
Hi! My name is K.C. I’m studying abroad in Christian Unified School in San Diego, 

United States. 

I have been here about 2 months. I am getting used to life in the U.S. and studying hard 

to improve my grades at school. This month, we spent time to prepared for Halloween. 

      

 

【Los Angels】 

We went to Down Town Disney in Los Angels and to get some Halloween stuff. After that 

we went to Hollywood and Hollywood Walk of Fame. This was my first time to come to 

LA. So, I took a lot of pictures and we had a great time and made some fun memories. 

  

【Fall Festival】 

October 27 was the Fall Festival in my school. There were solo performances and 

choruses by the students of the choir class. Everyone sang very well and we had a great 

time. They only have about 20 students per class in my school. So, it is a little smaller 

than Otsuma Nakano's choral competition.  

 

【Halloween】 

This was my first Halloween in U.S. In the U.S., a lot of Halloween stuff has been on sale 

in supermarkets since the end of August. There are so many different Halloween 

decorations that you can see them as soon as you enter a supermarket.  

We bought a lot of pumpkins and Halloween stuffs. Also, we made Halloween costumes 

in ourself. I made Judy Hopps costume. That is a character in the Disney movie ‘Zootopia’.  



We cut the pumpkin, I thought it would be difficult, but it was surprisingly easy. We went 

to Trick or Treating on October 31 night. This was my first trick or treating in the U.S. 

and I get a lot of candy and snacks. On November, we have Banquet, club activity, 

musical auditions, and Thanks giving break etc. I am looking forward to the various 

activities that are to come. Thank you for reading. 

 
 

こんにちは、私は K.C.です。アメリカ、サンディエゴにある Christian Unified Schoolに留学し

ています。私はここにきて２か月経ちました。アメリカでの生活にだいぶ慣れて、今は学校の成

績を上げているところです。今月はハロウィンの準備に時間を費やしました。 

 

【ロサンゼルス】 

私たちはロサンゼルスにあるダウンタウンディズニーに行ってハロウィンのグッズを買いまし

た。そのあとはハリウッドに行きました。初めてのロサンゼルスだったのでたくさん写真を撮り、

楽しい思い出を作りました。 

 

【Fall Festival】 

10月 27日は学校の Fall Festivalでした。コーラスクラスの生徒のソロや合唱があって、みん

なとても上手でした。制服ではなく、ドレスやスーツに着替えてパフォーマンスをしていました。

１クラス 20人ほどなので、妻中の合唱コンクールと比べては少し規模が小さいです。 

 

【ハロウィン】 

初めて、アメリカでのハロウィンでした。アメリカでは 8 月末からスーパーなどにハロウィンの

ものがたくさん売り出されています。スーパーに入って、すぐにハロウィンの装飾が見えるほ

どたくさんの種類があります。私たちはかぼちゃとハロウィン装飾グッズをたくさん買い、仮装

の服も自分たちで作りました。私はディズニー映画のズートピアのキャラクターのジュディーホ

ップスの仮装をしました。また、私たちはかぼちゃを切って、顔を作りました。最初は難しいと

思っていたが、意外と簡単で驚きました。ハロウィンの夜は初めて、アメリカでのトリックオアト

リートに行き、キャンディやスナックをたくさんもらい、楽しい思い出を作ることができました。 

11 月は Banquet や部活、ミュージカルオーディション、感謝祭などたくさんのイベントが待っ

ているのでとても楽しみです。ご清聴ありがとうございました。 


