
EP 留学レポート 9月報告 
Due 10th September 
 
Mr. Inada 
 
Hanano Ando 
 

Report of Study abroad (August) 
 

 
 
About a month has passed since I came Mississippi. I feel I am getting use to American 

life. School did not start yet, so I had orientations with other international students who came 
from Taiwan and China the first two weeks. I was busy because also I visited California. I went 
to there to help my host sister’s college moving. I visited two universities, UC Berkeley and 
Stanford. It was really good experience for me to visit American universities because I am going 
to go to college in United States. 
  

After back to school, I finally met SA students and I felt I actually came to American high 
school. There is various race of people and they have each totally different identity at SA. I 
realized that I’ve lived how small world after I came here. 

  
 Sometimes I think my heart is going to break off because classes are too hard for me to 
understand what teachers said. However, I never give up keeping make effort. Fortunately, 
students and teachers of SA are very kind to me and they always help me. I promise I will keep 
doing my best and have great school life with people of SA. 

 
 

ミシシッピに来て、約一か月が過ぎました。アメリカの生活にも慣れてきたよう

に思います。初めの二週間は学校が始まっていませんでしたが、毎日学校に行き、中国

や台湾からの留学生達とオリエンテーションを受けていました。また、カリフォルニア

を訪れたり、と忙しく過ごしていました。カリフォルニアへはホストシスターの大学入

学に家族みんなでついて行きました。UC Berkeley のキャンパス、また Stanford のキャ

ンパスも見学することができ、とても良い経験になりました。 
      

夏休みが終わり（アメリカの学校は大きな休みが一度あるので、新学年が始まる

ことを Back to school と言います。）学校が始まるとようやくアメリカの高校に来たの

だなと実感しました。様々な人種の生徒がおり、それぞれが全く違ったアイデンティテ

ィを持っているのです。アメリカの高校にきて、自分がどれ程狭い世界で過ごして来た

のかを思い知らされたように思います。 
 



授業は思っていた以上について行くのが難しく、心が折れそうになることもあり

ますが自分が今できる精一杯の努力を続けていこうと思います。セントアンドリュース

には本当に親切な生徒達、先生方がいつでも私を助けてくれるので心配は していませ

んが、これからの学校生活がより良いものになるよう、積極的に行動することを心がけ

て行きます。 
 
 

EP 留学レポート（10月） 

                                                                                       安東 花野 
October did not have big event but I was very busy. The only problem that happened 

this month was my cracked tooth. Except the problem, I have been enjoyed my American life. 

 

My St. Andrew’s life report is that volleyball season was over sadly. We went to 

semifinal of state tournament, so we had good season this year. It has important meaning tin 

my high school life that I made a lot of friends 

through a sport and I had unforgettable good 

memory with them. I think it was good choice that 

I decided to join the team which is fall sport 

because I could make many friends at once 

beginning of the year. At the beginning of 

study abroad is hard time. Especially, 

almost of all students at St. Andrew’s know 

each other so it is so hard to get closer to 

them. However, if you join in any sports 



team, it is easier to make friends with them. Now, my volleyball teammates are really 

important for me and I love them a lot. 

I thought join in some clubs is good idea after volleyball season is over because I can 

make more friends. And I sign up some clubs. One of the clubs, it is called Global 

Communications Club, it already had a couple meetings and we watched Japanese movie. I felt 

weird because I was the only one who can understand without subtitles. We watched “Battle 

Royale” that is not horror movie but we wanted to watch horror movie. It was really violence 

and the head of club and I thought we made the wrong choice. We have to choose next movie 

carefully next time. We are doing to watch another country’s movie next time. 

The other day, Bain and I talked about Japan for St. Andrew’s students who are 

interested in the EP program. I regret that I could not tell them about Japan so much. I told Mr. 

T that I want to tell St. Andrew’s students about Japan and myself more and ask is it possible 

that he give me another chance. Fortunately, He loved the idea so I will plan for it. I it is going 

to be cool if I can tell them about Japanese teenagers and “real Japan” not Americans’ image. 

And about myself, I notice that many students still do not know me so I just want them to know 

who am I and why I decided to come 

here. I think it is good thing not only for 

me that I could meet St. Andrew’s 

students but also for them, it is good 

opportunity of meet Japanese and talk 

with Japanese in their life because it is 

possibly that they have never known 



about Japan and talked with Japanese until now and in the future. Also, I can produce a good 

effect on them and I can change their life by some chance. My life has already started changing. 

My little wish in my life is that I can give new idea to people around me. 

  

Outside of school, I am working on my college stuff. I had already taken ACT at school 

with Juniors. And I am going to take TOEFLE this Friday. I am very busy because I have a lot of 

homework and you can imagine those are hard for me. Of course, I am taking all subjects in 

English so I usually spend three hours or more with my homework every day. In addition to that 

I have to study for tests such as ACT and TOEFL. I am always almost crying. Anyway, I am so 

busy but I am working hard because my friends in Japan are also keep fight. For all seniors, now 

is hard time.   

I visited Millsaps College and meet Japanese international students. I studied about 

going to an American college as an international student from them.  

 

   Speaking of fun things in this month, I really enjoyed Halloween in end of the month. I 

dressed up with Bain and we went to trick or treat. Also, we made Jack O’ Lantern which is 

pumpkin lantern.  

And I went to Alabama university which is famous for American football. Alabama has 

the best football team in the U.S. Both of my host parents graduate from this university so all of 

their family are huge Alabama fun. And we went to homecoming game. There were so many 

people there and many people were wearing red which is Alabama’s team color.  And the 



football stadium is huge. I could not believe that is one of the college facilities. I really enjoyed 

that night and it was my first experience of watching college football. 

