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はじめに
生徒海外派遣研修は、将来世界に羽ばたき国際社会のリーダーとなる人材の
育成を図る事を目的に、小倉高校奨学会・明陵同窓会からの御支援のもと、平
成 24 年度から始まりました。前例がまだ少ない中で、過去の研修の反省をふま
え、有意義な研修にするために私たちは取り組んでまいりました。
「倉高山脈」と言われる小倉高校の豊富な人脈のおかげで、NIH や大使館な
ど通常では簡単に入ることができない場所で研修を行い、貴重な体験をさせて
いただきました。
近年のインターネットの普及に伴い、日本にいながらにして世界中の情報を
簡単に入手できるようになりました。しかし、どれほど技術が発展しようとも、
実際に現地に赴き、自分で見聞きし感じることで初めて知り得ることがたくさ
んあるということを実感しました。
本報告書では、私たちがアメリカで学んだ数々の事柄を余すところなく記し
ております。私たちの学びの成果が、今後の研修生にとっての指標となり、こ
の事業がより発展していくことを願ってやみません。

生徒海外派遣研修の目的

世界の政治・経済・文化の中心地域の動向を直接
見聞きするとともに、国際的に活躍する本校 OB と
の交流を通じて、将来世界に羽ばたき、国際社会
のリーダーとなる力を持った倉高生の育成を図る。
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派

遣

団

員

紹

介

団長

副団長

浪﨑 陽一先生

福泉 亮先生

No.1（代表）

No.2（副代表）

墨田 知世

新谷 亮介

将来の展望：世界をデザインする。

将来の展望：世界を股に掛ける。

No.3

No.4

前田 知玲

田口 尚征

将来の展望：英語を使った仕事に就く。

将来の展望：すべての人々が健やかに成長できる
環境を作る。

No.5

No.6

筒井 千瑛

藤木 真菜美

将来の展望：将来はアメリカ人として、未来の倉高 将来の展望：輝くキャリアウーマンになる。
生を迎える。

No.7

No.8

湯ノ口 慧

早瀬 加奈子

将来の展望：大学生の内に留学する。

将来の展望：華やかに生きる。

No.9

No.10

赤星 圭梧

新田 あゆ美

将来の展望：世界に通用する人材になる。

将来の展望：本当にやりたいことを見つける。
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事前研修
執筆：湯ノ口 慧

●小島さんによるレクチャー
研修に先立って本校 OB の小島さんにお越しいただいて、アメリカでのマナーやコミュ
ニケーションの取り方などを教えていただいた。小島さんは NEC で初めての海外展開を率
いた方で、外国人とコミュニケーションを取ることの難しさを肌で感じられている。マナ
ーの話では、日本人はお辞儀をして挨拶をする事を基本とするが、アメリカはアイコンタ
クトをとってしっかりと握手をすることが大切だと学んだ。実際にやってみると、どうし
ても頭を下げてしまうので、自分は日本人の慣習が身についているのだと改めて感じた。
コミュニケーションの話では、小島さんがアメリカで初めて日米合同でチームを組んだ時
に、意思の疎通が図れず苦労した経験をもとに、拙くてもいいからとにかく英語を話して
みることが大事だということを教えていただいた。実際にアメリカでご活躍した方なので、
意見に説得力があり、多くのことを学ばせていただくことが出来た。

●プレゼン発表
生徒が A～E までの五つの班に分かれて、訪れる予定の施設について調べて発表した。自
分が調べた施設はもちろんのこと、ほかの班の発表を聞くことで理解を深めることができ、
現地での質問もしやすくなった。人前で発表することの難しさや、質問対応など、厳しい
点は多々あったが良い経験になった。

●英会話レッスン
本校の ALT のナンシー先生に日常の時に欠かせない英会話のレッスンをしていただいた。
英会話だけにとどまらず、アメリカの料理の大きさや、料理の内容が想像できない料理名
が書かれていることなど、アメリカに行く際に注意しておかなければならないことも教え
ていただいた。実際にアメリカに行ってみると、やはり料理は大きく、料理名も訳のわか
らないものもあったので、知っていなければ戸惑っていただろうと思う。
この他にも、美術館や博物館で見たいものを事前にチェックしておいたり、質問の内容
を英語で考えておいたりと、自主的に活動をしておくと研修がより有意義なものになるだ
ろう。あと、ミュージカルに関しては、英語で上演されるため何を言っているのかわから
なくなるので、ストーリーをつかむためにあらかじめ一度映画を見ておくことをおすすめ
する。
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DAY1

(3/20 SUN)

研修概要
福岡空港発→成田空港着（ANA2142）
成田空港発→ニューヨーク JFK 空港着（ANA010）
バスに乗車、マンハッタン島などを見学
・ ウォール街
・ 自由の女神
・ ロックフェラーセンター
ショッピングモール(Brookfield Place)で各自自由に昼食
グラウンド・ゼロ（ワールドトレードセンター跡地）
ホテル着（THE LEXINGTON NEWYORK CITY）
OB との懇親会

ハドソン川を渡ってマンハッタン島へ!!

日本ではあまり見られないほど、広く
て綺麗なショッピングモール。
ここで初めての英語での注文を体験。

牛はその突き上げる動作から株価上昇の
象徴。
（下落は切り裂く動きから熊である）
ニューヨークの経済発展を象徴する一方
で、富裕層と貧困層の深刻な格差を表して
いるとも言われている。

-6-

ニューヨーク観光
執筆：藤木 真菜美
街全体が碁盤目状になっており、アベニュー、ストリートで名前が付いている。
様々な人種の人が、皆忙しそうに歩いていたのが印象的だった。
日本では、都会には高層ビル、都市部を離れると歴史的な建物がある、という風にはっき
りと分かれているが、ニューヨークでは高層ビルの真横に近代風なレンガ造りの建物が建
っている、などの光景が多く見られた。また、空間を広々と使う工夫をし、緑を取り入れ
て、ゆとりを持って生活している様子が見受けられる。
一方で、ゴミがたくさん歩道に落ちていたり、常にスリに遭う危険があったりするなど、
清潔感の欠如や治安の悪さも感じられた。また、ホームレスの方が放浪しているのをよく
目にした。華やかな面が目立つ一方での、経済格差も感じた。
←グラウンド・ゼロの
世界貿易センタービル。
テロの痕跡を少しも残さないほど
完璧に修復されていた。
消防活動にあたって
亡くなった方の名前が、
全て刻まれている。→

←イサム・ノグチ氏の作品「レッドキューブ」
他にも、芸術作品が街の中に違和感なく置かれている。
ビルの造りそのものに芸術性を感じられる。

←屋外スケート場。至る所に現れる。
普段からお世話になっている
パソコンや i Phone を作っている
アップルの会社。
他にも宝石で有名なティファニーなど、
有名な会社の本店が集まっていた。→
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←ロックフェラーセンター
近くのレゴショップにクオリティーの高い
ロックフェラーセンターのレゴが！！
ニューヨークで主流の
タクシー、愛称は
「イエローキャブ」
日産のバンに統一される
ことが決まったらしい→

緑があるところには

←どこにでもリスがいる。
街の中に野生のリスがいることに
みんな驚いていた。
マンハッタン島の最南端から
自由の女神を見た→

←ニューヨークの中心部で、
とても賑やかなタイムズスクエア。
夜でもネオンの明かりで明るい。
着ぐるみのエルモと写真を撮って
チップを要求された人も…↓

←スターバックスが何メートルかおきにある。
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←ビルの中にあったマーケット
一個一個の野菜が大きい！
フレッシュジュースのお店もあった。

回転ドアが多かった。
たまにある「押しドア」は、
とても重たい。
軽量化できないのだろうか…→

←星条旗が街中に立っている。
アメリカ人の、アメリカのことを誇りに
思う気持ちの表れなのかもしれない。
ニューヨーカーは赤信号で
渡る。青信号になると
すぐにカウントダウンを
始めて点滅する。
日本の青点滅とは少し
意味合いが違うよう→
横断歩道の線が日本よりも
細い→
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ニューヨークの地下鉄。
メトロカードを購入し、改札でスキャンして通る。
スキャンする速さにコツがあるようで、結構難しかった。
日本のように、地下鉄内で携帯を触っている人は
ほとんどいない。
隣の席に座った見ず知らずの人と
談笑している様子が印象的だった。
日本人には社交性が欠けていると思った。

二階建ての観光バスがたくさん通っていた。
いかにもニューヨークらしい派手な色柄のバスで、
とても目立っていた。
観光に力を入れていることがわかる。

グランドセントラル駅の天井→
十二星座が全て描いてある。
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もわかっていないのだが、アメリカの若者

OB との懇親会（入口側）

たちは必ず政治に対して意見を持っており、

執筆：新田 あゆ美

意見を持っていないということが最もいけ

私たちは二人の OB の方にお話を伺った。

ないことだと考えられているそうだ。政治

二人とも海外に行きたかったわけではなく、

について深く考えること、そのための時間

成り行きでアメリカに来たという感じの

をとること、そしてどんなにくだらないこ

方々だということが意外だった。彼らも私

とだとしても、自分の意見をもつというこ

たちが自分からアメリカに行くことを希望

とが重要であると学んだ。また、政治に対

したということに驚いていた。

してだけでなく、アメリカ人は自分の意見

私たちは日本とアメリカの違いについて、

をしっかりもち、それをはっきりと他者に

文化的な面から社会的な面まで感じたこと

伝えるという。日本のように「言葉にせず

をさまざまぶつけあった。先輩方はそれを

とも伝わる」というようなことはないので、

市民からの目線で話してくださり、とても

はっきりしない人は相手にされなくなる。

興味深かった。

このことは明らかに文化の違いだと思った。

一番驚いたのは、医療費に関する問題だ。

日本では転職はあまり良いイメージがな

OB の方の一人は、病気になったときは日本

く、入社三年以内で辞める若者は非難され

に帰り、日本の病院にかかるそうだ。アメ

ることがある。それに対してアメリカでは

リカは医療費が高いというのは聞いていた

ほぼ必ず転職をし、転職をすることによっ

が、わざわざ帰ってくるほどだったのか、

てキャリアアップされると捉えられている

と。日本では医療保険が適用され自己負担

らしい。会社に入ってから「この会社では

は医療費の三割程度。また、福祉や生活保

自分のしたいことができない」ということ

護など、日本はとても手厚い国であること

は十分ありえることだし、一度しかない人

を改めて実感した。しかし日本では医療費

生なのだから、転職を受け入れる姿勢は日

負担額が安いがゆえに、病院が病気でない

本でも必要なのではないかと感じた。

のに暇つぶしで来たりする高齢者の溜まり

お話を伺っていると、アメリカの素晴ら

場と化していることがあり、それが問題に

しい文化や人々の考え方などが浮き彫りに

もなっているので、日本の制度も一概に良

され、日本も見習うべきところがたくさん

いとは言えないかもしれない。私も医療従

あると感じた。反対に、日本にいては気づ

事者を志すものとして、こういった問題に

かない、アメリカに来たからこそ分かる日

は関心をもち考え続けなければならないと

本の良いところも見えてきた。アメリカの

感じた。

良いところはこれから日本に取り入れてい

今年から 18 歳以上に選挙権が与えられ、

くべきであり、日本の良いところも海外へ

私たちの中にも選挙に参加する人がいるだ

伝えていくべきだと思う。今回の経験を活

ろう。私は政治についてあまり勉強してお

かし、私たちが日本と海外の懸け橋となっ

らず、何から考えてどう判断すれば良いか

て、そういったことを成し遂げていきたい。
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ような社員教育をするそうだ。転職につい
ては、私たち１０人の中でも賛否両論あっ

OB との懇親会（奥側）

た。日本からアメリカに渡って就職する時、

執筆：藤木 真菜美

日本で大学を卒業していても、アメリカで

アメリカでは、芸術について寛容であると

もう一度大学に通いなおすというおー話も

いうお話を聞いた。日本では芸術に関して、

聞いた。日本の大学とは学ぶことが全く異

ある師匠についたり、どこかの流派に属し

なっていて、アメリカの大学で学ぶ内容は、

たりすると、ほかの先生の元で学ぶ機会は

仕事をする上で必要になるそうだ。日本で

あまりなく、他の流派に属することも出来

は、働き出してから大学に通うというイメ

ない。日本人は、ここで自分の芸術を極め

ージがあまりないので、少し信じられない

る、と決めたところで、最後まで技術や感

気持ちだ。日本とアメリカの大学で、学ぶ

性を磨いていく。

内容にどのような違いがあるのか知りたい

一方アメリカでは、一流の芸術家であって

と思った。

も、自分の技術を出し惜しみせずに弟子に

どのお話にも共通するのは、アメリカで働

教えてくれる場合が多く、むしろ先生の方

く人は、現状に執着せずに次々と身を置く

から、別の芸術家の元で学んでみてはどう

環境を変えることで、スキルアップを図っ

かと提案されることもあるそうだ。多くの

ていること、そのための環境が整っている

芸術家の感性に触れることで、確実なスキ

ことだ。アメリカが、何事においても常に

ルアップを望めると思う。日本にもこの考

成長し続けているのは、そのようなシステ

え方が根付いたら、より芸術の幅が広がる

ムが成り立っているからなのだろう。日本

と思うが、師弟の関係を築き、伝統的に技

にはない考え方で、とても勉強になった。

術を継いでいく日本古来の考え方にも、良

私たちは最初、少し緊張していたが、先輩

さがあるとは思う。

方のおかげで、和やかな雰囲気の中、海外

また、アメリカでは転職を悪いことだと思

で生活されている方ならではのお話を聞く

っておらず、肯定的に捉えていて、キャリ

ことができ、充実した時間を過ごすことが

アアップの手段として大学の先生から勧め

できた。

られるくらいだそうだ。日本では転職する
と、長続きしない、だらしないなどという
印象がまだ根強いが、アメリカでは、前の
職場で積み重ねたものを新たな職場で発揮
できるので、給料も上がる場合が多い。会
社の考え方も違って、日本の会社は、雇っ
たら定年退職するまで自分の会社に尽くし
てくれることを望むが、アメリカの会社で
は、転職するだろうということが前提なの
で、ほかの会社に行ったときに問題がない
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DAY2

(3/21

MON)

主な研修先
コロンビア大学
セントラルパーク（昼食）
メトロポリタン美術館
ミュージカル「オペラ座の怪人」
背後はコロンビア大学の中央図書館。
写真中央の像は学問の女神であり、彼
女のどこかに隠れているフクロウを見
つけると、学問成就のご利益があるら
しい。
（見つけました！）
セントラルパークからニューヨークの街を望む。
写真のビルにはビートルズのボーカル故ジョン＝レノン
の妻であるオノ・ヨーコさんが住んでいてセントラルパー
クを一望できる。

