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Susan: Hi, Megumi.   こんにちは、めぐみさん。 

Megumi: Hi, Susan.  
How are you? 

こんにちは、スーザン。 

お元気ですか？ 

Susan: Good.   
How are you? 

ありがとう、めぐみさん。私

は元気です。めぐみさんはい

かがですか？ 

Megumi: I’m good, too.   
Thank you.  
It’s cold today. 

私も元気です。 

ありがとう。 

今日は寒いですね。 

Susan: Yeah.  It’s a little cold.  
I’m just going to stay here for an 
hour and then go home.  

ええ、少し肌寒いですね。 

私は今日は一時間だけ子供を

遊ばせて、それで帰ります。 

Megumi: Me too.  わたしもそうします。 

Susan: My son has been having a runny 
nose for a long time.  And he has 
lots of mouth water all day long.   
I need to keep wiping his mouth. 

うちの息子がずっと鼻水が続

いていて。そして一日中よだ

れを出しているんですよ。拭

くのが大変です。 

Megumi: I know what that is. I think he is 
having his new teeth coming out.  
When my son had his teeth 
coming out, he had the same 
thing.  Lots of mouth water, and 
some runny nose.   

それ、知ってます。きっと息

子さん、歯が出てきているん

じゃないかしら。私の息子の

歯が出てきたときも、同じよ

うに、よだれがたくさんでて

いて、鼻水をたらしてまし

た。 

Susan: So, you are saying this is normal? じゃあ、これは普通なんです

か？ 

Megumi: Yes, I think so.  
As long as he doesn’t have a fever, 
he’s not sick.  

そう思うけど。。 



公園での会話 ③ 

公園で知り合ったママと子供の成長について話す（歯の生え始めについて） 

2 
 

Susan: I see.  そうなんですね。 

Megumi: I know that he could run a fever 
when he’s teething. It could be 
because he got a cold because of 
the mouth water that got soaked 
in his clothes, chilling his chest.   
Also, I think he’s losing a lot of 
water. When he loses a lot of 
water, he also needs to drink a lot 
of water. When you don’t have 
enough water in the body, it’s 
easier for you to get a fever. 
It happened one time with my son.  
He had a fever.  Then, I gave him 
Tylenol and some water.  The fever 
went down the next day.  So, it 
wasn’t serious.  It was just one 
night and it was gone the next day.  

あと、歯がでてくるときに熱

を出すことがあるのも知って

ます。熱は、よだれが服にし

みこんで、それで服が冷たく

なって、それで風邪をひくと

いうこともあります。 

あと、よだれでたくさん水分

が外にでてしまっているの

で、水分補給も必要です。体

内に水分が不足していると熱

は出やすいものです。うちの

息子も一度熱をだしたことが

あるんです。タイラノ－（解

熱剤）と水をあげたら熱は次

の日には下がって、たいした

ことはありませんでしたが。 

Susan: Oh, I didn’t know that.  
I’ll make sure to give him enough 
water and make sure his clothes 
are not wet. 

そうなんですか。知りません

でした。では、私も水分補給

をしてあげて、服も濡れてい

ないか確認しないといけませ

んね。 

Megumi: Yeah. Also, when he takes a nap, if 
the clothes are wet, he’s more 
prone to catch a cold.  So yeah, 
that was my experience.  It’s 
better to give water if that can 
avoid his running a fever, and it’s 
necessary to keep his clothes dry. 
Using a bib is helpful.  

そうですね。 特にお昼寝の

前など、服が濡れているとよ

くないようです。私の経験か

らですが。水をあげるだけで

熱を回避できるならあげるほ

うがいいし、服を濡れたまま
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にしておかないと風邪をひか

ないなら、服がぬれていない

かいつもチェックしておくほ

うがいいし。 

よだれかけも便利ですね。 

Susan: Thank you for the advice, Megumi.  
 

めぐみさん、アドバイスどう

もありがとう。 

Megumi: You’re welcome.  どういたしまして。 

 

単語： 

teething 子供の歯が生え始めること 

drooling 口からよだれが絶え間なく出ること 

teethe  【動詞】 

  

  

  

  

  

 


