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４月のレポートが届きました。留学生活も残り約２ヶ月となりました。今月もそれぞれに充実した生活を送った
ようです。最後の学期も本格的に始まり、意欲的に頑張っています。

高校 2 年生 加藤 優奈 さん 【アメリカ・Sweet Home 高校（本校姉妹校）】
「Adventure in Spring」
At the last week of March, I wasn’t in the Oregon. I went
to California for the Spring Break. We drive there and it
take us 2 days! The longest drive in my life become longer
again.in the way to go there, we went to the golden gate
bridge. I have seen at the TV but I haven’t been there so it
was a good experience too.
At the first day, We went to coast and went to several
beaches. The sea was beautiful and the temperature was
warm at there so I had a good time. We also went to the
Mexican town. I ate home made tortillas soup at the
restaurant. At the market, I watched a lot of things coming
from Mexico. I bought several power stone at the shops.
Next day we were walking around near San Diego. The
milk shake near the sea was really tasty.
Next three days we went to Disney Land And California Adventure park in Anaheim. I really love Disney
and it was a first time to go to the Disney Land in America. It was super fun and exciting。 There was a
several rides that is not in Tokyo Disney Land and all the shows were new for me. I really liked the Frozen
musical show at the California Adventure park. In the rides, I liked the Cars racing attraction most. I really
have a great time at that three days.
And the last day to stay at California we slept until noon and after that we went to coast and saw the
sunset. It was really pretty

And I take a lot of pictures. Someday I really want to come back to California.

It was a good city and I passed a lot of sight seen spot when we were driving. This will going to be my dream
when I become a adult.
At the last weekend in April we went clam digging. We went to the coast in Oregon. We used the clam gun
to dig clams. It is not easy to dig clams because you have to watch for the clues where they dig the hall at the
sea shore. It is really small and not easy to find. And when we find we start digging near by for the clam.
There are lining 1m down from the surface and it is a super hard work. But after we find it, it’s super happy.
And actually, they have a super good taste. I ate as a seafood pasta and it was super delicious. After clam
digging we went to shopping near the beach side. There was a festival there so I also did several games too. I
liked the shooting game the most and I hit 22 out of 24. It wasn’t the highest score f the day but I was happy
with that score.
At school the new term past half way. At the class of foods, we cut the one full chicken. It was a first time to
cut the whole chicken so it was very hard. We need to cut at the right place or you will miss that part. The
chicken we cut up, we used for the lab. We made hot wings, honey mustard chicken, chicken tortillas and
chicken soup. We learned haw to make all of those. At the same time we also learned how to make the
appetizers. And we are learning knife skills now. I hope I can learn more and more to improve my cooking.
城西大学附属城西中学・高等学校 〒171-0044 東京都豊島区千早 1-10-26
※本記事の文章および画像の無断転載を禁ず

3 月末、私はオレゴン州にいませんでした。春休みにカリフォルニア州に行ったからです。車で向ったのです
が、そこに着くまでに２日間かかり、ワシントン州に行った時よりも長かったです。その道のりでサンフランシ
スコのゴールデンゲートブリッジに行きました。テレビでは見たことがあったのですが、実際に見たのは初めて
で、凄く良い思い出になりました。
初日はいくつかのビーチに行きました。海がとても綺麗で、気温が暖かかったのでとても良い時間が過ごせま
した。その後にメキシカンタウンにも行き、店特製のトルティーヤを使ったスープを食べました。他にも出店で
メキシコの品々を見たり、鉱石屋ではいくつかのパワーストーンを買いました。次の日はサンディエゴ周辺を散
策し、海沿いのお店で買ったミルクシェイクがとても美味しかったです。
次の 3 日間はアナハイムにあるディズニーランドとカリフォルニアアドベンチャーパークに行きました。アメ
リカのディズニーランドに行くのは初めてで、とても楽しかったです。東京のディズニーランドには無い乗り物
やショーも幾つかありました。その中で一番気に入ったショーはカリフォルニアアドベンチャーパークにあった
『アナと雪の女王』のミュージカルで、乗り物は『カーズ』のカーレースのアトラクションが一番気に入りまし
た。その 3 日間はホストファミリーとのかけがえのない時間になりました。
最終日は正午近くまで寝てしまい、その後に車でサンセットを見に行きました。凄く綺麗で、写真を何枚も撮
りました。また、カリフォルニアはとても良い所だったのでまたいつか行きたいです。車で通過しただけの観光
地も大人になったら行くことが新たな夢になりました。
4 月の最後の週末には潮干狩りに行きました。潮干狩りといっても、あさりなどではなく、もっと大きい貝な
ので、土を掘るのに特別な器具を使います。そして、手当たり次第掘っても貝は見つからないので、貝が潜った
形跡を見つけ、狙いを定めて掘り起こします。その目印も小さく、一つ見つけるのにも苦労します。その代わり
達成感は凄く大きく、一つ見つける度に大喜びでした。後日ファザーが貝を使ってパスタを作ってくれて、とて
も美味しかったです。潮干狩りの後は海岸沿いの出店を見て回りました。丁度フェスティバルも開催していたの
で、ミニゲームもいくつかやりました。その中でも射的は凄く面白かったです。２４発中２２発が当たり、一位
では無かったのですが、ランクインしていたので、嬉しかったです。
学校では丁度今学期の折り返し地点に来ました。家庭科の授業で丸々鶏一羽を切る授業があり、凄く大変でし
た。初めてだったので、何処に包丁を入れればいいのかもわからず、しかし間違えると沢山の肉を無駄にするこ
とになるので、一回一回を慎重に行いました。切ったチキンは部分ごとに合った調理法を学びました。手羽先は
ホットウィングに、もも肉はハニーマスタードチキンに、むね肉はチキントルティーヤに、骨はスープに調理し
ました。同時に付け合わせの作り方も学びました。今後は包丁の扱いについて学ぶ予定です。わたしは料理が苦
手なので、あと半分でもっと学べたらいいなと思います。

