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Our international neighbors  外国から当地に引っ越してこられた方々 
毎月「七里ガ浜自治会だより」には紙面の一部を割いて、当地区内にお住いの外国人のために英文で自治会 
活動を紹介しています。外国から引っ越しされて来た方は、この地域をどのようにお感じになっているのでしょうか。 
今回、楓幼稚園の高橋園長先生より、お子様との関係が深いすてきな二組のご夫婦を紹介していただきました。 
厚く御礼申し上げます。インタビューは英語で行い対訳を付しました。お一方のお名前はご希望により仮称としま 
した。対談は自治会ホームページにも掲載しておりますので、ぜひご覧ください。 

                                  瀧澤潔（自治会監査担当、楓幼稚園朝キッズ担当） 
―  Participants  参加頂いたご家族  — 

〇Imamura Kenji san ( Japanese American) and his wife Hiroko san 
    They have just moved to Schichirigahama this year. Imamura san is born in the US. 
    今村賢二さん（日系二世）妻、浩子さん 今年に七里ガ浜に転居したばかりで、ご本人はアメリカ生まれ。 

〇Kent san and his wife Tomoko san 
They came to Japan in 2015 and live in Schichirigahama   
ケントさんと妻の友子さん  2015年に七里ガ浜に転居、以来当地に住んでいる。 

Interviewer ：Kiyoshi Takizawa (a supporting staff in Kaede kindergarten)  司会︓瀧澤潔 

 顔合わせは楓幼稚園の応接室でおこなわれた。7月
8日、いかにも夏らしい青く澄み渡った日よりであった。 
 
潔︓園長先生はとても協力的であなた方お二方の家族
を紹介してくれました。ところでケントさん、園長の栄先生
のお話ですが、運動会では大活躍したそうですね。 
ケント︓え、そうですか。 
潔︓運動会では綱引きに参加して、自分のチームを勝
利に導いたとか。 
ケント: そんなことがありましたか、余り覚えてはいないで
すね。勝ったことよりも負けたことの方が覚えているくらいで
す。  
潔︓園長先生は幼稚園の活動にはいつも協力して下さ
ると話されていました。ところで今村さん、自己紹介してく
れますか。 
今村︓今村です。妻の名は浩子です。サンフランシスコ
から転居してきました。妻と二人の子どもは今年の三月
中旬に一足早く来て、私は遅れて四月の終わりに日本
にやってきました。 
コロナの緊急事態宣言の発令でおくれたのです。私はサ
ンフランシスコ、湾岸地域の生まれで、外国に転居するの
は今回が初めてです。浩子さん、アメリカに渡った理由を
聞かせてあげてくれますか。 
浩子︓日本にいた頃、外国に旅行者としてではなく、居
住者として生活して見たかったのです。アメリカ政府による
抽選によるビザ発行の情報を聞きつけて、余り考えもせ
ずに応募してしまったのです。ところが何とそれが当たっ
て︕人生の一大転換期でしたね。 
今村︓彼女はグリーンカードビザを申請したのです。永住
権を保障するものですが、市民権を付与しても投票権は
与えられません。抽選でこの種のビザを取得した人を私は

