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長期留学も残り２ヵ月となりました。今の生活も残り少なくなったことを実感しながら、様々な経験を積んで、

少しでも多くのことを学んで帰国しようという留学生たちの意気込みが感じられます。 

高校３年生 近藤 遥二郎 くん 【アメリカ・La Cueva高校】 

「I can stay here for two months」 
I am so sad because I can stay here for just two more months. It’s 

unbelievable. I always say but times fly so fast. I am in spring break and 

I enjoy spring break with hanging out with my friends, going 

somewhere with my host sisters and I took a Toefl test for the first time 

during this spring break. It was so hard because those question is about 

academic stuff but it was fun. If I couldn’t get good score, It’s ok because 

I will be able to be better.  

My birthday is March 31 and my host sister’s birth day is March 29, so 

that will come soon. My host family and I will go to a nice restaurant to 

celebrate both birth days. I bought a birth day present for my host 

sister. 

From in March 3 to 6, I went to a trip to New York with exchange 

student organization(ETC). There were several trip in Exchange 

student organization such as Gland canyon, Los Angeles, San Francisco 

and Hawaii but I went a ETC trip for the first time.  

I had to be airport that is in New York by 2pm and it is more than 6 

hour from Albuquerque to New York, so I took ticket in which flight is 

5am. It was so early and I was so sleepy. I had same fright as other 

exchange students who live in same city. We were supposed arrived at 

airport at 1:30pm and eat dinner then go to watch a play at broadway at 

5pm but our airplane was late and we arrived at airport at 3pm. Then 

we went to restaurant directly and couldn’t change clothing that is for watching play because we did not 

have time. 

We watched the play whose name is paramour. The play was about a movie and romance and also a kind 

of circus. The play was awesome and I became to love.  Actors and Actress are so good at singing and 

performing. My favorite actor is a main actor because his vice was so good. 

Day two, we went to The statue of liberty, Emigration museum and 9.11 museum.  We also went to a 

hamburger restaurant whose name is shake shack for dinner. The hamburger is the best hamburger ever. 

Day three, We went to Central park, British museum, Empire states building and Times Square. 

I liked Empire State building because I could see whole New York City from top of Empire State building. 

I bought souvenirs for my host family at Times Square. 

Day four, We didn’t go anywhere and just waited for flight time. My flight was latest, so other people left 

faster than me. I cannot see them again because they live in other states so I was so said. 

At first, I didn’t have friends because I had never seen people who joined this trip, so I worried that if I 

can make friends but I made a lot of friends who are form German, France, Brazil, Spain, Korean, Italy, 

Mexico, etc. In the future, I want to visit those country to see them. This trip is one of my best trips. 

In March 11, I went to watch inside America football game. I had ever seen inside football before but it 

was fun and I enjoyed watching the game. There are still games, so I will go to watch. 

In March 20, There is a mountain near my house, so I went to hike the mountain with my friends. I 

brought a speaker and we hiked with singing. We didn’t have time enough to hike the summit, so we 

couldn’t go summit. Hiking was hard and it was so hot but we enjoyed hiking and it was good experience. 

I want to hike until the summit next time. 

In March 23, I visited that is known as tourist spot about Native American with my host sisters. We took 

a tour, so the tour guide told us history about the place. It was interesting. We also saw Native American 

buildings and stuff. 

From March 27, school starts… 

帰国まであと二ヶ月しかいられないと考えるととても悲しいです。信じられません。いつも言っています

が時間が経つのはとても早いです。今は春休みで友達と遊んだり、ホストシスター達と出かけたりと春休み
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を満喫してます。そして、春休み中 TOEFL を受けました。TOEFL は、学問的な問題が多かったので難しか

