
8 月報告 

 

Hello everybody, how are you doing? I heard about typhoon from my friend. I am doing well. About a month have 

passed since I had left Japan. Everything around me has changed and it took me a little time to be used. Sometimes 

I felt not good, but I am so good. 

I have had good time since I had come here, but I have a problem about English. When I talk to many people, I 

was not able to understand what they said or join in conversation. I want to understand them earlier, but my English 

ability do not improve yet. I often feel impatient with myself. My advisor told me “you need patient” and it takes me 

three months at least to improve English. It is so long for me to take three months. So I think the best way to 

improve it earlier. Also, I will do many things which I never meet to become better. 

I have some surprising things. First, everything is big for example food and 

commodity. I had knew this fact before I came here. Second there are a lot of 

clubs in my school and I can join whatever I want to. I joined FACES, Model UN 

and Water polo. I don’t know about them well, because the meeting was be held 

just once. Third, the amount of food which we don’t eat is large. Dinning hall in 

St Stephen`s is like a buffet. So I think everybody takes food which they can eat, 

but it`s wrong. It is good for me to know the difference. I want to know more 

like this. 

 

皆さん、お元気ですか？台風の被害が大きかったみたいですね。僕は元気に過ご

しています。僕が日本を離れてからもうすぐで一か月が経過しようとしています。

この一か月で様々なこと(食・文化・人・言語・虫)が変化し少し慣れるのに時間がか

かり体調を崩した時もありましたが今は元気です。 

ここに来てとても多くのことを学び充実した生活をおくることができていますが、

苦労しているのがやはり言語の壁です。様々な人と会話をしていてもまだわからな

っかたり、なかなか会話に入れないことがあり、早くわかるようになりたいと思う反面なかなか英語力が伸びず、も

どかしさを感じることもあります。『忍耐力』と先生からは言われたことがあり、３か月は必要だということもいわれ

ました。よくよく考えてみると３か月って結構長いので少しでも短く出来るように最善の方法を考えようと思います。

そして、いろいろなことに挑戦し、少しでも成長できるように励みます。 

 また、驚いたことがいくつかあります。一つ目はあらゆるものが大きいことです。食にしても日用品にしても、この

ことは来る前から思っていたことなのですが。二つ目にとてもたくさんのクラブがあり、いくつも入ることができる

ことです。その中で僕は FACES と Model UN と Water polo というクラブに参加しました。どれもまだ始まったばか

りなので内容の濃いものではありませんでしたが何かあれば随時書きたいと思います。三つめは結構な量を食べ残し、

捨すてることです。St Stephen`s はヴァイキング形式なのでみんな食べることのできる量だけ取るのかと思っていま

したが少し違っていました。これも違いとして知ることができて良かったと思います。もっともっとここでしか学べ

ないことを学びたいと思います。 

 

 

 

 

 



10 月報告 

(ハロウィンの写真) 

Almost three months have passed since I came here. I’m always surprised as time 

has passed so fast. I’m gradually getting used to listening to English and it is getting 

easier to talk with friends. Also thanks to my friend and host family, I had a fun 

time. I appreciate them. At the same time, I realized that I had been supported by 

many people in Japan. I am working to improve my English, communicate with 

many people, and realize a lot of things.  

I’m going to talk about my experiences in September and October. I had free 

days for three days, and my host family took me to their ranch. In there, my host 

father taught me how to use gun. I was surprised at it because it was the same that I often watch in the movies. At 

first I was scared, but I gradually had fun. Also it was good experience for me because I’ve never used it. I spent two 

days in there. I also went to music festival which was held in Austin(ACL). There were a lot of my favorite musicians 

there. I had great time. 

I went to San Antonio with my host father to visit “the Alamo” that is historical place. In fact, in 1830s, Texas was 

conquered by Mexico, and the war for Texas to get its independence from Mexico happened there. He also took me 

to the Mexican store. I saw many skeletons  there. If you gays watched the “COCO” or are interested in history, 

you know what they are. In Mexico, people put these skeletons as ancestor on “Day of the Death”. These represent 

death and regeneration. I’m glad to know this fact. Also they took me to Florida during the long holiday. A lot of 

things happened in October. Then I started soccer. I made many friends thorough playing soccer. I realized that 

sports are amazing and they are an important way to communicate with people. 

