
[Nakayama's report 8月] 

Two weeks has past since I came U.S. The living here is that everything is new . It's 

interesting just to watching everything here . 

I was surprised that we can see clouds which nearby the horizon , we can't see it by 

high buildings. 

At school . It's difficult to make friends , because I can not speak and listen English 

very well. I don't have many friends , the life here is very hard . Honestly , the life here 

so far is very hard and not easy for everything . 

But I will be keep trying to be getting my life here better .  

 

アメリカに来て２週間が経ちました。ここでの生活は全てが新しくてここにあるものを

見ているだけで面白いです。例えば地平線近くの雲を見ることができることです、日本

では高い建物に隠れて見えません。 

学校では、英語をうまく使えない中で友達を作ることが難しく、あまり友達が増えず、

苦悩の日々を送っております。正直今は全てにおいて大変で簡単ではありません。し

かし少しでも早く楽しい生活になるためにがんばります。 

 

    

  



[Nakayama's report 9 月] 

９月 レポート 

早いことにもう１ヶ月と半分が終わってしまいました。早すぎて、時間止まっ

てほしいくらいです。笑 

今月はFall partyが学校であって、初めてのパーティーに行きました。普通、

デイスチューデントはパーティーの前に誰かの家に行ってからダンスに来るの

ですが、僕はそれをしらなかったし寮生なので行けませんでした。最初は少し

しか生徒がいませんでしたが、時間が経つにつれたくさんの生徒が来て、狂っ

たように踊りました。初めてのダンスで踊り方もわからなかったのですが、見

よう見まねでおどりました。とてもたのしくてパーティーが好きになりました。

シニアの友達が「次はダンスの前に家においで」と言ってくれたので、次のダ

ンスもとてもたのしみです。 

英語力は全くのびてる気がしないです笑 

友達と一対一の会話はかなりわかるようになってきたのですが、グループで喋

っていると早すぎてほとんどわからないです。 

学校は日本と違って基本的に４５分授業であり、３時３５分には終わります。

そして土曜日も休みなのです! 

そして初めてアメリカで散髪をしました。アメリカのスタイリストは感覚で切

ると聞いていたので、とても怖かったです。結局前髪をまっすぐきられました。 

 

Month and a half flew in a blink of the eye. I want time to stop. Finally I had 

The Fall Dance Party on 29, Saturday. Day students usually go someone's 

house before the party. but I did not know that and I'm a border, I just went 

straight to the party. First there were a few students , but as time past , 

many students came and danced like they become nuts. It was my first time 

to dance, but I learned dance by watching others. That was soooo fun. I 

became to love parties. My senior friend said to me that come my house 

before the party next time! so I cannot wait till next time. I haven't seen any 

improvement on my English yet. When I talk with one to one, I'm getting to 

understand. but when I talk in group, It still difficult. The most biggest 

difference in school is that basically, one period is 45min, school over at 3:35. 

We don't have school on Saturday. 



I went to barbershop in America at first time. I heard of American stylist cut 

by their sensibility. so I was so scary. After all, I cut my hair straight… 

 

 

  



[Nakayama's report 10 月] 

10月 レポート 

10月  

今月はたくさんのイベントにホストに連れて行ってもらってとても楽しかったです。１つ

はACLという全米から人が来る音楽フェスティバルで金土日の３日間の予定の同じものが

２週あるのですが、２週ともチケットを買ってくださり、１週目は友達と行き、２週目は

ダラスからちょんとブレイク一家が来て一緒に週末を過ごしました。そしてFall Break と

いう５日間の休みがあり、そこでバージニアとワシントンD.C.に連れて行ってもらいまし

た。ジョージタウン大学とバージニア大学の見学ツアーに参加したり、国会議事堂やリン

カーン記念館、対日独戦勝モニュメント（笑）、モンティチェロ、リンゴ狩りなどいろい

ろなところに連れて行ってもらいました。どれもテレビで見たことあるものばかりでいか

にもアメリカという印象でした。バージニアにはロバートのおじいさんが住んでいて、そ

こに親戚一同が集まりました。毎夜メジャーリーグのワールドシリーズをみんなで観戦し

ました。僕は日本人投手がいるボストンを、その他の人はヤンキースのライバルであるボ

ストンが嫌いなので、カージナルスを応援していました。とても充実した日々を過ごせて、

ホストには本当に感謝しなければなりません。 

 

 

I had a good time going many places with my host family this month. Austin City Limits 



