平成 30 年度
第 25 回アメリカ短期留学実施報告書
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５．派遣校 現地地図
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平成３０年度 アメリカ姉妹校短期留学 実施要項
平成３０年 ８月 ３０日
国 際 部
１．目 的 姉妹校の生徒、教員および地域の人々との交流を通し、相互の異文化理解を
深めるとともに本校生徒の英語によるコミュニケーション能力の向上を図る
２．留学先
アメリカ合衆国 カリフォルニア州 ルーミス
デル・オロ高校 Del Oro High School
３．期 間
平成３１年 ２月 ２０日(水) ～ ３月 １３日(水) (予定) ２２日間
４．日程概要 2/20 夕方 サンフランシスコへ /同日午前着 専用バスにて高校へ移動
2/21～3/12 英語研修、生徒交流プログラム、現地高校授業参加
校外研修(ﾙｰﾐｽ,ｻｸﾗﾒﾝﾄ,ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ)、小学校訪問 その他
3/12 午前サンフランシスコ発
3/13 午後成田空港着
４．募集人員 現在１年次 または ２年次に在学する生徒

１8 名

( 引率教員 １名 )

５．費 用 ３３２、１７０円 (予定)
費用に含まれるもの
1) 交通費：成田空港発着の往復団体特別航空運賃、現地移動バス費用
2) 研修費用：日程表に記載された研修費用、校外研修費用、現地でのｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ費用等
3) 宿泊費用：原則１家庭１名のホームスティ滞在、及び手配関連費用
4) 空港税：アメリカ出入国管理税・空港税、成田空港施設使用料
費用に含まれないもの
1) 海外旅行傷害保険
2) 燃油特別付加運賃（ユナイテッド航空利用の場合:平成 30 年 8 月現在 28，000 円）
3) 成田空港までの往復の交通費
4) 個人的諸費用（ 電話代・追加飲食費・超過手荷物料金等 ）
5) 渡航手続き諸費用（ 旅券印紙代、査証代、渡航手続代行料金等 ）
６．担当旅行代理店

(株) アイエスエイ 首都圏第二支社

７．参加希望者説明会

平成３０年９月２６日 (水) １１：３０ ～

視聴覚室

８．応募条件
① 現在在籍している年次の前期における全科目の評価が ４５点以上であること
② 参加への明確な意識を持っていること
９．申し込み締め切り
平成３０年１０月 １５日 (月)
１６：４５までに学習準備室(エスペランサ２階)へ応募用紙を提出
１０．選抜方法

面 接 ( 日本語 / 英語 )、書類審査 を行う
面接日 １０月下旬から 11 月上旬予定
発 表 １１月 １４日 (水) (予定)
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平成３０（2018)年度
日数

月 日

曜

1

平成 31 年
2 月 20 日

水

2

2 月 21 日

木

3

2 月 22 日

金

4
5
6

2 月 23 日
2 月 24 日
2 月 25 日

土
日
月

7

2 月 26 日

火

8
9

2 月 27 日
2 月 28 日

水
木

10

3月1日

金

11
12

3月 2日
3月 3日

土
日

13

3月 4日

月

14
15

3月 5日
3月 6日

火
水

16

3月 7日

木

17

3月 8日

金

18
19

3月9日
3 月 10 日

土
日

20

3 月 11 日

月

21

3 月 12 日

火

22

3 月 13 日

水

旅程

日程
適

用

14:00 成田空港 集合 所定の場所に集合し、搭乗手続きを行う
16:55 成田発 ユナイテッド航空機( UA838)にてサンフランシスコへ
9:20 サンフランシスコ到着後 入国手続
バスで移動 昼食 (In-Out Burger)
デルオロ高校（ルーミス）ホストファミリーと対面《ホームスティ 》
午前：学校案内、ホスト生徒との昼食
午後：授業参加
夕方 Welcome Party
《 ホームスティ 》
午前：英語クラス
10 時から午後：FOLSOM 市内研修
《 ホームスティ 》
終日 ホストファミリーと過ごす
《 ホームスティ 》
終日 ホストファミリーと過ごす
《 ホームスティ 》
午前：英語クラス 午後：授業参加
《 ホームスティ 》
午前：朝食会 英語クラス
午後：First United Methodist Church でボランティア活動
授業参加
《 ホームスティ 》
午前：英語クラス 午後：授業参加（休校）
《 ホームスティ 》
サクラメント市内見学
《 ホームスティ 》
午前：英語クラス
午後：授業参加
《 ホームスティ 》
終日 ホストファミリーと過ごす
《 ホームスティ 》
終日 ホストファミリーと過ごす
《 ホームスティ 》
午前：英語クラス American Holiday presentation
午後：授業参加 ルーミス消防署訪問 バーベキュー《 ホームスティ 》
午前：英語クラス 午後：授業参加
《 ホームスティ 》
終日 サンフランシスコ市内見学
《 ホームスティ 》
前：英語クラス 小学校訪問
午後：さよならパーティ準備
《 ホームスティ 》
午前：英語クラス プレゼン/親子丼クッキング
午後：プレゼン/親子丼クッキング《 ホームスティ 》
終日 ホストファミリーと過ごす
《 ホームスティ 》
終日 ホストファミリーと過ごす
《 ホームスティ 》
午前： 英語クラス
さよならパーティー準備
夜：さよならパーティー
《 ホームスティ 》
06:00 ホストファミリーと別れ空港へ
12:10 サンフランシスコ発 ユナイテッド航空機( UA837)にて成田へ
06:15 デルオロ高校集合 サンフランシスコ空港へ
15:30 成田着到着後、入国・通関審査を済ませ、空港解散
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平成３０（2018)年度
回
1

事前指導日程

実施日

内

容

11／14 事前指導、自己紹介、諸連絡（助成金等）プレ
(水) ゼン紹介、連絡網作成、写真撮影

時 間

備 考

16:30
～17:30

LL2

2

16 グループプレゼンテーション
(金) 内容検討、計画書作成

15:45
～16:50

LL2

3

22
保護者説明会 ①（ 生徒同席 )
(木)

15:50
～16:50

LL2

4

29
提出書類確認
(木)

12:50
～13:10

学習 1

5

12／10 生 活 Ⅰ 【ホームスティ関係心構え・現地での 12:30
(月) 出し物（さよパ）検討・準備】
～14:30

6

13
生 活 Ⅱ【昨年派遣生との質問会 】
(木)

15:10
～16:20

7

18
英会話講座 Ⅰ / 他 ＜4 限 45 分＞
(火)

13:30
～15:30

8

20 調理実習（親子丼）
：調理実習室
(木) 英会話講座 Ⅱ (14：00～) / 他＜4 限 45 分＞

12:45
～15:00

9

1 ／ 8
英会話講座 Ⅲ / 他
(火)

15:40
～16:50

LL2
LL2、学
習 23
LL2、国
際文化学
習 1&23
調理実習
室 LL2、
国際文化
学習 1&23
LL2、国
際文化学
習 1&23

10

11
生活Ⅲ【ホームスティ、持参物確認】
(金)

15:40
～16:30

LL2

11

18
グループ別プレゼン発表会
(金)

15:40
～17:10

LL2、
学 2,3

12

22 保護者説明会②（ 生徒同席 )
(火) 業者からの最終オリエンテーション

15:50
～16:50

LL2

23
現地での出し物（さよパ）リハーサル
(水)

16：30
～17：20

LL2
研修室 B

31 現地での出し物（さよパ）発表会
(木) 確認オリエンテーション

15:40
～16:50

LL2
研修室 B

15:40
～16:30

LL2

13

14
15

2／19 結 団 式
(火) 最終オリエンテーション
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参加者

