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７月 日（月）

とにかく動物はいっぱいで、本当に美しいで
すね！この動物と僕が友達になれるかな…なり
たいな。

10 14
時まで

でも、特別な動物もまだいます。たとえば、
この前、初めてカモシカを見かけました。カモ
シカは道を飛び跳ねて横切って行きました。珍
しいので、ラッキーだなと思います。そして、
狐も見たことがあります。狐は驚くほど美しかっ
たです。野生のウサギも！そして、先週、自転
車で走っていると家の私道から犬が２匹飛び出
して５００ｍぐらい追いかけられました。でも、
それは野生じゃない犬だと思いました。

午前 時～

ジュニア・リーダーと遊ぼう

お散歩会

⑮

●会場 開発センター

●講師 角田市学校図書

There are so many animals, and they’re
really beautiful. I hope I can become friends
with all of them!

先生

But some animals are still very special. I
saw my first Japanese deer the other day, as
it leapt across the road. I hear that they’re
very rare, so I guess I’m very lucky. I’ve also
seen a fox, and it was stunning. Oh, and a
rabbit! And last week, when I was biking,
two dogs came running out from someone’s
yard into the road to chase me for a good
half kilometer. I don’t think those were wild
though.

松本弘美

So I’ve seen both good and bad animals in
the wild, but as an American, they’ve all
been normal. Seeing monkeys though—that
was strange. And ever since I bought a bike,
I’ve seen so many more animals. Monkeys
have now become normal. Maybe even a
nuisance. When I’m running or biking,
sometimes a large number of them will
block my path.

だから、良い動物も悪い動物も両方経験した
んです。しかし、アメリカ人として僕はまあ普
通だなと思いました。猿を見たら、最初は不思
議というか変だと思いました。春がきて自転車
を買ってから、より野生動物を見かけるような
になりました。猿は割と普通になってきたと思
います。とういうか邪魔になってきたかな。ラ
ンニングのときも自転車で走るときも時々大勢
の猿に道を防がれてしまいます。

支援員

That said, ever since I was little, I’ve been
familiar with wild animals. My house in
America is next to the woods, so seeing
wild animals is common. I’ve seen so many
deer and turkeys that I can’t count them
all. And I was a part of the Boy Scouts
too, so I understand needing to protect my
food from wild raccoons. One time, while
walking through the woods alone, I even
encountered a wild dog whose bark sounded
like a human scream. It was terrifying.
When I saw it again while walking with my
mother years later, it was still very scary.

そういえば、僕は幼い頃から、野生動物に慣
れ親しんでいました。故郷の家の隣は森だから、
野生動物を見ることは普通です。数えられない
くらい、たくさん鹿や七面鳥を見ました。ボー
イスカウトのときには僕は野生の狸から自分の
食糧を守ることが大切だと学びました。そして、
ある日、一人で森の散歩の途中で人間の叫び声
のように吠える野生の犬が現れたことがありま
す。非常に恐ろしかったです。数年後、お母さ
んと一緒に散歩したときも、以前と同じような
恐ろしい犬が現れました。そのときも非常に恐
ろしかったです。

７ 月 ８ 日（ 火 ）

In my first week in Japan, I saw a monkey.
I was shocked! In America, we only see
monkeys in zoos, so seeing one on the side
of the road was special. When I told my
friends, they were shocked too. “Are you
living in the jungle?” they asked.

●申込方法

Wild Animals Appear!

日本に来たとき、ほどなくしてから猿を見ま
した。とてもびっくりしました！アメリカでは
動物園でしか猿を見れないので道端に座ってい
る猿は特別だなと思いました。アメリカの友達
に伝えたら僕の友達も驚きました。
「ジャングル
に暮らしているのか？」と質問されました。

まで公民館に申込ください。

野生動物現る！
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