの学校を

済ませてからそこに来る。そこでは、花、野菜、馬、牛、鳥、ヤギなどを飼っ

ている。馬がとても可愛かった。 

次に、ケンタッキー州議事堂見学をした。そこは日本で言う国会議事堂みた

いだった。とても広くてリンカーンなどの像が置いてあった。そこで実際に会



議もしているらしい。とても綺麗な建物だった。昼食はマックで済ませた。 

ケンタッキー航空博物館は、空港の近くにあってたくさんの飛行機があった。

レキシントンで初めての飛行機もそこにあった。とても自転車に似ていた。そ

れにトップガンでトムクルーズが乗っていた戦闘機と同じやつがあった。カッ

コ良かった。 

次にボウリングである。僕はボウリング

をやった事がなかった。だが楽しかったの

で良かった。 

 

 

 

3月 27日 

その日は、最初にケンタッキーホースパークへ

行き、そこで馬の歴史を知り、馬車を引くような

大きい馬を触りお土産を買った。 

次にトヨタの工場に行き、実際に車を作ってい

るレーンを見る事ができた。Biztownは街を小さ

くしてその中に郵便局、大学、銀行、病院などが

入っていて、そこで職業体験などが出来る。 



3月 28日 

この日はレキシントン最終日でレキ

シントンの市長に会い FOXtvへ。そこ

では番組撮影だけじゃ無く、番組表や

ＣＭの作成などをしていた。 

科学センターでは芸術の中に隠れた

科学などがあった。だが、あまりパッ

としなかった。 

空港でホストファミリーと別れシャ

ーロット空港近くのホテルに泊まった。 

 

 

3月 29日 

シャトルバスでシャーロット空港まで行き、そこからロサンゼルスまで５時

間ほどのフライト。ロサンゼルスに着いて、そこからガイドさんと合流し昼食

はバイキングだった。そして、チャイニーズシアターに着いて、有名人の手形

を見た。自分の手は、まだまだ小さいと思った。 

その後、ホテルに着いて夕食はトンカツだったが、あまり食べられなかった。 

 

3月 30日 

この日はユニバーサルスタジオで研修、最初はハリーポッターのアトラクシ

ョンに乗って、その次にバスみたいなのに乗ってユニバーサルスタジオで実際

に使ったセットがあるとこをまわって、その後、自由行動でトランスフォーマ

ーのアトラクションに乗った。とても面白かった。 

 

3月 31日 

ガイドさんと別れロサンゼルス空港から成田 

空港に飛ぶ。やっぱり辛い 

 

4月 1日 

成田空港に着いて思ったことは寒い。それだけ 

だった。そこから千歳空港まで行きバスで帰る。 

そして、解散。とても楽しい旅だった。 



 

レキシントン訪問を終えて 

静内高等学校 ２年４組 竹内莉々菜 

 

３月２２日 （１日目） 

この日は東京で一泊。移動が結構多くて夜ご飯も２１時だったので疲れました。

次の日は、約１１時間のフライトなのに心配でした。 

 

３月２３日 （２日目） 

ブルーグラス空港では、ホストファミリーが待っていました。「Welcome 

RIRINA」と書いたカードを持って迎えてくれたのが、すごく嬉しかったです。

ベラはスタイルが良くて、家族みんな優しい雰囲気でした。 

空港でみんなと別れた後は、ファミリー全員とピザを食べに行ったんですが、

本当にビッグサイズで食べきれませんでした。ピザを食べながら、ファミリー

と沢山話をしました。ベラとウィリアム（弟）は、モデルをやったりもしてい

てランウェイを歩いている写真も見せてもらいました。二人ともものすごくか

っこよかったです。ファミリーのことを色々知れた気がして、嬉しかったです。 

ベラの家はウサギ一匹、ラット二匹、ヤモリ一匹、カメ一匹と沢山の動物を飼

っていました。あまり触れることのない動物だったので、最初は少し怖かった

のですが、段々と慣れて、今では恋しいです。 

そしてテレビで映画を観させてくれたのですが、気づいたらソファーで寝てし

まいました。申し訳ないです。 

 

３月２４日 （３日目） 

ゆっくり寝て大分疲れが取れて、朝ご

はんを食べたらハイキングをしに行き

ました。一日目や二日目は、移動が沢

山あって疲れていたのでそういう静か

な自然の所に行けて、天気も良く心も

落ち着いた気がして、すごく良かった

です。帰ろうとしたときに川を渡らな

いと遠回りになることに気づき、クリ

ス（父）とソレイダ（母）が石を積ん

で足場を作りました。それでも足は濡れるので裸足になりました。ものすごく

冷たくて足が無くなるかと思いました。 

ハイキングをした近くにレストランがあって、そこでエビのタコスを食べまし



た。人生初めてのタコスだったんですが、二個もペロリと食べれちゃうくらい

美味しかったです。そして、そこで飲み物を頼む時にほとんどが炭酸で「あ、

お茶がある」と思い、頼んだらスウィートティーですごく甘かったです。どこ

のお店も大体炭酸しかなくて、そこがアメリカでは一番辛かったです。 

その後は、ショッピングモールへベラと行きました。映画のグッズやお菓子を

沢山売っている所など見たことないお店が、沢山あり面白かったです。 

次に映画館で「キャプテン・マーベル」を観ました。もちろん全部英語で分か

らなかったのですが、雰囲気を味わえただけでも良かったです。 

夜ご飯はソレイダが魚料理を作ってくれて、お米も用意してくれました。今ま

で食べた魚料理で一番美味しかったです。また食べたいです… 

 

３月２５日 （４日目） 

今日はベラの学校訪問。同じ学生がいると思うと緊張しながら学校へ。思って

たよりもみんな自由な感じで日本の学校とは違って、羨ましかったです。 

ウェルカムパーティーは、みんなのホストファミリーと沢山コミュニケーショ

ンがとれて楽しかったです。 

 

３月２６日 （５日目） 

朝にベラの家の庭で野生のオポッサムという動物を見ました。日本でいうタヌ

キみたいな感じです。初めて見て知った動物なので少し興奮しました。 

この日から施設見学。 

最初は農業高校へ行きました。日本の農業高校をあまり知らないので違いはよ

く分かりませんでしたが、敷地も広くて沢山の動物を飼っていておもしろかっ

たです。 

次に州議事堂へ行きました。建物の中にはリンカーンの像があるのですが、そ

の足に触ると幸運が訪れるらしいです。

私も触りましたが、まだ幸せが来た実感

はありません。 

お昼にマックを食べた後、航空博物館へ

行きました。ライト兄弟の話や昔からの

戦闘機が沢山飾ってあり、かっこよかっ

たです。 

そしてボーリング大会。ほぼ無経験で下

手ですが、ベラと一緒に出来てすごく楽しかったです。 

夜になると私のためにウェルカムパーティーを開いてくれました。クリスやソ

レイダの友達が沢山来て色々な話をしたり、作ってきてくれたご飯を食べたり



本当に楽しかったです。ベラやアロン（弟）などとおもちゃの鉄砲で遊んだり

もしました。その時やっとアロンなどと打ち解けられた気もして嬉しかったで

す。一緒に来ていたかわいい小学生とも友達になれて、とても良い思い出を作

れました。 

 

３月２７日 （６日目） 

施設見学の続きで最初にケンタッキーホースパークへ行きました。ケンタッキ

ーの馬は、カルシウムを多く含む草を食べているから速いらしいです。知らな

かったことが沢山あり、馬に少し興味が湧きました。 

次にＴＯＹＯＴＡへ行きました。施設見学の中で一番おもしろかったです。な

ぜなら工場が大きくて、専用の車で見学したからです。ピッカピカの車ばかり

で、めったに見られない工程などが見れておもしろかったです。 

お昼は、チキン専門のファストフード店へ行きました。個人的には、マックや

ＫＦＣよりも美味しかったです。 

その後は、ビズタウンへ行きました。実際には体験できなかったので少し残念

でした。 

施設見学が終わった後は、ベラとクリスと買い物へ。私が食べた中で一番美味

しいと思ったサワーパッチキッズというグミをお土産で買いました。 

 

３月２８日 （7日目） 

この日は、大好きな家族とお別れ。朝から寂しい気持ちで最後の施設見学へ。 

最初は、ＦＯＸ５６というテレビ会社へ。沢山の種類の内容をそこで撮影、編

集していておもしろかったです。 

お昼はピザを食べました。トッピングは何も無く、チーズだけだったんですが

すごく美味しくて、「アメリカ最強。」と思いました。 

最後は美術館のようなところへ行きました。そこでは美術だけでなく科学的な

実験を体験できたりなど、様々なことを行っていて興味深かったです。 

施設見学が全て終わり、空港へ。クリス、ソレイダ、ベラと合流しお別れのあ

いさつをしました。本当にお別れ

が寂しく泣いてしまいました。こ

んな暖かい家族と少しの間でも

一緒に居られて嬉しく思いまし

た。なんと私の家族にお土産まで

買ってくれていました。本当に優

しい家族でした。 

 



３月２９日 （８日目） 

この日は、チャイニーズシアターへ行きました。一番興奮したのは、アーノル

ド・シュワルツェネッガーとシルベスター・スタローン、モーガン・フリーマ

ンの手形、足跡を見つけた時です。テレビで見ていたりしたものを生で見れる

のは、本当に嬉しかったです。時間がつ

めつめだったので、またゆっくり来たい

と思いました。 

夜ご飯は、久しぶりの日本食でした。お

味噌汁がすごく美味しく感じました。言

葉に表すのが難しいのですが、飲んだ瞬

間すごく心が落ち着きました。「日本良い

な～」とあらためて思いました。 

 

３月３０日 （９日目） 

今日は一日、ユニバーサルスタジオハリウッド。ここでも映画関係のお土産を

見るのが楽しかったです。 

 

３月３１日～４月１日 

この二日間は移動日でした。静内に着いたのが２２時でぐったりと帰ってきま

した。ですが親に土産話をするのが、楽しみで仕方ありませんでした。 

 

私はこの十日間で沢山のことを学び、知りました。 

まず、自分の英語力についてです。アメリカに行きホストファミリーに会い、

いざ話すとなると上手く言葉に出来なかったり伝わらなかったりと苦労しまし

た。自分の勉強不足が身に染みてわかると同時に「もっと知りたい、分かりた

い、沢山話したい」と思いました。英語はたしかに難しいですがその分勉強し、

努力すればこの時より何倍もおもしろいと自分は感じるはずだと思いました。

私は、今まで以上に英語の勉強を頑張りたいと思えました。なので、この機会

を与えてくれた親に感謝したいと思います。 

ありがとうございました。 



 

 

『  たくさんの思い出   』 

 

静内高等学校  １年 ５組 村田 凜 

 

≪ 感想 ≫ 

 

「３/２２(金)」 

 

  

 

                   

今日は、ずっと乗り物の中ですごく疲れました。(-_-) 

             ←夕食のカレーが結構辛かった・・！！ 

              ホテルの部屋は、朱音ちゃんと一緒！！ 

 

 

 

 

最初の日だから 

微妙な距離感・・・⇒ 

 

 

 

「３/２３(土)」 

 

 今日は、初の海外！  １人になるのが、不安だった・・。 

さっそく、ホームステイ先の家族と合流し、お家に行きました。 

凄く広かったです！私の部屋は、地下にありました。 

夕食は、お店でハンバーガーを食べました。その後、買い物にも連れて行ってもらいました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

「３/２４(日)」 

 

今日は１日中ホームステイ先の家族といる日でした。 

「動物が好き」と言ったら、動物園に連れて行ってくれました！ 

たくさんの動物がいて、とても楽しかったです！！ 

 

その後、アウトレットモールにも行かせてもらいました！ 

アメリカには、可愛い物がいっぱいありました！ 

 

この日に家族の方々と仲が凄く深まりました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「３/２５(月)」 

 

今日はケレンが行っている高校に行きました。 

ケレンの友達がきさくに話しかけてくれました。日本語を話せる方もいました！ 

 

夜は、ウェルカムパーティーがありました。久しぶりに友達と会えました。 

とても楽しい時間を過ごしました！ 

 

 

「３/２６(火)」 

 

今日は、ローカストトレース農業高校・ケンタッキー州議事堂・ケンタッキー航空博物館 

に行きました。 

 

私が１番凄いと思ったのは、ケンタッキー州議事堂です。 

豪華な部屋や、今でも使われている部屋などがあり、感動しました！ 

 

その後、ボウリング大会がありました。 

全然、上手に出来ませんでした・・(-_-) 

 



 

「３/２７(水)」 

 

今日は、ケンタッキーホースパーク・トヨタ工場・Biztownに行きました。 

 

私が１番面白いと思ったのは、Biztownです。 

色々なお店の模擬店があって、細かいところまで工夫されていて、面白かったです！ 

 

今日はホームステイ先の家族との最後の夕食でした。 

好きなもの選んでいいよ と言われ、『ステーキが食べたい』と言ったら、ステーキ屋さん

に連れて行ってくれました！！ 

とても美味しかったです！ 

 

 

「３/２８(木)」 

 

今日は、最初にレキシントン市長への表敬訪問をしました。 

男性かと思っていましたが、優しそうな女性の方でした。 

 