今、欧米を中心に流行しているというブランド「Superdry
極度乾燥（しなさい）
」
ロゴを無視すればかなりおしゃれで機能的な衣服ばかり
なのだが…
ちなみに日本のアサヒスーパードライとは無関係らしい。

ブロードウェイ周辺を訪れると随所で見られるミュー
ジカルの広告。今回私たちが観賞した「オペラ座の怪
人」以外にも「レ・ミゼラブル」などの有名作品が数
多く揃っていた。
この時はまだ時差ボケに対する認識が甘かった…
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メトロポリタン美術館
執筆：墨田 知世
ルーブル美術館、エルミタージュ美術館に並び
世界三大美術館といわれるメトロポリタン美術館、
他の美術館と異なる点は、
「作品を活かすため」の
建物であることだ。

宮殿など、もともとあるものの中にただ並べるのではなく、
いかにして魅せるかが考えつくされている。
屋根をガラス張りにして太陽の光の下にあるギリシャの
石膏たちは、何とも言えないやわらかい白で、明らかに
照明では表せない美しさをたたえていた。

エジプトの遺跡がナイル川の水面に映った
様子を表現するために館内に川がつくられて
おり、彼らのこだわりに驚かされた。

順に陳列するのではなく、次にあるものが
気になり惹きつけられるような展示だった。
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また、この美術館の大きな特徴は入場料が希望額であることだ。
豊かな人も、そうでない人も芸術に触れることができる。

日本と異なり、写真撮影が可能である点に置いても、
人々の芸術との距離感の違いを感じた。日本では、
芸術や美術というものは一部の特別な人のもので、
一般の人には敷居が高いと感じられることが多いと思う。
日本の人々も、もっとのびのびと自由に楽しめるような
工夫が必要だと感じた。
私ははじめ、日本が館内撮影禁止なほうが少数派だと知ったとき、
浅はかにも、写真が見られるのなら入場者数が減るのではないか
と考えていた。しかし、そうでないことがすぐに分かった。

額縁には入っているが、ガラス一枚をも挟んでいなかったその絵をみた。写真と実物は全
く違う。言葉でも写真でも表せないエネルギーが、そこにあったように思う。その迫力に
感動した。高校生の今、ここを訪れることができて、本当によかったと心から思う。
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ブロードウェイ･ミュージカル

ぼ見えないが、会場全体に響き渡る音楽は

執筆：新田 あゆ美

はじまり、次々と流れる音楽で私たちは登

私たちは今回、ブロードウェイのミュー

場人物とともに心を揺れ動かした。音楽の

ジカル「オペラ座の怪人」を観た。観劇に

ちからは絶大で、言葉がわからなくても伝

先立って、もちろんだがすべて英語で話が

わってくるものがあった。言葉に表されな

進んでゆくので前もってみんなで DVD を視

い感動があった。映画で一度見た話なのに、

聴し、ストーリーを理解しておいた。一度

感動の涙が流れた。ブロードウェイでは連

見てしまった話なので舞台では感動が半減

日ミュージカルの上演があり、子供のころ

してしまうかと思ったが、まったくそんな

からこのような芸術に触れているからアメ

ことはなかった。生の演奏の迫力に役者の

リカは映画や音楽などの面でも優れている

歌唱力、そしてなにより舞台という物理的

のだろうと感じた。

人々をひとつにした。あの有名な旋律から

に制約のある中での演出は驚くべきもので

残念だったことが二つある。一つは時差

あり、素晴らしかった。

ボケがまだ解消されておらず、上演中ずっ
と眠かったということだ。うつらうつらし
ながらでも感動できるほど素晴らしい舞台
ではあったが、やはりきちんと起きて観て
いれば様々なところに目を配ることができ、
もっと気づきがあったと思う。もう一つは、
周りのアメリカ人が笑っているところで何
がおかしいのか分からず笑えなかったとい
うことだ。映画とは違った言葉の言い回し
などもあったはずだが、何一つ分からなか

会場はとても広かった。私たちは上のほ

った。もっと勉強して、英語を聞き取れる

うで舞台を見下ろす席で舞台からは遠く、

ようになりたい。そしてもう一度このミュ

役者の顔などはほぼ見えなかったが、迫力

ージカルを観たい。そのときどんなことを

は十分にあった。DVD の映画を見たときは

感じるのか楽しみだ。

どうやってこの世界観を舞台で再現できる
のだろうと思っていたが、完成度は高く、
また舞台だからこそできる演出もあり、映
画とはまた違った観点からの感動を覚えた。
オペラ座の怪人はとても有名で人気がある
ので、何度も上演されるなかで少しずつ改
良されていき今日に至るのだろう。
私たちが特に心を奪われたのは、舞台の
下でのオーケストラの演奏だ。演奏者はほ
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DAY3 (3/22

TUE)

主な研修先
国際連合
セントラル駅(昼食)
ニューヨーク市立図書館（Bryant Park 付近）
NHK アメリカ総局
ウォールストリート(夕食)
ニューヨークのセントラル駅（写
真左）の内部。天井には星座が描
かれており、荘厳な造り。
また、駅内のアップルストアには
ドローンが販売されていた。（写
真右）

ニューヨーク市立図書館
世界中から年間数百万人が訪れるアメリカの
一大図書館。ここにはラテン語で書かれた聖
書など貴重な資料があり、出る際には手荷物
検査があるが、実際にはカバン(全てではない)
の中身をちょっとのぞくだけ。これで大丈夫
なのだろうか？
ウォール街で食べたハンバーガー。噂に聞いていたよ
りは大きくないかも… でも味はやっぱり本場！

-CAUTIONマリオ、エルモ、ミニーマウス、我々日本人にとって
馴染み深いキャラクターである。しかし、彼らと一緒
に写真を撮ってはいけない。彼らは撮影を終えると本
性を現しチップを要求する。しかも仲間まで呼んでよ
り多くの金銭を手に入れようとするのだ。お人よしな

↑楽しそうに映る２人
この後、計８ドルを支払う

日本人は特に注意が必要である。
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国連の事務総長は、特定の国や地域

国際連合

への権力集中を防ぐために大陸ごと

執筆：田口 尚征

に発展途上国から選出されることに

●概要

なっている。

国連はニューヨークの 42～47st に

現在の国連事務総長

位置するが、実際にはどの国の領土

潘 基文(韓国)

ではない。そのため、立ち入るには

この写真に見える顔は実はペル

パスポートが必要となり、手荷物検

シャ絨毯の刺繍で、イランからの

査など空港の入国審査のような厳重

寄贈品である。

なチェックが行われる。外観から見

展示品のほとんどが戦争の悲惨さ

える数々の旗は 190 以上の加盟国の

を伝えたり、難民や貧困国の現状を

国旗でアルファベット順に並んでお

伝えたりするものであり、日本に投

り、最初がアフガニスタン

下された原子爆弾の資料もあった。

(Afghanistan) 、 最 後 が ジ ン バ ブ エ
(Zimbabwe)である。
施設内に入ると様々な国から寄付
されたオブジェがあった。国連は総
会議場以外がすべて寄贈品であり、
日本は日本庭園を贈っている。

↑安全保障理事会の会議場。ノル

国際連合本部

ウェーによる寄贈品。
●平和について
国連は平和維持のために様々な活
動を行っている。紛争地域に国連軍
を派遣する PKO 活動や北朝鮮の核
使用に対する非難などがその一例で
ある。

●施設内部

国連が掲げる貧困国援助の対策と

実際に国際会議で使用される会議

して「持続可能な発展のための目標

場を訪れることができた。国際連合

（sustainable development goals）
」

本部には主要機関が 6 つ（総会、安

があり、これは教育や衛生面などそ

全保障理事会、経済社会理事会、信

の地域が自立して安全に暮らしてい

託統治理事会、事務局、国際司法裁

くために最低限必要な１７の目標で

判所）のうち国際司法裁判所（スイ

ある。これらの目標はどれも実現す

ス、ジュネーヴ）以外が置かれてお

るのは容易ではないが、その一つ一

り、連日多くの会議が開かれている。

つが確かに暮らしの中でかけがえの
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ないものであり、今の私たち日本人

しきれないほど多くの問題が発生し、そ

の生活が国際的に見るとどれほど恵

の度に解決に向けた弛まぬ努力が成され

まれているものかが窺える。

てきた。ここで言いたいのは過去に何が
起こったのかということではなく、私た
ちが今生きているこの時にも世界変わり
続けていること、そしてあらゆる問題の
ひとつひとつに対して国連や各国政府が
真摯に対処しているということである。

↑持続可能な発展のための目標

「もはや他人事ではないのでは」とい

貧困や飢えがないことや教育の質の

のが国連内の展示に関して私が抱いた最

向上などその内容は多岐に渡る。

も大きな考えである。今まで遠い海の向
こうでの出来事であった多くのことが、
実際に海を越えてみて、最前線で携わる
方の話を聞くことでより身近なものにな
ってくる。私たちにできることなどない
のではないか、どうしてもそう思ってし
まうのだが、国際連合が広い範囲での平

↑実際に戦場で使用される地雷。

和を目指すのであれば、私たちは小さな

その価格は１個３ドル程度で、コー

平和を描けばよいではないか。ひとりひ

ヒーよりも安い。

とりが問題意識を持ち、できることをす
る。それだけでも何かを変えられるはず

●考察

だ。国連で平和を訴えるスピーチをし話

国際連合では上記の通り、国際的な平

題となったマララさんも初めは一個人で

和や、経済発展、貧困国への援助などの

あったが、彼女は自分の信念の下できる

様々な活動を行っている。そのどれもが

ことをし続けた結果、その言葉は世界中

重要なものであるが、正直なところ余り

に影響を与えるまでになった。それだけ

に大きすぎる規模のこれらの問題は私た

私たちが持ち得る力は大きいのだ。

ちにとって多少なりと取っ付きにくい印
象が研修前の段階ではあった。
話は変わるが、国際連合の前身である
国際連盟の頃から考えると、世界規模の
組織が誕生して１００年弱ということに
なるが、その間に世界情勢は目まぐるし
く変化してきたことを私たちはこれまで
に学んでいた。二度の大戦、東西対立、
現在も根深く残る民族問題などここに記
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・NHK の厳しい状況

NHK ニューヨーク総局

現在 NHK は、視聴率の低下が大きな問題

執筆：赤星 圭梧

となっています。原因として、若年層の政
治的関心の低下、そしてテレビ以外のメデ

ニューヨークの情報を集めて日本の NHK

ィアの台頭が挙げられます。後者について、

に送り届けるための、いわば NHK の目や耳

例えば新たなメディアとしてインターネッ

となる総局。ニューヨークだけでなくワシ

トが発達しています。テレビでは、放送す

ントン、そしてアメリカ以外の国にも多く

る側が重要だと判断した事柄から取り上げ

の総局、支局が存在します。しかし、あく

られますが、インターネットでならば受け

まで日本に主眼が置かれているため、ここ

手が関心のある事柄だけを抜き出して情報

で働いている方はわずか 8 人。ほかでも 1

を得ることができます。また、時間がある

人しかいない支局は当たり前であり、海外

ときを選んでチェックできる事もあって、

で働く NHK 職員は全体の 1％程度です。し

大きく利用者数を伸ばしているのです。NHK

かし、現地で働く職員の方たちは、今日も

もインターネットなど新たなメディアに進

日本の視聴者に最新の情報をとどけるべく

出するべきだという声もあるそうですが、

奔走しています。この度の研修では、映像

テレビの視聴者から受信料をもらって運営

の編集を見たり、実物の撮影機器を扱った

している以上、その他の人も利用できるよ

り、実際に放送する時と同じ設備でニュー

うな形式で報道することはできないという

スを読んだりと、大変楽しい研修でした。

問題から、見送られています。確かにイン

また、アメリカ総局長、傍田賢治さんに様々

ターネットは便利です。しかし、テレビで

なお話を伺ってきました。

放送されるニュースに一通り目を通すこと
で、報道のプロである報道機関が重要だと
判断したニュースを網羅することができる、
というのはテレビの利点ではないかと思い
ます。
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・「公平」でなくとも、「公正」

・アメリカと日本の報道の自由の差

衆議院総選挙、アメリカの大統領選など、

国際 NGO「国境なき記者団」によると、

選挙が行われる際には候補者や政党の情報

日本の 2016 年報道の自由度ランキングは

を伝えることも、報道機関の重要な役割で

180 か国中の 72 位で、前年の 61 位から 11

す。ただし、報道機関の役割はあくまで「視

位後退しました。特定秘密保護法の制定な

聴者に判断材料を提供する」ことであり、

どが理由として挙げられているそうです

特定の候補者や政党の肩を持つような報道

が・・・
「あれ、意外と低い？」とお思いに

は許されません。しかしそこが、報道の非

なった方も多いのではないでしょうか。

常に難しい点でもあります。

日本人の国民性の一つとして、集団意識

「立場のない立場はない」と言いますが、

というのが挙げられます。報道機関は一つ

報道を作るのも人間です。普段から、どれ

の組織として活動しており、同じ組織に属

かの候補に偏らないような情報提示をした

する人たちは仲間ですから、例えば報道機

り、公平に時間を割り振ったりというよう

関内部の不祥事が組織的に隠蔽されるとい

なことはしていますが、それでも完全に公

うこともあり得ます。一方アメリカでは、

平な報道をするのは不可能です。ですが、

そのようなことがないとは言えませんが、

「公平」ではなくとも、「公正」な報道を

一人一人の記者・ジャーナリストは独立し

することは可能だとおっしゃっていました。

ている傾向にあり、
「自分は報道をする者と

つまり、完璧でなくとも、より偏りのない

して真実を伝えなければならない」という

公正な報道をしようという志こそが、非常

意識が高いということでした。ですから、

に大切であるというわけです。私たちも、

自分が所属する報道機関の不祥事が発覚し

一つの情報源だけに偏るのではなく、様々

た場合、社長室に突撃することもありうる、

な情報源から情報収集をして、より「公正」

というのです。どちらの報道のほうが良い、

な判断ができるように心掛けなければなり

悪いと一概に言い切ることはできませんが、

ません。

報道の自由という観点においていえば、ア
メリカの性質はその自由の保護に大きく貢
献しているのだと思いました。
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DAY4 (3/23

WED)

研修概要
アムトラック（Pennsylvanian~Washington）
ワシントン・ユニオンステーションで昼食
ワシントン D.C.探訪
・ 国会議事堂
・ ホワイトハウス
・ ペンタゴン（財務省）
・ FBI 本部
・ タイダル湖周辺の桜
・ リンカーン大聖堂
・ アーリントン墓地
ホテル着(CAPITOL SKYLINE HOTEL)
シックなデザインがかっこいいが、日本の列車
と比べると少々無骨な印象を与える。
車内アナウンスは無く、到着前には乗務員が活
気のある声で叫び、到着を知らせる。

