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菅又 めぐ み

今回 アメ リカに 行く まで は、私 にと って アメリ カと は、 飛行機 は約 １日 、言葉 はち
がうと いう ことで 、「自分 には 程遠 い存在 」で した 。でも 、
今回実 際に 行って みた ら、 そんな 事は あり ません でし た。
コ ン コ ード に 着 いて 、 私 のホ ス トフ ァ ミ リー の Miller
一家( レベ ッカ １ ７歳 ＆フ ァザ ー)に 会 いま した 。 マザ ーは
家に居 るよ うです 。車 で移 動中、 ファ ザー に「い つ日 本を
出発し たの ？」と 英語 でい きなり 聞か れ、 私はか なり パニ
クりま した((￮д￮;))ッが、カタ コト で答え まし た。ち なみ
にこの 会話 が記念 すべ きア メリカ 人と の会 話デビ ュー です

☆泊ま った 部屋☆

(*≧丱 ≦)家は とっ ても大 きく 、部 屋に はバ スルー ムも つい ていて ホテ ルに 来た感 じで
した。
朝は 毎日 ５時５ ５分 にセ ットし た目 覚ま しで起 床。 初日 は特に 時差 ボケ もなく スッ
キリ起 きる ことが でき まし た╲^0^╱用意を 済ま し、ダイ ニン グに向 かう と… マザー が毎
日読書 して います 。(アメ リカ のお 母さん はの んび りだな ～)と思 った 一面 でした 。朝
ごはん は、 焼いた べー グル の半分 にバ ター をぬっ て食 べた り、小 さな パン ケーキ ２枚
だけな ど、 お腹が すき まし た(・_・;)私の イメー ジで は、 トース ト２ 枚、 ベーコ ンエ
ッグ、 スープ etc…と にか く食べ きれ ない のでは ない かと 心配し たく らい でした 。飲
み物は 決ま ってオ レン ジジ ュース 。こ のオ レンジ ジュ ース は、実 がた くさ ん浮い てい
て、甘 く、 本物を 食べ てい るよう でし た(*´∀`)私のお気 に入 りの 一品で す⋂^ω^⋂☆
CCHS(コンコ ード カーラ イル ハイ スクー ル)へは 、マ ザー の車で ☆ま ずバ ンドル ーム
に行っ て一 緒に行 った 日本 人と、 少し お話 します 。こ れで 毎日言 葉の あり がたみ を実
感しま す。 授業は ７時 ３０ 分から 始ま るの で教室 へ移 動し ます。 校内 は広 く、み んな
急ぎ足 で行 くので 、の みこ まれな がら もな んとか つい てい きまし た。 その 教室に 着く
まで５ 分く らいは かか った と思い ます 。着 くと私 はい つも いきが 上が って います 。
♪ ・・・ 毎日 の授 業・・ ・♪
１時間 目は‟ア メリ カンヒ スト リー„で 、ち ょうど アメ リカ 大統領 選挙 の時 期で、 少し
その話 をし ていま した 。２ 時間目 は‟数学„ で、も う日 本で 勉強済 みの とこ ろを勉 強し
ていま した 。３時 間目 は‟音楽„で 、楽 器を 使って 部活 のよ うな練 習を して いまし た。
４時間 目は‟英 語„で、 国語 でいう 古典 のよ うな、 古い 英語 で話し てい る映 画を観 まし
た。お 昼休 みは１ 時間 半あ ります 。昼 食は 普通カ フェ テリ アで買 って 食べ ます。 しか
しレ ベッ カ はい つも 仲 良し の エミ リー と 芝生 の上 で お弁 当を 食 べま す。 ５ 時間 目 は‟
理科„で 、調 べ学習 なの かワ イヤレ スの ノー トパソ コン で調 べなが ら勉 強し ていま した 。
と、 こん な感じ です 。初 日はど の教 科も 全部英 語だ し、 初めて で緊 張ば かりし てい
たけど 、２ 日目か らは 、自 分でも 出来 そう な数学 には 積極 的に授 業に 参加 しまし た。