 

僕がアメリカに来てもうすぐで 3 か月が経過しようとしています。だんだんと英語にも慣れ、会話にも大分と慣れ

てきました。また、友達やホストファミリーのおかげもあり 9 月、10 月はとても充実した月になりました。彼らには

とても感謝しています。また、それと同時に日本にいた頃にも周りの人の支えが大きかったのだと改めて気づくこと

ができました。これからもっと自分の英語を伸ばしたくさんの人と交流をし、たくさんのことに気づいていけるよう

に頑張ります。 

今回は 9 月、１０月について書きたいと思います。9 月には、3 日間の休みがあり、ホストファミリーと牧場に行き、

ピストルやショットガンの使い方を教えてもらいました。映画などでよくある銃と一緒で初めは少し怖かったですが

だんだんと楽しくなりました。また、初めての経験でありとてもいい経験になりました。3 日間のうちの一日にオース

ティンで行われる音楽フェスティバル(ACL)に連れて行ってもらいました。そこでは、僕の好きなアーティストも居て

おりとても楽しかったです。 

次は１０月について書きたいと思います。１０月にはホストファミリーと一緒にサンアントニオに行きました。そ

こでアラモ(The Alamo)という歴史的な背景のある場所に訪れました。実は 1830 年代、テキサスはメキシコに所有さ

れており、メキシコから独立するために行われた戦いの戦地がこのアラモだったらしいです。そのあとにメキシコの

店に連れて行ってもらいました。そこではたくさんのガイコツの像がありました。もしこの報告書を読んでいる人の

中で“リメンバーミー”を観たことのある人、歴史などに興味がある人などはこれが何なのか知っていると思います。

メキシコでは、“死者の日”と呼ばれる日に先祖のガイコツを飾る習慣があるそうです。少しテキサスの歴史、メキシコ

の伝統に触れることができてよかったです。また、長期休みの間にフロリダに連れて行ってもらったりしました。こ

の１０月は僕に大きな変化を与えてくれました。それはサッカーをはじめたことです。サッカー（スポーツ）を通して

多くの友達を作ることができ、改めてスポーツの良さに気づくことができました。 



 

 

        

       (the Alamo)             (Florida)          (ACL)  

 

11 月報告 

Now I am so sad because I wrote a report, but it was gone for some reason. So this report is 

version 2.  

I’m going to talk about Thanksgiving break and sports. I had a great time because I went to 

Peru to hike with my host family during the thanksgiving break. I had break for 8 days and 

spent whole time with them. It was a little bit tough, but it was so fun. I went there for 6 days. 

It took 6 hours from Austin to Mari, and I arrived at Cusco. The first day, I visit a lot of 

historical places: small ruins, market, and a chapel. These were nice. The second day was so 

tough because I hiked for 12 hours, and also it was high altitude. So I had problems for 

my health. It was the first time for me to hike. The third and fourth day were so good. I 

visited the ruins which was used for “Indiana Jones” and natural salt place. I learned 

about how people lived there, historical things, and I was surprised that they had great 

technologies to lift a lot of big rocks. We had a guide who is from Peru. His story about 

“Indiana Jones” was also interesting. If you want to know, I tell you when I meet you. I 

think the fifth and sixth day were the most interesting and 

awesome days for me because I visited “the Machu 

Picchu”. Before I reached to it, I had walked for 6 hours. 

It was ok, and “Machu Picchu” was so amazing. It was the 

same which I often see on TV. Before I went there, I had a question: “what is Machu 

Picchu”. Then I learned. It was a place for men to learn about a lot of things: 

mathematical, politics, farming, and cooking. While there, I was surprised by a story that I heard. They never used 

weapons like guns, and swords. This means they lived in peace. Throughout this trip, I was able to learn a lot of 

historical things which I would not have learned in my history class. I often heard many words which I had learned 

in history class. I was so happy to go there. I definitely appreciate my host family!!! 

Now I am going to talk about sports. Before I told you that I had started to play soccer, 

right? Then not so long ago, I had a game, and I scored!!!(good job!!!), but it was just 

lucky because when I got the ball, I was confused, and I often make mistakes, but 

teammates never get angry and give me advice kindly. I was always supported by them. 

