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越智 穂香
今治西高等学校２年

レイクランドでは私たちのために、盛
大なパーティを開いていただき、とても
感謝しています。夕日に照らされ、輝い
て見える大きな湖を背景に、広々とした
会場でレイクランドの皆さんが、バレエ
や歌を披露してくださいました。それは
まるでレイクランドの湖に浮かぶ白鳥
を思わせるような、とても優雅な演技で
した。

私たちも盆踊りを紹介したところ、会
場全体が大きな拍手と歓声に包まれま
した。昨年、今治を訪問してくれた友人
たちも、少し覚えてくれていたようで、
真似をしてくれました。ホストファミリー
が、何度もよかったと褒めてくださり、嬉
しかったです。この日はファミリーとたく
さん話し、よりいっそう仲が深まった1日
となりました。このとき家族で集まって
撮った写真は、私にとって一生の宝物で
す。

Honoka Ochi
 I’m really grateful for the big 
party people held when we went 
to Lakeland. People in Lakeland 
performed ballet and songs in a huge 
hall with a view of a beautiful lake 
reflecting the sunset in the back. The 
performance was very graceful, just 
like the swans on the lake in Lakeland. 

We also performed the Bon Dance, 
for which we received very warm 
applause. Some Lakeland friends who 
visited Imabari last year remembered 
it a little and they danced with us. Later 
my host family told me how good the 
dance was again and again. It made 
me so happy. That day, I talked a lot 
with my host family and got to know 
them so well. I will treasure a picture 
I took with them at that time for the 
rest of my life. 

赤瀬 好
伯方高等学校２年　
　私は２週間アメリカのレイクランドと
ニューヨークに行きました。私は、行く
前からとても不安でした。なぜなら、テ
ロ事件が起きたり、英語を上手に話せ
るかどうか心配だったからです。でも、
行って見ると、みんな優しく、楽しい思
い出がたくさんできました。
　私たちは様々な場所を訪問しました
が、私は消防署であいさつをしました。
消防署では、まず消防士が来ている服
や消防車などについての説明をしてく
ださいました。あいさつは、短い文章で
したが、とても良い経験ができました。
　このような貴重な経験ができたの
は、多くの方々のおかげです。ありがとう
ございました。

吉田 萌音
今治北高校２年
　このような今治市の姉妹都市レイク
ランドへの訪問の機会を設けてくださ
りありがとうございました。そしてなに
より私に温かく、
いつも笑顔で接してくれ、新しい家族と
して受け入れてくれたホストファミリー
にとても感謝しています。私は私のホ
ストファミリーに出会えてとても幸せで
す。
　私は今、国際看護師になるという夢
を持っています。しかし外国に行ったこ
とがなかった私は実際にアメリカに行
きどのようなところなのかを見てみた
かったのでこの研修に参加しました。そ
して思ったことは、アメリカ人の人柄が
とても明るいことです。初めて会ったの
に、とてもフレンドリーに私たちと接し
てくれました。だから私も積極的に話し
ました。お互い笑い合えた時はとても楽
しかったです。

レイクランドでは、楽しい経験ができ
たとともに、言いたいことが通じなくて
大変な経験もしました。私は、このよう
なとても素晴らしい経験や出会いを一
生忘れません。

Mone Yoshida
I appreciate having had the chance 

to visit Lakeland, Imabari’s Sister City. 
I’m also very thankful for my host 
family who accepted me as a new 
family member and treated me to 
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Konomi Akase
 I visited 

Lakeland and 
New York in the 
US for 2 weeks. 
I had been very 
nervous before 
I went there 
because I was 
worried about terrorism attacks 
and worried about my speaking skill. 
I wasn’t sure if I was able to speak 
English well. But when I went there 
I found that everyone was nice and 
made lots of great memories. We 
visited many different places and I 
made a speech at the fire station, 
where they explained about the fire 
fighters’ uniforms and fire engines. My 
speech was very short but giving the 
speech in front of people was a nice 
experience. 

I’d like to thank all the people who 
made it possible for us to have such 
precious experiences. Thank you for 
everything. 

many smiles. I’m grateful that I met 
my host family. 

I have a dream to be an international 
nurse. However, I’d never been to any 
other countries but always wanted to 
go to the US and see how it is. This is 
why I participated in this international 
experience. I realized that people in 
the US are very cheerful. Even though 
we’d only just met, people in Lakeland 
was so friendly and treated us nicely. 
I tried to talk positively with them. 
When we laughed at the same thing, I 
felt so happy. 

In Lakeland, I had both wonderful 
and difficult experiences. It was 
hard when I couldn’t make myself 
understood. I will never forget the 
brilliant experiences I had and the 
people I met there.  

阿部 紗奈
伯方高等学校２年
　８月１５日の警察署訪問で警察署の
中や警察犬のパフォーマンスを見せて
いただきました。警察犬のパフォーマン
スは、警察の方々と警察犬とのコンビネ
ーションが抜群でした。警察犬がてきぱ
きと指示に従っていて、とてもかっこよ
かったです。また、警察署の中では、警
察官を配置するコンピュータの前にも
座らせていただきました。指紋を検査す
る機械や本物の指紋も見ることができ
ました。そして、バイクの座席にも座ら
せていただきました。とても大きくて乗
るのが難しくて怖かったです。しかし、乗
って見ると座り心地がよかったです。レ
イクランドに滞在させていただけたこ
とに感謝したいと思います。良い経験を
させていただき、ありがとうございまし
た。

Sana Abe
We visited the police station and 

saw a police dog demonstration on 
August 15. It was a great combination 
of police officers and the dogs. The 