ホスト生徒一覧

年
組 番
次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

引率者

氏名

1

G

2

池上

1

H

20

津ケ原 杏

1

H

24

1

H

25

1

I

17

1

I

24

塚本

楓

Paige Barber

1

I

27

中村

陸

Christian Veninga

1

I

39

2

B

41

渡部

悠花

Madison Fahning

2

D

25

中川

舞香

Sevim Bianchi

2

G

1

青栁

そら

Nora Herrick

2

G

6

梅木

陽一

Alex Neimen / Graham Neimen

2

G

13

窪田

凌河

Tate Sutter

2

G

35

山田

綺女

Marika Hayashigatani

2

H

9

加藤

碧渚

Makyla Acosta

2

H

19

島田

未華

Brianna Chambers

2

I

17

玉造

未夢

Eleanor Doyle

2

I

31

松山

結生

Nicole Couillard

2

I

38

樹里亜

Brianne Peoples

中木
中村

采那

ホスト(英語)

源
円香

佐々木 あずき

ワーファ リサ

八塚

Maya Strautman
Hannah Zieour
Sophia Nicolle
Jacy Tooker
Anika Bragg

Nathalie Keller

高橋 和子
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派遣校

所在地

カリフォルニア州

サンフランシスコ
San Francisco
Del Oro High School
サクラメント
Sacrament

Del Oro High School
3301 Taylor Road Loomis
CA, 95650
USA
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アメリカ短期留学引率を終えて
引率 教諭 高橋和子
引率ということで、19 名の生徒を連れて成田空港を
出発した時には、責任の重さを感じずにはいられなか
った。その重さは帰国するまでずっと続いた。それで
も、今まで国際部の一員として短期留学に関わってき
た私にとっては、やっと姉妹校デルオロ高校を訪れる
ことができたことは嬉しく思っていた。
このプログラムの引率を通して、デルオロ高校が素
晴らしい学校であると改めて実感した。カリフォルニ
アの地で出会った人々の温かさ、豊かな文化を肌で感
じることができたことは、私自身にとっても大切な宝
物になった。今まで派遣してきた生徒たちが、帰国後に
何らかの成長を遂げた様子を見てきたが、今回は生徒
たちの体験を自分も共にすることができ、生徒たちの
たくましさや頑張りには、大きな喜びも感じた。
コーディネーターCarol Ann と ESL の先生 Rebecca と

私たちが滞在した地域はカリフォルニア州の真ん中あたり、サンフランシスコからは車で 4 時
間ほどかかる場所である。学校の周辺はスーパーなどが点在する住宅地域でもあるが、車で 15 分
も走れば、あっという間に山の中、牧場や丘など、のんびりした風景が広がる。アメリカは治安
が悪いというイメージが強かったが、私が滞在したホストファミリーは２軒とも、出かけるとき
に家に鍵をかけない。それでも、泥棒に入られたことはないという。特に地域的に裕福で恵まれ
た場所だったからだろうとは思う。街中に住んでいる人は、いわゆる住宅地に家を構えている。
広い家に、前庭と駐車場、裏庭もあるような家が立ち並んでいる。住宅地から離れた郊外では、
一軒一軒の土地の広さにびっくりする。
私は郊外に位置するホストファミリー2 家族に 10
日ずつお世話になった。１つ目の家には、広い平屋の
家と、牧場（ラマ１頭 ニワトリ４羽 豚２頭 ヤギ
２頭がペットとして飼われていた）、庭道具を入れる
大きな納戸（日本の一軒家くらいの大きさ）、音楽用
の家！（家族は音楽好きなので）、敷地内に自然の池
と川があった。２つ目の家も、広い平屋の家、リラッ
クスするためのツリーハウス、ジム、サウナ、そして
公園と勘違いするくらい広い庭（結局滞在中に端まで
行く機会がなかったほど）があった。隣の家も広いの
で、５分以上歩かないと燐家に行きつかないような状
態だった。その豊かさに圧倒された。
人々もとても friendly だった。街中で初めてあった
人とも親しく話す。ちょっとした待ち時間や、買い物
中の店の中、店員さんだけでなく、お客同士でも、ち
ょっとした雑談をする。道を行きあっただけでも、に
ホストファミリー宅の牧場で

っこり笑ってあいさつを交わす。
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ホストファミリーと過ごしてみて家族の在り方について考えさせられた。アメリカの高校生は
親と過ごす時間が日本の高校生よりもずっと長い。部活動も日本ほど長い活動時間はない。親も
日本ほど残業しない。夕食の時にはほとんど家族でそろっている。そして、その日にどんなこと
があったか、家族で話して過ごす。
親との会話が増える理由の一つとして、幼稚園から高校まで、子どもは毎日朝と帰りに自動車
で親に送り迎えしてもらうこともあるだろう。また、高校生でも、自動車が運転できない限りは、
親に送ってもらわなければ

どこにも出かけられない。日本の高校生のほうがずっと行動に自由

度が高いように感じた。公共交通機関を使って自分で行動できるのだから。
カリフォルニア州では高校 3 年生までが義
務教育なので、高校への入学試験はない。し
かし、地域による格差は大きい。デルオロ高
校は評価の高い学校であり、わざわざデルオ
ロ高校に入学するために、その地域に引っ越
してくる家庭もある。そのため、入学者数は
年々増えており、どのクラスも満員で、３０
人以上はいた。おおむねどの生徒も、まじめ
で学業にもよく励んでいる様子がうかがえ
た。特に宿題が多く出され、プレゼンテーシ
ョンの課題や、レポートなどの課題が多いよ
うだった。授業の内容が多彩で、日本の普通

ホストファミリーと

例をあげると、溶接 園芸

酪農

高校では、あまり見ない科目もあった。
ダンス

木工 など。日本の学習指導要領のようなものが、

国で決まっているわけではないようで、学校によって教科や科目も違っているという。それは、
現場の教師が自由に生徒の力を伸ばす可能性があるという意味では良いが、学校格差や地域格差、
内容の質の維持には問題があるのではないかとも思った。
デルオロ高校を歩いていると、いろいろな人から声をかけられた。そのうちの多くが、以前に
松戸国際の生徒のホストファミリーをしたという。どの人もホストファミリーになったことを良
い思い出として語ってくれた。「松戸の生徒は礼儀正しくて勉強熱心な素晴らしい生徒だった。」
「優しいまじめな生徒だった。
」などとコメントをいただき、とても誇らしく思った。今回の派遣
生たちも、あっという間にカリフォルニアの生活に溶け込み、ホストファミリーとのコミュニケ
ーションに一生懸命だった。ひとりひとりが日本の親善大使としての役割を立派に果たすことが
できたと思う。
I would like to thank all the 19 participants in this program. I am proud of them. Each
of them was a perfect ambassador. They made every effort to understand the people and
culture there.
During the stay, we always had a very good time but sometimes had to be patient. We
could not get enough information about what would happen next. The students helped one
another and tried to be positive any time. I am very glad that I had such a great opportunity
to stay in California as a leading teacher.
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My life in America

１－G

池上 采那

Family

＊Maya
私のホストシスター！身長が１８５ｃｍもあって、
かっこよくて可愛くて運動もできる私のお姉ちゃん的な存在。いつも
笑顔ではなしかけてくれるとても優しい子！

＊Brooke
Volley ball が大好きで優しい１４歳の子。
年下なのに私よりも背が高くてすごく大人っぽい！！

＊Jonah
ポケモンと LEGO が大好きな 8 歳の元気な男の子！
日本に帰る前日にハンドスピナーとかポケモンカード
とか大切なものをたくさんくれた可愛い弟！