先月は大きな行事はなかったものの、忙しく過ごしていました。歯が割れてしま

うというアクシデント以外は楽しく、充実した日々を送れたと思います。 
 

学校生活の報告としては、バレーボールのシーズンが終わりを迎えました。州大

会まで進むことができ、とても良い思い出ができました。スポーツを通してたくさんの

友達や思い出を作れたことは、学校生活の中でも大きな意味を持っていると思いまし

た。来年度の EP  留学生にもスポーツをすることを勧めたいと思います。特にこちらに

来てすぐの秋のシーズンのスポーツに入ったことはとても良い選択だったと思います。

初めの誰も知り合いのいないところから友達を作るのは本当に大変です。セントアンド

リュースはほとんどの生徒がお互いを知っていて、そこに 入っていくことは必ずしも

簡単だとは言えません。しかしスポーツを通せば比較的早く、簡単に打ち解けることが

できると思います。今では、ホストファミリーが街を離れなければならない時などはバ

レーのチームメイトの家に泊まりに行くようになりました。バレーを通して出来た友人

はとても大切な存在ですし、大好きな仲間です。 

  またバレーのシーズンが終われば授業以外で他の生徒と関わることが無くなるこ

とが分かっていたのでいくつかクラブにも入りました。 クラブの活動を通してもっと

たくさんの人に出会い、繋がりを増やしていけると良いなと思います。所属しているう

ちの一つ、Global communications club の第１回目の集まりは日本の映画を見ることでし

た。アメリカで、英語字幕のついた日本映画を見るのは変な感じがしました。ホラー映

画にしようということにしたのですが、部長が選んで来た映画がバトル・ロワイヤルと

いう映画でホラー映画というよりはアクション映画でただただ暴力的な映像を見たとい

う感じでした。私も部長も見たことがない映画だったので選択を誤ったねと少し反省し

つつ、それでも他のメンバーは気に入ったようだったので結果的には良かったです。次

回は違う国の映画を見る予定です。 

 別の日には、日本への交換留学についてベインとプレゼンをしました。私もパワ

ーポイントを作っていたのですが、本番でベインとミスコミュニケーションをしてしま

い、自分が発表する機会を逃してしまいました。なぜ交換留学をしようと思ったのか、

や桃山についての多少の質問には答えましたが、たくさんのことを伝えられなかったこ

とに後悔しました。自分がアメリカに日本からの交換留学生として来ているからには、

日本についてもっとたくさんの生徒達に知ってもらうことが自分の役目であると思いま

す。本当の日本の姿や、同じ年代の日本の高校生についてなど、今まで皆が知らなかっ

たことを伝えられたら、面白いのではないかなと考えています。また別の機会を作って

もらえるということなので、準備をしていこうと思っています。 

また、約３ヶ月が経ちましたが、自分から努力 しなければほとんどの生徒は私

の存在にすら気づかないままだということがわかりました。知り合いがベイン以外いな

かった頃に比べるとはるかに友人は増えましたが、まだまだ日本から来た留学生の存在

も安東花野という存在も知らない人がたくさんいます。ここに、たった一人選ばれて来



たからにはどれだけたくさんの人の記憶に残れるか、知ってもらえるかが勝負どころだ

と思います。自分とはどういう人間で、どうしてここに来たのか、そういった私自身の

ことについても次の機会にセントアンドリュースのみんなに知ってもらえたら良いなと

思います。 
  

学校生活以外の報告としては、大学進学の準備で忙しいということです。ACT や 

TOEFL といったテストの勉強を学校の勉強に加え行はなければならないので本当にし

んどいです。特に ACT は大変という言葉ではいい表せないほどです。というのも、ACT

は留学生用のテストではなく、アメリカの高校生が大学に入るために受けるテストだか

らです。英語（基本的には文法）、読解（小説、随筆や評論文など）、数学そして理科

という４つのセクションに分かれています。また、休日に大学のオープンキャンパスへ

出かけたりしています。ジャクソンの大学にも少しですが日本人留学生の方がいて、連

絡を取れるようにしてもらい、お話を聞かせてもらったりして、留学生としてアメリカ

の大学に入ることについても学んでいます。 
 

大学の準備以外では、月末にハロウィンがあったのでベインとコスチュームを着

て楽しみました。かぼちゃのランタンも初めて作り、アメリカのハロウィンを楽しむこ

とができました。 

また、アメリカで絶大的な人気を誇るスポーツ、アメリカンフットボール。高

校、大学、プロ、と試合の曜日が違うように設定されているのでアメリカの人々はシー

ズン中の週末はフットボールの試合観戦を楽しみます 。金曜日の夜は私もほぼ全ての

ホームゲームには足を運びました。フットボールの試合は単にスポーツ観戦としてでは

なく、金曜日の夜のイベント的感覚でアメリカの人たちは楽しんでいます。中には全く

試合を見ず、友達とおしゃべりしているだけの人、新しい友達を作るためにやってくる

人、もちろん友達の応援をしに来る人もいます。アメフトの試合はこちらの人にとって

のパーティーのようなものであるとも言えるかもしれません。それはさておき、セント

アンドリュースの試合だけではなく土曜日に行われる大学の試合にも行くことができま

した。 

私が訪れたのはアラバマ大学という大学で、アメリカで一番強い大学です。ホス

トペアレンツがそのアラバマ大学出身ということで家族全員大のアラバマファンです。

金曜日の学校終わりに車で約５時間かけてアラバマまで行き、次の日の夜に試合を見

て、その日の夜にまた５時間かけて帰るというハードスケジュールでしたが、大学の試

合、それもアメフトの本場で最高峰の大学の試合を肌で感じることができ、本当に良い

経験になりました。私が行った試合は年に一回のホームカミングゲームでシーズン中も

っとも盛り上がる試合でした。アラバマ大学のチームカラーである赤色の服を着た人で

溢れかえり、キャンパス内にはたくさんのテントが張られ、TV で試合を観戦している

人もたくさんいました。お昼にはパレードなどもあり、本当に賑やかで楽しかったで

す。 
 



EP留学レポート 11月 

      安東 花野 

The first day of thanks giving break, I moved to next host family’s house. My new host 

sister is one of my friends so I was so excited about living with her. She is also my body at 

school and she helps me before she become my host sister. The first week, she was in France 

but after she come back we have been having fun together. We went to sailing, a soccer game, 

study at her favorite café after school. She can drive so we can go anywhere wherever we want 

to. In the weekends, we usually go shopping, watch movies, hang out with our friends.  

