
A Wonderful Meeting 

 

Each time I hear the word “a wonderful meeting”, it always makes me think of a one 

special person. Her name is Juliette. She is a French girl, the same age as me, and she’s 

also my best friend. 

My first meeting with her goes back to my nursery school days. I spent around 4 years in 

Besançon in France, far from Paris due to my father’s job. Thanks to her, I had a great 

experience. The first day of nursery school, she spoke to my mother. 

My mother told me that Juliette is a gentle and adorable girl and she also loves her sister. 

Then, we found out that we lived in the same apartment building. She was living two floors 

above me. So, we visited each other’s apartment and the opportunities to talk increased.  

As we became close, I discovered things with her and her home situation. The illness of 

her mother became worse when talking and walking. Her father couldn’t take care of her 

because he was a doctor outside. So sometimes nobody could take care of Juliette. 

But, because of these circumstances, Juliette took care of her sister. They had a sitter too, 

but the sitter was a student, so she sometimes couldn’t come to take care of them. So then, 

Juliette cheered her crying baby sister up, and she raised her sister’s spirits. Juliette 

became a really positive and a strong girl. So, my mother decided that she wanted to help 

the family.  

From this, Juliette and I built a strong friendship. We went to the nursery together, played, 

returned, ate, talked, laughed, cried…and we did many other things together. Sometimes, 

we did a stay over parties, too. We were often together on holidays, too. Our daily lives 

continued this way and, she became a part of my life. Also, my French really improved with 

her help.  

She was so different from me, so we often quarreled. But, a bond deepened between us 

each time. Afterwards, we went to the same elementary school, and we were in the same 

class, too. We were always together. The memories we made together are countless. We 

were together for four years, but my father was transferred back to Japan, and our parting 

came suddenly. When I told her, she didn’t speak to me because she was in shock. But, a 

few days later, she hugged me as usual to apologize. I will never forget her warmth at that 

time. When I thought that I couldn’t meet her for a while, the sorrow overflowed.  

Then after five years, I was able to hug her again as before. It was last summer. I went to 

France with my family. I almost spent this summer with her, and I could have a wonderful 

time like before. It was a short period, but we were able to enjoy each other’s company 

before.  

The time that I spent with her is a treasure for me. I can say with confidence, that we still 

are the best of friends. If it wasn’t for her, my four years in France would have been greatly 

changed. To live apart is a hard reality, but I’m thankful that we were able to meet in this big 

world. I’m sure that I can’t meet someone like her in the future. 

It was really good to meet Juliette. 



 

 

 

ジュリエットとの素晴らしい出会い 

 

「素晴らしい出会い」という言葉を耳にするたび、ある特別な人のことを思い出します。

彼女の名前はジュリエット。フランス人の女の子で、年は私と同じ、そして彼女は私の大

親友です。 

私が初めて彼女と会ったのは幼稚園の時です。私は父の仕事の関係で、4 年間をフラン

スの、パリから遠く離れたブザンソンというところで過ごしました。彼女のおかげで私は

とても貴重な経験をすることができました。その幼稚園の初登校の日、彼女は私の母に話

しかけました。 

母は、ジュリエットはとても優しくかわいい子で、妹がいるのだと私に聞かせてくれま

した。さらに、私たちが実は同じフラットに住んでいるのだということも分かりました。

彼女は私の家の 2 階上に住んでいたのです。そのような訳で、私たちはお互いの家を行き

来するようになり、話す機会も増えていきました。 

親しくなってくると、彼女の家の様子も分かってくるようになりました。彼女のお母様

は病気で、うまく話したり歩いたりできないのです。彼女のお父様はお医者さんなのです

が、外で働いている為、面倒を見る時間がありません。その為、誰もジュリエットの世話

をしてあげられないということが時々ありました。 

そのような環境にもめげず、ジュリエットは妹の面倒をよく見ていました。シッターさ

んがいたのですが、その人は学生の為、たまに来られないこともありました。そのような

時でもジュリエットは泣き虫の妹を元気づけ、妹は本当に元気になってしまうのです。ジ

ュリエットは本当に前向きで芯の強い女の子です。それを目の当たりにしていた私の母は、

ジュリエットの家族を助けてあげたいと考えたのです。 

この時からジュリエットと私の間には強い友情関係ができました。幼稚園に一緒に行っ

たり、一緒に遊んだり、一緒に帰ったり、一緒に食べたり、話したり、笑い合ったり、泣

いたり…そして私たちは何をするのも一緒でした。何度かお泊りをしたこともあります。

お休みの日も一緒に過ごしました。私たちの毎日はこのように過ぎていき、彼女は私の人

生の一部になりました。私のフランス語については、彼女が助けてくれたおかげで大きな

進歩を遂げました。 

彼女は私とは全く違うタイプなので、よく喧嘩もしました。それでもそのたびに私たち

の絆は強くなっていったのです。その後、私たちは同じ小学校に進むことになり、クラス

も一緒になりました。本当にいつも一緒でした。一緒に作ってきた想い出は数えきれませ

ん。私たちは 4 年間一緒に過ごしたのですが、父の日本への帰任が決まり、私たちの別れ

が突然やってきました。そのことをジュリエットに話すと、彼女はあまりのショックで口

を聞いてくれませんでした。しかしながら、何日かした後、彼女は私のことをギュッと抱

きしめながら謝ってくれました。私はその時の彼女の暖かさをずっと忘れないでしょう。

彼女にもうしばらくは会えないのだということを考えると、悲しみで打ちひしがれそうで

した。 



あれから 5 年経ち、私は彼女のことを以前のようにギュッと抱きしめることができまし

た。それは去年の夏のことです。私は家族とフランスに行きました。その夏、私はほとん

どずっとジュリエットと一緒にいて、以前のように素晴らしい時間を過ごすことができま

した。とても短い期間でしたが、旧交を温めることができました。 

彼女と過ごした時間は、私にとって宝物です。私たちが今でもお互い大親友であること

を自信を持って言うことができます。もし彼女でなかったら、私のフランスでの 4 年間は

大きく変わっていたことでしょう。お互い遠く離れて暮らしているのはとてもつらい現実

ですが、この広い世界の中で出会えたことを感謝しています。彼女のような人には将来も

う出会えることはないと思います。 

ジュリエットと会えて本当によかったです。 

 

 

 

 