日本からかつて贈られた桜は現在ではワシント
ン D.C.有数の観光地となっている。近くのタイ
ダル湖はその名の通り塩水湖で、塩の影響で桜
の木の生長が抑制されより近い位置で桜を楽し
むことができる。
また、この付近ではセグウェイに乗っている人
たちも多く見受けられた。
写真はアーリントン墓地内の J.F ケネディ氏の
墓。隣には妻や子どもの墓もある。同墓地には軍
人やスポーツ選手などアメリカに貢献した人々
が数多く眠っているが、その中でもケネディに対
する敬意は凄まじく、墓前には静かに敬意を持っ
て参拝するようにという立て札もあり、そのすご
さがうかがえる。
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ワシントン観光
執筆：前田 知玲
ペンステーションからアムトラックとい
う鉄道に乗った。駅では、赤い帽子をかぶ
ったポーターさんが荷物と一緒に乗り場ま
で連れて行ってくれた。(Red Cap Service)

約 3 時間半後、たどり着いたのは、アメ
ワシントン D.C.内の建物はテロ対策のた

リカの首都で政治の中心地であるワシント
ン D.C.。

めワシントン記念塔より低く作ることが義

ニューヨークより南緯に位置し、訪れた

務付けられており、ニューヨークの高層ビ

とき最高気温が 20 度を越えていたため、ニ

ル街に比べ落ち着いた印象を受けた。

ューヨークで着ていた冬用のコートやニッ
トは必要無かった。
アメリカの硬化や紙幣に印刷されている
建物の多くはワシントン D.C.にある。国会
議事堂やリンカーン記念館、ホワイトハウ
スアメリカ国防総称(通称ペンタゴン)など
を見て回った。ホワイトハウスには屋上に
ライフルを持った警備員がおり、日本とは
異なる厳重な警備体制だった。

↑ワシントンのどこからでも見ることので
きるワシントン記念塔

ワシントンの桜
また例年より数週間早く桜が咲いていた
こともあり、多くの観光客が花見に訪れ、
桜の名所であるポドマック河畔周辺は交通
渋滞が起こっていた。(花見といっても日本
のように木の下で宴会はしない)ワシント
ンの桜が日本から寄贈されたことは有名な
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話である。1910 年に横浜港から 2000 本の

ーパーマーケットも行くことができた。日

桜を乗せた船がワシントンに到着したが、

本でもよく知られている商品も多数陳列さ

害虫に侵されていたため泣く泣く焼却処分

れていた。どの商品も日本に比べ大きく、

することになった。
しかし 1912 年に再び桜

THE・アメリカンサイズという感じがした。

を寄贈し、ポトマック川を中心に植樹され

アメリカ人の普段の食生活を垣間見ること

た。今では毎年 3 月下旬から 4 月上旬にか

ができた。日本では見たことのないような

けて「さくら祭」が開催され、全米から観

野菜や果物、お菓子などいろいろ食べてみ

光客が訪れる世界最大の桜の名所のひとつ

たいものがあった。

となっている。私には日本の桜より色が白
っぽく雄大な感じがし、桜が日本とワシン
トンをつなぐ架け橋のような存在に思えた。

また、ワシントンでもニューヨークに続
き地下鉄に乗ることができた。路線は色別

アーリントン墓地

に区別されており、日本の大都市圏の地下

アリートン墓地では、まず墓地が観光地

鉄に比べ、わかりやすかった。しかし、乗

になっていることに驚いた。ガイドのヨー

客を待たずに扉が閉まるといった危険な一

コさんによると、この墓地では戦死した米

面もあった。

兵や軍に 20 年以上勤めた人などアメリカ
のために尽くした人が眠っているそうだ。
中にはジョン・F・ケネディも祀られている。
元々この場所は、南北戦争戦没者のための
墓地として南軍のリー将軍の住居やその周
辺に作られた。今でもお墓の数は増え続け
ているらしい。圧倒的な迫力を感じた。
↑開放的な駅の中

ワシントン観光とは関係ないが、現地のス
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DAY5 (3/24

THR)

主な研修先
在アメリカ合衆国日本国大使館
スミソニアン博物館群
・ ホロコーストミュージアム
・ 国立自然史博物館
ワ シ ン ト ン D.C. の 地 下 鉄 で 使 え る IC カ ー ド
SMARTRIP の発行機。驚いたことに、同じ区間でも
混む時間帯と空く時間帯とで運賃が異なる。
日本とは違って乗車完了を待ってくれないので、ドア
に挟まれそのまま発車することもしばしば。私たちの
内の何人かも挟まれてしまった。
（その後無事が確認されました。）

ホロコーストミュージアムにて。
本館には混雑のために入ることはできなかったけれ
ど、一部の無料の場所を見学、当時の多くの遺物や資
料を実際に見ることで、戦争の悲惨さ、ナチスの政策
の非人道性を再認識。パンフレットに書かれていた
“This museum is not an answer. It is a question.”
という言葉は深く考えさせられるものであった。

移動中の街の風景。ニューヨークとは違い静かで洋
風な印象があった。写真上部には飛行機雲が写って
いるが、ワシントン D.C.の空港には国内便、国際
便問わず非常に多くの飛行機が発着し、ホテルから
は同時に 10 本ほどの飛行機雲を見ることができ
た。
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在アメリカ合衆国日本国大使館
執筆：新谷 亮介

学んだこと
国益（安全保障や経済発展など）のため
に島参事官を含め大使館職員は派遣された
国の文化・言語・歴史などを非常に詳しく
勉強し、相手国と良い関係性を作る努力を
していることがお話からよく分かった。さ
らに「信頼関係を築くためには誠実でなけ
ればならない」ということを力強くおっし
ゃっていた。

はじめに

考察

ワシントンの、各国の大使館が並んでい

大使館に入る際にはセキュリティーがと

る Massachusetts Ave NW という通りの一

ても厳しく、基本的に大使館内で写真撮影

角に今回研修させていただいた日本大使館

が禁止だった。しかし、セキュリティーを

があった。研修に訪れたちょうどその日は、

クリアして施設内に入ると和の要素が施設

大使館前に植えてある桜の花が咲いており、

内にいくつか見受けられ、施設自体とても

とてもきれいだった。大使館は白基調の平

凝った作りをしていた。今回の研修では、

たい建物で、個人的には日本建築らしい建

島参事官と大使館の役割から島参事官のプ

物を想像していただけに驚いた。

ライベートの話までたくさん意見交換する
ことができた。島参事官は大使館に関係な

概要

い話でもしっかり受け答えをしてくださる

大使館というのは、国交のある外国に自

上に知識量も並大抵の量ではなかった。

国の特命全権大使を駐在させて公務を執行

様々な分野のことを知っているということ

する役所。通常大使館は派遣された国の首

は、他人と円滑に物事を進めるために必要

都に置かれ、主な業務内容は①派遣先での

だと島参事官の姿から教えて頂いた。

外交の拠点②ビザの発給や、パスポートの
発行・更新③在米日本人の保護と援助等が
挙げられる。
研修内容
島桂一参事官から大使館の役割の簡単な
説明から個人的な話まで様々な話をしてく
ださった後、質疑応答が行われた。
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スミソニアン博物館群
執筆:新谷 亮介
1910 年に建設された国立自然史博物館

●概要

は、植物・動物・化石・鉱石・岩石・隕
石の標本や文化工芸品など、総数約 1 億
2500 万個を超えるコレクションを誇る
博物館であり、映画「ナイトミュージア
ム 2」の舞台にもなった博物館としても
有名である。スミソニアン博物館群の中
で国立宇宙博物館の次に人気だそう。
1848 年に、イギリス人科学者ジェーム
ズ・スミソンが「知識向上と普及に」委

施設紹介

託した基金（スミソニアン協会）によっ

一階（主に哺乳類、海洋類の展示）

て作られた。スミソニアン協会は 19 の博

まず入り口から入って目の前に現れて

物館並びに研究センターを運営しており、

私たちをお出迎えしてくれるのは、巨

多くはワシントン D.C.の中心部にある。

大なアフリカゾウのはく製である。

博物館の所有物はスミソニアン協会の所
有物の大半を占めており、運営資金はア
メリカ合衆国連邦政府の財源及び寄付、
寄贈、ミュージアムショップ、出版物か
らの利益で賄われているため、入場料は
無料である。
国立自然史博物館

●概要

このはく製は、これまで捕獲されたゾ
ウの中では最大の大きさで、体長 3.9
ｍ、体重 8ｔもあり、迫力満点だ。
二階（主に地質学、宝石、昆虫の展示）
二階の展示の中でとりわけ人が並んで
いた展示は、
「持ち主を次々と破滅させ
ながら、人手を転々としていく呪いの

27

宝石」として有名ホープダイヤモンド

学的発展が進んだのだと思う。日本に

だった。

も、スミソニアン博物館のようなシス
テムの博物館ができれば、さらに日本
の科学の振興・発展を推し進められる
はずだ。

このダイヤモンドは質量 45.5 カラット、
推定価格は 2～2.5 億とも言われており、
現在の持ち主は国立自然史博物館であ
る。写真では伝わらない美しさがある
ので是非実際に見に行ってほしい。

地下（動物のはく製や土産店）
土産屋であるミュージアム・ショッ
プには数多くのお土産があった。品
揃えがいい分、お土産を買う時間が
懸かってしまうので余裕をもって買
うようにしたらより楽しめるだろう。

学んだこと
今回の訪問でスミソニアン博物館群で
しか見られないものをたくさん見るこ
とができたのだが、このような貴重な
体験を入場料無料でできることがアメ
リカのすごさだと感じた。これは、科
学分野における「寄付」ということへ
アメリカ人の意識が日本人より進んで
いるためだと思う。一般市民や将来を
担う子供がスミソニアン博物館のよう
な場所で科学を学ぶことができる環境
があるからこそ、現在のアメリカの科
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DAY6 (3/25

FRI)

主な研修先
スミソニアン博物館群
・ 航空宇宙博物館
NIH

-コラム-半旗掲揚について

上の写真は FBI 本部を撮影したものだが、いくつもの星条旗が掲げられているのが
分かる。木に遮られて見づらくなっているのは申し訳ないが、よく見るとどの旗も半分
までしか掲揚されていない。これは半旗といって弔問のときなどに行われる。
今回半旗掲揚が行われた理由は、この写真が撮られた２日前、ベルギーのブリュッセ
ルで発生したテロによる死者を追悼するためで、約１週間に渡って行われた。ニューヨ
ークやワシントン D.C.は IS(Islamic States)から標的にされていたこともあり、事件の
翌日からは駅や空港などでは州警察や米軍が尋常でないほど多く配置されていた。かつ
てテロによって多くの命が奪われる経験をしているアメリカが、今回のテロに身が引き
締まる思いで接していることは想像に難くない。
日本では、今のところは国内での IS によるテロ被害はないが、今後いつ標的となり、
多くの尊い人命が危険にさらされることになるかは分からない。だからと言って、いつ
起こるかも知れないテロに不安を抱いて生きていてはテロに屈してしまっているも同
然だ。私たちは迫りくる恐怖に対して強く抵抗し、非難し続けることが求められている
のだと、今回の事件を通じて強く感じたのでこの度ここに記すことにした。
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スミソニアン博物館

≪GREAT WAR IN THE AIR≫
戦争に対するアメリカの考え方は日本と

○国立航空宇宙博物館

は大きく異なっていた。相当な犠牲者を出

執筆：早瀬加奈子

した零戦のことも、それ以外の地上戦のこ

航空機と宇宙船関係の展示物を展示し

とも、少しあっさりとした目線であったよ

ている博物館の中では世界でも最大級の

うに思う。戦争に負けた自分の国を、戦争

博物館である。また同博物館は地球惑星科

に勝った相手の国から見るという貴重な

学や地球地理学、地球物理学などと同じく

経験ができた。また、さまざまな戦闘機や、

して、航空学・宇宙飛行の歴史、科学、技

戦闘服なども

術を研究するきわめて重要な中央施設で

展示されてい

ある。大きく２５のブースに分かれており、

た。零戦は、他

プラネタリウムなどもある。子供も楽しめ

の戦闘機に比

るように、航空機の仕組みを体験できるコ

べとても薄か

ーナーをたくさん設けていた。

った。これに命
を懸けて乗っているということに驚いた。

≪MOVING BEYOND EARTH≫

等身大の各国の兵隊がてんじされてあっ

人工衛星や、宇宙ステーションの操縦方

たが、その中でも日本人は小柄で暗い雰囲

法、通信方法の発達などが時代ごとに展示

気であるように感じた。

されている。また、人工衛星の軌道プログ
ラムや細かいパーツまで展示されていた。

≪ブース外の展示≫

いまある、人工天体の操作方法が確立した

スペースシャトルから、アポロ、人工衛

裏にはどのような歴

星など、とても大

史があったのかが、
よ

規模な模型が展示

くわかってとても興

されてあった。ど

味深かったです。

の模型も細部まで
精巧に作られ
ており、迫力
があった。
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に複数の分野にまたがった研究をする際

