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１．謝辞 
 

 

 本派遣は、派遣員である僕の努力だけでは成り立たない派遣でした。まず、

選考段階から計画段階まであらゆる面で指導・サポートしていただいた鈴木令

子国際委員長と事務局国際部の方々に、この場を借りて感謝の意を申し上げま

す。本当にありがとうございました。 

 また、応募にあたって背中を押してくださった岩手連盟、盛岡 5 団の方々に

も深く感謝いたします。盛岡 5団からスカウト特別派遣に参加するのは僕で４

人目ということで、県連や団の方々はある意味「気負わず挑戦してみろ」とい

う姿勢で僕を送り出してくれました。ありがとうございました。 

 最後に、本派遣を支援してくださった霞会館及び会員のみなさまに深く感謝

いたします。大学生という、まとまった期間海外に行きやすい立場でありなが

ら、やはり自分にとっては金銭的なハードルが大きいものでした。今回はテー

マを自分で選択できるという、素晴らしいチャンスを与えていただきました。

本当にありがとうございました。 

 本派遣で得たもの、本派遣を通じてこれから得ていくものを糧にし、将来は

地元岩手で、これからの岩手、ひいては日本を担っていく人間を育てられるよ

うな教師になります。 

 

平成 28 年 3月 18日 

ボーイスカウト岩手連盟盛岡第 5団ローバースカウト隊 

加藤 大貴 
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２．派遣の目的・目標 
 

【目的】 

地元岩手で、社会に貢献できる人材を育てることのできる教師として活躍する

ための資質を身に付ける。 

 

【目標】 

＜メイン＞ 

アメリカ合衆国のいくつかの都市を訪れ、出会った様々な人に教育に関するイ

ンタビューを実施する。それによって後述の項目についてアメリカ合衆国の事

例を知り、その事例を参考に日本の学校教育が今後あるべき姿を考え、教師と

しての資質を養う。 

 

＜サブ＞ 

・訪れた都市でスカウト活動に参加し、隊運営や活動そのものについて自県・

自団のスカウト活動に生かせるものを見つける。 

 

・広大な自然での野外プログラムを実施し、他の目標、そして自らのスカウテ

ィングについて考える時間を持ちながら、スカウト活動の 1 つの大きな側

面である野外活動の楽しさを再確認する。 

 

・約 100 年前に大地震を経験したサンフランシスコで、その震災体験をどの 

ように受け継いでいるかを知り、東日本大震災の記憶を今後風化させないた

めには何をするべきか考える。 

  



平成 27年度スカウト特別派遣 報告書 

4 

３．活動報告 

【日程】 

日にち 場所 内容 宿泊 

2月 13日

(土) 

日本 

⇒ニューヨーク 

・自宅から成田空港へ電車移動 

・成田空港からニューヨークへ飛行機移動 

・Camachoさんと合流し Camachoさん宅へ移動 

・大ニューヨーク地区 729団のスカウトたちと交流 

Camacho 

さん宅 

2月 14日

(日) 

ニューヨーク ・市街地視察（Times Square） 

・同団のスカウトたちに調査を実施 

Camacho 

さん宅 

2月 15日

(月) 

ニューヨーク ・The Metropolitan Museum of Art（メトロポリタン美

術館）を見学 

Camacho 

さん宅 

2月 16日

(火) 

ニューヨーク ・Museum of Modern Art（ニューヨーク近代美術館）

を見学 

Camacho 

さん宅 

2月 17日

(水) 

ニューヨーク 

⇒ランカスター 

・ニューヨークからランカスターへ電車移動 

・Weinhofer夫妻と合流し、Terre Hill Bible Fellowship 

Churchの Youth Groupに調査を実施 

Derr 

さん宅 

2月 18日

(木) 

ランカスター ・Cocalico High Schoolで授業見学、教師に対するイ

ンタビューを実施 

Derr 

さん宅 

2月 19日

(金) 

ランカスター 

⇒ボルティモア 

・ホームスクールの授業を見学 

・伝統的なマーケットを見学 

・ランカスターからボルティモアへ電車移動 

・Kramerさんと合流し、ボルティモア連盟を訪問 

・Crew 2013のミーティングに参加 

Burke 

さん宅 

2月 20日

(土) 

ボルティモア ・Crew 2013のハイキングに参加 

・アナポリス視察、Naval Academy訪問 

・日本人医師家族との夕食会に参加 

Burke 

さん宅 

2月 21日

(日) 

ボルティモア ・ボルティモア地区の Pinewood Derbyを見学 

・スコットランド国際ジャンボレット、ボルティモ

ア派遣隊のミーティングに参加 

・Crew 2013の義手制作プロジェクトを見学 

Griffin 

さん宅 

2月 22日

(月) 

ボルティモア 

⇒ヒューストン 

・The Monarch Academyを見学、インタビュー実施 

・ボルティモアからヒューストンへ飛行機移動 

・Broganさんと合流し、ヒューストン地区 440団の

ミーティングを見学 

Brogan 

さん宅 
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2月 23日

(火) 

ヒューストン ・Farrellさんと共に Space Center Houstonを見学 Brogan 

さん宅 

2月 24日

(水) 

ヒューストン ・Lone Star Collegeの日本語の授業に参加 Farrell 

さん宅 

2月 25日

(木) 

ヒューストン ・Revere Middle Schoolを見学、インタビュー実施 

・スカウトショップを訪問 

・George Ranch Historical Park（ジョージ観光牧場）

を見学 

Farrell 

さん宅 

2月 26日

(金) 

ヒューストン 

⇒サンフランシスコ 

・ヒューストンからサンフランシスコへ飛行機移動 

 

HI SF 

Downtown 

2月 27日

(土) 

サンフランシスコ 

⇒ヨセミテ国立公園 

・ヨセミテ国立公園へバス移動 

・ビジターセンターで翌日のトレイルコースの状況

を確認し、コースを変更 

Yosemite 

View Lodge 

2月 28日

(日) 

ヨセミテ国立公園 ・トレイルを実施（Mist Trail） Yosemite 

View Lodge 

2月 29日

(月) 

ヨセミテ国立公園 

⇒サンフランシスコ 

・ヨセミテ国立公園からサンフランシスコへバス移

動 

HI SF 

Downtown 

3月 1日

(火) 

サンフランシスコ ・市街地視察（Fisherman’s Wharf） HI SF 

Downtown 

3月 2日

(水) 

