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Focus! ～世界で輝く城西生～ 2013年 3月 21日 発行 vol.2 

世界で輝く城西生の様子をお伝えする「Focus!」。第二弾の今回は高校 1 年生の牧野 夏歩さんから

レポートをいただきました。牧野さんはアメリカ・オレゴン州にある Regis High School に 2012 年

9 月から留学をしています。今回は日々の学校生活の様子を英語と日本語で送ってくれました。留学先

で奮闘している様子がひしひしと伝わってきます！ 

 

高校 1年生 牧野 夏歩さん【アメリカ・Regis High School】 

「「「「アメリカのアメリカのアメリカのアメリカの学校学校学校学校でのでのでのでの様子様子様子様子」」」」    

学校生活は日々楽しく、友達もたくさんできました。私がとっている教科は数学Ⅰ、科学、英語、宗教、世界史、

3-D デザイン、体育です。どの先生も優しく教えてくれます。授業も楽しいです。初めはわからないことが多くありまし

たが、今はだんだんとわかるようになってきました。友達も助けてくれ、先生も色々と教えてくれます。授業では前に

出てプレゼンテーションをすることが多く、初めは緊張したけれど、今は慣れて楽しくやっています。こういうときにアメ

リカ人ってすごいなと思います。だから私も頑張っています。授業の時間割は日本と違い毎日同じです。でも、授業

時間は毎日違うのでなんだか面白いです。43 分、37 分、50 分などがあって、少し混乱するけど短いのでやる気も

上がります。 

 部活はクロスカントリーという山道を走る部活に参加しています。毎週大会もあって、出場しています。初めは辛くて

全然記録もでなかったけれど、今は全体の 5 位に入るくらいにはなりました。この前、嬉しかったことは、在籍している

リージス高校の女子で 1 位を取ったことです。段々コツがつかめている気がします。大会に出るといろんな学校の子

たちがいるので、知り合いも増えていきます。走っている間にハイタッチをしたり、応援をしたり、掛け声をかけあったり

するので、絆が深まります。 

 

I am really enjoying my life at school, and I have made a lot of friends. The subjects that I am taking 

at school now are Algebra, Earth Science, English, Catholicism, World History, 3-D Design, and PE. 

All of my teachers are very kind. Classes are enjoyable. At first, I 

didn't understand a lot of things, but little by little I can 

understand more and more! My friends help me out, and my 

teachers also teach me things as well. In class, we often have to 

give a presentation in front of the class. At first I was so nervous, 

but now I am used to it and enjoy doing it. It's times like these 

that I am so impressed by Americans. So I have to do my best as 

well. The class schedule here is different than in Japan and we have the same classes every day. But 

the length of the classes is different every day and I think that's interesting. Classes can be 43 

minutes long, 37 minutes, 50 minutes, and so on. It's a little confusing, but I think I try harder when 

the classes are shorter.  

  I participate on the cross country team. Cross country is a sport where you run on mountain trails. 

I get to run in the cross country held every week. At first it was hard for me, but recently I've been 

able to place 5th or so. I'm happy to say that one time I even took 1st place among the girls at Regis 

Academy. I think I'm gradually learning how to get better at it. With every meet, we run against a 

different school, and I am meeting more and more people all the time. While we are running, we give 

each other high-fives, cheer for, and call out to each other and our friendship gets stronger over time. 


