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Hello everyone! How are you doing?  

2016 is almost over.  

December is the best month of this year because it has my birthday and Christmas.  

I also got clues on how to use grammar properly.  

When I speak English, I should listen to what I am saying. 

I turned seventeen in the States.  

I held my birthday party at a bowling alley.  

I invited friends and enjoyed bowling and playing eight ball.  

I got birthday presents and it was the best birthday party ever. 

I also had a special with an American flag birthday cake. 

I took a final exam in all of my classes. 

I went to my teachers’ rooms at lunch, and I got help from my teachers.  

Every one of my teachers kindly taught me the important parts of the tests.  

Thanks to them, I eventually got a good score.  

I helped served breakfast to homeless people as key club member, which is a volunteer club. 

I also helped at a Christmas event, which is about bringing Christmas presents to children instead of Santa 

Claus. I felt good after those experiences. 

Sometimes, my family watches a movie together with popcorn. It was like in the theater!  

Watching movies is very good for me because I can learn English while having fun.  

I have decided that I will watch one movie after I take a shower every day.  

 

This year is the busiest year ever. I felt, experience, and learn a lot of things. 

Study abroad was the one of my dreams.  

I always said my dream loudly in public, and finally, I accomplish my first dream.  

This is the first step of my life goal.  

From the first dream, the second dream to the next, I wanna give people courage to do something.  

I’m gonna make the world a better place. This world has racial discrimination still.  

However, I believe we can live together in peace. 

My new year’s resolution is: 

 “Live a year of no regrets” 

Happy New Year!!! 

 

2016年が終わろうとしています。1月 2日からメキシコに行ってくるので月内にレポートを書いています。 

毎月このレポートを書いていて感じる今月も終わってしまった、、、という感じが特に 12月は感じます。 

 

 

 

 

アメリカ国旗のバースデーケーキ 

一生忘れられない 17才の誕生日！ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月は自分の誕生日、アメリカでの初クリスマスと楽しいことが沢山ありました。 

誕生日の日は Seanのバンドがあったので 

自分の誕生日会をmomと相談しながら 16日にボーリング場で開きました。 

 

クリスマスは前々から木を買ってデコレーションをして、 

3日前くらいから木の根元にみんなプレゼントを置き始めました。 

アメリカでは親から子供だけでなく、 

子供から親へのプレゼントもあるため 

テレビで見るような沢山のプレゼントがあるのだと思います。 

 

楽しいことばかりではなく今月は final examがありました。 

範囲も日本と違い曖昧でいくつかわからないことがあったのでチュータリングに行くと、 

何人かの先生にはまた来たよ（笑）みたいな感じで見られますが、 

みんな丁寧に教えてくれるのでありがたいです。 

そのおかげもあって、無事にテストを乗り越えられました。 

 

2016年は本当に沢山の事がありました。 

留学をするか部活を選ぶかでの葛藤、留学中・後の不安、一度留学を諦めたときもありました。 

しかし最終的に自分は日本という心地よい場所を離れアメリカで挑戦することに決めました。 

そのおかげで日本にいては気付かなかったことに気付き、今までの甘えきっていた考え、態度全てに反省し、 

変わろうと努力しています。 

また、素晴らしい出会いもありました。 

どれだけ日本の家族、友人たち、セルラスの方々に支えられていたかにも改めて考えさせられました。 

自分にはあと 6か月の期間があります。 

いろんなことで悩んで、経験して、楽しめたらいいなと思います。 

 

明けましておめでとうございます。2017年もよろしくお願いします。 

ジンジャーブレッド 

ハウス！ 

 

日本からもうれしいプレゼントが ! 


