★2016 年 11 月号
Hi! How have you been?
This November there was two big events, the president election and Thanksgiving.
At the end of the election, Trump became the president.
I was really surprised because I was positive that Clinton would become the president.
On the day of the election, everyone was talking about the it at my school.
Students in Japan should be more invested in politics.
My Mexican friends were mad that Trump is planning build a wall on the border.
He is known as racist businessman. I didn’t know why he won the election,
until I did some research.
I should have searched about the two before election.
Donald Trump’s victory impacted many countries including Japan.
Next, for Thanksgiving, I had nine days off.
I went to Brownsville TX, which is on the border of the USA and Mexico,
with my host family for five days. The trip was awesome, especially the ocean.
It was huge and the water was very clear. It blew my mind!
I went swimming at beech, visited a huge zoo, rode on a boat while watching dolphins,
went fishing and so on.
While I was traveling, there was a big unexpected earthquake that happened at Fukshima prefecture.
Immediately, I checked to make sure my family was safe.
I hope all of my friends and CELULAS members are safe.
I’m still not satisfied with my speaking ability. I think it is about the same compare to last month.
11 月上旬にアメリカ大統領選挙がありました。
結果的に選ばれたのは Donald Trump、今回の選挙は Hillary Clinton 氏がやや有利とされていましたが、
終わってみると Trump 氏が大差？と言えるほどの票差で勝ちました。
日本にいたときは Trump が大統領になったら世界の終わりだ、など、イメージ的には Trump=悪い人、
Hillary=いい人のようなイメージを、テレビ、周りの意見から植え付けられていた状態でアメリカに来ました。
Texas 州にはヒスパニック系の子もかなりいて、その子たちは全員と言っていいほど Trump を嫌っていました。
（Hillary が好きというより、ただ Trump が嫌いな感じ）その子たちの前では Trump の話は厳禁。
対称に白人の子たちは、ほとんどが Trump 押しというような状況でした。
選挙前 mom に、‘Trump が大統領になったら世界の終わりだよ’と言いました。
すると mom は、”Hillary が大統領になったらアメリカの終わり”と言いました。
自分は心のどこかで、最後は Hillary が勝つから大丈夫だろうなど考えていましたが、
まさかの Trump の勝利。

次の日の学校は、その話でもちきり。
みんながみんな自分の政治に対する不満や意見を持っていて、とても勉強になりました。
選挙後、なぜアメリカ人は Trump 氏を選んだのだろうと疑問に思い、自分なりに調べてみたところ、
いままでなにも知らずに周りに流されていただけの自分が恥ずかしかったです。
Trump 氏にも少しはいいところがあり、逆に Hillary 氏にも悪いところがありました。
最終的に僕は、ほかにいい人いなかったの？って感じです。
Trump 氏が本格的に活動し始めるのは来年かららしいので、
世界がどのように変わっていくのか興味深いです。
また、今月はビッグイベントの Thanksgiving がありました！
僕の学校は 11/19-27 まで学校は休みだったので、
5 日間 Brownsville というメキシコとの国境上にあるとこまで旅行してきました。
すぐそこに検問所もあって、至る所でスペイン語が飛び交っていました。
車で片道１０時間かけて、往復で日本を縦断できる距離を移動しました。
アメリカで２番目に危険な動物園にいったり、ビーチ、
砂漠みたいなところや、釣り、ボートに乗ってイルカ見たり、
たくさんのことをしました。

アメリカで
2 番目に危険な
動物園?！

旅行の途中で、mom がいきなり、日本で地震があったから家族に電話しなさいということで、すぐに安否確認。
自分が日本にいないときに、地震が起きた、起きるかもしれないというのは、本当に辛いです。
皆さん、お気を付けください。
学校は毎日楽しくて、いろんな子と喋ったり、授業もついていけるようになったので辛さも無くなり、
今は英語での学業に励んでいます（笑）
英語に関しては、先月掲げたスピーキング能力を上げたいという目標が、
自分の中ではあまり達成できていないような気がしています。
毎回、文章めちゃくちゃですいません！
本当に毎日いろいろなことがあって、
ここでは書ききれていないこともあるので、
日本に帰った時に、沢山喋るのを楽しみにしています。

おばあちゃんからもらった
アメリカ国旗★★★★★