NIH

に、NIH では様々な
執筆：湯ノ口 慧

専門分野を持った研究施設が同じ敷地に

●施設概要

置かれているため、実験装置の貸し借り

アメリカ国立衛生研究所(National

や意見交換などができる。

Institutes of Health)の略称が NIH で、
1887 年に設立されたアメリカ合衆国で最

・附属病院
NIH の附属病院は普通の病院と違い、

も古い医学研究の拠点である。一つの施
設だけはなく、国立癌研究所、国立心配

誰でも入院できるというわけではない。

血液研究所などの研究施設に加え、医学

NIH で研究されている病気を患っており、

図書館など研究室以外の組織があり、合

かつまだ公でなされていない NIH で研究

わせて 27 の施設と所長事務局に渡って

された治療法を実践しても良いという了

いる。働いているのは医師や研究者だけ

承を得ている患者のみが治療を受けられ

ではなく、事務や運営の仕事をしている

る。最新の治療法が受けられることもあ

方々も多くいるので、約 17000 人の職員

って、治療を希望する人は多いが、住む

のうち、医師と研究者の人数は約 6000 人

ことができるのは年間で 6000 人、外来を

と半分にも満たない。アメリカの生命科

受けられるのは 9 万 5000 人と決まってい

学研究の約 3 割が NIH で行われており、

る。遠方から入院する人も多いので、患

またアメリカだけでなく外国にも NIH の

者はもちろん家族が住むことのできる建

研究機関は置かれているため、年間 30 億

物が用意されており、患者が暮らしやす

ドルもの予算が渡されている。しかし、

いように、売店や食堂などがあるため、

本部の研究室での予算は 1 割程度であり、

研究施設などと合わせると NIH 自体が一

残りは他の州や国、大学に寄付している。

つの街のようになっている。それほど広

●NIH の持つ特殊性

大な敷地のために、NIH 内の施設と施設

・専門性

を結ぶシャトルバスも運行しているほど

概要にもあるように NIH の研究室は専

である。

門分野に分かれて研究しているが、それ

●日本人職員の方のお話

ぞれが持つ研究分野を越えて研究してい

・アメリカにきた経緯

ることも往々にしてある。例えば、国立

今回多くの日本人職員の方から貴重な

癌研究所でも癌そのものではなく癌の元

お話を聞くことができた。それぞれアメ

になる炎症について研究しているチーム

リカに来ることなった経緯も違ったが、

もあり、逆に臓器の研究をしている研究

意外にもアメリカに来たくて来たという

所でその臓器で起こる癌について研究し

よりは、アメリカに行かざるを得なかっ

ているチームもいるのである。このよう

た、あるいは成り行きでアメリカに来た
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に限らず、最終的に目指すものが同じで
も別々のものと離して捉えてしまうこと
は多くある。そんな時に両者のあいだを
つなぐ役目が重要になるのだとわかった。
・日本とアメリカの国民の価値観
日本は外国に比べ良い研究をしている
ことが多い。しかし、最終的に実績とし
て残っていくのは外国の場合が多い。そ
という消極的な理由で NIH に来たという

の要因の一つに国民の考え方の違いが挙

人が多数派だったのだ。職員の方のお話

げられる。ある研究をするときに、アイ

を聞いて、海外に行くということを目的

デアが思いついてそれが形になる確率は、

にするよりも、海外に行くことでどうい

およそ 100 万個に 1 個と言われている。

う利点があるのか、どういう目的があっ

そのため研究の過程で失敗をすることは

て海外に行くのかを考えることが大事な

避けられないことなのだが、日本におい

のだとわかった。

て、研究をしている段階で失敗したり副
作用がでたりすると、すぐに批判を受け
てその研究が止まってしまう。このよう

・トランスレーショナルリサーチ
近年の医療では、研究者や研究医など

に日本人は感情的になりすぎて科学の進

の研究に従事する人と、臨床医などの実

歩を止めてしまうのである。確かに失敗

際に患者さんを治療する人の二つが、そ

した実験の被験者がかわいそうという意

れぞれの分野で専門化しすぎて乖離して

見もあるだ

いるということが大きな問題とされてい

ろうが、被験

る。いい新薬を研究側が作ったとしても、

者もリスク

実際に人体に適用するまでにあまりにも

を事前に理

時間がかかるのが主な例である。そこで、

解した上で

臨床と研究の橋渡しをすることがトラン

のことなの

スレーショナルリサーチだ。アメリカは

で、そのよう

トランスレーショナルリサーチが発展し

な批判はお

ているが、日本では全くと言っていいほ

門違いだと

ど普及していないのが現状である。その

いえる。日本

ため日本がいくら研究内容で優れていて

の研究に対する姿勢は世界各国から賞賛

も海外に追い越されてしまう。今回は医

されているが、それを形にするには、国

療のことに関してだったが、これは医学

民がより理知的に判断することが欠かせ
ないと思った。

32

● American foods ●
執筆：筒井 千瑛
旅の楽しみと言えば、なんといっても食事であろう。特にアメリカと言えば、ハンバーガ
ーやホットドッグといったファストフードが有名であろう。しかし、ファストフードだけ
でなく他にも想像以上に美味しいものがたくさんあった。この１週間でおよそ４kg もの増
量に成功した私の視点から、アメリカならではの食べ物を紹介したいと思う。

＊New York＊
ホテルでの朝食の一枚。朝食限定のメニューがあ
り、その中から自分の食べたいものを選ぶ形式で
す。日本とは比べものにならないほど、量が多く
朝から動けなくなるほどお腹いっぱいになった。
付いてくるオレンジジュースを飲み干すだけで精
いっぱいな人も多かった。

ブロードウェイのミュージカルを鑑賞する前に食
べ た エ ビ の シ ュ リ ン プ が 有 名 な お 店 。 Times
square の中心地にあるにもかかわらず、どこか西
海岸に来たような雰囲気の中で店員の愉快なパフ
ォーマンスを楽しむことができた。アメリカはどん
な些細なところにも工夫がされていて、誰もが楽し
める。

アメリカの定番と言えば、ハンバーガー。やはり、
美味しい。外れがない。ここのハンバーガーは肉
が分厚くて、口いっぱいにほおばるとつい笑顔に
なってしまうくらい、美味しかった。また、アメ
リカに着いて初ハンバーガーということもあった
せいか、なおさら美味しく感じた。そして、ハン
バーガーのお供であるコーラは必須である。
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＊Washington＊
現地ガイド・ヨーコさんおすすめのイタリアンレ
ストランでの衝撃の一枚である。隣の客が食べてい
たのは、なんともアメリカンサイズのパフェ。思わ
ず、”Can we take a picture with this??!”と私たち
の拙い英語で聞くと、”OH! Sure!”と快く了解して
くださった。ここでも、アメリカ人の親切さ、フレ
ンドリーさの一面を垣間見ることができた。

ペンタゴンモールでの昼食は、フードコートで自
分の好きな物を自由に買って食べた。これは、また
またヨーコさんおすすめの”teriyaki beef“。日本
食らしいのだが、何と言っても味が濃い。照り焼き
とは程遠く、塩コショウ辛いのだが、アメリカに来
てずっと主食がパンだった私たちにとって、白いご
飯は日本で食べるより美味しく感じた。今でもこの
味が舌に残っている。

デザートの種類も量もやはりすごい。これはあのハ
ーゲンダッツ専門店での一枚。思い出すだけでも、つ
いよだれが出てきてしまいそうである。できれば、何
個でも食べたかった。後悔の気持ちでいっぱいである。
どのデザートも食事に負けず劣らず美味しく、デザー
トだけでお腹が満たされてしまいそうであった。アメ
リカでは、しっかりとデザートのための別腹と呼ばれ
るものを残しておく必要がある。（こう思うのは、私
だけでないことを願う。
）

34

＊まとめ＊
New York では、THE アメリカの定番といったものを食べる機会が多く、食事を楽しみに
していたみんな（特に私だけであろうか、笑）にとって、とても満足のいくものであった。
しかし、ここで一つ注意していただきたいことがある。それは、食べ過ぎることである。
つい調子にのって次々に食べていると、お腹の限界が来てしまい、この先の Washington
での食事が楽しめなくなる。やはり、本場の料理を楽しめないと、現地に行った意味がな
いと私は思う。
アメリカでの食事の際、日本食が恋しいなどと思う暇がないほどにとりあえず量が多い。
しかし、その量を楽しめくらいの心意気が必要なのではないかと思う。せっかくアメリカ
に来たのだから、アメリカを舌でも感じて楽しむ。この気持ちが大切であり、アメリカを
思い出すときに覚えているのは、やはり自分の舌で感じた味であろうと思う。少なくとも
私はそうである。だから、今でも、その味からそのとき食べたときの香りや店、そしてそ
の場に居合わせた現地の人々の話している顔や言葉が鮮明に記憶として残っている。
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「我が行く道を照らすなり」

を助けたい。そんな友達や先輩を見て、考

墨田知世

えなおさせられた。私も、人のために働き
たい。私には、何ができるだろう。それま

突然だが、私は小倉高校の校歌の歌詞が

での私の夢は本当に様々で、ジャンルもそ

好きだ。伝統ある小倉高校にぴったりの、

のために行くべき大学も全く違った。しか

素晴らしい校歌だと思う。真っ青な雲一つ

し、共通項が一つあった。
「他の誰でもなく

ない夏の日に、正門から見上げる小倉高校

私にしかできない、誰かを幸せにする仕事

の旗が、玄界灘から吹く風にたなびいてい

をしたい」ということだ。世界には、多く

る。私の中では、一番の歌詞はそんなイメ

の問題がある。戦争、紛争、環境問題、人

ージだ。立ち止まって校舎に一礼し、まだ

権問題、貧富の差、食料不足・・・自分が

人の少ないひんやりとした廊下を通って教

一番役に立てることは何だろう。私は何を

室の電気をつける。前校長先生である田中

すべきなのだろう。それを高校生の今、知

先生が、が退職なさる際に私たちにしてく

りたかった。

ださった最後のお話を、今も覚えている。

だから、この海外派遣研修で私が一番楽

「毎日朝と帰りに 2 秒ずつ、校舎に一礼を」

しみにしていたことは、アメリカで働く日

と。先生のおっしゃった通り、生活が変わ

本人の方や、小倉高校の先輩方とお会いす

った。今日もやるぞ！という気持ちで一日

ることだった。自分ひとりで行っても、絶

が始まるようになった。小倉高校に入学し

対にこんなにたくさんの方に、それもとて

て、辛いことも多くあった。しかしそれ以

もお忙しく活躍されている方々とお話をす

上に、入ってよかったと思える出来事は数

ることはできなかったと思う。素晴らしい

え切れないほどだ。この海外派遣に参加さ

出会いに恵まれて、私は本当に幸せ者だ。

せていだだいたこと、そしてその中でのか

自分の仕事に誇りを持ち、生き生きとお話

けがえのない出会いの数々を、私は一生忘

を聞かせてくださった先輩方輝いて見えた。

れない。

校歌の二番は、あらゆる分野で日本中、

さて、私がこの海外派遣研修に応募した

または世界中で活躍されている小倉高校の

最大の理由は、自分のすべきことを見つけ

先輩方を思わせる。先輩方の偉業をたたえ、

たかったからだ。私には好きなこと、興味

その後姿を追いかけ、きっといつか追い越

があることがたくさんあり、将来の夢がい

してみせる！そんな歌詞だ。私も先輩方の

くつもあった。絵本の翻訳家、スケートの

ように輝ける場所を、アメリカに行って見

先生、両生類（カエル）の研究者、新聞記

つけられたかもしれない。

者(コラム担当)、など、数え上げたらきりが

そのきっかけの一つは、メトロポリタン

ない。私はずっと、自分の好きなことを仕

美術館だ。作品を活かすために建てられた

事にしたかった。考えが変わったのは、去

ものであり、いかにして魅せるかが考えつ

年の夏だった。医者になって人の命を助け

くされている。ガラス張りの屋根の自然光

たい。発展途上国で苦しんでいる子供たち

の下にあるギリシャの石膏たちの、照明で
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は表せないやわらかい白が目に焼き付いて

いた。ただ情報を鵜呑みにするのではなく

離れない。ガラス一枚をも挟んでいないそ

自分の意見をはっきり持っている友人と話

の絵の、言葉でも写真でも表せないエネル

すなかで、いかに自分の私の視野が狭く、

ギーが、そこにあった。芸術は、単体では

考え方が偏っていたかを痛感した。本当の

本当の輝きを届けることはできない。展示

ことを知り、自分たちで考えるという力は、

の仕方次第でそのひかりは生かされ、時に

例えると、どんな時代の大波が来ても流さ

殺される。メトロポリタン美術館は、ひと

れないための船のいかりになると思う。私

つ

たちが生きていく日本の未来は、私たちの

ひとつの芸術作品を見せる場所ではなく、

手でつくっていきたい。

美術館そのものがひとつの芸術だった。高

ポトマックの桜を見た。本当に綺麗だっ

校生の今、ここを訪れることができて、本

た。日本人だけでなくアメリカの人にも大

当によかったと心から思う。

人気と知り、嬉しかった。美しい景色を見

人も、同じなんじゃないか。自分の本当

て、感動する気持ちは、世界共通なのかも

にしたいこと、本当に輝ける場所はどこか。

しれない。そんな単純な話ではないと分か

固谷校長先生が以前、「天職を見つけなさ

ってはいるが、世界中で一年中桜が咲いて

い。
」とおっしゃっていたことを思い出した。

いたら、戦争なんてなくなるのではないか

それを見つけることができたら、先輩方の

と本気で思った。文化が違っても、言葉が

ように、いくつになってもキラキラできる

通じなくても、私たちは同じものを見て、

のではないかと思う。

同じように感動することができる。

世界は、デザインだ。すべてがそれで成

デザインには、世界を変える力があると

り立っている。アメリカに行って「他の誰

思う。戦争、紛争、環境問題、人権問題、

でもなく私にしかできない、誰かを幸せに

貧富の差、食料不足・・・。できることは

する仕事」を見つけた。私は、デザインに

たくさんある。デザインで、世界を変えた

よって人を幸せにしたい。医者や消防士よ

い。

うに、直接人を助けられるわけではないし、

今回、私は海外派遣研修の代表者になっ

不安定で先の見えない仕事かもしれない。

た。正直なところ、不安で仕方なかった。

しかし、先輩方を見て思ったのだ。いくつ

それでも挑戦したのは、後悔したくないと

になっても私が輝ける場所はここしかない、

思ったからだ。そして、これからも後悔し

と。

ない人生を、自分が一番輝ける場所で生き

三番の歌詞は、簡単に時代の波に流され

ていきたい。代表者として海外派遣に行き、

ることなくしっかりとした意志を持ち、ど

多くの面で成長することができたと思う。

んな困難をも乗り越え、高い目標に向かっ

この海外派遣研修でのたくさんのかけがえ

ていく私たちの目の前には、明るい未来が

のない出会い、そして何よりこの１０人の

見える。少し違うかもしれないが、そんな

最高の仲間たちとの出会いに心から感謝し

歌詞だと思う。

ている。本当にありがとうございました。

この研修中、生徒 10 人で夜に座談会を開
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「Ｉ‘ｌｌ ｂｅ ｂａｃｋ！」
新谷

