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＜ハッピーバースデー＞ 

 日本では幼稚園以外で学校で誕生日

を祝ってもらった記憶はほとんどない。ア

メリカでは周りが気が付いて祝ってくれる

というより、私誕生日なの！おめでたい

でしょ、と自己主張してお祝いしてもらう

のが普通のようだ。まず、学校入り口の

情報掲示板。「今月お誕生日のお友達」

と、名前と誕生日が掲示されているのを

よく見る。これは学校側スタッフが気を利

かしてお知らせしてくれているのではな

く、名前を掲示(Marque)してもらう権利を

スクールのオークションイベントなどで買

わなければならないそうだ。（注：しかし

学校ごとによって多少仕組みも料金も違

うので気になる方は要確認。）そこでの収

入はＰＴＡを通し学校へ還元される。そし

て、クラスでは自分の誕生日には自分で

ケーキ、クッキーなどのお祝いを用意しク

ラスメートに配る人が多い。人気があるの

はミニカップケーキ、誕生日ケーキ、クッ

キ ー ケ ー キ な ど。ク ッ キ ー

ケーキは、アメリカに来て初

めてその存在を知った。自分

の顔より大きいクッキー（ピザ

くらいのサイズ）に甘いアイシ

へ～ 

 

＜文房具品の購入＞ 

 現地校では、新学期が始まる前に文房具

品の購入リストを渡されます。学校によって

も学年によっても内容が違うので、注意が

必要です。リストは、事前のオリエンテー

ションか、文房具を大きくあつかっているお

店（Wal-MartやOffice Depotなど）で手に入

ります。近所の学校のリストがおいてあるの

で、自分の子どもの学校のこれから入る学

年のリストをさがします。学校が始まる前に

なると、店がとても混み合うし、早目に行か

ないと、必要なものがそろわないことがあり

ます。とはいえ、早すぎてもリストが手に入

らないこともあり、痛し痒しです。 

 昨年、夏休み前に、文房具店のウェブア

ドレスが書かれた紙を渡されました。オンラ

インで、自分の子どもの学校と学年を指定

して、お金を払うと、リストに載ったものが、

自分の子どものクラスに店から直接届けら

れるというシステムでした。ちょっと高いか

な…と思いましたが、店に行って、人込み

にもまれて、探すものが見つ

からなかったら、などというこ

とを考えると、「お任せコー

ス」は楽でよかったです。 

（Aさん） 

～ その９ ～ 

長い長い夏休みも終わり、現地校では新学年の始まりです。今年も

現地校体験談は続きます。日本の常識を覆すアメリカの学校での

体験の数々。未経験の方は心の準備のために、すでに経験済みの

方は、うんうん、とうなずきながら、お楽しみください。 

 

＜PTA総会＞ 
 PTA総会があるというので、行って来まし

た。子どもを連れて行くと、総会の間、預

かってくれるというので行きやすいと思いま

した。受付で、議案書とチケットを渡され、

中に入ると、30人くらいしかいなくて拍子抜

けしました。議事進行には、スペイン語の

通訳が入ったので、倍の時間がかかりまし

た。帰り際に抽選があり、学校のロゴ入りの

カップなどが賞品でした。入ったときに渡さ

れたチケットの意味がやっとわかりました。 
 それにしても、全校生徒800人以上いる

のに、30人以下の親しか集まらないPTA総

会って…。いろいろな意味で興味深いもの

がありました。（Sさん） 

 