(ACL) is a music festival in which a lot of people come from all over the U.S. It goes on all 

through Friday, Saturday and Sunday for two weekends. My host got me tickets for both 

weekends. I went there with my friends on first weekend. Heesuk and Bleak's family came to 

Austin to go to ACL and spent a great weekend with us. We had a five day Fall Break, and 

my father took me to Virginia and D.C. I participated in a college visit at Georgetown 

University and University of Virginia, visited the U.S. capital, a couple of monuments, 

Monticello and an apple orchard. I saw all of these places on TV. Robert's grandpa lives in 

Virginia and his relatives had a family reunion in his house. We watched the World Series on 

TV every single night. Everybody except me supported St.Louis, because they hate Red 

Sox and like the Yankees. Because two Japanese pitchers played for the Red Sox, I 

supported the Red Sox. I had a really good time. I thanked my host family for all the fun.  

 

 

  



[Nakayama's report 11 月] 

１１月 レポート 

 

今月は期末試験のような大きい試験の後にサンクスギビングと

いう１週間の休みがありました。試験で最も苦労した科目はも

ちろん英語です。テストでは詩を読んでエッセイを書くという

問題があったのですが、まず詩を解読することができなくてエ

ッセイはほぼ何も書けませんでした。秋学期での英語の授業は

文法と詩と物語が範囲だったのですが、詩は文法もめちゃくち

ゃで辞書で意味を調べてもわからないので苦労しました。数学

は文章問題の英語を解読できなかったですが、計算問題は解け

ました。中国語は一番できた科目で漢字がほぼ同じということ

もあり簡単でした。サンクスギビングではロバートの家にステ

イさせてもらって、充実した日々を過ごさせてもらいました。

サンクスギビングのあと3週間と少しの間、サッカーの試合もあ

るのでがんばっていこうと思います。 

 

We had  a week long Thanksgiving break after finals this month. 



Needless to say, the class which I had the most trouble with was 

English. In the exam, I had to write a essay about a poem. First 

of all, I didn't understand the poem, so my paper was almost 

blank. The English class covered grammar, poetry and short 

stories during the Fall Term. The poetry's grammatical structure 

was pretty strange; as a result, it was difficult to read. I did not 

understand the word problems in the math exam. The Chinese 

exam was fairly easy, because Chinese characters are almost 

same as Japanese one. I stayed at Rob's house during 

Thanksgiving break, and had a great time. I will do my best 

during the  three weeks  before Christmas Break.  

 

 

 



[Nakayama's report 12月] 

I had my first time model UN conference December 11. that was so interesting. 

basically, we pretend real UN in NY and talk about some issues. the issues were about 

border, overfishing and refugees. I almost couldn't understand what all delegation 

discuss. but it was fun. 

they talked much about problem related to Japan. i'm interested in current issues, and i 

investigate often about them. so i really would like to talk, but i couldn't . 

so i was so frustrated by myself. so I study English more to be able to understand next 

conference. 

During winter vacation, I visited Rob’s grandfather’s house in Dallas, and I spent 

Christmas there with other relatives. They were really kind and I had a great time. 

My friends invited to new year party in my friend’s house at night of December 

31. I really wanted to go, but my host mother didn’t allowed, because it’s not safe. My 

friend’s house is located far from our house, then It’s danger to drive midnight, so I 

stayed our house with Rob, because other family had gone. We had a great new year. 

僕は模擬国連というクラブに参加していて、１２月初旬にその会議がありました。会議

は一日あって、参加する人はその日のクラスを休み、スーツなど正装をして、本物の国連の

会議のように様々な議題について話し合いました。２０カ国くらいの代表と議長を事前に決め

ており、各国の意見は、個人の意見ではなく事前に調べたその国の意見を主張していくという

ものでとても興味深いものでした。ぼくは日本の代表として参加することができました、しかし

討論ではとても難しい英単語が使われていて、正直ほとんどわかりませんでした。でもこのよ

うな興味深い体験できてよかったです。そして次の会議では少しでもわかるようにもっと英語

の力をつけておけるようがんばります。 

12月は自分の誕生日もあり、中国語のクラスでは先生がプレゼントにたくさん日本の

お菓子を用意してくれて、とてもうれしかったです。クッキーをもらったりいろんな人に祝っても

らえてとてもうれしかったです。日本より誕生日の祝福に関しては盛大かなと思いました。 

 

  



[Nakayama's report 1月] 

