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Focus! 2016 ～世界で輝く城西生～ 2016年 12月 9日 発行 vol.2 

今月からアメリカに渡った留学生がまた一人増えました。10月はたくさんの行事があったようです。いろいろ

なイベントに参加することで、文化の違いを肌で感じながら多くの刺激を受けているようです。引き続き、素晴

らしい経験を重ね、成長していって欲しいと思います。 

高校２年生 押山 和奈 さん 【オーストラリア・アデレード高校】 

「Holidays」 
I had holidays from October 1st to the 17th. On the first day I 

watched a horror movie with my friend. The movie was called 

Don’t Breathe. We were scared and shook. Second day I went to 

the Ozasia festival with my friend. The Ozasia festival means 

Asia festival so, I had a great time because I ate many Japanese 

foods. But, unfortunately it rained and was very cold. From the 

3rd to the 5th, I spend time with my host family in their house. 

Host family is very nice so I like this family. I enjoyed it. I 

resembled a Japanese child and lent with play and the game 

using the doll and was pretty. Pokemon or a Japanese animated 

cartoon sometimes showed on TV and it was interesting. I was 

so surprised. I saw on news in Australia the entertainer 

Pico-taro who is popular in Japan doing PPAP. He was popular 

in Australia, and my school mates did it too and posted a video in Facebook and it was so great. 

The 6th day, I went to Karaoke with my friend. We sang for around four hours. The next day I hung out 

with a Korean friend. We didn’t have any place to go, so we went to karaoke. I did a lot of karaoke during 

the holiday. On the 8th, I went to the beach. When I went that there it was around 30 degrees so I got 

tanned. It was very hot, so we only soaked out feet in the sea.  

10月 1日から 17日までホリデーでした。1日目から horror movie を見に行きました。「Don’t breathe」 

を友達と見に行き、最初からこわくて震えていました。2日目は Ozasia festival に友達と行きました。 

Ozasia festival とはアジアのお祭りみたいなもので日本食とか色々あり、楽しかったです。運悪く雨が降

ってしまってとても寒かったです。でも餅が久々に食べられて嬉しかったです。3、4、5日は雨が降ってた

のでホストファミリーと家の中で遊びました。いつもすごく元気でとても楽しいです。日本の子供と似てい

て、人形を使った遊びとかゲームとかで可愛かったです。たまにテレビでポケモンとか日本のアニメとかが

流れていて面白かったです。一番びっくりしたのは日本で流行っているピコ太郎という芸人さんがやってい

る PPAPがニュースでやっていて笑いました。オーストラリアでも流行っていて学校の友達もやっていたり、

Facebookに動画を出していたりしてすごかったです。 

6日目はカラオケ DAY で 4時間ほど友達と歌いました。7日目は韓国人と遊びました。遊ぶ場所がなかっ

たのでカラオケに行きました。ホリデー中はほとんどカラオケに行っていました。8日目はビーチに行きま

した。その日は 30度くらいあって日焼けしに行きました。頭が熱くなっていたので水を掛け合いっこしま

した。 

 

高校２年生 近藤 遥二郎 くん 【アメリカ・La Cueva高校】 

「What a busy month!」 

I went to a lot of places in October. On October 7th, I went to Balloon Fest in Albuquerque. It is the largest 

balloon fest in the world and is international, so the balloons came from all over the world: Sweden, Canada, 

Brazil, Japan, etc. The sightseers also came from all over the world. The balloon fest was held in the morning 

and at night for nine days. If a person threw a circle-shaped thing into a point, they could get twenty dollars. 

There were more than seven hundred balloons and a lot of kinds of balloon there, for example common shape, 

owl, hummingbird, Star Wars, rocket, car, and dog. I went in the morning. All of the balloons flew into the air 

in the morning and they were lit up at night. The sight surprised me. I was so excited, but I am so sad 

because I can’t go the balloon fest next year. 

On October 22nd, I had a baseball practice game. The baseball system is different in Japan and the U.S.A. 