サンフランシスコ ・California Academy of Science（カリフォルニア科学

アカデミー）を見学 

HI SF 

Downtown 

3月 3日

(木) 

サンフランシスコ ・Japan Townへ行き日本スーパーの店長にお話を聞

く 

・スカウトショップを訪問 

HI SF 

Downtown 

3月 4日

(金) 

サンフランシスコ ・Exploratoriumという科学館を見学 HI SF 

Downtown 

3月 5日

(土) 

サンフランシスコ ・Old Mint（旧造幣局）で開催されていた History 

Days で地震に関する展示を見学 

HI SF 

Downtown 

3月 6日

(日) 

サンフランシスコ 

⇒日本 

・サンフランシスコから成田空港へ飛行機移動 飛行機内 

3月 7日

(月) 

日本 ・成田空港から自宅へ電車移動  
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【日々の記録】 

＜2月 13日（土） 日本⇒ニューヨーク＞ 

 12 時間のフライトを終えニューヨークへ到着し、Camacho さんと合流した。Camacho さ

ん宅はマンハッタン島の北部にあり、彼の団（729団）はWashinton Heightsという地区のア

パート群の子どもたちで構成されており、Camachoさんはそこのボーイ隊長をしている。 

6 人のスカウトを呼んで今夏のジャンボリーや彼らの大好きな日本のアニメについて話

しながら夕飯を食べ、時差ボケを直すためにその日は早めに就寝した。 

 

 

＜2月 14日（日） ニューヨーク＞ 

 午前中から午後にかけてはスカウト 5 人に案内してもらいながら有名な Times Square を

訪れた。寒波と重なり気温は昼間でもマイナス 15度と極寒だったが、「ニューヨーク」と聞

いたときに思い浮かぶ華やかさが目の前に広がり、アメリカに来たのだという実感が確か

なものになった。 

 

タイムズスクエアを背に 

 

 帰宅後は Camacho さんやスカウトたちと、教育やスカウティングについて質問をし合っ

た。ドミニカ移民がルーツである彼らは祖父母や両親の世代はスペイン語のネイティブス

ピーカーであるため、学校で授業を取るまでも無く家でスペイン語を学んだという人もい

た。スカウティングについては、活動とは別に週に 1度ミーティングを実施しており、活動

の計画にスカウトがしっかり関わっていた。 
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＜2月 15日（月） ニューヨーク＞ 

 The Metropolitan Museum of Artへ行き、西洋画を中心に鑑賞した。マネ、モネ、ゴッホな

ど、印象派の作品が非常に充実しており、印象派絵画を好む自分にとってはまさに楽園のよ

うな場所だった。本物を見ることの素晴らしさを心から実感した。 

 

The Metropolitan Museum of Art 

 

 

＜2月 16日（火） ニューヨーク＞ 

 Museum of Modern Artへ行き、後期印象派以降の様々な潮流の絵画を鑑賞した。時系列を

追いながら鑑賞できるように順路が工夫されており、大学の講義で取り扱ったモダニズム

について本物を見ながら理解することができた。 

 

ダリ「記憶の固執」 
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＜2月 17日（水） ニューヨーク⇒ランカスター＞ 

 Camachoさんとお別れし、2時間の電車移動を経てランカスターへ到着した。岩手連盟と

関わりの深いWeinhofer夫妻と合流し、コミュニティチャーチに連れて行ってもらった。そ

こでは中学生～大学生年代がユースグループを組織し、大人の指導を受けながら様々な活

動を通して信仰を深めている。彼らには教育に関するインタビューを実施することができ

た。 

 

 

＜2月 18日（木） ランカスター＞ 

 ホストファザーの Derrさんが勤務している Cocalico High Schoolを訪問した。施設の見学

だけでなく、生徒全員にラップトップを使用させるプロジェクトのマネージャーや English 

as Second Languageの教師へのインタビュー、スペイン語の授業見学もできた。 

 夕方にはちょうど Back to School Nightと呼ばれる、保護者に対し教師が授業について説

明するという行事があったので、それに参加させてもらった。 

 

Cocalico High School 

 

 

＜2月 19日（金） ランカスター⇒ボルティモア＞ 

 ホストマザーはホームスクールの教師をしており、その授業を少し見学させてもらった。

また、食事の時などにはホームスクールについて話を聞くことができた。Weinhofer 夫妻と

ペンシルバニアの伝統的なマーケットを見学し、岩手での再会を約束しお別れした。 

 3 時間の電車移動を経てボルティモアへ到着した後すぐに Kramer さんと合流した。ボル

ティモア連盟に連れて行っていただき、アメリカ・ボルティモアのスカウティングについて

教えていただいた。その後は Crew 2013のミーティングに参加した。彼らは 3Dプリンター
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での義手製作をメインの活動としている特徴的なクルーである。 

 

左から Richard、Griffinさん、私、Kramerさん、Stegarボルティモア連盟理事長 

 

 

＜2月 20日（土） ボルティモア＞ 

 午前中は Crew 2013 のスカウト 3 人とホストブラザーの Richard と郊外ハイキングをし

た。それまで野外活動をする機会が無かったのでいい運動になった。 

 Kramerさん、Burke一家と昼食を共にした後は、アナポリスで有名な Naval Academy(海軍

兵学校)を見学した。 

 

Naval Academy 

 

 その後は、Griffinさんの紹介で 2つの日本人医師家族の夕食会に参加させていただいた。
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研究のために数年間、ボルティモアのジョンズホプキンス大学病院に勤務していて、家族全

員でボルティモアに来ている。異国での生活や、子どもの教育について雑談を交えながらう

かがうことができた。 

 

夕食会 

 

 

＜2月 21日（日） ボルティモア＞ 

 アメリカ合衆国のカブ部門を象徴する活動である Pinewood Derby を見学した。Pinewood 

Derbyとは、手のひらくらいの木材を加工して車を作り、それを走らせてタイムを競うとい

うものである。レースだけではなく、デザインに対しても賞が用意されている。楽しみつつ

考える力を養える良い活動だと思う。 

 

Pinewood Derbyのエントリーの一部とレースの様子 

 

 その後はスコットランド国際ジャンボレットのボルティモア派遣隊のミーティングに参

加した。これはボルティモアに来てから発覚したのだが、私がスタッフとして参加する予定

のこのジャンボレットに Richardは参加者として参加する。彼らとまた会うのが楽しみであ

る。 
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再会を約束した 

 

