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Having spent large parts of my
life living inTaiwan and England,
I enjoy observing the different
traditions when it comes to cele-
brating national holidays such as
the New Year.

InTaiwan, the 1st of January is
usually celebrated by meeting up
with your friends and watching

city fireworks. The traditional
Chinese New Year celebration is
the one reserved for your family,
with all sharing a massive feast. 

During this time kids receive
red envelopes containing money
from adults for good luck. I
remember this particular tradi-
tion fondly,and felt cheated when
I was studying in England and
missed out on receiving them. 

In the U.K., as the New Year
celebration comes so soon after
Christmas (which is celebrated
with your family), people tend to
meet up with friends in pubs or
invite friends around to their

homes. Lots of champagne is
drunk and at the stroke of mid-
night, people tend to hug and kiss
anyone standing close to them,
while “Auld Lang Syne” can be
heard playing on theTV or radio.
I always made sure I wasn’t
standing close to anyone I didn’t
know! 

Now I am in Japan, I look for-
ward to celebrating the NewYear
the Japanese way. Perhaps this
year I will get around to eating
soba, watching“Kohaku Uta Gas -
sen” onTV, and getting in line for
the Meiji Shrine after midnight.  
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By Jane Chan

お正月の迎え方がそれぞれ違うようです

observe(-ing)
（祝日などを）祝う、
～を観察する
tradition(s)
習わし、伝統
meeting up with
～と会う、落ち合う
fireworks
花火、花火大会
Chinese New Year
旧暦の正月
massive feast
豪華なごちそう、祝宴
fondly
懐かしく
cheat(ed)
～をだます、裏切る。

ここでは、当然の権
利を受けられなかっ
たように思ったから
missed out on
～の機会を逃した
stroke of midnight
午前０時きっかり
に。stroke は鐘が鳴
る時刻
“Auld…Syne”
スコットランド民謡
『蛍の光』の原曲。西
洋では新年の幕開けに
流れることが多い
get…to
～する時間を見つける
getting in line
列に並ぶ

人生の大半を台湾とイギ
リスで過ごしてきた私にと

って、お正月などの祝日を違った伝統
のもとで祝うのは楽しいことです。
台湾では、元旦には友だちと落ち合

って街の花火大会を楽しむのが一般的
です。家族で祝うのは伝統的な旧正月
の方で、豪華なごちそうを皆で一緒に
囲みます。
この時、子どもたちはお金が入った

縁起物の赤い封筒を大人たちからもら

います。私にとってこの習慣は特に懐
かしい思い出で、イギリス留学中、も
らう機会を逃した時にはだまされたよ
うな気がしたものです。
イギリスでは、お正月は家族と祝う

クリスマスのすぐ後に来るので、人々
はパブで友だちと会ったり、友だちを
家に招待したりして過ごします。シャ
ンパンをたくさん飲んで、午前０時き
っかりに近くにいる人誰かれかまわず
ハグしたり、キスしたりします。テレ

ビやラジオから『蛍の光』のメロディ
ーが流れるのを聞きながら。私は、そ
の時に知らない人のそばにいないよう、
いつも気をつけていました！
今は日本にいるので、お正月を日本

式にお祝いするのが楽しみです。もし
かしたら、今年はそばを食べ、テレビ
で紅白歌合戦を見て、真夜中過ぎに明
治神宮に向かう人波の中にいるかもし
れません。

（訳　井手和子）

対 訳

Each country I’ve been in seems
to celebrate New Year’s differently

Jane Chan
（ジェイン・チャン）
1981年台湾・台北生まれ。11歳から大学院
まで英国で学ぶ。専門は建築学。2009年来
日。現在は都内の建築設計事務所に勤務。趣
味は海外旅行、写真、テニス。料理が好きで、
特にお菓子作りが得意。最近では日本の鍋料
理にハマっていて、トマト鍋が大好物。
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One thing I have come to notice
since moving to Japan is how
much effort Tokyo girls put into
their appearance. No matter
what time of day it is, every
woman I see on the train is well
dressed and wearing makeup. 
When I went to the beach I