＊Claire
もの凄くかわいい４歳の妹！食べることとスライム
が大好き！こんな妹欲しいって何回も思った！！

9

Food

Holidaｙ
休日は家族全員と、いとこと親戚みんなで集まってお泊りをしました。兄弟といとこがすごく
多かったのでパーティー見たいな雰囲気ですごく盛り上がって楽しかったです。

I learned many things from this program.The things I felt most strongly is
that in America everybody is friendly.
The student of Del Oro smiled and talked to us when we met them.
I was very happy. Also, my host family was so kind to me.
Even when there was a problem they said “Ｉｔ‘ｓ ｏｋ！” and I felt relieved.
From these experience, I thought that I should always look forward and
live a positive life. And, I want to study hard have a lot of ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏns
with my host sister ｗｈｅｎ we meet next time.
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My life in America
1H 20 Anzu Tsugahara

My family
Hannah

ホストシスター

サッカーをやっていて、活発で笑顔が素敵な同い年の女の子で
した。お話ししたこと、一緒に買い物に行ったこと、映画を一
緒に見たこと、音楽を流して踊ったこと全てが私にとって大切
な思い出です。

Heidi

ホストマザー

一緒に買い物に行った時や、学校への送り迎えの中での会話は本当に楽し
くて、いつも笑いが絶えませんでした。
上手く話すことが出来なくても最後まで聞いてくれました。

John
ホストファザー朝と夜、ご飯を作るのがファザーの役割でし
た。ファザーが作るご飯はどれも美味しかったです。中でもフ
ァザーが作るメキシカン料理は世界一です!!

My memories
Justin Timberlake's Show
Justine Timberlake のライブに行きました。熱気がすごくアメリカ
ならではの盛り上がりを体感しました。

Golden Gate Bridge
サンフランシスコにある Golden Gate Bridge 。 上から海が見えて自
然に囲まれた場所ですごい場所だったのですが天気が悪く
て、残念でした……

Old Sacramento City
古い町並みが並んでいて綺麗な街でした。昔ならではのお菓子屋さん、個性的な靴下し
か置いてない靴下屋さんなどがあり見たことのない街並みが広がっていました。
Del Oro High School
授業見学では日本と異なる授業風景をみることができ凄く新鮮でした。また明るくフ
レンドリーなデルオロの生徒とはすぐ打ち解けることができました。
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My favorite foods

salad
PLUTO というサンドやサ

Ice Cream
Old Sacramento City で食べた

Mexican
ホームステイ中何度食べた

ラダを食べることができ

アイスクリームです。昔な

か分からないほど沢山食べる

お店で食べたサラダで

らではの雰囲気のお店で、

てメキシカン料理が大好き

す。自分でサラダをカス

定番から日本ではなかなか

になりました。もちろん写タ

マイズするお店で自分

見ないカラフルな物が並ん

真の料理は John がつくった好

みのサラダを作ること

でいました。かなり甘いア

ミニタコスです！！本当に、

ができましました 

イスクリームでしたが美味

美味しくて私の思い出の味

しかったです。

です。

Impressions
In the span of three weeks, I met a lot of people, experienced a lot of things which I
couldn’t experience in Japan and studied practical English.These are very important
experiences in my memories. Because I could not pronounce my English correctly and
couldn’t convey what I wanted to say, it was very hard for me, but I thought I had to study
English more . I want to go back to America after I am able to speak English fluently with
native speakers.
I also learned the various differences between America and Japan. I intended to learn
about the differences between these countries, but I was still surprised at the differences.
For example, many high school students drove to places on their own , girls had a big
celebration on their sixteenth birthday, the school rules and more. I was surprised to see the
differences and I was jealous.
However while I was spending three weeks with Hannah , I realized we not only had
differences , but we had similarities too. For example, we love shopping and listening to
music, eating many snacks before dinner, being not good at cleaning our own room and
cherishing familiar people. This might be normal, but it was really fresh for me.
I had a great experience in America, and I would like to express my gratitude towards my
friends, teachers, the people involved in the United States, and my parents w ho sent me to

the United States.
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★ Wonderful life ★
~my host family ~
私のホストファミリーはバディーとマザーとファザーの 3 人
家族でした。3 人ともスポーツが好きで、一緒にテニスをし
たりバスケをしに連れて行ってくれました。さらに NBA の
試合も見れてすごく興奮しました。私が英語を理解できてな
いと思ったときはゆっくりにしたり別の表現にして工夫し
てくれたので話すのがとても楽しかったです。3 人ともとて
も優しくて別れがとても寂しかったです。

~food~
アメリカといえばピザやハンバーガーなどのファストフードが有
名！ほとんど毎日ハンバーガーかピザを食べたのですが全然飽きま
せんでした。すごく美味しかったです。
さらに、メキシカンフードもたくさん食
べました。どの料理もボリュームだけど私はすごく好きでした。
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~school ~

~visit~
Six flags という遊園地にまどかと一緒に連れて行ってもらいました。
アメリカの遊園地はすごく激しくてすごく怖かったけどでも凄く楽
しかったです。でも、安全バーがゆるゆるで死にそうでした。ほか
にもたくさんの場所に行けて、英語で買い物をしたりアメリカの雰
囲気を味わうことができてとても充実していました。

~Impression~
I was able to go a lot of great experience though this program. I’m going to talk about 2 things left in my heat.
First, I was surprised because there were a lot of differences between Japan and America. For example, in the
school student can eat and drink during their class. In Japan we cannot do it without the teacher’s permission. I
think it is very tough, so I like the system of America. In addition, Americans can drive from 16 years old so
almost all students use a car to go to school. I spend 30 minutes going to school by bike. It makes me very tired
everyday ,so I hope I can get a driver’s license. There were many other differences besides these, so I was very
interested in American culture.
Second, I thought I should study English harder than now because I couldn’t tell my feelings in detail. I used
only easy English. I wish I had studied more English before I want to America. I decided I will learn more English
from now on.
I was very happy to join this program and, if I have a chance, I want to study abroad again.
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Wonderful Three Weeks in California
1-H (25) Madoka Nakamura

Host family
・Jacy
金髪で、背は私よりも低いけど、年は一個上で私のお姉ちゃん！！
来年行くスペイン留学のためにバイトをやっていた！
それにも関わらず宿題などはしっかりこなす頑張り屋！
そして忙しいのに私をいろんなところに連れて行ってくれる、
ほんとうに優しいお姉ちゃん的存在！！

・Dad
私が「侍」って書いてある T シャツをあげたら、
気に入って何度も着てくれた！面白くて、優しくて、「これも
経験！」とか言って、色んな経験をさせてくれたり、わからな
いことは丁寧に教えてくれた！DAD が作る料理が美味しい！

FOOD
私が一番気に入ったのが、アメリカンメキシカン料理！！
一番左が、ナチョス！アボカド、チーズ、トマトなどがのっていて、 一度食べたら止まらな
い！！その隣がサラダ！レタス、チーズ、チキンなどが入ってる！
一番右がタコス！私が行ったお店は自分で具材が選べるお店で、お肉、トマト、レタス、チーズ、
豆などを入れた！！少し辛さはあったけど、やみつきになる味。
アメリカに行ったら是非アメリカンメキシカン料理を食べて欲しい！！
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Weekend
ハイキングに 2 回も行った！1 回目は週末に
2 回目は、停電で学校が休校になった日に！
アメリカ人はハイキングが好きな人が多く、
週末には多くの人がハイキングしていた！

