
　僕は、「2017年度高校生国際姉
妹都市派遣事業」で7月20日から8
月3日までの2週間アメリカ合衆国オ
ハイオ州デイトン市にホームステイ
しました。デイトンは穏やかな平地
に位置する都市で、また世界初の飛
行機を発明したかの有名なライト兄
弟の生まれ故郷でもあります。 
　デイトンでの目的は、まず、日本

文化を披露するということでした。僕は5歳から14歳までの9
年間、空手道を習っていたので、デイトン市にある道場で形
を披露しました。しかしながら、その道場では空手拳法とい
う武術で、調べてみたところ少林寺拳法が源流らしく、鎌や
棒といった武器を用いたりするフルコンタクト空手で、僕の

習得した松濤館流とは異なるものでした。子ども達が武器を
用いて披露した形には、思わず目が釘付けになりました。自
分が形を披露した時は、道場の生徒達が立ち上がって拍手を
してくれたことは大変誇らしく、この嬉しさはずっと忘れま
せん。国は違えども、空手を通じて共感し合えたことは「空
手道を習っていて良かった」と強く思わせてくれました。 

今回、お世話になったホストファ
ミリーは、昨夏この国際姉妹都市
交流で大磯町を訪れた高校生Liam
のお宅で、僕たちは「米国の高校
生と語ろう」で一度会っているこ
とから、再会できることをとても
心待ちにしていました。彼の家族
は、アメリカ軍兵士の父、手先が
器用でアクセサリー作りをしてい
る母との３人家族で、元気な２匹
の犬を飼っています。彼の家は、

地下1階、地上2階建てで大きな裏庭もありました。その裏庭
にはアメリカでは珍しいビニルハウスがあり、その中ではト
マト、セロリ、ラディッシュといった野菜、他にもタンクで
川魚を育てています。毎朝、僕と
Liamが起きるとそのビニルハウス
に行き、川魚に餌をやったり、野
菜を収穫したりして朝食に食べま
した。彼に「なぜ野菜を育ててい
るの？」と尋ねると「僕らはオー
ガニックしか食べないんだ。」と
答えてくれ、一緒にスーパーマー
ケットへ行った時も、食料選びで
食品表示をしっかりと確認したり、
店員に聞いたりと、食の安全に対
する意識がとても高いと感じられました。 

ホストファミリーとの移動が多い中、仕事中の人、道中で
通りすがった人など、どこへ行くにも多くの人に話しかけら
れ、日本とは違って誰に対してもフレンドリーという印象で
した。「How’s going?」などと日本から来た僕のことを気に
かけ、理解しようとする温かい気持ちが大変嬉しく、会話が
楽しかったというのも思い出の一つです。 

僕は幼い頃から「パイロット
になりたい」という夢を持っ
ています。そのパイロットに
最も関係のある飛行機の始ま
りの地がこのデイトンであり、
訪れたい場所の一つでした。
また、デイトンにはアメリカ
国内最大級の航空博物館があ
り、そこには、ライトフライ
ヤー号や第一次・第二次世界
大戦や冷戦時代の航空機、現
代でも使われている航空機が
展示され、その中には長崎
市に原爆投下したＢ２９爆撃

機の実機とその原爆のレプリカがありました。その時、Liam
が僕に「人々はなぜ戦争をするのかね。」と話しかけてきて、
平和という願いはやはり万国共通だと、深く実感しました。
また、ライト兄弟に関連する展示コーナーでは、彼らが飛行
機を発明するに至った理由が記されていて、僕がパイロット
になろうと思った理由と同じ「空に憧れたから」でした。ラ
イト兄弟が自転車屋だったのにもかかわらず「鳥のように空
を自由に飛べたら・・・」と空に憧れたのがきっかけで、今
の世の中を支えている飛行機を発明したかと思うと、彼らの
意志の固さはとても強く、気持ちさえあれば何事もできるの
だと僕の心に訴えかけてくれました。 

デイトンで過ごした2週間は、出会いと発見ばかりでとても
充実しており、正直短すぎると感じられました。是非、自分
の力でまたデイトンを訪れたいと思います。今回、この交流
を支えて下さった多くの方々に感謝致します。 

A never ending journey.  
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　私はアメリカへ行く前、コミュニ
ケーションをとることに対して不安
はありませんでした。なぜならコミュ
ニケーションをとるためには語学力
よりも相手に伝えようという気持ち
が大切で、自分の気持ち次第で語学
力は補えると信じていたからです。
アメリカへ行きたいという大きな夢
を叶えることができる、飛行機の中

