
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１８名が参加

しました。 



１日目 ３月１６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、聖パトリックの前日だったので、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 ～ワシントン DC に感動の到着！～＞ 

Today, I arrived in America.  This is my first experience, so I had been looking 

forward to doing everything.  We were lucky with great weather!  We saw a lot 

of buildings from the bus, such as the Washington Monument, the Lincoln 

Memorial, the US Capitol, and the White House.  They were so big and beautiful.  

I got even more and more excited about going there. 

 



２日目 ３月 1７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 ～日本のカレーを作りました！～＞ 

I cooked curry for my host family.  It was difficult for me to cut vegetables 

because I used a different kitchen knife from what I always use in Japan.  So it 

took me more time than I’d expected.  I think I couldn’t cook so well but my 

host family said to me, “Really good!”  I was very happy. 

 



３日目 ３月 1８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。5 時間目には Pep Rally と

いう部活動奨励会が行われました。 

 

 

 

 

 

 

パワフルなジャズバンドの演奏            美しいハーモニー 

 

 

 

 

 

 

ダイナミックなダンス             ランチタイム♡ 

 

 

 



＜生徒の日記より ～映画のようなアメリカの学校生活！～＞ 

When we arrived at school, I was so excited!!!!  It’s because it was like a scene 

from American school movies!!  The technology class was especially exciting.  

We talked, took photos and videos, and danced with my host’s friends.  The next 

class was presentation.  Everyone said their opinions on announcement 

immediately.  So it took only 40 minutes to write five pages for a presentation.  I 

was surprised and liked this style.  I found many different things between the 

USA and Japan.  For the three days after coming to America, I have found a lot 

of differences from Japan and I have been talking and experiencing a lot. Today 

was the best day in my life. 

 

４日目 ３月 20 日（火） 

 

 この日は１日授業体験でした。アメリカの授業は生徒が自由に話し合う機会が多く、たく

さんの人が話しかけてくれます。英語での授業はとても難しかったけれど、友だちもたくさ

んできた一日でした。 

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。「武士道 vs スタ

ー・ウォーズと剣道」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」、それぞれ楽しんでもらえたと思います。 

 また、4 校時には 9 年生対象に「薬物防止講演会」がありました。日本の場合と違って、

歌とお芝居で構成されていて、まるでロック・コンサートのようでした。 

 

 

 



 

 

 

 

 

剣道レッスン           お寿司作りのお手伝い 

 

 

 

 

 

お花のお寿司、できた♡        ライブのような講演会 

 

＜生徒の日記より ～ホスト・ファミリーとの楽しい時間！～＞ 

After school, I went to the mall with my host family.  My host dad bought fried 

chicken.  We ate it for dinner.  We talked a lot.  For example, we talked about 

Japanese school, classes at FDHS, food, my family, and more.  I could 

understand and speak to my host family, so I was happy.  After having dinner, 

we went shopping and ate ice cream at Sweet Frog.  There were many kinds of 

flavors and toppings.  My ice cream looked so cute and was very delicious.  

Today was the most fun ever. 

 

 

 

 



５日目 ３月 20 日（水） 

  

ワシントン DC にフィールド・トリップに行きました。5.8M の巨大なリンカーンの座像

が有名なリンカーン記念館は、キング牧師が“I have a dream!”と演説をした場所でもあ

ります。そのすぐ近くのタイダルベイスンのほとりにはキング牧師の記念碑があります。 

国立アメリカ歴史博物館ではアメリカの歴史や大統領について学び、ユニオン駅のフード

コートで昼食をとった後、フレデリック・ダグラス・ハウスに行きました。フレデリック・

ダグラスはアフリカ系アメリカンの政治家で、リンカーン時代の奴隷廃止運動の指導者でし

た。知識が豊富なガイドさんが、姉妹校の名前にもなっている偉人について詳しく説明して

くださいました。 

 

 

 

 

 

リンカーン像の前で           キング牧師の演説スポット 

 

 

 

 

 

 

アメリカ史博物館にて         フレデリック・ダグラスの家の前で 



＜生徒の日記より ～遠足でアメリカについて学びました！～＞ 

I went to many places today.  First, we went to the Lincoln Memorial.  Lincoln 

was the sixteenth President.  We saw a large statue of him.  I also read famous 

quotes of Abraham Lincoln.  We found a spot where Martin Luther King Jr. gave 

a very popular speech named “I have a dream.”  We went to the museum of 

American History, too.  We saw Presidents’ pictures and Abraham Lincoln’s hat.  

He is known for wearing a top hat.  In the museum, I read the speech of Franklin 

Delano Roosevelt when he was the President.  I stood at the President podium 

when I gave his speech.  Then, we visited the house of Frederick Douglass.  The 

high school that our hosts go to is named after him.     

 

６日目 ３月 2１日（木） 

  

午前中に授業を受けた後、3 か月間準備をしてきたプレゼンテーションを行いました。４

つのグループが自分たちでテーマを決めて、日本文化を紹介するのです。緊張しましたが、

アメリカの生徒さんたちはリアクションが大きく、また楽しそうに活動にも参加してくれた

ので、大きな達成感を得ることが出来ました。 

 

 

 

 

 

   日本の学校生活を紹介     日本のスナックを二人羽織でどうぞ 

 



 

 

 

 

 

  書道を体験してもらったり…         坊主めくりをしたり… 

 

 

 

 

 

 浴衣を着てうれしそう♡          アメリカのピザは大きい！ 

 

＜生徒の日記より ～プレゼンは大成功！～＞ 

☆ I gave a presentation today.  When I was preparing, I was worried that the 

presentation would not be good.  However, because American students cheered 

for us, everything went well.  American students enjoyed our activities very much.  

Their smiles made me so happy. 

☆ I talked about two traditional card games and we played one of them. It 

was difficult for me to explain how to play it but the students really enjoyed it. So, 

I was happy.  After the presentations, I talked with my host’s friends.  I was 

asked about Japan.  They seemed very interested in kanji.   

 

 



7 日目 ３月 2２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。 

 その後、ワシントンＤＣで、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。 

 

 

 

 

 

 

涙のお別れ               また会おうね！ 

 

 

 

 

 

 

     日本にはないフレーバー        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 my host family.  I had had a great 

time with them, so I really didn’t want to leave them. When the time came, I 

expressed my gratitude to my host.  We hugged and took a lot of photos.  I cried 

but finally, we were able to say goodbye with a big smile.  We promised to meet 

again. 

☆  I learned a lot during my homestay, for example, the importance of 

communication in English.  The days with my host family were very fulfilling.  I 

was very sad to say goodbye to them.  However, believing I would meet them 

again, I was able to say thanks to them. 

 

 

 

 

 

 

 



８・９日目 ３月 2３・2４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のみなさんから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。そして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。 

 参加したみなさんにとってこの 9 日の旅行は、初めての経験と未知との遭遇の連続だっ

たと思います。ひとつひとつの感動をいつまでも忘れず、今後の学習活動に生かしてもらい

たいのと同時に、新しく芽生えた海を越えての友情を末永く大切に育ててもらいたいと願っ

ています。 

 



 

 

    

 

 

 


