12/1（水）
Geometry のテストがあった。習ってないのも出てきたけど、選択問題だったから何とかなった。
あとランチはいつもことこさんと食べているのだけど、ことこさんは日本語クラス取ってるわ
けだし結構日本に興味があるから、いろいろ話せて楽しい。たまに日本語を使って質問してく
れて凄いなと思う。
12/2（木）
今日は特に何も無かった。強いて言えば、いつも 1 時間半かかっていた宿題が 1 時間で終わっ
て嬉しかったことぐらい。英語力が上がったと言うより、楽するずる賢さが上がった気がする。
12/3（金）
TikTok でエヴァの 4:00am っていう歌が流行ってるって友達が言ってたけど、日本ではどうな
んだろう。よく知らないけど、日本のことについて興味を持ってくれるのは嬉しい。逆に日本
で流行ってるアメリカの歌とか何があるんだろう。
12/4（土）
HT と買い物に行っていたら謎の腹痛に襲われた。でも家に帰ってから寝っ転がってたら、
YouTube 見て爆笑できる程度に全回復した。もし学校でお腹が痛くなったらはほんとに嫌だと
思った。まず保健室というものがどこにあるのか知らないし、何か質問されても答えられる自
信ないし。
12/5（日）
コーディネーターが月一の面会に来た。私が前よりも HF に馴染めていると HF が言ってたよと
コーディネーターに言われたので嬉しかった。
12/6（月）
今週は、決まった服を着てこようみたいな週。月曜はパジャマ day、火曜はソックス day、水曜
は帽子 day、木曜はコスプレ day、金曜はチェック柄 day。強制じゃないからしないけど、ちら
ほら面白い格好の人を見かけられるので楽しい。
12/7（火）
いくつかの教科で、期末テストへ向けての復習が始まった。数学 60 問を 60 分かからずに解け
てめちゃくちゃ嬉しかった。ただ、逆、裏、対偶とかの英単語がまだしっかり覚えられていな
いから、そこを頑張ろうと思う。
12/8（水）
英語の期末テストは、グループでのプレゼンだ。グループの人の話すスピードが速すぎて何回
も聞き返してしまった。こんなに聞き返されているんだから、最初からゆっくり喋ろうとは思
わないのだろうかと思った。
12/9（木）
今日はとても風が強かった。なぜか天気が悪い時、学校の WiFi が使えなくなることがあって、
2 時間目に Chromebook が使えなくて授業が中断された。正直ラッキー。化学の時間に、生徒の
1 人が Dr.STONE 面白いよって先生に話していて、それなぁぁぁぁぁぁと思った。漫画全巻持っ
てますよって言いたかった。
12/10（金）
今日は Internal relations のクラスの先生が休みだったから別の先生が来た。いつもの先生じ
ゃない人が出欠をとる時、いつもあおいって読めるかなとハラハラする。それから、Chemistry

の期末テストが始まった。今日から来週の金曜まで、家でも学校でもどこでもできる。さらに
ノートや先生が作ったパワーポイント、これまでの単元テスト、全部使っていいそうだ。最高。
12/11（土）
大学に行ってた HT が帰ってきた。一緒にパズルした。出来上がりがどんな絵なのか分からない
けど、とりあえず鍵盤が見えたからピアノだ！と思ってそこだけ一生懸命揃えた。このままブ
レハッチが出てこないかなと思ったけど、さすがにありえないか。結構大きくてまだ 4 分の 1
も出来てないけど、出来上がりが楽しみ。
12/12（日）
HF とお出かけした。まず、オープンハウスを見に行った。新しい家の木の匂いはやっぱり最高
だった。それからお昼をレストランで食べた。もう洋食は飽きたのであまり気乗りしなかった。
帰りにダウンタウンに寄った。歩くの疲れたけど楽しかった。
12/13（月）
Japanese class で日本の地理や歴史、文化などを紹介してる動画を見た。その後、日本の問題
とかについて話し合った。過労死だとか少子高齢化だとか、面白かったのは草食男子がどーの
こーのの話。でもそういうのってその人の性格だし、他人がどうこういうのははた迷惑な話だ
なと思った。
12/14（火）
Chemistry のテストを終わらせた。結果は 59/60 で、やってしまったぁぁあと思った。ちゃん
と見直ししたのに悔しい。計算問題だけのテストもあるからそれは満点取りたい。
12/15（水）
今日は Geometry と Japanese のテストがあった。どっちも満点だった。というか、Geometry は
正解するまでいくらでも解き直せたから楽だった。この前のテスト対策より簡単だったから拍
子抜けした。それに応用問題がひとつも無いのも物足りない感じがする。
12/16（木）
朝、外に出たら車にうっすら雪が積もってた。日本では雪降らないところに住んでるから感動
した。今日のテストは Internal relations と English。Internal relations は何か一つ国際的
な問題を選んで、それについてパンフレットを作成するというものだった。海洋ゴミについて
調べてパンフ作った。時間ギリギリで焦った。English はグループでプレゼン。緊張してただ
原稿を棒読みするだけになってしまったが、大きな失敗はしなかったからホッとした。
12/17（金）
今日で一学期は終わり。最後のテストは U.S. History と Chemistry だった。U.S. History は
私にとってアメリカとは？という題材でスライドを作った。何とか時間内に終わった。
Chemistry は 12 問だけ計算問題を解いた。1 番だったからお菓子貰えた。嬉しかった。
12/18（土）
今日から冬休み！と言ってもやることがないから一日中ダラダラ過ごしてしまった。学校の勉
強で使われる Canvas を開こうと思ったけど、もう昨日の時点で閉められていたみたいで、あぁ
本当に冬休みに何もしなくていいんだなと思った。
12/19（日）
街に行った。外食をしたけど、やっぱり洋食には飽きた。日本にいれば、和食も洋食も全部食
べれたけど、ここではちゃんとした日本のお店に行かないと和食を食べられないのが悲しい。