そして、Fox 56TV・科学センターに行きました。 

 

今日はホームステイ先の家族との最後の日でした。 

とても優しい方々でした！！ 

 

空港にいたときは、涙が出そうになりました・・(・_・;) 

とても充実した日々を過ごさせてもらいました(*^^) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

「３/２９(金)」 

 

今日は、ロサンゼルス市内の観光をしました。 

チャイニーズシアターに行きました。 

とても面白かったです！ 

 

今日の夕食は久しぶりの日本食(豚カツ)でした！ 

久しぶりにお米が食べられて幸せ・・(^^♪ 

 

 

 

 

 

 

 

「３/３０(土)」 

 

今日はユニバーサルスタジオに行きました。 

９時から１７時まであって、意外と長いなーと思っていたけど待ち時間とかが 

あって、ちょっと足りないなーと思いました。 

待ち時間は長かったけど、とても面白いアトラクションばかりだったので、 

待った甲斐があったなーと思います！ 

凄く楽しかったです！！ 

日本のユニバにも行って、違いを見つけてみたいです！ 

 

                

←私が１番面白かったと思うアトラクションです！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

≪ 気づいたこと ≫ 

 

・ふつうのお家でも、トイレとお風呂がつながっている！ 

 →ホテルだけかと思っていた。 

 

・ふつうのお家に地下室がある！ 

  →こっちに来たら小さく感じるかも・・。 

 

・私が行った高校では、授業中スマホ・ジュース・お菓子 ok！ 

→日本ではありえない・・。 

 

・車の後部座席も必ずシートベルトをする！ 

→日本より厳しい？ 

 

 

≪ 全体の感想 ≫ 

 

今回のホームステイは私にとって初めての海外旅行で、とても緊張していて、 

最初は全然話せませんでしたが、ホームステイ先の方がとても親切にしてくださり、 

自分の中の不安が消えて、一緒に居るにつれて、どんどん話せるようになり、 

素の自分を出せることもできました。 

 

「おはよう」や、「さようなら」など、日本語が喋れてて、 

すごいなと思いました。 

 

私自身、アメリカに行くのに、勉強を全然してない状態でアメリカに行ったので、 

喋るスピードについていけなく、苦労しました。 

 

アメリカに行く前は、『海外に行ってみたい！』という気持ちだけでしたが、 

今は、『もっと英語を喋れるようになりたい！』と思うようになりました。 

 

また何かの機会があれば、海外に行きたいなと思いました！！ 



レキシントン訪問 

 

静内中学校   ３年Ａ組  保科 陸 

 

3月 22日(金) 

今日は移動日だったので、役場に昼過ぎに集合し、本州に向かった。新ひだ

か町から羽田空港まで５時間くらいだったが、久々の長い移動で疲れた。これ

からの、もっと長い移動を考えると、気がめいりそうだった。（笑） 

 

3月 23日(土) 

今日は半日以上が移動だったので、とても疲れたが、飛行機の設備がとても

良く、快適に過ごせた。また、日付変更線を越えるときは、とてもワクワクし

て楽しかった。 

ダラス空港に着くと各自昼食だったので、楽しみにしていた本場のマックに

行って、ハンバーガーを食べた。想像していた通り、味が濃かった。これはコ

ーラに合いそうだと思った。（実は炭酸が苦手） 

空港の出口にはホストファミリーが迎えに来てくれていて、そのまま自宅へ

向かった。自宅に着くと、色々なことを親切に教えてもらい、とても溶け込み

やすかった。その後、みんなで夕食を食べたが、献立がチキンやポテトなど「THE

ファーストフード」だったので、「アメリカだな～」と思った。そして、夕食後

には、ダニエル（息子）や智鐘と一緒に色々なゲームをした。 

  

 



3月 24日(日) 

朝早く起きて、朝食を食べた後、ハイキングに行った。私はその時、街を散

歩するのかと思っていたが、目的地に向かうにつれて郊外から離れていき、少

し不安になったが、山の中をハイキングするということを聞いて安心した。 

そして、目的地に着き、高い斜面がある坂を上り、頂上まで行くと、そこは

日本では見られないような断崖絶壁の崖と広大な森林があり、とてもインパク

トがある光景だった。 

また、昨年、新ひだか町にホームステイに来た友達と再会することができ、

充実した一日となった。 

ハイキングから帰ってくると、シェーン（父）の誕生日が近かったので、み

んなでケーキを食べ、ハッピーバースデーを歌った。本場の歌が聞けてとても

感動した。 

 

3月 25日(月) 

この日はダニエルの高校に行く予定だったが、寝るのが遅くなった為、寝坊

してしまい出発が遅れたが、バス停まで何とか間に合った。バスが到着すると、

そのバスは５０人以上も乗れる大型バスで、それが街中走行していたので、と

ても大きな都市だと感じた。 

高校に着くと、敷地が静内中学校の何倍もあり、教室数も多かったので、迷

子になりそうだった。 

また、私が驚いたのは、昼食を日本ではクラスごとで食べるのに対し、アメ

リカでは全校生徒何百人が、一緒に広い食堂で楽しく話しながら食べるという

ことだった。さらに授業中でも寝ている人やお菓子を食べている人など様々な

人がいて、日本との文化の違いに衝撃を受けた。 

学校が終わるとウェルカムパーティーに行った。会場には日本語が上手な人

や、今まで食べたことのないような美味しそうな料理があり、とてもワクワク

した。料理の味はどれもおいしかった。 

 

3月 26日(火) 

今日は集合時間がいつもより遅く、昨日は早く寝たため爽快な朝だった。 

パンとシリアルの軽食を食べた後、見学場所の農業高校に向かった。そこに

はガイドの人がいて、学校の歴史や授業の内容を教えてくれた。 

また、多くの動物や植物に特化している本、徹底管理された広大な農場など

があり、とても興味を持った。 

次に、ケンタッキー州議事堂を見学した。州の議事堂なのに、日本の国会議

事堂並みの大きさがあり衝撃的だった。中に入るとレキシントンに貢献した人



や歴代市長、市長の妻の人形などがあり、興味深いものがたくさんあった。さ

らに建物の中がとても繊細で奇麗だった。 

そして、最後にレキシントン空港の博物館に行った。そこには飛行機と馬が

融合するという斬新な作品があり、びっくりした（笑）。博物館には人類が初め

て空を飛んだ時から現在までの飛行機があり、それまでの歴史をわかりやすく

学ぶことが出来た。すべての見学が終わるころには昼になっていたのでマック

で夕食を食べ、その後、みんなでボーリング大会をした。 

 
 

3月 27日(水) 

今日の朝は貨物列車の音と共に起き、身支度を済ませ出発を待っていたが、

とても寒かった。昼になると気温が高くなったので、寒暖差が大きいと感じた。 

研修場所のホースパークでは、レキシントンの馬の歴史や、レキシントンダ

ービーで優勝した時のトロフィーなど、様々な馬に関するものがたくさんあっ

た。 

次に日本で有名な企業 TOYOTAの生産工場に行った。ここは、世界で一番大き

い工場だったので、とても広く、レクサスのグッズ売店などがあり、おもしろ

かった。 

最後はビズタウンという職業のことを深く学べるところでの研修だった。実

際に職業体験のシュミュレーションなどをするなど、とても勉強になった。 

すべての研修が終わり、車で家まで帰っている途中、陸上競技場に連れて行

ってもらった。そこでは複数の高校から陸上部が来ていて、人数が多いので夜

遅くまで競技をしていた。競技が終わり家に帰ると、ホームステイ最終日だっ



たので、みんなで写真撮影をした。 

  
 

3月 28日（木） 

今日はレキシントンに滞在するのが最終の日だった。ここを離れるのは、と

ても名残惜しかった。 

最初に市長への表敬訪問を行った。そこでは、いろいろなおもてなしをして

もらった。表敬訪問を終え、ホースパークを見学した。馬の栄光の数々や、様々

な大会のトロフィーなど、馬に関する資料がたくさんあった。 

次にＦｏｘ５６で、テレビの仕組みや機械のことを学んだ。さらにはＣＭや

ＣＧのことなどを細かく説明を受け、ＣＭやＣＧを作るのには手間と時間がか

かっていることを知った。 

昼食はピザを食べた。とても大きいサイズで、びっくりした。昼食が終わり、

最後に科学センターに行った。そこは美術関係の作品が多く、プラネタリウム

や動植物、陶芸品などがあり、とても興味深い場所だった。 

全部の体験が終わり、時間が余っていたので、古くからの建物が数多くある

公園で写真撮影やウォーキングをしたりして楽しんだ後、ホストファミリーと

別れを告げ、レキシントン空港からシャーロット空港に向かった。長いようで

短かったホームステイだったが、ホストファミリーに優しくしてもらい、色々

な場所に連れて行ってもらって、とても楽しい時間だった。レキシントンの人

は、みんな、おおらかで優しくフレンドリーだったので、またいつか、行きた

いと思った。 



 

3月 29日（金） 

朝起きるとすぐ、シャーロット空港を出発し、ロサンゼルス空港へ向かった。 

到着後、ガイドの人と一緒にチャイニーズシアターに行き、有名な俳優の手形

や、ゆかりの地についての説明を受けた。そこには色々なキャラクターに扮し

た人がたくさんいて、すごい気持ちが高ぶって楽しかった。 

今日の夕食は久々の日本食だったので、とてもおいしく感じた。夕食後、み

んなで集まって夜遅くまで色々な話をして盛り上がった。 

 
 

 

 



3月 30日（土） 

今日は待ちに待ったユニバーサルだったので、とても興奮した。 

朝早くからユニバーサルに行ったが、ハリーポッター城は、あまり並ぶこと

もなく乗ることができた。このアトラクションは迫力満点で、とても楽しかっ

た。 

その後、何グループかに分かれて各自ユニバーサルを周った。私たちは前半、

アトラクション、後半は買い物という計画だった。 

前半は、バスでジュラシックパーク・キングコング・ワイルドスピードなど

有名な映画のアトラクションを周った。どれもインパクトがあり、とても衝撃

的だった。 

次にトランスフォーマーのアトラクションに行った。そこは、作りこまれて

いて、乗り物も車の形で、すごいと思った。しかも、アトラクション中に３Ｄ

眼鏡をかける場面があり、ミサイルがぶつかるように見えたりするなど、とて

もワクワクした。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



●全体を通して 

初めは海外に行くことに対して正直、楽しみという思いよりも不安が大きか

ったです。ですが、実際に行ってみると、一緒に行くメンバーと徐々に仲良く

なっていき、初めて顔を合わせた時が、嘘みたいに思えるぐらい仲良くなりま

した。 

また、森崎さん、鵜木さん、高橋さんに親切にしていただき、不安がいつの

間にか、楽しさに代わっていきました。 

そして、この旅では、たくさんのことを学び、たくさんのことを経験しまし

た。すべてが新鮮な体験で、これからの人生で、とても大切な物を手に入れた

気がします。 

このような体験ができたのは、この企画を考えてくださった新ひだか町の

方々と、この旅の背中を押してくれた両親と、一緒に行った仲間のおかげです。

本当に感謝しています。 

 



   「レキシントン市訪問を振り返って」 

                              静内高等学校 １年５組 藪中愛海 

３月２２日     

 いよいよ出発式の日となりました。訪問団員の中に元々友達がいた事もあり、あまり

緊張することなくその日を迎えました。役場からバスで新千歳空港まで向かい、搭乗手

続きの後、羽田空港に到着しました。明日の長時間のフライトに備え、成田空港近くの

ホテルに一泊しました。出発するまでは、あまり話したことのない訪問団員とも飛行機

内やホテルで交流でき、お互いを知ることが出来ました。 

 