亮介
二日目 朝食の注文の時に「What’s is

「I’ll be back!」
。アメリカから帰国す

your recommendation?」と店員に聞い

る時にふと脳裏に浮かんできた言葉だ。

てみたところなぜか無視されてしまっ

と言いながらも実は帰国数日前に筒井

た。これは私の拙い英語を聞き取れなか

さんが言っていた言葉なので、引用させ

ったためだと思うが、朝からとてもショ

てもらったといったほうが正しいかも

ックだった上に、英語の必要性を嫌とい

しれない。ともかく伝えたいことは、ま

うほど感じた。ホテルから出てまずコロ

た戻ってきたいと思うほどアメリカは

ンビア大学に行った。大学内とは思えな

刺激的な国だということだ。今回の研修

いギリシャ式の立派な建物の数々に圧

が初海外であった私にとって、一週間の

倒された。さらに福泉先生から「アメリ

アメリカ滞在はカルチャーショックの

カの大学に行きたいならまずは日本の

連続で、研修で得たたくさんの経験をい

大学でキャリアを積んだほうがアメリ

まいち整理できていない。だから、個人

カに来てから助かるよ。」と言われたこ

感想は自分自身の情報を整理するとい

とでアメリカの大学に留学することへ

う意味で時系列順に印象に残った思い

の実感がわいてきた。それからメトロポ

出を振り返っていきたい。

リタン美術館に行ったのだが、あまり美

一日目 長時間のフライトの後、JFK

術品などに興味がなかった私でさえ楽

空港の入国検査からいきなり日本との

しく感じるひと時であった。美術品をガ

違いを体験した。職員から「Hey！How

ラスケースに入れずにすぐ近くに展示

are you?」というラフな対応で検査が行

するなどの見せ方の工夫が凝らされて

われ、日本ではもっとかしこまっている

いて日本も見習うべきだと感じた。夕食

よなとちょっと困惑した。それからニュ

後は個人的にとても楽しみにしていた

ーヨーク散策をしたのだが、街には日本

ブロードウェイでの「オペラ座の怪人」

で見かけることが少ない外国人だらけ

を観た。オーケストラの生演奏にのせて

で、私自身がアメリカでは外国人である

披露されたミュージカルは言葉では伝

という感覚がとても新鮮であった。また

えられない感動というものを私に伝え

夜には倉高 OB との夕食会があった。話

てくれた。また大人になって必ず見に行

していて驚いたことは、座談会に来てく

こうと強く感じた。

ださったほとんどの人が学生時代に海

三日目 国連本部では、テレビでよく

外へ行きたいと思ったことがなかった

見る安全保障理事会や総会の会場を見

ということだ。それでも海外に移る際に

ることができてとても感動した。それか

は英語や文化など多くのことを学び努

ら、国連限定のはがきを家族へ送ろうと

力してきたことを聞き、受験ぐらいでへ

したのだが、日本への切手代や住所の書

こたれていてはいけないと痛感した。

き方がわからずとても苦労したが、皆と
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協力して無事送ることができた(後日き

を広げさせてもらった。特に日本人研究

ちんと届いた)。後、自動販売機の使用方

者の一人がおっしゃっていた「トランス

法をイギリスの人に聞かれたので教え

レーショナル・リサーチ」という医療分

てあげたらとても喜ばれて、人助けはい

野に非常に興味深く、将来かかわってみ

いなと思った。NHK では、アナウンサ

たいと思った。

ー体験をして湯ノ口君とのセンスの差

七日目

があまりに歴然すぎて悲しくなった。
四日目

最終日となった七日目は朝

からアメリカにいたいという気持ちと、

ワシントンの観光名所を巡

日本食が食べたいから帰りたいという

ったのだが、テロへの警戒なのかとても

相反する感情が混ざって非常に複雑な

多くの警官がいて物騒だった。それでも

心情だった。しかしよく考えると、今回

街並み自体はニューヨークより断然き

の研修は自分一人だけでなく先生方や

れいで、特にキング牧師の「I have a

OB、家族などアメリカに来ていない人

dream.」という有名な演説が行われた場

たちの支えがあってこそのものであっ

所での景色は今でも忘れられないもの

た。だからこそ日本に帰って、自分の体

となった。

験を伝え還元していかなければならな

五日目

朝に行った日本大使館では、

いと気付いた。今の僕は日本でまだやる

島参事官のとても興味深い話が聞けて

べきことがたくさんあるが、いつの日か

新たな視点を身に着けることができた。

また海外へ行ってみたいと強く心に思

その後のスミソニアン博物館群の自然

った。そうして考えているうちにある思

史博物館はメトロポリタン博物館と同

いがこみ上げてきた。
「I’ll be back!」と。

様に展示方法が日本のように淡泊では

だらだら思い出を書き綴っていった

ないことが面白かった。一つ驚いたこと

が、私は今回の研修で既成概念というも

として、宝石の実物と写真は全く違った。

のを次々に壊されたことでかつての自

実物でしか感じられない不思議な力を

分よりも広い視野を手に入れることが

実物から感じ取ることができて良かっ

できたと思う。今回の経験から、海外へ

た。

行く素晴らしさを多くの人へ伝えると

六日目

スミソニアン博物館群の航

ともに私自身の成長の糧としていきた

空宇宙博物館は、ゼロ戦やスペースシャ

い。

トルなど憧れの乗り物が数多く展示さ
れておりとても興奮した。このようなも
のを観る機会があるアメリカ人は幸せ
だし科学に興味を持つきっかけが豊富
だなと感じた。最後の研修は、NIH であ
った。医者志望の私にとって医療研究者
にお話を聞けるという機会があること
はとても幸運であった人生の進路の幅
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「自分の『核』を見つける」
前田

る機会はなかなかない。吸収できることは

知玲

すべて吸収しようと思ったものの自分の学
の無さに愕然とした。国連本部ではより国

私は去年の今頃、この海外派遣研修の感

連の活動を知りたいと思ったし、メトロポ

想を書いているとは想像もしていなかった。

リタン美術館では絵画に関する知識をもっ

私の名前には「自分自身の目で世界を見

ておけばよかったなどと、自分の知識を増

てほしい」という両親の願いが込められて

やしていかなければならないと痛感した。

いる。そのせいか私は幼いころから漠然と

また自分の言いたいことが伝わらなく歯が

日本以外の国々に興味があった。しかし、

ゆい思いをたくさんしたため、英語の勉強

なかなか海外に行く機会はなく悩んでいた

もより積極的にしていかなければならない

ところ、この海外派遣研修の募集が目に入

と思った。

った。ただ私にはアメリカに行きたい具体

この研修で私の将来の夢が決まったわけ

的な理由やアメリカで何をしたいのかが決

でも、生活が大きく変化したわけではない。

まっていなかった。そのため作文や面接は

だかしかし、アメリカという広大な土地で

とても苦労した。面接では「海外でたくさ

一週間過ごし、多くの人と出会ったことで、

んの人と英語で話したい」とか「日本より

目標や夢に向かっている人たちのかっこよ

規模の大きい博物館や美術館に行きたい」

さ、芯の強さを見た。出会った誰もが自身

とかいった子どもじみた願望を述べてしま

の「核」となるものを持っているように感

ったため、きっとアメリカには行けないだ

じた。私にはまだそんな「核」となる部分

ろうと思った。だから研修に参加できると

はない。だがこの研修を通じて私も自分自

聞いたとき「なんで私が受かったのだろ

身の「核」となるものを探し、見つけてい

う。
」という疑問が最初に浮かんでしまった。

こうと強く思った。

だが、受かったからには最後までやり遂げ

最後に、この研修で選ばれた個性あふれ

ようと心に決め事前研修などに参加した。

る 10 人でアメリカに行くことができて、本

十時間を越える長期フライトの後、よう

当によかった。ホテルで夜みんなが一つの

やくたどり着いたアメリカ。バスの中から

部屋に集まって語り合ったこと、自分の将

見える景色や右車線が新鮮で、タイムズス

来について悩み迷い苦しんでいることを共

クエアや自由の女神など写真でしか見たこ

有しあったこと、困ったときには一緒に解

とのない場所を実際に見ることができたこ

決しようとしたことなど写真には残ること

とに感動した。初めて見る光景に胸が高鳴

はないがかけがえのない思い出もたくさん

りっぱなしだった。

できた。こんなにいい経験ができたのは、

この研修中たくさんのアメリカで暮らす

この研修中に出会ったたくさんの人たちや

日本人に出会った。高校卒業後すぐに渡米

先生方、添乗員や現地通訳の方々、家族の

した人、退職後アメリカで第二の人生を歩

おかげです。心から感謝申しあげます。

み始めた人、自分の研究のために渡米した
人。こういった日本人の方たちと話ができ
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「アメリカでの発見」
田口

いという。日本も現在隣国と領土問題で波乱

尚征

があるのでよく分かった。他にも、貧困国の
発展のために持続可能な発展のための 17 の

中学校の卒業文集、将来の夢の欄に「国

目標を掲げていたが、そのどれもが実現が容

際的な人間になる!」と書いた。当時はただ

易ではないもので国際問題の解決の難しさ

漠然と世界で活躍したいという気持ちだけ

を痛感した。

があり、具体的な展望など全くなかった。高

移民の街であるニューヨークはどこを見

校入学後、世界の貧困児童の問題に興味を持

てもビルだらけで、正に経済成長の極致であ

ち、日本からでは見えない実情を知ろうと思

ったが、アムトラックという列車に乗りワシ

いこの研修に申し込んだ。

ントンに近づくにつれて、街並みに西洋らし

１２時間超のフライトの後、飛行機から降

さが表れ、騒がしいニューヨークとは対照的

り立った瞬間からアメリカを実感した。英語

に落ち着いた風景が広がっていた。ワシント

の看板や広告、電線のないきれいな空など日

ンには日本から贈られた桜の木があり、タイ

常の何気ない所に日本とは大きく異なる箇

ダル湖の周辺は一面満開で現地でも異例な

所が見えた。マンハッタンやウォールストリ

ほどの観光客が訪れていた。ここの桜の木は、

ート、自由の女神など今まではテレビの向こ

海水湖であるタイダル湖の塩の影響で生育

う側だった多くのものを目にした時は、言葉

が制限され、日本での桜よりも低く、より近

が出ないほどの感動を覚えた。ニューヨーク

い位置で花が見られるので一層きれいに見

にはグラウンドゼロという 9・11 で崩落した

えるそうだ。

ワールドトレードセンターの跡地に作られ

スミソニアン博物館群の航空宇宙博物館

た場所があった。ここには犠牲者全員の名前

では、ゼロ戦やライトフライヤー号などを全

が刻まれており、今でも多くの人が訪れ”

て実物で見ることができた。全てが寄贈品で

Remember Manhattan”という言葉通りに非道

あるスミソニアンの展示品はどれもが素晴

なテロに立ち向かおうとする想いが感じら

らしいものであったのはもちろんのこと、私

れた。アメリカは世界一の経済大国である反

が感銘を受けたのはその展示方法だ。分かり

面、大きな経済格差が問題になっており、街

やすい英文や、実際に体験できる機構、五感

の大通りにでさえホームレスが大勢横たわ

を使って楽しめるアトラクションなど子供

っていた。輝かしい発展の犠牲を生まないよ

でも楽しめる展示に溢れていた。アメリカで

うにすることは、今後の万国共通の課題であ

は幼少期から科学に親しめる環境があるこ

るように思えた。

とから、科学者、技術者が育ちやすい場であ

国連では、国際平和を願い戦争の悲惨さを

ることが分かった。

伝える展示物が多くあった。案内人の方の説

今回の研修を通して痛感したことがある。

明にもあった通り、国連では連日国際会議が

それは普段の学校での学習がいかに社会に

開かれ国際紛争などの解決に着手している

出てから重要であるかということだ。英語だ

そうだが、それぞれの歴史的、文化的背景の

けでなく多くの分野について詳しく知って

食い違いなどからなかなかうまくは行かな

おく必要がある。初日のＯＢの方々との懇親
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会にいらした方のご主人はアメリカ人では

アメリカでの研修を経て、自分に今足りな

あるが、日本の文化に大変深い興味を持って

いものは何か、自分は将来どのような知識を

いらっしゃり、私たちが知らない日本のこと

身につけ、どのように世界に貢献すべきか、

を多く話してくださった。日本の文化に明る

その端緒が分かったような気がする。私の展

くない私はそのお話にただ相槌を打つだけ

望は貧困国の子どもたちが健やかに暮らせ

となってしまったが、自国のことをもっと知

るようにすることだが、そのためにはひとつ

っていたら、より深いお話ができたのではな

の分野に留まらず必要なものは何でも学ぼ

いかと思う。アメリカの街には随所に歴史を

うという姿勢が大事であることが分かった。

感じさせるものがあり、その発展の裏にも侵

長く険しい道ではあると思うが、アメリカで

略、独立、戦争の跡がしっかりと刻まれてい

学んだこと、感動したことを支えに励んでい

た。そのときに世界史の知識が役立ち、何気

こうと思う。

ない建物を価値のあるものとしてみること

最後に、この研修に関して多大なご尽力を

ができた。先述の通り、英語の技術がいかに

賜りました奨学会や同窓会、OB の皆様、JTB

重要であったかは言うまでもなく、ブロード

の平山さん、荒金さん、現地ガイドの節子さ

ウェイで見たオペラ座の怪人は予習こそし

ん、ヨーコさん、その他多くの関係者の方々

ていたので話のあらすじは理解しており、今

に深くお礼申し上げます。本当にありがとう

どういう場面かは何となく理解できたもの

ございました。

のひとつひとつのセリフや上演後の役者さ
んのジョーク溢れるコメントを理解するこ
とができず、心残りとなってしまった。それ
だけでなく、買い物での店員さんとの会話や、
突然話しかけてくる勧誘などに対して、上手
く対処することができずに困ってしまうこ
とも少なくなかった。後日浪﨑先生もおっし
ゃったが、英語は知れば知るほど世界が変わ
っていくものであり、飽くなき向上心こそが
英語上達の秘訣であると身にしみて分かっ
た。
それでも多くの方々の優しさを感じるこ
とも多かった。店で並ぶ場所が分からず困っ
ていると別のお客さんが親切に教えてくだ
さり、拙い英語で話しかけたにもかかわらず、
笑顔で返し、一緒に写真までとってくださっ
た方もいた。外国人になる経験は今までなか
ったので、現地の人の優しさが深く身に染み
た。
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「I’ll be back here, in NEW YORK!!」
筒井