高校 2 年生 渡邉 壮真 くん 【アメリカ・Sweet Home 高校（本校姉妹校）】
「Worked hard this month」
I have a track meet every week. It is to compete the records with other school people. The track meet is
held each school every time, it means different condition each time. So, it is difficult to run, but it may be a
case easy to run too. Last month I did it at the school behind the mountain where snow still be there, but I
was able to get PR because I can run easily when it is cold outside. However, if the ground is uneven or
muddy, it is difficult to run. I ran 1500, and 800. I think 800 is harder than 1500. My 1500 PR is 5’ 30” and
800 is 2’ 33”. I will do my best to practice update my PR.
I went to church with my host family. Because it was Easter. I thought it is wonderful that everyone in the
church cherished that day. And we made dying eggs. It was fun. I want to do it again.
We got a new cow last week. He is black and quiet. Even when I went to do injections so that the cow would
not get sick, it was very quiet. He is very cute so, I like to see him after school.
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Last week, I had a presentation in English class. It
was to explain with satire of social problems. I did
about smartphone addiction. I explained the
solution, cause, using satire painting. I was very
nervous, but others were interesting, such as
making stories and making caricatures by our self.
It was good because I got a good opportunity to
investigate about smartphone addiction by myself.
I went to see a movie with my friends. It was a fresh
feeling because I saw it in a movie theater in the
neighboring town. After that we were shopping together and played games. It was a lot of fun to eat dinner
together.
Recently, I enjoy having frisbee very much. I am taught by host brother how to do it every day.
This month, the class that changed last month started full scale. This is the last semester so I'm working
on it more than ever. In the class of American history, I was asked by my teacher about Japan after the
Second World War. I also made essays and became friends with my teacher. I'll do my best for the remaining
2 months
私は陸上競技会に、毎週参加しています。他の学校の陸上クラブの人たちが交代でそれぞれの学校を会場にし
て記録を競います。毎回、その会場の特色が違うので走りにくいですが、逆に走りやすいという場合もあります。
先月の陸上競技会では、いまだに雪が残っている山の奥の学校で走りました。私は寒い方が走りやすいのでそこ
で自己ベストの記録を出すことができました。しかし、違う会場では地面が土のところや、ゴムのような素材の
ところもあります。それに、地面が凸凹していることや、ぬかるんでいることなどもあります。ですから、私は
会場に臨機応変に対応していきたいと思います。陸上競技会では、１５００メートルと、８００メートルを走り
ました。私は８００メートルの方が１５００メートルよりも大変だと思います。やはり、自分のペースをある程
度上げたまま、８００メートルを走り続けるのはとても疲れます。それに比べて１５００メートルでは、徐々に
ペースを上げることができるので走りやすいです。私の１５００メートルと８００メートルの自己ベストは、５
分３０秒と２分３３秒です。次の陸上競技会で自己ベストを出せるように頑張ります。
先月、私は復活祭の日にホストファミリーと一緒に教会に行きました。そこにいるみんながこの日を大切にし
ていてすごいと思いました。家に帰ってイースターエッグを作りました。とても楽しかったです。
先週、牛が生まれました。黒くて、とてもおとなしいです。その牛が、病気にならないように注射をするのを
手伝った時も、とてもおとなしくて、かわいかったです。毎日、様子を見に行くのが楽しみになりました。
先週、英語の授業でプレゼンテーションをしました。それは、社会問題の風刺を使って説明するというもので
した。私は、スマートフォン中毒についてやりました。その解決策や、原因などを風刺絵を使って説明しました。
とても緊張したけど、ほかの人たちは、自分で物語を作って、自分で風刺絵をかいていたりなどとても面白かっ
たです。自分でもスマートフォン中毒について、調べるいい機会になったので良かったです。
私は、友達と一緒に映画を見に行きました。隣の町の映画館で見たので、新鮮な気持ちでした。終わった後に
一緒に買い物をして、ゲームもしました。夜ご飯も一緒に食べてとても楽しかったです。
最近、私はフリスビーで遊ぶのがとても楽しいです。ホストブラザーにやり方を教わって毎日やっています。
今月は、先月変わった授業が本格的に始まりました。最後の学期なので今まで以上に気合を入れて取り組んでい
ます。アメリカ史の授業では、第二次世界大戦後の日本について聞かれたりして、とても大変でした。エッセイ
も書いたりして先生とも仲良くなれました。友達や、その友達のお父さんにも遊びに誘ってもらえたりすること
が増えたので、もっといろいろな人に日本の魅力を発信していきたいと思います。
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