
 成田市国際交流協会 

 7 月 2 日から 9日まで、アメリカの姉妹都市・サンブルーノ市から中学生 10 名と随行員 3 名からなる訪問団が来成しまし

た。訪問団生徒たちは、ホストファミリー宅にホームステイし、新勝寺をはじめとした市内見学、大慈恩寺での日本文化体験、

祇園祭の山車引きなど、様々な交流プログラムに参加、友好の絆を深めました。 

 受入れに際して、今年３月にサンブルーノ市へ派遣された訪問団の関係者をはじめ、サンブルーノ委員会

有志、ボランティア通訳の方々に多大なるご協力をいただきました。心より御礼申し上げます。 

  

大慈恩寺にてスイカ割り 
成田西中学校にて 

成田空港にて 日本自動車大学校を見学 

おいしい和食を堪能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

７月2日(月) 訪問団成田到着 

  3日(火) 
新勝寺見学・市役所表敬訪問 

歓迎夕食会  生徒たちは帰国までホームステイ 

  ４日(水) 赤坂消防署・中央図書館・成田西中学校見学 

  ５日(木) 大慈恩寺・日本自動車大学校(NATS)見学 

  ６日(金) JAL整備工場見学・祇園祭参加 

  ７日(土) 都内見学(随行員) サンブルーノ委員会主催 

  ８日(日) 華道体験(随行員) 成田ホームビジット協会 

   9日(月) 成田空港より帰国 

訪問団日程表 

成田市祗園祭に参加 



 

 

 

 