saw that most of the girls there
were made up too. Even when I
was standing in line for a ride
at Tokyo DisneySea, I saw girls
in pretty dresses and high
heels. 
In theU.K., themajority of girls

wear very littlemakeup, and one
of the reasons, I believe, is be-
cause Western girls are taught
from a young age that they
should be confident in them-
selves, and their personality is
what really counts. Japanese
girls, on the other hand, are prob-
ably taught that they should

always take care of their appear-
ance because that is the polite
thing to do.
My guy friends that have

moved here from the U.K. have
noted that even though they
found it strange at first, now
they appreciate the effort the
girls put in and wonder why
English girls don’t do the same.
They also commented on how in
general Japanese girls are pret-
tier than English girls. 
In that case I guess the saying

must be true: “There are no ugly
girls, only lazy ones.” 
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By Jane Chan

日本にかわいくない女の子がいない理由が、私にはわかる気がします

appearance
外見、容姿
No matter
たとえ～であろうと
well dressed
身なりのきちんとし
た
(be) made up
化 粧 し て い る 。
makeup は「化粧」
ride
遊園地などの乗り物
be…themselves
自信を持つ

personality
個性、性格、人柄
what…counts
本当に大事なもの
on…hand
他方で
guy friends
男性の友人。ボーイ
フレンド（彼氏）と
区別した言い方
appreciate
～を評価する
saying
ことわざ、格言

日本に来て一つ気づいた
のは、東京の女の子がとて

も容姿に気を使っていることです。ど
んな時間帯でも、電車で見かける女性
はみなきちんとした格好をして、お化
粧もしています。
海に行った時も、女の子たちのほと

んどがお化粧をしていました。東京デ
ィズニーシーで乗り物に乗るための列
に並んでいた時でさえ、きれいなワン
ピースを着てハイヒールを履いた女の

子たちを見ました。
イギリスでは、若い女性の大多数が

ほとんどお化粧をしていません。その
理由の一つは、欧米の女の子たちは小
さい頃から自信を持つように言われ、個
性こそが大事なのだと教えられるから
だと思います。それに対して、日本の
女の子は、礼儀として自分の外見にい
つも気を使うようにと言われているの
ではないでしょうか。
イギリスから日本に来た男性の友人

たちが言うには、初めのうちは奇妙だ
と感じたけれど、今では日本の女の子
たちの努力が理解できるし、イギリス
の女の子たちもなぜ同じようにしない
のかと思うそうです。それに、日本の
女の子の方がイギリスの女の子よりも
一般的にかわいいと言っていました。
もしそうなら、次の格言は本当だと

いうことになりそうです。「かわいくな
い女の子はいない。なまけものがいる
だけだ」                      （訳　井手和子）

対 訳

There are no ugly Japanese
girls and I think I know why

Jane Chan
（ジェイン・チャン）
1981年台湾・台北生まれ。11歳から大学院
まで英国で学ぶ。専門は建築学。2009年来
日。現在は都内の建築設計事務所に勤務して
いる。趣味は海外旅行、写真、テニス。料理
が好きで、特にお菓子作りが得意。最近では
日本の鍋料理にハマっていて、トマト鍋が大
好物。



4 Asahi Weekly Sunday, February 6, 2011 第３種郵便物認可P L A I N  E N G L I S H

I love food, and I think the best
way to socialize with both new
and old friends is to do it over
some good food and wine. 
When I lived in the U.K., I

would often go out for dinners
with my friends or host dinner
parties at home. Hosting dinner

parties at homewas fun, but a lot
of organizationwas involved, and
if some guests were late the food
would either be cold by the time
they arrived or other guests had
to wait hungrily. 
After I moved to Japan I was

invited to a few Japanese hot pot
parties, and I fell in love with it
straightaway. Notmuch prepara-
tion was involved; in fact one of
my friends invited guests to go to
the supermarket together to pick
the food out so everyone got to eat
what they liked. 
Once we got to her house she

just poured the stock into a pan
and turned on the stove. Guests
added whatever they wanted to
eat when they wanted, so there
was never an issue of people
arriving late or having to leave
early. 
Everyone sat around the hot

pot, chatting and drinking till the
early morning. I cannot think of
a better way to socialize withmy
friends, and this is what I most
look forward to every winter in
Japan!
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By Jane Chan