 We introduced each other in the reception room 
at Kaede kindergarten. It was a beautiful summer 
day of July 8th. 
Kiyoshi: The director of this school was very 
helpful and kindly let me know your families. By 
the way, Kent san, I heard of your active role in a 
sports day from the director, Sakae sensei. 
Kent : Oh, really? 
Kiyosh : You participated in a tug of war in the 
Kaede sports day. You led your team to win.  
Kent : Oh, thank you. I don’t remember it well and 
actually remember losing more than winning. 
Kiyoshi : The director says you are always 
cooperative in school’s activities. 
  Well then, please introduce yourself, Imamura 
san. 
Imamura : My name is Imamura and wife is 
Hiroko. We moved from San Francisco. My wife 
and kids came to Japan first in the middle of 
March this year and I came late in the end of April. 
I came late due to the emergency state declaration 
of corona. I was born in San Francisco, the Bay 
Area. It was the first time for me to move to 
another country. Hiroko san, please tell me why 
you went to America. 
Hiroko : When I lived in Japan, I was interested 
in living another country as a resident, not as a 
traveler. I got an information about the lottery 
visa system by the U.S government. I applied for 
it without thinking too much. And I won! I am sure 
it was a big turning point in my life. 
Imamura : She applied for green card visa, that is 
permanent residence visa. This visa gives 
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見たことがありません。 
浩子︓私は 2004年に渡米し、彼に 2009年に出会
い、お付き合いを始めてそして 2013年に結婚しました。 
潔︓では今度はケントさん、自己紹介お願いします。 
ケント︓私の名前はケントと申します。妻の名は友子で
関西の出身です。  
潔︓ご職業は何ですか。 
ケント︓七里ガ浜に来る前は東京に住んでいました。最
初はオフィス内で働いていましたが自宅を拠点にするよう
になり、やがて東京に住む必要を感じなくなったのです。そ
れから子どもが生まれたこともあって、もっと広い敷地が欲
しくなったのです。東京は人が多くて好きになれなかったで
す。そんなわけでここに越してきたわけです。 
潔︓では事務所は今でも東京にあるのですね。 
ケント︓ええ、その通りです。でも普段は家で仕事してま
すので問題はありません。 
潔︓いつもリモートで仕事をなさっているのですね。今村
さんはどんなお仕事ですか。 
今村︓私はこじんまりとした旅行業を経営していて、アメ
リカから日本へ観光客を招いています。 
カリフォルニア州のサンフランシスコが拠点です。 
いろいろな時間帯でリモートで働いています。 
ケント︓勤務の形態は似ていますね。 
私はアメリカやヨーロッパの同僚たちとかなりの時間を割い
て連絡を取り合っています。ですから朝も早いし、夜も仕
事で遅くなってしますのです。 
日中は幸いなことに時には犬を散歩に連れ出したり家事
を手伝ったりします。 
今村︓妻は一日中私が何もしないで怠けていると思って
います。企業のオーナーなのでスケジュールは自分で決め
ることができます。 
ケント︓うちの子どもは以前に楓幼稚園に通っていて、そ
の当時の経験をとても大切にしています。この会議に出
席するよう電話をいただいたものですから、出席することに
なったのです。 
今村︓うちの息子は七里ガ浜小学校の一年生です。
娘は楓幼稚園の年中です。 
潔︓とにかく働き方は本当に変わってきていますね。私に
はポーランド出身の男性と結婚した女性がいます。かれ
は語学学校を経営していますが、普段は家にいて家事
のほとんどをこなします。料理も上手です。 
彼女は地元の公立の中学校で国語を教えています。彼
らは友達のような家庭を営み、互いの仕事を尊重しあっ
ています。 
新しい生活スタイルに順応しなければならないのでしょう
ね。 
  ご主人が家に長く居るようになると二人の間で口論に
なったりすることはありませんか。 
あるいはより打ち解けあうよい機会となるのでしょうか。 
今村︓もうリモートでの生活が十年以上続いているの
で、もうそれが当たり前のようになって余り深く話し合うとい
うことはありません。 

