
2016/05/24 
 
 みなさんお元気ですか？アメリカはもう夏が始まったと言っても過言ではあ

りません。日本も春から夏への季節の変わり目でしょうか？ 
 さて、ついにこれが私の最後の留学報告となりました。今月はテニスの州大

会、友達とのフロリダのビーチへの旅行、卒業式とたくさんのイベントがあり、

一番充実した一ヶ月を過ごすことができました。テニスにおいて州で優勝でき

たときは本当に嬉しかったです。 
 今月のレポートでは、この 10 ヶ月間で私が感じた（学んだ）ことについて報

告したいと思います。はじめに、この EP 留学は私が想像していた留学とは 180
度全く違うものでした。言葉の壁や異なる食文化、慣れない環境に戸惑い、初

めの一ヶ月は本当に辛い日々でした。環境に慣れてきた頃には言葉の壁にぶち

当たりました。私の場合、十分に英語が聞き取れるようになったのも一月あた

りからで、想像よりはるかに遅かったです。これには本当に苦しみました。自

分の実力が期待よりも下回っている現実を思い知らされてとても辛かったです。

英語が聞き取れるようになったと気づいたのはふとした瞬間でした。いつの間

にか耳が慣れていたという感じでした。文化においても吸収したことがたくさ

んあります。私の三軒のホストファミリーは異なる文化を持っていて考え方や

生活習慣も本当にそれぞれでした。そのおかげで異なる文化を体験することが

できました。ホストマザーが日本人のハーフというだけでとても安心感があり

ました。こんなにも文化が私たちにとって重要だと気付かされた瞬間でした。

最後の三ヶ月は留学というよりもアメリカに在住しているような感覚でした。

それだけ周りの環境に恵まれていたのだとしみじみ思います。たくさんの辛か

った出来事も、今思えばいい思い出です。私はこの留学を通して英語はもちろ

んですがそのほかにもたくさんのことを学びました。 
 この 10 ヶ月間、本当に充実した日々を送ることができました。私の留学を支

えてくださった全ての人に本当に感謝しています。留学中に自分の中で将来に

ついての考え方も変わり、帰国後はその計画に向けてがんばっていきたいと思

います。この有意義な経験をこれからの人生におおいに生かしていきたいです。 
 

金城 早重 

 



24/05/2016 
 

 Hello, How are you? It is not too much to say that summer has already 
started in America. In Japan, is it the season that change from spring to 
summer? 
 Finally this is my last EP report. I had the state championship in tennis, 
the trip to the beach in Florida with my friends and our graduation in this 
month and could spend the greatest month because of these events. I was so 
happy when we won the state championship with my friends!  
 On this report, which is the last, I would love to tell you what I’ve found 
(leaned) in ten months. At first, most of that were totally different from that 
I had thought (expected). I was upset about language barrier, different food 
and unfamiliar surroundings, so that the first month was really tough. When 
I started to fit to live in here, I faced language barrier. In my case, I’ve 
become to be able to listen to native English well since January that was 
much later than I had expected. It made me upset so badly. It is because I 
was noticed that my English ability was worse than I thought. One day, I 
found that I’ve been able to listen to it when you least expect it. I felt like my 
eares’ve got used to listening to it before I realized that. I absorbed a lot 
about the cultures as well. My three host families have their own ways of 
thinking and life habit because of their individual cultures. Thanks to that, I 
could have experienced some different cultures. Now my host mother is half 
of Japanese and that makes me relieved. That was a moment I realized 
cultures are really important for us. For the last three months, I felt like I’ve 
rather lived in America than stayed in here just as an exchange student. 
That means I was in such a blessed environment. Now many tough 
memories changed into good memories I could never have again. Through 
this study abroad, needless to say, I’ve learned English but also lots o things 
as well.  
 I could have spent fulfilling days for ten months. I can’t thank enough to 
everyone who supported my EP program. I changed my mind about what I 
want to do during this study abroad and want to do my best to make my 
forward planning come true after I come back to Japan. I’d love to use all my 



significant experiences in my future life. 
  