早いもので、この留学もあと三ヶ月程しかありません。ほんとうに時間が経つのは早

いなと感じさせられ、後三ヶ月しか無いことに焦りを覚えます。最近は宿題がとても多く、野球

を始め、クラブなどもあり忙しい日々を過ごしています。特にいろんなことに参加しようと、２つ

のクラブと１つのスポーツに、ウエストテキサストリップという活動にも参加して、８時間かけて

車で砂漠の広がるウエストテキサスに行き、化石掘りをして恐竜の１０センチ程の化石を発見

しまたりもしました。そして２月には TED TALK at Austin というものに参加します。これは

TED という、いろんな分野での最先端の人の話を聞くもので、内容もかなり高度なもので難し

いですが興味深い話がたくさんあります。日本にいる時は知らなかったのですが、こちらでは

たくさんの学生がオンラインで視聴しています。そしてそのTEDが住んでいる町で開かれると

いうので、とても楽しみにしています。 

英語についてはまだまだと感じるのですが、英語の授業はユニークで楽しんでいます。

例えば、今している宿題は読んだ小説の主人公が Facebookをやっていたら、と仮定してパ

ソコン上でFacebookのテンプレートを利用してプロフィール写真や、アルバム、投稿などを自

由に作っていくというもので楽しいです。そして、エッセイを書くことが多いのですが、制限時間

があるときなどは、英語で書くと文章構成を書きながら考えることが難しく、後から読むと変な

文章になっていたりすることがよくあります。 

未だ生活が楽になったとは感じませんが、というより最後まで感じないのかもしれませんが、

まだまだ努力が必要だと感じます。残り三ヶ月をがんばって最後まで食いの残らない留学に

したいと思っています。





West Texas 

 

  



[Nakayama's report 2月] 

２月レポート 

２月は冬スポーツが春スポーツに変わったり、新しいことがあった月でした。僕はいま

サッカーに変わり野球をしています。サッカーより野球の方がうまくできることもあり野

球も毎日楽しいです。野球でもまた新しい友達を作ることができ、さらに下級生とも仲

良くなることができてよかったです。寮には様々な経験をしてきている人たちがたくさ

んいて、アメリカ人以外はもちろん、アメリカの他の州から来ている人や、アメリカ人だ

けどいろんな国に住んできた人などがいます。Faces というクラブに入っていて、そこ

では週１回、毎回様々な経験をしてきた先生や生徒、外部の人を招き話を聞くのです

が、２回前の Facesではアメリカ生まれのアメリカ人だけど、親が国連や外交官で中

東やアフリカなどで生活をしてきた３人の生徒がきてくれたり、前回はサウジアラビア

に住んでいた人たちが来てくれました。同じくらいの年なのに日本では聞いたことの

無いようないろんな経験をしてきている人がたくさんいることに驚き、自分ももっとたく

さんの経験をしていきたいと思いました。そして St.Stephen’sの寮生はほぼ全員が２

カ国語以上を喋れて、４割程が３カ国語を喋れて、ごくわずかですが４カ国語を喋れる

人もいて最初はとても驚きました。ぼくも中国語のクラスを取っており、取っている教

科の中で一番いい成績なので日本に帰ってからも続けていきたいと思っています。 

 

I’m taking 7 classes, Film, Art, Study Hall, Chinese 1, Algebra Ⅱ, Theology and 

English. I am fond of Theology class. We often have theology class outside or at 

dining hall unless it is bad weather. Our Theology class is in 5th period every day 

which means that sometimes we can eat food in class. We can eat, and use our 

phone or laptop in class, which is different from Japan. Topics we talk about in 

theology class are not always concerned with religious issues. My theology 

teacher has a nice sense of humor, and he likes jokes, so I like his class the 

best.  

Sometimes, I can see a vapor trail that jets leave when I look up at the sky. I can 

also see a lot of beautiful stars at night, so I look up at sky often. 



 

 



[Nakayama's report 3月] 

３月レポート 

今月は春休みがありアメリカのいろんなところに行くことができました。春休

みは２週間あったのですが、そのうちの最初の１週間はホストファミリーにコ

ロラド州にスキーをしに連れて行ってもらいました。スキーは小さい時は毎

年行っていましたが、ここ５年程はずっとしていなかったので、最初はあまり

上手にできませんでしたが５日もスキーをやらせてもらうことができて最後に

はかなり上達することができてたのしかったです。そしてあとの１週間はホス

トブラザーのロバートの大学見学もかねて、ニューヨークやペンシルベニア

などいくつかの東北部の都市を訪れることができました。訪れた大学はアメ

リカでも TOP5 にはいるような有名大学ばかりで、歴史のあるキャンパスは

とても興味深かったです。さらにニューヨークではタイムズスクエアやグラウ

ンドゼロなどの観光名所に連れて行ってもらい、いわゆるアメリカを体験す

ることができました。１つとても気になったことが、ニューヨークの街中や地下

鉄などがとても汚かったことです。タバコやガム、ゴミなどがたくさん落ちてい

て、日本の大都市にきた外国人が驚く気持ちがわかったような気がしまし

た。 

 