Japanese class の先生におすすめされた和食料理店にはまだ行けてないので、絶対帰るまでに
行きたい。
12/20（月）
来学期、Japanese club で日本についてのプレゼンしてねと言われていたので、Chromebook で
スライドを作った。アメリカに来る前にスケッチブックに写真ペタペタ貼って準備はしておい
たけど、ここに来てから付け足したいことを色々見つけたので、いっそのこと全部作り直すこ
とにした。ずっとパソコンの前に座ってたから肩がこった。
12/21（火）
何度か会ったことのある人達が家に来た。クリスマスプレゼントを貰って、わざわざ私にまで
ありがたいと思った。
12/22（水）
折り紙でくす玉を作った。同じものを 30 何枚か折らないといけなくて、心が折れかけた。でも
YouTube を垂れ流しながらぼーっと折っていたらいつの間にか全部折り終えていた。クリスマ
スツリーに飾って HF に見せた。毎年かざってくれると嬉しいなと思った。
12/23（木）
冬休みの宿題がないからやることがない。宿題なんてなくていいと思ってたけど、本当になく
なると少しは欲しくなる。勉強しようと思っても、強制させられないと続かないタイプの人間
だから宿題はほしい。と言うよりは、これをしますって申告してそれを実行できているか見張
る人がほしい。でも宿題やらなくても怒らないでほしい。みたいな面倒くさいことを考えてた。
12/24（金）
今日はクリスマスイブ。今更すぎるけど、HM に頼んでクリスマスプレゼントを買いに連れてい
ってもらった。こんな直前にじゃなくてもっと早くプレゼントを選んでおくべきだった。高か
ったけど良いのが見つかったので HF が喜んでくれるといい。
12/25（土）
今日はクリスマスでありリヴァイ兵長の誕生日でもある。朝起きたら、HF みんなでツリーの下
に積まれたプレゼントを開けた。私からのプレゼントも喜んでくれたので嬉しかった。わたし
は靴とアニメの T シャツとその他細々したものを貰った。特に NARUTO の財布が 1 番嬉しかった。
午後は HM の弟の誕生日会に行った。なんとその家には小さいけど新品のグランドピアノがあっ
た。ハッピーバースデーの歌？を弾いて出迎えた。パーティーに来た人の中には、私に挨拶す
る時に｢はじめまして｣と日本語で言ってくれる人もいて感動した。ケーキ食べたり UNO をした
りした。夜は sing2 の映画を見に行った。前作は見たこと無かったけど、面白かった。
12/26（日）
山に行って人生初の雪遊びをした。サラサラフワフワの雪で、雪だるまを作るには向いていな
かった。けど、そりで坂を滑ったり、木の枝を揺らして先端に付いている氷をカラカラ鳴らし
たりして、とても楽しかった。HF の家で飼ってる犬も 1 匹だけ連れてきて一緒に遊んだ。でも
雪に飛び込んだ拍子に、ポケットからスマホが飛んでって雪に埋まったときは焦った。修学旅
行とかでみんなで雪国に行って遊びたいなと思った。
12/27（月）
ずっと思ってたけど、アメリカではじゃがいもの皮を剥かないのよね。食べても大丈夫だと言
われるけど、何となく食べる気にならない。芋、サシャ、