友達のシスターと一緒に大きなショッピングセンター
に行った。日本でいう、ららぽーとのようなところで、
たくさんのお店があった。
SIX FLAGS というアミューズメントパークに行った。
私のシスターはバイトがあったので、友達のシスター
に連れて行ってもらった。アトラクションは日本よりもスリルが違って、
常にハラハラした（笑）
最後の週末、スキー場に連れて行ってくれた！シスター
の友達からスキーウエアを貸してもらった。ヘルメットをつ
けたとき、DAD に、「あなたも立派なカリフォルニアスキー
ヤーだよ」と言われた。そんなにうまくないのに！！（笑）
This was my second time to go abroad and do a homestay. Even if it was my second time ,
I was really nervous because I didn’t know how long three weeks would be. But three weeks
were too short. Everyday was a good experience for me, and I learned many new things from
American life. For example, Americans always do their best. This was really surprising for
me. Before I went to America, I thought, “Americans don’t study as hard as Japanese” but
I was wrong. America classes were really active and if they couldn’t understand, they asked
the teacher right away. And they had a lot of homework in a day. When they finished school,
they went home quickly and they did their homework. In addition, some students had club
activity. So they did their homework and club activity. Even if they were busy, they always
did their best. Thanks to my host family, I spent a really wonderful time in America. They
could understand my English even if my sentences were not so good. They gave me a really
good experience. So I will study harder and I will see my host family someday! America is
my second home country! I love you!!

16

Sweet memories in America
１年 i 組１７番

佐々木あずき

My family
Dad

Mom

色々なところに連れて行ってくれたり、日本の

毎日優しくハグしてくれたり、学校の話を聞い

ことに興味をもってたくさん質問してくれたり、

てくれたり、いつも私を気にかけてくれていま

とても優しかったです。

した。

Anika

Cade

優しくてすごく楽しそうに笑う大好きなバディ

毎日車で一緒に帰ってくれたお兄ちゃん。い

ー。毎朝学校に行くとき、たくさんのことをおし

つも面白いことをして私を笑わせてくれまし

えてくれました。

た。
Eva
スタイルよくて歌もうまいクールな子だけど、
大声で爆笑したりふざけて踊ったりもして、
面白くて優しかったです。
Mae
楽しそうに歌いながらウクレレを弾いて、いつ
か私のベースとセッションしたいといってくれ
ました。

Reese

Penelope

いつも私の横に来てずっとお話ししてくれまし

私の膝に乗ってきたり、一緒にお人形で遊ん

た。覚えたてのアルファベットで一生懸命手紙

であげたらすごく喜んでくれたりして、天使の

を書いてくれました。

ように可愛かったです。

Animals
犬 2 匹 猫 1 匹 牛 3 匹 豚 2 匹 アルパカ 8 匹 鶏たくさん
餌をあげたりしました。食べられちゃうみたいです。
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School life
優しくてフレンドリーな人ばかりで、
どこに行っても必ず誰かが話しかけてくれました。
Classroom visit では、dance, wood working,
self defense, outdoor skill など
日本にはないような授業がたくさんあって
すべての授業が新鮮で楽しかったです。
行ったクラスの人が顔を覚えてくれて
放課後はなしかけてくれたり、
そこでできた友達とランチを食べたりして、
大好きな人がたくさんできました。

Impressions
I had an amazing experience in America!! I found many differences between Japanese and
Americans. I was especially surprised at these three points.
First, Americans always helped me.
For example, they held the door until I passed, taught me how to use coins, took me to the next
classroom that I had to go to, and so on. I thought they have warm hearts.
Second, everyone was so friendly and active. I’m a little shy, but they spoke to me a lot with big
smiles, so I could have pleasant conversations.
Third, they praised me a lot even for very small things. I was so glad and I felt more motivated
when someone praised me. I thought Japanese teachers should praise students more.
I had a productive three weeks, so I was very sad when I go back to Japan. Many Americans that
I met were very kind and helped me have a good time. However, I thought that I need more English
skills to talk with them naturally and fluently. So, I decided to study English more and more, and
someday I will go back to California again. Now, this is one of my dream.
I’m very thankful to my host family, Del Oro’s teachers and students, my Japanese friends,
Ms.Takahashi and my family. Thank you so much for this amazing experience!
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My stay in California
1 年 I 組 24 番 塚本 楓
Sanfrancisco
ゴールデンゲートブリッジは 、あいにくの曇りと雨でした。
その後も晴れたり曇ったりと天気が落ち着きませんでしたが、モールでのショ
ッピングやピア 39 での観光など、楽しむことができました。特にピア 39 で
は、日本にはないような港町を体験することができました。他にも、TROLLY と
呼ばれる路面電車は、立って乗ると爽快です。

Sacrament
カリフォルニアの州都であるサクラメント！アメリカの一昔前の建物や小学校
を見たり、雰囲気を感じることができました。また、タフィーショップがたくさ
んあり、チキンワッフル味や人参ケーキ味など、不思議なフレーバーを試すこ
とができ、とても面白かったです。
School
心理学やアウトドアスキル、グラフィックデザインなど、日本の高校では受け
られないような珍しい授業を体験することができました。私のホストシスター
のホームルームには他の日本人生徒はいなかったので最初は不安もありました
が、みんなとてもフレンドリーで優しく、積極的に話しかけてくれたのでとて
も楽しかったです。休みの日にはシスターのクラスメイトとショッピングやゲ
ームセンターに行ったりなど、友達も作ることができたので良かったです。
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Family
ノリが良くて優しい MOM と警察官のクールな DAD、明るくて動物大好きな
HOSTSISTER の PAIGE とシクロクロスをやっている BROTHER。とても仲が良く、
優しいホストファミリーでした。私が事前にアメリカの文化をたくさん体験し
たい、と話したところ、アメリカの家庭料理やカリフォルニアで人気のレスト
ランに連れて行ってくれたりなど、いろいろな体験をさせてくれました。最初
は気を使ってくれていましたが、家族の一員のように受け入れてくれたので、
私もとても生活しやすく、貴重な体験をすることができました。4 人家族でした
が皆忙しく集まれることが少なかったので家族写真は取れませんでしたが、そ
の分思い出を作ってくることができました。
FOOD
アメリカといえばファストフード！！というイメージがありますが、その通り
でした。毎日必ずハンバーガーかピザを食べていました。驚いたのは、なんでも
ビッグサイズです。笑笑

タイ米ですがお米もよく食べるので、日本食が食べ

たくなるというようなことはありませんでした。
他にもカリフォルニア州はメキシコに近いということもあり、メキシコ料理を
とてもよく食べました。特にタコスやブリトーが人気で、街中にメキシコ料理
店も多くあります。

This short homestay was a very special experience for me. I’ve never
experienced

a homestay before and it was in another country, so I made

many new discoveries. Before I went to America, I thought American people
wouldn’t be concernes about other people, but that was not true.
Japanese people sometimes worry too much, but American people can make
positive vibes that everyone can be their ownself. I think this is the
reason why American people can say their own opinion anytime. I realized
this is a good thing about Americans. Also, I could make many good
memories and go to many traditional places and go to school with my host
family. I believe that this will be one of my best memories ever.
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My Life In California
1 年 I 組 27 番 中村 陸

My Host Family
Christian

Kaylee

今回の留学すべてを助

Freshmen の ダ

けてくれた最高のホスト

ンス大好きな

バディー！スポーツ大

妹。毎日話しか

好きな野球少年。映画

けてくれて、緊張

の趣味も合ってて,天然

を和らげてくれ

な BUDDY!!