 夜には Crew 2013 が活動の拠点としている教会へ行き、義手製作プロジェクトについて

詳しく教えてもらった。 

 

製作中の義手。 左 2人がスカウトで、一番右が指導者のMariaさん 

 

 

＜2月 22日（月） ボルティモア⇒ヒューストン＞ 

 Griffin氏の次女が通っている小学校、The Monarch Academyを見学し、校長先生に少しで

あるがお話をうかがうことができた。チャータースクールという形態の学校で、日本とは全

く違うシステムで運営されている。 
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The Monarch Academy 

 

 お世話になった Griffinさんとお別れし、4時間の飛行機移動を経てヒューストンへ到着、

Brogan さんと合流した。Brogan さんは、ヒューストンと千葉県千葉市が姉妹都市というこ

とで始まったボーイスカウトの交流事業に深くかかわっている。数人が 2014年の授業で日

本に訪れたことのあるヒューストン地区第 479 団のミーティングを見学した。週 1 で開催

しているもので、今回は次週のサバイバルキャンプについてであった。最近新たに加入した

スカウトが多かったが、上級班長を中心に隊はうまくまとめられていた。 

 

上級班長がハキハキと指示している 
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＜2月 23日（火） ヒューストン＞ 

 Farrell さんという指導者の方に、ヒューストンで有名な NASA の公式ビジターセンター

である Space Center Houstonに連れて行ってもらった。NASAがあるということを活かした

科学教育が行われていて、ここから今後の岩手に関連する事項を見出すことができた。 

 

アポロ 4号計画で使われた Saturn V 

 

 

＜2月 24日（水） ヒューストン＞ 

Broganさんの奥様である Naokoさんが教授をしている、Lone Star Collegeというコミュニ

ティカレッジの日本語クラスに 3 コマ参加した。ここでは何人かの学生にアンケートを実

施することができた。 

 

Lone Star College at Tomball 
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夜は Brogan夫妻、Farrell夫妻、Afmad一家と夕食を共にした。翌日は Afmad氏の娘さん

が通っている中学校に連れて行ってもらうということで、事前情報を聞いた。 

 

 

＜2月 25日（木） ヒューストン＞ 

 午前中は Paul Revere Middle Schoolを見学し、校長先生やスペイン語の教師にインタビュ

ーをすることができた。いくつかの授業も見学することができた。 

 

Paul Revere Middle School 

 

 スカウトショップに寄った後は George Ranch Historical Parkへ行き、開拓時代のアメリカ

人の生活の一面を垣間見た。 

 Farrell さん宅で Brogan 夫妻を招いて夕食を共にし、Brogan さんとはそこでお別れした。 

 

 

＜2月 26日（金） ヒューストン⇒サンフランシスコ＞ 

 Farrell さんと空港でお別れし、6 時間の飛行機移動を経てサンフランシスコに到着した。

それまで詰まった日程で行動してきたので、ホステルに着いた後はすぐに休み、明日以降に

備えた。 

 

 

＜2月 27日（土） サンフランシスコ⇒ヨセミテ国立公園＞ 

 5時に起き、6時間のバス・電車移動を経てヨセミテ国立公園に到着した。ビジターセン

ターを訪れ、冬季は閉鎖している Mist Trailという最も人気なトレイルコースがオープンす

るということで、予定を変更し Mist Trailを歩ききることにした。 
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左には有名な Half Dormが見える 

 

 

＜2月 28日（日） ヨセミテ国立公園＞ 

 バスを逃すといううっかりミスに見舞われるも、現地の方のご厚意で車に乗せてもらい、

予定通りトレイルを実施した。天気が曇りだったのが残念だったが、大自然の中のトレイル

を楽しむことができた。 

 

トレイル途中にある Vernal Fall 

 

 

＜2月 29日（月） ヨセミテ国立公園⇒サンフランシスコ＞ 

 6時間のバス・電車移動を経てサンフランシスコへ移動し、ホステルに到着した。到着し
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たのは夕方で、疲労もあったので、夕食を済ませてすぐに休んだ。 

 

 

＜3月 1日（火） サンフランシスコ＞ 

 かつて港町として活況を呈し、現在は観光地となっている Fisherman’s Whalfを視察した。

かなり注意深く観察しながら周辺を歩いたが、過去の地震に関する看板やモニュメントを

見つけることはできなかった。 

 

Fisherman’s Whalf 

 

 

＜3月 2日（水） サンフランシスコ＞ 

 California Academy of Scienceを訪問し、メイン展示のひとつである地震に関する展示を見

た。自然現象としての地震よりも、災害としての地震にフォーカスした展示で、随所に工夫

が見てとれた。しかし、現地の人々の見学する姿勢はあまりいいものではなかった。 

 

California Academy of Science 
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＜3月 3日（木） サンフランシスコ＞ 

 Japan Townへ行き、日本スーパーの店主にお話をうかがった。店主の三浦さんは岩手・盛

岡にゆかりのある方で、現地に住む日本人として、サンフランシスコの人々の地震に関する

意識について教えていただいた。 

 

三浦さんの経営するスーパー、Mira 

 

 午後は大きな橋を渡ったオークランドにあるスカウトショップを訪れた。 

 

 

＜3月 4日（金） サンフランシスコ＞ 

 Exploratoriumという科学館へ行き、「まずやってみて、その後に知識や理論を学ぶ」とい

う理念に基づいた展示を見学した。アメリカ合衆国に根付くプラグマティズムの一端を感

じると共に、年甲斐もなく子どものように展示を楽しんだ。 

 

Exploratorium 
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＜3月 5日（土） サンフランシスコ＞ 

 Old Mint（旧造幣局）で開催されていた History Days というイベントに足を運び、サンフ

ランシスコ大地震に関するブースを見学した。スタッフに聞いたところ担当者不在という

ことで、直接話をうかがえなかったのが残念だった。 

 

Old Mintとイベントのポスター 

 

 午後は Flood Buildingという、サンフランシスコ大地震を生き残った数少ない建物の周辺

を歩き、地震に関する看板やモニュメントを探したが、またもや無かった。 

 

 

＜3月 6日（日） サンフランシスコ⇒日本＞ 

 電車が無かったので、Uber と呼ばれるサンフランシスコ発のタクシー配車システムを利

用し、空港まで移動した。23 日間も過ごしたアメリカ合衆国、そして各都市でお世話にな

った人たちへの感謝を胸に、飛行機に乗った。 

 