どの先輩方がアメリカで働く、アメリカに住

千瑛

むことを望んでいたわけではなく、人生の成

アメリカに行きたい、絶対にアメリカに行

り行きで今に至る、ということにはとても驚

くんだ、この気持ちだけで申し込んだ高校２

いた。てっきり今の私のように学生のころか

年生の夏。その時はまだ、まさか本当に叶う

らアメリカ、海外に興味があり、それぞれの

とは思いもしていなかった。ただ誰よりもア

夢を叶えているのかと思っていたが、そのよ

メリカに行きたい気持ちは負けない、いや、

うな方々は少なかった。これは、Washington

負けてないと信じて、必死に乗り越えた作文

で出会った NIH の方々でも同じであった。し

や面接。なんと幸運なことか受かったと分か

かし、思いがけず、仕方なく、仕事の都合で、

った時、私はある密かな目標を立てた。それ

と様々な理由でも、その逆境の中で喋られな

はアメリカで夢を見つけること―――

い英語を必死に勉強して日本とは全く違う
環境、文化、コミュニケーションの取り方に

約 12 時間のフライトを終えて疲れと睡魔が

苦労しながらも慣れて今では楽しんで異国

私を襲ってきているとき、アメリカの地をし

の地、アメリカの生活を送っているという先

っかり自分の足で踏み、アメリカの空気を肌

輩方、NIH の方々の話を聞き、自分を恥じた。

で感じた瞬間にその疲れや睡魔はいっきに

そして、ただただ自分に腹が立った。なぜこ

ふっとんだ。日本と全く違う、そう感じた。

の何の苦労もなく学校に通える今をもっと

はじめの NY 観光では、見るものすべてが新

大切にしていなかったのか、学生の今からア

鮮でどこか別世界に来たような感覚があっ

メリカ、海外に興味があったらその分今のう

た。テレビや映画で見たことがある街並みや

ちからもっと英語の勉強を一生懸命やって

肌の色がみんな違う中に私がいることが信

学生の時しか出来ないことを心の底から楽

じられなかった。見ているだけでみんなが活

しんでやってこなかったのかと。自分はこの

気に満ちあふれて、しっかり前を向いて歩い

与えられた環境にいつの間にか満足し、甘え

ていることが分かった。そして、自然と将来

ていたのだと気付いた。人生の困難や辛いこ

の自分がここにいる New Yorker たちに負け

とを乗り越えて、私の憧れの地、世界の中心

ないくらいに自信に満ちあふれながら颯爽

地で頑張っていらっしゃる先輩方は本当に

と歩いている姿を想像するようになった。手

偉大で私の目標とする方々になった。今のこ

には Starbucks の coffee を持ちながら歩い

の時期にお会いできたこと、本当に感謝の気

ている姿を。NY では、倉高の OB や OG の方々

持ちでいっぱいである。ブロードウェイのミ

を交えた懇親会、国連や NHK アメリカ総局の

ュージカルはすごいという言葉しか出ない

見学やブロードウェイでのミュージカル鑑

ほどすごかった。キャストの方々の声が空気

賞など様々な貴重な経験をさせていただき、

を振動させて、私の肌に届いた感覚を今でも

本当に楽しい時間を過ごした。中でも懇親会

覚えている。この先、たくさんミュージカル

では同じ倉高で学生生活を送っていた先輩

を見る機会はあっても、この初めての感覚だ

方の一言、一言が今の私にはとても重く、大

けは特別で忘れることはできないだろう。約

切に心に書き留めていようと思った。ほとん

2 時間の公演だったが、キャスト一人、一人
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の歌唱力、声量、演技力、表現力に感動し圧

の経験をしてたくさんの人に出会った。その

倒し続けたあっという間の 2 時間であった。

とき、私の心のなかでだんだんとある思いが

ミュージカルだけでなくこの研修ではメト

大きくなっていった。それは、勉強したい！

ロポリタン美術館やスミソニアン博物館な

という思いだ。今まではテストや受験など目

どたくさんの芸術にも触れることができた。

の前にあるものを一つ一つ倒していくため

そのどれもが写真撮影 OK だったり、スミソ

だけに勉強していた。しかし、今回の研修で

ニアン博物館に至っては入場無料だったり

言いたいことが言えない英語はもちろん、日

と日本では考えられないくらい、芸術という

本大使館でお話しをしてくださった島さん

ものが誰にとってもオープンで自由である

の外交の話や見学先で見たり聞いたりした

ことを感じ取ることができた。芸術だけでな

ことなどたくさんのことが今の私には難し

く文化や考え方など色んなことが自由で、さ

く、それの理解できていない自分自身に無性

すが自由の国アメリカだなとふと思った。そ

に腹立った。自分の、私の将来のために世界

して、この研修でたくさん経験をさせていた

に通用する人間になるために勉強しなけれ

だいた中で一番印象に残っているのが、NY の

ばならない、教科書に書いてある知識はもち

times square である。他にも私の人生におい

ろんのこと、もっと多岐にわたって私のため

てとてつもなく貴重なことがたくさんあっ

に勉強したいと思った。そして、冒頭で書い

たにもかかわらず、なぜだか times square

ていたアメリカでの目標。達成した。私の夢、

だけは夢に何回も出てくるのだ。アメリカに

それは将来アメリカで未来の倉高生を出迎

行く前は、映画好きな私にとってアメリカと

えることである。どんな形でもいい。私が倉

いえば New York といえば、映画「new year’s

高の先輩方から大きな衝撃をもらい、自分を

eve」に出てくる times square ball であり、

奮い立たすことができたのと同じように今

times square というイメージが強かった。

度は私が未来の後輩たちに衝撃を与えたい。

しかし、期待と楽しみな気持ちでわくわくし

そのためには、今よりもっともっと大きくな

ながら行ってみると想像より小さく、東京の

らなければ。待ってろ、アメリカ＿＿＿

ほうが都会らしいのではないかと思ってし

最後に、この海外派遣研修に携わってくださ

まったほどで、何といってもごみが多かった。

った全ての方々、出会えた人、そして行けた

そして、観光客目当てのスリが多発していた

ことに心から感謝します。

り、ホームレスの人も多くいたりして思わず
身構えてしまった。これがあの times square
かとわくわくしていた気持ちが急に冷めて
しまったのと同時に今まで思い描いていた
表の憧れのアメリカの裏側にある暗い部分
を感じた。
1 週間のアメリカ研修。私の人生でこれほど
までに短いようで長かった 1 週間はない。1
週間、タイトなスケジュールの中でたくさん
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「Part of the USA」
藤木

訪れた。どちらにも感じたことだが、作品

真菜美

や展示物をお客さんにどう魅せるかに重点

中学生の時に参加した学校開放説明会で、

を置いている。例えば美術館では、作品を

小倉高校の海外派遣研修制度に興味をもち、

自然光で魅せるために天井や壁などをガラ

参加してみたいと強く思っていた。校内選

ス張りにしていた。日本ではこれだけ大き

考を突破したときは夢のようだった。その

な規模での展示は見られないし、写真を撮

時には、三月まで、なんて長いんだと思っ

ることも禁止されている。展示物が多く、

たが、事前研修などで忙しくしているうち

忙しく見て回らなければならなかったので、

に、半年間あっという間に過ぎていった。

また改めて見に行きたいと思う。

初めて１３時間の長いフライトを経験し、

二日目の夜、ブロードウェイで「オペラ

少し寝不足のままアメリカに上陸した。地

座の怪人」を鑑賞した。舞台の上で表現し

上に出るとすぐに、日本とは違う空気を感

ているとは思えないほど演出のスケールが

じた。聞こえてくる英語だったり、建物の

大きく、迫力があった。オーケストラは舞

大きさ、高さだったり、食べ物の匂いだっ

台の下で演奏するためほとんど見えないが、

たり、五感で感じうるもの全てに好奇心を

生演奏でオペラを最大限に盛り上げ、華や

くすぐられた。マンハッタン島を散策して

かだった。ブロードウェイミュージカルに

いる間、たくさんのイエローキャブを目に

は、客席と一体になって盛り上がれる、格

した。今はまだ様々な車種が走っているが、

式張らない良さがある。ただ、英語が聞き

ゆくゆくは日産のバンに統一されるという

取れないために周囲と笑いを共有できなか

話を聞いた。日本の物が海外に進出してい

ったのが寂しかった。内容が聞き取れるよ

るというよりも、世界の物として認められ

うに英語を勉強したいと切実に思った。

た気がして、とても誇らしい気持ちになっ

ニューヨーク最終日、国連と NHK アメ

た。華やかな街である一方で、ゴミが路上

リカ総局を訪問した。国連の、ある会議場

にたくさん落ちていたり、スリが多かった

の天井の鉄骨がむき出しになっていて驚い

りと、治安の悪い面もあるようだった。夜、

たが、これから課題を解決し、未来を作っ

現地在住の OB の方々にお話を聞かせてい

ていくというメッセージの込められた一つ

ただいた。アメリカでは、日本と転職に対

の作品だと知り、その願いの強さが窺い知

する考え方が根本的に違って、日本では、

れた。テレビで目にする会議場の他に、対

転職は否定的に捉えられるが、アメリカで

人地雷や、持続可能な発展のために国連が

は転職はチャンスだと肯定的に捉えられて

掲げる目標について説明したパネルが展示

いる。上手くビジネスをこなしていくなら

してあった。一般の人も自由に見学でき、

ば転職すべきだ、と考えられているようだ。

展示を見ることができる。国連は、一つ一

アメリカは、日本よりも転職できる環境が

つの紛争の解決といった短期的なことだけ

整っているようだった。

でなく、世界平和を人々に訴えていく長期

ニューヨークではメトロポリタン美術館

的な役割も果たしていることが分かった。

を、ワシントンではスミソニアン博物館を

NHK アメリカ総局では、報道者としての
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貴重な意見を聞かせていただいた。わかり

私が想像していたアメリカと、実際に見

やすい、ということは裏を返せば単純化さ

たアメリカは、随分違っていた。世界の中

れるということだ、という言葉にはっとし

心であることを意識しすぎて、人が生活し

た。普段、単純化されて本質の見えないも

ている様子を想像できなかったのだと思う。

のに多く触れているのかもしれない。常に

日常が見えて、初めてアメリカに人の息遣

逆の見方が必要なのだと感じた。アメリカ

いを感じた。アメリカは学ぶ環境が整った

には独立によって自由を勝ち取った歴史が

国だった。学生の時だけでなく、働き出し

あるので、報道の自由をとても重要視する。

てからも学べる環境に、常に成長できる魅

そのため報道者は、日本よりも、より第三

力を感じた。日本の良さも見えた。私は日

者目線でその責務を果たそうとしている。

本の方が、清潔で治安が良く、細やかな国

欧米におけるメディアの責任の重大さを感

だと思う。医療制度や生活保護制度につい

じた。日本では、情報を享受する国民自体

ても、日本の方が整っていると感じた。

の、公正な情報を求めようとする意識が低

そして、今回の研修で一番刺激を受けた

いように思う。報道の歴史の違いはあるが、

のは、一緒に研修した他の９人の仲間たち

改善すべき点であると思った。

からだった。ニューヨークとワシントンの

四日目から滞在したワシントンは暖かく、

それぞれの最終日の夜に座談会を開いた。

桜が咲いていた。日本より先にアメリカで

単に旅の記録ではなく、みんなが普段考え

お花見をするとは思わなかった。高い建物

ていることを共有して、自分の考えを深め

も少なく、穏やかな街だった。日本に雰囲

ることに繋がった。その内容は、研修を離

気が近いのはワシントンのほうだと思う。

れ、今の日本の教育のことであったり、時

五日目は日本大使館を訪問した。仕事を

事問題のことであったりもした。その知識

する上で信頼関係が最も大切で、信頼関係

の豊富さや知的関心の高さに感動した。私

を築くために、誠実さ、正直さが必要だと

は、この９人の仲間を心から尊敬している。

いうことを教わった。歴史は、互いの国の

帰国した後、何度もアメリカでの思い出

ことを知るためにとても重要だ。世界史の

を反芻した。何とも魅力ある国だった。そ

大切さを痛感した日だった。

れでも私たちが訪れたのは、広大な国のほ

最終日、NIH を訪問し、トランスレーシ

んの一部に過ぎない。必ずまた、アメリカ

ョナルリサーチという言葉を知った。新薬

を訪れることを心に決めた。新しい発見が、

を開発し、それを実際の医療現場に生かす

きっとあるだろうと思う。

間を取り持つ役割だそうだ。ここでは医療

最後になりましたが、訪問先の方々を始

の話だったが、他のことにも応用できる大

め、研修を担当して下さった先生方、引率

切な役割だと思う。また、医学部に進学し

して下さった先生方、JTB の方、添乗員の

ても医者にならずに研究者になられた、医

荒金さん、ガイドをしてくださったお二人、

者になったが研究者に転職されたという方

OB の方々、またとない貴重な体験をさせ

も多く、進路はどのようにも変えられるこ

ていただきました。一生心に残る研修でし

とがわかり、将来の幅が広がった気がする。

た。本当にありがとうございました。
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「本当の異文化理解」
湯ノ口

行き交う大道路の脇に古代ギリシャ風の図
慧

書館が建っていたりと、都会と美術がうま
く混在していた。またその伝統的な建築物

アメリカへ行く前の私のアメリカに対す

が都会の中で浮いていることはなく、世界

るイメージは、多民族国家で、自由で、豪

中が憧れるニューヨークの雰囲気はここか

快で、といった、ごく普通のものだった。

ら生み出されているのだと感じた。また都

しかし、実際にアメリカに行くと、良くも

会の中に図書館や芸術品があることで、意

悪くも私のアメリカに対する期待を裏切る

識せずに、そして気軽に誰もが文化に触れ

ものと多く関わることとなった。そしてそ

ることができるのは魅力的だと思った。

れらは日本とは大きく異なるものであった。

初日の夜にはアメリカで活躍されてい

そこで日本とアメリカを時折比較して、私

る小倉高校の OB の方との懇親会があった。

の体験を述べていきたい。

中には高校卒業と同時にアメリカに単身で

ニューヨークの空港に着き、まず初めに

こられた方もいて、行動力があるというこ

向かったのは、同時多発テロの跡地である

とは人生を切り開いていくのに重要なこと

グラウンド・ゼロだった。テレビで見ると、

だと実感した。OB の方々には貴重なお話

ただ穴があいているだけのように見えるが、

を聞かせていただいたが、一番印象に残っ

穴は滝壺のように水が流れており、いかに

ているのは芸術についての話だった。日本

巨大な建物だったかを物語っていた。

で書道家や華道家などの芸術家になるには、

中でも印象的だったのは、跡地のそばに

基本的にある流派に属したり、自分の目標

ある壁画だった。そこには事件当時の凄惨

とするものに近い作品を作る人に師事をし

な状況が描かれており、人命を救助しよう

たりすることが必要となる。またある人に

として殉職した人の写真の一覧も飾られて

師事したままほかの人に教えを請うことは

いた。日本は震災が起きた時などに、復興

できず、各流派には門外不出とされている

へ向けて国民の感情が一つに近づくが、ア

秘伝の方法や技術がある場合も多い。しか

メリカは自然災害があまり起こらない分、

し対照的にアメリカでは、たとえその道に

この同時多発テロがアメリカ国民の心が一

おいて一流の芸術家であっても、その人に

つになる契機になったのだと感じた。

師事せずとも、持っている技術を出し惜し

その後もニューヨークの各所を歩いた

みせずに教えてくれることが多く、またあ

が、随所で感じたのは、ただ都会なだけで

る人に師事をしていても、むしろ師事して

はない、ということだった。日本を代表す

いる先生の方から、技術向上のために他

る都会、例えば東京であったら、ビル群が

の人の教えを受けてみることを勧められ

立ち並ぶところもあれば、浅草や下町のよ

るのだという。日本人は「ウチ」と「ソト」

うに古来の街並みが残っているところもあ

の意識が強く、それが良い面に働くときも

り、それらは完全に二分化している。しか

あるのだが、ことにこういった場面ではア

しニューヨークは、高層ビルの真横に近代

メリカ人の合理的な発想によって追い抜か

的な建築物が建っていたり、車がたくさん

れてしまうこととなる。やはりアメリカで
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は何より合理的な考えが尊重されるのだと