 有意義な思い出深い 1週間 

長谷川 涼子さん（ホストファミリー） 

今年の 3 月に息子が中学生友好訪問団の一員としてアメリカのサンブルーノ市を訪問してから、はや 4 か月。今度はサン

ブルーノ市から来る中学生 2人を我が家に迎えることになりました。 

息子がサンブルーノ市で、市の多くの方々、並びにホストファミリーから様々な素敵な経験をさせてもらいましたので、息子は

「日本でホストとしてできる限りのおもてなしをしたい」と張り切っていました。そこで楽しく日本を体験してもらうために、浅草に

出かけることにしました。雷門の提灯や仁王門の大わらじの大きさに驚き、仲見世通りで人形焼き、お饅頭、おせんべい、メロ

ンパンなど食べたり、おみくじを引き運勢に一喜一憂したり、五重塔を見たり、中学生の興味を引くものが多かったようです。

逆に私たちは、手水舎で手や口を、常香炉で体を清める作法を既に心得、自然にこなしている姿にとても驚かされました。ま

た意外にも日本庭園に興味を持ったようで、錦鯉の泳ぐ姿にしばらく立ち止まり見入っていました。 

自宅では食卓に納豆や、お味噌汁、卵焼きを出し、日本の味を口にしてもらいました。また畳の部屋に布団をひき、日本

の生活スタイルで寝ることをとても喜んでくれました。伝統的なものから現代的 

なものまで、日本を感じ好きになってもらえたらホストファミリーとして嬉しく思い 

ます。 

 お互いに言葉の壁はありましたが、サンブルーノ市の中学生たちと日本の

受け入れ中学生たちは傍にいて仲良く笑っていました。 

息子だけでなくホストファミリーとして、とても有意義な思い出深い１週間

になりました。このような機会を体験でき、心から良かったと思います。どうもあ

りがとうございました。 

 
はじめてのホームステイ受け入れ  

梶田 泰礼さん（ホストファミリー） 

この度の訪問団受入れにあたり、我が家には、シエナちゃん、マビエルちゃんの女の子 2人が来てくれました。 

娘は３月に、サンブルーノ市を訪問しお世話になったお友達と帰宅後もメールなどでやり取りをし、再会をとても楽しみにし

ていました。 

2 人は、ベジタリアンとヴィーガンということで、食べ物に制限があり、メニューに悩みましたが、凝った物より、シンプルな物が

好きな様で、パンや、蒸し野菜、フルーツを毎食並べて、好きな物を食べてもらうようにしました。 

日本でしかできない体験を…と思い、温泉にも、チャレンジしました。ジブリ美術館や原宿に出かけたり、浴衣を着せて祇

園祭にも一緒に行きました。 

浴衣は、着せている時から「かわいい‼かわいい‼ありがとう‼」と、とても良い表情で喜んでくれました。 

母のコミュニケーションは、翻訳アプリと、ゆっくりの日本語とジェスチャーという散々なものでしたが、娘は、簡単な単語で、ず

いぶん意志の疎通ができていた様です。 

空港で、ハグをして、泣いている私に、「またね」と言ってくれた 2人に 

「またね」と言って手をふりました。 

最後に、この交流をとおし成田市職員の皆さま、成田市国際交流協

会の皆さま、そして日本側訪問団の保護者の皆さまには大変お世話に

なり、一緒に貴重な体験をさせていただくことができました。この場をお借り

して改めて御礼申し上げます。 

「ありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いいたします。」 

 