でも期待で胸がいっぱいでした。しかしアメリカへ行ってコ
ミュニケーションをとるためには語学力や気持ちだけでは補
えないものがあるということを知りました。アメリカでは買
い物をしたり、食事をし
たりするにしても店員さ
んがたくさん話しかけて
きます。日本ではそのよ
うな機会は少ないので私
はどう英語で対応したら
いいのか分からず、初め
はそっけない対応になっ
てしまっていました。し
かしホストファミリーが
店員さんととるコミュニ
ケーションを見ていく中
でステイの後半には緊張
することなくお店に行っ
ても過ごすことができま
した。このような場面でコミュニケーションをとれるように
なったことはアメリカへ行ったからこそ自分が得られたもの
だと思います。私は他にもホストファミリーと過ごすことで
学ぶことがたくさありました。また、アメリカを訪れる上で

の私のテーマであるLGBTについ
ても熱心に話してくれました。
そのことについて書く前にホス
トファミリーとの思い出を紹介
したいと思います。 
私を受け入れしてくれたホスト
フ ァ ミ リ ー は 私 と 同 い 年 の
Rachaelとホストファザー、ホ
ストマザーの３人家族でした。
彼らはネイチャースポーツ、映
画鑑賞、読書、ショッピングが
好きで、大の動物好きでもあり
ました。ホストファミリーはと
ても多趣味で私とは共通の趣味

をたくさん持っていました。毎日色々な所に連れて行っても
らい、退屈な日など１日もありませんでした。その中で私の
一番の思い出はドライブインシアターに連れて行ってもらっ
たことです。私は映画が大好きなのでホストファミリーにそ
のことを伝えるとドライブインに連れて行ってもらうことに
なりました。私はそれまでドライブインシアターというもの
を聞いたことがなく、ドライブインはアメリカでの大きな楽
しみになりました。日本に帰る３日前の夜、ついにデイトン
にあるドライブインに行きました。私たちは車の外に椅子を
並べてラジオの音を大音量にして映画を見ました。夏でもデ
イトンの夜は寒いので家から持ってきたブランケットにくる

まってポップコーンを食べながら映画を見ました。オハイオ
州は夏の日照時間がとても長く9時になってようやく暗くなる
ぐらいだったので８時半からみた１本目の映画の時にはまだ

薄暗い程度でしたが２本目の映画はなんと１２時半から始ま
り、夜空には日本では考えられないほどたくさんの星が輝い
ていました。あたりは建物がなくドーム上に見える澄んだ空
に輝く星の美しさに、あの夜はアメリカで一番感動させられ
ました。さらに映画を見ている間に私は人生で初めて、しか
も3回も流れ星を見ることができました。冷たい空気と虫の鳴
き声、ブランケットにくるまり満天の星空の下で映画をみた
夜は今までの人生で一番、最高の“ムービーナイト”でした。
絶対に忘れることはできません。 

　私は初めに書いたようにデイトンを
訪れるにあたり一つのテーマがありま
した。それはアメリカでのLGBTに関す
る意識について学ぶということです。
私はアメリカの人たちが日本よりも
LGBTに対する理解が深いというイメー
ジがあり、そのことについて知りたい
と思っていました。そのことをホスト
ファミリーに伝えるとLGBTについて色々
な話をしてくれました。話の中でデイ

トンはオハイオ州の中ではとくにLGBTへの関心が高いという
ことを知りました。またRachaelの学
校では生徒の1/4がLGBTだと言います。
Rachaelがこんな風に知っているとい
うことは彼らがLGBTであることをオー
プンにしているということです。それ
は高校でLGBTなどについての授業があっ
たり、毎年LGBT映画祭が開催されたり
しているため生徒やデイトン市の人た
ちのLGBTに関する意識が高いからだと
Rachaelは言っていました。日本では
LGBTという言葉さえ知らない人がいる
中ですべての人がRachelの学校のよう
にオープンでいられる社会に日本がなれるよう、私も考えて
いきたいと思いました。 

最後に、この２週間で経験したことは自分にとって将来へ
の大きな自信になると思います。このような機会を与えて下
さった大磯町と大磯町国際交流協会の方々に心より感謝申し
上げます。 