Sae Kaneshiro 
 
 

 
 



2015/4/28 
 こんにちは。皆さんお元気にお過ごしですか？アメリカの気候は

四月に入ってからとても暖かく、時折春を通り越して夏の訪れを感

じるほどです。 
 わたしが桃山学院高校に入学する前から憧れていた EP 留学が始

まってもう八ヶ月以上が経過しました。遅くなりましたがここでわ

たしの英語力の伸びのご報告をしたいと思います。正直なところ、

満足に聞き取れているなと感じるようになったのは三月頃からです。

半年を過ぎたあたりからすでに変化はあったものの、自分が期待し

ていた実力には程遠く、焦りを感じていました。毎日友達の会話を

耳にしているのにどうして聞き取れないのだろう、なぜ頭では言葉

が思い浮かぶのにいざ人を前にするとうまく言えないのだろう、た

くさん悩みました。しかし今思えばそれは必要のないことでした。

なぜならば、悩んで解決する（答えが見つかる）ことではないから

です。わたしに必要だったことは実践すること、ただそれだけでし

た。間違ってもいいから自分からどんどん英語で話しかける。簡単

なことだと思っていましたが、間違うことに恥を捨てきれずにいた

わたしにとってはそう簡単ではありませんでした。出発当初、三ヶ

月もあればだいたい聞き取れるようになるだろう、と思っていたわ

たしにとっては自分自身との戦いの日々でした。アメリカに来る前

の方がわたしはもっと英語が出来ていたのではないかと思うことす

らありました。だからこそ大抵のことが聞き取れるようになった今、

何事にも変えられない喜びを感じることができています。 
 残すところ約一ヶ月となったわたしの留学生活。最後まで感謝の

気持ちを忘れずに頑張りたいと思います。 
 

 4/28/16 
 Hello, I hope you are doing well. The climate in 
America is really warm, which feels like summer. 
 It has already passed more than eight months since my 



studying abroad, which I had longed to do before I started 
to go to Momoyama Gakuin high school, has started. I 
would love to tell you that how much my English has got 
better. To be honest, it was around March when I felt that 
I could have started listening to native English fully. 
Even though my English had already been getting a little 
bit better, I felt nervous. It is because that ability was not 
as good as one I had expected. I often wondered why I 
couldn’t listen to my friends’ conversation even though I 
stayed with them everyday or speak what I was thinking 
well in front of people. However it was not necessary for 
me, because it is not the problem solved (found answers) 
by being troubled. All that I needed was just practice. It 
was actually not easy for me to talk to people without 
being afraid of making mistakes. It is because I had kept 
being ashamed of myself to speak English incorrectly. 
Before I left Japan, I thought it was going to take at most 
three months to be able to listen to most of parts of native 
English. It is for this reason that I was fighting against 
myself everyday. I even wondered I had been better at 
English before I came to America. This is why now I’m so 
glad that I have been able to listen to native English. 
This studying abroad has been left only about 1 month. I 
will still keep gratitude in my mind and try to do my best 
until I have gone back to Japan. 

  
Sae Kaneshiro 



2016/03/28 
 こんにちは。アメリカは気候がだんだん暖かくなってきて春の訪

れが感じられます。日本も暖かくなって桜が開花し始めた頃でしょ

うか？ 
 3 月は休暇が多く、一週間前に春休みがあり、今は Easter break 
真っ最中です。Easter とは亡くなったイエス・キリストが死後３日

目に復活したことを祝福する国民の祝日です。アメリカの人にとっ

て彼がいかに大きな存在かということを Christmas、Easter を通し

て学びました。私の家族自体無宗教で、私の周りでもキリスト教を

信仰している友人は少ないので、あまり私の人生の中でキリスト教

について学ぶ機会がありませんでした。しかし、今では時々ホスト

ファミリーとイエスキリストについて語りあったり、先日はホスト

ファザーが世界にはたくさんの人種がいてそれぞれが異なる言語を

話すようになった起源を教えてくださいました。これも EP 留学を

しているからこそ経験できたことの１つです。 
 春休みにはホストファミリーがフロリダのディズニーワールドに

連れて行ってくださいました。やはりアメリカのディズニーワール

ドは規模が違いました。ディズニーワールドの１つに世界各国のお

土産や食べ物を楽しめるパークがあり、日本もその国々のうちの１

つでした。アメリカにいるのにも関わらず、日本にいる感覚でとて

も不思議な感覚でした。それぞれの国のエリアでその国出身の方が

働いており、日本エリアでは日本人の方が働いていました。海外で

英語を使って働くことを目標としている私には彼らが憧れの存在と

して私の目に映っていました。 
 テニスでは、たくさんの試合に出させてもらっていてアメリカの

テニスシーズンを満喫できています。 
 最近は今までの留学生活の中で一番楽しい日々を過ごしています。

楽しいだけで終わらず、最後まで学びの多い留学生活を過ごせるよ

う、残された日々を充実させられるように頑張ります。 
 金城 早重 

 