I went to Canton, a small town in MS, to see Christmas lights with my friend and her 

family. Canton is a historical town and they have Christmas festival every year. There are some 

vintage shops. My friend and I stepped into a shop. We found a lot of Christmas cards at the 

shop. They were not just Christmas Cards. They are over 100-year-old cards. Some of them are 

written some messages and we thought they are so cool. I bought a beautiful ring and my 

friend got a keychain of bullet for her dad’s birthday gift.  



サンクスギビングというアメリカの連休の祝日の初日に新

しいホストファミリーの家に引っ越しました。ホストシスターと

は元々友達だったので彼女と一緒に住めるということでとても楽

しみにしていました。また、彼女は私のバディでもありホストシ

スターになる前から色々と学校生活の中で助けてくれていまし

た。引っ越して初めの一週間は彼女がフランスに短期留学してい

たのですが、帰って来てから彼女と楽しい時間を過ごしていま

す。放課後にヨットに乗りに行ったり、サッカーの試合観戦に行

ったり、ホストシスターのお気に入りのカフェに行って一緒に宿題をしたりして過ごし

ています。ホストシスターは運転できるので、どこでも好きなところに遊びに行くこと

ができるのでとても楽しい日々を送っています。週末には買い物に行ったり、映画を見

たり、友達と遊んだりしています。 

Canton という小さな街に友人と彼女のお母さん、妹、妹の友人とクリスマスの

イルミネーションを見に行きました。Canton という街はとても古く歴史的な街だそう

です。毎年クリスマスのライトアップをしているらしくライトアップの街といえば

Canton の事だとわかるほどだそうです。（ミシシッピの人の中で、ですが。）ヴィン

テージショップが何件かあり、ヴィンテージグッズが好きな私と友人は一軒のお店に足

を踏み入れました。そのお店にはたくさんのクリスマスカードが売られていたのです

が、単なるクリスマスカードではなく、100 年以上も前のものだったのです。私たちは

とても興味津々で店主さんのお話を聞きながらそれぞれの欲しいものを買いました。私



はとても綺麗な指輪を、友人は狩りが趣味だというお父さんへの誕生日プレゼントに銃

弾のキーホルダーを購入し、私たちは大満足でそのお店をあとにしました。 



EP 留学レポート ２月         Hanano Ando 

 
We had snow day again in January. This is really rare here 
in Mississippi. On snow day, school was closed. I was 
staying at my friend’s house because my host family was 
out of town then. I was supposed to stay her house just 
the weekend which means three days, however, because 
of snow days, I stayed her house for 6 days. The friend 
who I stayed with is one of my volleyball teammates, her 
name is Lauren, she is my best friend here.  
We got in the hot tab at her house a few times while I was 
staying with her. That was my favorite part when I visit her 
house. We spend those 6 days with going our friend’s party, watching football game which was 
her favorite team’s last game of this season, watching a horror movie and shopping. She is the 
funniest person I’ve ever met, I wasn’t bored at all. a  

 
After a week, Lauren had her last soccer home game. I made a poster 
for her. She loves it and that made me happy. She is still playing soccer 
right now but after that we will play softball together.  
 
January 27th was Snow Ball. Snow Ball is the name for the winter school 
dance at St. Andrew’s. American high schools have usually three dances 
in a year. Snow Ball was second dance this year. I did not have a date 
last time but I asked one of my friend this time. I did dance proposal 
after his soccer game. It was so fun to do that.  
  



My date was John, he is one of my friend and he come to my host family’s house to pick me up. 
If you have a date, girls get ready at their house or their friend’s house and boys pick them up. 
Almost of all juniors and seniors have a car and they can 
drive which is I think really cool. My date is also senior as 
me and he picked me up with his car. Actually, he 
drove his mom’s car that day because his mom’s car is 
nicer than his car. When he told me about that I thought it 
is so sweet and cute that he took nicer car to go to the dance. 
Girls can be like princesses at the dance night. Her date picks 
them up at house with his car, ring a bell and stand there with 
nice clothes. John picked me up and he looked at me 
then he told me “You look amazing tonight!”  Ok, if we have 
school dances at high school in Japan and you go to the dance 
with one of your male friends, he probably wouldn’t say 
such thing. He escorted me to his car and opened the car 
door for me. I was totally falling in love with the situation. 
We went to my friend’s house and take pictures. After 
that we went to dinner. Around 9, we finally go to school and 
enjoyed dance. It was definitely fun night than 
homecoming because I got date which means when slow song 
comes, you don’t feel alone! Also, the band was also better than last time. I had really great 
time with my friends that night and with my date!  
 
   
 
 
 