３月２３日 

 この日は長時間フライトのため、朝早くから成田空港へ向かいました。この旅行の中

で最大の難関の 1 つである入国手続きをする日でもあり、私も含め訪問団員の多くが緊

張している様子でした。 

出国手続きを済ませ、人生初となる海外フライトに入りました。１２時間という長時

間を飛行機の中でどう過ごせばいいのか少し不安ではありましたが、機内についている

モニターから音楽を聞いたり、映画を見たりすることができ退屈することはありません

でした。飛んでいる途中に日本時間での３時ぐらいに機内がナイトモードで暗くなった

り、短いスパンの中で機内食を取ったりと、時差を感じる出来事がいくつかあり不思議

な感覚になりました。 

 訪問団員と話したり、眠ったりして１２時間過ごしダラス空港に着きました。空港内

は日本と比べものにならない程広く（あぁ、海外に来たんだなぁ）と思いました。アメ

リカに到着しすぐに待ち受ける入国審査。自分１人で審査員の質問に答えなければなら

ず（失敗したらどうしよう…）と不安で仕方がなかったです。ですが、日本語を話せる

審査員が私たちの様な人を助ける為に待機しているのを見て、少し安心しました。審査

員の英語が聞き取れなかったり、自分の言葉が通じなかったりと焦ったこともありまし

たが、ジェスチャーなども混じえ、なんとか切り抜けることが出来ました。将来の自分

に繋がる良い経験の１つになったと思います。 

 その後、また１時間程飛行機に乗りレキシントンへ行きました。レキシントンの空港

では、ホストファミリー達が私達の到着を待ってくれていました。何人かのホストファ

ミリーの中で「Narumi」と書かれたポスターを掲げていた女の子を見つけ駆けつけまし

た。その子の名前はベラといい、とても優しく迎えてくれました。それぞれのホストフ

ァミリーと合流後、その場で解散となりました。 

 この旅行で初めて海外で１人になりました。ホストファミリーと「コミュニケーショ

ンは取れるのか」、「どんな家なのか」、「どんな人達なのか」、不安と期待と緊張を

感じながらベラの車で家へ向かいました。１０分程のドライブでしたがいくつか気づい

た事がありました。まず、道が広いことです。景色は牧場などのどかな感じなのですが、

道が広いからか普通の道でも日本の高速道路程のスピードでどの車も走っていました。

そして、家などの建物が大きいのは勿論、建物と建物の間隔も広く自分が小さくなった

様に感じました。 

 ベラの家は街から少し離れた住宅街にあり、とても大きく素敵なお家でした。二階に



案内され「ここの部屋を好きに使って」と言われた時はとても驚きました。何故ならそ

の部屋には洗面所やトイレ、バスルームまでが付いていたから

です。部屋自体も私が過ごすには充分過ぎる程広く、とても寛

げました。アメリカでは家でも靴を履くのが普通と聞いていて、

少し不安でしたが床はそれが気にならない程、綺麗で安心しま

した。 

 その後、ベラのお母さんとベラとその妹と４人で近くのスー

パーに行きました。現地の人達にとって普通のスーパーの様で

すが、私からするとコストコの様でした。カートから通路から

全体的にサイズが大きく、売っている商品も大きい物ばかりで

驚きっぱなしでした。そこでは私の為にシリアルやジュース、

チョコレートを買ってくれました。 

 家に帰るとすぐに「夕飯を食べに行こう」と言われ、今度はベラの弟も連れ５人で出

掛けました。ケンタッキーの様なフードコートに行きチキンとポテトを食べました。想

像通り、量は多かったですが味は濃すぎず、美味しかっ

たです。 

 家に戻り早速日本からのお土産をベラ達に渡しまし

た。日本のお菓子やお茶、お箸などを渡すととても喜ん

でくれました。その場でお菓子を開け家族全員で食べ

「美味しい！」と言われた時はとても嬉しかったです。

長時間のフライトと慣れないホームステイ先での生活

からその日は疲労からすぐに眠ってしまいました。 

 

３月２４日 

 まず朝に家族全員でキリスト教の教会に行きました。大きな教会に多くの人が集まり

色々な話を聞いたり、歌ったりしました。正直何を言ってい

るかは分かりませんでしたが、歌や儀式はとても綺麗で感動

しました。 

 その後、ベラと妹、ベラのお母さんの３人に連れられ私が

行きたがっていたショッピングモールへ行きました。着いて

すぐにピザを食べました。１ピースがとても大きく、美味し

かったです。 

 そのショッピングモールは、服や雑貨、スポーツグッズな

どなんでもあり見て回るだけですごく楽しかったです。その

中にあるスポーツショップで本物の銃が売られていた事が今

日１番の驚きでした。 

 その日は、ベラのお母さんの手料理をご馳走になった後、

ベラの家族とお互いの事をたくさん話しました。翻訳アプリを使ってくれたのでとても

話しやすく、楽しかったです。 

 



３月２５日 

 ベラと共に学校へ行きました。全校生徒３０００人程

の大規模な学校で、入り口では持ち物検査が行われてい

ました。アメリカでは、授業毎に学校をバスで、はしご

していてその制度にまずとてもびっくりしました。そし

て、授業中でもお菓子、食事、スマホがＯＫでその自由

度と日本とのあまりの違いに驚きました。 

お昼はベラが学食の様な所でピザを用意してくれま

した。学校の外には野球場やアメフトの競技場、陸上競

技場が設備されていて、さすがアメリカだなと思いました。五時間の授業を終え、私は

ベラのお母さんの迎えで家に帰りました。 

 その後、現地の人たちが開いてくれたウェルカムパーティに参加しました。そこでホ

ームステイ後、初めて他の訪問団員と再会し、日本語で会話が出来るということにとて

も安心しました。そして私は、そこで一五年前に私の家にホームステイしたドーンに会

うことが出来ました。まさか会えるとは思っていなかったのでとても驚き、そしてとて

も嬉しかったです。 

 

３月２６日 

   この日は他の訪問団員と合流し市内視察に出かけました。農業高校、州議事堂、ケン

タッキー航空博物館を見学しました。他の訪問団員と一緒ということもあり、リラック

スしながらまわることが出来ました。 

農業高校では様々な植物や動物を見ることができ面白かったです。そして牧場などを

含む学校の敷地の広さに驚いてばかりでした。 

 次に見学した州議事堂は、外見からして「さすがアメリカ！」といった感じの雰囲気

でした。私の想像していたものとは、かけ離れていてそこでも

文化の違いを感じました。 

 一通り見学した後、ケンタッキー航空博物館へ向かいました。

そこにはたくさんの飛行機が飾

られており、それらを見ながら飛

行機の歴史を学ぶことが出来ま

した。 

そして最後には、皆でボウリング

をしました。思った方向に投げら

れず難しかったですがとても楽

しかったです。 

 訪問団員はその場で解散となり、ベラのお母さんの車で家に

帰りました。帰る途中私が「チョコレートを買いたい」と言うとお菓子屋さんに寄って

くれました。色々な種類のチョコレートがあり、どれも美味しそうでした。 

 その日の夜は「ピザが好き」と言った私の為に用意してくれたデリバリーのピザを食

べました。とても美味しかったです。夕飯後、「キャプテン・マーベル」という映画を



見に映画館に連れてってもらいました。映画館自体の広さは、日本とあまり変わりませ

んでしたが、ポップコーンやドリンクの大きさがアメリカンサイズでした。事前にあら

すじを調べてから見に行ったので、多少言葉が分からなくとも楽しみながら見ることが

出来ました。 

 

３月２７日 

 今日も訪問団員と一緒に市内視察に出かけました。ケンタッキーホースパーク、トヨ

タ工場、ビズタウンを見学しました。ケンタッキーホースパークでは、競馬や馬の歴史

を学びました。トヨタ工場では、簡易的なバスの様なものに乗りながら、工場内を見て

回りました。撮影禁止というのが少し残念でしたが、見学自体はとても面白かったです。 

最後にビズタウンへ行きました。そこには色んなお店のモデルがあり、それらを使っ

て職業体験が出来る場所でした。時間の関係で職業体験までは、出来ませんでしたが色々

なモデルに入ることができ、楽しかったです。 

 その夜、私は他の訪問団員とそのホストファミリーと

一緒にローラースケートをしに行きました。人生初だっ

たローラースケートはコツを掴むまでが難しく、何度も

転んでしまいましたが、楽しみながら運動出来ました。

そこにはローラースケートだけではなく、ゲームセンタ

ーや大きな部屋をまるまる使ってのサバイバルゲーム

などもあり、とても楽しい時間を過ごせました。そのホ

ストファミリーが私を家に送り届ける途中サンドウィ

ッチ屋さんに寄ってくれて一緒に夕飯を食べました。お腹が空いていたこともあり、と

ても美味しかったです。 

 

３月２８日 

  レキシントンで過ごす最後の日です。まずレキシントン市市長に表敬訪問をし、その

後テレビ局、リビングアート＆科学センターへ見学に行きました。テレビ局では様々な

話を聞き、コマーシャルの作り方を実際に見せてもらったりしました。 

その後、リビングアート＆科学センターに向かいました。そこは小さな美術館の様な

ものと科学に関わるものを集めたものが合体したような建物でした。色々な場所を見学

したり、プラネタリウムを見たりして楽しみました。一通り見た後、少し時間が余った

ので近くの公園で皆とお散歩しました。暖かく、広く綺麗な公園でのお散歩は気持ちよ

かったです。 

 そして、空港でホストファミリーとお別れをしました。家族全員で優しく迎え入れて

くれて、本当に楽しいホームステイでした。 

 １時間半のフライトを経てホテルに着きました。すっかり仲良くなった訪問団員達と

一つの部屋に集まって夜遅くまでお喋りし楽しみました。 

 

 

 



３月２９日 

 朝早くに空港へ向かい、約六時間のフライトでロサンゼルスへ行きました。同じアメ

リカでも風景などがレキシントンとはまた違っていて、街並みを見ているだけでも楽し

かったです。昼食をとった後、現地ガイドさんの案内でサ

ンタモニカやチャイニーズシアターなどの観光名所を見て

まわりました。テレビなどで知ってい

た観光地を実際に見ることが出来て

とても嬉しく、楽しかったです。 

 その後ホテルに行きました。そこは

日本人街の様なところで皆と行った

スーパーでは、日本製のお菓子やジュースなどがたくさん売ってあ

り、少し驚くとともに久しぶりに触れた日本に安心しました。その

日は、明日に備えて皆で早寝をしました。 

 

 

３月３０日 

 まちに待った「ユニバーサルスタジオハリウッド！」

朝から夜まで一日中見学で思いっきり楽しみました。 

最初は、訪問団員全員でハリーポッターのアトラクショ

ンとスタジオ内をバスでまわるツアー？に乗りました。

どちらも大迫力でとても面白かったです。その後は、グ

ループに別れての行動になりましたが、たくさんのアト

ラクションを楽しみました。 

 ホテルに戻り、帰り支度をしていると（あぁ、明日に

はもう日本なんだなぁ）と、少し寂しくなりました。 

 

３月３１日～４月１日 

 アメリカ最終日。長いようで短かったこの１０日間も今日で終わりとなりました。 

１２時間のフライトで日本に帰国しました。役場に着いた頃には、皆疲れ果てていまし

たが、楽しい仲間達のおかげで最後の最後まで楽しい旅行でした。 

 この交換留学を通して、文化の違いや日本では測ることの出来ない英語力などたくさ

んのことを学び、気づき、吸収することが出来ました。言葉の壁など今の自分には、ど

うしようもない大変なこともありましたが、それ以上にすごく楽しかったです。アメリ

カの凄さや改めて知った日本の良さ、今後の自分に必要なこと。今回の体験を基にこれ

からの自分に繋げていきたいと思います。 

 貴重な経験をありがとうございました。 

 



ホームステイｉｎレキシントンＫＹ 

 

静内第三中学校 ３年Ｂ組 大西ありす 

 

３月２２日（金） 曇り☁ 

 この日は学校の修了式が終わってから役場に集合しました。この時はまだ一

緒にお話ししながら待つほど仲のいい人もおらず、また、これから始まる１０

日間にとても緊張していたので、ドキドキしながら待っていました。全員が集

まってからは、外に出て記念碑の前で記念撮影をした後すぐにバスに乗り込み

ました。家族に役場の前で見送られて少し不安になりながらもワクワクした気

持ちでいました。 

新千歳空港に着いてからはいろい

ろな手続きもあり、ゆっくりする余裕

もなくあっという間に北海道にお別

れしました。飛行機の中では、その日

１日の学校での疲れもあり、気づいた

ら寝てしまっていました⋯。羽田空港

に着いてからホテルに移動するとき

も、また少し時間があったので貴重な

睡眠時間にしました（笑）次の日が長

時間飛行機に乗るということだったので、夕食の照り焼きチキンを食べた後に

いつもよりも少しだけ早く就寝しました。 

この日同じお部屋だったのは山口リコちゃんでした。 

 

３月２３日（土） ＪＰＮ→雨☂ ＬＥＸ→晴れ☀ 

 この日はついに日本からアメリカへ出発する日でした。成田空港で出国手続

きを済ませた後、東京にお別れをして、みんなと一緒に大きめの飛行機に乗り

ました。お隣は村田リンちゃんと浦東サキちゃんでした。慣れない機内食や飛

行機の中での睡眠など、ずっと座っている、というのが想像していた以上に疲

れました。 

長いフライトの後、一度ダラスフォートワース空港に着陸しました。ここで

は、アメリカへの入国手続きをしました。入国審査官も周りの人たちも外国人

ばかりで、『日本とは違う』ということを感じさせられました。審査が終わった

後は搭乗ゲート付近で少しの間自由行動となり、個人で昼食をとることになっ

たので、同じ学校の先輩の薮中ナルミ先輩と一緒にお店を見て回りました。私

はポップコーンを買いました。その後は、ゲートに戻る途中に出会った欅田ヒ



ロタケ先輩、保科リク君、片山サトネ君たちと一緒に

昼食を食べました。中学生同士ということもあり、会

話もはずんで楽しかったです。 

レキシントン空港に着くと、ついに待ちに待ったホ

ストファミリーたちとの対面‼私の受け入れ先のペネ

ロピはすぐに駆け寄ってきてハグしてくれました。空

港で解散する前に訪問団全員とホストファミリーたち

で記念撮影をしました。ペネロピのお家に行くと、優

しそうなお父さんが出迎えてくれました。ペネロピの

お家は靴を脱いで生活しているお家だったのですごく

楽でした。 

その後は、お母さんがスーパーマーケットに買い物

につれて行ってくれました。アメリカのスーパーは、

日本と違って１つの品物〔例えばシリアルとか〕に対しての種類がものすごく

多くてびっくりしました。お家に帰ってから家族みんなにお土産を渡すと、す

ごく喜んでくれてうれしかったです。この日の夕食は、レキシントンのローカ

ルフードだというＢＢＱを食べに行きました。とてもおいしかったです。長時

間の移動のせいもありベッドに入るとすぐに寝てしまいました。 

 