03/28/16 
 Hello. In America, it is getting warmer and warmer and I feel 
spring is coming soon. In Japan, Do cherry blossoms start to 
bloom because it is getting warm?  
 We have many holidays in March. We had spring break one week 
ago and now, are in the middle of Easter break. Easter is one of 
the national holidays we celebrate Jesus being resurrected from 
the dead. I learned how great he is for American people through 
Christmas and Easter. My family itself doesn’t believe any 
religion and there are not a lot of my friends who are Christian. 
That is why I haven’t ever had a lot of opportunities to learn 
about Christianity for 18 years. However, now, I sometimes talk 
about Jesus with my host family and a few days ago, my host 
father told me an origin. It is about why there are many kinds of 
races in the world and how we came to speak different languages 
in each country. This is one of my experiences I couldn’t have 
known if I hadn’t come to America as an exchange student.  
 My host family took me to Disney World in Florida during spring 
break. Needless to say, Disney World in America is much bigger 
than that in Japan. There is a place called Epcot where you can 
enjoy different country’s souvenirs and food. Japan is one of the 
countries that is represented at the park. I felt weird because it 
seemed like I was in Japan even though I have been in America. 
The staff from each store is from that country, so the Japanese 
store had Japanese people. I admire them, because I would like to 
work outside of Japan using English in the future.  
 In tennis, I have played a lot of matches and really enjoyed the 
season.  
 Recently, I have had the best time of my studying abroad. While 
I take my English studies seriously, I love to have fun. I will try to 
make the time I have left fruitful. 



Sae Kaneshiro 

 