citizenship except voting. I have never met the 
person who won the lottery to get the visa. 
Hiroko : I went to America in 2004. I met him in 
2009, started dating and got married in 2013. 
Kiyoshi : Thank you. Please introduce yourself, 
Kent san. 
Kent : Ok, my name is Kent and wife is Tomoko. 
She is from Kansai. 
Kiyoshi : By the way, what is your job? 
Kent : Before I moved to Shichirigahama, we lived 
in Tokyo. At first I worked in an office, but then 
started working from home more often to the point 
I felt like I didn’t need to live in Tokyo. And then 
we had a child and I wanted more space. I didn’t 
like Tokyo so much, because it was so crowded. So 
I moved here. 
Kiyoshi : So, your office is still in Tokyo? 
Kent : Yes, it is still in Tokyo, but it doesn’t matter, 
because I generally work from home. 
Kiyoshi : I understand you always work remote. 
Imamura san, what is your job? 
Imamura : I own a small company, travel agency, 
bringing in people from US to Japan. My company 
is based in San Francisco, California, and I work 
remotely at different hours. 
Kent : It sounds similar to my work style. I spend 
a lot of time speaking with counterparts in the US 
or Europe, so I have to work very early in the 
morning or late in the night. And during the day I’ 
m lucky to be able to sometimes walk my dog and 
help with family things.   
Imamura : My wife thinks I am lazy, doing 
nothing whole day. As as a business owner I am 
able to set my own schedule. 
Kent : My child attended Kaede yochien before 
and we really liked our experience.  Enchou-
sennsei called us to join in this meeting, that’s why 
we came today. 
Imamura : My son goes to Shichirigahama 
primary school, first grade and my daughter goes 
to Kaede yochien, nenchu.  
Kiyoshi : Anyway the working styles are really 
changing. I have a friend who got married with a 
man from Poland. He manages a foreign language 
school but usually stay home and is doing almost 
all household works. He cooks very well. His wife 
works as a Japanese teacher in a local junior high 
school. They enjoy their friendly lives, respecting 
each other’s job. We have to adopt to the new style 
of life, don’t we? As the husbands tend to stay 
home longer, are there any chances of arguments 
between husband and wife? Or is it a good chance 
to open up? 
Imamura : Since I work from home everyday for 
over ten years we take it for granted and do not 
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皮肉なことに互いに一日のうちに少しの時間しか話す機
会がないと、その限られた時間にお互いの意図を伝えよう
と努力するようです。 
潔︓ところで、七里ガ浜は住みやすいですか。 
今村︓地域のコミュニティは素晴らしいですね。安全で親
しみ深い。サンフランシスコは暴力や他の犯罪が頻発して
いいます。アジア人ヘイトも存在します。どこに出かけるか
でとても慎重になっていました。 
ここでは外出などに気を遣う必要はないですね。 
潔︓浩子さんはいかがですか。 
浩子︓夫の意見にまったく同意です。 
私は横浜で生まれ、家族も湘南地域とは深い縁があり
ます。母は今は大阪に住んでいますが、祖母、叔父それ
にいとこたちは今も辻堂にいます。 
子どもの頃は夏休みのたびごとにこの地域に来ると、祖母
があちこちに連れて行ってくれたものでした。   
  アメリカから戻る以前からこの地域は子育てには理想
的だと思っていました。 
付近はまだ自然が豊かですし、自治会も活動的です。 
時々自治会館の周りにお店が少ないので不便を感じる
ことがあります。でもこの町のつくり方がこの地域を美しく安
全にたもっていることはわかります。 
潔︓浩子さん、アメリカに行く前にはどちらにお住いでした
か。  
浩子 : 大阪の堺で少女時代を過ごしました。 
ケント︓僕の妻はその町のことをよく知っているよ。沢山の
友達がいる。 
浩子︓本当ですか、友子さんとは後で話をしたいもので
す。 
潔︓友子さん、関西の貴方の故郷についてお話していた
だけませんか。 
友子︓関西にある私の故郷は個性的で住むには面白
いところです。文化や言葉、それに生活する人々も関東
の人たちとは全然違うのです。ここに来る前は私たちは東
京に住んでいました。世帯数 200余りのマンションです。
そんなにちょくちょくとは隣人やマンションの住民とは話す機
会はありませんでした。 
ここに越してきてから子どもや犬のおかげで地域の人たち
とお話する機会が増えました。東京では 200余りの世
帯と接して生活しておりましたが、プライバシーを大切にす
るところでした。 
ここはややオープンなところがあると思います。 
潔︓この地域の人口は 5,000人余りで世帯数は約
1,600 です。 
この地区一帯はほとんど住居侵入の被害はなく、凶悪な
犯罪もほとんど起こっておりません。 
今村︓小学校の児童が一人で登校するのを見たときは
驚きました。 
スクールバスがないときは送り迎えは親の義務となっていま
す。 
怠ると親の管理義務不履行で訴えられてしまうのです。 
 