一月の間にまた雪が降っ

て学校が休校になり、週

末だけ泊まらせてもらう

はずだった友人の家に計

６日も居候してしまいま

した。ミシシッピでは雪

が降ることはとても稀

で、前回一度降った時に

既にとても驚いていたの

に、今回は二日も降り続

け、かなりみんな驚いていました。 

ローレンという私のアメリカでできた親友とはいつもとても楽しい時間を過ごしていま

す。ローレンはとても面白く、彼女といるときは退屈しません。私たちは友人のパーテ

ィーに行ったり、ローレンが応援しているプロアメフトのシーズン最後の試合を観戦し

たりローレンも私もホラー映画が好きなので、IT というホラー映画を見たり、買い物に

行ったりして６日間を過ごしました。 



友人のローレンの家に行ったときはいつもホットタブ に入るのが私のお気に入りなの

ですが、今回は泊まらせてもらっている間に何度か入ることができてとても嬉しかった

です。アメリカではお湯に浸かることはほとんどない上にローレンの家のホットタブは

庭のプールを温めるタイプなので露天風呂のようになりとても気持ちよく、毎日湯船に

入る習慣のある日本人の私にとってアメリカではなかなか無い貴重な機会なのです。 

それから一週間ほど後、ローレンのシニアナイトがあったのでポスターを作って試合を

応援しに行きました。彼女は大のアリアナ・グランデのファンなので、アリアナの新ア

ルバムのデザインを取り入れて作ってみました。ローレンが喜んでくれたので作った甲

斐があったなと嬉しく思いまし

た。 

一月２７日は待ちに待った年に３

回行われる２回目のスクールダン

スでした。セントアンドリュース

では今年はスノーボールという名

前がつけられていました。前回の

ホームカミングではカップルにな

っていく相手の男の子（デート）

がおらず、女の子の友達と行き、

スローダンスで取り残されるとい

う悲しい出来事が起こったので、

今回は女子が誘う番だとい

うこともあり、友人の一人

を誘って行きました。誘う

際にポスターとサッカーボ

ールを使って彼の試合の後

にサプライズをしました。 

多くの場合デートがいても

完全に二人で行くというこ

とはなく、友人とグループ

として行きます。グループ

で写真を撮り、ダンスの前

に少し高級なレストランで

ディナーをします。 



私のデートはジョンという同い年の子で、彼が家まで迎えに来てくれました。デートが

いる場合、女の子たちは自分の家や友人の家で一緒に準備をし、男の子たちがそこまで

迎えに来てくれます。ほとんどの高校三年生、ジュニアと四年生、シニア（高校は四年

制）は運転することができます。ジョンも私と同い年でシニアなので車を運転すること

ができ、自分の車を持っています。車で家まで来てくれたのですが、いつもの彼の黒い

ワゴン車ではありませんでした。お母さんの車の方が良い車だからとダンスに行くため

に違う車で来てくれました。良い車の方が喜ぶだろうと考えてくれた彼の優しさに触れ

ることができました。女の子たちはお姫様のようになれるのがダンスの日です。デート

が車で迎えに来てくれて、少し緊張した面持ちでベルを鳴らし、スーツ姿で玄関のドア

の前で彼女が来るのを待っています。そこへドレスアップした彼女がでて来るのです。

彼女もまたいつもと違った格好に少し照れながら彼の前に出て行きます。ジョンが着い

たと連絡してくれたので、二階にある自分の部屋から降りて行くと階段の下に既にスー

ツ姿のジョンがいてホストペアレンツに挨拶をしていました。ジョンが車の中で待って

いると思っていたのでまさに映画で見たようなシチュエーションが目の前に広がってい

て、少し感動しました。階段からおりていき、ジョンの前に行くと、” You look amazing 

tonight!” とこれまたまさに映画で聞いたようなセリフを言ってくれました。車までエス

コートしドアまで開けてくれるという日本の高校生活の中では体験できないようなプリ

ンセス体験をさせてもらい

ました。その後友人の家に

行きジョンや他の友人たち

と写真を撮り、みんなでデ

ィナーに行きました。9 時ご

ろになってようやく学校に

向き合い、ダンス会場に着

きました。今回はデートが

いたのでスローダンスの時

も楽しめ、バンドも前回よ

りよかったのでとても良い

時間を過ごすことができま

した。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EP留学レポート 三月 

                                                                       Hanano Ando 
 
 

I went to speech and debate competition for the first time. I had taken speech and 
debate class but I’ve never tried competitions. The competitions are usually held on weekends. 
We departed from school to the University of Southern Mississippi on Friday after lunch. The 
first day, there were a part of debate competitions so I was waiting my teammates. I did just 
one of speech but other students did two or three of speech or debate. It was really good 
experience because it was new challenge for me. My speech was not good but I could hear 
other people’s which were really good, so I am glad to go there. 

 
On the other days, I went to international students’ trip. St. Andrew’s has a lot of 

international students and exchange students. I am the longest staying exchange student but 
sometimes other countries’ exchange students visit St. Andrew’s like students from France, 
Germany and Peru. There stay for two weeks. Now, there is no exchange students except me. I 
went to the trip with international students from China and Taiwan. We went to a cooking 
school, Grammy Museum and Ole Miss. At the cooking school, we made our own lunch. The 
cooking teacher taught us how to make southern food.  
After we had lunch, we visited Grammy Museum. There were a lot of stuff like dresses that 
famous artists were wearing at Grammy. My mom is a huge fun of Michael Jackson and there 
were few his jackets that he was actually wearing in 
the music videos. They supposed to move to the 
other museum the day before we visited, but the 
schedule was changed and I could see them really 
luckily.  
The university of Mississippi is known as Ole Miss. 
Ole Miss has really good football team and 
Mississippi State is their rival. We visited Ole Miss’s 
campus which is in Oxford. I met a Japanese 
exchange student from Nagoya. She was so nice 
and she told me about her college life. 
 

二月の始めにスピーチ&ディベートの大

会に初めて参加してきました。 

学校で授業をとっていたのですが、英語のクラ

スの変更によってスピーチ&ディベートのクラ

スが取れなくなってしまったので最後に大会に

挑戦しておくべきだと思い参加しました。通

常、大会は金曜日から土曜日または日曜日の週

末に行われます。私は一つの項目にだけ出場したので出番は二日目のみでしたが、他の

生徒たちは二つや三つに出場していたのでみんな忙しそうでした。日本では体験できな

かったであろう経験をすることができ良かったです。 



 数週間後の週末には留学生の遠足のようなものがあり、中国と台湾からきている

留学生たちとクッキングスクール、グラミーミュージアム、Ole  Miss に行きました。 

クッキングスクールでは southern food を作り、ランチを美味しくいただきました。グ

ラミーミュージアムにはマイケルジャクソンのジャケットがあり、実際に本人が来てい

たものであると聞きとても驚きました。 

二日目には Ole Miss  というミシシッピで有名な大学を訪れました。日本人の留学生の

方とお話ができ、とてもいい経験になりました。 
 
 

 
 
   
   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EP 留学レポート ４月              

                                                                              安東 花野 
 
 
 
 
 I am so glad that I was there at the big basketball game for St. Andrew’s. Our boys’ 

basketball team won the state championship! We are number one in the state! Right after the 
finals, some students and I headed to Tennessee to visit colleges. It was seven days long trip 
and we visited 13 colleges. Those colleges are in Tennessee, Virginia, North Carolina, and South 
Carolina. It was really fun trip. I saw many colleges that even I’ve never known. My most 
favorite college among colleges that we visited in this trip was High Point University. They have 
really cool campus that totally different from other schools. Some people says they are too 
creepy but some people like me who like new things are going to love it. They are innovative 
and unique. Inside of the buildings are almost like a company office. They are strong for 
business and that is one of why I loved them. 