 

＜3月 7日（月） サンフランシスコ⇒日本＞ 

 時差の関係で 7日午後に飛行機は成田空港に到着し、電車で移動し無事帰宅した。 
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【目標ごとの報告・所感】 

①外国語教育と人格教育 

○訪れた学校 

ランカスター：Cocalico High School（高校、公立） 

       ホームスクール 

ボルティモア：The Monarch Academy（小学校、チャータースクール） 

ヒューストン：Lone Star College at Tomball（コミュニティカレッジ、公立） 

       Paul Revere Middle School（中学校、公立） 

 

 ○調査概要 

  ・ニューヨークのスカウトには、アンケートの結果をもとにインタビューを実施した。

しかし、ドミニカ系コミュニティでありスペイン語と英語のバイリンガルに近いと

いう特殊な環境だった。 

・Lone Star Collegeの学生たちには用意していったアンケート調査を実施した。授業の

スケジュールを阻害するということで個別のインタビューは実施できなかった。 

・ランカスターのホームスクールの生徒たちは詳しくインタビューを取る時間が取れ

たので、はじめからインタビューを実施した。 

  ・Paul Revere Middle School、Cocalico High Schoolでは、セキュリティの関係で直接生徒

たちと話すことはほぼできなかったが、校舎・授業風景を見学し、外国語の教師や校

長先生などにインタビューを実施できた。 

  ・The Monarch Academyでは、訪問したのが忙しい朝の時間で、フライトの時間との兼

ね合いもあったので手短な校舎見学・授業見学と校長先生へのインタビューのみを

実施した。 

 

 ○調査結果の分析 

  次ページより、本目標の結果を報告するために作成したレポートを添付する。 
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外国語教育と人格教育に関する日米の事例比較 

 

 

ボーイスカウト岩手連盟盛岡第 5団ローバースカウト隊 

加藤 大貴 

 

 

 

【アウトライン】 

1．はじめに 

2．調査方法について 

3．外国語教育について 

  3－1．「外国語」の捉え方 

  3－2．タスク型学習 

  3－3．外国語学習における IT活用 

4．人格教育について 

 4－1．日本の現行カリキュラム 

  4－2．プラグマティズムの影響 

5．その他 

 5－1．ホームスクールの位置付け 

  5－2．アメリカ独自の学校種 
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1．はじめに 

  

今回筆者は平成 27 年度スカウト特別海外派遣の派遣員として、「アメリカ合衆国の事例

から考える学校教育の在り方―外国語教育と人格教育に着目して」というテーマでアメリ

カ合衆国を訪れ、各都市で調査を実施した。ニューヨーク、ランカスター、ボルティモア、

ヒューストンの各都市で調査を実施した結果とその考察を述べていく。 

 まずは本調査の調査方法について説明する。次は学校教育の中でも特に焦点を当てた外

国語教育と人格教育について、アメリカ合衆国で見てきた事例を紹介しながら、今後の日本

の学校教育に生かせる点について検討する。また、当初は着目していなかったが実際に訪れ

てみて気づいた点について「その他」として説明を加える。 
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2．調査方法について 

  

今回の調査は、当初はアンケート調査とインタビュー調査の 2 つを予定していた。アン

ケート調査に回答してもらい、その回答結果で気になった点についてインタビュー調査で

掘り下げていくという流れを予定していた。これは、日本で事前にアンケート調査を実施し

てから派遣に行ったのでその日本でのアンケート調査と対応させたい、自分の英語力が不

安だからアンケート調査をすることである程度調査結果の量を保証したいという理由から

である。 

しかし、教育システムの違いから必ずしも日米のアンケートの質問が対応しないこと、実

際に調査をしてみて限られた時間の中ではインタビュー調査の方がよりたくさんの事項に

ついて聞けるということで、途中からはほぼインタビュー調査のみの実施となった。 

本来なら両方実施するのが理想的であったとは思うが、相手にももちろん都合があった

ので、同じ時間では最も効率的に調査ができたと思っている。 

以下が調査を実施した人々の属性とその調査方法である。 

場所 属性 調査方法 

ニューヨーク スカウト アンケート、インタビュー 

ランカスター 教会コミュニティの若者 インタビュー 

ランカスター 教師 インタビュー 

ボルティモア 教師 インタビュー 

ヒューストン 大学生 アンケート※ 

ヒューストン 教師 インタビュー 

※ヒューストンの大学生に対しては、日本語の授業の時間を少し割いていただいて調査

を実施したので、インタビュー調査は実施しなかった。 

 

 ランカスター、ボルティモア、ヒューストンでは学校に訪れたので、それらの学校では校

舎見学も実施した。以下は訪問した学校とその属性である。 

場所 学校名 属性 

ランカスター Cocalico High School 高校、公立 

ボルティモア The Monarch Academy 小学校、チャータースクール 

ヒューストン Lone Star College at Tomball コミュニティカレッジ、公立 

ヒューストン Paul Revere Middle School 中学校、公立 
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3．外国語教育について 

 

3－1．「外国語」の捉え方 

 当初、計画段階でアメリカ合衆国を選択した大きな理由として、「アメリカ合衆国も日本

も、それぞれ英語と日本語が話せればそれなりに豊かな生活を送ることが可能なので、外国

語を習得することを国民は喫緊の課題として認識していないと思うから」という理由があ

ったが、これは少し考えが甘い部分があった。国際社会における言語の立ち位置をあまり考

慮に入れていなかった。日本語は確かにメジャーな言語のひとつではあるが、英語は誰もが

疑わない国際語である。日本人にとっての英語と、アメリカ人にとってのスペイン語・フラ

ンス語・ドイツ語などなど、は、重要度がまるで違う。そのため、多民族国家アメリカなら

ではの、英語以外を母語話者とする人向けに開講されているEnglish as a Second Language

（第 2 言語としての英語）の教育は充実していたが、外国語の授業が充実しているという

印象は持たなかった。 

 アメリカでは、大学に行くために必要な単位として「外国語」の授業を取ることが多く、

入学試験で「外国語」の試験が課せられるのは非常にまれである。大学に進学しない場合は、

中高で「外国語」の授業を履修しなくても卒業を認められることが多いのだ。そのためか、

外国語の授業を取っていない人も一定の割合でいた。 

 では、なぜ日本では大学入試で英語が課されるのかについて考える。理由の 1つとして、

英語の文献を読んだり書いたりするというのがある。昨今はコミュニケーション能力重視

の問題も増えている傾向にあるようだが、文法問題や長文読解問題の割合がいまだに多い。

これは、大学に入ってからどれだけアカデミックに英語が使えるかを見ているのである。も

ちろん英語を学習する理由はそれだけではなく、異文化を理解する、別言語という論理体系

を使用することで思考力を鍛える、などいろいろある。ただ、アカデミックな使用について

は、アメリカで考えてみるとそれは母語である英語で十分なので、外国語でそれをまかなう

必要が無い。アメリカで外国語を学ぶ意義が、「重要ではない」ことは無いにせよ、日本よ

り少ないのである。 

 

