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My last baseball season was over this month.  

We made a play off but we lost the first game.  

I cried without thinking at the bus because of two reasons.  

First, I just do not like to lose about anything.  

Second, I can’t play baseball with these fabulous friends and coaches.  

Baseball team had changed my American life.  

Words cannot tell how I appreciate them.  

No matter who I am, they treat me like real brother with respectful.  

After baseball season, they still keep in touch and take me to somewhere.  

Also, one of them pick me up after school every day even they don’t need to stay school because they are senior  

so can go home.  

As you know I decided to stay here instead of going to Florida.  

I guess it shows my baseball team my appreciation.  

Eventually, I could go to Florida.  

I went to Universal Studio and Disney World. Especially, Disney World impressed me.  

Definitely, it was best Disney park in the world. The size, foods, shows, and everything was amazing.  

I will never forget this trip. The fire works in front of the castle was the best.  

It is one of great accomplishment that Walt Disney and his company did. They always give us a dream.  

 

From this study abroad, I realized one important thing. 

Always great people are around me.  

I knew people can’t live by themselves, but I didn’t know real meaning of it.  

I used to think I don’t need someone’s help, like “I got this”,” I can do that without your help”.  

I wish I could have slap myself at that time lol 

Oops, I need to tell you guys my accomplishment.  

I was selected by a No.1 All district Short Stop. I am so proud of myself.  

Great way to end my last baseball year. 

I had a prom end of this month. I was trying to ask my female friend.  

However, I noticed that I can’t ask anybody because I am a junior.  

Our school’ prom is just for seniors.  

So my baseball friends ask me to go to prom as a group.  

Thanks to them, I could go to prom and had really good experiences.  

 

This end of month was time to started say bye to all of my friends and teachers.  

I’m so glad that became part of member of WHHS.  

There is no privilege to do something, but they are really nice people. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月のはじめ頃に野球シーズンが終わりました。 

まさかこんなに楽しいシーズンになるとは思いませんでした。 

これから練習がなくなって、みんなと話す機会が減ると思うと寂しいです。 

言葉では表せないくらい彼らには感謝しています。 

 

そして、なんと！！フロリダに５日間行ってきました！ 

いろいろあり、結局行けることになりました。 

一人で飛行機に乗って、フロリダで留学友達と待ち合わせました。 

念願だったユニバーサルスタジオ、Disney Worldに行きました。 

まさか日本のユニバーサルスタジオに行くまでに 

アメリカの方に行けるとは思っていませんでした。 

旅のすべてが楽しすぎて話しきれません！！ 

日本の Disney とスケールが違いすぎてびっくりしました。（笑） 

ショーや花火もすごかったです。 

 

この留学を通して数多くの事を学びました。 

その中でも一つの事に気が付きました。 

それはいつどんな時でも、 

自分の周りには素晴らしい人たちがいるということです。 

自分は何か特別な才能も持っていないるわけではないけど、 

友達はどの人よりも恵まれていると思います。 

 

あと、嬉しい事に大変名誉のある賞状をもらいました。 

地区の野球の監督達と連盟みたいなのが決めるベスト９ 

（それぞれのポジションにつき一人）にショートストップ選ばれました。 

自分でもびっくりしましたが、すごいうれしかったです。 

 

そして、今月末にようやく Promがありました。 

残念なことに僕の代（１１年生）は相手を誘うことができませんでした。 

でも、野球の友達が自分に Promを体験させてあげたいということで連れて行ってもらいました。 

金曜日の夜だったんですけど、女の子たちは昼のうちに帰宅して美容院にいったり、気合が違いました（笑） 

なかには、リムジンとかをグループでレンタルしている子たちもいました。 

ダウンタウンのホテルみたいな豪華なところで行われました。 

いろいろなプログラムがあって、かなり楽しめました。 

 

今月末から Finalがはじまりました。 

ということはそろそろを言い始めなくてはいけません。 

僕はこの学校に来れてよかったです。 

ほかの学校と比べて、自分の学校自体はなにも留学生に対してしませんでしたが、 

先ほど言ったように、友達、先生方には恵まれました。 

いよいよ帰る準備を始めなければいけないみたいです。 

 

Thank you for always reading my report! 

So thankful to you guys. 


