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Hello! How’s it going? I always feeling pressed for time.  

Anyway, I’ll tell you all about what happened and how I spent this month.  

First, I went to Mexico for 6 days on a cruise. It was best trip ever and that trip became a great memory.  

The best thing that I did during this trip was scuba diving. 

I’m not good at swimming, so I haven’t ever swam in deep parts of the sea,  

but I got to use a kit, and finally, I saw bunch of beautiful fish.  

Everything was great except for one thing.  

On the last day of cruising, I felt sea sick and I didn’t enjoy the last day.  

While on the trip, we received sad news. 

My high school principal passed away. 

He was a great guy, and so we held a memorial for him.  

It was tough to prepare. 

Many Students came to the school and prayed for him. 

The Second semester started on January 10th, and I changed three of my classes,  

Psychology to Speech, Algebra2 to Pre-Calculus, and Spanish1 to Spanish2.  

I decided to take harder class than last semester.  

My new classes are also more fun, especially Speech.  

This is what I wanted to do it in America.  

My first presentation in Speech class was the best presentation I have ever done.  

Everyone including teacher praised me for the presentation. 

Next, In my U.S. history class, I became very interested in World War 2,  

but I was very confused about the different facts of Japan and The USA.  

My host dad and my U.S. history teacher said U.S. tried to save Japanese lives,  

and that’s why they dropped the atomic bomb.  

Can you imagine how it surprised me?  

I didn’t think it was true at that time, and I thought if I believed it, I would become dishonorable as a Japanese.  

I learned a lot of new things in class.  

At last, Baseball season started!!  

I hope my team will do well. Also, Donald Trump officially became the president of USA.  

I saw the news of lots of people hold protests against him in some states, even my state.  

What do the Japanese think? 

 

改めまして新年あけましておめでとうございます。 

お正月休みはゆっくり過ごせましたか？毎月そうですが今月も色んなことがありました。 

あっという間に 2017年になり僕の残された留学期間も約 5か月になりました。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月 2日～8日まで、メキシコに家族とクルーズで旅行に行ってきました。 

内容的には、基本は船の中で過ごして、2日間メキシコの島(Costa Maya, Cozumel)で 

アクティビティーをするという感じでした。 

その船の中が小さな町のようですごかったので、退屈は全くしませんでした。 

メキシコはとにかく暑く、人は陽気で、海はサイコーに透き通っていて、 

また必ず行きたいなと思うような国でした。 

 

あっという間に冬休みも終わり、2学期目が始まりました。 

心理学からスピーチ、Algebra2から Pre-Calculus(Algebra2の一つ上のクラス)、 

Spanish１→Spanish２へと変えました。 

スピーチのクラスが、今は一番楽しいです。話し方、発音、音の強弱、聞き方など沢山の事を学びます。 

もちろんプレゼンもします。 

この前の最初のプレゼンでは、今までしてきたプレゼンの中でも、自分で一番納得がいくプレゼンができました。 

クラスメート含め、先生からも褒められ、沢山の拍手をもらいました。 

改めて自分は、人前で話すのが好きなんだなぁと感じました。 

もっともっと授業で沢山の事を学んで、相手に自分の気持ちをしっかりと伝えられ、 

ユニークなプレゼンができるようになりたいです。 

 

そしていよいよ U.S. Historyの授業で、WW2に入りました。 

一人の日本人として、とても興味深いものであり、またそこには、いくつかの事実の違いが生じていました。 

中でも一番の驚きだったのは、原子爆弾のことです。 

簡単に説明すると、アメリカは日本人の命を救うために原爆を落としたらしいです。 

意味が分かりませんよね？ 

自分はとても驚きましたが、他の人にも確認したところ、 

白人の友達、ホスト dadも、そういうように教えられてきたとのことです。 

唯一 Hispanic系の子たちは、それは違う、I’m with you thereと言ってくれました。 

先生も日本人にWW2のことを教えるのは初めてだったらしく、 

気を使ってくれつつも、 

沢山のアメリカ視点のことを教えてくれました。 

みなさん、このことに関してどう思いますか？ 

 

1月から、ようやく Baseballのシーズンが始まったので、 

野球の方も頑張りたいと思います。 

Thank you for reading my report. Have a great month! 

 

 先日、学校の方から、成績優秀者が貰える 

Honor rollというものを頂きました。 

全ての教科を必死にやった結果だと 

思います。 

友達、先生たちの存在は、 

かなり大きかったです。 

 

 