12/28（火）
最近独り言が増えた。あと、HF がいないときに犬たちに話しかけることも増えた。言葉が通じ
ない相手ってすごく喋りやすい。言葉が通じないというより表情が変わらない相手と話すのは、
気が楽でいい。
12/29（水）
HT とカードゲームをした。日本のカルタとか百人一首とかしたいなと思った。さすがに百人一
首は無理だろうけど、坊主めくりくらいならできるんじゃないかと思ったけど、まず百人一首
を持ってない。今度日本のものが売ってるお店で探してみようと思う。
12/30（木）
最近、ポジティブという言葉を聞くことが増えた。それもネガティブな意味で。あの人もポジ
ティブ、コロナ陽性だったんだってよということを聞く度に嫌になる。授業がリモートになっ
てくれればいいのにと思う。というか登校するかリモートかどっちでもいいよってなってほし
い。正直週 5 日も同じ場所に行き続けるとか苦痛でしかない。
12/31（金）
朝 3 時頃に起きて、紅白歌合戦のライブ配信を見ようと試みたがダメだった。でも 30 秒ぐらい
の歌唱映像を NHK が出してくれてたから、どうにかまふまふさんの歌を聞くことが出来た。い
つもは紅白見ないのに、なんで私が日本に居ない時に限って、好きな方が出場するんだよと思
った。午後は、HF と HT の友達のエマと一緒にボーリングに行った。HT のシドニーと私 vsHT
のナイヤとエマで勝負した。前半ボロボロだったけど後半は結構いい感じだった。まあ負けた
けど。楽しかった。

学校生活
・生徒の年齢層が広い
・数学というか算数ができない生徒が多い
・教室にアメリカの国旗が掲げられている
・窓も扉も締め切ってるから息苦しい
・先生が教室を自由にセッティングしている
・教科書が大きい
・教科書を使わない

家庭生活
・夕飯は一緒に食べるところが多いと聞いていたが、私の HF の家ではそうでもない。でも一緒
に食べる時は、たいていご飯の後にゲームしたり喋ったりしてゆったり過ごしている。
・私の家は、玄関の扉を開けると HP に通知が行くようになっている。防犯カメラもあちこちあ
る。また、10 数軒の家のまとまりごとにゲートがあって、門番みたいな人がいる。車のナンバ
ーか何かを登録していたら門を開けてくれるけど、登録していなかったら用事は何か聞かれて
門の中の家に連絡して許可がもらえないと入れない。徒歩なら徒歩用の門があってコードを入
力して中に入る。

前髪（特に女子）
日本…前髪ある人ない人、ある人の方が多いイメージだけど人それぞれ
米国…ほとんど前髪なし
歌
日本…音の数が多くてメロディ凝ってる感じ？
米国…音数は少なくて同じメロディの繰り返しみたいな
チャイム
日本…なんとなくキーンコーンカーンコーンキーンコーンカーンコーンのイメージ
米国…授業 1 分前と授業開始時、終了時に 4 回ベルが鳴る
人種差別
日本…人種というより日本人かそれ以外かで考えてると思うから、人種差別はあまり聞かない。
外国人差別はあると思う。自分より劣っているからとかそういう考えを持って差別をするので
はなく、言葉が通じない、面倒事に巻き込まれたくないという理由で外国人お断りなんてこと
がある場合もあると思う。
米国…先生から聞いたけど、私の学校には白人の生徒からは期限を過ぎた宿題も受け取るけど
黒人の生徒からは受け取らない先生がいるらしい。あくまで噂だけど、色んな意味で凄いよな
と思った。私も学校のカフェテリアで、1 度だけアジア人差別的な言葉を言われたことがある。
まぁアジアンと言われても漠然としすぎていて傷つかないけど、ジャパニーズと言われたら、
は？〇〇ろよ〇〇〇〇が。と思ったはず。差別する対象の範囲が限定されるほど苛立つ感じが
する。
期末テスト
日本…筆記試験。成績を大きく左右する。テストが終わったら返されて解説してもらったり訂
正したりする。テストは終業式のひと月前ぐらいにある。
米国…私がとってる 6 教科のうち、3 教科は日本と同じ筆記試験で、他はプロジェクト。プレ
ゼンしたり資料作ったり。テストが終わったらすぐ冬休み。訂正とか解説はなし。
ハンカチ
日本…持ち歩いてる人が多い。
米国…トイレには必ずティッシュがあるからハンカチを持っている意味があまりない。ハンカ
チで手を拭いている人は見たことがない。