た！二人目の
BUDDY だった。

MOM/Patti

DAD/Steve

家族全員に優しく、思いやり

みんなのことを笑わせてく

があるホストマザー。

れる優しいホストファザー。

American Nature

アメリカには、様々な自然があって、たくさんのところに
絶景がありました。家にも大きい池があってそこで釣りができるほど
自然が豊かだった。また色々なところでゴールドラッシュが起きていたということを、聞きました。
少し遠いところでは、とても大きな湖がありました。そこには砂浜や山が連なっているので、
夏には、砂浜で遊んだり、泳ぐのが、楽しめます。冬には、雪がたくさん降るので、スキーやスノーボ
ードなどの冬のレジャースポーツを楽しむことができます。
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About

Sacramento

I

サクラメントにある議事

ゴールドラッシュの博物

サクラメントにある巨大

堂 State Capital と呼

館。

なライスフィールド。

ばれています。また、ここ

ゴールドラッシュのことにつ

カリフォルニアでは、お

では法律について会議

いて学べます。金を採掘

米がたくさん生産され

が行われています。中

するためにたくさんの道具

ていました。

は 、きれ い で 雰囲 気 が

を使っていて、とても面白

良かったです。

かったです。

Impressions
I had an awesome experience in America！I

learned two big things during this

studying abroad program.
First, I learned the many differences between Japan and America and the
differences between each states. The custom and the culture had a lot of difference.
For example, students used their own cars to get to school, but we usually use
bikes or trains in Japan. I was surprised

about that. Also, they don’t have school

uniforms, so it was really comfortable to wear what we wanted. California residents
also had a different accent. When I was younger, I lived in Colorado, but the accents
are different between Colorado and California. I was surprised by how different
each state was! This is why I sometimes couldn’t understand what the people in
California talked about.
Second, I learned how to talk with someone that I’ve never talked to before. At
school, I made many friends. During that time I was able to talk with a bunch of
people and I learned many ways of thinking. It was a really good experience.
Finally, I had really good experiences during this trip. I’m thankful to my family, my
host friends, teachers and many other people.
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Happy life Happy California
1-i-39 ワーファ

F A

リサ

M

I

L Y
Nathalie
演劇部に所属していて終始歌ってる面白い子。好き
な食べ物はピーナッツバターとチョコレート。ミュウ
ージカルが好きでいろいろ教えてくれたし、一緒に歌
って踊って遊びまくりました！！！楽しかった～！
（ちなみに熊は一緒に作った熊です😃左から Aout
と Titan です。）

Mary（Mom）➡
料理が上手でしっかりしてるお母さん！相談も心

配事も楽しいことも全て話してとても助けてもら
ったし楽しく過ごせたのも彼女のおかげです。

Abrianｎa（Older sister）➡
ディズニーで働くお姉さん！一日しか一緒にいなか
ったけどとても優しくて面白くてとても楽しい一日を
彼女のおかげで過ごせました！

←Wally（Father）
優しくて穏やかなお父さん。いつも学校の送り迎え
をしてくれました！忘れ物をしたとき家にもう一度家
へ戻ってくれました！とても助かったりました！

犬が３匹いました！Star と
Snickers と Sara です。
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M E

M O

R I

E

S

ディズ二―、ハリウッド、ピザ作り…たくさんの楽しい思い出ができました！

F

R I

I M

E

P

N

D

R E

S

S

―アメ短で出会った大切なお友達の紹介ですー

S

I O

N

I`m sure that I won`t forget these 3 weeks. First I was really nervous about the things
that will happen in America. I felt a little bit lonely but most of the time, no, every day
I could have a lot of fun. Even only going to school made me really excited. New
friends, new classes and new environment everything was new for me. I lived in Japan
for a long time so I was used to Japanese customs but in America I was free. Of
course there are some places where Japan is better but America felt really free to
me. I learned so much English that I think I became really good at English. Also we
taught about Japanese culture. The American students seemed happy so I was happy,
too. I felt that exchanging cultures brings the world together. All days in America
were really stimulating. I went to Disney land, Holly wood, San Francisco and many
other places!! I could really enjoy my time and I didn`t want to come back. First I was
very nervous but at the end I was full with the memories that everyone gave to me. I
hope that I can be their other family forever and also I wish I can see them someday.
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２-B No.41 渡部

悠花

😳Fahning family😳
Robin/mom
料理教室の先生をするほど料理がとても上手で、
結婚式の料理をお願いされることもたびたび！
中でもマンゴーカレーは絶品♥ 面倒見がとても良くて、
毎日宿題を一緒にやってくれました。

Martin/dad
地質学者のｄaｄの趣味はモノづくりで、一から自分
で作ったラジオを見せてくれました。 コーラが
大好きでドリンクバーでは必ずコーラを選ぶほど！
“ICHIBAN“という単語がお気に入りでした😏

Madison/buddy
水泳部に入っていて、趣味はロッククライミングととても
アクティブな Maddie！早口言葉やお箸など、日本のものに
興味津々でした♡ 毎日 Maddie の黄色い車に乗ってノリノリで
登下校。ピアノが上手で、最終日の朝一曲弾いてくれました！

Grace/sister
スライムにハマっていて、たとえ雨でも外で遊ぶほど
やんちゃな小学生。歌うことと踊ることが大好きで、
音楽が流れると踊りだしちゃう！甘えん坊で、「私の隣
でご飯食べて！」と言ってくれるとっても可愛い女の子♥

Sedona/dog
とても人懐っこくて、いつもつぶらな瞳で見つめてきます。寒いのが嫌いで、いつもストーブの
前でゴロゴロしていました！😍

25

😄Santa Cruz😄
最後の土日は、家族みんなでサンタクルーズへキャンプをしに行きました‼わたしはキャンピ
ングカーでのキャンプは初めてだったのでとてもワクワクしていました。遊園地の怖いジェ
ットコースターに何回も乗ったり、サンタクルーズのきれいな海で遊んだり、朝起きてすぐハ
イキングをしたりと、貴重な体験を沢山できてとても充実した三日間でした☆彡

😍Impression😍
I had the greatest three weeks of my life with the Fahning family in America. I experienced
a lot of hard things and fun things in this study abroad. I was able to get over the
hard things because they supported me every time. Maybe it was only myself that couldn’t
get over it. I was always helped by the kindness of my host family, so I want to say
thank you to them so much. My family always said, “I love you” to each other, such as
before going outside, when you hang up the phone, before you go to bed and when you
wake up in the morning. I was surprised when I heard it for the first time, and I felt
that it was a great custom, so I want to convey love positively, too. I attended church
almost every morning with Maddie. It was a very interesting culture for me because I
thought the church had very strict rules, but I was wrong. At church, a teacher did a
lesson while baking waffles and shared them with us. I was very surprised and I thought
that it was amusing. I hung out with Maddie’s friends from Del Oro High School afterschool
and I could learn about their life styles. They had a driver’s license and they could drive
a car, so American students went everywhere using a car more so than Japanese students.
These experiences allowed me to grow. I will never forget these wonderful three weeks. I
also became better at English and I definitely want to go back to America! Thank you for
everything!!
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AWESOME LIFE