2016/02/25 
 わたしの留学生活も残り約３ヶ月となりました。半分を過ぎたあ

たりから時間が過ぎるのがさらに早くなった気がします。 

 ついに今月からテニスのシーズンが始まりました。私たちはジャ

クソンで No.1 のコーチの指導のもと日々練習に励んでいます。St. 
Andrews のテニスチームはレベルが高いので、毎日刺激を受けてい

ます。アメリカ人は失敗を恥じないという日本人とは違う特徴があ

るので、日本にいるときよりも伸び伸びプレイすることができてい

ます。今週には初めての試合がありとてもワクワクしています。わ

たしなりにベストを尽くせるように頑張ります。  
 今月中旬には最後の引越しをしました。前のホストファミリーに

は本当に優しくしてもらい、たくさんの思い出があるので寂しくな

りますが、新たな生活の始まりにワクワクしています。今のホスト

マザーは日本とドイツのハーフの方で、日本の文化や日本人のこと

を知っていられるので話がとても盛り上がります。ホストシスター

は中学一年生ですが私が間違った英語を話すとしっかり指摘してく

れます。  
 先日テニス用品を買うために、ホストシスターがかつて通ってい

たテニススクールに行きました。そのとき偶然にもテニスシーズン

前に指導してくれていた大学生の男性と会いました。彼はこの日ト

ーナメントがあったようで、彼と仲のいい私たちは彼の試合を見る

ことになりました。私が驚いたのは彼の大学のほとんどのチームメ

ンバーがアメリカ人ではなく南米、または南アフリカの人たちだと

いうことです。実際、彼もコロンビア出身です。彼らは学校にも通

わずテニスに時間を費やしていたそうです、テニスでアメリカに来

るために。私はそれを聞いて本当に驚きました。そういう生き方も

あるということと、アメリカの存在が世界にとっていかに大きいも

のかということを改めて感じました。 
 今、テニスをしていて本当に良かったなと感じています。テニス

を通してたくさんの方との出会いがあるからです。これからもっと



成長できるように頑張っていきたいです。 
 

 金城 早重 
 

02/25/16 
  
 I have about just three months for my studying abroad. I feel 
time passes more quickly since my studying abroad has passes 
more than half. 
 Tennis season has finally been started since this month. We 
practice hard with our coach who is the best in Jackson. St. 
Andrews has good tennis team so that I am stimulated to play 
better everyday. American people have personalities they don’t 
hesitate their failure. This is different from Japanese people. 
That is why I can play tennis more relaxed than I play in Japan. I 
am so excited, because we are having our first game in this week. 
I will do my best! 
 I moved into my next host family’s house two weeks ago. My 
former host family was really kinds to me and I have many 
memories with them, so I will miss them. However, I am excited 
at beginning of new life too. My current host mother is half 
Japanese and half German. She knows about Japanese culture 
and people so that we became lively over talking about that. My 
host sister, who is in 7th grade, corrects my wrong English.  
 One day, I went the tennis school my host sister used to go to buy 
some tennis stuff. Then, we accidentally met the college student 
who coach us tennis before its season. He had tournament that 
day. We who get along with him watched his games. What I was 
surprised at is most of his teammates are southern American and 
African, not American. He is actually from Colombia too. They 
had spent time to play tennis without going to school before they 



came to America to come to America by tennis. I was really 
surprised to hear that. I learned there are how to life like them 
and how great to the world America is again. 
 Now, I am feeling it is really good for me to play tennis. It is 
because thanks to tennis, I have been able to meet many people. I 
will keep going to grow up as a person from now on too. 

 
Sae Kaneshiro 



2016/1/24 
 みなさんお元気ですか？アメリカもようやく冬らしい気候になっ

てきました。 
 さて私の留学生活も半分以上が過ぎました。本当に時間が過ぎる

のは早いものですね。今月、少し英語の伸びを感じる瞬間が多々あ

りました。自分が想像していたよりも時間がかかったので焦りもあ

りましたが、その分何にも変えられない喜びがありました。これを

機に、ますます英語に対する意欲が高まりました。どのように過ご

すのが自分にとってベストかを考えながら残された留学生活を全う

したいです。 
 来月からは遂にテニスシーズンが始まります。日本の学校では一

つの部活しか選択できませんが、アメリカの学校では秋、冬、春で

スポーツが分けられていて最大三種類の部活に参加することができ

ます。わたしはこの制度にとても感心しました。なぜなら選択肢を

一つに絞らず、複数選択できることで個々の能力を最大限に活かせ

るからです。これは教育面においても言えることで、日本では授業

の科目は決められていますが、アメリカでは生徒一人一人が全て選

択できます。よって生徒がより授業に関心を持ち、自身に必要な科

目だけを受けられるのでとても効率が良いと思います。このような

制度や授業からアメリカの教育は生徒の主体性を伸ばすことに秀れ

ていると思いました。 
 先週、桃山学院への留学志望者に対するミーティングに参加させ

ていただきました。想像以上に彼らが日本に興味関心を持ってくれ

ていたのでとても嬉しかったです。その際、私の口から日本の学校

について説明させていただきましたが満足に説明することが出来ず、

悔しかったです。それと同時にもっと多くの人に日本について知っ

てもらいたいと思いました。将来は日本を世界に発信するような人

間になりたいです。 
金城 早重 

 
1/24/16 

 



 How are you? It has been getting colder and colder recently. 
  More than half of my studying abroad has passed. I felt time 
passes so quickly again. This month, there were many moments I 
found my English is getting better. I took much more time to feel 
that than I had expected. That made me nervous, but I was able 
to find more irreplaceable pleasures. On this occasion, I have 
thought I enthusiastically want to learn English more and more. 
I will try to accomplish my remaining studying abroad 
wonderfully while thinking about the way to make it best for me. 
 Our tennis season will eventually be started from next month. 
Japanese students cannot choose some kinds of club activities. In 
America, their club activities are divided into three seasons, fall, 
winter and spring. That is why they can choose three activities at 
most. I was impressed by this system. It is because they can show 
their best individual abilities by choosing activities with no limit 
for their choice. It is to be able to say about their education. In 
Japan, the subjects we have to take are decided. However, each 
American student has own curriculums. Thus they have more 
interests in their classes and take classes they really need. This is 
very efficient for them. According to these systems and classes, I 
thought American education is superior for developing identity of 
every student. Last week, I joined a meeting for applicants for 
studying abroad to Japan. They made me glad because it seemed 
they have more interests in japan than I thought. I explained 
Japanese schools in my own words, but I was not able to do that 
satisfactorily. That made me disappointed. At the same time, I 
thought I want as many people as possible to know about Japan. 
In the future, I want to become a person who let people around 
the world know about Japan. 