They play soccer not just for fun. I need to catch up with them or get better. So every 

day, after practice, I do extra practice. I don’t know why, but I like this time. Maybe no 

one practices. Anyway I will be better!!! This November was so good for me. I have 



learned a lot of things. What I think the most important thing is “meeting people”. During my trip and in sports, I 

have met a lot of people, and they have different backgrounds and ways of thinking. I can learn a lot from each 

person. Each time I can feel that I am growing. I cherish meeting people. Thank you for giving me such a great 

chance to learn. 

  

今僕はとても悲しいです。というのも一度レポートを書き終えたのですがパソ

コンがうまく働かずすべて消えてしまいました。だからこのレポートは第二版と

いうことです。 

  今回は Thanksgiving break とクラブのことについてお話したいと思います。

11 月もとても充実しました。というのもハイキングをするためにホストファミ

リーにペルーに連れて行ってもらいました。休みは８日間ありそのすべてをホス

トファミリーと過ごしました。ハイキングはとてもハードでしたが、とても楽しかったです。僕はそこで６日間

過ごしました。ここからマリまでは約６時間かかり、そしてクスコに到着しました。一日目は歴史的背景のある

町を探索しました。そこでは旧跡、マーケット、教会を訪れました。とても素晴らしかったです。2 日目が本当

にきつかったです。初めてのハイキングで１２時間歩いたからです。また、標高も高

くいろいろ体に異常が起きたりして大変でした。３日目と４日目はとてもよかったで

す。この日は映画“インディージョーンズ”にも登場した旧跡や山からの天然の塩水か

ら塩を作っている場所を訪れました。僕はここで人々がどのように生活をしていたの

か、そして歴史についても学びました。 また、僕は昔の人々が巨大な石を運ぶため

のすばらしい技術を持っていたことに驚きました。地元のガイドの人がいたのですが、

そのひとのインディージョーンズ話がとても興味深いものでした。もし聞きたい人が

居たらまた会ったときに話させてもらいます。僕の中で５日目と６日目がとても記憶

に残っています。というのもこの日“マチュピチュ遺跡”に行ったからです。そこに辿

り着くまでに６時間ほど歩きましたが、それは２日目と比べると難なくクリアできました、そして何よりもマチ

ュピチュ遺跡に感銘を受けました。それは僕がテレビでよく目にしていたそれと同じだったのです。僕がそこに

行くまで“マチュピチュ遺跡”とは何なのかという疑問がありました。それは、男性の教育ための場所だったらし

いです。例えば数学者、政治家、農家、そして料理人。僕はまたガイドの人から聞いた話にとても驚きました。

この地の人々はピストルや剣などの武器を一切用いなかったそうです。つまり彼らは平和に生活していたという

ことです。この旅行を通して学校の歴史の授業では学ぶことのできない多くの歴史についてのことを学びました。

しかし、その中でも歴史の授業で学んだことも多くありました。本当にペルーに行くことができ、とてもうれし

かったです。本当にホストファミリーには感謝をしないといけません。 

 今からはクラブについて話そうと思います。以前サッカー部に入ったことを言いましたよね？先日試合があり

なんとゴールを決めたんですよ。（拍手）でもこれは本当にラッキーだっただけです、何故ならボールを受けたと

き困惑していたからです。また、ミスをたくさんするのですが、チームメイトは決して怒ることなく親切に教え

てくれます。僕はいつも彼らに支えられています。うまい方のチームということもあって彼らはサッカーを真剣

にしている分、自分も頑張って追いついてそれ以上にならないと。と思い練習後も練習に励む毎日です。なぜだ

かわからないですがその時間がとても好きなのです。多分誰も練習していないからだと思います。いずれにせよ

今よりもうまくなります。１１月は本当に僕にとっていい月になりました。この月に多くのことを学びました。

その中で最も大切だと感じたことは“人との出会い”ということです。旅行やクラブを通して、多くの人に出会い

ました。彼らはそれぞれ違うバックグラウンドを持ち違う考え方を持っています。僕は彼ら一人一人から学びま

した。その度に今少しずつあらゆる面で成長しているのかな。と感じています。これからもっともっと“人との出

会い”を大切にしていきたいと思います。改めて僕にこのような学ぶ機会を与えて頂き感謝します。 



12 月報告 

 

 Hi! Everyone! Happy New Year!! Everything around me changed in 

2018, and also I learned a lot of things that I couldn’t learn in Japan. So 

this experience will definitely be a treasure for the rest of my life. I also 

will do my best in 2019! 

