
アメリカ合衆国メリーランド・姉妹校訪問レポート 

フレデリック・ダグラス高校に行ってきました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フレデリック・ダグラス高校はワシントン DC 市内から車で約１時間半、メリーランド州

アッパーマルボロにある学校です。国際バカロレア認定校であり、また P-TECH というコ

ミュニティ・カレッジと連携して大学レベルの単位を修得できるコースも設置されている、

生徒の意識が大変高い学校でもあります。 

フレデリック・ダグラス高校との姉妹校交流は 2000 年にフレデリック・ダグラス高校の

一団が来校したことをきっかけとして始まりました。翌年の 2001 年には本校生徒がフレデ

リック・ダグラス高校を訪問し、2001 年の同時多発テロ、2003 年のイラク戦争開戦時、

2011 年の東日本大震災の際にも両校は相互交流を続けてきました。今年度は 27 名の応募

者がいたため、相手校にお願いして 20 名を受け入れてもらいました。 

 



１日目 ３月 17 日（土） 

 

 成田空港から約 12 時間のフライトを経て、ワシントン DC・ダレス空港からバスでフレ

デリック・ダグラス高校（以下 FDHS）に向かいました。途中、ホワイト・ハウスやワシン

トン・モニュメント、連邦議事堂を車窓から見学でき、アメリカに着いた実感が湧いてきま

した。印象的だったのは、ちょうど聖パトリックの日だったので、ホワイト・ハウス前の噴

水が緑色になっていたことです。 

 FDHS ではホスト・ファミリーが風船やポスターを持って迎えに来てくれて、中には駆け

寄ってハグしてくれる子もいました。それまで E メールやインスタグラムを通して文字でや

り取りしてきたバディとの感動の対面でした。 

 

 

 

 

 

 

＜生徒の日記より＞ 

Today, I arrived in America.  This is my first time, so I was surprised at 

everything.  We saw many buildings, such as museums, banks, and the White 

House from the bus.  Then we went to FDHS to meet our host family.  When we 

waited for them for a little while, I wondered what kind of people my host family is.  

Soon after that, I found they were so kind.  I was nervous when we met, so I 

couldn’t talk well.  They talked to me a lot. 



My host sister is Nina.  She held a big sleepover for me.  About 10 friends 

came to her house.  I could make many friends.  They were all kind and we had 

a fun time. 

 

２日目 ３月 18 日（日） 

 

それぞれの家庭でアメリカの生活を楽しみました。教会に行ったり、レストランやショッ

ピングに行ったりして過ごしました。 

 

 

 

 

 

 

＜生徒の日記より＞ 

After dinner, we talked about Japan and America.  I was surprised at a lot of 

things.  For example, American grades are counted through to high school, so 

the final grade is the 12th.  I had never heard of it. I got to know more information. 

I think I could learn many things.  I also found what I should improve more.  First, 

I can’t say anything when someone talks to me. I can answer yes or no but I can’t 

make sentences quickly.  That’s why I can’t convey my feelings.  Second, I 

always respond in the same way. I can’t use different expressions.  I must learn 

more vocabulary.  I realized my weak points, so I’ll try my best from tomorrow. 



３日目 ３月 19 日（月） 

  

ＦＤＨＳは朝の 7 時 45 分に授業が始まるので、朝食を持たせてもらった生徒もいまし

た。１時間目には歓迎セレモニーを開いていただき、音楽クラスのみなさんがジャズのバン

ド演奏や美しいコーラスを披露してくださいました。 

 その後、２～４時間目はバディと一緒に授業に出席しました。その一方、引率教員もホス

ト教師ジル・ターナー先生のクラスで授業を行いました。クイズを織り交ぜた「日本の古典

美術からマンガまで」と日本からレトルトのご飯や海苔などを準備して行った「お花の巻き

ずしとお味噌汁」でした。それぞれ楽しんでもらえたと思います。 

 

 

 

 

 

 

パワフルなジャズバンドの演奏            美しいハーモニー 

 

 

 

 

 

ホストの生徒がパートナーを紹介      お花のお寿司ができた♡ 

 



＜生徒の日記より＞ 

I went to American High School for the first time.  The classes I attended with 

my host sister were music, biology, and math.  We also joined the welcoming 

ceremony.  So we didn’t have the first period.  The welcoming party was very 

exciting!  Especially I was pleased by the jazz band.  They played “Fly by the 

Moon,” “All the Things You Are,” and so on.  They were very cool!  I enjoyed 

the drums the most.  School choir also sang “Consider the Lilies” and “Hold 

Me, Rock Me.”  I was impressed by them because their voice were beautiful, 

powerful, and in nice harmony.  In biology lesson, they were studying about DNA.  

I was surprised because I had just learned about it before the year-end 

examination in March.  So, I understood it a little even in English. 

