★2017 年 4 月号
Hello.

How are you doing guys? I’m doing great.

I went to Globe Life Park where is Texas Rangers home field
with the exchange students.
It was my first time to watch Major League Baseball.
I was on the field because I was waiting the line.
My baseball team got a 2nd place of district.
Thankfully, I play every game as a starter.
So, we will move to the Bi-district play off which is next stage of district.
Susan who is my coordinator planned Florida trip for me last month.
Unfortunately, I’ll have a schedule conflict.
So, I was trying to persuade Coach.
However, he told me “We need you dude”.
It’s most honorable compliment as a player.
There was no reason to go to Florida.
Of course, I really wanted to go to Florida because it’s one of my dream
but I decided to stay here and play the game with them.
One day, we had a senior night which is ceremony for seniors.
MC said each of their favorite memory and what are they going to do after graduation.
Four of my friend’s favorite memory was playing baseball with me.
And It said Thanks Japan to give us Shohei.
I was soooo impressed.
Even though I played with them only one year.
I believe that everything is not coincidence but inevitable.
I’ll not scare anything after this study abroad.
I’m just keep going my way.
Most memorable thing of baseball is the game which I got a walk off.
I guess I was most excited at that time.
I’m luckiest person.
I have two great families and teams.

4 月になって、やっと
テキサスレンジャースの試合を見に行ってきました。
長―い行列を待ったら、なんと、
フィールドの中に入ることができました！

ダルビッシュは見れず…

実はあまりスポーツ観戦が好きではないのですが、
楽しめました。
野球チームが地区で２位を取ったので、
プレイオフというのに進むことになりました。
１か月前からスーザンというコーディネーターが、
僕だけのために特別に、
フロリダ旅行を企画していてくれていたのですが、
その予定が野球の試合とかぶってしまうということに気づきました。
結果からいうと、野球を優先しました。
自分としては間違ってない判断だったと思います。
その後どうなったかは、次号のお楽しみで。。
シニアナイトという、部活ごとに
高校 3 年生に向けたセレモニーみたいなのがあります。
一人一人、中央に家族と歩いて行ってる間に、
司会がその子の一番の思い出とか、
この後、何をするか（大学名、専攻、職業など）を
紹介します。
そのときの思い出のコーナーで、
４人の子が自分の名前を取り上げてくれて
本当に感動しました。
ここのところ毎日のように、自分は幸せだなーと感じる日があります。
本当にすべての事に意味があって、偶然ではなく、すべてが必然なんだな～と感じます。
一番印象に残っていることは、かなり大事な試合でサヨナラヒットを打ったことです。
たぶん、あの時の感動は、一生忘れないと思います。
日本は春の季節で、
みんなが新しいスタートを切っていると
思うので、
自分も６月の帰国まで、
全力で駆け抜けます！
Thank you for reading my report guys :)