communicate to the fullest. Ironically people who 
see each other for a few hours in a day might 
communicate more in that limited period of time. 
Kiyoshi : By the way, how do you like, 
Shichirigahama?  
Imamura : It’s very nice community. Safe and 
friendly. San Francisco is rife with violence and 
other crimes. Asian-hate exists, too. We were very 
mindful of where we went out. We should not 
worry about going out anymore.  
Kiyoshi : How about you, Hiroko san? 
Hiroko : I totally agree with my husband. I was 
born in Yokohama. And our family always had a 
close tie to the Shonan area. My mom is living in 
Osaka now but grandmother, uncle and cousins 
are still in Tsujido. When I was a kid, I came to 
this area on every summer vacation and my 
grandmother took me out to many places. Before I 
came back from America, I thought this area was 
perfect for raising my kids. This neighborhood is 
still rich in nature. And community is very active. 
Sometimes I feel inconvenient because there are 
only few stores around jichikai-kaikan. But I 
understand this urban planning keeps our area 
beautiful and safe. 
Kiyoshi : Hiroko san, before moving to America, 
where did you live? 
Hiroko : I grew up and lived in Sakai, Osaka. 
Kent : My wife knows the town well, she has many 
friends there. 
Hiroko : Oh, really, I want to talk with Tomoko san 
afterwards. 
Kiyoshi : Could you tell me about your hometown, 
Tomoko san? 
Tomoko : My hometown in Kansai is unique and 
was an interesting place to live.  Cultures, the 
language and people were completely different 
from Kanto.  
 Before we came to Shichirigahama, we lived in 
Tokyo, in a condo with 200 families. We didn’t have 
a chance to talk with people next door or in the 
building so often. When we came here, we often 
talk with neighbors in this community. It was 
partly thanks to our kids and dog. Although we 
lived closely with 200 families in Tokyo, it was 
very private. In Shichigaham, it is less private. 
Kiyoshi : The population of our community is 
about 5,000 and the numbers of families are about 
1,600. This area around we have almost no 
burglaries, much less violent crimes. 
Imamura : I was surprised to find that elementary 
school students go to school alone. In America it is 
very dangerous for the kids to go alone. Unless 
there are school buses, it is parents’ duty to escort 
and pick them up at school. If you don’t do that,  
you might be accused of parents’ negligence. 
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潔︓ケントさんはこの町をどのようにお感じになっています
か。 
ケント︓大変素晴らしいですね。私たちはどこに物件を
求めたらいいのか、長い間考えてきました。片瀬、江の
島、鎌倉山、逗子、小坪、それに葉山なども見学しまし
た。私たちが求めたのは湘南地域で、開発され、ある程
度しっかりと標高がありそして山からから離れていること。こ
こは約 40年前に見事に開発されました、比較的平坦
で土砂崩れの心配もないものと思っています。 
幹線道路は美しくデザインされています。資産価値の観
点からもここの土地は他と比べて価値の目減りは無いと
思います。 
潔︓西部不動産は 1960年代の中ごろこの地域を開
発しました。当初は土地を購入するために長い列に並ば
なければならなかったそうです。私の母は 60年代の終わ
りに土地を購入しましたが、夏になると私を連れて雑草を
刈りに連れ出したものです。ご近所の人が優しくて、コップ
に冷水をいれて差し出してくれました。 
 ところでケントさんはこの辺りにお店ができるといいですか 
ケント︓私はなくて構いませんね。  
今村︓私は子どもたちに自転車を買って周りの景色も一
緒に写真を撮り、インスタグラムにして海外の友達に送っ
たのです。 
そうしたら友達は僕らがハワイにいると思ったのです。周り
にはサーフィンを楽しむ人がいますしね。鎌倉や湘南、七
里ガ浜地区のオリジナル商品を売る土産店があったらどう
でしょうか。 
潔︓仕事に行く前に朝サーフィンしてよい汗を流す。他で
こんなことができる所があるでしょうか。 
ケントさん、あなたの故郷について何か話してくれません
か。自治会が住民のためにこのようなことをして欲しいとい
うような要求はありますか。   
ケント︓もう何年間かここに住んでいますが、七里ガ浜
自治会のことをもう少し知らなければならないようです。
近隣の自治組織は私にとっては少し理解しずらいもので
す。  
 というのは私の故郷の町では公の事柄は選挙された委
員によって管理されるからです。  
 （それも地域や州政府の管理を通じてですが）そして
私有財産管理組合は相互に納得した法的な契約に添
って私的に管理されるのです。それは拘束力ある契約で
す。 
 私はもっと自治会や町会の概念を学ばなければなりま
せんね。どうやらそれは政治的な統制力あるものではない
ようですし、住民を法的に拘束するようなものではないよ
うな気がします。今のところ自治会に対して希望するとこ
ろはありません。 
ここに住んでいて楽しいですし、なんの不満もありません。 
潔︓今村さんは何かご希望はありますか。 
今村︓私たちが 4年ほど五階建てのアパートに住んでい
た頃、不動産管理会社はしばしばテーマ毎に住民のため
のパーテイを開いていました。ある週はケーキパーテイだっ