ングで文字が書いてあり、クラスメートに配

る際には切って配るらしい。ショッピング

モールでよく見かけるクッキーショップなど

で手に入る。娘の誕生日もあと2ヵ月後。

準備が面倒で少々憂鬱だが、まあ、1年に

一度学校で自分が主役になれる機会なの

で、アメリカでの習慣にのっとって私もがん

ばってあげよう・・・と思う。（Ｔさん） 

Special Report 

医師 小川リール好子 
 
東 京 大 学 医 学 部 医 学 科 卒。2012年 にCenter for 
Allergy and Asthma of Texasを開業し、ヒューストンと

ウッドランズのクリニックにて日々臨床に従事。米国ア

レルギー免疫専門医、米国内科専門医、日本医師

免許保有。 

 医師 小川リール好子 

 先日、日本語補習校の先生方にエピネフリン自己注射のエピペ

ンについての講義をさせていただく機会がありました。山崎校長先

生をはじめとする先生方は丸一日の学校の活動が終わってお疲

れだった思うのですが、非常に真剣に聴いていただき、沢山の質

問も頂きました。その真摯な姿勢に感動したのですが、同時にこの

テーマについての関心の高さを実感しました。今月号では紹介と

背景について、そして来月号では実践編ということで、具体的な使

用方法に触れていきます。 
 そもそもエピネフリンはアドレナリンとも呼ばれる、副腎皮質から

放出されるホルモンです。アメリカ人の発見者ジョン・エイベルはエ

ピネフリンと名づけ、一方で高峰譲吉という日本の醸造学者も実は

同じ物質であったこの副腎皮質ホルモンをアドレナリンと名づけま

した。作用としては交感神経を興奮させる効果を発現させますが、

具体的には血圧や心拍数の上昇や気道の拡張など、いわゆる

Fight or Flight（闘争か逃走か）の状態が見られます。 
 エピネフリンは病院では心停止状態や喘息発作、またアナフィラ

キシーという重篤なアレルギー反応やショック時に使用します。こ

のような薬を医師が不在のときでもアナフィラキシー反応が起きた

際自己注射できるように、アメリカではエピペン、Auvi-Qという2種

類の処方薬が存在し、日本ではエピペンが保険適用となっていま

す。 
 アナフィラキシー反応、すなわち重度のアレルギー反応が起きる

原因としては、1．食物アレルギー、2．ハチやアリに刺された

際の毒によるアレルギー、3．薬品のアレルギーの3つが約8割

を占めます。アナフィラキシーの厄介な点は、反応が急速に

進み、救急車を呼んでも何もしないでおくと非常に危険であ

ることです。以下はイギリスの90年代のデータですが、致死的

なアナフィラキシー発現例においての症状発現から心停止ま

での時間の平均値が薬剤では5分、ハチ毒では15分、食物で

は30分でした。このように限られた時間しかない中で、早くエ

ピネフリンを投与しないとアナフィラキシーの予後が悪化して

しまうことがわかっています。 
 一方で、幼児の食物アレルギーは近年増加の一途をたどっ

ています。東京都の3歳児の調査では10年間で2倍に増え、

罹患率は2割を越えるようになりました。すべての食物アレル

ギーでアナフィラキシーが懸念されるわけではなく、アレル

ギー反応も軽度のものであれば、経口薬でコントロールできま

す。しかし呼吸が苦しくなったり、せきがとまらなくなったりする

ような呼吸器症状が見られる場合、腹痛や悪心・嘔吐が見ら

れる場合などは、エピネフリン自己注射を早く行うことが大切

になります。（次号へ続く） 

今すぐ知りたいこんな表現 

－ 学校編 －  

英 語 文 例 集 

英語圏での生活が初めてで自信がない、自分の言いたいことをどの

ように表現すればよいのかわからない…といったお悩みをお持ちの

方もいらっしゃることでしょう。いよいよ始まるお子様の新学期を控

え、すぐに活用できるひとことをまとめてみました。お子様の学校生

活の立ち上げのサポートにご活用ください。 

 

（2012年度商工会婦人部英会話レッスン資料より） 

 Hello, Mr./Mrs./Miss/Ms. Gibson.  
I’m Momoko, Goro’s mom. Nice to meet you. 
Goro is excited to start his first year in the US in your class. 
We just moved to Houston in July.  

★ まずは自己紹介 ★ 

 
  

 

文 例 集 

⑫息子は今日熱があるため、お休みさせます。 

My son is absent today because he has a fever.  

⑬娘は今日、キャロラインと一緒に帰ります。 

My daughter will go home with Caroline after school today. 
⑭歯医者に行くために遅刻します。ランチの前（後）に到着します。（10時までに到

着します。） 

My child will be late to school because of a dentist appointment.  
He/She will be there before/after lunch.（He/She will be there by 10 
o’clock.） 

⑮今日、娘は○○のため、1時に早退します。 

I need to pick up my daughter at 1 o’clock for ○○ today. 
⑯（学校の受付で）スミス先生のクラスにいる娘の桃子を迎えに来ました。 

I’m here to pick up my daughter, Momoko, who is in Mrs. Smith’s 
class. 

