8 月 11 日(木)
今日は IEP 最後の日だった。朝は消防局に行って消防車や消防局の中の様子を見
せてもらった。そして夜からパーティーだったので、出し物の練習や HF への
Thanks bored 作りや、39 期生でメッセージを書きあったり、ゲームをしたりも
した。ランチの後 ELTiS のスコアを聞いて、あまり良くなくて落ち込んだ。パー
ティーでは、ディナーを食べたあと、パフォーマンスをした。私はダンスをし
た。その後浴衣を英語で紹介したり、HF と CHI の方へ感謝の言葉を伝えたりし
た。最後にケーキを食べながら折り紙を小さい子たちに教えた。だんだん 39 期
生の皆が帰っていって、とても寂しかった。皆と来年、無事に会えるといいな。
8 月 12 日(金)
今日は、特に予定が無かったので、部屋の掃除や洗濯をしたり、HT への手紙を
書いたりした。そして夜、寝る前に HM と誕生日ケーキを作った。生地から作
って、上手くできたので良かった。
8 月 13 日(土)
今日は HT の誕生日だったので、Renaissance Faire に行った。ほとんどの人がド
レスアップしていて、その中で日本のアニメのコスプレをしている人を見かけ
て嬉しかった。また、ショーを見たり、お店を見て回ったりして、日本には無
いようなマスクや雑貨などが売られていた。夜は手作りのケーキを食べた。ま
た、誕生日プレゼントに手紙とプレゼントを渡したらとても喜んでくれた。
8 月 14 日(日)
今日は午前中に HF とピクルスを作って、午後から HT の誕生日ディナーでお寿
司を食べに行った。見た目やトッピングは日本と違っていたが美味しかった。
家に帰って HM に"何してるの?"と聞かれ、"Student Report 書いてる"と言って見
せたら、英語の勉強をするべきなのに日本語でレポートを書くの??と言われた。
英語で書いたほうがいいのかな。また、夜はタイからの留学生を迎えに空港に
行った。
8 月 15 日(月)
今日は HT と家でアニメを見たり、食器の片付けをしたりした。間食に HT とア
メリカのグミを食べたが美味しかった。夜は HD の car race の時に着ていく衣装
を決めたり、アメリカの高校について話したりした。HM に日本では先生の話を
静かに聞くスタイルだけど、アメリカではグループで話し合ったり、皆それぞ
れお喋りしているスタイルだから最初は集中するのが難しいと思う。だから普
段他の人が自分と関係ない話をしてたり、グループで話したりしてても、でき
るだけ聞き取ろうとして話に入っていって、何について話してるか分からない
ときは聞いたらいい。と言われた。

8 月 16 日(火)
今日は朝、HT と Cross Country の練習に行った。コーチもいて、走ったあとに皆
で喋ったり
ドーナツを食べたりした。シニアの先輩達がグループで話してて緊張したけど、
一緒に写真をとってもいいか話しかけたら、笑顔で受け入れてくれてちょっと
お話できて嬉しかった。また、練習のあと、高校で運動するための許可証をも
らって、HT が校内を案内してくれた。廊下の両サイドに部屋が沢山あって、外
にも教室があった。そして、HM が仕事から帰ってきたあと、今日したことにつ
いていつもよりたくさん話せてよかった。
8 月 17 日(水)
今日は朝、HT と Cross Country の練習に行った。キツイけど HT や友達と走った
り、音楽を流してくれたりするので楽しい。先輩達が音楽に合わせてダンスを
していて、HT が"You guys adorable!"と言っていたのが面白かった。帰ってきてか
ら HT の carwash のお手伝いをする予定だったが、HT が頭を強く打って部屋で休
んでるのでまた今度やると思う。午後からは HT の体調が良くなったので、HT
が働いている農場でうさぎ小屋の掃除の手伝いをした。沢山のうさぎがいて可
愛かった。ディナーのあとティアという AC が来て、紙にサインしたりお話を聞
いたりした。
8 月 18 日(木)
今日は私以外みんな用事があって家で 1 人で過ごした。HD について行くことも
出来たけど、疲れたから家で休むことにした。勉強したり食器を片付けたり、
うさぎのお世話をしたりした。最近は寝る前に少ししか勉強できてなかったの
で長時間できて良かった。
8 月 19 日(金)
今日、HT はお父さんの家に行って"See you Sunday afternoon"と言われて週末 1
人なのが寂しいと思った。午後からタイからの留学生の khowpan と湖に行った。
他にも沢山の高校生がいた。ボートに乗せてもらったが景色がとても綺麗だっ
た。また、khowpan と沢山お話して仲良くなった。
8 月 20 日(土)
今日は午前中に食器の片付けとガーデニングの手伝いをして、午後からは HM と
zucchini bread を作った。それから HM は仕事だったので私は英語のリスニング
の勉強をした。ディナーにメキシカンレストランへ行った。とても美味しかっ
た。
8 月 21 日(日)
今日はコストコに行ったり uwajimaya という asian super に行ったりして、HF に
作る日本料理の材料が買えたので良かった。また HT を迎えに行った。キャンプ
に行っていたらしく、とても楽しそうだったので良かった。