 1 ページに引き続き、こちらのページでは、ホストファミリーの皆さんから頂きました体験記を紹介します。 



2018年は咸陽市と友好都市締結 30周年です 

中国  咸陽市を知る 

山崎 健（協会会員・成田日中友好協会事務局長） 

第 5 回（最終回） 咸陽市の歴史③ 

前漢と唐代の咸陽 皇帝の陵墓など文化財の宝庫 
 

 項羽を倒した劉邦は漢王朝を建て、長安
ちょうあん

（今の西安）に都を置きました（紀元前 202 年）。長安は渭
い

水
すい

を挟ん

だ対岸の地で、当時は咸陽の一部でした。そして、前漢以後も、新、隋、唐などの都が長安に置かれたので、咸

陽は首都を補完する都市としての役割を果たしながら発展してきました。 

特に唐の時代。長安は世界一の大都市として繁栄を誇り、シルクロードの交易が盛んになりました。咸陽はこ

れら西域方面に旅立つ人々を送る宿場町としても栄え、その情景は王維
お う い

の詩が今に伝えています（第 2 回参照）。 
 

＊武帝の匈奴政策  

漢王朝は劉邦の死後、呂
りょ

后
こう

（劉邦の妻）の専横や呉楚
ご そ

七国の乱などの混乱を経て、

6 代皇帝景
けい

帝の時代に隆盛を迎えます。そして次の武
ぶ

帝はその国力を活用して、そ

れまでの匈奴
きょうど

（西北方の異民族）に対する柔和政策を取りやめて、宿願であった匈

奴征伐を敢行するのです。 

 この匈奴征伐に活躍した将軍として李
り

広
こう

、衛
えい

青
せい

、霍
かく

去病
きょへい

などの英雄があげられま

すが、中でも 24 歳で病死した才能豊かな霍去病は、今なお悲運の名将として民衆

の人気を集めています。彼を寵愛していた武帝は、その死を悼み、造営中だった自

分の陵墓（茂
も

陵
りょう

）の隣接地に埋葬させたほどでした。 

 武帝        お墓の話では――。首都の西北に隣接する咸陽市内には、他にも前漢と唐の皇

帝だけでも 27人の陵墓があり、王公大臣の陪葬墓は 800 余と言われ、これら、今日までに発掘された文物はも

ちろん、今なお埋蔵されている文化財の数量は計り知れない、と言われています。 
 

＊永泰公主と楊貴妃の墓  
 茂陵の他に著名なものは、漢の高祖

こ う そ

劉邦の眠る長
ちょう

陵と景帝の陽
よう

陵、唐

の太宗
たいそう

李
り

世
せい

民
みん

の昭
しょう

陵と高宗
こうそう

の后
きさき

で中国史上唯一の女帝となる則天
そくてん

武
ぶ

后
こう

（武
ぶ

則
そく

天
てん

）の乾
けん

陵があり、その則天武后の孫娘で、17 歳で命を絶たされ

た永
えい

泰
たい

公
こう

主
しゅ

の墓も乾陵の陪塚としてあります。 

 この永泰公主墓
ぼ

で発見された壁画には、白虎や青龍、宮廷の女官など

が色鮮やかに描かれ、当時の文化程度の高さに驚かされます。壁画は国

宝として陝西省博物館に保管されていますが、日本の高松塚古墳の壁画に     永泰公主墓の壁画 

も大きな影響を与えたと言われています。                 

また、楊貴妃の墓が咸陽西部の興
こう

平
へい

市（県級市）にあります。 

 中国四大美女や世界三大美女に数えられる楊貴妃。安禄山
あんろくざん

の乱で長安

を追われ、玄宗
げんそう

皇帝とともに西方の蜀
しょく

を目指して逃避行の途中、随行の

官吏によってこの地で殺されてしまいました（756 年。37 歳）。 

 最後に逸話を一つ。 

 今、土盛りであった楊貴妃の墓が石で円形に積み直されました。それ

は彼女の美貌にあやかろうと、墓の土を持ち帰って洗顔する女性が後を 

    楊貴妃の墓          絶たないためだ、ということでした。   （シリーズ「咸陽を知る」完） 
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 今月も英会話サロンを開催します。講師には、成田市在住外国人３名をお迎えします。日曜午前の

ひと時を英会話で思いっきり楽しんでみませんか。ご参加、お待ちしております♪ 

日 時：8月 26日(日)  10：30～   会 費：500円 

場 所：ぱん茶屋 (上町 551)                講 師：アン・デュオンさん他 2名 

定 員：15名            申 込：協会事務局(℡ 23-3231) 

 

 本年度初のスペイン語サロンを開催します。講師には、スペイン語を母国語とする方々をお迎えします。

スペイン語、ラテン文化に興味のある方は、是非ご参加ください。お待ちしております！ 

日 時：8月 19日(日)  10：30～       会 費：500円 

場 所：はしらデリカフェ（花崎町 839-30）         講 師：イサベル・モリさん他 2名 

定 員：15名         申 込：協会事務局(℡ 23-3231) 

 

 

 

 

編集後記 

今年も７月に姉妹都市米国サンブルーノ市から中学

生友好訪問団がやってきました。ホームステイを通じ日本

の生活様式など異文化を学び、日本の中学生との交流

を深めました。そして１週間が過ぎ帰国の時が来て、また

再び会うことを誓いあい涙、涙のお別れが今年もありまし

た。 

 彼等もまたいつか成田を訪れてくれることでしょう。いつま

でも深い絆が続きますように！ （Dai） 
 

ニュ－ズレタ－（毎月１日発行） 

［編集・発行］成田市国際交流協会広報部会(〒286－8585成田市花崎町760成田市役所文化国際課内) 

           Tel:0476-23-3231／Fax:0476-22－4494／E-mail: nifs@ngy.3web.ne.jp   

                    再生紙を使用しています 

 
成田 国際交流 検索 

 

国際交流カレンダー(8月) 

 7 日(火) 広報部会・編集会議(市役所/17：00～)* 

16日(木)～21日(火)「2018 NARITA 少年の翼」派遣 

19日(日) スペイン語サロン(はしらデリカフェ/10：30～) 

21日(火) 広報部会・最終校正(市役所/17：00～)* 

26日(日) 英会話サロン(ぱん茶屋/10：30～) 

28日(火) 広報部会・研修ツアー(市役所/7：45集合) 

*印のついているものはどなたでも参加できます 

 

 「成田市国際こども絵画交流展 2018」は、広く世界各地の”こどもたち”と成田市内の”こどもたち”の絵画作品

を紹介することにより、21 世紀を担うこどもたちの夢と創造力を育み、絵画を通じてお互いの生活や文化について理

解を深め合うとともに、市民の芸術文化の振興と発展に寄与します。 

  テ ー マ：「祭ーFestival－」     対  象：市内・及び海外の小・中学生 

  締 切：9月 12日(水) 必着          問合せ：成田市文化国際課(℡ 20-1534) 

  詳 細：絵画交流展 HP にある開催要項をご覧ください   http://www.narita-childart.jp/top.html                                   

 