Sae Kaneshiro 



2015/12/24 
 

 みなさんお元気ですか？今年のアメリカの気候は少し異常で、こ

の時期でも半袖で過ごすことが出来ます。 
 さて、私が EP レポートを書くのも５回目となりました。最近時

間が経つのがとても早いと感じています。 
 先週は重要な期末試験がありました。もちろん問題は全て英語。

すごく緊張しましたが終わってみると思っていたよりも手応えを感

じることができ、嬉しかったです。 
 そして今は二週間のクリスマスブレイク真っ最中。今のホストフ

ァミリーはすごく優しい方で本当に毎日が充実しています。出かけ

ることは少ないものの、ペットのワンちゃんと遊んだり、リビング

に集まってみんなでテレビを楽しんだり、ホストシスターと会話を

楽しんだり。日本での私は出かけることが多く家族と過ごす時間は

少なかった気がします。だからこそ今、家族と過ごすことの大切さ

を感じています。私はこの留学を通して英語はもちろんですがそれ

以上に家族や友人がいかに私にとってかけがえのない存在であるか

を学びました。 
 先日、友人とスカイプで話した時に友人が私の英語を褒めてくれ

ました。日本語で話しているのに時々英語の単語がスラっと出てき

た時は自分でもびっくりしました。徐々に英語が身についてきてい

るのかなと思うとこの上なく嬉しいです。最近は発音やアクセント

がいかに大切かを学びました。今まで思っていた発音と全く違った

り、アクセントの位置が違うために伝わらなかったりすることがあ

ります。その度に正しい発音を教えてもらい、何度も練習していま

す。ネイティブのような発音を身につけられるようにこれからも頑

張ります。 
 さて今日はクリスマスイヴ。毎年この日は車に乗って近所の家の

イルミネーションを見て回るのが恒例らしく、とても楽しみです。

みなさんも素敵なクリスマスを過ごしてくださいね。そして良いお

年を。 
金城 早重 



12/24/2015 
 

 Hello, how are you? The climate of America is unusual 
this year. That’s why we can wear half sleeve even this 
season. 
 Here is my 5th EP report. Lately, I have felt time passes 
quickly. 
 I had important semester exams last week. Need less to 
say, there are no questions in Japanese. I had been 
nervous, but I could feel response after the exams. That 
made me happy. 
 And now, we are in the middle of Christmas break. 
Thanks to my great host family, I am living everyday to 
the fullest. We seldom go out although I enjoy playing 
with their dogs, watching TV and talking with my host 
sister. When I was in Japan, I often went out. Therefore, I 
think I had just a little time spent with my family. That is 
why I can find significance of spending time with them 
now. I learned how irreplaceable they are through this 
study abroad more than improving my English. 
 One day, I talked with my friend in Japan. Then she 
praised me for my English. Sometimes I said English 
words fluently even though I spoke Japanese. That made 
me surprised. I am as happy as can be when I feel my 
English is getting better little by little. I had learned 
importance of accent and pronunciation of English lately. 
I cannot tell my English to my host family because some 
English words have completely different pronunciation I 
had thought or I misplace accent. Each time I ask my 
host family about correct pronunciation and practice 
again and again. I will work hard to acquire 
pronunciations like native American. 



  Incidentally, today is Christmas Eve. Every this day, 
my host family go to their neighborhoods for a drive to 
watch their decorations. That is why I am so excited. 
 Have a great Christmas and a happy new year! 

 
Sae Kaneshiro 



2015/11/24 

 
 こんにちは。みなさんお元気ですか？ 
 今月 1 日、遂に約 3 ヶ月お世話になった Adams 家とのお別れの日

がやってきました。何もかもが初めてで辛いことも多かったですが、

たくさんのことを学ばせていただきました。お別れの日の前日は

Wedding Shower という新婦をお祝いするパーティーが行われたた

め充分に Adams 家のみなさんと一緒に過ごすことが出来ず、お別れ

の時はすごく寂しかったです。しかし次のホストもとてもいい人な

ので安心しました。 
 今週は Thanksgiving week で楽しい日々を送っています。先週の

金曜日にはスターウォーズのオーケストラに連れて行ってもらいま

した。本当に素晴らしく貴重な経験となりました。また今週末はハ

ンガーゲームという映画を見に行く予定でとてもワクワクしていま

す。 
 私の英語力ですが伸びを感じることができず、とても悔しいです。

アメリカに来て４ヶ月弱、さすがに焦りを感じています。ですが自

分自身で努力する以外方法はありません。留学生活は初めてのこと

だらけですごく新鮮ですが、辛いことも多いのが現実です。残され

た留学生活をより良いものにできるよう頑張りたいと思います。日

本で頑張っているみんなを忘れずに。 
金城 早重 

 