8 月 22 日(月)
今日は午前中に掃除や勉強をして午後は学校に行ってスクールカウンセラーと
学校で取るクラスについて話した。時間割や地図を貰ったので HT に案内しても
らったり、Cross Country の練習に行ったりした。部活では部員全員集まっていた
が何を話しているのか本当に分からなかった。これから毎日あるので理解する
だけでも頑張りたい。帰ってきてディナーにうどんを作った。みんな美味しい
と言ってくれて良かった。
8 月 23 日(火)
今日は Cross Country の午後練に行った。走ったあと、筋トレやストレッチをし
てとても疲れた。
でも HT の友達と仲良くなれて嬉しかった。ディナーのあと、HM に学校のホー
ムページから e‐mail やスケジュールなどを見る方法を教えてもらった。
8 月 24 日(水)
今日は午前中に HT とウサギ小屋の掃除をしに行った。掃除のあとうさぎ達の快
適そうな姿を見ると嬉しい。午後は Cross Country の練習があって HT と HM が夕
方からテニシーに行くので 1 人で行ったが、もう 1 人の友達と一緒に走った。
自分から話しかけることが出来たのでよかった。
8 月 25 日(木)
今日は朝、Jennifer という CHI の人が迎えにきて HF がテニシーに行っている間
その人の家に泊まることになった。そしてマリーとパーカーという小さい子た
ちと遊んだあと、Cross Country に行った。今日は何 km か分からないくらい沢山
走って疲れた。でも終わったあとにアイスを貰えて嬉しかった。帰ってきてデ
ィナーのあとまた遊んだり映画を見たりした。
8 月 26 日(金)
今日はパーカーの友達が来て一緒に遊んだ。ゲームをしていたが全然分からな
かった。マリーとは家族ごっこみたいな遊びをしていて小さい頃を思い出して
懐かしくなった。Cross Country ではタイムを計ってコースを走った。28.39 くら
いだった。そのあとロガーという子の誕生日パーティーに行った。みすみもい
てびっくりした。タイとイタリアからの留学生もいて、みんなで沢山喋った。
とても幸せな時間だった。
8 月 27 日(土)
今日は Jennifer のお仕事について行って、家まで送ってもらった。そのあとディ
ナーを HD と食べに行った。定員さんがすごく優しい人で誕生日じゃないけどア
メリカでの 15 歳の誕生日を祝ってくれた。私の前に HF が受け入れていた留学
生も体験したらしい。誕生日の歌を歌ってくれてアイスを貰った。周りの人も
歌にのってくれた。

8 月 28 日(日)
今日は朝、HM と HT を迎えに空港に行った。お土産に可愛い T シャツとペンを
貰った。ディナーのあと、ドイツからの留学生が来た。その子の HF が旅行に行
っている関係で 1 泊 2 日泊まるらしい。流暢な英語で HF に沢山話しかけててす
ごいと思った。
8 月 29 日(月)
今日は、学校に行って授業登録ような、写真撮影をしたり、学校案内をしても
らったりする日だった。私が理解できない時は HT が助けてくれた。すでにグル
ープも出来ていて友達ができるか少し不安になった。Cross Country では新しいコ
ースを走ったが、足が痛かったので早く走ることが出来なかった。また、HM に
このレポートを日本語で書いていることについて今日また言われた。"ただあな
たの英語力が下がるのを心配しているだけ"と言われたけど大きなトラブルにな
りたくないので明日から英語で書くことにした。
August 30th Tuesday
Today, I had to submit overseas regstration but I had to check my family information.
So, I will submit it tomorrow. I put away the dishes that were in the dishwasher. At
Cross Country, I ran four 400m. After we were done, everybody jumped in the river to
cool down. I didn't do it but I enjoyed today's practice and we got cookies and
chocolate milk. I was so happy.

家庭生活
・水を使いたい時、お湯を使わないといけない。
・スマホは 10 時まで。充電スポットに置く。
・日本にいる時より節電、節水を心がける
・あまりテレビを見ない
日本と米国の違い
・ 15 歳から車の免許取得のための勉強を始め、16 歳から免許取得ができる。
・学校の夏休みの宿題が無い