After spring break, my softball team had a tournament on Saturday. We headed to the 
Sebastpool early in the morning and came back around 9 p.m. I was so tired but had good time. 
We usually have games on Tuesdays and Thursdays but I’ve never had games on weekends and 
also more than one games a day. I got tan that was the sad thing on the day.  

Around this time, our graduation coming soon, many seniors have their senior parties. Those 
parties are held at their houses, restaurants, parks and so on. I went one party until now and I 
am going four more senior parties. In Japan, we don’t do such parties for celebrate our 
graduation by ourselves so I was little bit surprised. Anyway, I am so excited about going those 
parties. 

  In school, I took national French test, it is called “National French Contest”. It is like a 
Sinkenmoshi in Japan for just French. Everyone who is taking French take this test. I have not 
gotten the result yet and I am afraid of it. Listening part was so hard that I could not answer 
with confidence.  

French exchange students and German exchange students came St. Andrew’s. both of them 
stayed here just two weeks. I became friends with many German exchange students. One girl, 
her name is Laura, she was staying with one of my softball teammate so we could talk after 
practice. We talked about our countries and differences from the US. It was really good 
experience that meet other exchange students. During French exchange student was staying 
here, they came my French class one time and we had conversations in French. It was also great 
experience for me. I talked with French in French guys!  

Another good experience was that I could know what American people think about atomic 
weapons that they dropped in Hiroshima and Nagasaki in WWII. My American history teacher 
assigned short essay that its topic was “if you were president Truman, you would make the 
decision that he made?” (I will attach my essay on the email with this report). I thought the 
answer is totally NO. I’ve educated about atomic bombs in Japanese schools. I believe all of 
Japanese thinks dropping atomic bombs was absolutely wrong and it was inhuman act. I 
thought American people think so too. However, seven students answer if they were president 



Truman, they would make same decision that dropping atomic bombs against Japan. The 
number of students who answered would not make same decision were only three. 
Furthermore, that number of three included me. I was too surprise to say anything. I asked my 
teacher why other students can say president Truman’s decision was correct even too many 
civilians were killed. And He told me Americans’ common ideas about atomic bombs.  I can tell 
it was a revenge for Pearl Harbor but still hard to understand from one of Japanese’ view. 
Overall, I think it was one of the greatest experience because I could know what Americans 
actually think and talk with an American history teacher about this big topic between the U.S. 
and Japan.    

 The last thing that I want to write about is prom! Prom is a school dance for seniors. (in 
SA, juniors also come) This dance is the last one in high school so it is big deal! I went to my 
host sister and some our friends. One of the differences from other dances is girls wear long 
dresses. There were dad-and-daughter’s dance and mom-and-son’s dance. My friend’s dad 
danced with me instead of my dad in Japan! I had great time with people who I met at SA at 
that night. 

 