11/24/15 
 
 Hello. How are you? 
 On the first of this month, I finally moved from Adams house 
which took care of me about three months. I faced many 
hardships because everything was first time for me. However, I 
learned many things from them. The day before moving, we held 



a party called wedding shower for the bride. That is why I could 
not spend time enough with them and I was so lonely when I 
moved their house. However my next host family is also very nice 
so I was easy in my mind. 
 This week is called Thanksgiving. Thanks to my host family, I 
am spending happy days every day. Last Friday I went to take a 
look at an orchestra of STARWARS. I was moved by it and it was 
valuable experience for me. Besides, I am so excited because I am 
going to go to the movie called The Hunger Games. 
 By the way, I could not feel like my own English ability is getting 
better so I am frustrated. I have lived in America about four 
months that is why I am upset. It is the only way to make efforts 
by my self. My first time live in America makes me excited, but on 
the other hand there are many hardship in fact. I will do my best 
to make the rest of days better. Keep my friends do their best with 
study in my mind. 

Sae Kaneshiro 
 



2015/10/26 
 
 こんにちは。みなさんお元気ですか？こちらは季節の変わり目で

気温が不安定なので体調管理に気をつけています。 
 私が EP レポートを書くのも今回で三度目となりました。正直、

三ヶ月もアメリカに住んでいたらリスニングもスピーキングもほぼ

不自由なくできると思っていました。しかし現実はそうではありま

せんでした。ホストファミリーや友人と話すとき、自分の言いたい

ことを完璧に伝えることができません。その分、友達の会話を理解

して共に笑ったり、少しでも会話が弾んだだけですごく嬉しくても

っと話せるようになりたいと思いました。本当に一言語の大切さを

身にしみて感じています。これは留学しなければ気づくことができ

なかったと思います。 
 さて、今月はアメリカの一大行事 Home Coming がありました。

Home Coming weekは毎日テーマがあってそのテーマにあわせた服

装で登校します。これも日本では考えられない文化でとてもワクワ

クしました。そして金曜日の夜はフットボールの試合があったので

すが、いつもより特別なものでした。私は Freshman と共にフット

ボールフィールドでアメリカ国歌を歌いました。土曜日の夜はダン

スパーティーがありました。ドレスを着て髪型はホストシスターに

してもらってすごく夢のようでした。学校で友達といろんなダンス

ミュージックに合わせて踊りました。これが私の初めてのダンスパ

ーティーだったので本当に楽しかったです。 
 １０月は本当に充実した日々を過ごすことができました。クラス

のみんなから日本食をもらって本当に嬉しくて、私にとって彼らの

存在がどんなに大きいか改めて感じることができました。私の留学

を支えてくださっている方々への感謝を忘れず、これからも頑張り

ます。 
金城早重 

 

10/26/15 



Hello. How are you? In America, the season is changing 
and the temperature is unstable. So I am careful about 
my health. 
 This makes the third time I have written EP report. To 
be honest, when I left Japan I thought I would be able to 
speak and listen to English three months later. However, 
the reality was not the case. When I talk with my host 
family and friends, I cannot tell them perfectly what I 
want to say. That is why I am so happy when I 
understand the conversation of my friends and laugh 
together also I enjoy talking even just a little. And then I 
thought I would want to speak more fluently. Importance 
of one language has gone straight to my heart. I could not 
find that without study abroad.  
 And now, there was American big event called Home 
Coming in this month. In Home Coming week, we have 
the theme every day and go to school with clothes suit the 
theme. This is one of the cultures there is not in Japan 
therefore I was so excited. Then there was a foot ball 
game on Friday night. It was a special one. I sang 
American nation anthem with all of freshmen at the 
football field. On Saturday night, I went to Home Coming 
dance party. I wore a pretty dress and my host sister did 
my hair. It was like a dream. I danced to music with my 
friends. This is my first time to go to dance party, so I 
really enjoyed it!!! 
 I had very good time in October. My classmate gave me 
some Japanese food. That made me so happy and then I 
could realize largeness of them. I will never forget 
feelings of gratitude to all the people who support my 
study abroad and do my best from now on too. 

