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した。ワーキングホリデーには年齢制限があって、
そのときの私はその年齢に近づいていましたが、
日本に行く可能性
について考え続け
て、行くことに決
めました。
　ワーキングホリ
デーでは、まず東
京から沖縄まで２
か月半かけて旅行
して、それから
ゲーム会社の翻訳
者として働きなが
ら、日本語学校に
６か月間通いまし
た。本当に素晴ら
しい経験でした。
　ヨーロッパに帰って、日本に結びついた新しい
趣味を見つけました。それは、和太鼓です。１人
で鳴らすことのできる太鼓の音の大きさに、とて
も驚きました。

　他の趣味に、マク
ラメがあります。紐
や糸を結んだり編み
込んだりして、アク
セサリーやキーホル
ダー、ベルトや鞄な
どを作ることができ
ます。

　ロックダウンや自宅での隔離生活がほとんど
だったこの１年半で、冬には唯一の良い思い出が
できました。人生で初めて、凍った湖でアイスス
ケートをすることができたのです。

　ついに日本への入国が可能になり、下野市に来
ることができて嬉しいです。
　国際交流員の様々な活動で、皆さんにお会いで
きるのを楽しみにしています！

　はじめまして。メラニーと言います。新しく下野
市の国際交流員になります。私は日本に来ることも、
皆さんと出会えることも楽しみにしていました。

　私の出身地は、ドイツの西南にあるハイデルベル
ク市の近くです。ハイデルベルク市には大きなネッ
カー川やブドウ園がある山、小さなお城がたくさん
あります。そして、京都にあるのと同じ名前の「哲
学の道」があります。ネッカー川に沿った道で、対
岸には町とお城の印象的な景色が広がっています。
　私は10代の頃から外国とその文化に興味をもっ
ていて、日本語を勉強する前から外国語に興味があ
りました。17歳のときにはスペイン語を学び、高
校の最後の年には、夜、スウェーデン語の教室に通
いました。イギリスの大学ではフランス語を、オラ
ンダの大学ではオランダ語を勉強しました。
　日本語に興味をそそられたのは、英語の字幕で日
本のテレビ番組を初めて見たときでした。テレビの
キャラクターがしゃべった日本語は一言だけなのに、
字幕は文章になっていました。逆に、キャラクター
が結構長くしゃべったのに、字幕ではたったの２語
でした。その不思議な違いがきっかけで日本語が理
解したくなって、日本語を学ぶことにしました。
　私にとって日本語は趣味だったので、就職してか
ら時間があるときに勉強しました。
　例えば、朝食の後にひらがなを少し勉強したり、
聞き流しの音声教材を使って言葉を大声で繰り返し
ながら通勤したりしました。
　しばらくしてから、日本語の夜のコースに通うこ
とにしました。そこで、ワーキングホリデーを利用
して１年間、日本に行くことができることを知りま
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