うということに注意しなくてはならないの

実感するお話だった。

はよく言われていることで、それはもちろ

この研修の中で、ニューヨーク、ワシ

んのことなのだが、そういった表面的なこ

ントンの両方において、メトロポリタン美

とだけを整えたとしても外国人の人と円滑

術館やスミソニアン博物館群など文化施設

にコミュニケーションをとることはできな

に触れる機会があった。そしてその両方に

いだろう。悔しいことに実際、私はなんと

共通していたことは見せることに対してか

かしゃべれるだけの英語を使ってコミュニ

なり工夫をしていたことだ。エジプトの遺

ケーションを図ろうとしたが、英語は通じ

跡を展示しているところでは、ナイル川に

たものの、相手の意図していることがわか

写った遺跡を再現するためだけに水を張っ

らず戸惑うことが何回かあった。それは自

ていたり、子供の体験コーナーにかなりの

分がアメリカで暮らしておらず、アメリカ

広さを使っていたりと、興味を引くための

での「当たり前」を理解していなかったか

仕掛けがいたるところに仕組まれていた。

らなのだと後で振り返ってわかった。しか

日本だとどうしてもただ展示品を飾ってい

しグローバル化が進んでいるなかで、将来

るだけという印象になりがちだが、美術や

外国の方と関わったり、場合によっては一

化石にあまり詳しくない私でも、存分に楽

緒に仕事をしたりすることになるかもしれ

しむことができた。

ない。その時にコミュニケーションが取れ

ここまで話すと、アメリカには欠点が

なくては、何かを一緒に成し遂げることは

ないかのように思われるかもしれないが、

難しいだろう。私はこの研修で感じたもど

もちろん良い面ばかりではなかった。まず

かしい気持ちをバネに将来外国の方と接す

街中にゴミがかなり落ちていたことだ。ゴ

る機会があったら、尻込みせず積極的に関

ミ箱の数は日本よりもかなり多いのだが、

わっていきたい。そしてそのために高校、

そこには捨てず、道路にお構いなく捨てら

大学で世界の文化や成立について詳しく学

れていた。そして浮浪者の数が日本と比べ

んで、大学でもう一度、今度はもっと長い

て多かった。アメリカは自由の国だとよく

期間留学し、国際的な視点をもった人間に

言われるが、自由にはいい側面だけではな

なりたい。

く、自分の生活には自分で責任を取らなく

最後になりましたが、多額の資金援助

てはならないという厳しい側面もあるのだ

をしてくださった奨学会や同窓会の皆様、

とわかった。その点日本は貧しくても最低

両親、わざわざ時間を作ってくださった

限の生活が保障されていたり、医療を受け

OB・OG の皆様や訪問した施設の職員の

たりすることができるので、福祉の面では

方々、そして先生方や JTB の方々、ガイド

充実しているのだと改めて実感した。

の方々、多大な迷惑をかけてしまって申し

これらの経験を踏まえて私が最も強く

訳ありませんでした。そして私たちの面倒

感じていることは、本当の意味での異文化

を見てくださりありがとうございました。

の理解はとても難しいということだ。外国

みなさんの期待に応えられるように頑張り

の人々と接するときに言語や生活様式が違

ます。
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「勇気をもって」
早瀬加奈子

かが気になり質問をしました。すると、
多くの方が「夢をかなえるためには行くし

わたしは、精神科医になってアメリカで

かないと思った」とおっしゃられていまし

精神学を学びたいと、中学生のころからひ

た。具体的なアドバイスではありませんで

そかに思っていました。しかし、他国へ行

したが、わたしはその言葉をとてもかっこ

くことへの不安が大きく、いまだ誰にも話

いい言葉だと感じ、とても勇気づけられま

していませんでした。今回海外派遣研修に

した。そして、絶対に精神科医になってア

応募するか迷いましたが、実際に行ってみ

メリカに行こうと決心しました。

たら不安感を取り除くことができるのでは
ないかと考え勇気を出して応募しました。

また、この研修では異文化に触れること

実際に行ってみて、不安感を取り除くこと

でたくさんのことを学ぶことができました。

はできませんでした。ですが、今持ってい

日本はとても安全な国であるということ、

る夢に向かって進もうと思うことができま

ラフなコミュニケーション、料理の味つけ、

した。

道路の細さなど、生活を送るうえでおどろ
くことばかりでした。文化の違いを実際に

研修先や懇親会で多くの日本人の方とお

感じて、日本は安心して暮らせるいい国だ

話しさせていただく中でみなさん生き方や

なとわたしは思いました。今ある安心感を

それぞれのお仕事に対して様々な考えをも

当たり前と思わずに生活していきたいです。

っていましたが、口をそろえていうことが
ありました。それは、
「とりあえずやってみ

今回、少しの勇気を出して海外派遣研修

れば何とかなる」ということです。やはり、

に応募したことで、たくさんのことを学ぶ

はじめアメリカに行くとき不安でいっぱい

ことができました。それと同時に、夢への

だったそうです。お話しさせていただいた

大きな一歩を踏み出す勇気を手に入れるこ

方の中には、アメリカにいくときにはすで

とができました。この研修で学んだことを

に、就職先が決まっており当分の間は生活

これからの人生に必ず活かしていきます。

には困らないという保証がある方もいまし

高校生のわたしたちにこのようなすばらし

た。しかし、そのような方でもアメリカに

い機会を与えてくださった先生方、研修先

行くとき不安に思ったそうです。そこで、

でお世話になった方々、また寄付していた

わたしはその不安をどのようにして払拭し

だいた方々にはこころより感謝もうしあげ

たの

ます。
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部活の先輩から、海外派遣の話を聞きまし

「研修の先に見えたもの」
赤星

た。その先輩の話術もあったのかもしれま

圭梧

せん。でも先輩の口から語られるアメリカ
はとても魅力的でした。そんな体験をすれ

海外派遣研修初日、到着した空港の扉の

ば、自分を変えるきっかけにできるかもし

向こう側に異世界が広がっているような不

れない。その時から、私は海外派遣研修を

思議な感覚が、今でも忘れられません。い

意識し始めたのでした。

ろんな道を歩いて、いろんな景色を見て、

二年生も後半になり、研修が始まってみ

いろんな話を聞いて、一週間あったはずの

ると、本当に驚きと感動の連続でした。今

研修は、長いようであっという間でした。

まで遠くに感じていただけだったアメリカ

この研修で、たくさんの出会いがありまし

に、事前研修で少しずつ踏み込んでいくと、

た。ニューヨークでガイドをしてくださっ

知らなかったことが次から次へと出てくる

た節子さんと、ワシントン D.C.でガイドを

のです。自分が見ていた世界はこんなに狭

してくださったヨーコさんをはじめ、NIH、

かったのかということに、衝撃を受けまし

国連本部、NHK などでお話を聞かせてくだ

た。それとも、アメリカという新しい世界

さった方など、数え切れないほどの人々に

に踏み込んだことで、今までの自分がちっ

出会いました。

ぽけに思えるようになったのかもしれませ

出会いは何も人とだけではありません。

ん。何にせよ、事前研修の段階から、私は

それは噂に聞いていた名所だったり、アメ

少しずつ変わり始めていました。

リカに息づく文化だったり、今の世界を支

実際にアメリカに出向いてからは、それ

える歴史だったりしました。見て、聞いて、

以上に衝撃を受けたことは言うまでもあり

感じるものすべてが新鮮で、新たな出会い

ません。NHK の傍田さんから「完全な『公

がある度に「これが世界が広がるというこ

平』はできなくても、できる限り『公正』

となのか」と、実感させられたのです。

な報道をしなければならない」という話を

私がまじめに将来のことを考え始めたの

伺ったときは、これは報道だけでなく私た

は、高校に入学してからのことでした。中

ちにも当てはまることだ、公正な報道をす

学はチャレンジで受験したら合格したから。

る報道機関に対し、私たちも公正な判断で

小倉高校に入学したのも、校区内で一番レ

応えなければならないと感じました。NIH

ベルが高い進学校を選んだ結果でした。高

の尾池さんから新薬の開発に対する日本と

校一年でもスイッチが入ることはなく、こ

アメリカの姿勢の違いを指摘されたときは、

の時はまだ自分が海外派遣に行くなどとは

国と国の間で考え方とはここまで違うもの

夢にも思っていませんでした。

かと、しかしそれらの考え方ははっきりと

きっかけは二年生になる時でした。もう

優劣がつけられるわけではないと知りまし

いい加減行動を起こさなければと思い、や

た。私も、例えば臨床試験に対して、ここ

っぱり自分は工学系だろうかなどと、漠然

まで割り切ることができるアメリカの精神

と考え始めた時です。実際に研修に行った

を羨ましくも感じるし、人道的に問題があ
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ると考える日本の精神が美しいとも感じま

医学、経済学など様々な分野が、世界を舞

す。でも、分野によって考え方の向き不向

台として動いているのだと実感しました。

きがあるのも事実としてあって、臨床試験

しかし、今回の体験がそういった舞台に適

を嫌う日本の気質が、新薬の開発への障害

応するための大きな力になってくれると思

になっているとも知りました。難しい問題

います。今回の体験を生かし、国境を越え

だけど、日本人の気質が生きる分野もある

た大きな舞台に怖気づくことなく、胸を張

はずなので、私は日本人としての精神を大

って乗り込んでいけるような、そんな人間

切にしたいと改めて思いました。国連本部

になりたいと、私は思いました。

では、実際に戦争で使われている武器や戦

最後に、小倉高校の OB 会の皆様、小倉

場の写真などたくさんの展示物を通して、

高校の先生方、事前研修のためにわざわざ

日本にいては決して感じることのない世界

来てくださった小嶋さん、研修先でお会い

を垣間見ることができました。私一人にで

した皆様、そのほかお世話になった方々、

きることは限られているけれど、だからこ

私の家族、そして一緒に研修に行ったみん

そ自ら何かできることを積極的に探してい

な。皆さんのおかげで、とても貴重で素晴

かなければならないと思いました。

らしい体験をすることができました。小倉

このように、アメリカ訪問で、新しい発見

高校に入学できて、本当に良かったと思い

だけではなく、今までの自分の価値観が大

ます。そして、そんな小倉高校での日々を

きく変わるような出会いも多くありました。

無駄にしないよう、残りの高校生活を大切

「自分は将来の展望はまだはっきりとは定

に過ごしていきたいと思います。本当にあ

まっていません。しかし、だからこそ、研

りがとうございました。

修でふれるものすべてに関心を持ち、吸収
することができると思います。
」とは、私が
面接で言った言葉ですが、まさにその通り
でした。この研修全体を通して、私が見て
いる世界は大きく変わったのではないかと
思います。そして、研修に行った者として、
私にはこの体験を無駄にすることなく、将
来の自分、そして小倉高校に還元していく
責任があります。だからこの報告書として
形にすることで、私たちがアメリカに行っ
て学んだこと、感じたことを、将来の自分
も含めた多くの方々に伝えることができれ
ばと思います。
私が目指している工学分野は、もはやそ
の舞台は日本国内だけではなく、世界へと
拡大しています。工学だけではありません。
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「将来」

楽しんだ。初めて訪れるアメリカの地はや

新田

あゆ美

はり壮大で、当たり前のことだが目にする
もの全てが日本とは違っていた。ニューヨ

私はそれまで、将来は医師になりたいと

ークは日本の東京のような都市で（東京よ

思っていた。アメリカの NIH で行われてい

りもはるかに華やかで規模が大きいが）高

る研究がどのようなものなのか興味があり、

い建物が多く、ずっと上を見上げていた。

世界最大級の研究規模をこの目で見てみた

ニューヨークで一番印象に残っているのは

いと感じていた。もちろんアメリカに行き

やはりブロードウェイのミュージカル。劇

たい理由はこれだけではなかったが、メイ

場はとにかく広いし人が多い。オーケスト

ンはこの理由だった。その思いを面接試験

ラの生演奏と役者の生歌が劇場全体に響き

で伝え、海外派遣研修生徒に選ばれたとき

渡り、前もって予習していた映画以上の感

は跳び上がるほどうれしかった。そして、

動と興奮を味わった。また展示する作品の

アメリカの風を感じ、できるだけ多くのこ

寄贈から始まり、現在も寄付で成り立って

とを吸収し、医師を目指すためのやる気に

いるというメトロポリタン美術館、所々に

も火をつけようと決意した。ただ、海外派

たたずむオブジェ、そして街中の一建造物

遣研修生徒が選ばれてから、実際にアメリ

でさえも芸術的で、普段からこのような芸

カの地へ行くまでが長かった。私は疑念を

術に触れることができているアメリカ人を

抱き始めていた。自分は本当に医師になり

羨ましく思った。

たいのか、と。自分の興味ではなく、親か

アメリカの首都ワシントンはニューヨー

ら言われ続けていたことで自分の使命のよ

クよりも落ち着いた雰囲気の都市で、住み

うに感じ、なりたいと錯覚していただけな

やすそうだと感じた。驚いたのは、墓地が

のではないか、と。そう考えているうちに、

観光地になっていること。アメリカ人の死

医療に対する興味が全くわかなくなったよ

に対する考え方は日本人とは全然違うもの

うにも感じた。私は、このままはっきりし

だと知った。日本大使館を訪問した際、現

ない状態でアメリカに行っても意味はある

在の国際問題等の話が出てきたが、私は正

のかと悩んだ。そんなとき、昨年度の海外

直あまり分からず、恥じ入るばかりであっ

派遣研修に参加した先輩がアメリカに行っ

た。これからの日本社会で生きていくため

て自分の将来の目標が明確になったとおっ

には時事問題に精通していることは必要不

しゃっていたことを思い出し、私はアメリ

可欠であるので、学校の試験のための勉強

カで、やりたいことを見つけようと決めた。

ではなく、そういったことも自分から興味

研修初日、半日近くものフライトを終え

を持って学んでいくべきだと思った。

ると現地は朝で、前々から聞いてはいたが

最後の研修が NIH 訪問だった。施設につ

この時差は辛いなと思った。慣れない空の

いて一通り説明していただき、その後は

旅で耳がやられてしまい体調は万全ではな

NIH に勤務している日本の方々とのパネル

かったが、初日はほぼ観光だったので、そ

ディスカッションの時間となった。思い切

んなことに負けてたまるかという気持ちで

って自分の悩みをぶつけてみると、同じよ
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うな境遇の方がいらっしゃった。その方も、