IN CALIFORNIA
２D 26

中川

舞香

My family
My sister, Sevim
チョコレートが大好きなとっても可愛い
Sevim は、同い年の１７歳ですが、学年は
１つ上の３年生！朝弟を学校まで送って
行ったり、夜ご飯を作ってくれたりととて
も面倒見の良いお姉ちゃん。学校から帰
ると毎日欠かさずに勉強していて、成績
は学年トップクラスの超エリート！！毎日
たくさんの話をしてくれました。
My brother, Ihsan
１３歳の小学７年生！のんびりした性格でポケモンが大好きな
Ihsan の部屋にはたくさんのポケモンカードがありました。まだまだ
甘えん坊で mom にたくさん怒られていました。勉強は苦手なよう
で、お姉ちゃんにたくさん教えてもらっていました！
My mom, Nazan
夜間勤務で看護師をしているとっても優しい mom！トルコ出身で
mom の地元は海辺のとても綺麗な町。料理が得意でよくターキッ
シュミートボールを作ってくれました♡夜ご飯の後は一緒にアイスを
食べながら映画を見ました！

Memories
Mom が作った朝ご飯。

Sacramento のクラムチャ

よくバターライスを作っ

ウダーは絶品！！

てくれました！
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私のホストはたくさんの場所へ連れて行ってくれました。
休日にはモールや遊園地へ一緒に行ったり、休校になった日にはお寿司を食べに行きました！
夜、急に“探検しに行こう！”と言われてトンネルに行ったり満点の星空を見に行ったりしました。
平日の放課後には勉強が忙しかったホストの代わりに、仲の良い友達が家に招待してくれたりショ
ッピングへ連れて行ってくれました！遊びに行った友達の家はどこも大豪邸でビックリしました！
とっても優しい家族に恵まれて、最高の三週間を過ごすことができました！

Impressions
I

spent

3

wonderful

The first day

weeks

with

the

Bianchi family.
There are 3 people in the family. I had a very sweet mom, Nazan.
She is from Turkey. I had a smart and cheerful sister, Sevim

and

her younger brother, Ihsan.
Thanks to my family, I could spend a very good time in America.
I especially enjoyed every Friday night. We hung out with our friends
after school then. At first, I was really nervous to have a good
relationship with Sevim’s friends, but all of them were very gentle
and spoke to me a lot. They showed me around the school and taught
me a lot about California, Del Oro High School, and themselves.
On holidays, I often went shopping with my family. I was glad
that I could experience the daily life of Americans.
The unforgettable memories that I made with my host family and
friends are one of my treasures. This experience gave me motivation
to study English more. I’ll keep on studying English and I want to
meet my host family and friends again someday. 

28

WONDERFUL

THREE WEEKS
2 年 G 組 1 番 青柳 そら

💛My Brother and Sisters
Nora Herrick
私のホストシスターでした。Herrick 家の長女で、部活の部
長もやっているしっかり者です。自分の車を持っていて、私
はその助手席に乗って毎日 Del Oro 高校に登校しました。
いつもやさしくておもしろい、自慢のホストシスターです!
Ruby

Herrick

14 歳の Nora の妹です。シャイな性格で、最初はなかよくな
れるか不安でしたが、話したり、おりがみであそんだりしてい
るうちに、うちとけることができました。
私よりも身長は大きいですが、１４歳らしいこどもっぽさもあ
るかわいい妹です！
Tobias

Herrick

ぷっくりとした体がかわいい、シャイな６歳の男の子です。最
初のうちは話してくれませんでしたが、Sora!と呼んでくれ
たときはものすごくうれしかったです。
おりがみのしゅりけん作りに夢中になってくれて一緒にたく
さんつくりました。

💛Food

Nora のお気に入り
Duｔｃｈ

Bros

Mom 手作り

Mom 手作りメキシカンランチ

メキシカン料理

Quesadilla(ケサディージャ)
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Nora は Color Guard という部活に入っていて、練習を見たり大会について行ったりしまし
た。そんななかで仲良くなった、Color Guard の部員たちです。
かっこいいパフォーマンスで見事優勝しました！

💛Impressions
This short-term study abroad was like a dream. Every day, I had a wonderful time.
I found some differences between America and Japan. For example, American
people often praise their friends’ stuff. Many people said to me “I like your shoes!”
I thought Japanese people don’t praise as much as American people do. So, I was
surprised, but I thought it was a very good feature of American people.
My host sister was busy doing club activities, but I could make friends with her
club members. All of them are very funny, so I love them. Also, there is a gay
person in the club. Until I met him, I had never met a LGBT person. All the club
members respect each other, so I was impressed by them. Through this
experience, I became interested in learning about some problems for LGBT
people. I had a valuable experience.
Before I visited America, I worried about whether or not I could speak enough in
English. But my host sister helped me many times, and guessed what I wanted to
tell her. I’m very thankful for her. I could make many friends and be close with my
host family. I visited many places, talked and listened to music with my host sister.
I was soooo happy.
Someday, I want to go back to Sacramento again and see my host family and
friends. For this purpose, I will improve my English. I love Sacramento! 💛
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Wonderful Experience in America
2年G組6番

梅木陽一

My family
Rosemary/mom
Rafael/dad
Alex/my brother
Graham/my brother

Memory
San

Francisco

サンフランシスコに観光に行ってきました。ゴールデ
ンゲートブリッジではあいにくの天気でしたが、とても
綺麗な場所でよい写真をたくさん撮ることができました。
また、船でアルカトラズ島付近をクルーズしたことも思
い出です。

Snow Boarding
週末の二日間を使ってセカンダリーハウスがある
トラッキーにスノーボードをしに行きました。
家では、鎌倉造りやスライダー造り、家の中では
Wii をやったり、エアホッケーをやったり充実した生
活を送ることができました。
最終日の夜にお好み焼きを振る舞いました。
鰹節とお好みソースにびっくりしていました。
大評判でとても嬉しかったです！！！！！！！！
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Six flags
この遊園地はとてもクレイジーでとても楽しかったで
す。特に、スーパーマンのアトラクションは気を失うほ
どクレイジーでした。途中で雨が降って来ましたが、と
ても充実した時間を過ごすことができました。

Impression
I spent a wonderful three weeks with Neiman’s family.
First of all, I really want to say thank you for great time and give
lots of love to my family and friends. My best buddy, Alex has been
kind to me since we met each other for the first time, in addition his
friends talked to me a lot. At the time I
could relax. I learned so many things
through this project. It has become my
growth point.
The most important thing that I learned
or found through this study abroad is
“Don’t be ashamed of making a mistake”.
Before I left from Japan, I always said “I am not good at speaking
English” “What should I do when I make a mistake” As you can see
like this, I had no confidence. However, after I went to DO High
School, their students and teachers have cleared my anxiety.
Actually when I talked with my friends who live in US, they didn’t
mind my mistakes of the sentences. Sometimes they taught me
correct answers and many useful expressions such as English slang
words and idioms. At the same time, they also
taught me the importance of challenging. Of
course, I hit many difficulties during the study
abroad

as

well

as

fun

thing,

but

these

difficulties definitely made me strong. This is
precious memory.
Lastly thank you for unforgettable memories. They’ll be on my mind
forever.
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Wonderful time in California
2-G No.13 窪田

凌河

My host family
★Tate Sutter
常に優しく気にかけてくれました。チーズクラブを仕切って
お昼にチーズをみんなでシェアしたり、陸上や合唱に一生懸命
でみんなの愛されキャラ！天然なところもあって、いつも行動
がお茶目で可愛い！登校中に車のラジオから流れるクイーンや
ビートルズを一緒に歌ったり、とても気が合いました！
最高のバディ！！

★Kara Sutter
自然に触れるのが好きで、オーガニック重
視の料理がおいしかったです！愛車がトヨタ
で 17 万キロも走ってたので驚きました。放
課後にテイトが陸上で忙しいときは、レコー
ドショップやおしゃれなカフェなどに連れて
行ってくれて、とても優しかった！