Kiyoshi : How do you think of this town, Kent san? 
Kent : Oh, it’s really nice. We thought about where 
to buy property for a long time. We looked at 
Katase, Enoshima, Kamakura-Yama, Zushi- 
Kotsubo, Hayama and so on. Basically developed 
areas in Shonan, a little bit higher, and areas well 
above sea-level and a little away from mountains. 
Shichirigahama was nicely developed 40 years 
ago, relatively flat and hopefully free from 
landslide danger. The main streets are nicely 
designed. From a financial point of view, I think 
land in Shichirigahama has some sustainable 
value, compared to other areas.  
Kiyoshi : Seibu real estate company developed 
this area in the middle of 1960s. People had to 
stand in a long queue to buy the land. My mother 
bought the land in late 60s. She took me every 
summer to help her cut weeds. The neighbors were 
very kind to offer us glasses of cold water. By the 
way do you want some kind of stores opened 
around here? 
Kent : I’m OK.  
Imamura : We bought bikes for our kids and took 
pictures of him with scenery around and sent them 
with instagrams to my friends abroad. They 
thought we are in Hawaii! People around us enjoy 
surfing. What about souvenir shops selling 
original goods of Kamakura, Shonan or even 
Shichirigahama.  
Kiyoshi : Before going for work, man can have a 
good sweat by surfing in the morning. Where else 
can we find such a place and people in Japan?  
Kent san, tell me something about your 
hometown. Do you have any requests that jichikai 
could do for the residents? 
Kent : Although we have lived here for a few years, 
I still need to learn more about the Shichigahama 
jichikai. These types of self-governing 
neighborhood associations are a bit foreign to me, 
because in my hometown public matters were 
publicly governed through elected officials 
(through the local and state government) and 
private property associations were privately 
governed through mutually agreed upon legal 
contracts, restrictive covenants, and enforced 
through public law. I need to learn more about the 
concept of jichikai and chokai, which don’t appear 
to be government entities or have legally binding 
agreements with residents. I don’t have any 
requests of the jichikai at this time. We enjoy 
living here and have no complaints whatsoever. 
Kiyoshi : How about Imamura san? Do you want 
our jichikai to do something for the residents? 
Imamura : When we lived in a five-storied 
apartment for four years, the property 
management company often organized fun 
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たり別な週ではタコやマルガリータパーテイをします。 
夏はホットドッグや、ハンバーガー、それにビールパーテイだ
ったりします。  
       
 毎週管理組合は E-mail を送ったり情報を配布したり
します。郵便ポストの脇のボードに貼り出すこともありま
す。 
ここの自治会も同じようなものだと感じます。なぜなら楽し
い行事や祭りごと、それに近隣のクリーナップ作戦を実施
しているからです。 
  子どもができてから一戸建てに引っ越しました。そこで
は無料のスマートフォンアプリ APP の”next door”を活
用しました。  
この情報を使って必要な情報を手に入れたのです。怪し
げな人がいたらすぐに通報できたりしました。 
 
浩子︓七里ヶ浜は大変美しい町だと思います。自治会
はとても効率よく活動していますね。 
 でも歩道に放置されたままのゴミを見かけるのは残念で
す。 
タバコの吸い殻が時々道路に投げ捨てられているのをみ
かけるのも良くないことですね。 
 