 記念すべき初の快挙となる場に立ち寄れたことはとても光栄でした。セントアン

ドリュースの男子バスケが今までで初めて州チャンピオンに輝きました。準決勝、決勝

はジャクソンにあるスタジアムで行われました。準決勝は水曜日のお昼で本来は学校が

あったのですが、学校は午前で終わり、生徒全員で応援に駆けつけました。決勝は春休

み初日の土曜日に行われ、見事優勝を飾ったところを見届けた後、私を含む約２０名の

生徒はスタジアムから直接カレッジツアーへ出発しました。長時間のバス移動を終えて

夜中にやっとテネシー州まで到着し、翌日から大学見学が始まりました。テネシー州か

ら南下するかたちでバージニア州、ノースカロライナ州、そしてサウスカロライナ州の

計１３校を尋ねました。私が一番気に入った大学はハイポイント大学というところで、

この大学は明らかには大学とは違っていました。とても革新的でユニークなこの大学に

は、まるでグーグルなどの今注目されている会社のオフィスのような場所があったり、

有名な起業家が講演にきたり（というのもたくさんの企業がこの大学に投資しているた

め）、ビジネスに欠かせないディナーを取りながらのミーティングやインタビューの練

習ができる高級レストランがミールプランの中に組み込まれており、週に一度そのレス

トランで食事をしながらマナーやドレスアップの基本を身につけられるようなシステム

があったりと、学生が社会に出るためのサポートが手厚い点でとてもいいなと思いまし

た。革新的なことに挑戦するのは簡単なことではありません。きっとたくさんの避難の

声があっただろうし、今でも革新的すぎて信じられない、伝統的な大学と違いすぎてう

まくいくはずがないと言う人もいるでしょう。そんな中でどんどん新しいことに挑戦

し、他との違いを生み出そうとする姿勢が自分と似ていたところも私が気に入った理由

の一つです。またキャンパスも魅力的で、噴水が所々にあったり、寮がまるでホテルの

ようだったりと、私たちを虜にしてしまうような魅力が溢れていました。 

 七日間のカレッジツアーを終え、春休みもその翌日に終わりを告げました。学校

の始まりです。夏休みが長い分、日本よりも冬休みと春休みは短いですがなんだかんだ

祝日やスノーデイなどで休みが多い気がします。しかし学校がある期間のしんどさは日

本に比べて大きいです。もちろん第二言語だからというのもありますが、セントアンド



リュースの生徒は現地の子でもハードだと言うくらい忙しい学校生活を送っています。

ほぼ毎日毎科目、課題が出され、テストに小テストが頻繁に行われます。それに加えて

現地の生徒は一年に１００時間のボランティア活動に従事することが課せられていま

す。また、バイトをしている子、習い事に通っている子、そしてスポーツチームに参加

している子がほとんどです。私も今現在ソフトボールチームに所属しており、ほぼ毎日

練習や試合があります。毎火曜、木曜は試合があり時には試合が長引いて家に帰るのが

１０時をすぎることもあります。そこから宿題やテスト勉強をしたり、と時間があって

も足りないくらいです。私が感じた日本の高校生との違いは 、やるときはやる、遊ぶ

ときは遊ぶといった切り替えの早さです。これは、アメリカの学校のシステムが生徒を

そうさせているのではないかと思います。長期休暇には先生たちは宿題を出さず、生徒

は本当の“休暇”を楽しむことができるのです。日本は休みと普段の区別が少なく、生徒

たちがどっちつかずでダラダラと長いのに中身の薄い勉強時間を過ごしてしまう理由も

わかったような気がします。とにかく、こちらでは自分で計画を立ててスケジュール管

理をしなければやっていけません。 
  

話が英語の方とそれてしまったのですが、また戻りたいと思います。春休みが終わ

り、ソフトのシーズン初のトーナメントがありました。朝早くから会場の学校に向か

い、終わって帰ってきたのは夜の 8 時ごろという丸一日のトーナメントでした。丸一

日屋外にいたため日焼けをしてしまったのは少し悲しかったです。 
  

今のこの卒業式を間近に控えた時期は、シニアパーティーが多く開かれます。このパ

ーティーはシニア（高三生）が自ら開く自分の卒業を祝うパーティーです。全員がする

訳ではないのですがたくさんのシニアたちは友人を招いてこのようなパーティーを行う

そうです。私も今のところ一つ行き、残り４つのシニアパーティーに招待されていま

す。それぞれテーマが違ったりしていてとても楽しみにしています。 

 四月の第一土曜日にプロムがありました。プロムとは、シニアにとって最後にな

るスクールダンスのことです。ロングドレスを着て、他のダンスよりフォーマルなダン

スとなります。今回はホストシスターと私たちの友人と行きました。初めに、シニア全

員の名前が呼ばれ、二人ずつ登場して行きました。そして父と娘のダンス、母と息子の

ダンスが行われたのですが、もちろん私の父は日本にいるので、友人のお父さんが一緒

に踊ってくれました。ホストシスターもシニアなのでホストファーザーは娘と踊り、幼

馴染のヒューズという男の子の家族はよく一緒に時間を過ごすので第二のホストファー

ザーとでも言えるでしょう彼のお父さんが踊ってくれました。こちらに来てできた友人

やお世話になっている人たちと過ごした良いひと時でした。 
  

学校生活としての報告は、この間ナショナルフレンチコンテストという全国フランス

語テストを受けました。これは日本でいう進研模試のフランス語版のようなもので、フ

ランス語を第二言語の科目として（私に取っては第三言語ですが。）取っているアメリ

カ中の生徒が受けるテストです。リスニングがとても難しく、自信がないので結果には

期待していません。 



 フランス語といえば、フランスからの交換留学生たちがきました。彼らは二週間

だけの滞在です。フランス語の授業のときに一度彼らがクラスに来て、フランス語の練

習をしました。まだまだですがやはり少しでも違う言語で違う国の人と話せるのは嬉し

く、楽しいことだなと改めて感じました。 

また、ドイツからの交換留学生たちも二週間滞在しており、たくさんの子たちと話を

して、仲良くなる機会がありました。その内の一人のローラという女の子と特に仲良く

なり、ドイツ語と日本語を教えあったり、それぞれの国について話したり、アメリカと

の違いについて話しました。 

こういった様々な国からの留学生を短期間でも受け入れることは生徒にとってとても

良い経験になり、学習の幅を広げることができると思います。桃山でもアメリカからだ

けではなくヨーロッパ、アフリカ、南アメリカ、アジアなど様々な地域からの留学生を

受け入れ、また日本人の生徒たちももっともっと色々な国を訪れ、学びを広げられるよ

うになれば素敵だなと思いました。 
  

アメリカ史の授業でとても驚いたことがありました。学習範囲が第二次世界大戦の時

代になり、日本とアメリカの戦いについて学ぶことがありました。アメリカが広島、そ

して長崎に落とした原爆。原爆の投下について、私たち日本人は悲劇であり、二度とあ

ってはならない非人道的行為であったと思っています。そして忘れないためにも、次の

世代に伝えるためにも毎年終戦の日には祈り、原爆について多くを学んできました。罪

のないたくさんの命が奪われ、あの行為が正当だったなんて意見は考えることさえ私に

はできません。授業の中で原爆投下についての話をしました。“もし自分がトルーマン

大統領だったら、彼と同じように広島、長崎への原爆投下という決断を下したかどう

か”という問いに対しクラス１０名の内の７名が原爆投下をする、と答えました。残り

の３人という数は私を含んでいます。つまりアメリカ人生徒９名のうち７名が原爆投下

は正しかったと考えているのです。（この問いについてショートエッセイが課題として

出され、ここで答えた意見と反対の意見で書くというものでしたが、先生がさすがに日

本人の私が原爆投下について正しかったと言うのは難しいだろうという配慮で私はその

ままの意見から書きました。そのショートエッセイも添付しておきます。）私はこの結

果に驚きを隠せませんでした。先に日本がパールハーバーを攻撃し、アメリカ軍人たち

の命が奪われた復讐でもあったろうし、未来の犠牲者を減らすためでもあり、戦争を終

わらせるためでもあったでしょう。しかし原爆という恐ろしい化学兵器を人間に向ける

必要はあったのか、人体実験も兼ねていたのではないか、ソ連を牽制するためや、日本

を降伏させるためなら一度でも十分だったはずであるのになぜ二度も投下したのか。エ

ッセイを書く中で調べているとたくさんの疑問が浮かんできました。私は原爆投下が正

当恋であったか否かについて答えを見つけようとするのはさほど大切なことであるとは

思いません。色々な立場の人の考えを知ること、新しい視点から見てみることこそが最

も重要であると考えます。今回の件で私自信今まで原爆投下について考えたことのない

視点から見ることができました。日本での原爆の学習はもちろん大切なことでしたがこ

うして一歩海外へ出てみると違った見方に出会えることが留学の大きな目的であると思

います。偏った考えを捨て（バックグラウンドやアイデンティティは大切にしつつ）、

広い視野で物事を考える力は自分を人として成長させてくれるのではないでしょうか。 



 

