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　June, a time in Japan when the lovely spring 
rain turns into a bothersome torrential beast. While 
Japanese school children are still in class during this 
uncomfortable weather, most American kids are well 
into their summer vacation.
　For many American schools, summer vacation starts 
late-May or early-June, and can last up to three months. 
The long respite acts as an interval between the old 
and new school year. For example, a 5th grade student 
finishes the 5th grade in May and moves on to the 6th 
grade in August or September, making the system quite 
different from Japan’s. And since it is the start of a 
new school year, there is little homework for them to do 
over the break, meaning more free time for the child. 
　During summer, many American children spend 
time outdoors playing and socializing with their 
neighborhood friends. Some are enrolled in summer 
school, an extension of the school year where children 
can earn credits for the next school year, learn new 
things, or just kill time. 
　High school students might pick up a summer job 
to make money instead of waste the summer away at 
home or in summer school. Everyone has a different 
way of enjoying their summer break, though most of 
them would rather not spend it in school or studying. 
　America also has a noticeable absence of entrance 
exams, especially if the child isn’t going to be enrolled 
in a private school. Therefore there are less children 
preparing and studying for that purpose.
　What with Tsuyu (Japanese rainy season) upon us, 
it may be hard to enjoy the sun during June in Japan, 
but that shouldn’t stop you from trying! Go out and 
have fun this summer! See you next month!

　涼しい小雨が、蒸し暑くてジメジメした大雨に変わる日
本の6月。天気の変化で住み心地が悪くなるこの時期、日
本の子どもたちはまだ授業中ですが、アメリカの子どもた
ちは、もう夏休みに入っています。
　アメリカの学校の夏休みは、5月の後半または6月の前
半に始まり、休暇期間が 3か月間という学校もたくさんあ
ります。学年は5月で終了するため、8月からは新学年に
なります。夏休みは、進級前の時期であり、宿題は少なく
て遊べる時間が豊富です。日本の学年制度とかなり違うと
言えるでしょう。
　夏休みの間、アメリカの子どもたちは、野外で近所の子ど
もと一緒に遊んだり、海岸の近くに住んでいれば、ビーチに
行ったりします。一方で、サマースクールという学校の延長
のようなクラスに通う子もいます。サマースクールでは、新
学年に上がるために必要な単位を取得したり、知識を得たり
することができますが、休みの時間をつぶすため、両親に無
理やり通学させられる子もいます。また、お金をためるため
にバイトをする高校生もいて、子どもたちの夏の過ごし方は
さまざまです。
　アメリカの公立学校は、入学試験がないため、受験勉強
をする子どもが非常に少ないです。
　梅雨になると、屋外で休日をエンジョイすることが難し
いかもしれませんが、日差しのある日は、思い切り楽しん
でください！また来月！

Profile Gavyn Guigui（ギギ・ギャビン）
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熟睡プラ寝たリウム　～アロマの香りに包まれて～
■時  6月18日（日）　午後2時～、午後4時～
■内  心安らぐ香り（ローズ、オレンジ、マジョ
ラム）に包まれて、ぐっすり眠る星空ヒ
ーリングです。
■対  中学生以上
■定  各30人＋4人限定「大の字スペース」 先着
■￥大人500円、中学生・高校生300円
■共日本予防医学代替医療学院　森井 典子　氏
■他香りに敏感な方、妊娠中の方はご遠慮ください。
※６月18日（日）は一般投影を中止します。

■申・■問加茂プラネタリウム館　☎76－7645　※月・木曜日（祝日の場合、その翌日）は休館です。

福ちゃんの工作アワー「葉脈リーフ」
■時  6月25日（日）　午前9時30分～
■内  にっこり科学博士「福ちゃん」の工作教室です。今
回は葉脈標本を作ります。
■対  小学生以上（小学生は保護者同伴）
■定  10人　■￥200円
■共  福井 忠　氏

七夕星まつり
■時  7月2日（日）　午前10時30分～、午後1時30分～
■内  プラネタリウム「七夕の星」、オリジナル☆宇宙の笹飾り
■定  各50人
■￥大人500円、高校生以下200円、3歳未満無料
■他  小学生以下要保護者同伴。

思い切り楽しん

出身：ハワイ　年齢：24歳
趣味：料理、まちへ出かけること、カラオケ

■時  7月12日（水）　午後2時～3時
■所  市役所4階「4-1会議室」
■対  市内にお住まい又は通学、通勤している方
■定  20人程度 抽選

■申  6月23日までに、参加者氏名、郵便番号・住所、電
話番号、年齢、性別を記入して、電子メール又は
電話で次へ。
■問  学研企画課　☎75-1201　
　 kikaku@city.kizugawa.lg.jp

　ハワイの人々が、野菜をあまり食べないことを知っていますか。また、ハワイといえばパンケーキを思い
浮かべる人が多いですが、実は、パンケーキはハワイ料理ではないんです。
　ハワイの食生活は、びっくりするほど日本のものと違います。
　ハワイの食べ物のさまざまな情報をお教えします！講座は、英語を交えておこないます。

が 菜 食 と た と ば
Ku'u One Hanau 第３回 ‐ ハワイ異文化講座

Summer Time! (And the living’s easy)