３月２４日（日） 曇り☁＆雨☂ 

 この日は日曜日だったので１日中ホストファミリーと過ごしました。朝、少

し早起きをしてショッピングモールに行きました。モールの通路のようなとこ

ろにたくさんのブースがありました。私はタピオカとドーナツを買って食べ歩

きしながら、友達や家族へのお土産を見て回りました。その後、余った時間で

お母さんがお洋服屋さんに連れて行ってくれました。そこでかわいいワンピー

スを買ってもらいました。 

 お家に帰ってからはペネロピのお友達を招待したホームパーティーを開いて

くれました。みんなとても優しく話しかけてくれた

ので、緊張しないで一緒に楽しむことができました。

パーティーが終わると急に静かになり、「今日あった

人とはもう会えない可能性の方が高いんだなぁ。」と

思うと少し寂しくなりました。『一期一会』という言

葉の意味を強く感じました。 

その後にペネロピとお散歩に行きました。とてもきれいな住宅街で、近くに

緑の多い公園〔野生のリスもいました〕もあり、「素敵なお家に受け入れてもら

えてよかったなぁ。」と思いました。この日の夕食はお父さんが作ってくれた、



ビーフ煮込みでした。夕食の後は家の中を少し見て回りました。お父さんは本

が好きな人らしく、壁一面に本棚があって本がびっしり詰まっていました。私

も本が好きなのでハリーポッターやナルニア国物語など共通の話題でお話しす

ることができました。 

 

３月２５日（月） 曇り☁＆雨☂ 

 この日は学校登校日でした。ペネロピの通っている高校〔Henry Clay High 

School〕はお家から少し遠いところにあるらしく、７時にはお家を出ました。

時間割は１時間目 心理学、２時間目 英語、３時間目 歴史、４時間目 化

学、５時間目 スペイン語、６時間目 数学でした。先生が教室に来るのでは

なく、生徒がクラスを移動するのは前から知ってはいたのですが、やはり日本

とは違ってなかなか慣れませんでした。また、日本と同じように第２言語を習

っていてそれが英語じゃない、という、アメリカでは当たり前のことが少し面

白いなぁと思いました。学校見学を通して、《言語の面では日本とはかなり違う

ところがあるけれど、数学などはやっぱり全世界共通である》ということを学

びました。 

 お家に帰ってから、Bell House で

行われるウェルカムパーティーの準

備をしました。パーティーではレキシ

ントンの人たちがアットホームな雰

囲気で出迎えてくれて、楽しくにぎや

かに過ごせました。また、訪問団のみ

んなに会うことができて、少し安心し

ました。出された食事もすごくおいしかったです。 

 

３月２６日（火） 晴れ☀ 

 この日はローカストトレース農業学校、ケンタッキー州議事堂、ケンタッキ

ー航空博物館の見学に行きました。 

 農業学校には、学校を掛け持ちしている生徒も通っているらしく、午前中は

他の普通の高校に行き、午後からバスで移動してくるということでした。１日

の内に２つの学校に通うということが、日本ではあまり考えられないので少し

びっくりしました。 

 州議事堂では、内部を見学させてもらいました。少し開けてホールのように

なっているところには、リンカーンなどの銅像が立っていました。また、その

天井にはきれいな絵が描かれていて幻想的でした。他には、ケンタッキー州の

歴代のファーストレディたちのドレスを着た人形が飾られていました。でも、



人形がたくさんいすぎたので、夜は見たくないなぁ

と思いました。その後、議員さんたちが会議をする

ところを見せてもらい、議長席に座らせてもらうこ

とができました。すごくどっしりとした椅子で偉く

なった気分になりました。 

 航空博物館では、たくさんの飛行機の模型を見ま

した。また、飛行機の歴史などについても教えても

らいました。 

 午後からはボーリングに行きました。私は生まれ

て初めてやったので、とても楽しかったです。 

 この日は、１日中訪問団で移動していたので、一

緒に行った人たちと少し仲良くなることができました。 

 

３月２７日（水） 晴れ☀ 

 この日はケンタッキーホースパーク、トヨタ工場、Biztown の見学に行きまし

た。 

 ホースパークでは、ケンタッキー州の馬〔競走馬〕についてのお話や世界的

な馬の歴史、馬車についてなどを学びました。ケ

ンタッキー州の競走馬はかなりブランド性が高

いらしく、全米のレースでも優勝できるような馬

も生産されているということでした。また、歴史

に残るほど強かったことで有名で、たくさんのレ

ースで優勝したことのある馬なども何頭か輩出

しているということでした。競走馬を通して、《ケ

ンタッキー州と新ひだか町との強いつながり》を感じました。 

 トヨタ工場では、写真撮影などは禁止で、「さすが、世界的な大企業だなぁ。」

と思いました。工場内を見学して、《日本の技術が世界で役立っているのはすご

いことだ》ということを実感しました。 

 Biztown は、レキシントンの小学生が職業体験などをしに来る施設で、いろい

ろな商業施設のレプリカがありました。昼食に食べたファストフード店のレプ

リカもあり、自分たちが利用したお店の裏側を知ることができたのが楽しかっ

たです。 

 お家に帰ってからは、ローラースケートができる施設に連れて行ってもらい

ました。人生初のローラースケートだったのですが、ペネロピに支えられなが

ら少し練習すると滑れるようになって、とても嬉しかったです。ホストファミ

リーと過ごす最後の夜もみんなで会話できてよかったです。 



３月２８日（木） 晴れ☀ 

 ついにレキシントン最終日。この日はレキシントン市長への表敬訪問、Fox56 

TV 局、科学センターの見学に行きました。 

 レキシントン市庁舎では、市長さ

んへの訪問の前に、私とリクがロー

カル TV の取材を受けることになり

ました。少し緊張しましたが、英語

で答えることができてうれしかった

です。その後、市長さんに挨拶に行

きました。レキシントン市に受け入

れてくださったことをとても感謝しています。 

 Fox56 TV 局では、実際にテレビに流れているＣＭの作り方などを見学しま

した。１人の人が効果音、イラスト、レタリングなどを考えていてすごいなぁ

と思いました。たった３０秒ほどのＣＭにたくさんの苦労が詰まっているとい

うことを知りました。 

 科学センターでは、the アートという感じの作品を見たり、進んだ技術や教育

制度を学んできました。ここでは、小さな子供たちに実際に触れて学ぶという

ことを教えていました。〔動物やプラネタリウム工作など〕《小さいうちからい

ろいろなことを実際に体験することで感受性などを養うことができる》という

ことを学びました。このような施設は、日本にもあってほしいなぁと思いまし

た。 

 施設見学が終わると、ブルーグラス空港に向かいました。ここでは、ホスト

ファミリーとお別れをしました。短い間だったけど、本当にお世話になったみ

んなとお別れするのがさみしかったです⋯。この後、シャーロット空港へと向か

いました。 

 

３月２９日（金） 晴れ☀ 

 この日は朝の６時半に朝食を食べて、飛行機に乗ってロサンゼルスへ向かい、

サンタモニカ、チャイニーズシアターの見学に行きました。 

 サンタモニカは、とても海がきれいで、隣にあった遊園地もキラキラした雰

囲気に包まれていました。たくさんの人がいてにぎ

やかでしたが、橋を歩いているとＣＤを売っている

黒人の人がいたり、ホームレスのおじいさんやおば

あさんがいたりして、貧困の差が激しいように感じ

ました。《栄えているからこそ目立つ光と影》を強く

感じました。 



 チャイニーズシアターでは、『ハリウッド』の文字と記念撮影をしました。よ

く映画で見かける景色を実際に自分の目で見

ることができて感動しました。また、ハリウッ

ドスターたちの手形も見に行きました。古い時

代の人からとても新しい人までたくさんあっ

て、知っている映画や役者さんの手形を見つけ

て記念に写真を撮りました。ただ、ここにも写

真やＣＤを売ってお金をもらおうとしている

人がたくさんいてやはり都会では常に気を張っていなくては、ということを痛

感させられました。 

 ミヤコホテルロサンゼルスは周りが少し日本のような雰囲気のところにあり、

安心感がありました。 

 

３月３０日（土） 晴れ☀ 

 この日は１日ユニバーサルスタジオハリウッドの研修でした。 

ユニバでは、女子中学生の４人とエリーさんの５人で一緒に回りました。 

１番最初に乗ったハリーポッターのアト

ラクションは、朝早かったのでスムーズ

に乗ることができました。その後は、ほ

とんどすべてのアトラクションに乗り、

ウォーターワールドのスタントショーも

見ました。途中、アイスやチュロスを買

って食べ歩きしたり、たくさん叫んだり、笑ったり、おしゃべりしたりしてと

ても楽しかったです。最後に、みんなで一緒にサングラスを買いました。この

サングラスは、今では私の宝物になっています。 

ユニバを出ると、ネオンが輝いているお土産街

のようなところがありました。そこで、おいしい

イタリアンの夕食を取った後、自由行動になりま

した。そこでもたくさんのお買い物をしました。

周りが、ライトでとても明るかったので、サング

ラスをかけて歩きました。 

この日１日は、すごく楽しくて、この訪問の中

で１番の思い出です。またみんなでお出かけした

いなぁと思いました。 

 

 



３月３１日（日） 晴れ☀ 

この日は、ついにアメリカ最終日でした。 

ホテルのロビーで、レキシントンからのお土産の青いＴシャツを着てみんな

で記念撮影をしました。 

ロサンゼルス空港で出国手続きを済ませ、成田空港へ向かいました。飛行機

では、お隣が行の時と同じで、サキとリンちゃんでした。でも、帰る時の方が

２人とも仲良くなっていたので、飛行機の中でもすごく楽しい時間を過ごしま

した。 

 

４月１日（月） ＬＡ→晴れ☀ ＪＰＮ→雨☂＆曇り☁ 

 飛行機の中で日付変更線を越えたので、時間の感覚がかなりずれて大変でし

た。成田空港で入国審査をして千歳行きの飛行機に乗りました。みんな疲れて

いたので、すごく静かでした。 

 千歳空港から静内まではバスで移動しました。そのバスの中では、みんなで

スマホを交換し合って撮った写真の保存をしました。たくさんお話もして楽し

かったのですが、だんだんと終わりが近づくにつれてまだみんなと一緒に居た

いなぁと思うようになりました。それでも、役場について家族の顔を見たとき

は、とてもほっとしました。 

  

まとめ 

 私は今回、自分の英語力を試してみたいと思い、この訪問に応募させていた

だきました。実際に行ってみて、自分のまだまだつたない英語でも、『聞く努力、

伝える努力』をすれば会話ができる、ということを学びました。また、このこ

とは、日本語で会話し、コミュニケーションをとる時にもとても役に立つとい

うことも学ぶことができました。これからグローバル化が進み英語の必要性が

さらに上がってくると思います。その時に、この貴重な経験を生かしていける

と思います。また、アメリカと静内にはたくさんの違いがあり、それぞれ良い

ところも改善しなくてはいけないところもある事を学びました。 

 異国の文化に触れ、外国人とコミュニケーションをとるということを体験で

きた今回の訪問で、私は、もっと日常的に英語を使ったり、海外について知り

たいと思うようになりました。これからは、今回学んだことを最大限に生かし、

生活していきたいと思います。 



My Precious 11 Days 

 

北星学園大学 ３年 高橋 南多 

 

3/22  ◎新千歳空港出発 

 新千歳空港で訪問団の皆さんと合流し、成田空港へ向けて出発！しかし新千

歳空港でのチケット発券に思いのほか時間がかかり、搭乗開始時間ギリギリに

搭乗口へ到着しました。羽田空港についてから成田空港へのバスを探すのにや

や迷子になりましたが、無事バスに乗り成田空港へと向かいました。意外にも

成田空港への距離が長く感じました。ホテルへは 21時ごろに到着しチェックイ

ン後にすぐ夕食へ。みんなの顔にも少し疲労がみえました。疲れと緊張からか、

とても静かな夕食でした。 

 