★Keith Sutter
コストコ専属のフォトグラファー！街中を歩いていたりハイウェイから見える広告のあち
こちにキースが撮った写真があって驚きました。日本のことについてよく質問してくれたり、
仕事場で編集を見せてくれたり一緒にいてとても楽しかったです！

★Boden
家族みんなに愛されている犬！人懐っこくて家
に帰るといつも寄ってきて癒されてました。
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Weekend
休みの日には本当にいろんな場所に連れて行ってくれました。サンフランシスコの旧正
月のお祝い、ロッククライミング、スノーボーディング、室内スカイダイビングやマウ
ンテンバイクなど、とてもアクティブで楽しい週末を過ごすことができました！何がし
たいかを毎週末聞いてくれました。迷っていると、たくさん選択肢を出してくれて３週
間ではとても足りないほどでした。またホストの家があったオーバーンは、西部時代の
雰囲気を残した素敵な街で、散歩をしているだけで１５０年前のアメリカにタイムスリ
ップをした気分になりました。

Impression
I spent the most wonderful 3 weeks of my life in America.
I saw how American high school students are spending their lives. These were
so different from our lives. For example,they have a driver license. It was fun
for me to see differences between Japan and America.
During this program,everyone I met there was always kind to me. They tried
to understand my English and know about me and Japan. So I was able to talk
with them easily. And I got confidence in speaking English.
I did many things which I can’t do in Japan. These experiences will be
treasure of my whole life. Before I went back to Japan, Keith said “Know that
you always have another home in California”. So I will definitely go back to my
another home some day!!
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Staying in America
2-G 山田綺女

→My Family

Vickey さん とても優しいお母さん！ジムに行ったりハイキングをしたりアクティブです。
Shu さん

料理が上手です。とても美味しいランチとディナーを作ってくれます😋

Marika＆Erika 双子ちゃんです。Erika がお姉ちゃんで Marika が妹。２人ともとても優
しくて、いつも気にかけてくれたしたくさん話しかけてくれました。
Sally

はやしがたに家のにゃんこです。足元が白いから靴下をはいているみたいです。

→Weekend

35

仲良いグループでモールに行ったり、サンフランシスコにつれていってもらったりしました。
一番の思い出は２泊３日でディズニーランドリゾートにつれていってもらったことです。ま
さか行けるとは思っていなかったので、つれていってくれると知らされたときは驚いたし、
とても嬉しかったです❤日本にはないアトラクションや、日本にあっても内容が少し違うも
のがあったので新鮮に感じました。最後の週末に Shu さんの家族と親戚と韓国料理のお
店でご飯を食べました。日本で食べられる韓国料理とは少し違うように感じたけどおいし
かったです。

→School
毎日の学校生活がとても楽しかったです。現地の人はとても優しくフレンドリーに接して
くれました。目が合うとニコッて笑いかけてくれたり、Hi!って声をかけてくれたりしたの
でとても嬉しかったです。私のバディーは友達が多いのでいろいろな人と知り合えまし
た。アメリカの授業は日本の授業よりも教科が多くていろいろな体験ができました。ア
ウトドアスキルの授業では火のつけ方を教わったり、獣医のためのクラスでは注射の仕
方を教わったり日本の高校ではできないことをさせてもらいました。

→Impression
I had a wonderful time in America. Almost all my experiences were the
first time for me, and I tried many things. I could make my best memories
here. Shu, my host father is quiet and he cooks very well. So I ate many
delicious foods. For example I could eat Mexican food, sweets, and Japanese
food. They were great!! Vicky, my host mother is so kind too! She was always
concerned for me. She asked me about my day every night. I was happy about
that and I liked to talk with Vicky. Marika and Erika are so cute, kind, and
clever. They are twins and I think they are great twins. When I see their smile,
I feel so happy, and I want to make them smile. I am glad I could meet the
Hayashigatani family, and I am glad I was treated like a member of this family.
I made many friends in Del Oro high school, and almost all the teachers
and students said “Hi!” So I felt happy and I thought being shy was not good.
I want to meet everyone again, and I want to go back to America. I will visit
the Hayashigatani family someday.
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MY AMERICAN LIFE
2 年 H 組９番 加藤碧渚
＊MY FAMILY＊
Dad
大学で野球のコーチをしていて、Dad の野球チームのトレーナーをくれました！
よく部屋に来てお菓子食べる？と聞いてくれる優しい Dad！
Mam
小学校の先生をしいている Mam は、話上手で様々な事を知っていて優しい！
毎朝、今日も一日楽しんでねと言ってくれました！親子丼をとても気に入ってくれました。
Makyla
なんでも出来る優しいお姉ちゃん！マカイラのおかげで沢山の友達もできました。
マカイラとシェアルームで、夜映画鑑賞や女子トークをした！
Caden
一つ下の弟。背が高く大人びていた！今車の免許をとるために頑張っています！
私に彼女を紹介してくれました！
Luke
５つ離れた弟！小学生なのにしっかりしていいてジェントルマン！
トランプ、ポケモン、マジック、テニスなど沢山遊んでくれました！

＊FOOD＊
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＊MEMORY＊

ショッピングやマカイラが好きなペットショップにほぼ毎日連れて行ってもらった！
海に連れて行ってもらい一泊した！マカイラの彼氏のサングラスを借りた写真！
＊IMPRESSION＊
At first, I was worried that I couldn’t become close to my host
family because they are busy every day and I didn’t have time to
talk with them. I wanted to become like a real member of family.
As a result, I was able to become one of the family members. In
the last morning, my family went to school and gave me an album.
Then my host family said to me “You may come back to our home
any time.” That word made me happy.
I like American people because they were so friendly. My host
buddy always introduced me to her friends. We became good
friends with them. If foreign people come to Japan, I will talk to
them like my American friends did to me .
These three weeks are my treasure.
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Greatest 3 weeks in America
2 年 H 組 19 番 島田未華

My family
☻
Mom

☻
Father

とっても優しくて料理上手！

いつも気にかけてくれて本当に優しい！

誰にでもフレンドリーですぐに

家事もしっかりこなせるステキなパパ😄

自分とも仲良くなれました☺

☻
Brianna

☻
Ryan

部活とバイトを両立していて

一緒にゲームで遊んでくれた Ryan！

さらに生徒会にも所属している

毎日お仕事か野球で家にいることが

本当に素晴らしすぎる buddy!

少なかったけど、仲良く接してくれました！

自慢のアメリカの双子です✌

buddy と同じ職場で働いていました☺

☻
Animal
・Dog 2 匹

・Cat 4 匹

・Rabbit 1 匹 ・Chicken 27 羽

の大家族！沢山の動物に囲まれながらの生活は本当に新鮮で楽しかったです😄

Food
Spaghetti
“ Noodles

Lunch

company ”

学校の購買で買った lunch

量が多くて食べきるのは大

box!沢山おまけをつけてく

変 だっ たけ ど 美 味 でし た 😋

れました✌おいしかったです

Pizza
自分で作った pizza!!
オリジナルのピザが作れて本当に楽し
かったです！バディの職場でした😪
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Memory♡