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すると 先生 からぶ 厚い 教科 書を渡 され、正直 困り ました(・・;)一応訳 して から持 って
いる知 識と 頭脳で 頑張 りま した☆
廊下 でレ ベ ッカ の 友達 に会 う と、 みん な 優し く話 し かけ て くれ たの で 、(言 葉は ち
がって も人 はみん な同 じだ ～☆)と 嬉しく なり まし た(*^0^*)
初日は 何も わから なく て、 ただ存 在し てい るだけ でし た。 でも、 ２日 目か らはだ ん
だんわ かっ てきて 、い ろい ろな事 を考 える ように なり まし た。例 えば 、ア メリカ の学
校制度 、ア メリカ の衣 食住 、日本 との ちが い、日 本の こと …。日 本の こと を考え てい
ると 、「み んな 今何 してる のか なぁ 」「 日本 は今夜 中か ぁ。 夜中に アメ リカ の学校 でこ
んな事 しち ゃって るよ ｗ」 など、 余計 なこ とまで 考え てし まいま す。 する と、日 本が
恋しく てた まらな くな りま した。 いわ ゆる‟ホ ーム シック„ ってや つで す(笑)今で はそ
れもい い思 い出と なっ てい ます☆
学校は ２時 過ぎに 終わ りま す。そ の後 が部 活の時 間で す。 レベッ カは 家に 帰って 宿
題をし ます 。その 間、 私は 部屋で 一人 ぼっ ち(泣)暇す ぎて きずい たら 寝て いまし た。
夕食は 、チ ーズ ピザ やエ ビ、 野菜 、果 物な ど、 とて も体 に良 いもの ばか りで した 。
私は日 本か ら持っ てい った「 うどん 」をご ちそ うし ました。その 時に 、
「い ただ きま す」
「ごち そう さま」 と、 持っ ていっ た割 り箸 で箸の 使い 方も 教えて きま した 。挨拶 はす
ぐに覚 えて くれた けど 、箸 はなか なか 難し かった よう です 。最後 には 使え るよう にな
ったの で嬉 しかっ たで す。 最終日 ２日 前に は私が 用意 して いた手 紙を 読ん で感謝 の意
を述べ まし た。そ して 、ホ ームス テイ 最後 の夜、 ファ ザー の大好 きな お寿 司屋さ んに
行きま した。そこは 、日本 でも 入っ たこと の無 い高 級な店 でし た(*´丱`)その帰り に、
ボーリ ング に行き まし た。 ボーリ ング の球 は日本 より はる かに小 さく 、ル ールも 多少
違いま した 。あ まり に球が 小さ くて(日 本と アメ
リカの 球、交換 した ほうが …)と思 うほ どで した 。
そん な楽 しい 日々 も束 の間 。あ っ とい う間 に
コンコ ード 出発の 朝に なり ました 。早起き して 、
忘れ物 はな いか何 度も 確認 したり 、コ ンコ ード
の空気 を忘 れない よう に何 回も深 呼吸 しま した 。
家を出 ると きマザ ーが 、手 紙と大 きな 袋い っぱ
いのお 菓子 をくれ まし た。 とって も嬉 しか った
です(;A;)ファ ザー の車で 集合 場所 へ。何も かも
が最後 なの だと思 うと 寂し かった です 。別 れ際 、
「I miss you.」と言 われジ ーン とき ちゃっ たう えに 、

お別れ の写 真

みんな 泣い てても らい 泣き してし まい まし た。
私は‟地球 は小 さい„と 思い ました 。飛 行機 は約１ 日、 長い かもし れな いけ ど、逆 に
約１日 乗っ ただけ でア メリ カに着 く。 と考 えられ るよ うに なりま した 。そ して、 言葉
の通じ る喜 び、人 情な ど、 さまざ まな 事を 学び、 考え させ られま した 。今 回の経 験を
いかし 、こ れから の人 生に 役立て ます 。
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