3/23 ◎成田空港出発→ダラス空港→レキシントン空港 

 朝は予定よりも 30分ほど早く出発し成田空港へと向かいました。成田空港で

は予定よりも早めに行動開始したこともあり、自由時間

を多く取れたのでみんなでお店を散策したりしました。

時間になり飛行機に乗ると、いよいよ出発するのだなと

いうドキドキが止まりませんでした。約 12時間のフライ

トでご飯は 3 食出てきたのですが、夕食のデザートにハ

ーゲンダッツが出てきたことが一番嬉しかったです。飛

行中は豊富な種類の映画や日本のバラエティを見ること

ができたので快適で時間もあっという間でした。 

 ダラス空港へ到着してから一番の難関と聞いていた入

国審査へ！関税申告は日本語対応の機械で行い、その後

有人カウンターで顔写真と指紋を取りました。ここで複

数人同時にカウンターへ行けることが判明したので、来年からは複数人一緒に

行くと良いかもしれません。事前勉強会の通りにたくさん質問されましたが、

落ち着いて答えれば問題ありませんでした。た

だ、なぜレキシントンに観光に行くんだ？と、

不思議がられました。姉妹都市交流だよ！と答

えるまで怪しまれました笑。誰も別室へ連れら

れることなく無事全員が入国審査をクリアでき

ました。ダラス空港でも 2 時間ほど自由時間が

あり皆で初めてドルでお買い物をしたりして時

間はあっという間に過ぎていきました。 



レキシントン空港についてからエスカレーターの下にすぐホストファミリー

が迎えに来てくれているのが見えて皆の緊張も MAXに笑。下に降りると皆さん

暖かく迎えてくれました。私のホストマザーのベロニカさんは車に乗って競走

馬場を案内してくれたり、スタバに連れて行ってくれました。家には犬 3 匹と

猫 3 匹がいて動物大好きな私には動物天国でした。ディナーに連れて行ってく

れたレストランで食べたハンバーガーは、今まで食べた中で一番美味しいハン

バーガーでした！夜には一緒に映画ヘアスプレーを観ました。猫ちゃんたちが

とても人懐っこく、一緒にベッドで寝ました。 

 

3/24 ◎ホームステイ先で自由行動 

 この日は終日ホストファミリーと過ごしました。時

差ボケに悩まされることもなく熟睡し、ベロニカさん

が教会へ行っている間に猫と犬と一緒にゴロゴロし

ながら至福の時間を過ごし、午後にはベロニカさんと

犬たちと一緒にドッグパークへ行きました。日本には

いない種類の犬が沢山いてとても楽しかったです。初

めて会った人も皆フレンドリーに話してくれてレキ

シントンは素敵な街だなぁと感じました。帰りに地元

のアイスクリーム屋さん『Crank＆Boom』に連れて行

ってもらい Salted Caramels という味を試してみたら

とても美味しかったです！夕食はタコスを初めて食

べたのですが、とても美味しくてびっくりしました！

家に帰ってからは犬と猫と沢山戯れて癒されました。 

 

3/25 ◎引率のみで行動 

 この日は朝に引率の森崎さんと鵜木さんと三人で市役所に集合をしてケンタ

ッキー大学の日本人の教授と、６月にインターンで新ひだか町に来る 2 人の大

学生とレキシントン企画課の方々とミーティングがありました。そこで日本人

の市内視察の際に通訳をお手伝いしてくださる方ともお会いして、とても心強

く感じました。ミーティング後にはマイクさんが働いていた高校を訪問しまし

た。教室一つ一つに鍵がかかっていてセ

キュリティがとてもしっかりしていまし

た。その後 Lexington Visitor Center に行き

ました。新しい建物でとても綺麗でした。 

その後 BUFFALO TRACEというバーボ

ン工場に行き工場見学をしました。寒く



て風に耐えながら工場見学をしたのですが、内容がとても興味深く

て楽しかったです。最後に試飲をさせて頂いたのですが、生まれて

初めてアルコール 45 度のお酒を飲み、のどが焼けるかと思いまし

た…いい思い出です笑。お土産も沢山買えて大満足でした。 

 夜はウェルカムパーティーがあり、去年新ひだか町に来ていた子

にも再会できてとても嬉しかったです。各家庭からご飯を持ち寄り

振舞ってくれたのですが、アメリカの家庭料理がズラッと並んでい

て圧巻でした！みんなで交流をしてとても楽しい時間を過ごしま

した。 

 

3/26 ◎市内視察 1日目 

 朝ごはんにオートミールを食べたことがないと私が言ったのを覚えていてく

ださり、初オートミールを食べました。おかゆのような料理で、私は好きでし

た！この日はとても冷えていて、外を歩く人はみんなコートとマフラーを装着

していました。農業高校、ケンタッキー州議事堂、航空博物館を見学したのち

皆でボウリングをしました。施設見学は専門用語が沢山あり日本語に訳すのが

難しくとても苦労しました。 

 

 

3/27 ◎市内視察 2日目 

 ケンタッキーホースパーク、トヨタ工場、Vis townを見学しました。ケンタッ

キーホースパークは馬の起源を勉強したり、写真が沢山ありとても面白かった

です。トヨタ工場は広い工場内を車に乗って見学したのですが、マイクを持っ

て私が通訳をして話したので少し恥ずかしかったです。Vis Town は日本でいう

キッザニア東京のような職業訓練体験

場所でミニチュアサイズのレキシント

ン市内の銀行、郵便局、警察、大学な

どがリアルに再現されていて面白かっ

たです。 



3/28 ◎市内視察・レキシントン滞在最終日 

 この日が最後のレキシントン滞在でした。あっという間に時間は過ぎてお別

れの朝はとても寂しかったです。朝は市長への表敬訪問があり緊張しましたが、

温かい雰囲気で行われ、市長から皆へ素敵なバッチを頂きました。その後テレ

ビ局と科学センターを訪れました。テレビ局はなんとなく日本の大きなテレビ

局を想像していたので小さな建物で驚きました。テレビの CM 制作の流れを知

ることができとても面白かったです。科学センターは地元の人が気軽に行ける

ような場所で、日本でいう児童会館に似ているなと感じました。いろんな芸術

作品や動物がいて楽しかったです。日本にもこんな場所ができれば良いのにな

と思います。 

 レキシントン空港からシャーロット空港へは割とすぐに着いたので、シャト

ルを呼んでホテルへ向かおうとしたのですが、ここで 1 つちょっとしたトラブ

ルが…。迎えに来たシャトルが想像よりも小さく 13人全員は乗りきれず、森崎

さんと鵜木さんは空港で 2 台目を待つことになってしまいました。そんなプチ

トラブルはありましたが、夜はみんなでワイワイ食事をして楽しかったです。 

 

 

3/29 ◎シャーロット→カリフォルニア 

 この日は少し朝早くから行動開始です。シャーロット空港は大きな空港で働

いている人もすこし疲れているように見えました。保安検査の時に私の荷物が

ランダムで弾かれて中身すべてを薬物検査されました。わけもわからずドキド

キしながら検査結果を待っていました。ロサンゼルスへは約 6 時間乗っていた

のでかなり長く感じました。ロサンゼルスの空港には名鉄観光の方が待ってい

てくださり、バスに乗りロス市内を色んな情報を交えつつ紹介してくださいま

した。サンタモニカのビーチは日差しが強くサングラスは必須でした！太陽が

近くてとても眩しかったです。チャイニーズシアターではスターの手形に興奮

の連続でした。 



 

3/30 ◎Universal Studio Hollywood 

 朝から夕方まで一日ユニバーサルスタジオで自由行動でした！みんなで一緒

にスタジオツアーに参加したのですが、実際に撮影にも使われているセットを

見れたり、とても面白かったので、ぜひ来年の皆さんにも参加していただきた

いです！そんなに広い訳ではないので一日あれば十分楽しめてお土産も沢山買

えて最高の一日でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/31＆4/1 ◎アメリカ出発＆日本到着 

 いよいよ帰国日になり、移動している間も滞在中の思い出が、沢山頭をよぎ

りました。出会った人たちは皆さん親切で、毎日刺激を受けて、忘れられない

10日間を過ごすことができました。新千歳空港で訪問を共にした皆の見送りは、

旅の中で一番辛かったです。涙を堪えながら、旅の余韻に浸っていました。 

こんなに素晴らしい経験をさせて頂いて、新ひだか町の皆さんをはじめとす

る関わって下さった方々、皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎訪問を終えて 

個人的にアメリカに行ったら、集めようと思っていた Starbucks の地域限定マ

グカップを沢山集められて、記憶とともに形を持ち帰ることができ嬉しかった

です。空港に着いたら皆がスタバの場所を私に教えてくれたので、スムーズに

各地でゲットできました笑。アメリカ国内の移動で、毎回スーツケースを開け

られていたのもいい思い出です。 

 今回の訪問で皆さんの語学サポーターを務めさせて頂き、私にとっても初め

てのことが沢山あり、戸惑うこともありましたが、皆さんの訪問の手助けが少

しでもできていたのなら幸いです。訪問団の皆さんの英語を沢山吸収しようと

いう積極的な姿勢に、私も見習わなくてはならないなと刺激を受けました。レ

キシントンは住んでいる人たちが穏やかだからなのか、時間がゆっくり過ぎて

いくように感じました。今回のこの訪問は、私にとって色あせることのない一

生の宝物です。 

  

 

◎来年以降、語学サポートされる方への参考までに 

・とても乾燥していたのでハンドクリームとリップクリームは、必需品でした。 

・今回の滞在中のホテルには、パジャマがなく部屋着は多くても困りませんで

した。 

・フィートからメートル、ポンドからキログラムへの変換をマスターしておく

と役立ちます。（アメリカでは ft と£で説明されますが、日本では馴染みがな

いのでイメージしにくいため） 

・空港からホテルのシャトルを呼ぶとき、あらかじめ乗る人数を申告すると良

いと思います。（今回はシャトルが思いのほか小さくて、全員が乗れず２グル

ープに分かれてしまったため） 

・小銭の使い方を習得しているとお土産タイムなどの時にスムーズにサポート

できます。（短いお土産タイムでも、お会計で手こずる子が沢山いたので隣で

見てあげると良いと思います） 



レキシントン訪問記 

新ひだか町 議会事務局 主事 鵜木 愛理  

 

３月２２日（金）晴れ☀ 新ひだか町→東京 

 ついに来た出発の日。 

 初めての海外、初めてのホームステイ、引率

者として責任のある立場で行く緊張感、ドキド

キやわくわく、不安、いろんな気持ちが入り混

じりながら、職員や団員の家族に見送られ、新

ひだか町を経ちました。 

新千歳空港から羽田空港へ行き、その後、バ

スで成田空港近くのホテル“成田エアポート

レストハウス”へ移動しました。 

夜９時半頃にホテルへ到着し、すぐに夜ご

飯。訪問団全員で会うのは、今日が４回目。

まだ慣れていないのか、渡米に緊張している

のか･･･バスの移動中やご飯中は会話が少な

く静かでした。 

 明日に備えて早くベッドに入りますが、この旅で最も不安視されているダラス

での入国審査が明日待ち構えています。すぐに寝られるわけもなく、最後のおさ

らいをしようと YouTube で入国審査の動画を見ながらイメージトレーニングをし

て眠りにつきました。 

 

 

３月２３日（土）晴れ☀ 東京→レキシントン１日目 

 昼 11時半に成田空港を経ち、日本を後に。機内食を２

回食べました。この中では鶏油そばとクリームチーズタル

トのハーゲンダッツが私のお気に入りです。 

フライト中はほぼ寝て、時々起きては身体を伸ばしたり、

各席に付いている液晶で映画や現

在地、入国審査の動画を見ました。

機内を歩いていたときに、キャビ

ンアテンダントの方に教えていただき見ることができた

朝焼けがとてもきれいでした。 

ダラス空港に到着したのは 23日の朝９時頃(日

本時間夜 11時)でタイムスリップしたみたいに感

覚が狂いそうになりました。これが時差ボケかと

思いつつ、気を引き締めて入国審査へ。 



パスポートに増えていくスタンプは海外旅行の思い出の一つ

だと楽しみにしていましたが、現在は入国審査もデジタル化が

進み、事前に申請した ESTAを基にＡＰＣというキオスク端末で

手続き終了。申し出ないとスタンプは無いそうです･･･。 

その後、強面の審査員から簡単な質問を受け、「レキシントン

に観光？なんで？」「Sister city？なにそれ？」と聞かれ、緊

張しながら姉妹都市交流について、つたない英語で説明。 

無事アメリカに入国し、ダラス空港では自由時間に各自昼ご

飯を済ますため、ドル紙幣で初めての買い物をしました。 

 そして、夕方４時頃にブルーグラス空港

へ到着し、レキシントンの皆さんがお出迎

えしてくれました。集合写真を撮り、団員

それぞれがホストファミリーと合流しまし

た。私もお世話になる “バーンズ家”の皆

さんに挨拶をし、それぞれの家へ。 

 市内をドライブしながら主な建物を案内

していただき、まるで映画の中にいるような景色に見とれるばかりでした。道路

標識が違ったり、信号が１車線に１つずつ設置されていたりと日本との違いを発

見するのも楽しく、目も手も離せません。（手にはカメラ。） 

 レキシントン市から南のリッチモンドにある家に到着後、奥さんの真理子さん

と一緒に買い物に行きました。真理子さんが日本人ということもあり、家族みん

なが日本語を勉強しているため、会話がしやすかったです。子どもたちも頑張っ

て日本語で話してくれました。小学３年生と年長の女の子でとてもかわいいです。 

 英語交じりの日本語と夜ご飯のお米と

お味噌汁に、少し緊張が和らぎました。時

差ボケの症状を感じないくらい、ぐっすり

と眠りにつきました。 

 

 