There is just baseball club in Japan, but there is baseball class and baseball club in the U.S.A. Also, there is a 

tryout before a tournament is held and the coach divided players into varsity, junior varsity and C teams. 
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Varsity participates in the tournament. I think they were varsity or junior 

varsity, so they were good at playing baseball. The tournament is in the 

spring and tryout is in January. I want to become varsity to participate in 

the tournament. 

10月は色々な場所へ行きました。10月 7日、私はアルバカーキのバルーンフ

ェスタに行きました。このバルーンフェスタは世界で最も大きいバルーンフェ

スタです。このバルーンフェスタは国際的なバルーンフェスタでもあるため、

世界中から気球が集まります。例えば、スウエーデン、カナダ、ブラジル、日

本、などです。観光客も世界中から来ます。バルーンフェスタは朝と夜の 9日

間開かれました。開催期間中もしバルーンから投げた輪がポイントに入ったら、

その人は 20ドルもらえるというイベントもありました。バルーンフェスタには

700機以上の様々な種類の気球がありました。例えば、普通の形、フクロウ、

ハミングバード、スターウォーズ、ロケット、車、犬、などです。私は、朝見

に行きました。朝は全ての気球が空を飛び、夜には気球がライトアップされま

した。その光景は私を驚かせました。私はとても興奮しました。しかし、来年

はバルーンフェスタを見に行くことができないので、とても悲しいです。 

10月 22日、野球の練習試合がありました。野球の制度が日本とアメリカで

は違います。日本には野球部しかありません。しかし、アメリカには野球部と野球の授業があります。そして大

会前にトライアウトがあり、その結果に応じてコーチが代表、準代表、Cチームに分けます。大会には、代表チ

ームが出ます。この時のチーメメイトは代表もしくは準代表だと思います。そのため、彼らはとてもうまかった

です。大会は、春にあります。私は大会に出たいので代表チームに入りたいです。 

 

高校１年生 千葉 リア涼香 さん 【アメリカ・Sweet Home高校（本校姉妹校）】  

「To get my grades up」 
Time goes so fast. Now I think I don’t want to go back to 

Japan. Sweet Home student are so kind and friendly. It’s fun 

to talk and hang out with them. I like Americans because 

they praise me and when I pass my friends they said “hey” 

to me. That makes me happy. It’s not only “hey,” they say 

some time “what’s up” too. Japanese say only “Hello” so I 

think that is a difference between America and Japan. 

I am busy getting my grades up. I didn’t know what 

current events means on home work, so I didn’t know I had 

to do my homework on that. Then I got a bad grade so I 

couldn’t go to a volleyball game and practice. I was so sad 

because I love volleyball. But I thought I don’t have time to 

be sad, so I went to each teacher and asked how to improve 

my grade. At that time Mrs. Andersen helped me 

understand. I was so happy. Now my grades are good. I now 

know when I don’t know something I have to ask somebody. That is so important. 

This month I went to the forest to pick mushrooms. First I had to hike. There were a lot of beautiful natural 

things. I saw the biggest fir tree in Oregon. It was so big and tall. I saw a beautiful river, too. Now the river is 

my favorite spot. When I got to pick mushrooms at first it was hard but when I picked a lot of mushrooms it 

made it fun. 
アメリカに来てから二ヶ月が経ち、ここに残りたいと強く思うようになりました。スイートホームの生徒は

皆優しくて、フレンドリーでとても居心地がいいです。私にとってアメリカ人の一番好きなところは褒めてくれ

る事と、すれ違った時の挨拶です。例えば今日の私の髪型が好きとか、私の履いてる靴が好きとか、ささいな事

を知らない人に毎日のように言われるのはこんなにも嬉しい事なんだなと思いました。そして挨拶は「こんにち

は」だけではなく、「調子どう？」と言ってくるのでそこから話が繋がる事が多々あります。そこが日本とアメリ

カの違いなんだなと思いました。 

今私が苦労している事は、学校の成績を上げる事です。まだ先生の話す英語を全部理解出来ないので、課題を

やったのに、いつどこに提出するのか分からなかったり、テストが難しく感じます。私はバレーボールをやって

いますが、一度低い成績を取ったので成績を上げなくてはならなくなり、バレーボールの試合に行けなくなりと

ても悲しい思いをしました。そこで私は、人に聞く事は大切なんだと改めて強く思いました。でも落ち込んでる

時間もないので、先生に相談して成績が上がるように頑張りました。その時、いつもアンダーソン先生が助けて
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くれました。 