3－2．タスク型学習 

 確かに日本では英語のアカデミックな使用を想定して英語教育をしていく必要があるが、

学習指導要領には外国語を学ぶ目標に「積極的にコミュニケーション能力を図ろうとする

態度を育てる」という文言が使われている。この文言がある以上、中等教育の中である程度

は「話す・聞く」能力を高めてあげる必要がある。実際に、Cocalico High Schoolでは、生

物の教師が偶然、2000年代に英会話講師としてとある外資企業の日本法人に派遣された経



平成 27年度スカウト特別派遣 報告書 

24 

験があったので、日本人の英語でのコミュニケーション能力はどうだったか聞いてみたと

ころ「ひどかった」とのことである。外資企業の日本法人ということで、比較的英語でのコ

ミュニケーションができる部類であろう人たちでその状況だったのだから、やはり昭和ま

での英語教育はコミュニケーション能力を適切に育成できているとは言えず、昔のままの

教科書を読んで文法問題を解いてという指導方法ではコミュニケーション能力がつかない

ことは明らかである。 

 コミュニケーション能力については、日本の英語教育より、アメリカの外国語教育の方が

進んでいるように思う。アメリカの外国語教育はこのコミュニケーション能力に一番重き

を置いているからである。Cocalico High Schoolではスペイン語の授業見学とその教師への

インタビュー、Paul Revere Middle Schoolではフランス語の授業見学とスペイン語教師へ

のインタビューを実施できたのだが、どの調査においても、彼らはいわゆるタスク型の外国

語指導をしていたと分かった。タスク型とは、日常で発生すると思われる状況に対して、言

語を使うことでその状況を解決することを想定した学習である。例えば Cocalico High 

Schoolのスペイン語の授業では、「鉛筆と紙が必要だから文具店に来た」という設定で、客

と店員に分けてペアワークをしていた。確かに日本の英語学習でも、A さん B さんに分か

れて会話をするというのはあるが、それは単なる音読で終わる場合も多い。 

 私がアメリカで見た事例はそうではなく、先ほどの例の「鉛筆」「紙」「文具店」をいろい

ろ他の単語に置き換えて、似た状況で同じ構造の文を繰り返し作らせてその会話を定着さ

せていた。単語を変えているので単なる暗記ではなく、だんだんと生徒が自分で考えて埋め

る部分が増えていくので、似た状況には単語さえ分かっていれば対応できるという状態に

までなる。Paul Revere Middle Schoolでも、中学ということでより平易な内容ではあった

が、家族紹介をフランス語でさせていた。これは、家族ということで「父」「母」など紹介

する対象を置き換え、紹介文も「～～が好き」の「～～」を変えることで、その会話に用い

る表現を最終的に使いこなせるように構成された授業だった。 

 言語において、単語や表現を「覚えていること」と「実際に使えること」の間には大きな

開きがある。「例の反復」→「単語レベルの置き換え」→「似たシチュエーションで生徒に

考えさせる」といったように段階を踏むことでそのシチュエーションに対応できるように

するのである。ここで重要なのは、いきなり生徒に考えさせないことである。例の反復や置

き換えをしつこいくらいやるのが効果的だと、Cocalico High School のスペイン語教師も

Paul Revere Middle Schoolのスペイン語教師も言っていた。 

 

3－3．外国語学習における IT活用 

 実際に学校で外国語教育の現場を見て、日本との大幅な違いが 1つあった。タブレット・

PC や web ツールを公立校でも広く活用しているということである。タイピングの授業が

必修であることが多い、技術系の科目としてグラフィックデザインやMicrosoft Officeの授



平成 27年度スカウト特別派遣 報告書 

25 

業が開講されているなど、概してアメリカ合衆国の学校教育は ITスキルを伸ばすようなも

のになっているが、こうした ITを外国語教育にも活かしていた。 

 Cocalico High Schoolのスペイン語の授業では、生徒全員が PCを使用し、出席管理・

小テスト・宿題の提出をオンラインで行っていた。オンラインで行うことで効率化が図れ

るだけでなく、すぐに実際の音声にアクセスができ、授業の質も PCのおかげで向上して

いるように思えた。 

 

 

スペイン語の授業の様子。全員が PCを活用している 
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4．人格教育について 

 

4－1．日本の現行カリキュラム 

 日本では、よい人格を児童・生徒に育成してもらうために、「道徳の時間」という授業が

小中で設けられている。アンケートの結果、「道徳の時間」の内容は、ほとんどが何らかの

ストーリーを紹介しそれについて検討するというものであり、中にはストーリーを教師が

紹介するだけのものもあった。もちろん、この「道徳の時間」のみで児童・生徒の人格が形

成されるということはあり得ない。実際に、アンケートでは日々の生活や部活動を通じて人

格が形成されたと感じている人が多かった。しかし、だからといって「道徳の時間」が現在

のままでいいとは思わない。また、「道徳の時間」は教科への格上げが検討されていて、試

験によって成績をつけるという話も出てきている。私自身はそういった点数化には反対で

ある。つまり、現行のものもこれから変わるものも、人格教育として十分なものだとは言え

ないと思っている。 

 

4－2．プラグマティズムの影響 

 今回の派遣では、実際に人格教育の場を目にすることはできなかったが、The Monarch 

Academyと Paul Revere Middle School、Cocalico High Schoolの各学校で校長先生に人

格教育についてうかがうことができた。全ての学校が、地域への奉仕プログラムを実施して

いるという点で同じだった。やはり実践を通じて奉仕の精神を身に付けさせるというのが

アメリカ合衆国の一般的な感覚のようだ。「まずやってみる」というプラグマティズムの精

神が根付いていることがうかがえた。Paul Revere Middle School では、校訓である

「Honesty, Hard Work, Compassion, and Diversity」についての生徒に考えさせる時間を

週に 1度設け、それを実感させるようなプログラムを実施しているという。 

 Cocalico High Schoolは、2016年度から生徒１人に１つノート PCを使用させるという

ことで、情報化社会における新しいモラルについて教える時間を設けるとのことだった。 
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5．その他 