↑Jelly Belly factory

↑Train ticket

↑car

全部 beans で作られています😲 黄色のチケットでした！

↑Psychology class

早くて楽しかったです☺

↑hot tub

青の着色料を食べました☻ 沢山 buddy と話せた場所✌

↑whale
結構大きくて驚きました😱

Ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎ
I spent a wonderful time and made great memories in America. It was a very satisfying
three weeks. I learned about American culture and English every day. It was a good
experience for me.
I had many great experiences, for example, I went to the Jelly Belly factory and San
Francisco. I also tried ｇｏｌｆ and a hot tub. I have many memories of my buddy
“Brianna”.She is a member of the school student board. And, she belongs to cheer
club and works at a pizza restaurant. I was surprised when l heard that for the first
time. She was very busy but she took care of me. I can’t thank her enough. I respect
her.
Americans are very kind! When l couldn’t understand English, they used easy English
and gestures for me. When I couldn’t use English well, they tried understanding my
English. I can’t pronounce some words well. So, I decided to study English even harder.
If I can speak English well, I want to go to America again!
It is my best memory. I will never forget these three weeks. I love my American family.
Thank you.
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American life
2-I 17 玉造 未夢

My Family
Father
料理上手なパパ☺
バースデーケーキも手作りしてくれて
家族との写真もたくさん撮ってくれました。
Mother
とにかく優しくて、本当のママのような
愛情を注いでくれました
２人で一緒にモールに行ったことが強く印象に残っています☺
Eleanor
大好きな私のホストバディー。
色々なところに連れて行ってくれて、たくさん笑って
私のつたない英語も一生懸命聞き取って話してくれました。
Spencer
可愛い弟☺ゲームが大得意で、一緒に人生ゲームやったり折り紙を教えたり
一緒に遊びました。

School life
アメリカの学校は朝が早い分、終わるのも早い！
７時５０分から授業が始まって、２時５０分には授業が終わります！
放課後は、モールに行ったり、家族でのんびり過ごしたり。
充実した平日を送ることができました☺
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Holiday life
私の希望に合わせていろいろな場所に連れて行ってくれました☺
アメリカで誕生日を迎えたので、誕生日も祝ってもらいました！

Impression
It was a very fulfilling three weeks. I got a new family and new
friends there. My family was very kind and friendly. We went to
many places, for example, a river, a lake, Napa and so on. All
the nature was really big in America, so I was surprised about
everything.
I taught about Japanese culture, Sado and Origami. My host
mother likes matcha. So I taught her about Sado. She was
interested and listened to me. I was glad to be able to teach her.
We did Origami too. It was everyone’s first time to do origami.
However, my host father was very skillful. One weekend, we
visited grandparents and I taught them origami too. My host
grandmother made a beautiful origami, but my host grandfather
couldn't make it. He was so clumsy. My host father taught me
the word “hopeless”.
On Friday night, I, my host buddy and some friends hung out
around the neighborhood. We listened to music and dancing. It
was very fun. I had a really good Friday.
In conclusion, I had a very good time in America. I want to study
English hard and come back again. I love my second family.
Thank you for reading.
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🌹 Amazing ３weeks in the US 🌹
２－I(３１)

松山結生

🌼MY HOST FAMILY & FRIENDS

妹の Michelle

ホストシスターの Nicole
Wings （ 生 徒 会 の よ う

毎日朝から晩まで部活の

なもの）、アウトドアクラ

バンドに忙しく、ゲームが

ブ、チーズクラブに所属

大好きで日本に興味を持

していて勉強熱心で笑

ってくれているユーモア

顔がかわいい！運転が

たっぷりでとっても優し

上手！彼氏の Jack と

い 15 歳のかわいい妹❤

はとってもラブラブ❤

Nicole とはとっても仲

Daddy の Dave
見た目通りザ・アメリカの
お父さんでジョークも食
べることも大好き！いつ
もニコニコ優しくてギター
がとっても上手！♪♪

良し姉妹！！🍒

日本語や家族のこ とを
Nicole の友達の Erica と Maddy

聞いてくれたり、覚えて

二人ともそれぞれホストを受けてい

「こんばんは」と言ってく

て週末は家族も一緒にサンフランシ

れたりするアクティブで

スコに行ったりワッフルパーティーを

優しくて面白い Mom！

した！Erica とお父さんにはスキー

Montrey に 小 旅 行 に

にも連れて行ってもらった✨

Mom の Patty
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連れて行ってくれた🚙
⚓

🌼FOOD

Montrey での朝食🍴👆
アメリカの料理は見た目が
派 手 で鮮 やか ！！ 同 じ様
な料理でも日本とは味が全 アメリカ人は大人からこど
く違うけどとってもおいし もまでみ～んな甘いものが
い！特にお寿司は roll が 大好き！どれも日本ではあ
主流でびっくりする程おい りえない位あまくて食べき
しかった🌠

るのに一苦労！！でも病み
つきになるおいしさ💕

✿IMPRESSION
It was my first visit to an English-spaeking country. Before my stay in America, America was just
the world of inside movies. But now, it is a lot of my friends and memories. People in America were
smiling and friendly to us. My host family and friends gave me many valuable experiences. I was
happy we laughed together, ate together, and made memories together. Thanks to them, I had a
wonderful three weeks. They showed us various “America”, so I want to show them “Japan”.
Realizing that, I have to learn English harder and, of course, know about Japan more. Through these
three weeks, I noticed “America” was not just the world of inside movies and knowing new things
enable me to expand my world. Now, I want to visit many countries more and new things. I hope
more students have the chance to go abroad.
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My dream life in America
２－I 38 八塚

樹里亜

My family
同い年とは思えないほど大人っぽい自慢のバ
ディ

おしゃれでショッピングが好きな女の

子。特技はサッカーで何でも出来ちゃう完璧
少女！歌がとても上手でいつもウクレレを弾
きながら歌を歌っていた。

Brianne

Maicee

ソフトボールをやって

ゲームが大好きな 12 歳

いる 15 歳の妹。家族の

の弟。バスケが上手で成

ムードメーカー！すご

績もオール A のイケメ

くしっかり者でいつも

ン小学生！日本に興味

私のことをきにかけて

があるらしく侍の絵を

くれた。

Josiah

描いていた。

優しくてしっかり者の

とても優しくてたくさ

頼れるママ。料理がとて

んのことを教えてくれ

も上手で毎日 dinner を

た。空手の有段者で数の

作ってくれた。Mom の

数え方などたくさんの

作ったバナナケーキは

日本語を知っていた！

最高！

Dad

Mom

Memories

Breakfast は妹の Maicee がベーグルやパ

Mom の作る dinner はいつも絶品でした。

ンケーキを用意してくれました。

45

車でサンタクルーズへ旅行に行き、カリフォル
ニアでいち
ばん古いジ
ェットコー
スターに乗
りました。

Paint をしました。

生地から手作りで

教会で 2 歳

ピザを作りました

の

Makayly

とお友達に
なりました。

My impression
I love American life. My life in America was like a dream. I thank all of the people who
helped me enjoy my time in America.
I especially want to thank a lot my host family. They accepted me very warmly. They
are generous and tender. I’m so glad that I could be a member of their family. I miss
them so much. I will treasure the memories I made with them. The best thing I got in
America was a family.
Also, I was moved by the character of American people. In the school, students smiled
at me even if they didn’t know me. That always made me happy. I want to have a cheerful
character like them. American students are independent. My host sister said her dream
is to be a Spanish teacher and she studies hard every day. I think she is a great student.
That gives me motivation to study. I want her to achieve her dreams.
I felt American people don’t say negative opinions. They always have positive opinions.
I respect that. It’s a difference between Japan and America. I think that American life
is stress free. I want to live in America someday.
Finally, each moment I spent in America was amazing. These experiences gave me much
important information, and I could develop my international knowledge. I have to look at
the world with an open mind. Then, I’ll understand different languages and cultures. I’m
thankful for my time in America which helped me grow as a person.
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