 主要な道路に沿って木々や植栽がもっと定期的に手
入れされると、この町は一層きれいになるでしょうね。 
 
潔: 英国を訪問した時、道路にはみ出している木々を
切るのは家の所有者の義務であること知りました。 
市政の責任ではないのですね。 
市民は自分たちの町を美しく保つことを要求されているわ
けです。 
浩子 : 子どもたちが冒険みたいな遊びができて、遊具も
一杯あって、そして大人も高齢者も体を動かせる森林公
園みたいなのがあるといいなと思います。 
 
潔︓ここには広町の森があります。自治会は何年にもわ
たって魅力ある森にしようと活発に活動してきました。 
 ところで話は変わりますが、お子さんたちの言葉の教育
はどうなさっていますか。 
どのようにして日本語と英語のバランスをとっているのです
か。 
浩子 :私たちは今まさに子どもの言葉の教育のことで悩
んでいるのです。 
長男が生まれた時、日本に帰国する考えはありませんで
した。当初は長男に家では日本語を話し、学校では英
語を習い、話して欲しかったのです。 
私たちは彼をバイリンガルに育てようと決めたのです。 
彼は日本とアメリカの国籍をもっていますからね。息子は
地元の保育園や幼稚園に通いました。そして英語を習
い始めたのです。 
授業はコロナのせいでほとんどリモートで行われましたが、
息子はよく努力しました。 

residential parties that were themed based. One 
week it would be cake and tea party and another 
week it would be taco and margarita party and in 
the summer months it would be hot dogs, 
hamburger and beer party. Each week the 
property management would email or text the 
information to everyone. As well they would post 
it on the board next to the mailboxes. We feel that 
jichikai is very similar since they often organize 
fun events and festivals as well as neighborhood 
clean up days for the community. 
 After we had a child, we moved in a house. We 
then used the smart phone APP 
“next door”. Through the next door app anyone can 
post to it whether it being positive or negative 
issues in the community. So if someone notices 
suspicious people they can post it for everyone to 
see.  
Hiroko : I think Shichirigaham is a very beautiful 
town. And jichikai runs very well in the 
community. However it is often a shame to see 
garbage that is left behind on the sidewalk due to 
error. As well it is too bad occasionally to see 
cigarette butts thrown away on the street. 
  Since Shichirigahama is such a beautiful 
community we often think it can even be more 
beautiful if the trees and plants along the major 
streets are groomed more regularly so it doesn't 
become overgrown. 
Kiyoshi : When I visited England, cutting big 
branches protruding over streets was house 
owner’s responsibilities, not that of city 
government. The citizens are requested to keep 
their town clean. 
Hiroko : I hope we could have something like a 
forest park, where the kids play adventurous 
activities and more play structures for kids or 
even some exercise equipment in parks for adults 
and seniors. 
Kiyoshi : We have a big Hiromachinomori. 
Jichikai have made active efforts to develop and 
keep it attractive for years.  
By the way what do you think of the language 
education for your kids? How do you balance the 
language Japanese and English? 
Hiroko : We are presently struggling with 
language problems with my kids. When my eldest 
son was born, we had no plan to go back to Japan. 
At that time we wanted him to speak Japanese at 
home and learn and speak English at school. We 
decided to raise him to be a bilingual since he has 
dual citizenship of Japan and USA. My son 
attended a local pre-school and kindergarten in 
California and started learning English, and he 
did his best to learn English even though the class 
was full remote online class due to covid-19. In 
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 インタビューを終えて   
楓幼稚園の応接室での対談はちょうど一時間でしたが、時間があっという間に過ぎてしまいました。 
この七里ガ浜地区、稲村ガ崎地区には穏やかで、社会的信用のある人たちが多い事は前から感じていましたが、その感
を強めることになりました。お話しの的の絞り方など、不手際なこともありましたが、それは司会者の責に帰するものです。 
今回ご出席のお二方家族が当地を大変気に入って下さっている事は嬉しいことでした。お子様方と太陽をいっぱい浴び
て、穏やかな当地で生活を送られることを祈念しています。今村様、ケント様ご協力ありがとうございました。 

