
2019 - C2 - EWU/AUAP - October 
The leaves have turned orange and yellow and the temperature has dropped significantly low since
September. Halloween has come and gone leaving in its wake candy wrappers and jack-o’-lanterns. AUAP
students have been preparing the community for winter, volunteering at local events, helping the
communities children pick out pumpkins, and celebrating diversity by meeting new people through the
Campus Friends program, and teaching Kanji at the Multicultural Fair. The students have also been
meeting with the Japanese Club. At their last meeting the AUAP and EWU students made Onigiri with
their Japanese language teachers. 
 
⽊々が⻩⾊や⾚く鮮やかに⾊づいてきました。9⽉から気温もぐっと下がりチニーではすでに３回雪が降
りました。ハロウィーンはジャックオーランタンとキャンディの包装紙だけ残しあっと⾔う間に過ぎ去り

ました。今⽉は様々なイベントがありました。⽣徒たちは地元のボランティアでコミュニティーの冬仕度

の⽤意をしたり、⼦供達と⼀緒にパンプキンを採ったりしました。更にキャンパスフレンドプログラムを

通し、新しい⼈と出会ったりマルチカルチャーフェアで漢字や折り紙をEWUの学⽣に教えたりしまし
た。⽣徒たちは⽇本語クラブで毎週ミーティングを⾏い、10⽉23⽇のミーティングではおにぎりアクシ
ョンに参加し、（おにぎりを作ってSNSに投稿すると世界中の⼦供達に給⻝が届くというイベント）みん
なでおにぎりを作りソーシャルメディアに投稿しました。

 

In IES the AUAP students have practiced their English skills via listening to music, studying lyrics in order
to find hidden meanings and practicing pronunciation through singing. In Functions the students studied
restaurant language and had dinner with their teacher in Spokane. In TOEIC class the students
scheduled meetings at the JFK library to meet and to have conversations with professional responders.
In American Studies the students wrote about the pioneers who settled in the west. They also had their
first lecture with Dr. Finnie. 
 
IESのクラスでは、⾳楽を聴き、歌詞を勉強して隠れた意味を⾒つけ、歌を通して発⾳を練習することで,
英語のスキルを勉強しました。

ファンクションのクラスでは、レストラン英語を学び、スポケーンに先⽣とディナーに⾏きました。

TOEICのクラスでは、図書館でライティングセンターの⼈と会い、英語でどのようにペーパーを書くか学
びました。

アメリカンスタディのクラスでは、西部の開拓者についてレポートを書き、初めてフィニー教授の授業

を受けました。
 

https://onigiri-action.com/


 
Eagle-Up!
Eagle-up brought EWU and AUAP students together for a day of volunteering. All students were put into
teams and placed at different sites of work. Students, wearing gloves and carrying trash bags, picked up
trash along roadsides and city streets.
 
Eagle-upというイベントでEWUの学⽣とAUAPの学⽣が⼀緒に1⽇ボランティアをしました。みんなそれぞ
れチームに分かれ、ホームレスのシェルターや、フードバンク、⼥性と⼦供のシェルターなどに⾏きまし

た。また。⽣徒たちは⼿袋をし、ゴミ袋を⽚⼿に街を掃除しました。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llama Farm
Career Exploration provided a trip to a local llama farm. Students met the owners of the farm, who gave a
brief presentation on how it was established, and explained the therapeutic service the farm provides to
people who have disabilities or mental health issues. 
 
キャリア探求の授業では、地元のラマファームに⾏き、学⽣は農場の所有者から農場の設⽴法や障害やメ

ンタルヘルスの問題を抱える⼈々に農場が提供する治療サービスについてプレゼンを受けました。
 



Pumpkin Patch
Students went to Greenbluff and walked through the amazing pumpkin patch. They led families through
the trails while dressed in Halloween costumes. 
 
学⽣はスポケーンの北にあるグリーンブラフに⾏き、広⼤なパンプキン畑を歩きました。またチニーのハイ

キングコースでハロウィーンのコスチュームを着⽤し、⼦連れの家族のトリックオアトリートイベントを⼿

伝いました。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Multicultural Fair 
EWU Multicultural Center held a fair outside in
EWU’s center court. At the AUAP students’ table,
visitors could learn how to paint their names in
Kanji. 
 
EWUの多⽂化センターではEWUの中庭にてマルチ
カルチャーフェアを開催しました。そこでAUAPの
学⽣はブースを借り、訪れた⼈たちにどのように

漢字で名前を書くか教えました。

Halloween
Students dressed up and competed in a costume
contest. The top three winners were prized with
EWU school swag and candy. 
 
学⽣はコスチュームコンテストに参加し、上位３名

は賞品として、EWUグッズとキャンディをもらいま
した。


