★2016 年 10 月号
Hello! How have you been? It’s November!
I did lots of things in October.
I’ll tell you about classes, fun events and how I can speak English and understand their conversation.
Last Friday was the end of the second six week.
First, classes.
I finally almost understand what teachers are talking about and am getting good grades,
but I still need the help of teachers and friends.
In U.S. history class, we were talking a little bit about Japan. That’s very interesting for me.
Business class is like computer class. I learned editing skills and how to type fast.
The hardest class is Astronomy.
That’s why I must summarize by watching videos, but there are no subtitles,
so I asked my teacher for the video’s link, and then I watch again at my house.
Second, English.
I’m definitely ( I hope) improving my English but I’m irritated that sometimes I can’t understand English and
I can’t express all of my feelings.
Last, fun events.
I attend a Homecoming party which is like a dance party.
I needed to find a partner, but I couldn’t; however, I finally found a partner and we danced.
I will tell you the detail later in Japanese.
We (my family) held a Halloween party.
I bought a Ninja costume for the party and decorated the house.
I got plenty of candy by Trick or treating.
But something unexpected happened….

10 月も終わりました。
本当に沢山の伝えたいことがあります。
授業は、ようやく全ての授業を理解し始めました。
個人のプレゼン、グループ・プレゼンも合わせて 3 回ほどやりました。
一番大変なクラスは天文学のクラスです。
上にも書いたように 50 分ほどのビデオを見て、そこからテストにでます。
字幕がなく、僕は一度では理解できないで、先生に URL を聞き、家に帰り You Tube でもう一度見ます。
そこまでならいいのですが、テストにでるところは先生の独断と偏見なので
最初のテストで、ほぼ違うところから出てきたときは泣きそうになりました（笑）

他の授業も大変ですが、なんとかやっています。
ついこの間、mom と授業のことを話していたら、レベルの高い class とってみる？と言われたので
数学とスペイン語を上げるつもりです。
さらに mom は English は？と聞いてきたので、今はまだ無理かなと答えました。
なんといっても、今でさえ大変ですから、
、
、
最近は、名前もわからない子に遠くから、shooooheeei と呼ばれたりもして嬉しいです。
沢山の友達と話して、日本の事を教えたり、その普段の会話が僕にとっては楽しい時間の一つです。
また、僕の学校には自分も合わせて２人しか留学生がいません。
その子はキルギスタン出身です。彼はロシア語も話せるので、
本当に少しだけ知っているロシア語で自己紹介をしたら、めちゃくちゃびっくりして、
日本人はみんなロシア語喋れるの？とすごい笑顔で聞いてきてくれたのがうれしかったです。
ここでもセルラスの力発揮！！
日本にいたとき真面目になってロシア語に取り組んだわけでもないのに、すっと口から出てきたのでびっくり！
キルギスタンの事や、政治の事、密かに行われている紛争の事、アメリカに対する文句、大学の事、
お互いの将来の事など、２人だからこそお互いの国のことを知り合えるチャンスだととらえ、
今では彼は Buddy です。
（笑）
英語は間違いなくリスニング（相手が何を言っているか）は、かなり成長しています。
でも、スピーキング（自分の考えを伝える）がなかなかうまくいかず、11 月の課題にしました。
クロスカントリーは、すべての大会が終わりました。
銅メダルに続き、銀メダルをゲットし、
最後の地区の大会では金メダルをゲットして、
地区チャンピオンになっちゃいました。
（笑）
なので、朝練がなく、ゆっくり Ian と通学しています。
あとは Baseball のシーズンを待つだけ！
10 月のビッグイベントは、Homecoming と Halloween！
Mom の手伝いで、学校を飾り付けしました。
ダンスパーティーがあるのは知っていたんですけど、
さすがにまだ誘えそうな女の子がいなく、その日を迎えました。
その日の午前中はクロスカントリーの最後の大会で優勝して、
家で nap（昼寝）をしていたら、dad がいきなり起こしてきて、
急いで正装に着替えろとのことで、
幸い学校の制服を持ってきていたので、
上だけ変えて下は制服で向かいました。
後から聞いたら、Mom が、
一生で最後なんだから、見るだけでもさせたかったとのこと。
僕は複雑な感情でした。

銀メダル ・ 金メダル

みんながダンスしている中、
一人でジュースを飲んでうろちょろしていたら、
なんと全く見たこともない子が声をかけてきて、
ダンスをすることになりました。
その子は Freshman(日本でいう中学校 3 年生)だと聞いて
びっくりしました。
ダンスはボロボロで恥ずかしかったです。
。
。
少しは練習しておけばよかった（笑）
辛かったパーティーもその子のおかげで楽しめました。
Halloween は家族みんなで家を飾り付け、
友達を誘いパーティー！
Trick or Treat では、ほとんどの家の人が外に出て
子供たちが来るのを待っていて、
こういう習慣っていいなぁと思いました。
しかし Trick or Treat の最中に公園でみんなで休んでいたら、
マスクをした 6 人組みたいなのに囲まれて
一人の友達のお菓子袋が盗まれてしまいました。
逃げた子達を追って僕らの方からも何人か追いかけに行ってしまい、離れ離れになってしまったので、
同じ公園で５人で彼らの帰りを待っていたら、またマスクをして金属バットを持った人たちに囲まれて
終わった。
。。。。と思いましたが、弱気になったらやられると思い、何とか逃げれました。
これで改めて、ここは日本ではなくアメリカで、注意を払わなくてはいけないなと感じました。
こんな物騒なこともありましたが、10 月も精一杯自分らしくいろんな人と話し、たくさんの経験をしました！！
Thank you for reading my report.
Have a great month!!