5－1．ホームスクールの位置付け 

 アメリカ合衆国の全ての州ではホームスクールが合法とされており、日本とは違ってホ

ームスクールのみで学校の卒業資格を得ることができる。ペンシルバニア州ランカスター

でお世話になった Derr 家の三女 Ashley はホームスクールの生徒であった。また、ホスト

マザーはホームスクールの教師だった。ホストマザー曰く、学校の教育水準に不満足な親や、

特定のイデオロギーの押しつけを嫌う親が子どもにホームスクールを選ばせる場合が多い

ということである。 

 日本でも「ホームスクール」という概念は存在するが、それは不登校や引きこもりといっ

た状態になってしまった生徒をサポートするためのものとして考えられている。義務教育

としては認められていないので、あくまで学校外のオルタナティブ教育としての位置付け

である。 

 日本で、一般的な学校教育から外れてしまう生徒が一定数いることを考えると、アメリカ

のようにホームスクール（とテスト）だけで上位学校へ行けるシステムは必要だと思う。現

状だと、ホームスクールに加え、通信制などで高校の科目を履修するか、高卒認定試験を受

ける必要があり、負担が重すぎるように思う。 

 

 

ホームスクールの様子 
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5－2．アメリカ独自の学校種 

 アメリカに特徴的な学校種として、チャータースクールというものがあった。ボルティモ

アの The Monarch Academyがチャータースクールである。チャータースクールとは、運

営主体は地域・教員・親などであり、その運営に対しては州が認可をして公的資金が与える

という学校である。一定の成果をあげなければその認可は取り消される。 

 独自の方針に基づいた教育を実施できるというメリットはあるが、財政上の問題や、成

果をあげることばかり気にして「生徒をより良い人間に育てる」という教育の本質を見失

う懸念もある。 

 

 

看板には「Public Charter School」と書いてある 
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②スカウティング 

 ○見学・交流した地区・隊 

  ・Troop 729, New York（ニューヨーク連盟第 729団） 

  ・Venturing Crew 2013（ボルティモア連盟第 2013団ベンチャー隊） 

  ・Four Rivers District（ボルティモア連盟 Four Rivers地区） 

  ・Troop 479, Houston（ヒューストン連盟第 479団ボーイ隊） 

 

 ○交流の内容 

  ＜Troop 729, New York＞ 

   ニューヨークでは、お世話になった Camacho 氏がボーイ隊長をしており、隊のスカ

ウトとフランクに接している方だったので、家にスカウトたちを呼んでもらって交流

をした。滞在中に実際の活動が無かったのが残念だったが、スカウトたちに直接彼らの

活動や隊運営について聞くことができた。 

   まず、アメリカのボーイ隊は文字通り男子しか加入できない。ベンチャー隊は男女ど

ちらも加入できるが、イーグルに代表される進歩制度は厳密にはボーイ隊にしか無い。

ただし、隊によってはベンチャー隊の男子もボーイと同じ進歩制度にのっとって進級

できる場合もあるようだ。 

   彼ら以外の隊もそうだったが、彼らも週に 1回ミーティングを開き、活動についてス

カウトたち自身が話し合っている。 

 

  ＜Venturing Crew 2013＞ 

   彼らとは、郊外ハイキングの実施、彼らのメインプロジェクトである 3Dプリンター

での義手製作プロジェクトを通じて交流した。 

   郊外ハイキングではメリーランド大学ボルティモア校周辺を歩いた。彼らは歴史の

浅い隊で、かつメインプロジェクトを義手製作に置いているというのもあってか、野外

活動にとても力を入れているわけでは無いようで、Google Map をスカウトが使用して

も指導者からは何も注意が無かった。これについては、一緒にハイキングに参加したホ

ストブラザーも驚いていたので、アメリカでも特異な例であるだろう。 
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   彼らは教会を拠点としており、そこで義手を製作している。指導者の Mariaさんと娘

さんで隊員の Sarah、そして隊の代表を務めている Connor に、プロジェクトについて

説明してもらった。彼らは、独自にプロジェクトを進めているわけではなく、E-Nable

という、3Dプリンターで義手を製作するためにノウハウや情報を共有するコミュニテ

ィに属してプロジェクトを進めている。また、義手を製作するだけではなく、他の団の

スカウトに向けて定期的にワークショップを解説している。 

   3Dプリンターのおかげで、これまで 1つにつき数万円以上かかっていた義手の製作

のコストが、1万円ほどまでに大幅に下がったとのことで、画期的なプログラムだとし

て、医学で著名なジョンズ・ホプキンス大学の子どもにも提供しているようだ。 

   彼らはこのプロジェクトをより多くの人々に知らせること、このプロジェクトによ

って義手を必要とする人々を幸せにすることを使命としている。このように、メインプ

ロジェクトを 1つ継続することは、ベンチャー隊のあり方として明確で良いと思った。 

 

 

彼らの使用している 3Dプリンター 

 

  ＜Four Rivers District＞ 

   ボルティモア連盟に属するこの地区では、Pinewood Derbyを見学した。地域の大規模

ショッピングモールの屋内広場を使用して開催されるということで、単にレースを開

催するだけではなく、地区内の団が説明ブースを出していた。 

   まず、Pinewood Derbyとは、アメリカのカブスカウトを象徴する活動であり、アメリ

カ全土で行われている非常にポピュラーな活動である。20×7×4cmくらいの木材を加工

して車を作り、それを傾斜のついた直線コースを走らせてそのスピードを競う、という

ものである。スカウトショップにはPinewood Derby用のキットや装飾用のステッカー、

さらには早く走らせるための攻略本が売られていた。 
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BSA公式の Pinewood Derbyキット 

 

私はこの活動には良い点が 2つあると思った。1つ目は、工夫する力を養うことがで

きるという点である。車という、大きなくくりはあるものの、形や色などｍ、デザイン

は自由である。自分だけの車を作り上げる過程で、スカウトは様々な工夫をこらそうと

するだろう。2つ目は、評価基準がたくさんあることである。レースの勝者が確かに 1

番大きなトロフィーをもらうのだが、「おかしな車」「かっこいい車」などなど、デザイ

ンに対しても様々な賞が用意されていた。初めからデザインの賞を目指すスカウトも

いれば、速さとデザイン性を両立させようとするスカウトもいる。評価基準を 1つにし

ないことは、多様性を受け入れる姿勢を育むことにつながると思った。 

 