３月２４日（日）晴れ☀ レキシントン２日目 

 この日は日曜日のため、ホストファミリーと一緒に１日を過ごしました。 

 子どもたちと一緒に朝ご飯のホットケーキを作り、午前中は、バーンズ家が通

っているキリスト教会に礼拝へ行きました。

礼拝開始時の前奏では、パイプオルガンの音

に参列者たちの讃美歌が重なり、まるで結婚

式のようでした。牧師のお話の時間には大人

と子どもに分かれて、聖書の言葉の説き明か

しを行うそうです。好きなほうに参加して良

いと言われたため、大学で専攻していた分野



関連で興味のわいた子どものグループに参加しました。部屋は幼稚園の教室や保

育室のような雰囲気です。パソコンとモニターを使って、聖書の内容を用いた歌

入りの動画を見ながら歌を歌い、その後はワークシートで動画に出てきた単語を

書いていきます。ただ聖書の内容を学ぶのではなく、単語のスペルなどを覚える

ことにも繋がり、学校とはまた違ったメンバーが集う機会があることは貴重な時

間だと感じました。また、一人ひとりの発言やペースを大事にしながら進めてい

る印象を持ちました。英語がペラペラだったら、この活動で大事にしていること

や工夫点などを先生に聞くことができるのに･･･と、ちょっと悔しい気持ちになり

ました。説き明かしのあとは、大人の方々

と合流し、礼拝に参加した皆さんと昼食

を兼ねた交流が行われ、軽食やお菓子を

食べながら、バーンズさん夫妻と一緒に

皆さんとお話をしました。軽食の準備は

参加者の中から持ち回りで１年に１回ほ

ど担当をするそうです。 

前日のドライブ中にレキシントン市内で“コミコン（Comic & Toy 

Convention）”というイベントに興味があるかと聞かれたので、

二つ返事で反応したところ、午後からはそのイベントに連れてい

ってくれました。残念ながら入場チケットが完売して会場内に入

れませんでしたが、フリースペースの会場を見て回りました。至

る所にアメリカンコミックや日本のマンガのキャラクターのコ

スプレイヤーさんがいて、思わず「So cute!」と声をかけてしま

いました。ゲーム会場では、スマブラの対戦コーナーがあり、参

加したくてうずうず･･･。グッズ販売では洋画で一番大好きな

MARVELシリーズのマンガを買ってしまいました。 

夜は、子どもたちと一緒に春巻きづくり。翌日

のウェルカムパーティーに持っていくため、たく

さん作りました。 

そして、夜ご飯のあとはスティーブンさんのギ

ターに合わせて、長女のリアちゃんが歌を披露し

てくれました。とても心地よい演奏でした。 

 

 

３月２５日（月）晴れ☀一時霧雨☂ レキシントン３日目 

 学生と引率者に分かれて行動の日。 

私たちはまず、今夏、静内高校にインターンシップで来るケンタッキー大学の

学生２人と関係者で打合せを行いました。この取り組みは、新ひだか町とレキシ

ントンとの間で初めて行う取り組みとなるため、このような貴重な打合せに参加

でき、とても嬉しく思います。ウィリアムさん（写真左）とレイチェルさん（写



～  

真右）の来町が楽しみです。打合終了後に、偶然、

レキシントン市長のリンダ・ゴートンさんにお会

いしました。 

その後は“ヘンリークレイ高等学校”や“バッフ

ァロートレイス”というバーボンの工場、“キーンラン

ド競馬場”に行きました。どの施設も規模が大きく、整備もしっかりされており、

きれいで、「さすがアメリカだな～」と感じてしまいます。 

施設見学中に寄った“レキシントンビジターセンター”

という観光案内所のような施設では、自分の送りたいメー

ルアドレスに絵ハガキのイラストと手書きメッセージが無

料で送れるデジタルサイネージがありました。新ひだか町

もお祭り時期限定でもよいのでこういうものを生かせたら

いいなと思いながら、インカメラを付属して写真撮影可能、

ＳＮＳに直接投稿できるなどの想像を膨らませました。 

夜はウェルカムパーティー！訪問団員たち

が２日ぶりに顔を合わせ、ホストファミリー

や姉妹都市交流関係者、インターンシップ生

などが参加し、持ち寄った料理を食べながら、

交流を深めました。住宅を使用していたり、

手料理もあることからなのか、新ひだかに訪

問団が来たときに開催しているウェルカムパ

ーティーよりアットホームな雰囲気で人との

距離が近く感じられました。 

 

 

３月２６日（火）晴れ☀ レキシントン４日目 

 レキシントン４日目は、訪問団員みんなで市内視察をしました。 

“農業高校”へ行き、学校敷地内を見学。馬場はキーン

ランド競馬場のトラックの土を真似たものだそうです。 

“ケンタッキー州議事堂”はとても歴史を感じました。

リンカーンの銅像はゲン担ぎとされているそうで、つま先

の部分だけが磨いたようにきれいでした。議場は上院が

38名、下院 100名で、全議席にパソコンが整備され、採

決は机上のボタンで操作できるようになっていました。 

“航空博物館”は実物大の航空機がたくさん展示されて

おり、迫力満点でした。航空機のプロペラ部分に疑問を抱

いた団員がおり、通訳を介さずに団員２人と一緒に案内人の方に質問をしてみま

した。ゆっくり簡単な言葉を使って説明してくださったので、３人で日本語訳を

確認しながら、なんとか疑問を解決することができました。 



市内視察後は、各ホストファミリーの子どもたちが集まって、みんなでボウリ

ングをしました。ボウリングが初めての団員もいて、ジェネレーションギャップ

を感じました。でも、みんなスコアが近くて良い勝負だったね。 

 ボウリング解散後は、スティーブンさんとドライブをしながら、ダウ

ンタウンについて、貧しい家や裕福な家の違いと住む地区、大麻や覚せ

い剤の問題、奨学金による借金を抱えた学生や社会人の話などを教えて

いただきながら、ご用達のギターショッ

プへ連れていってくれました。特注ギタ

ーの展示もしており、見慣れたギターか

ら初めてみる装飾のギターなど、目移り

してしまいました。日本の楽器屋さんの

ような雰囲気で居心地がよかったです。 

 

 

３月２７日（水）晴れ☀ レキシントン５日目 

 前日に引き続き市内視察を行いました。 

“ケンタッキーホースパーク”は、馬に関す

る歴史が詰め込まれた展示施設でした。レキシ

ントンと言えばあの“青い馬”、あれがなぜ青い

のか、３冠馬を輩出したキャリーメット農場な

どについて、案内人の方に教えていただきました。天井の補修で見られない部分

がありましたが、それでもゆっくり見学していたら時間が足りないくらいでした。 

お昼ご飯に食べた“Chick-fil-A”というチキンバーガ

ー店が食べやすくておいしかったです。団員からも同じ

声があり、「なんで日本にお店無いんだろう？」という

くらい口に合いました。いつか日本にも来てほしいな～。 

午後はジョージタウンに移動し、“トヨタ工場”では、

見学用の車に乗って、部品や車を製造している工場内を回りました。とても広く、

天井も高く、２階部分であろう高さにもベルトコンベアーが走り、そこでも組み

立てが行われ、空間が有効活用されていました。組み立ての一部やパーツの在庫

の移動・補充などをプログラミングされたロボットが行っており、「いずれはすべ

てロボットで作られるようになるのかな～」と感じました。 

その後、ビジネスのビズで“Biztown”という、日本で例えるとキッザニアのよ

うな小学校高学年を対象とした職業体験施設も見学しました。 

 ホームステイ最後の夜のため、ホストファミリー全員で写真を撮りました。レ

キシントンは朝が７時半くらいまで暗く、日の入は遅いため、夜は８時くらいま

で明るいです。そのため、帰宅して夜ご飯を食べ終わると９時ころになっており、

家にいる時間が短く感じられ、５泊６日のホームステイもあっという間に感じま

した。ホストファミリーと過ごす時間がもう少し欲しかったです。 



その後、リアちゃんと赤毛のアンを読みました。それぞれ本を持ち、リアちゃん

が英語で読んで、その同じ内容の部分を私が日本語で読むのを繰り返します。交

互に読んでいるにも関わらず、時々読んでいる部分がわからなくなりました･･･。

人間知恵の輪をしたり、かくれんぼをし

たり、映画を見たり、絵本を読み聞かせ

したり、犬にご飯をあげにいったり、リ

アちゃんとバイちゃんと３人で過ごす

時間もとても楽しいひと時でした。２人

ともありがとう。 

 

 

３月２８日（木）晴れ☀ レキシントン６日目→シャーロット 

 レキシントン最終日は、市長に表敬訪問を行いました。毎年訪問団

が表敬訪問をしていますが、公務で多忙な市長さんに会えることは少

ないと聞いていたため、滞在中に２回もお会いできて光栄でした。 

その後、“レキシントン市議会議場”を見学

し、“FOX56”というテレビ局でニュース担当

者やＣＭの編集者の方からお話を聞きました。 

“アート＆サイエンスセンター”では、学

生から社会人までさまざまな人が手掛けた作

品展示を見たり、工作体験の部屋を見学しま

した。３Ｄプリンターも整備されており、最近では３Ｄプリンターで家を造るこ

ともできるという話を聞きました。とても興味深い気持ちと同時に「日本は地震

が多いから、３Ｄプリンターの家は怖いな～」と思ってしまいました。 

最後に近くの公園を散策し、シャーロット空港へ。空港に私たちのキャリーバ

ッグを持って、ホストファミリーの方々が見送りに来てくれました。空港では笑

顔のお別れで、朝、子どもたちとお別れしたときは思わず涙しそうになりました。

この時、うっかり忘れ物をしてしまいましたが、お陰様で無事手元に戻りました。 

 ブルーグラス空港を飛び立ち、シャーロット空港へ。飛行機から１歩出ると外

だったことに驚きました。そして、ホテル行きのバス乗り場へ向かうも、シャト

ルバスが定員オーバーになり、先行組と後行

組の二手に分かれて行動。予定より１時間遅

れでホテルに到着しました。先行組はロビー

で１時間も待機する結果となり、部屋でゆっ

くりしたかっただろうに･･･申し訳ないです。 

訪問団が集合し、夜ご飯を食べたあと、ホームステイ中に困ったことや役立っ

た持ち物、お小遣いの額などの意見交換を行いました。 

解散後は部屋に戻り、久々にお湯に浸かりたいな～と思いながらお風呂の準備

をすると、浴槽の栓に異物が引っかかっており、お湯に浸かれませんでした･･･。 



３月２９日（金）晴れ☀ シャーロット→ロサンゼルス１日目 

 シャーロット空港からロサンゼルス空港へ移動し、ロサンゼルスを案内してい

ただく観光会社の方と合流しました。一目見た瞬間、安倍首相かと思ってしまい

ました。「アメリカの空港は荷物の扱いが雑なので傷とかがないかチェックしてく

ださいね～」と忠告されながら、ベルトコンベアーから出てくる自分のキャリー

バッグを探します。ガランゴロンドスン！とすごい音を立て

て、キャリーバッグが次々と勢いよく転がり出てきます。訪

問団の中で最後にようやく私のが出てきたと思ったら、ハー

ドケース仕様にも関わらず、べっこりと凹みができていまし

た。すぐに申告すると、空港側で新しいキャリーバッグを用

意してくださり、手持ちのキャリーバッグが２つになりまし

た。（帰国後、塗装は剥がれましたが、玄能で叩いて直すことができました。） 

観光会社のバスへ乗り、ロサンゼルスの市内視察へ！レキシントンとはまた違っ

た景色が広がります。植物はほぼすべてが植え

られたもので、人工的に整っているような感じ

が伝わりました。また、道路標識なども違いま

した。 

サンタモニカの桟橋では、記念撮影をしたり、

出店を見たり、ラッパーさんのフリースタイル

を見たりと、自由な散策時間を楽しみました。

歩道沿いにはカード払いの乗り捨て式レンタ

サイクルとキックボードがありました。 

その後、ビバリーヒルズを通り、ハリウッド

の“チャイニーズシアター”へ！アカデミー賞

授賞式の入り口には 2071年まで受賞名を刻む

ことができるそうです。ハリウッドスターのサ

インや手形が刻まれたセメントタイルやハリウ

ッドサインを背に記念撮影しました。ハリウッドサインの大きさは高さ 13ｍ、Ｈ

からＤまでの距離が 109ｍあるそうですが、観光名所から肉眼で見るサインはとて

も小さかったです。 

バス移動中の案内でも山の上の建物には名立たる有名人らの別荘があるなど、

雑誌やテレビ、インターネットなどで目に耳にするようなところばかり。こうい

う観光地の視察もレキシントンや日本の都市、観光地と比較でき、貴重な時間だ

と思いました。 

夜ご飯はとんかつ定食。久しぶりの「The 和食！」なご飯でした。ホテルがリ

トルトーキョーという地区にあり、名前のとおり日本らしいお店などが立ち並び、

お店の名前も「ちんちくりん」「秘密」などユニークで、鳥居やちょうちんも飾ら

れ、アメリカ人のイメージする「The 日本！」の雰囲気をひしひしと感じました。 

 