瀧澤 潔 

2021年の三月に日本に帰国しましたが、彼の英語力
は急速に低下しました。娘は 100パーセント日本語で
す。コロナのせいでほとんど現地で学校に通っていなかった
からです。 
私はアメリカに沢山のママ友がいます。友達の夫は普通
英語しか話しません。バイリンガルを目指すには環境が素
晴らしいと思います。夫は流暢ではありませんが日本語を
話せます。 
しかし皮肉なことに夫は子どもたちに日本語で話しかけた
いようです。夫が子どもたちに英語で話かけようとすると、
言っていることが理解できないようで困惑した顔をします。
そして子どもたちの夫への返答といったらしばしば日本語
で”え︖”とか”何︖”なんです。とても困っているのです。
夫は子どもたちがバイリンガルになるか否か余り関心がな
いようです。子どもたちは英語を忘れ、夫は大概の場合
は子どもに日本語で話しかけます。 
私たちは普通の日本人の家族です。でも子どもたちが何
とかバイリンガルになる道を見出せるよう努力したいので
す。なぜなら子どもたちの国籍は日本だけでなく、アメリカ
国籍でもあるからです。 
潔︓ポーランド人と結婚した私の友人のことを話しました
ね。彼は日本語も英語も話しますが子供たちには特別
に言葉のルールを設けていないそうです。でも彼女は国
語の先生なので、いつか外国に行くことになるかも知れな
い、それだけにしっかりと日本語を勉強させたいのだと言っ
ておりました。 
ケント︓うちの子どもたちは英語も日本語も話します。  
潔: 何らかのルールはありますか。 
ケント: 何のルールもありません。私が英語を喋りたけれ
ば英語を喋ります。妻も日本語で話したいときは日本語
で話します。 
潔︓ルールを作ると気持ちが硬直してしまいますね。 
ケント︓そうだと思います。  
友子: 夫はいつもいっているのです。日本語は英語より
むずかしい。だから子どもたちが学校でしっかりと日本語を
学んで欲しいと。でも夫が言うように家庭では言葉のルー
ルは何も設けていないのです。 
潔: 大事なことは互いに気持ちを通じ合わせることです
ね。 
ケント: 私もそう思います。 
潔: 今回はご参加いただいてありがとうございました。 
 

March 2021 we moved to Japan. My son started 
loosing English very quickly. My daughter speaks 
100% Japanese, because she has never attended a 
local school due to corona.  
I have many mama-tomo friends in the US, whose 
husbands usually speak English only. It seems 
they have best family cultures to raise a bilingual. 
My husband can speak Japanese though not 
fluently. However, ironically, he prefers to talk to 
kids in Japanese. When he speaks to kids in 
English, often they do not understand what he is 
saying and have confused looks on their face. And 
their response back to him is often“ eh? ” or 
“ nani? ” in Japanese.  
My husband doesn't care about if kids are to be a 
bilingual or not. Kids forget English and my 
husband speaks to them in Japanese most of the 
time. We are a just ordinary Japanese family. But 
I still try to find some way for our kids to be a 
bilingual because their national identity is not 
only Japanese but American. 
Kiyoshi : I told you about my friend who got 
married with a Polish. He speaks both English and 
Japanese. They don’t set special rules about 
language to their kids. But she wanted their kids, 
as a junior high teacher of Japanese, to learn 
Japanese all the more hard as they may have a 
chance to go abroad in future. 
Kent : Our children speak English and Japanese.  
Kiyoshi: Do you have any language rules? 
Kent : We don’t have rules. If I want to speak in 
English, I speak in English. My wife speaks 
Japanese when she wants. 
Kiyoshi: People will get stiff, if we set up rules. 
Kent : Yes, maybe you’re right.  
Tomoko : My husband would usually say, 
Japanese is more difficult than English, so we 
want our children to learn Japanese properly at 
their school. But there are no language rules in 
home, as he said.    
Kiyoshi : Important thing is we can communicate 
each other. 
Kent : I think so too. 
Kiyoshi : Thank you for participating.  
 