アメリカ史の課題で書いたショートエッセイ 
Due March 29th 
Mr. Maier 
Block 5                                                                                         Hana Ando 
 
Truman Essay 
 I would not have made the same decision to use atomic weapons against Japan that 

President Truman made. There are three reasons. The first, they did not have to be atomic 
bombs. Second, it was not necessary that dropping atomic bombs twice. Third, dropping atomic 
bomb to places that civilians live is considered to unethical act. 

 Firstly, atomic weapons have great destructive powers. The power is uncontrollably by 
human. Because of the great power, army thinks atomic weapons are perfect for forcing enemy 
but on the other hand it can cause so many people’s deaths.  

The U.S. started making atomic weapons since they heard Adolf Hitler was interested in 
them. The U.S. tried to make them before Nazi will do. However, after they stopped to make 
atomic weapons, the U.S. did not stop making them.  Scientists, led by Leo Szilard did not allow 
its necessity and send president Truman letters that against use atomic weapons. Truman 
ignore their opinion regardless of more scientists’ knowledges about atomic weapons than his.  

Atomic bombs had dropped only Japan since now. Obviously, it was the most shocking 
happening ever that had dropped such strong and terrifying bomb. They have never forgotten 
and never will not. Every summer, you can see there are many TV shows and movies about the 
war in Japan. All most of all elementary school students visit Hiroshima or Nagasaki for learning 
world peace and listen the stories about the day dropped atomic bomb from survivors directly 
to not to forget what happened in the past. Atomic bombs brought about the biggest sadness. 
It is sure enough that using atomic bombs for human is unacceptable. 

 Secondly there is a question that why Truman dropped atomic bomb to Japan twice. To 
make Japan surrender, it may be enough that just once. The first atomic bomb was dropped in 
Hiroshima on August 6, 1945. The bomb is called “Little Boy”. “Little Boy” is uranium-based 
bomb. On the other hand, the second one that was dropped in Nagasaki was used plutonium. 
The bomb is called “Fat Man”. “Fat Man” was dropped only three days after “Little Boy” was 
dropped. The U.S. could wait dropping second bomb if its purpose was making Japan surrender. 
Over 140,000 people died, 83,000 people were wounded because of the bomb in Hiroshima. 
Nagasaki’s damage was not as big as Hiroshima’s. Still over 70,000 people died and 75,000 
people were wounded. It seems that dropping atomic bombs in Japan twice the U.S. just 
wanted to do human experimentation by using Japanese civilians. I believe dropping atomic 
bomb twice did not follow original reasons that make Japan surrender. 

 Finally, the biggest mistake that I could not agree with him was that Truman dropped 
atomic bombs to the place that civilians live. Hiroshima had 350,000 population and Nagasaki 
had 270,000 population. The first bomb was dropped in Hiroshima 8:15 a.m. Monday, August 
6th. People in Hiroshima were going to work or eating breakfast. Suddenly, a strong light 
shined. It happened in a moment that destroyed whole city of Hiroshima. The bomb burned not 
only buildings but also so many civilians. Some people became just their shadows. Some 
people’s skin melted. And many children became alone because they lost their family. 



Hiroshima was a disaster at the period and Nagasaki so on. After that period, there were so 
many people who died because of chemical burn or cancer that caused by atomic bombs’ 
radiation. Still now, survivors are suffering from aftereffect of the atomic bombs. 

 Therefore, I would not say that I made same decision that dropping atomic bombs 
against Japan if I were president Truman. A great invention was sadly used for killing people by 
people’s hand. The power was needless to say. I cannot say it was the best decision for protect 
U.S. soldiers and finish the war by using this horrible weapon.  That was a human act that never 
allowed to do again.  

 
 

EP留学レポート 最終回 （５月） 
安東花野 

 
 
  This is going to be my last EP report from Mississippi. This year was long but short. I’ve 
been feel so long these three weeks. To be honest, I’ve been homesick that I thought I would 
never be. I miss all my Japanese friends, my family and Osaka. Past nine months, I’ve never felt 
that way.  I guess since my leaving for home is coming soon so my memory of life in Japan came 
back to my mind. Also, I had to make a big decision for my life about two weeks ago.  

 
I’ve planned to go to college in the U.S. and I’ve worked for that. I got acceptances from 

two colleges which all colleges I applied for. I’ve been also interested in applying for European 
fashion schools. I found one fashion school which in Florence, Italy. The school has a course 
that I can learn not only fashion business but also fashion design, photograph, graphic design 
and so on. I thought this school would be the best for me so I can try everything that I am 
interested in and do not have to limit what I can do in the future right now in fashion industry.  

The Italian fashion school became one of my college options. However, there was a 
problem. If I apply for the Italian school, I cannot go to American colleges that I’ve already 
gotten acceptances because of the decision date. It was hard to make a decision. I asked many 
people that what I should do and they gave me some different advices. It took while to decide 
what I am going to do but I wanted to make the best decision what I can make now for my 
future. I finally made my mind two days 
before the American colleges decision date 
which is May 1st. I decided to give up 
American colleges and try to apply for Italian 
fashion school. I do not know how it is going 
and I can get in the school but I chose the 
way that harder than other ways. 