  So I’m going to talk about “winter break” and what I learned during 

the whole term. I had break for two weeks, and I also spent the whole 

time with my host family. The first week, I celebrated Christmas Day. In 

the U.S., people usually do not eat chicken on this day. Compared to 

Japan, people often eat KFC on this day. The next day, I got a Christmas present from my host family. I got a cap, 

and a T-shirt both from “Lake Tahoe”. I’m going to talk about Lake Tahoe later. Anyway I was so happy to get the 

Christmas present because I haven’t gotten presents for five or more years. I appreciate them. I was also happy 

because I explored Austin by myself. At first, I was worried about getting lost, but I didn’t. Also I had an exciting 

time. That is what I did for the first week. The second week, I went 

to Lake Tahoe which is located in between Nevada and California. 

I relaxed and did snowboarding there. It was very fun for me because 

I like to do snowboarding when I am in Japan. I hope I got better. 

By the way, I want to talk about not only “break” but things that I 

learned from talking with my host father. The day before I went 

back to Austin, my host father asked me “Kota, what’s surprised you 

in the U.S.?” Some people asked me the same question before. I 

just told them a stupid thing every time, but now I know what 

surprised me. It’s about racism. Once I took a lot of tests to be 

chosen as an exchange student. I think, in the final test, the interviewer asked me “what is a global person for you?” 

Then I answered “I think it’s a person who can speak English and studied abroad before or something”. Maybe the 

person who interviewed me remembers. I think I was right, but I got another answer through talking with him. Once 

I heard from someone “Texas is known as a historical place, so there is still racism before”, but it was considered 

wrong in Austin. There might be racism in other places. In the U.S., no one stares at me whether I am white, or 

black because there are a lot of people who have different backgrounds in the U.S., but in Japan, most people stare 

at foreigners. I think they respect each other in the U.S.. There are a lot of people who are from different countries 

in this school. For example, American, Mexican, Chinese, 

Korean, Saudis, Indian, and Japanese, etc. People come to 

this school from all over the world. Their looks are 

completely different, but there is no racism in this school. I 

think they support each other. To be honest, I didn’t have a 

good image of Chinese people when I was in Japan because 

they were so loud and don’t follow the rules, but now I don’t 

think like this. After I came here, I met a lot of Chinese 

people. I noticed they are not bad people, they are so nice 

and good. If I didn’t come here, I would never have gotten 



the chance to talk with them, and also I would still have a bad image of them. When they talk to each other in 

Chinese, they are a little bit loud haha. In Japan, some people still have a bad image of Korean people. I don’t have 

a bad image of them because I also noticed that they are nice people through talking. I have two things that I want 

to tell you. One is what a global person is. Another opinion of mine is that a global person is a person who can judge 

a lot of things with fair eyes regardless of races and support each other, and respect each culture. The other is the 

importance of talking, communication. Before I was prejudiced against Chinese because I didn’t know about them at 

all, and I didn’t talk to them. I think I should have abandoned my prejudice. So now I have learned the importance 

of talking. I want to tell you “If you have ideas like mine, please abandon those ideas”. I know it’s very hard, but if 

you can do this, I think it makes you a more global person. 

 

  