ったですが、楽しかったです。もし良い点が取れなくても大丈夫、なぜなら次回はもっといい点が取れるか

ら。 

私の誕生日が三月三十一日でホストシスターの誕生日が二十九日なのでもう少しで誕生日を迎えます。今

度、誕生日を祝うために高級なレストランに行きます。ホストシスターへの誕生日プレゼントも買いました。 

三月三日から六日まで、留学団体の旅行でニューヨークに行きました。留学団体の旅行にはグランドキャ

ニオン、ロス、サンフランシスコなどがあるのですが、私は今回初めて参加しました。私はニューヨークに

午後二時までに着いていなければならず、行くのにも六時間以上かかるので、私は朝五時の飛行機に乗りま

した。朝早くとても眠かったです。同じ町に住んでいる他の留学生達も同じ飛行機に乗っていました。私た

ちは一時半につき早めに夕食を食べ、五時からブロードウェイで劇を見る予定だったのですが、私たちの飛

行機は予定より遅れ、私たちは三時に空港につきました。その後、時間がないため、直接レストランに行き、

劇を見るための正装に着替えることができませんでした。私たちはパラモウラという劇を見ました。この劇

は映画と恋愛に関するものでまた一種のサーカスのようなものでした。その劇は素晴らしく大好きになりま

した。私のお気に入りは主役の役者です。なぜなら、声がとても良かったからです。 

二日目、私たちは自由の女神、移民博物館、９・１１記念館に行きました。夕食を食べに shake shack と

いうハンバーガー屋さんに行きました。そのハンバーガーは今までで一番美味しいハンバーガーでした。 

三日目、私たちは、セントラルパーク、ブリティッシュ博物館、エンパイアーステイツブィルディング、

それとタイムズスクエアへ行きました。エンパイアーステイツブィルディングの頂上からニューヨーク全体

が観れるためお気に入りです。タイムズスクエアでホストファミリーへのお土産も買いました。 

四日目、私たちはどこへも行かずただフライト時間を待っていました。私は最も遅いフライトだったので、

皆私より先に帰っていきました。彼らは他の州に住んでいるためもう会うことはできません、なのでとても

さみしかったです。 

初めは他の州に住んでいる留学生にあったことがなく友達になれるか心配でしたが、ブラジル、ドイツ、

フランス、イタリア、メキシコなど世界中から来た留学生達と友達になることができました。将来、世界中

を回って友達に会いに行けたらいいなと思います。この旅行は最高のものになりました。 

十一日、インサイドアメリカンフットボールの試合を見に行きました。今までインサイドアメリカンフッ

トボールを見たことがなかったのですが、とても面白く楽しむことができました。まだ試合があるので、ま

た見に行こうと思います。 

二十日、家の近くに山があるので、友達とハイキングに行きました。スピーカーを持って行き、歌いなが

らハイキングをしました。山頂まで行く時間がなくて、そこまでは行くことができませんでした。ハイキン

グは大変で気温も高かったですが、楽しくできていい経験になりました。今度は頂上まで行きたいです。 

二十三日、私はホストシスターとネイティブアメリカンの場所と知られるところへ行きました。私たちは

ツアーに参加したためガイドの人がそこの歴史などについて教えてくれました。それはとても興味深かった

です。そして、ネイティブアメリカンの建物などを見ました。 

二十七日から学校が始まる…。 

 

高校２年生 千葉 リア涼香 さん 【アメリカ・Sweet Home 高校（本校姉妹校）】  

「My new host family」 
There is about three months left before I leave. I want to stay here but I am very exciting to go back 

to Japan. 

This month I found my new host family and I moved to their house. They are very kind and they 

love music. Last weekend my host family turn the music all the way up and start to sing and 

vacuum the house. And when I got home after my track practice my host father and host mother 

were listen to music and making dinner. I love music so I am so happy that they love music too. Me 

and my host father like to watch basketball game. This time, it’s university basketball tournament 

so we are watch basketball game like all most every day. After my host father knew that I like to 

watch basketball game he took me and his daughter university girls basketball game.  

Next week I am going to San Diego with my host family. It takes two days to go to San Diego from 

here. I like to sleep in the car so I am exciting. And we are talking about our spring break plan and 

that make me very exciting. Less this two months I will enjoy with my host family and make a lot of 

memories. 
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At Sweet Home High School, they had Mr. Husky. Mr. 

Husky is about ten of boy students came out from the 

stage with music and answer the questions and do 

talent show and that stuff. The judge chose the Mr. 

Husky from the ten boys. (Sweet Home High School 

mascot character is Husky so it called Mr. Husky) My 

favorite is talent show. All of the students was very 

funny and I laughed a lot. I wish they have Mrs. 

Husky. It will be funny too. The ticket was a dollar 

and that money donated. I thought it is a very nice 

event. It was after school so a lot of people came to 

watch. 

Tomorrow I have a small track & field meet. It’s my 

first time to go to meet by Sweet Home High School 

students so I am very exciting. Our coach graduate 

from Sweet Home High School and he is a new coach. I heard that he was a super star. 

He was a top runner all four years and he was a high level in university. The practice is very fun. 