⑰息子は追加の予防接種が必要でしょうか。それとも必要ないですか。 

Does my son need additional vaccinations, or is he covered? 
⑱娘は○○アレルギーがあるので気をつけてください。 

Please be aware that my daughter is allergic to ○○. 
⑲息子がヘルメットをなくしました。見かけませんでしたか。忘れ物置き場はあります

か。 

My son lost his bike helmet. Have you seen it? Is there a lost and 
found?  

⑳明日の息子の誕生日にカップケーキを持って行きたいのですが、何時に持って

行けばよいですか。  

I would like to bring cupcakes for my son’s birthday tomorrow.  
What time shall I come? 

㉑持参しているランチについて、子供はからかわれていませんか。 

Is my child being teased by his/her classmates about his/her lunch? 

㉒（親のための）ボランティアにはどのようなものがありますか。 

How may I help you in the class?  
(あるいは) Are there any opportunities to volunteer? 

㉓良いピアノの先生（水泳のコーチ）を知りませんか。 

Would you please recommend a good piano teacher / swimming 
coach?  

㉔放課後、娘を我が家まで送ってくれますか。ありがとうございます。 
Would you mind bringing my daughter back home after school? 
Thank you for your help.  
(あるいは) I would really appreciate if you can bring my daughter 
back home after school. Thank you for your help. 

㉕放課後、私の子供を（あなたの）家に連れて行ってもらえますか。5時に迎えに行

きます。 
Would you mind taking my child home with you after school to-
day?  I’ll pick him/her up at 5 o’clock. 

★ どう違うの？★ 

子供という意味を持つkidとchildですが、どのような違いがあるのでしょうか。kid(s)は子

供たちや若者を指し、砕けた表現。child（children）は子供や 児童、幼稚な人、18歳以

下の人に使う言葉、年齢には関係なく親に対しての子という意味で使うことができます。  

☆ 通じないこんな言葉 ☆ 

ベビーカー → stroller   

チャイルドシート → child car seat   

リュックサック（独） → backpack   

ホッチキス → stapler  

ダンボール → cardboard 
 

シャープペン → mechanical pencil   

ノートパソコン → laptop computer   

ペットボトル → plastic bottle   

フライドポテト → French fries  

など。他にもありますので、探してみましょう。 

①面談の予約を取りたいのですが。子供の成績（試験結果）についてお話したいので

す。 

I would like to schedule an appointment for a parent-teacher confer-
ence. I would like to talk about my child’s grades / test scores. 

②娘は英語をわかっているようですか。集中して授業を受けていますか。  
Does my daughter seem to understand English? Is she able to focus 
on and follow your directions?  

③息子は授業中良い子にしていますか。 他のお子さんとはうまく意思疎通ができていま

すか。 

Is my son well-behaved in the classroom? Is he able to communicate 
with other classmates? 

④息子は今度のクラスになじんでいますか。 クラスで困っているようなことはないか心配

です。 

Is my son adjusting to the new classroom? I’m worried that my son is 
having trouble in class.  
（in trouble とすると息子に問題があるという意味の表現となるので注意。） 

⑤息子は授業中おとなしく座っていますか。  

 Does my son sit still and listen? 
⑥息子は友達とうまくやっているでしょうか。いじめられていませんか。 

Is my son getting along with his classmates? Has he been teased by 
other classmates? 

⑦息子のために親(私)ができることはありますか。  

Is there anything I can do for my son? 
⑧どの選択科目を選べばよいでしょうか。 

What electives should he/she choose? 
⑨息子はもっと上のレベルにいけますか。 

Do you think my son can move to an advanced level? 
(あるいは) Is my son ready to advance? 

⑩息子はESL*を続ける必要がありますか。何に取り組む必要があるでしょうか。  

Do you think my son needs to continue the ESL class? 
What does he need to work on? 

＊ESL : English as a Second Language   
英語が母国語でない生徒のための英語の学習プログラム 

⑪（電話で子供の具合が悪いと呼び出されて）すぐに迎えに行きます。 

I’ll be there as soon as possible. 
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