原 桃葉 さん

The Best Movie Night



　私はデイトン市に行き、ホスト
ファミリーと過ごし、そして書道パ
フォーマンスを披露した事で大きく
成長しました。 
　デイトン市は自然が豊かで、人の
温もりが感じられる場所でした。初
日に空港から家に行く途中で見た夕
日は、一生忘れられないくらい素晴
らしいものでした。また気温もちょ

うど良く、快適に過ごすことができました。デイトンでは初
めて会った人にも話しかけられたり、レストランの店員がフ
レンドリーな人ばかりで日本のよ
うなマニュアル通りの接客ではあ
りませんでした。例えば、ホスト
ファミリーのケリンとその友達と
飲食店に行った時、彼女は店員さ
んにまず自分の名前を名乗って相
手の名前を聞き、店を出る頃には
店員さんと名前を呼び合うくらい
仲良くなっていました。そのコミュ
ニケーション能力の高さには、と
ても感心させられました。 

ケリンの家族や友達をはじめ、私は素敵な人達と出会うこ
とができました。デイトン姉妹都市協会の方々とピクニック
をした時に、協会の一員であるエリックさんに出会いました。

エリックさんと話すきっ
かけになったのはフィ
ルムカメラでした。私
は最近使い始めたばか
りでしたが、今とても
興味があるので、フィ
ルムカメラで皆を撮影
していたエリックさん
に話しかけました。す

ると私にそのカメラで写真を撮っていいよ、と言ってくださ
り、カメラを貸して頂きました。フィルム一眼レフに触れた
のは初めてのことだったので嬉しくて、とても興奮しました。
さらに現像したら写真を送るよ、と言って下さいました。エ
リックさんに出会ったことで、夢を叶えるためにもっと頑張
ろうと思うようになりました。 

私がデイトン市に行って一
番やりたかった事は、書道
パフォーマンスです。書道
パフォーマンスとは体全体
を使って大きな紙に大きな
筆で字を書く事です。「見
るだけでなく参加してもら
い一緒に作品を作る」こと
を目標に、ちぎり絵も企画
しました。本番は7月31日、
帰国する2日前でした。チャ
イルドケアセンターで小学

校1～3年生の子供達14人とともに行いました。そのため、考
えていたものより説明を簡潔にしました。まず、書道は芸術
であり、心を落ち着かせてくれるものであることを伝えまし

た。次に筆の説明では、「みんなは普段、何を使って字を書
く？」と質問をしました。すると子供達は鉛筆やペンと答え
ました。書道ではこれを使って書くんだよ、と筆を見せると
みんな驚いた様子でした。またパフォーマンスでは「恵」と
書いたのですが、その意味を"grace"と伝えると何となく分かっ
てくれたようでした。実際にパフォーマンスをするのは緊張
しましたが、一画一画に力を込め思い切って書き上げました。
この恵に関連して、
ちぎり絵は「海」を
テーマに作りました。
ちぎり絵では世界無
形文化遺産にもなっ
た和紙が約1400年
の歴史を持つことや、
繊維に沿ってちぎる
と真っすぐ切れるこ
となどを説明しまし
た。和紙を手でちぎっ
て魚の形を作るのは難しいと思ったので、あらかじめ用意し
た魚の形の画用紙に、ちぎった和紙をのりで付ける作業をし
てもらいました。この画用紙を、恵と書いた紙に貼りました。
私が和紙をちぎって波を作って！と頼むとすぐに作ってくれ
たり、積極的に動いてくれる子が多く助かりました。ちぎり
絵だけでなく書道も体験してもらった方が良かったのか、な
ど反省点もありました。しかし今回、企画から実際に披露す
るまで自分自身で決められたことは私にとって良い経験にな
りました。今回のパフォーマンスの反省点を活かして、これ
からも外国の方に書道を
伝えていきたいと思いま
す。 

デイトン市でホストファ
ミリーと過ごした2週間
は私にとってかけがえの
ないものになりました。
目にするもの全てが新鮮で、想像していたより何十倍も楽し
かったです。一方で伝えたい事が上手く伝えられない事も多々
ありました。次にホストファミリーと会う時には胸を張って
話せるように、色々な面で成長していきたいと思います。こ
のような貴重な経験をさせて下さった大磯町、大磯町国際交
流協会の方々に心から感謝申し上げます。 

My dream came true

平野 うらら さん


