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９月の事故と救急の数字
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昭和60年10月31日姉妹提携
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Fumiko: It’s getting cold isn’t it?
文子：寒くなって来たわね。
Lizzy: Yes. It got cold so fast, I was surprised. I can’t believe that 

only two months ago I was melting and now I’m an icicle.
リズィー：そう、急に寒くなって驚いてるの。ほんの２ケ月前

には暑くて溶けそうだったなんて信じられないわ、今は
つららになった気分だもの。

Fumiko: The leaves are changing color too.
文子：葉っぱも紅葉して来たしね。
Lizzy: Yes, It’s beautiful. In my home town, in the fall, it rains 

every day, so when the leaves change color we can’t 
really see it. It’s so wet that a lot of the leaves fall off  the 
trees and rot in the streets. It’s kind of gross, actually.  For 
three months we have to walk through mushy, smelly 
leaf sludge.

リズィー：ええ、きれいね。わたしの故郷では、秋には毎日
雨が降るから、木の葉が色を変えて行く様子が見れない
の。雨続きで濡れた葉っぱは、木から道路に落ちて腐っ
ちゃうのよ。ほんと気持ち悪いの。３ケ月間はブヨブヨ
して臭いぬかるみを歩かなきゃならないんだから。

Fumiko: That does sound gross.
文子：それって本当に気持ち悪そうね。
Lizzy: It’s disgusting! But at least it doesn’t get cold at home. 

It’s so cold here. Every morning, get out of huton is like 
jumping into a refrigerator. It would be nice to have fur, 
like a bear.

リズィー：最悪よ！でも私の故郷では今の時期こんなに寒くは
ならないわ。ここは超寒い。毎朝布団から抜け出すとき
って、冷蔵庫の中に飛び込んだみたいだもの。毛皮があ
ればなー、熊みたいに。

Fumiko: It will only get colder. There is worse to come….
文子：まだまだ寒くなるのよ。本格的な冬はこれからよ…
Lizzy: Yes, I know. But if I were a bear, I could hibernate through 

the winter….maybe I should start practicing.
リズィー：そうね。でも私が熊だったら、冬の間中冬眠できる

のに…。冬眠の練習でも始めようかしら。

◆プロフィール◆
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