今月はホストファミリーとキノコ狩りに森に行きました。自然が溢れていてとても美しく、キノコ狩りと言っ

ても誰かに案内をしてもらったわけではなく、道のない森の中でキノコを探しました。道がないので周りは木や

葉っぱで歩くのが大変でした。探しているキノコを自分で見付けるとどんどん楽しくなりました。キノコ狩りの

前に、オレゴン州で一番大きな木を見に行ったり、ハイキングをして着いた所にはとても美しい川がありました。

今ではそこは私のとっておきの場所です。 

 

高校２年生 田中 圭 くん 【ニュージーランド・Lincoln高校】 

「Tough Month」 
In this month, I had my birthday. My friends celebrated my 

birthday in an unexpected way. In media production and PE 

classes, my classmates sang a birthday song. Moreover, some 

teachers said “Happy birthday” to me. Also I got a greenstone, 

which is very famous in New Zealand, from my host mother.  

Also this month, I went to many places like Canterbury 

museum, Hagley Park garden, Lyttelton, Rolleston 150th 

year event and a concert. At the Canterbury museum, I 

learned about New Zealand history, the history of Air New 

Zealand and the history of the Maori who are the indigenous 

people of New Zealand. Especially, the area of Air New 

Zealand was really popular so there were lots of children. 

That’s because in this area, we can make our own paper 

planes and we can get aboard like a real plane. 

At the Hagley Park garden, we saw some rare and unusual 

plants. In the cactus area, there were some cacti that I had 

never seen but there were also common ones. This area was a 

little bit hot compared to the other room so I was surprised when I first went there.  
今月は誕生日でした。思わぬ形でみんなから祝福されました。メディアと体育のクラスメイトが“ハッピーバ

ースデー”の歌を歌ってくれました。それに何人かの先生からも祝福の言葉をもらいました。ホストマザーから

はニュージーランドで有名な“グリーンストーン”をもらいました。 

今月はカンタベリーミュージアムとハグレー植物園とリトルトンとロールストン 150 周年イベントとオーケ

ストラに行きました。カンタベリーミュージアムではニュージーランドの歴史やエアーニュージーランドの歴史、

ニュージーランドの先住民のマオリ族の歴史についても学ぶことができました。特にエアーニュージーランドの

コーナーは非常に人気でした。なぜならば自分たちで装飾した紙飛行機が作れるのと、実際の飛行機と同じよう

なものに乗れるところがあるからです。ハグレー植物園ではたくさんの種類の植物を見ることができました。こ

の植物園では非常に珍しい植物から一般的な植物まで鑑賞することができました。サボテンコーナーではたくさ

んの見たことのないものからお馴染みのものまでありました。 

 

高校２年生 藤田 琴子 さん 【アメリカ・St. Joseph高校】  

「A lot of events」 
There were a lot of events in October.  At first, I attended a Hula show at the beginning of the month. This 

show was held in the event “Hilo World Peace Festival”. It was raining terribly outside and I was nervous, 

because our group just practiced twice a week. We did not get enough practice. I practiced in the house, and I 

was not confident, but when the show started, I forgot to think about worry and the show was a success. I 

didn’t think I did very well at that time, but I want show my dance when I go back to Japan. That day, I ate 

Poke which is chopped and dipped raw fish. It was most delicious food that I’ve ever had. 

The next, I had “The Country Fair” which is kind of school festival. It’s not as big as our school and was held 

from 8:00 to 14:00, but each grade has a booth and shift time. Before the country fair is preparing day, though 

we had classes.(but we were dismissed at 12:00). However, I am obligated to earn service learning hours (it 

effects on Religion grades) and preparing day was the best day to earn service hours, so I helped to make 

sushi for the fair. We made Cone sushi and Makisushi and surprisingly, they used sushi vinegar! I made 

sushi with teachers, students who have nothing to do, and other international students. 