 

In my English class, we are working on Romeo and 

Juliet by Shakespeare this term. We read The Romeo 

and Juliet in early modern English which is like 

classic Japanese; therefore the vocabulary which is 

related to the Christianity and grammar of this book 

are really weird and not used in modern English. In 

addition that, tons of figurative and sensorylanguages 

are used like the poetry, so it is very hard to 

comprehend this book. However, my comprehension 

of English has gotten better in my time at St. 

Stephen’s. 

 



 

１枚目 NY city  

２枚目 Colorado 

 

  



[Nakayama's report 4月] 

本当に早いことにとうとう５月になってしまいました。いまは卒業関係や今週

の土曜に迫っているプロムなどの準備がいろいろあり、忙しいですが楽しくと

ても充実した日々を送っています。たくさんの仲のいい友達も作ることができ

て、本当によかったです。勉強面は、英語以外終盤と言うこともありテストも

残り少なく、楽にはなってきていますが、英語は今読んでいる本が今までで一

番難しく毎日４時間くらい読んでいます。英語のクラスは留学生だけのコース

に入っており、基本的に本を読みエッセイを書くということを繰り返していま

す。いままでも英語の本を読むというのが一番の難関で、最初は読んでも日本

語のように頭に入ってこず、何度も同じところを読まなければなりませんでし

た。しかしそれもいろんな本を読んでいくにつれ、スラスラと読めるようにな

ってきました。そして今読んでいる本は、まるで映画のように時代と場所が違

ういくつかのストーリーがランダムにでてきて、最終的にそれがつながるとい

う構成の小説なのですが、頭の中で英語で読んだ物を組み立てていくのがとて

も難しく、いま現在読み進めているのですが、話がつかめず苦戦しています。

同じクラスにいる他の留学生は１０年以上英語を勉強している子など、英語力

はとても高く本もすらすらと読めるので、日本に帰ってからもまだまだ勉強し

ようと意識させてくれます。 

 

When I first arrived, I couldn’t understand what people was talking about and 

now I can understand most of it. I’ve really enjoyed my time here and I love a lot 

of things which are not in Japan like breakfast tacos, concerts, like a ACL and 



SSES. I will definitely return for these things and all the friends I’ve made. This 

Exchange program was established 43 years ago, which is a pretty long time 

ago. The reason I could come here is because of the exchange students that 

tried to keep good relationship between Japan and US; therefore I want to say 

thank you to everyone who has established and supported this Exchange 

Program for the past 43 years. Thank you as well to the school and people that 

have helped me all along the way. 

 

  



[Nakayama's report 5月] 

とうとうこのレポートも最後となってしまいました。最初に寮に入った時は本

当に１年間やっていけるのか不安になったことを今でも覚えています。住めば

都とは言うもので、寮を離れる時はとてもさみしく、一緒に住んでいた友達と

は知らぬ間に家族のような、いなくてはならない存在になっていたことに気づ

きました。オースティンでの生活はとても楽しく、友達もたくさん作ることが

できて本当によかったです。学校が終わってからは友達と遊びにいったりパー

ティーにいったりして最後のひとときを楽しんでいます。この留学で一番大変

だったことは、やはり友達を作ることでした。１年過ごすからには楽しんで帰

ってこようと思っていたので、必死に友達をつくろうとしましたが、やはり英

語をつかって友達を作るのはとても難しかったです。しかし、時間が経つにつ

れしだいに友達もできだして、たくさん話して、英語もうまくなってきて、ま

た友達ができてといいサイクルを作ることができました。いまは、本当にここ

にくるために協力してくださった方々に感謝の持ちでいっぱいです。 

It has been an absolutely incredible year. I've had such an amazing time with 

my awesome friends and teachers at SSES. My favorite St. Stephen’s teacher 

is Mr. Woodruff who is a Theology teacher. I really want my friends in Japan 

to take his class once. He basically has his class outside and our class 



sometimes go to forest in St. Stephen’s and feel nature and consider about a 

lot of kinds of spiritual stuffs during class. I’m pretty sure that he is the best 

teacher I’ve ever met. I'm so glad that I could have experienced a bunch of 

things and broadened my out look through foreign culture.  

I really want to say thank you to everyone for giving me such an awesome 

opportunity. 

 