 
Other things about last one month 

are my softball season was over and there 
were some senior parties. The softball 
season was so short but I made really good 



friends and fun memories. I am really 
glad that I could play softball with my 
teammates. Our team had from seventh 
graders to 12th graders. However, we 
became really good friends no matter 
how old we are. 
I went to four senior parties. We spend 
good time together. Our graduation is 
coming soon and I can’t wait!! 
 
 My goal for this one year was 
that trying many new things. I guess I 
achieved this goal. I joined a lot of activities and made connection with many new people. 
Almost all things that I experienced here were new to me. I think this goal effect my decision 
for college too. I am not afraid of trying new things even it is hard. I might want to choose the 
way with higher risk but more exciting.   
 I am so glad that I could come here and spend one year in the U.S. I experienced a lot of 
things I couldn’t do if I was in Japan. I want to say thank you for all people who chose me as this 
year’s exchange student and supported me all the time.  
 After I go back to Japan, I would like to tell my story for not only next exchange students 
but also other students in Momoyamagakuin. As much as I can, I am going to support next 
exchange students. Probably I am not staying Japan so long but while I am there, I am willing to 
do anything for EP students and Momoyamagakuin which I love! I am so excited to seeing my 
family, my friends, my teachers and new students in my high school. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ミシシッピからの最後となる報告書です。この 1 年間は長いようで短い 1 年で

した。ここ 3 週間はとても長く感じます。というのも、ここに来て、私のような人間

は絶対にならないだろうと思っていたホームシックにかかったようなのです。日本にい

る友人達、家族、そして大阪が恋しくなって来ました。今までの 9 ヶ月間はこのよう

な気持ちにならなかったのですが、ここに来てとても恋しく感じています。帰国が近づ

き、日本での日々を思い出すようになったからなのではないかと思います。また、この

1 ヶ月間の間に大きな決断をしなければならず、そのことについて悩んでいたりして精

神的にも一杯一杯だったというのもあったと思います。 
  

 私はずっとアメリカの大学への進学を目指して来ました。アメリカに来てから、

より本格的に動き始め、他の同学年の子達と同じように大学カウンセラーの先生をつけ

てもらい、出願の際に必要な書類を集め、様々なテストを受けて来ました。そして幸運

にも受けた 2 校（Kent State University, Miami Dade College）ともに合格することができ

ました。その一方、選択肢としてヨーロッパのファッションスクールも視野に入れてい

ました。その中でもイタリアのフィレンツェにある学校にとても惹かれました。その学

校は私が受けたアメリカの二校とは違い、ビジネスだけ、という絞られたコースではな

く、ビジネスもデザインもその他のことも学ぶことができます。様々なことにチャレン

ジでき、ファッション業界で働くに当たって、できることを狭めてしまわないといった

点でも今の私にとってこの学校が一番良いのではと考えたのです。 

 そうしてイタリアの学校もまた私の志望校の一つになりました 。しかし一つ問

題があったのです。アメリカの大学は５月 1 日がどの大学に行くかを決める締め切り

の日となっており、イタリアの学校を受けて、結果を待っていてはその日に間に合わな

いのです。つまり、アメリカの大学をイタリアのファッションスクールの滑り止めにで

きないということです。そうなると、イタリアの学校には挑戦せず、合格をもらってい

るアメリカの大学の二校の内の一校に決めてしまうか、アメリカの大学を蹴って受かる

かどうかわからないイタリアの学校にかけるかという二択になりました。どう考えても

二つ目の選択肢の方はリスクが高く難しい道になることは分かっていましたが、いろん

な方にアドバイスを頂き、自分で考えた結果イタリアの学校に挑戦する道を選びまし

た。 
 

 さて、話題を変えてその他この 1 ヶ月で起こった出来事について書いていきた

いと思います。一つ目は、ソフトボールのシーズンが終わったことです。バレーの時と

同じようにシニアナイトがあり、チームメイト、監督、親御さん方に祝ってもらいまし

た。今季はシーズン初めの悪天候もあり、昨年より短いシーズンだったようです。短い

シーズンの中でもたくさんの新しい友人たちと楽しい思い出を作ることができました。

チームには、７年生（中一）から１２年生（高三）までと幅広い年齢のチームメイトが

いましたが、年齢に関わらずたくさんの子達と良い友達になりました。 

また、先月に続きシニアパーティーがあり、今月は４つのパーティーに参加して来まし

た。卒業までのわずかな時間を一緒に過ごすことは寂しくもありますがお互いのこれか



らを応援し頑張っていこうと励まし合う良い機会ではないかと思います。来週には卒業

式です！待ちきれません！ 
 

 私のこの I 年間の目標は、新しいことにどんどん挑戦して行くということでし

た。この目標は達成できたのではないかと思います。たくさんの活動に参加し、新しい

人々と出会い、たくさんの友達を作りました。私がこちらに来て経験したことほとんど

が私にとって新しく、今まで知らなかったことでした。またこの目標が進路に関する決

断にも影響していたと思います。自分の限界を自分で決めてしまうという勿体無いこと

をせずに、やってみよう、面白そうと思ったことに怖気づかず、どんどん挑戦するこ

と。とても大事なことだと 1 年間目標にして来て、身にしみて感じました。 

 本当にアメリカで 1 年間という貴重な時間を過ごすことができてよかったで

す。もし日本でこの一年を過ごして居たら絶対に体験できなかったことをたくさんさせ

て頂きました。今まで支えてくださった方々、そして私を EP 留学生として選んでくだ

さった先生方に感謝の気持ちでいっぱいです。 

 帰国後は次期 EP 留学生だけでなく他の桃山の生徒達にも私がアメリカで体験し

たことを伝えていければと思います。日本に居られる時間は少ないかもしれませんが、

自分のできる限り、時間の許す限り、次期留学生達のサポートをし、大好きな桃山の力

になれるよう頑張ります。 

 帰国まで三週間をきり、アメリカを離れるのは寂しいですが、家族や友人、桃山

の方々に会えるのをとても楽しみにして居ます。 

本当に 1 年間ありがとうございました！！ 
 
 