10月は沢山のイベントがありました。まず、月のはじめにスクールフラの発表会のようなものに参加しました。
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Hilo world peace festival というちょっとした祭りみたいなものの中の催し物だったのですが、本番外は大雨

で、週に 2回しか練習がなかったため、とても不安でした。家でも練習しましたが自信はありませんでした。し

かし、いざ始まったら緊張することなく、無事に終えることができました。本当に踊れたのかはわかりませんが、

日本に帰ったら友達に披露したいと思っています。その日、ポケという生魚を角切りにして漬けたものをご飯に

乗せて食べたのですが、頑張ったかいがあったのかとても美味しく感じました。 

さて、次にあったのは Country fairというちょっとした

文化祭みたいなものでした。開催時間 8：00から 14：00ま

でという大したフェアでもないのですが、それぞれの学年ご

とのブースがあってシフトまであります。フェア前日は一応

準備日なのですが、城西とは違い授業があるのがつらいです。

（しかし、12：00解散）さて、私の学校はサービスラーニ

ング（奉仕活動）が義務付けられている（宗教の成績に反映

される）のですが、準備日は奉仕をするいいチャンス、稼ぎ

デーでもありました。ということで、私はフェアで売る寿司

づくりをしました。売る寿司は稲荷寿司と巻きずしの二つで

どちらも珍しくすし酢が使われています。寿司を作ったメン

バーは私だけではなく、主催している先生たち、手が空いて

いた生徒、そして留学生達でした。 

 

高校２年生 千葉 真理佳 さん 【アメリカ・Sweet Home高校（本校姉妹校）】  

「My new life in America」 

My first weekend in America, I went the mall with an 

exchange student from Thailand and her host family. I 

spend a great time with them. And after that we went 

to a football game. I don’t know rules of football. So I 

didn’t see what was going on. But I thought that 

football is really popular in America.  

SHHS has four schools days in a week and five classes 

in a day. One class is about 80 minutes. We have to 

move for all classes. We can get breakfast and between 

meals and lunch at cafeteria. Some students use their 

car to get to school. American people can get a driver’s 

license from age 16. I want to use a car like them. 

I went to a bonfire with my friends. It was rainy day. 

So we were really wet and cold. But I got to see a big bonfire. I have never seen such a big bonfire. 

SHHS has a Josai club which is learning about Japan. Also they sell some Japanese foods and snacks at 

football games. I helped Josai club at last Friday’s football game. When I helped the cashier, I forgot to give 

him change. We were looking for him and tried to find him many times. I felt very sorry for him. And when I 

was really sad about that then my friend told me that almost everyone makes mistakes so don’t be sad. And 

finally I found him. 

初めての休日、台湾から来ている留学生とそのホストファミリーとモールに行き、充実した時間を過ごすこと

が出来ました。その後、フットボールの試合を見に行きました。私はフットボールのルールを知らなったので何

が起こっているかわかりませんでしたが、すごい盛り上がりで、アメリカではフットボールは人気なんだなと改

めて思いました。 

スイートホーム高校は週 4 日学校があって、1 日 5 時間授業です。1 授業が 80 分です。私たちは全ての授業で

移動しなければいけません。カフェテリアで朝食や間食、昼食をとることができます。車で学校に来る生徒もい

ます。アメリカでは 16 歳から運転免許を取ることができます。私も彼らのように車に乗りたいです。 

平日の夜、キャンプファイヤーを見に行きました。その日は雨で濡れて寒かったけど、今まで見たことないく

らい大きなキャンプファイヤーを見ることが出来ました。 

スイートホーム高校には日本のことを学ぶ城西クラブというクラブがあり、フットボールなどの試合の時にス

ナックやちょっとした日本食を売っています。この前そのお店の手伝いをしてレジを担当している時におつりを

渡すのを忘れてしまいました。何度も観客席を探したのですが見つからなくてとても落ち込んでいる時に一緒に

探してくれた友達が誰もが間違えることはあるから大丈夫だよと励ましてくれました。結局、彼を見つけること

が出来たので良かったです。 


