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Summer Songs夏の歌

マンスＬＥＥ・ＢＲＩＡＮ
リ ー ・ ブ ラ イ ア ン

プロフィール　BRIAN LEE（リー・ブライアン）
25歳　アメリカ（ロサンゼルス）出身
言語：英語、中国語、日本語、台湾（福建）語
趣味：音楽、ホラーゲーム、バレーボール

第2代
国際交流

員コラム

夏が来た！
あなたの好きなサマーソングは何ですか。アメ

リカでは毎年夏になると、ビートの効いた、ノリ
ノリの歌がたくさん流れます。そういったサマ
ーソングはもはや夏になくてはならないもので
すね。私の一番好きなサマーソングはケイティ・
ペリーの「ティーンエイジ・ドリーム」です。聴い
たら、カリフォルニアの夏を思い出します。日本
でも夏の歌がたくさんあります。その中でも特に
「ミュージック・アワー」を聴くと海かプールに行
きたくなるので大好きです。騒々しい蝉の声と水
遊びのほかに、たまに山に登って、涼しい山上で
心を静めて、のんびりするのもいいかもしれませ
んね。
この夏はどこにお出かけしますか。私の初めて

の外国語講座が今月から始まるので、ぜひ参加し
てください。
暑い夏にはサングラスをかけて、ソーダをすす

って、体を冷やしてね。（ちなみに私は、ソーダな
らいつも無糖の炭酸水です。）
ソーダは夏にうまソーダ。

Put on your shades, sip on that soda, and 
stay cool. Summer is in full drive and it is hot! 
（My choice of beverage is always sparkling 
water, by the way. No sugar.） 
What's your summer song? Many exciting 

and upbeat songs come out every year during 
the summer. It almost constitutes a part of 
everyone's memory of summer. My favorite 
summer song is Katy Perry's “Teenage Dream.” 
It really captures the essence of driving in 
California on a hot afternoon.
There are many summer songs here in Japan 

as well. My favorite Japanese summer song is 
“Music Hour.” It makes me want to head to the 
beach or a pool. But hey, don't let them take 
away all the spotlight of summer. On a hot 
summer day, with the cicadas roaring and you 
need that inner peace, go hike on a mountain 
for a cool weekend getaway.
What do you have going on this summer? I 

have my first English conversation event this 
month. Swing by and say hi!
Summer wise, summer otherwise.  Either 

way, enjoy the rest of your summer!夏天的歌
夏天来了！记得戴上你的太阳眼镜，开一瓶

汽水沁凉一下。（我喜华喝无糖的气泡矿泉水。）
你喜欢的夏天歌曲是什么？每年一到夏天，

就会有许多节奏强烈的动感歌曲推陈出新。对
我而言，夏天的歌是炎炎夏日不可欠缺的一部
分。我最喜欢的夏季歌曲《Teenage Dream 
花漾年華》，是一首仿佛在加州夏天午后开车
漫游的好歌。日本也有许多经典的夏季歌曲。
我特别喜欢《ミュージック・アワー》，听到
就会想去海边或游泳池戏水。在喧嚣的蝉鸣中，
若你需要一点平静，不妨去凉爽的高山静心。
你这个暑假有什么计划？我的英语会话讲座

从这个月开始。请踊跃参加！
为什么夏天比较容易中奖？因为暑来宝。

外国語講座

How are you?
～自己紹介から始めよう～

　英語で自己紹介できますか。自分の出身や仕事について
英語で言えますか。国際交流員のブライアンとまったLEE
して、「How are you?」から勉強して英会話を始めよう！

8月24日（月）　午後2時～3時30分
庁舎第2北別館2階「会議室」
市内にお住まい又は通学している方
20人（応募多数の場合抽選）
8月13日までに、参加者氏名、郵便番号・住所、
電話番号、年齢、性別記入してE-mail、または
Faxで次へ。
学研企画課　☎75-1201　Fax75-2701
E-mail：kikaku@city.kizugawa.lg.jp 　 
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