 

指導者は、部門ごとに「精巧さ」「おかしさ」「独創性」の優れたものを選ぶ 
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  ＜Troop 479, Houston＞ 

   この隊ではミーティングを見学させてもらった。ちょうど次の週にサバイバルキャ

ンプが実施されるとのことで、さらに経験のあまりないスカウトが多いということで、

持ち物をどうするか、危険をどう予防するかなどについて指導者たちから説明があっ

た。説明といっても、一方的に説明をするだけではなく、誤った準備・やり方だとどう

なるか、そしてそれを回避するにはどうすればよいのかについて、スカウトたちに考え

させながら説明していた。 

確かに一方的に説明するのは時間的には短く済むが、スカウトの理解度があまり高

まらないと思う。それに、これから活動を企画・計画するであろうスカウトにとって、

少しずつ活動の準備や活動中の行動について考えることは、今後の企画・計画の練習に

なっていると思う。 

私の団における問題点の 1 つとして、ベンチャー隊に上進した後スカウトたちが企

画・計画に苦労するというのがある。ボーイの時は活動の企画・計画のほとんどを指導

者に任せているので、ベンチャーになってからいきなり企画・計画をしなければならな

いということで当惑してしまうのだ。部活動や習い事との兼ね合いもあるので、毎週 1

回ミーティングを実施するのは難しいが、彼らのやり方はある程度われわれの団でも

取り入れていく必要があると感じた。 

 

 

指導者の話を真面目に聞くスカウトたち 
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③野外プログラム 

 野外活動の楽しさを再確認する、派遣のこれまでを振り返る、ということで実施したヨ

セミテ国立公園でのトレイルは大成功に終わった。冬季ということで多くの人気コースが

閉鎖しているため、当初は 2つのコースを組み合わせた変則的なトレイルを実施する予定

だったのだが、トレイル前日から最も人気が高く景観も良いコースの 1つであるMist Trail

がオープンしたので、急きょ予定を変更しMist Trailを歩くことにした。 

 Strenuous「難」のコース難易度が示す通り、急こう配のコースで息切れしながら登った

が、周りを雄大な自然に囲まれていたので、それを見ながら歩いていると気づいたらトレ

イルが終わっていたというのが、終わってみての印象である。2つの滝はもちろん、植生

や岩の感じもやはり日本とは少し異なっていたので、常に新鮮な気持ちで歩いた。 

 まだまだヨセミテ国立公園には魅力的なコースがあり、四季によって様々な姿を見せて

くれるようなので、再訪したいという思いが非常に強くなった。 

 

 

下見の日、バス待ちの間しばし贅沢な休憩  
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④震災体験の伝承 

 残念ながらサンフランシスコでは交流先が見つからなかったので、完全な単独行動とな

った。ただ、海外のホステルに泊まる経験もできたので、いいこともあった。 

 サンフランシスコでは 110年前に大地震が発生していて、その後の火災も含めて多くの

死者を出している（数百人～数千人と複数の説あり）。1989年にも大きな地震が発生し市

街地に被害を出すなど、地震が頻発する地域である。カリフォルニア州南西部のサンアン

ドレアス断層がその主な震源地になっている。 

 地震とその被害最小化については、都市計画・建築などなど、様々な切り口があります

が、私が着目したのは震災体験の伝承だ。110年前の地震を経験した人で存命の人はいな

い。これから岩手でも、東日本大震災を知らない世代が増えていくが、これは避けられな

いことで彼らには何も責任は無く、我々に伝える義務があるのだ。そのため、伝承がサン

フランシスコで上手くいっているか、いっていたらどのような工夫があるのか、いってい

ないならどうすべきなのか、考える契機にしようとサンフランシスコを訪れた。 

 まず訪れたのはカリフォルニア科学アカデミーで、ここには水族館や熱帯雨林、特別展

など、様々な展示があるのだが、メイン展示の 1つとして地震の展示がある。科学館とい

うことで、地震のメカニズムに関する展示が多いのかと思ったら、地震にどう備えるかの

展示も充実していたので驚いた。しかし、それと同時に、そういった展示があるというこ

とは、それらがまだ住民には浸透していないことのあらわれであるとも感じた。 

   

      「（地震に）備えよう」     机にもぐるメリットを説明している 

 

 展示にはサンフランシスコの小学生・中学生・高校生が学校単位で訪れていた。学校単位

でこうした科学館を見学し、地震について学ぶのはいいことだと思うが、その多くは展示を

真面目に見ているとは言えない状態だった。この科学館には自信を体験する施設があった
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のだが、それを体験するだけで展示はほとんど見ない人もかなり多かった。特に、「自分の

経験した地震について書き、それを他の人に伝えよう」というブースでは、ふざけたことや

関係の無い絵を書きだす人もいて、それについて引率の人も何も注意していなかったので

驚いた。現地の学校に行くことが叶わなかったということで、最大限いろいろなことを知ろ

うと、展示だけでなく訪問客の様子も観察したのだが、結果として、震災体験は風化してい

るという印象を持った。風化が進んでいないなら、子どもたちは今後も起こりうることとし

て真面目に展示を見るはずで、引率の大人もそれを促すはずだ。展示内容は非常に充実して

いたということを補足しておく。 

 次は、Japan Townの日本人が経営しているスーパーがあったので、どのようなものが売っ

ているのかと思って訪れたら、店内に東日本大震災についての展示を発見したので、気にな

って店主の方に話をうかがってみた。Mira というスーパーを経営している三浦さんという

方で、私の出身地である岩手にもゆかりがある方だった。三浦さんに話を聞いたところ、や

はり今のサンフランシスコの人々は、地震に対する意識は薄いと三浦さんも感じていた。そ

のため、スーパーの掲示板に備蓄品についての説明を載せる、日本の地震について紹介する

ことで危機意識をあおるなど、独自の取り組みをしていた。三浦さん個人の意見としては、

個人単位で意識し続けるのは難しいから、地域コミュニティや学校単位で継続的に情報を

伝えたり注意喚起したりするのが重要だということだった。これについては私も同意見で

ある。 

 

