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す！私は、白いご飯と漬物があれ
ば他のものはいりません。
　今年になって念願のシモツカレ
を食べました。匂いはちょっと特
別ですが、美味しかったです！
　日本の食事は、多彩です。しょ
うゆの味、みその味、塩の味、甘
いもの、酸っぱいもの、辛いもの
まであって、私はすぐに懐かしく
なると思います。

ましいです。
　下野市は、私に、今まで知らな
かった日本を見せてくれました。
皆さんのおかげで、最高の時間を
過ごすことができました。本当に
楽しかったです！
　本当に寂しいですが、たくさん
の思い出を胸に、笑顔でドイツに
帰ります！また、どこかで会いま
しょう！

どが想像できますね。私はドイ
ツにいる家族に「プニプニ」を
教えてあげました。今は、家族
みんなが当たり前に使ってい
ます。
　栃木弁も恋しくなると思いま
す。下野市に来たばかりの頃、
仕事や生活に色々な不安があり
ましたが「ダイジ！」という言
葉に何度も救われました。
　日本の食べ物が食べられなく
なることも寂しいです。もちろ
ん、旅館で出るような和食も素
晴らしいですが、他の国では見
たことがないオムライスやラー
メン、餃子も大好きです。そし
て、何よりお米が美味しいで

　下野市では、豊かな自然を満喫
できました。特に、市役所からは
きれいな山を眺めることができて、
とても幸せな気持ちになれて、大
好きになりました。何枚も写真を
撮りました。
　田んぼの向こうに、山が見える
なんて！皆さんはとても素敵な場
所に住んでいるということを忘れ
ないでくださいね！私は本当に羨

　一番寂しいことは、日本語を
使うチャンスが少なくなること
です。私は日本語が大好きです
が、ドイツには日本人があまり
いません。
　日本語の発音と丁寧さが好き
です。日本人にとって当たり前
の「いただきます」や「お帰り
なさい」という挨拶は、とても
素敵だと思います！ドイツでは、
家に帰ったときの決まった挨拶
はありません。
　あと、オノマトペが気に入っ
ています。「ゴロゴロ」「ジャブ
ジャブ」「プニプニ」とか、本
当に面白いです。繰り返す音が
かわいいし、その音から感触な

てしまうと当たり前に分かってい
たはずなのに、日本の生活の中で
忘れてしまっていたことがショッ
クでした。
　今回は２年間日本に暮らして、
日本の日常生活や働き方にだいぶ
慣れたので、ドイツに帰ったら自
分の働き方などを見直さなければ
なりません。ドイツの職場の人は、
私の戸惑いを理解してくれないか
もしれないと思うと不安です。ス
ムーズに適応できますように！

境に慣れすぎて、自分の国に
帰ったときに抵抗感が生まれて、
辛い気持ちになってしまうこと
です。
　例えば、日本の治安がいいこ
とに慣れすぎてしまった私は、
ドイツに帰ったときにバス停に
座っていて、無意識に携帯電話
を太ももの上に置きました。す
ると、突然、男性が近づいてき
て私の携帯電話を奪って逃げよ
うとしました。でも、すぐに返
してくれました。「そんなとこ
ろに置いたら、盗まれるよ！」
と笑顔で注意してくれたのです。
　以前の私なら、ドイツで携帯
電話を無防備に置いたら盗まれ

　カルチャーショックという言
葉は、聞いたことがあると思い
ます。違う国に行って、違った
言葉、習慣、常識に触れて受け
る文化的衝撃のことです。
　私は、今回で３回目の日本滞
在なので、カルチャーショック
はそんなにひどくなかったです
が、日本語が通じないときは悔
しくて、それで落ち込むことが
多かったです。
　カルチャーショックも大変で
すが、私にとって本当に怖いの
は、ドイツに帰ってからの「リ
バース・カルチャーショック」
です。リバース・カルチャー
ショックとは、他の国の生活環
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ドイツに帰ったら寂しいこと

私が大好きな言葉 “笑顔”
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