AMERICA

March

今村日向子

こんにちは。アメリカ、オハイオ州はいまだに雪がときどき振って
いて春らしさまだ感じることができません。今月はロータリーの旅
行がありました。２８日から春休みがはじまり、ホストチェンジが
ありました。荷物が多く、荷造りが大変でした。第三ホストファミ
リーとはよく学校やロータリーで会っているので親しみやすいで
す。
1

Centerville H.S. competition (guard)

2

Competition canceled (guard), church canceled

3

2 hours delay school

4
5

Fat Tuesday, Rotary lunch, shopping and dinner with Diane and her
sister
I got king cake from art teacher, Church

6

Symphonic band concert6:30〜

7

Rotary eastern adventure!! <home-Columbus>

8

Rotary eastern adventure!!<Columbus-Washington>

9

Rotary eastern adventure!!<Washington>

10

Rotary eastern adventure!!<Washington-New York>

11

Rotary eastern adventure!!<New York>

12

Rotary eastern adventure!!<New York>

13

Rotary eastern adventure!!<New York-Boston>

14

Rotary eastern adventure!!<Boston>

15

Rotary eastern adventure!!<Boston-Pennsylvania>

16

Rotary eastern adventure!!<Pennsylvania-Columbus>

17

OGT(reading) , I got a cup cake from an English teacher

18

OGT(Math)

19

OGT (writing), Church

20

OGT(science)

21
22

OGT(social study), shopping at green with yujin 4:30-9:00 and yujin
stay with my room
Hung out with yujin, over night

23

(Over night), church, playing card with my host family

24
25

Go fish

26

I made enchilada and pizza for dinner

27

Amend’s house

28

Spring break!!

29

Spring break!! Host change, i went to a theater for the first time

30

Spring break!! I put on a fireman’s cloth

31

Spring break!!

Easton rotary tripで
この日はバンドの年に一度のコンクールのようなものがあったので
すが、私はロータリーの旅行があったのでSymphonic bandのメン
バーとして行くことができませんでした。Yujinがコンクールについ
てメッセージを送ってくれました。なんと私たちのバンドが賞に選
ばれて日本でいう県大会のようなものに行けるそうです。私はとて
も驚き一瞬固まってしまいました。このことを聞
けてすごくうれしかったです。このコンクールに
行けなかったので次の県大会のようなものに行き
たいです。そしてロータリーの旅行にはディズニー
の旅行の時は交換留学生の人数は３７人でこの旅
行では６２人でした。日本人のメンバーはディズニ
ーのときと、まったく同じメンバーでした。この
旅行ではWashington, New York, Bostonに行き
ます。

ワシントンでは、Vietnam

Women’s

Memorial,

Washington

Monument, Korean war Veterans Memorial, White houseなどに
行きました。

そして自由行動では、アメリカで初めてのoutsideでのSkateをしま
した。外でのスケートは室内と違って気持がよかったです。
New YorkではEllis Island, statue of libertyそして私のグループは
ほとんどの時間をtimes squareとショッピングに使いました。タク
シーにも乗りいい経験ができました。

ボストンではharvard university!!私はこの旅行で英
語を使うようにするために日本人だけではなく台湾
やロシアの子も
入れたグループで行きました。
３・２１，２２
Yujinとショッピングへ行きました。そのあとYujinとプレゼント交
換をして私の部屋で一緒に寝ました。次の日、Yujinに浴衣を着せ

ました。嬉しそうだったのでよかったです。この後私はオーバーナ
イトが
あったので昼までしか遊べませんでしたが初めてのYujin
との夜は楽しかったです。
３・２９
ホストチェンジがありました。第３ホストファミリーはfather,
mother、 １ ７ 歳 のsister,１ ５ 歳 のbrotherの ４ 人 家 族 で す が 、
sisterの友達もこの家に住んでいます。そして犬２匹と猫１匹いま
す。この家族はとても面白く、明るい家族です。私もこの家族に早
くなじめたらいいなと思いました。

お世話になった第２ホストファミリーの紹介
Father : ross philip white (32)

幼稚園関係の仕事

Mother : tara rachelle white (31) 仕事を探している人の手伝い
＆大学生
Brother : Grayson joseph white (7) 小学生
: knox david white (3) 幼稚園生
white (2) 幼

: cole philip

稚園生

Dog :Griffin
Cat : Pete