３月３０日（土）晴れ☀ ロサンゼルス２日目 

 北海道の夏並みの天候の中、“ユニバーサル・

スタジオ・ハリウッド”満喫の１日。 

最初にハリー・ポッターの屋内アトラクショ

ンとハリウッド映画のスタジオツアーを皆で回

り、その後は「中学生女子」「高校生女子」「男子」の３グループに分かれて行動

しました。私は中学生女子グループに同行。みんな１つでも多くのアトラクショ

ンに乗るためにやる気満々で、私も一緒になって楽しみました。シングルライド

というシステムを活用し、乗り物系はミニオン

以外すべてのアトラクションを制覇。満足です。

おみやげもたくさん買いました。 

３Ｄアトラクションがいくつかありましたが、

乗降位置は変わっていないであろうに、あのス

ピード感や迫力を味わえる現代の映像や機械技

術の発展、クオリティーはすごいな～と感心さ

せられました。 

 

 

３月３１日（日）晴れ☀ ロサンゼルス３日目→太平洋 

 いよいよ帰国の日となり、移動の１日。ホテルをあとにし、バス移動中は日本

に帰る現実味をじわじわと感じながら、車窓から見える景色を見納めました。 

 ロサンゼルス空港に到着後、搭乗口付近で自由行動にし、ドルを使い切るべく

最後の買い物をしました。反対の搭乗口方面で何か事件が起きたようで、それに

伴い１時間ほど手続きの開始時間が遅

れましたが、無事搭乗できました。フラ

イト中は行きと同様、機内食はしっかり

食べつつ、ぐっすり眠りました。 

 

 

４月１日（月）曇り☁一時雨☂ 太平洋→東京→新ひだか町 

 いつの間にか日付変更線を跨ぎ４月１日に。成田空港に到着するとニュースは

「令和」で持ち切り。日本に着いた安心感か、長いフライトからか、団員みんな

の顔に疲れや眠気が…。千歳行の便に搭乗したものの予定よりさらに１時間遅れ

で成田空港を発ちました。新千歳空港で迎えに来てくれた職員と合流し、集合写

真をパシャリ。バスの中はとても静か･･･。夜 11時頃、新ひだかに帰町しました。 

あっという間だった９泊 11日。外国が身近に感じられるようになり、また行き

たいと思える素敵な日々でした。同時に日本の良さを改めて感じることもでき、

この貴重な機会をいただけたことに感謝しています。この経験を糧にして、今後

の業務や生活に生かしたいです。 



平成３０年度 姉妹都市友好親善訪問団 

 

友好親善訪問団 団長 森崎 忍 

 

 この度は、レキシントン市友好親善訪問団（団員１０名、引率者２名、通訳

サポート１名の計１３名）の団長として、参加する機会をいただき、貴重な体

験と経験をさせてもらい非常に感謝しています。 

事前勉強会の時点では、分からないことばかりで、初の海外ということもあ

って不安しかありませんでしたが、出発が近づくにつれ、昨年受け入れた大人

の訪問団の方々に、現地で再会出来るかもしれないと考えるようになり、交流

を意識するようになりました。 

 

 【３月２２日（金）】 

 出発の朝、子ども達を引率する責任やレキシントン市までの道のりをイメー

ジすることが出来ない不安と初の海外旅行のためか楽しみに思う気持ちもあっ

て、複雑な感じで出発前の時間を過ごしていました。 

 午後になり、静内庁舎の１階ロビーに集合する予定が、投票事務のためにロ

ビーが使われていて、集合するスペースが無いという状況からスタート。 

急遽、町長応接室に移動して、大野町長から挨拶をいただき、役場前で集合

写真を撮って、慌ただしく新千歳空港に向け出発しています。 

 新千歳空港で、通訳サポートである北星学園大学の高橋さんと合流、その後、

旅行会社の方から団員の旅行保険証を受け取り、搭乗手続き窓口の場所を確認

した後、重量オーバーしているスーツケースの重量調整を行うなど、ここでも

慌ただしい状態でした。 

 搭乗手続きでは、「全団員のホームステイ先住所」を聞かれ、予想外の事態に

益々不安が強くなりました。（独自に一覧表を作成しておいて良かった！） 

 その後、羽田空港からリムジンバスを乗り継ぎ成田空港へと向かい、初日の

宿泊先に無事到着するも、時間が無いため、休む間もなく夕食会場へ移動して、

食事をとりながら旅程の再確認を行っています。 

 団員は緊張した面持ちでしたが、徐々に会話も増えていたように思います。 

 

【３月２３日（土）】 

 翌朝、体調や旅程の再確認、約束事などについて団員と話をしています。 

 今回の旅程で特に心配していた、ダラス空港での「入国審査」について、個

人的に調べた情報を団員に申し伝えていますが、不安も大きくプレッシャーを

感じていました。 



 成田空港では、Ｗｉ－Ｆｉ機材のレンタルや団員のドル換金とバタバタでは

ありましたが、見慣れない大きな空港を歩いていると、これからアメリカに行

くのかぁ、という実感が急に沸いてきてワクワクしたのを覚えています。 

 ダラス空港までの機内では、各座席に備えつけられたモニターで、映画を見

たり、音楽を聞いたりと、それぞれが自由に過ごし、皆が楽しみにしていた機

内食が配られると、スマートフォンで写真を撮るなど、とても良い雰囲気で、

緊張もほぐれていました。 

 ダラス空港到着！ いよいよ、難関の入国審査へ・・・ 

 入国審査の会場に入ってすぐ、インターネットで事前に調べていた「ＡＰＣ」

と呼ばれる、自動入国審査端末を発見！ 

 団員とともに会話をしながらの端末操作、各自印刷されたレシートを持って、

審査官へと続く列に並びました。（この時、団員１名のレシートに「○」印が印

字されており、対人審査も無く、入国審査会場を通過しています。） 

 審査官の手前では、空いている列に移動を促す職員？が列を組み直しており、

まとまっていた団員も、バラバラになって引率者よりも先に団員が審査を受け

ることに・・・ 

はじめの団員が対人審査を終えると、職員が近寄ってきて「何か問題があっ

たようなので、代表者は最後に審査を受けるように」と言われて緊張はMAX！ 

 パスポートやエスタの不備？など、何か問題があって入国出来ないのではな

いかと、最悪のシナリオを想定して色々な事を考えていました。 

残りの団員の対人審査が進むと、再び、職員が現れ「審査は問題無いからそ

のままで良いよ」と言われ、何がどうなったか分からない感じ？ 

自分の順番になり、恐い顔をした黒人の審査官に大きな声で「ＮＥＸＴ！」

と呼ばれて、パスポートの提示を求められ、「子ども達は何名？」「どこに行く

の？」「目的は？」と聞かれています。 

※目的の質問では、ど定番の「観光」と返答したら、２名の審査官がレンシン

トンに観光？という感じになり、苦笑いされました。（後で確認すると、レキシ

ントンに観光で訪れる人は少なく、疑われるかもしれないとのことでした。） 

何はともあれ、誰一人、別室に連れて行かれることもなく、無事に入国審査

を通過出来たことに安堵しました。 

その後、先に通過していた団員とも合流。再度、スーツケースを預けるため

に窓口を探していると、日本語で話しかけてくる声が！「乗り換えするなら荷

物はここだよ！」という、とても親切なおばさん（旅行会社の添乗員？）に遭

遇。 

 ダラス空港では、スムーズに荷物を預け、搭乗場所も確認出来たことで、時

間に余裕が生まれ、ゆっくり出来ました。 



テンションが上がっていたためか、空港内に設置されて

いる、「自動販売機」を見ても驚き、小さな事でも感動出

来る状態へ突入・・・ 

（ダラス空港からブルーグラス空港へ向かう飛行機は、予

想していたよりも小さく、エアコンが効き過ぎて寒いうえ

に、低空飛行で恐かった。） 

 そんなこんなで、レキシントン市の上空へ・・・放牧地

が広がり綺麗な町というのが第一印象でした。 

馬が多い町だと聞いていたとおり、上空から数多くの馬

を目視することが出来ました。が！馬より牛の方が多い？

（後で聞いたら場所によるそうです） 

 ブルーグラス空港は、とても小さな空港ではありますが、

清潔感のあるとても綺麗な空港という印象です。 

 空港のロビーでは、姉妹都市交流委員会の方々をはじめ、ホームステイ先の

方々にお出迎えいただき、かの有名な「青い馬」の絵の前で記念撮影。 

レキシントンに着いたという実感に浸りながら、早くもホームステイに突

入・・・団員がバラバラに！ 

 自分も、ホームステイ先の方（有名なゼンイ）が彼女と一緒に迎えに来てく

れて、早速、ケンタッキー大学に案内されました。 

 ゼンイは大学の寮に住んでいるとのことで、近くにある大学の「図書館」を

見せてくれた！（日本との規模の違いにビックリです） 

 ゼンイの部屋は物が散乱して、散らかっていた・・・ 

ゼンイが住んでいる寮には、自動販売機が設置されていて、ゼンイの彼女が

かの有名な「ALE8」を買ってくれた。（可愛くて本当に良い子） 

その後、ゼンイの家族（ホームステイ先）と合流して外食。早速、レキシン

トンの料理をご馳走になりました。 

 

【３月２４日（日）】 

 この日は、それぞれがホームステイ先の方々と過ごす日。 

 朝早くから隣町の教会に連れて行ってくれました。（ゼンイの親が管理してい

るとのこと。）教会に着くと、ゼンイと彼女が後から現れて、サプライズ的な歓

迎を受け、とても感動しました。（嬉しかった。） 

 教会内でのミニコンサート、持ち寄った食べ物を並べたバイキング。 

  ゼンイの彼女は歌がとても上手で、持ち寄られた料理も最高に美味しかっ

た！ 

 教会の後は、バーネット一家とともにレキシントンへ戻り、工房やスーパー



などに連れて行って貰った。 

 夕食時にはゼンイの妹（オータム＝秋ちゃん）とその彼氏も呼んで外食。レ

キシントンの地ビールを勧められ、滞在二日目にしてアルコールを口にしてし

まった。 

※夕食後は、家に戻ってバーネット一家と団らん。 

 英語が話せないので、スマホで単語を調べてコミュニケーション（事前に色々

話したいことを登録しておいて良かったです。） 

家に保管してある鉄砲（ライフルやショットガン）も見せてくれて、全てが

新鮮で驚きの連続、とても貴重な一日となり、楽しかったのであっという間に

時間が過ぎてしまったという感じです。 

 

【３月２５日（月）】 

 この日、団員はホームステイ先の子どもとともに学校へ、引率者は市庁舎で

インターンシップに関するオリエンテーションからスタート。 

市庁舎内のエレベーター前ですれ違った方と軽い挨拶と握手を交わすと、ま

さかの市長でビックリ！（女性ということも知らず勉強不足でした。） 

 その後は、昨年、新ひだか町に訪れた方（マイク氏とケント氏）の案内で市

内観光を満喫。 

 案内役のマイク氏が以前働いていたという、ヘンリ

ークレイ高校をはじめ、観光案内所、バーボン工場、

KEENLAND競馬場を見学させていただきました。 

天候にも恵まれて、有意義な時間を過ごすことが出

来ました。 

 市内観光後は「ベルハウス」という場所で、「ウェル

カムパーティー」を催していただき、ここで昨年、新

ひだか町を訪問された大人の訪問団の方々に再会する

ことが出来て、また、子ども訪問団のジャズダン姉妹

も来てくれて再会を果たすことが出来ました。 

 ウェルカムパーティーは、ホームステイ先の方々が持ち寄ってくれた料理が

並べられて、好きな物を食べて、飲んでという感じです。 

 顔見知りの方々が多かったので、とても安心することが出来て、あっと言う

間の時間でした。皆さんの優しさがとても嬉しかったです。 

 団員達もホームステイの方々と交流を深めることが出来て、有意義な時間を

過ごせたと思います。 

 

 



【３月２６日（火）】 

 朝８時４５分、レキシントン市役所に集合してから農業高校へ出発！ 

 見学中、団員の１人が体調を崩す場面もありましたが、症状も悪化すること

なく、見学することが出来てホッとしています。（本当に良かった） 

 団員の中には農業高校の生徒もいて、

真剣な表情で話を聞いていました。 

 その後、ケンタッキー州議事堂へ移動、

ここでは建物の大きさとその構造に驚

かされ、内部には銅像もあって、足のつ

ま先に触ると幸福が訪れるとの説明か

ら、皆が写真を撮ったり、触れたりと盛

り上がりました。 

 とにかく、天井が高くシンメトリ構造

で、博物館と間違えてしまいそうな造り

でした。 

この日最後の視察先は、ブルーグラス

空港の近くにある航空博物館というと

ころで、古い飛行機からジェット機まで、様々な機体が展示されていました。 

ここでは驚いたことに、地元のテレビ局（LEX TV）が来て、団員が取材を受

けています。（映像データを貰いたいが為に名刺交換して、アドレスをゲットし

ましたが、残念ながら貰うのは難しいようです。） 

 