 皆さんこんにちは、そして新年あけましておめでとうございます。2018 年は僕の周りのすべてのことが変わりまし

た。それと同時に、日本では学べないようなことをたくさん学ぶことができたと思います。この経験は忘れられない

ものになると思います。2019 年ももっと頑張りたいと思います。 

話は変わりますが今からは『winter break』そして、ここに来て学んだことについて話そうと思います。『winter break』

とは日本でいう冬休みに当たる休みのことで、僕は二週間ほどの休暇があり、そのすべてをホストファミリーと過ご

しました。第一週目に僕は彼らと一緒にクリスマスを祝いました。アメリカではこの日にチキンを食べる習慣はなく、

日本と比べると日本人はこの日によくケンタッキーを食べる人は食べますよね。次の日にはクリスマスプレゼントと

してタホ湖の帽子とシャツを頂きました。タホ湖についてはのちほどお話ししたいと思います。僕はもう 5,6 年ほどク

リスマスというものを迎えてなかったので嬉しかったということです。有難いことです。もう一つ僕が嬉しかったこ

とがあります。それはオースティンを探索したことです。 はじめは迷子になるかもしれないと心配していましたが、

そういうこともなく無事生還することができました。それにとても楽しかったです。第一週目は先ほど述べたような

感じでした。そして、第二週目には『タホ湖』に連れて行っていただきました。そこは、ネバダ州とカリフォルニア州

の境界に位置する湖であり、そこでリラックスをし、スノーボードをしました。日本でよくスノーボードをしていた

のもありとても楽しい時間となりました。うまくなっていることを願うのみです。ところで、僕が伝えたいことはブ

レークのことだけでなく、ホストファーザーと話をした時のことも伝えたいのです。オースティンに戻る前日の夜、

ホストファーザーが僕に『康太、アメリカに来て一番驚いた、感じたことは何だ』と訊いてくれたのです。この質問に

は以前にも何人かの友達にも訊かれたことがあり、その時にはちっぽけなことしか言えませんでしたが、今は本当に

驚いたこと、感じたことは差別についてです。かつて僕はこの交換留学生に選ばれるためにいくつもの試験を受けま

した。おそらく最終試験だった気がしますが、そこで試験管が『グローバルな人』とは何か僕に尋ねたのを覚えていま

す。その時僕はこう答えました『英語が話せて、留学とか海外で何かしている又は何かした人だと思います』と。おそ

らくこの返答を聞かれた試験管の方は覚えていると思います。確かにこの答えは間違ってはいないと思いますが、僕

はもう一つ自分なりの答え彼との会話を通して見つけることができました。以前に僕は誰かからこんなことを聞きま

した『テキサスには歴史があり、人種差別もまだあるよ』と。しかし、オースティンではだんだんとすくなくなってい

るとわかりました。アメリカの中でもまだまだ人種差別はあります。アメリカでは僕がたとえ肌の色が白、黒だった

としてもじっと見られることはないです。というのもアメリカには様々な人種の人たちがおり、それぞれ異なったバ

ックグラウンドを持っているからです。しかし、日本では、多くの人たちがじっと見たりするのを見たことがありま

す。たくさんの人種がいるアメリカでは、お互いにそれぞれの違いを尊敬しあっているのだと感じています。また、こ

の学校にもさまざまな人種の人がいます。例えば、アメリカ人、メキシコ人、中国人、韓国人、サウジアラビア人、イ

ンド人、そして日本人といったようにたくさんの人がいます。まだまだ述べることができていない国もありますが世

界中からたくさんの人がこの学校に来ています。僕たちは完全に見た目が違いますが、それでも人種差別のようなこ

とはありません。お互いに支えあっているのだと思います。正直なことを言うと、僕が日本にいたときに、中国人に対



してあまりいいイメージを持ってはいませんでした。というのも少し騒がしく、ルールを守らないイメージがあった

からです。今はそのようなイメージはあまりないです。アメリカに来てから数多くの中国人の方と会い気が付きまし

た。彼らはとても親切であるということに。もし、僕が今ここにいることができていなかったら、彼らと話をする機会

もなかったと思いますし、今までと同じようなイメージを持ち続けていたと思います。とはいっても彼らがお互いに

母国語で話をするときは少し騒がしいです。笑また、韓国人にもよくないイメージを持っている人がいると思います。

しかし、そのようなイメージも僕にはありません。彼らとの会話を通して彼らがどれだけ親切でいい人たちなのか知

ることができたからです。僕が本当に伝えたかったことは二つあります。一つは、グローバルな人とはということで

す。僕のもう一つの答えとして、たくさんのことに対して人種にかかわらず、公平な目をもって判断することができ、

お互いに支えあい、互いの文化を尊重することのできる人であると思いました。もう一つ大事なことは、会話、コミュ

ニケーション。これは来てからすぐに感じていました。以前までは中国人に対して良くないイメージを持っていまし

た。それは、僕が彼らの良い点を見つけれなかったからです。そのような考えを捨てるべきだったと痛切に感じてい

ます。だから今、僕は会話の本当の大切さを改めて学びました。もし、僕と同じような考えを持っている人が居たらそ

の考えを捨ててほしいと願います。難しいことであるのは百も承知です。しかし、そのことが自分自身をより大きく

することができ、よりグローバルな人にしてくれると思います。    

 

1 月報告 

Hey all! I am working on the English paper now. This paper is really hard for 

everybody. Also I had flu and got injured this month. Because of flu I am already 

behind the classes. So this month is tough for me to catch up with them, but I 

will do my best. 