We push the track and work out in the pool and use a big tire. 

スイートホームの生活も、残り３ヶ月を切りました。スイートホームに残りたい気持ちもありますが、日

本に帰るのをとても楽しみにしています。 

今月、新しいホストファミリーが見つかり、移動しました。とても優しい方々で、音楽が大好きなホスト

ファミリーです。休日に家の掃除をしていたホストファザーが音楽を大音量にして掃除機をかけていて、陸

上の練習終わりに家に帰るとホストファザーとホストマザーが音楽をかけながら、夕飯の支度をしていまし

た。私は音楽が大好きなので、ホストファミリーと音楽の共通点があってとても嬉しいです。他にも、ホス

トファザーとバスケットボールの共通点がありました。私とホストファザーはバスケットボールの試合を見

るのが大好きで、今が大学のトーナメントの時期なので、ほぼ毎日バスケットボールの試合を観ています。

私がバスケットボールの試合を見るのが大好きな事を知ったホストファザーは、娘さんと３人で女子大学生

の試合を観に連れに行ってくれました。 

来週の春休みにホストファミリーとサンディエゴに約一週間行ってきます。ここからサンディエゴまで車

で２日かかります。私は、車で寝るのが好きなので楽しみです。ホストファミリーから春休みのプランを聞

いて、とても楽しみでワクワクしています。残り約二ヶ月半新しいホストファミリーと楽しい思い出を作り

ます。 

この前、ミスターハスキーがありました。ミスターハスキーは、約１０人の男子生徒がモデルの様に音楽

に合わせて舞台から出て来て、質問に答えて、タレントショーなどをやり審査員によってミスターハスキー

が決められます。（スイートホームのマスコットキャラクターがハスキー犬なので、ミスターハスキーです）

私が特に気に入ったのが、タレントショーです。どの生徒もとても面白く沢山笑いました。ミセスハスキー

もあったら面白いなと思いました。チケットは一枚一ドルで、そのお金は寄付されました。とても良い行事

だと思いました。学校の後で行われ、多くの方が観に来ていました。 

明日私は、陸上の小さな大会があります。スイートホーム高校の生徒として初めての試合なので楽しみで

す。私達のコーチは、新しいコーチでスイートホーム高校の卒業生です。そのコーチは高校時代スーパース

ターだったと聞きました。四年連続陸上のトップを取って、大学でもハイレベルな記録を出していたと言っ

ていました。練習内容が楽しく、トラックを押したり、プールで練習したり、とても大きいタイヤを使って

練習したりしました。 

 

高校３年生 藤田 琴子 さん 【アメリカ・St. Joseph高校】  

「3rd Quarter ends」 
At first, we had a speech contest. In this contest, students could choose speech classes before the contest, 

then spent every 8th period to practice. It’s not a mandatory thing, but they had participated to it because 

students could get credit for “English”. Actually, I didn’t have to participate this hassle contest, but I did 

it for good experience. Each class have different themes, but they had limits so it was on a first come, 

first-serve. I had no choice that everyone applied so fast and there’re only two choices left, such as 

“phycology” and “Persuasive”. I’m not good at read someone’s mind, so I chose Persuasive. On persuasive, 

we had to persuade everyone that my Opinion about the topic (Yes or No) is right. I could choose whatever 
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I want, so I chose “Should people allow to hate others”. 

I had no idea why did I choose this topic, but I tried 

my best and I passed the semi-final. At the final, I 

was really nervous, because it was the last day of 3rd 

quarter and it was before the spring break. I tried to 

be spoken normally, but that was not as good as 

semi-final. Our teacher said that the result gonna be 

told on the beginning of the 4th quarter which is after 

the spring break, so we still have our nervous feelings 

and it makes me sick.  

The next day of the speech contest, me and my host 

family went to camping for three days. It’s in Kau 

district (south part of the big island) and our camping 

place was in uncle’s friend’s private district. There 

was a beach with no artificial objects. There’re no 

place to take a bath, wash, toilet and even phone services. So, its like a survival. My host parents 

provided a small tent and air bed for me that I would have my own space. I had so much fun while 

camping, because they talked me and we played cards and swum into the ocean. I played too much every 

day and I got sunburned. It still hurts.. I really liked that place, but I think its my first and last time to go 

there, so I compromised. Those days made me cold and tired, but I’m not regret to go there because I was 

so excited. 

