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私が見付けた日本は 今まで見てきた 全ての国と違います。ここはどこでも安

全だ、ブラジルから来た私に この感覚がどんなに素晴らしいか 日本に来るま

で知りませんでした。子供達は 一人で学校へ行き、 高齢者も平和に 自転車

に乗っています。ブラジルでほとんどの人はバスや車に乗っています。組織され

た街の きれいな道路を 歩くのは とてもよい感じです。これが日本の現実で

す。  ここでは市民権が 絶対に守られています。 
 
日本人が自発的に、優しく丁寧で、思いやりの心で お互いにせっしあうのは、

素晴らしいことです。  皆は自然にお互い優しくします。日本人のシンプルさ

と丁寧さを見る事が出来ました。他人を助けることは日本人にとって楽しいこと

です。ここ日本では、他人は面倒なことではありません。私は外国人にもかかわ

らず、日本人にとても歓迎されているのを感じます。  毎日礼儀と尊敬をもっ

て扱われることは、私の日常生活 をとても 快適にしてくれます。 
 
日本に来る前に、いく人かは日本人が非常に閉鎖的だったと私に言いました。け

れども、日本人を実際に見てみると、私は彼らがなんでも急ぐファーストフード

文化性に慣れていたからそうなったのだと思いました。最初は、日本人が簡単に

感情を表さないと思いましたが、今は、日本人は正直で、しかも他人を喜ばせる

ように大げさには行動しないということに気が付きました。 
 
毎日、私はこの国民から山ほど学ぶことがあると感じています。 時がたてば 

たつほど 私は日本が好きになっています！ 

  



Beyond the eyes can see 
 
The Japan I've found out is different from everything I’ve ever known. Here, then 
sensation of safeness is very present in everywhere and I didn't know how 
wonderful is this sensation. How it's good to walk through an organized city with 
clean roads, see the children walking to the school and the elderly calmly riding the 
bicycles. In Japan that's reality. Here, the citizenship absolutely reigns. 
 
It is amazing to see how the Japanese people are so spontaneously gentle, polite, 
helpful, caring and hospitable to each other. The kindness devoted to each other is 
the most natural and gentle as possible. I could see the simplicity and politeness of 
the Japanese people. Helping others is always a pleasure for the Japanese 
people! Here in Japan, the other is never a hassle. Despite being a foreigner, I feel 
very welcomed and mingled with the Japanese people. Be treated with courtesy 
and respect every day is something that has given me much more life quality. 
 
Before coming to Japan, some persons told me that the Japanese people were 
very closed. However, actually I think that they were so hasty and used to the 
immediacy of the fast-food culture. At first, I realized that the Japanese do not tend 
to express emotions easily. The truth is that they are authentic and do not behave 
so effusively just to please the others. 
 
Each day I realize that I have so much to learn from this nation. Needless to say 
that the more the time passes, the more I like Japan. 
 