Well I want to talk to you about what happened on January, and I think main 

theme is about soccer. At first, I want to tell you about that my soccer season is 

over, and we could not go to SPC, which is like tournament for winner. We had 

a game to go to SPC last week, but it was tied against St. Andrew’s. Thanks to 

teammates I had a lot of fun. Also they made me brighter person. So, I appreciate 

them and the coach who let me play on the field. I will never forget the really good times I spent with my friends. 

Once I even got the chance to spend two days with them in Houston. At night, we stayed up very late without the 

coach noticing. It was really fun and risky. I chatted with them about a lot of things. Also I had a lot of soccer games 

during season, but I did not play well, but I never regret because I had great time with them. They taught me the 

importance of becoming an easy-going person and making friends. I really love them. By the way, me and my friends 

made movie about my dorm to make people laugh and introduce ourselves. Of course I am in that movie. Last week 

the first episode was uploaded then next day a lot of people told me “it was very funny and good. you were very good 

at it”. After I heard this, I thought it was very good experience for me because I’ve never done this in Japan also 

made a lot of people laugh. We will work on that movie for the rest of the day. I also want to do my best about it. 

My life in the U.S. is really fulfilling thanks to people around me. I try to do new thing which I’ve never met before. 

These experiences make me change about physically and mentally.   

 

 

 皆さんこんにちは！今僕は英語のエッセイの宿題に取り組んでいます。この宿題というのは誰にとっても難のある

ものであり、今月インフルエンザとサッカー中のケガに見舞われた僕はすでに授業に後れを取ってしまいとても焦っ

ています。今月は僕にとってとてもタフな時期になっています。 



 今日は 1月の出来事についてお話させてもらいたいと思います。おそらくサッカーについての話になると思います。

まず、最初にサッカーのシーズンが終わりを迎えたことを伝えたいです、そして SPC という勝者が出場することので

きるトーナメントに出場することができませんでした。先週に重要な試合が St. Andrew’s を相手にありました。結果

は引き分けに終わり最初で最後の冬のスポーツは終わりました。チームメイトのおかげで本当に楽しむことができま

した。また、彼らは僕をより明るい人へとしてくれました。本当に彼らや僕を試合に出場させてくれたコーチには感

謝しています。彼らと過ごしたこの時間は絶対に忘れることはありません。一度ヒューストンに 2 日間サッカーの試

合のために行く機会がありました。その夜、コーチの目を盗み友達と夜更かしをしました。それは本当に楽しくもあ

り、同時にリスクの伴うことでした。彼らとたくさんのことについて

話しました。またこのシーズン中僕たちはたくさんの試合がありま

したが、僕はうまくプレーをすることができませんでした。しかし、

後悔はありません。なぜなら僕は彼らと素晴らしい時間を過ごすこ

とができたからです。僕は彼らからノリと友達の重要さを学びまし

た。本当に彼らが大好きです。ところで僕と友達でみんなを笑わせ、

同時に僕たち自身の紹介ということでムービーを作りました。もち

ろん僕もその中にいます。そして先週にエピソード１が公開されそ

の次の日にたくさんの人が僕にこう言ってくれました『エピソード

１めっちゃよかったし、おもろかった。うまいこと演じてたなあ』と。

これを聞いた後僕は本当にしてよかったなと思いました。また初め

ての経験でありとてもいい経験になりました。僕のアメリカでの生

活は周りの人のおかげで本当に充実したものになっています。以前

に出会ったことのないようなことにたくさんチャレンジしたいと思

っています。それが僕を身体面でもメンタル面でも変えてくれると

思います。 

 

2 月報告 

Hello everybody! How’s going? I’m very good and feel so happy because all of my friends graduated from my 

school without having trouble. To be honest, I wanted to graduate from my school with them, but now I experienced 

a lot of things which will be my treasure in my whole life. I got a bunch of pictures from them. They looked so happy 

and I want to say them “Congratulation”. Now I come to think of my “seisyun”, it was so fast, and I met a lot of 

good friends who made me grow. Three years ago, I did not pass the exam to go to the public high school. At first, 

I did not go to the “St. Andrew’s” because I wanted to go another one, which I didn’t pass. Also I was so scared 

about my new life, but after starting high school, I met a lot of friends through playing baseball. They are very 

different from friends who were the same junior high school. Also if I passed, I did not take this E.P. exam and I did 

not come to the U.S.. So I think it was good for me to fail the test. I want to say 

them again “congtats!” 