Right after the camping, we went to the Laupahoehoe (in north hilo district) to take my host sister’s 

pictures for graduation. I slept two hours at there, but my drowsiness went away when I saw the 

spectacular sights around the place. There’re the mountains with vast prairie and I could see the ocean 

beyond the prairie. Also, I feed the horse too. That was cute. 

I was tired, but I had so much fun in spring break and I’d like to express my gratitude to my host family. 

Someday, I wish I could make some Japanese food for them. We will have a new host student at the end of 

this month, so I’m excited to see her and I want to teach her about life in St. Joseph high school and life in 

Hilo. Also, I have to start to think about to go back, so I think next month is going to be so busy. 

帰国まであと二か月になりました。今月はたくさんやることがあったせいか、二月よりとても日付が短か

ったように感じました。そして、この後もたくさんの行事があるので休む暇はありません。計り知れない疲

労感が私を襲っていますが、今月はとても楽しかったです。 

まず最初にセンジョでスピーチコンテストがありました。このスピーチコンテストはとても特殊で、生徒

はスピーチコンテストの前に毎八時間目に行われる様々なテーマのスピーチクラスを選択し、練習すること

ができます。これは強制参加型ではないのですが、参加すると”英語”の成績が上がるシステムになってい

るので、全学年参加しました。正直言うと、私は参加する必要がなかったのですが、いい経験になると考え

参加を決意しました。みんな自由にどのスピーチクラスでも選べるのですが、人数制限があり、早い者勝ち

なのでちょっと理不尽だと思いました。そして、私が来た時は既に人気のクラスは締め切られており、選択

肢が「心理系」か「説得」 しかありませんでした。残念ながら、私には人の心を読む力はないので「説得」

を選びました。「説得」では好きな話題について自分のサイド(意見)が正しいと説得しなければなりませんで

した。そして私は何を思いたったのか、人は人を嫌うことを認めるべきなのかという題を選びました。先生

が笑う中、できる限りのことを尽くしたら、気づいたら準決勝を突破していました。決勝はとても緊張しま

した。なぜならその日は学校の４分の３の最終日であり、春休みの前日だったからです。いつものごとく普

通に喋ろうと努力はしたものの、準決勝の時よりも出来が悪かったのを自覚しています。結果はまだわかっ

ていません。なぜなら先生が最終学期の最初に伝えると言ったからです。そのせいで、私たち生徒は緊張を

持ったまま春休みを過ごさねばならないのでした。(汗) 

スピーチコンテストの次の日、私のホストファミリー皆でカウの私有地にキャンプをしに行きました。ど

うやら、おじさんの仕事仲間の私有地だそうで、そこには私のホストファミリーと友達の家族だけでした。

キャンプをする所には、溶岩でできた磯が広がっている海沿いで、人工物が全くありませんでした。トイレ

も、お風呂も、携帯サービスもなかったので、ほぼサバイバル生活に近い状態でした。ホストは私に私のテ

ントとエアベッドを用意してくれて、自分のスペースを確保することが出来ました。キャンプでは皆で話し

たり、遊んだりととても有意義な日々になりました。しかし、遊びすぎて思い切り日に焼けて今でも痛いで

す。カウはとても好きになりましたが、カウでのキャンプは今回が最初で最後だと思うので妥協せざるを得

なかったのは、少し悲しかったです。そして、キャンプで緊張しすぎたせいか、疲労と風邪が私を襲いまし

たが、後悔はしていません。 
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キャンプから帰って次の日、休めると思ったらホストシスターの卒業写真を撮るためにわざわざラウパホ

エホエという高原地帯に行きました。ホストの親戚の小屋に着いてふと外を見ると、景色はとても綺麗で、

そよ風が私を２時間も寝かせました。起きた後は、外へ出て親戚のバギーに乗せてもらい、高原を走りつつ、

放牧されている馬に餌をあげたりもしました。 

今月はとても疲れましたが、とても言い経験をすることができ、ホストに感謝でいっぱいの気持ちで溢れて

います。いつかホストに日本料理をご馳走できたらなと思っています。そして、もうすぐ新しい子が家に来る

ので、ヒロのことやセンジョでの生活を教えてあげられたらなと思っています。そんなワクワクもつかの間、

私は帰りの事も考えねばならないので来月はとても忙しくなると思います。 

 

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）】  

「Choir concert and Choir competition」 

My study abroad getting closer to the end. I 

love here and I don't want to leave here.  