て何もかもが大きく、広く、美しいアメリ

家族や親類に医師が多く、その流れで自分

カを肌で感じたことで、自分の悩みなどな

も医師を志すようになったという。医師に

んてちっぽけだったんだろうと感じた。自

なりたくないなら、無理になる必要はない、

分のやりたいことがほかに見つかったわけ

大学に入ってから自分の道が決まったとい

ではなかったが、様々な人の話を伺って、

う人も大勢いるので、あまり気に病まなく

言い方はおかしいかもしれないけれど、吹

てもよいとアドバイスをしてくださった。

っ切れた感じがした。アメリカに住む日本

実際、入学当初とは全く違う学部を卒業し、

の方には最初からアメリカに行きたかった

現在 NIH で働いている方もいた。ただ、医

という人は意外と少なく、皆が皆自分のや

師の仕事というのは人の命を助けることが

りたいことができているわけではない、人

できる尊い仕事であり、患者さんが回復す

生なにが起こるか本当にわからないと感じ

る姿を見ることや感謝されることで頑張る

た。私は医師を目指すことを決意した。し

ことができるということは皆さんが共通し

かし、本当にやりたいことを（それができ

て考えていることのようだった。また、臨

るかどうかは別にして）
、ゆっくりと見つけ

床ではなく研究をしている方は、自分の興

ていきたいとも思っている。アメリカの地

味のあることや楽しいと思うことを存分に

に足を踏み入れたことは無駄なことではな

研究しているとのことで、NIH は自分のや

かった。自分の将来について深く考える良

りたい研究ができるので研究者にはとても

い機会ともなり、またこれからもっと勉強

良い環境であることが分かった。日本より

しなければならないという気持ちも奮い立

進んだ研究をするためにアメリカに来たと

たせてくれた。そして 10 人全員が心から楽

いう方もいたが、日本のほうが進んでいる

しみ、絆を深めることもできた。このよう

研究分野もあると聞いた。私は皆さんの話

な機会を与えてくださり、支えてくださっ

を聞いていると、やはり自分は医師を目指

た方々や、アメリカでのすべての出会いへ

すべきかもしれないと思えた。

の感謝は決して忘れない。自分の将来が輝

今回の研修では日本とは違うアメリカの

かしいものとなるように、今は勉学に励み

歴史や文化を学び、これまた日本とは違う

たい。

生活や芸術を体験することができた。そし
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後輩のみなさんに向けて
今回の研修で私たちはとても充実した時間を過ごすことができました。その
中でいくつか改善点がみられたのでここに記しておきます。参考にしてより充
実した研修にしてください。
○現地の人とは積極的にコミュニケーションを
意外とうまくいきます。恥ずかしがらずに積極的に笑顔で話しかけてみて
ください。
○行きの飛行機では睡眠を
着いてから時差ボケで眠いともったいないです。眠くなくても飛行機の中で
は、寝てください。寝具はあったほうがいいです。

○気になったことは何でも質問
少しでも気になったことがあればすぐに添乗員さんやガイドさんに
きいたほうがいいです。小さなことでも積極的にきいてみてください。
○コインの種類は把握していくこと
コインは日本に帰って換金できません。あらかじめ把握して行き、使
えるところでは使いましょう。
○ほしいと思ったら買う
意外とお土産を買う時間がありません。ほしいものがあったら惜しま
ず買いましょう。
○もっていくものについて
タオル、ドライヤー、携帯の変圧器は必要ない。
NY と D.C.で気温差があるのでどっちにも対応できる服装を。
課題はほとんどする時間はない。行く前にやっておいたほうがいい。
お世話になった方へのお土産は余分に持っていくべき。
○遅刻厳禁！！！
必ず遅刻はしないようにしてください！
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謝辞
第四回生徒海外派遣研修に多大なるご尽力をいただいた固谷寛校長先生をはじめ、経済的
な支援をしてくださった奨学会や明瞭同窓会の方々、たくさんのお話を聞かせてくださっ
た小倉高校ＯＢ・ＯＧの皆さん、素晴らしい経験をさせてくださり、興味深いお話をして
くださった訪問先のみなさん、現地で私たちを迎えてくださったガイドさん、添乗員の荒
金さん、ＪＴＢの平山さん、多くのアドバイスをくださった 68 期海外派遣研修の先輩方、
引率してくださった先生方、家族、そして私たちを支えてくださった全ての方に心より感
謝申し上げます。
初めは期待と不安に胸に緊張していましたが、本当にあっという間の一週間でした。その
短い時間を最大限に活かし、小倉高校の代表として自覚を持ち、積極的に学び、たくさん
のことを吸収してきました。初めてアメリカに行って、アメリカの良い点と日本の良い点
が浮き彫りになり、日本という国がいかに小さく、そして素晴らしい国であるかというこ
とを実感しました。グローバル化が進んでいくこれからの世界の中で生きていく私たちに
とって、良い点も悪い点もお互いに認め合い、価値観や考え方の違う人と分かり合える努
力をすることが大切なのだと思います。
また、アメリカで活躍している先輩方の、自分の仕事に誇りを持ち、自分の夢や目標に向
かっていく姿はとても輝いていました。私たちも人生を捧げられるような夢を見つけ、先
輩方のように輝きたいです。お話を聞かせていただくなかで、海外で働く大変さや、国際
的な仕事ゆえのやりがい、そして今高校生の私たちがすべきことを感じました。すべての
出会いを大切に、目で見て耳で聞いて肌で感じて、自分で考え意見をしっかり持った人に
なりたいと思います。
たくさんの驚きや感動、そして素晴らしい出会いが私たちの価値観や考え方を変えてくれ
ました。この経験をこれからの生活に活かし、小倉高校に還元していきたいです。未来を
担う私たちを応援してくださっている方の期待に応えられるよう、全力で夢に向かって頑
張ります。
そして、後輩たちにもぜひ、この海外派遣研修に参加し、多くのことを学び伝えて、小倉
高校のさらなる発展につなげてほしいと思います。
最後に、海外派遣研修にかかわってくださった全ての皆さん、今、高校生というこの時期
にこのような機会を与えてくださり、本当にありがとうございました。
平成 28 年 4 月 27 日

55

第 4 回生徒海外派遣研修団一同

研修の更なる充実のために
教諭 浪﨑 陽一

第４回生徒海外派遣研修は平成２７年１１月のフランス・パリにおける同時多発テロの
影響で実施さえも危ぶまれた中で、無事に充実した研修を終えることができた。本稿では、
第３回からの変更点・改善点と、今後の課題について述べる。
第３回からの大きな変更点はホームステイを取りやめたことであるが、これは予算の関
係から致し方ないことであった。短い時間とは言え、米国人家庭で過ごすことによって学
ぶことが多いのは事実であるが、これを実施しなかった分、様々な場所を時間的な余裕を
もって見学することができた点は指摘しておきたい。安全を最優先するという観点からも
今回の措置は適切であったと考える。
次に今後の課題について以下の３点を挙げておきたい。
まず第一に事前学習において英語力を極力高めておくということである。当研修は英語
力向上を主たる目的としたものではない。しかし、英語力が高ければ高いほど吸収できる
ものが多いことは言うまでもない。今回ニューヨークとワシントンで同行していただいた
ツアーガイドはお二人とも極めて優秀な方々であったが、日本語での説明を聞いて分かる
のは、英語でなされた説明の一部に過ぎないということは知っておく必要がある。参加す
る生徒には、ガイドから得た間接的な情報ではなく、自らが直接英語で情報を入手して欲
しいと感じた場面が多々あった。米国二日目に Broadway で観た The Phantom of the Opera（オ
ペラ座の怪人）も更に満喫できたのではないだろうか。英語の運用能力を事前にできる限
り高めておくことは、研修を更に有意義なものにするために必要不可欠なことである。ま
た、もっと積極的に自ら英語でコミュニケーションを図る姿勢も養いたい。
二点目にそれぞれの研修において、各自が具体的な目標を持って臨む必要性も痛感した。
勿論、事前学習を通じて、それぞれの研修の概要を把握した上で参加しているのだが、参
加生徒には研修を通して、具体的に何を身につけたいのかを更に明確化して欲しいと思う。
そして、ひとつひとつの研修に研ぎ澄まされた目と心をもって臨んで欲しい。ガイドブッ
クにある情報は information に過ぎないが、それを自らの体験を通して血肉化すれば、情報
は intelligence、すなわち知性となり、知恵となる。国際社会のリーダーとなることを期待さ
れている生徒達にはそこまでのレベルを求めたい。例えば、NIH（アメリカ国立衛生研究所）
の研修で何を得たであろうか。世界最先端の研究施設である以上、研究内容が完全に理解
できないのは致し方ないことである。しかし、木村芝生子先生が講義の中で、米国のひと
つの研究機関である NIH の年間予算が毎年約３兆円であり、日本におけるライフサイエン
スの国家予算約３千億円の１０倍とおっしゃった時、何を感じ、何を学んだであろうか。
大切なのは研修に臨む具体的な目標であり、内容を反芻し、その意味を考察する心ではな
いだろうか。
三点目の課題は、準備段階における引率者の関わり方である。当研修はこれまでも国際
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交流委員会を中心に準備がなされてきた。引率者も事前学習には可能な限り参加したもの
の、基本的に国際交流委員会の先生方にお任せしているという状況であった。引率者とし
て、もっと準備段階で関わるべきであったと深く反省している次第である。時間的な制約
もあり、全てを引率者自らが行うことは困難ではあるが、関与の在り方を検討していく必
要があると感じている。
最後に、紙面を借りて、今回の研修でお世話になった方々に衷心よりお礼を申し上げる
次第である。物心両面でご支援いただいた小倉奨学会、出発式から解散式に至るまで温か
い目で見守ってくださった固谷寛校長、準備段階から当報告書作成に至るまでお骨折りい
ただいた木本潤先生、中島真由美先生、企救岳浩志先生に心から感謝の意を表したい。本
研修が更に充実・発展することを祈念して、あとがきとさせていただく。
優れたキャリア教育としての海外研修
引率教諭 福泉 亮
海外研修の引率が決まったとき、海外研修＝語学研修のイメージが強かったので、英会
話が苦手な私は、生徒をきちんとサポートできるか不安でした。しかし生徒とともに事前
研修に参加し、実際に現地に引率して実感したことは、この研修旅行の主な目的は、語学
研修ではなく（もちろんその機会はありますが）
、生徒が将来を見据える優れたキャリア教
育であるということでした。
個人の旅行ではけっして出会うことのできないグローバルに活躍する日本人に、現地で
お会いしてお話を伺うことは、将来地球上のどこで（それが北九州であっても）働くにし
ても、自分の立ち位置を意識できる貴重な機会になったと思います。
ＮＨＫでは、アメリカ総局長の傍田賢治さんに、１時間に渡って高校時代からのご自身
の生き様をお話していただきました。そして「民主主義の根幹は、市民が正確な情報を知
ることです」と、今海外で報道することの使命を熱く語っていただきました。生徒からの
さまざまな質問にも
「本多勝一は、立場のない立場はないと言ってます」
「グローバルに働くためには、日本を知ることが大切です」
と丁寧に答えていただきました。
日本大使館では、島桂一参事官が、ご自身のロシア大使館勤務時の貴重な体験談をベー
スに、日本の国益のために外交すること、そして海外の日本人をサポートすることの大切
さと大変さを語ってくださいました。
アメリカ国立衛生研究所（ＮＩＨ)では、木村芝生子先生のご尽力で、１０名もの日本人
研究者が集まってくださいました。その中のお一人、本田圭司先生は本校ＯＢ（５０期）
でいらっしゃいました。すでに業績をあげられているメディカル・ドクターから大学院を
出られたばかりの若手の研究者まで、本当にストレートに研究者の方どうしで、また生徒
との質疑応答でお話していただきました。
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医学部希望の生徒からの「将来、臨床か研究かで悩んでいる」という発言には、
「今、私たちがここでやっていることは、臨床と研究の橋渡し（トランスレイショナル・
リサーチ）なのです」
「日本とアメリカの違いは」という質問には、
「日本にいればみんな日本人だが、アメリカでは違いを認め合い、人間的な信頼関係を構
築することが大切」
「高校の意義は」という質問には、
「高校でピークを迎えない、自分の人生を長期的な視点で見ることが大切」
というように、それぞれの研究者としての体験に基づいて答えていただきました。
料来の進路に悩み、この研修旅行でなんとか結論を出したいと思っていた生徒がいまし
た。現在、決定した目標に向かってしっかりと進んでいます。生徒たちに真摯に向き合っ
ていただいた方々にこの場をお借りして、改めてお礼申し上げます。
平成２８年３月２０日夕刻、ニューヨークのレストランに、田代健二さん（２７期）の
ご尽力で、４名のアメリカ在住の倉高ＯＢと６９期生１０名が集いました。私自身も２７
期で、生徒会長だった田代さんとは生徒会で一緒に活動しました。
日本から遠く離れた地で、現在海外で活躍するＯＢの方々にお会いして直接お話を聴く
ことは、これからグローバルに活躍しようと夢見ている現役生にとって、今と未来を繋ぐ
きわめて意義深いひと時であったと実感しました。会食後、現役生の一人が、「いつか私も
ニューヨークで後輩に語りたい。
」と楽しそうに語っていました。
グローバルに活躍する先輩から志高い現役生に直接語っていただけるこの懇談会は、グ
ローバルな人材を輩出することが使命である本校にとっても、きわめて意義のあるプログ
ラムであると思います。

ニューヨークでお会いしたＯＢの方々にこの場をお借りして、

改めてお礼申し上げます。特に田代さんには、感謝申し上げます。その場に身を置いて、
小倉高校にとってこの懇談会が貴重なキャリア教育の場になっていることを実感するとと
もに、セッティングする大変さも感じました。今後とも現役生のためによろしくお願いし
ます。
最後にご援助いただいた同窓会の方々にお礼申し上げます。ニューヨーク・ワシントン
で激動する社会の最先端を担う方々に出会い、さまざまな分野で活躍される先輩方と懇談
するという貴重な体験は、参加した現役生一人ひとりのこれからの人生に大きな影響を与
えると確信しております。まだ始まったばかりの事業ですが、やがてはグローバル人材を
輩出する小倉高校のなくてはならない伝統行事となることを同窓生の一人として願ってお
ります。今後ともご支援をよろしくお願いします。
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