 

４日目 ３月 20 日（火） 

 

 この日は１日授業体験でした。英語での授業はとても難しいのですが、辞書を片手にがん

ばった生徒もいました。数学や理科の科目が比較的理解できたようです。体育に参加できた

生徒は、室内ホッケーのゲームに参加し、一番楽しい授業になったようでした。引率教員は

「武士道 vs スター・ウォーズと剣道」そして「お花の巻きずしとお味噌汁」のデモ・レッ

スンを行いました。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    英語での授業は難しい！          楽しいランチ・タイム 

 

＜生徒の日記より＞ 

There are three lunch breaks during the third period because all the students 

cannot get food at the cafeteria all at once.  However, they can eat lunch at 

many places, for example, the library.  I ate ham sandwiches, grapes, and chips.  

My host mother made them for me. I had a bagel with butter and cranberry juice 

for breakfast, and so I thought my meals were very American today.  I enjoyed 

them. It was a little bit difficult to speak and understand English but it made my 

English better.  Everyone was so friendly.  I will try to speak more tomorrow. 

 

５・６日目 ３月 21・22 日（水・木） 

  

季節外れの大雪に見舞われ、２日間休校になってしまい、予定されていた遠足と日本文化

紹介のプレゼンテーションが中止になってしまいました。遠足では校名の由来となった奴隷

解放運動活動家フレデリック・ダグラスの記念館やリンカーン・記念堂、アメリカ史博物館

などに行く予定でした。プレゼンテーションは３か月間入念に準備をしてきただけに成果が

発表できず、とても残念でした。 

 しかし、各家庭でプチ・プレゼンを行ったり、雪合戦や室内でゲームをしたり、ホスト・



ファミリーと充実した時間が過ごせたようです。また、木曜日には道路の状態も回復してい

たので DC 市内の観光に連れて行ってもらった生徒もいたようです。 

 

 

 

 

 

 

＜生徒の日記より＞ 

After breakfast, I played in the snow in Jordan’s garden.  It was huge.  I went 

sleighing, had a snowball fight, and explored in the forest.  The sleigh slid very 

well but my butt was very painful.  Jordan pushed me, so the sleigh slid quickly.  

It had been a long time since I had a snowball fight.  Jordan and I threw 

snowballs at each other.  His balls were very fast, so I couldn’t avoid them.  But 

I tried my best. 

I explored in the forest with Jordan.  We found a reindeer and a fox.  I kept on 

taking pictures.  I saw the reindeer for the first time.  It was very big.  The fox 

was very cute. 

 

7 日目 ３月 23 日（金） 

 

ホスト・ファミリーとお別れの朝でした。家族みんなに親切にしていただき、本当のアメ

リカの生活を体験できた１週間でした。例年より長く一緒に過ごしたためか、お互いにより

切ない別れになりました。 



 ワシントンＤＣでは、ホワイト・ハウス、自然史博物館、ナショナル・ギャラリー、航空

宇宙博物館を見学しました。自然史博物館では、史上最大のゾウのはく製やホープ・ダイヤ

モンドなど、映画でおなじみの展示物に大興奮しました。ナショナル・ギャラリーでは、ダ・

ヴィンチやモネ、ゴッホなど美術の教科書に出てくる名画の前で記念写真が撮れることに驚

きました。航空宇宙博物館では、月の石に触ったりライト兄弟が初飛行で使用した飛行機な

どを見学したりしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     世界最大の水晶球           世界最大のゾウのはく製 

 

 

 

 

 

 

    ラファエロの絵に感動               ライト兄弟の飛行機 



＜生徒の日記より＞ 

Today was the day to say goodbye to our host families.  We had a really good 

time for a week.  We promised that we would definitely come back to America 

and see our host families again.   

After that, we went to the White House, National Museum of Natural History, 

National Gallery, and Air and Space Museum.  I was so excited because 

everything was real!  Then we went back to our hotel and had dinner.  We 

talked a lot about our best memories in America.  This was my first time to go 

abroad.  It was difficult to communicate with people but they talked to me in easy 

English.  I was helped by them so much.  I’ll come back to America as a better 

English speaker.  Thank you so much, America! 

 

８・９日目 ３月 24・25 日（土・日） 

  

ワシントン・ダレス空港から 14 時間かけて、日曜日の午後３時過ぎに日本に到着しまし

た。 

 ＦＤＨＳのみなさんに温かいおもてなしを受けて、学びの多い学校生活とホームステイを

体験できました。また、ワシントンＤＣ見学ではアメリカの歴史に触れることができました。

海外に出て日本の良さや自国の文化について再認識する機会にもなりました。 

 今回の旅行は、想定外の大雪によって計画通りの旅行にはなりませんでしたが、その分、

今回しかできない経験がいっぱいの旅行となりました。特にホスト・ファミリーと過ごした

時間が長くなり、絆を深めることができたと思います。自分の思いを伝えられた喜びと伝え

きれなかった後悔の両方を糧に、これからの学習活動に力を入れ、いつか成長した姿で再訪

してもらえたらうれしいです。 



＜生徒の日記より＞ 

 

I hope to see my host family again.  If they have a chance, I hope they will come 

to Japan.  Spending a week with my host family is my best memory!!   Through 

this study abroad, I could change myself.  It is important for me to talk with 

foreign people.  I want to make use of this experience in the future.  I had a 

goooood time.  I miss my host family now.  I want to visit America again.  

 

 

 

    

 

 

 