So I can't believe what I felt when I came here 

first time. But I miss my family and friends. So 

I feel like that I just want to bring them to here. 

It’s going to be awesome for me.  

I met the girl who was doing my host family 

when I came here for short term study abroad 

last summer. And also, I was doing her host 

family when she came Japan for middle term 

study abroad last spring. She goes to college in 

Portland. We were tried to meet many times 

before. But we didn’t have any match schedule. 

And we could finally hang out together last Saturday. We went to the Ice-skating place. I slipped a few 

times. haha But it was so much fun. And we went to the moll for shopping. I bought some clothes. We got 

babble tea which is my favorite. I think almost my friends know that how much do I like it. lol Anyway 

she’s going to come back to sweet home in May. So I’m looking forward to it. 

This month was so memorable for choir. We had choir concert and competition in this month. We 

practiced so hard. We had section during lunch too. So concert was amazing. Competition was awesome 

too. We were so nerves and exciting for it. Other choir groups were like professional. And they made us 

more nerves. But I think we did pretty good jobs on stage. I’m so happy to be in choir. And I’m so proud of 

my choir family. 

I watched beauty and the beast twice.I watched it with my best friends and family. It was good movie 

and I loved it. I recommend this movie for the people who likes romance movie and Disney.It’s so popular 

movie. Tickets sold out When we went to movie theater first time. So we bought late show. I slept over 

with my best friends after we watched movie. 

I had so much fun that night. She gave me so many American clothes. I wish I could bring those clothes 

with me when I leave here. haha  

I want to talk little bit about religion. I didn’t have any knowledge for religion before I joined church. I 

know that some people don’t feel about it. I can understand both side. 

But I just want to say that the people who in church are very nice. And they make your heart so warm. 

So I don’t even care about the people who don’t like to have a religion or something like that. But I just 

want you guys to understand little bit about them.They have missionaries in Japan too. So I want to see 

them when I go back to Japan. I don’t even care of religion too much. But I just wanted to say that. 

この留学も終わりが近づいてきていて、ここが好きだな、まだ居たいなと思うことが増えました。最初に

感じたことが信じられないくらいです。でもやっぱり家族や友達にも会いたいという気持ちもあるので皆と

一緒に住めたら最高だろうなと思います。 

私が短期留学でここに来た時にホストファミリーをしていた女の子と会いました。また、その子が日本に

中期留学で来た時に私もホストファミリーをしていました。彼女はポートランドの大学に通っていて何回も

会う予定を立てようとしたのですがお互いの都合の合う日が無くてなかなか会えませんでした。そして先週

ついに一緒に遊ぶことができました。アイススケート場に行きました。何回か転んでしまいましたがとって

も楽しかったです。その後はモールでショッピングして洋服をいくつか買いました。タピオカのお店に行き

ました。私の友達ならどのくらい私がタピオカ好きかわかるはずです。五月にまたスイートホームに戻って
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くるそうなので次また会えるのを楽しみにしています。 

今月は Choirの思い出が沢山出来ました。コンサートと大会がありました。沢山きつい練習をしてきまし

た。ランチの時にも練習があったりしました。コンサートはすごく上手くいったと思います。大会では緊張

とワクワク感でいっぱいでした。他校のグループも凄く上手でまるでプロみたいでした。彼らを見ていたら

余計に緊張しましたが結構上手くいったと思います。choirの一員になれて凄く嬉しいし、彼らのことを誇り

に思っています。 

美女と野獣を二回も見ました。一回目は友達と二回目は家族と見ました。とても良い映画でした。凄く人

気でチケットを買おうとしたら売り切れになってしまい、一個遅い時間のチケットを買いました。恋愛映画

やディズニーが好きな人は見るべきだと思います。映画の後、親友たちとお泊りをしました。とっても楽し

かったです。 

あとすごい量の洋服を貰いました。全部持って帰れたらいいのになあと思っています。 

あと宗教のことについて少し話したいです。教会に参加する前は宗教に関しての知識は全くありませんで

した。たまにそれについてよく思わない人がいることも知っています。どちら側の意見も理解できるのです

が、教会に通っている人達はとても優しくて良い人達ばかりです。そのことに関してよく思わない人がいる

ことを気にしてはないのですが少しは理解して欲しいなと思います。ミッショナリーの人たちが日本にもい

るみたいなので機会があれば会いたいなと思っています。そこまで宗教のことは気にしていないのですがそ

れだけは言いたかったです。 