I want to talk about Mr. St. Stephen’s. I know you thought “what is it?”. Don’t 

worry about it. I’m going to explain for you. This is a kind of competition to decide 

who is the best person for Mr. St. Stephen’s. To be honest, I did not try to join 

it, but my friend told me “I should join this. it is going to be fun for me and 

audience”. At first, I did not want to join it because I was so nervous, but I thought 

I don’t want to regret because my American life in St. Stephen’s is only once and 



I wanted to leave something here. Then I decided to join it. In this show, 

participants became stupid as much as they can to make people laugh, of 

course I did. Then surprisingly, I was chosen as a Mr. St. Stephen’s. At 

first I could not believe it. Everybody told me “congrats Kota! It was very 

funny”. I was so happy to set a new record and make people laugh. I 

think this experience will be great for me because through this show, I 

changed myself. I felt that to be stupid makes me more bright and friendly 

person. I also needed courage to be. I learned the importance to be stupid, 

but I need to think about when I become stupid. If I make mistake about it, it will not even funny. Almost just three 

months left, so I am going to think what makes me grow up. If I have new things which I can try, I will do. 

 

 皆さんこんにちは！どうお過ごしですか？僕はとても順調に進んでいます。また、僕の友達が高校を卒業できたこ

とをうれしく思っています。正直なところ彼らと一緒に卒業式に出席したかったです。しかし、僕は今、僕のこれから

の人生の中で一生の宝物になる多くのことを経験しています。友達からたくさんの写真が送られてき、みんなとても

いい顔をしていました。そんな彼らに“おめでとう”と心から言いたいです。今僕の“青春”を思い返してみると何とも早

く、僕を成長させてくれた良い友達に出会うことができたなと感じています。三年前、僕は公立高校に行くための試

験に合格することができませんでした。はじめは、桃山学院に行きたくありませんでした。なぜなら本当にもう一つ

の方に行きたかったからです。新しい生活に不安もありましたが、いざ始まってみると野球を通して多くの友達と出

会うことができました。彼らは中学校の友達とは全く異なる人たちでした。また、公立高校に受かっていたらこの E.P.

留学にも応募することすらできませんでしたし、まして今アメリカにいることも確実になかったでしょう。僕にとっ

てその点においてよかったのかもしれません。もう一度おめでとうと言わせてください。 

 今からはミスターセントスティーブンスについて話したいと思います。えっ、何それって言いたいのはわかってい

ます。安心してください今から説明します。これはある種の戦いです。誰が最もセントスティーブンスという名に等

しいかを決めるものです（言い換えると誰が一番バカになれるか）。正直自分から参加しようとはしませんでした、し

かし、友達が僕にこう言ってくれました“絶対参加すべき、お前にとっても観客にとっても面白いものになるから”と。

はじめは少し怖くて参加するのが嫌でしたが僕のこの St. Stephen’s での生活は一度しかないから後悔はしたくないそ

してここに何かのこしたいという思いから参加することを決意しました。このショーでは参加者はできる限り観客を

笑わせるためにバカになる必要があります。もちろん僕もしました。そして、驚くべきことに僕は一番に選ばれまし

た。最初は信じることができませんでした。みんな僕にお祝いの言葉をかけてくれました。僕は新しい記録を塗り替

え、そして人を楽しませることができて本当に幸せでした。この経験は素晴らしいも

のになります。 なぜならこのショーを通して自分自身を変えることができ、バカに

なることが僕をより明るく、フレンドリーな人にしてくれたと感じたからです。また

バカになるには結構な勇気が必要でした。バカになることの重要性を感じましたし、

いつそうなるべきなのかということも考える必要があるなと感じました。そうでない

と、面白くなくなってしまうからです。残りも三か月を切ってしまいました。 だか

らこそ僕をより成長させてくれる何かを探そうと思います。もし見つけることができ

たら、必ず挑戦したいと思います。 

 