【３月２７日（水）】 

この日もレキシントン市役所に集合後、ケンタッキーホースパークをはじめ、

有名なトヨタの工場を見学、工場内をカートのようなもので見学し、あまりの

規模の大きさに皆が驚いていました。 

 体調を崩す団員もなく、天候にも恵まれて、初めて目の当たりにする施設や

雰囲気など、多くのものを吸収できたのではないかと感じました。 

 今回、新たな見学先となった「BIZTOWN」という施設、行く前は買い物が

出来るところかと思っていたら、なんと職業体験施設で、市役所や病院などの

模擬店舗で町並みが作られ、個々のクオリティの高さに驚きでした。 

 だた、小学校５年生向けに造られた施設ということもあって、団員にはあま

り関心が持たれなかったようです。 

※数日後、トランプ大統領の娘（イバンカ大統領補佐官）がトヨタ工場を訪れ

たことをニュースで知り、もう少しでイバンカに会えたと話す団員もいて、テ

ンションが上がっていました。 



 

【３月２８日（木）】 

 この日は、レキシントン市長への表敬訪問、皆が正装し緊張した面持ちで市

長の元へ。 

 市長にお会いするのは２回目で、はじめて市役所を訪問した時にお会いして

いたため直ぐに分かりました。 

 市長との通訳に、クレブスさんが来てくれて、お手伝いしていただき、無事、

町長のメッセージを伝えることが出来ました。 

 市長からは「鍵型のバッチ」をプレゼントとしていただき、温かいおもてな

しに、レキシントン市への愛着が強くなりました。 

 

 その後、ケイさんの案内で議場見学を行い、市内テレビ局の FOX５６、更に

サイエンスセンター、Ashland Parkを見学して、ブルーグラス空港へ・・・ 

いよいよ、レキシントンともお別れという寂しい感覚でした。 

ホームステイ先の方々との涙のお別れ・・・と思ったら、団員の目に涙は見

られず少し残念でした。 

 ブルーグラス空港出発直前、忘れ物が発覚

するトラブルもありましたが、無事にシャー

ロットへ向けて出発。 

 シャーロット空港は、事前情報が少なかっ

ただけに心配していましたが、意外と分かり

易かったという印象です。 

 シャーロット空港からホテルへの移動の

際、バスを呼ぶまでは良かったのですが、到



着したバスが思っていたよりも小さく、全団員が一度に乗れないというプチト

ラブルが発生。 

 結果、２回に分けて行くことになってしまい、そのため夕食の時間が遅れて

しまった。 

 

【３月２９日（金）】 

 朝８時００分にホテルを出発して、シャーロット空港へ。 

 団員が楽しみにしていたロセンゼルスへの移動です。（この日のバス移動は、

前日に時間と人数を伝えていたため、全団員が一度に乗れた。 多分１３名が

MAX） 

 シャーロット空港でもセキュリティチェックで止められるなど、プチトラブ

ルが発生していますが、大きな問題も無くロサンゼルス空港へと出発。 

 ロサンゼルス空港では、旅行会社のガイドさんが待ってくれていて、再びス

ーツケースが破損するなどのトラブルもありましたが、市内視察へと突入！ 

 テレビや映画などでよく耳にするサンタモニカのビーチをはじめ、チャイニ

ーズシアターなどを見学させていただき、ロサンゼルスの雰囲気を感じとると

ともに、レキシントンとは全く異なる感覚と治安の悪さによる緊張感を感じ取

っています。 

※市内観光中は、物を渡してくる者や仮装した者が近寄ってきて写真を撮らせ

てチップをとる者が多くキケンです。 

 この日の宿泊先は、ミヤコホテルというホテルで、近くにはリトルトーキョ

ーと呼ばれる場所があり、近隣のスーパーでは、日本のお菓子やカップラーメ

ンなどが売られていて、安心出来る場所です。（全団員で買い物に出かけていま

す。） 

 夕食はなんと！“とんかつ”で、ここでようやくお米を食べることが出来ま

した。（ミヤコホテル周辺の夜は危険でした。) 

 

【３月３０日（土）】 

 全団員が待ちに待った「ユニバーサルスタジオ」

の見学の日。 

 現地ガイドに交渉して時間調整を行い、開園時間

に現地到着出来るようお願いしています。 

 ユニバーサルスタジオでは、全団員で２つのアト

ラクションを体験した後、３つ班に分かれて行動。 

 アトラクションを体験したり、買い物をしたりと、

それぞれ良い思い出になったのではないかと思いま



す。 

※サングラスを買った団員（自分は暑さに負けて、帽子とサングラスを購入）

やハリーポッターの杖を２本も買った団員がいました。 

（ユニバーサルスタジオの入園時は、セキュリティチェックが行われており、

入園後は警備員も巡回していて安全です。※自撮り棒は持ち込み禁止！） 

【３月３１日（日）】 

 アメリカ最終日、ようやく日本に向けて出発。ここまで来ると帰りたくない

気持ちでいっぱいです。 

 ロサンゼルス空港での手続きも無事終わり、安心したのも束の間、空港内が

慌ただしくなって、事件か事故があったらしく、メインターミナル付近で移動

が規制されて、他の乗客が搭乗口に移動出来ないという事態に・・・ 

 幸い全団員は搭乗口の近くに集合していたので、問題ありませんでしたが、

搭乗口の変更や出発時刻の変更の恐れがあったため、航空会社のスタッフに状

況を確認しています。（日本語が OKでした） 

しかし、旅行会社にも情報が入っていないらしく原因不明とのこと。 

 全団員が集合したまま、暫し不安な時を過ごしましたが、その後移動規制も

解除となり、予想どおり出発時刻が３０分程度遅れたものの、特に問題無く搭

乗することが出来て一安心。 

 ここからは、再び長時間のフライト！ 

 やはり団員には疲れが見え、機内は静かで、眠っていた団員が多かった。 

 

【４月１日（月）】 

 日本到着で安心していましたが、国際線から国内線までの移動距離が予想よ

りも遠くて焦りました。 

 ポケットＷｉ－Ｆｉの返却手続きに加え、搭乗手続きでも長蛇の列で、かな

りの時間を要してしまい、搭乗口前に到着したのが２０分前。 

 更に、飛行機に乗ってからも、滑走路が混んでいたために離陸するまでに１

時間以上もかかってしまい、結果的に新千歳空港への到着が遅れてしまった。 

 新千歳空港に到着して、企画課職員の顔を目にした時の安堵感はハンパなか

ったです。 

 

 今回のレキシントン訪問では、事前に予想していたとおり、団体行動では何

が起きるか分からないということを実感しました。また、各空港では時間に余

裕が無い状態ですので、可能な範囲で事前に情報を持っておくことの重要性、

知っているのと知らないのでは、大きな差があるので重要です。 

 とにかく大きなトラブルや事故も無く、体調を崩す団員も少なかったこと。



また、レキシントンでは全団員が異文化に触れることが出来て、言語の異なる

方々と交流を深められたことなど、団員だけでなく、自分にとっても非常に有

意義な時間を過ごすことが出来て、このような機会を与えられたことに、とて

も感謝しております。 

 団員の皆は、賢く良い子ばかりで、助けて貰いながら団長を努めることが出

来ました。ありがとうございます。 

 通訳サポートの高橋さんも英語の話せない自分に気を使い、サポートしてい

ただき本当に感謝しています。 

 これも何かの縁、団員が大人になった時、再会して思い出話しが出来たらと

思います。 



日次 月日 都市名 時刻 行程〔宿泊〕 食事

新ひだか町 14:00発 13:45役場静内庁舎前集合、町バスで空港へ

新千歳空港 15:30着

17:00発 JAL518便にて羽田空港へ

羽田空港 18:40着

19:20発 リムジンバスにて成田空港へ

成田空港 20:30着 ホテル送迎バスにてホテルへ

ホテル 21:00着 ホテル泊（夕食）　＜成田ｴｱﾎﾟｰﾄﾚｽﾄﾊｳｽ＞

ホテル 09:00発 ホテル送迎バスにて空港へ

成田空港 09:20着

11:30発 出国手続後、JL12便にてダラス空港へ

------------ ------- ----日付変更線通過------------------

ダラス 09:00着

12:43発 入国手続後、AA3777便にてレキシントンへ

レキシントン 15:51着 到着後、ホームステイ先へ

3 3月24日

4 3月25日

5 3月26日

6 3月27日

レキシントン 市内視察後、レキシントン空港へ

16:18発 AA4887便にてシャーロットへ

ｼｬｰﾛｯﾄ空港 17:49着 到着後、ホテルへ

＜ﾊｲｱｯﾄ･ﾌﾟﾚｲｽ･ｼｬｰﾛｯﾄ･ｴｱﾎﾟｰﾄ＞

ホテル 08:30発 専用バスでｼｬｰﾛｯﾄ空港へ

ｼｬｰﾛｯﾄ空港 08:40着

ｼｬｰﾛｯﾄ空港 10:00発 AA724便にてロサンゼルスへ

ロサンゼルス 12:43着 到着後、ロサンゼルス市内研修

ホテル 18:00 夕食

ホテル泊　＜ミヤコホテル ロサンゼルス＞

ホテル 09:00発 ホテル発

ロサンゼルス 終日ユニバーサルスタジオ研修へ

18:00 夕食

ホテル 20:00着 ホテル泊　＜ミヤコホテル ロサンゼルス＞

ホテル 09:30発 専用車にて空港へ

ロサンゼルス 10:30着

ロサンゼルス 13:15発 出国手続後、JL61便にて成田空港へ

------------ ------- ----日付変更線通過------------------

＜機内泊＞

成田空港 16:50着 入国手続後、乗継ゲートへ

18:45発 JAL3049便にて新千歳空港へ

新千歳空港 20:35着

21:00発 町バスで帰町

新ひだか町 22:30着 役場静内庁舎到着後、解散

平成３０年度レキシントン市友好親善訪問団旅行程表

1
3月22日
（金）

晩：ホテル

2
3月23日
（土）

朝：ホテル
昼：機内
晩：機内
朝：機内
昼：各自
晩：ﾎｰﾑｽﾃｲ

レキシントン ホームステイ

7
3月28日
（木）

朝：ﾎｰﾑｽﾃｲ
昼：市内
晩：ホテル

朝：ホテル
昼：市内
晩：ホテル

8
3月29日
（金）

9
3月30日
（土）

朝：ホテル
昼：各自
晩 ： ユ ニ
バーサルス
タジオ

10
3月31日
（日）

朝：ホテル
昼：各自
晩：機内

11
4月1日
（月）



◎レキシントン市滞在中の詳細日程 

 

 ３月２３日（土） 

   １５：３８  レキシントン空港到着 

          到着後、各ホームステイ先へ 

 

 ３月２４日（日） 

終日、ホストファミリーと過ごす 

 

 ３月２５日（月） 

【学生】終日、学校にて授業体験 

  【引率】終日、市内視察 

  【共通】 

１８：００  ウェルカムパーティー 

 

 ３月２６日（火）   

    ８：４５  レキシントン市庁舎集合 

    ９：１５  ローカストトレース農業学校視察 

   １１：００  ケンタッキー州議事堂見学 

   １２：２０  昼食（マクドナルド） 

   １３：４０  ケンタッキー航空博物館見学 

   １５：００  ボウリング大会 

 

 ３月２７日（水）   

    ８：４５  レキシントン市庁舎集合 

９：１５  ケンタッキーホースパーク見学 

   １１：４５  昼食（チックフィレイ） 

   １２：５０  トヨタ工場見学 

   １５：３０  Biztown 見学 

   

 ３月２８日（木） 

    ８：４５   レキシントン市庁舎集合 

１０：００  FOX 56 TV 局見学 

   １１：１５  昼食（ドナトスピザ） 

１２：２０  科学センター見学 

１３：５０  アッシュランド見学 

１６：１８   シャーロット空港へ 



区分 氏名 性別 年齢 学校名・学年 備考

ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾘｺ

山口　凜子

ｳﾁﾀﾞ　ｱｶﾈ

内田　朱音

ｳﾗﾋｶﾞｼ　ｻｷ

浦東　咲妃

ｸﾆｷﾞﾀ　ﾋﾛﾀｹ

欅田　裕丈

ｶﾀﾔﾏ　ｻﾄﾈ

片山　智鐘

ﾀｹｳﾁ　ﾘﾘﾅ

竹内　莉々菜

ﾑﾗﾀ　ﾘﾝ

村田　凜

ﾎｼﾅ　ﾘｸ

保科　陸

ﾔﾌﾞﾅｶ　ﾅﾙﾐ

藪中　愛海

ｵｵﾆｼ　ｱﾘｽ

大西　ありす

ﾀｶﾊｼ　ﾅﾅ

高橋　南多

ｳﾉｷ　ｴﾘ

鵜木　愛理

ﾓﾘｻｷ　ｼﾉﾌﾞ

森崎　忍

※　年齢は、平成３１年３月２３日現在

静内第三中学校　3年

男 14歳 三石中学校　2年

14歳男

15歳

女 16歳 静内高等学校　1年

静内中学校　3年

13歳女

静内中学校　2年

平成３０年度レキシントン市友好親善訪問団員名簿

静内農業高校　1年16歳女

静内高等学校　1年16歳女

学
校
推
薦
枠

静内第三中学校　3年15歳男

静内中学校　1年

引
率
者

ホ
ー
ム
ス
テ
イ
枠

静
高
基
金
枠

44歳男

ロ
ー

タ
リ
ー

枠

女 15歳

女

語学サポート北星学園大学

新ひだか町役場

女

女 20歳

14歳

新ひだか町役場27歳女

町職員（団長）

町職員

静内第三中学校　2年