注意喚起する文書 
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４．会計報告 

【予算】 

種類 内容 料金 

移動費 

武蔵境駅⇔NRT ¥3,000 

移動①⑧：NRT⇒JFK, SFO⇒NRT ¥144,570 

移動②：NYP⇒LNC $44= ¥5,280 

移動③：LNC⇒BAL $63= ¥7,560 

移動④：BWI⇒HOU $157+$199.60= 

¥18,840+¥23,952=¥42,792 

移動⑤：IAH⇒SFO $245.60= ¥29,472 

移動⑥⑦：SFC⇔EPL(往復) $72= ¥8,640 

SFO⇒サンフランシスコ市街 $9= ¥1,080 

サンフランシスコ市街⇒SFO $4= ¥480 

その他現地移動 ¥10,000 

小計 ¥252,874 

宿泊費 

HI San Francisco Downtown 1 泊＋6泊 $329.99= ¥39,599 

Yosemite View Lodge 2泊 $233.10= ¥27,972 

うち¥3,168は予約金として支払い済      小計   ¥67,571 

食費 69食×¥1000                             小計 ¥69,000 

視察費 

ヨセミテ国立公園入園料 $15= ¥1,800 

The Metropolitan Museum of Art $12= ¥1,440 

The Museum of Modern Art $14= ¥1,680 

Space Center Houston $24.95=¥2,918 

De Young Memorial Museum $6= ¥720 

California Academy of Science $30= ¥3,600 

小計 ¥12,158 

その他 

海外旅行保険(損保ジャパン PBタイプ、24日間) ¥11,690 

ステイ先等へのお土産代 ¥10,000 

日本連盟手配諸経費 ¥20,000 

予備費(チップ等)、端数調整 ¥16,707 

小計 ¥58,397 

合計 ¥273,172は支払い済み 残り¥186,828 ¥460,000 
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【決算】 

種類 内容 料金 

移動費 

武蔵境駅⇔NRT ¥1,740×2=¥3,480 

NRT⇒JFK、SFO⇒NRT ¥144,570 

NYP⇒LNC ¥5,280 

LNC⇒BAL ¥7,560 

BWI⇒IAH ※荷物積載追加¥3,000 ¥45,792 

IAH⇒SFO ※荷物積載追加¥3,000 ¥32,472 

SFC⇔EPL（往復） ¥8,640 

アメリカ合衆国内移動 

・ニューヨーク（地下鉄）：¥2,400 

・ヨセミテ（バス）：¥960 

・サンフランシスコ（電車）：¥2,400 

・サンフランシスコ（バス）：¥2,370 

・サンフランシスコ（タクシー）：¥5,000 

 

 

 

 

 

¥13,130 

小計 ¥260,924 

宿泊費 

HI San Francisco Downtown 1 泊＋6泊 ¥41,698 

Yosemite View Lodge 2泊 ¥27,972 

小計 ¥69,670 

食費 ※レストランのチップはこちらに含む  小計 ¥54,759 

視察費 

The Metropolitan Museum of Art ¥1,440 

Museum of Modern Art ¥1,680 

California Academy of Science ¥2,994 

Exploratorium ¥2,880 

小計 ¥8,994 

その他 

海外旅行保険（損保ジャパン PBタイプ） ¥11,690 

ステイ先等へのお土産代 ¥8,800 

団・家族へのお土産代 

（予算に含め忘れていたので差額から形状） 

 

¥25,408 

日本連盟手配諸経費 ¥20,000 

予備費（チップ） ¥120 

小計 ¥66,018 

合計 ¥460,365 (+¥365) 
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５．今後について 
 

【団レベル】 

 ・広報紙「グリーンチーフ」に報告記事を掲載してもらう（了承済み） 

 ・各部門の指導者方に、アメリカのスカウティングを見て感じたことを伝える 

 ・帰省時に報告会を実施する（相談中） 

 

【県レベル】 

 ・4月の県連理事会で報告会を実施する（了承済み） 

 ・県連の指導者方に、アメリカのスカウティングを見て感じたことを伝える 

 

団についても、県連についても、自分が東京に住み始めて 3年が経つということで現状を

把握しきれていない部分がある。各種会議の資料をデータで送ってもらうことにし（了承

済み）、問題点を把握したのちに、改善案を提示していく。 

 

【個人レベル】 

＜スカウトとして＞ 

 ・本派遣について、自分の体験を交えながら後輩スカウトに参加をすすめる 

・本派遣を 1つのマイルストーンとして、長くて残り 3年となった自分のローバリング

をさらに発展させる。それにあたっては、まず RCJの北海道・東北ブロック内のロー

バリングを楽しく活動的なものにする 

 

＜教師を目指す 1人の学生として＞ 

 ・本派遣で広がった視野をこれからも広く保とうと努力を怠らず、いい意味で批判的に

教職科目・教育学の学習を進める 

 ・本派遣で自らの英語力の至らなさを痛感したので、よりいっそう気を引き締めて英語

の学習に臨む。目安として、学部在籍中に TOEIC930、英検 1級を必ず取得する。 
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６．おわりに 
 

 

「はじめに」で国内のお世話になった方々へ感謝の言葉を申させていただき

ましたが、もちろん、アメリカ合衆国のたくさんの方々にもお世話になりました。

まず、各地での交流をあっせんしてくださった Antonio Camacho さん、Weinhofer 

Colbyさん、Paul Kramer さん、John Brogan さんにこの場を借りて深く感謝を申

し上げます。本当にありがとうございました。そしてホームステイを快く受け入

れてくださった Ronald Derr さん、Audrey Burke さん、Alfred Griffin さん、Bill 

Farrell さん、およびそのご家族の方々にも深く感謝いたします。ありがとうござ

いました。これからも交流を絶やさないのはもちろん、もし日本に来ることがあ

ったら、全力で協力します。 

 国内外の本当に多くの方々にお世話になった派遣でした。この恩義は、私がこ

れからのスカウティング、教育に尽くすことによって返されるものだと思って

います。本派遣は絶対に到達点ではなく、私のスカウティングにおける 1 つの

重要なマイルストーンとして刻まれます。本派遣を契機として、これからより充

実したスカウト活動をし、そして今後は優れた指導者になって充実した活動を

提供する側になります。 

 最後に、お世話になった全ての皆さま、本当にありがとうございました。 

 

平成 28 年 3月 18日 

岩手連盟盛岡第 5団ローバースカウト隊 

加藤 大貴 