 Sae Kaneshiro 



2015/09/24 
 
 こんにちは。みなさんお元気ですか？こちらは少し涼しくなり、

過ごしやすくなってきました。日本の気候はどうですか？ 
 学校が始まって一ヶ月ほどが経ちました。宿題は毎日あり、まだ

先生が何を言っているのかわかりませんが学校生活には慣れてきま

した。こちらの学校はイベントが多くとても楽しいです。金曜日に

はpep rallyというフットボールの勝利を願ってお祭りのようなもの

があります。ドラムの演奏があったり、チアのダンスがあったり、

日本では考えられないような盛り上がりです。 
 先週末は大学のフットボールの試合を見に行くということでホス

トファミリーの親戚の家がある Louisiana に行ってきました。私は

親戚の方に簡単な日本語をいくつか教えました。日本語を気に入っ

て下さったみたいで何度も私に日本語で話しかけて下さいました。

親戚のみなさんはとてもフレンドリーで優しい方ばかりでした。 
 学校生活や休日でとてもアメリカの文化に触れることができてい

ます。もうすぐ home coming というイベントがあるのでそれも楽し

みです。 
 今は話しかけられた時にパッと言いたい言葉が思い浮かばず、後

からこう言えばよかったんだと思うことばかりです。もっと英語を

話せるようになって早く友達と楽しく会話ができるようになりたい

です。 
金城 早重 

 
  

09/24/15 
 
Hello. How are you? Recently, it is getting cool and become 
comfortable. How is climate in Japan? 
 About one month has passed since school started. I have 
homework everyday. I can’t understand what teachers teach but I 
used to school life. My school has a lot of events and I’m so 



enjoyable. On Friday, pep rally is held to hope winning of football. 
There are performance of drum and dance by St.Andrew’s dance 
team. It is the climax of the unthinkable in Japan. 
 Last weekend, I went to relatives house of my host family to 
watch a college game of football. I taught them some easy 
Japanese. They liked Japanese and talked to me in Japanese 
again and again. All of relatives are very friendly and kind to me. 
 I can feel American culture through school life and holidays. 
Soon, the party called “home coming” will be held and I’m looking 
forward to it. 
 At the moment when I’m talked to someone, I can’t find out 
words I want to say and I always find that I should have said like 
this distant future. I want to become good English speaker and 
talk with my friends happily. 
 

Sae Kaneshiro 

 



2015/8/23  
 
 こんにちは。こちらはとても暑いですが元気にやっています。み

なさんはお元気ですか？ 
 アメリカに来て二週間が経ちました。二週間ですが私はすでにた

くさんのことに気付いたり、感じたりしました。 
その中でも一番強く感じたのは家族や友達の存在の大きさです。私

はアメリカに来て二日程した時に慣れない環境や食事にとても戸惑

いました。まだ二日しか経っていなかったのにとてもこれからが不

安になりました。しかし、出発前に家族や友達がくれた手紙やアル

バムを見ると本当に励まされました。同期のみんなが日本で受験勉

強を頑張っている今、私だけ弱音を吐いている場合ではないと気付

きました。 
 一週間前に学校も始まりました。すべて英語の授業だし、日本の

学校とは全く違います。その為、慣れるのには時間がかかりそうで

すが 1 日でも早く馴染めるように頑張ります。 
 これから様々な経験を通してたくさんのことを吸収したいと思い

ます。 
Hello. This is very hot but I’m doing fine. How are you doing? 
 Two weeks have passed since I came to U.S. 
It is two weeks but I have already found and felt a lot of things. 
Among them, the thing I felt for the most is sizes of my family and 
my friend. When I came to U.S. and passed about two days, I 
confused in unfamiliar environment and meal. Only two weeks 
have passed and I was uneasy from now on. However, I read 
letters and watched albums my family and my friends gave to me 
before departure and I was really encouraged by them. I found 
that all of the same periods try study for examination in Japan, so 
I must not make complaints. 
 School started one week ago. All lessons are done by English and 
schools of U.S. are quite different from Japanese one. So it will 
take time to get used to the school but I work hard to become 



familiar with the school. 
 I want to gain a lot of things through various experiences. 
 
  

金城 早重 
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