日本の冬になくてはならないものは友人たちとの鍋パーティーです

socialize
交流する、つきあう、
社交をする
host
～を主催する、～の
主人役をする
organization
計画と準備
was involved
～が伴った
hungrily
おなかをすかせて

hot pot parties
鍋パーティー
fell…with
～と恋に落ちた、
～に心奪われた
straightaway
すぐに
stock
ブイヨン、だし汁
issue
論点、問題
look…to
～を楽しみに待つ

私は食べることが大好き
です。新旧の友人たちと楽

しいひとときを過ごすには、おいしい
ものと良いワインがあるのが一番だと
思います。
イギリスに住んでいたころ、よく友

人と夕飯を食べに出かけたり、家でデ
ィナーパーティーをしたりしました。家
でパーティーを開くのは楽しかったけ
れど、準備が大変だったし、遅れて来
る人がいる場合は、着く頃には食べ物
が冷めてしまうか、他のお客さんがお

なかをすかせて待っていなければなり
ませんでした。
日本に来て、鍋パーティーに何度か

招かれ、すぐに気に入りました。大し
た準備は必要ありません。実際、私の
友人には、お招きした人たちと一緒に
スーパーに行って材料を選んだ人もい
ました。そうやって、みんなが好きな
ものを食べられるようにしたのです。
家に着いたら、彼女はただ鍋にだし

汁をはって、コンロに点火しただけ。お
客さんたちは食べたい時に食べたいも

のを鍋に入れていったので、遅く来る
人がいようと、早く帰らなければなら
ない人がいようと、全く問題になりま
せんでした。
みんなで鍋を囲んで、朝までおしゃ

べりをしながらお酒を飲みました。友
人たちと過ごすのに、これ以上良い方
法を思いつきません。日本の冬で、毎
年一番楽しみなことがこれなんです。

（訳　井手和子）
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対 訳

Winter parties in Japan are not
complete without a nice hot pot

Jane Chan
（ジェイン・チャン）
1981年台湾・台北生まれ。11歳から大学院
まで英国で学ぶ。専門は建築学。2009年来
日。現在は都内の建築設計事務所に勤務して
いる。趣味は海外旅行、写真、テニス。料理
が好きで、特にお菓子作りが得意。最近では
日本の鍋料理にハマっていて、トマト鍋が大
好物。
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I came to Tokyo on holiday
three years ago and fell in love
with the place immediately after
I arrived. Taiwan is a country
that loves everything Japanese,
andTaipei itself basesmuch of its
city planning onTokyo. Therefore,
when I arrived in Tokyo I felt an

ON
THE
KEYBOARD
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By Jane Chan

初めて東京に来たときから、ここに引っ越してきたいと感じていました

everything Japanese
あらゆる日本的なもの
city planning
都市計画
immediate sense
すぐさま感じた感覚
familiarity
親しみやすさ
architect
建築家。architecture
は「建築、建築様式」
utilize
～を活用する、役立た
せる
(feel) inspired
インスピレーションを
受ける、触発される

enrolled in
～に入学した、登録
した
qualification
資格。 qualified は
「資格のある」
colleague
同僚
regret
～を後悔する、残念
に思う
settle(d)
落ち着く、定住する
could…more
彼女に今以上に同意
することはできな
い＝大賛成である

東京には、３年前の休暇
中に来たのですが、着いて

すぐ一目ぼれしてしまいました。台湾
は日本に関することすべてが好きで、
台北の都市計画も東京にならっている
のです。だから、東京に着いたときす
ぐ親しみやすさを感じたのに、すべて
が新しくてわくわくさせられました。
建築家としても、都内の建築物がど

れも気に入ったし、とても小さな空間
を日本の建築家たちがうまく活用する
やり方に驚かされました。

すっかりリフレッシュして刺激を受
けたので、ロンドンに戻った時には、
2年以内に東京に移り住みたいと感じて
いました。私はすぐ日本語の授業を取
り始め、建築士の資格を取るコースに
も入りました。日本で仕事探しを始め
るときには、少なくともイギリスの建
築士の資格を持っていたかったからで
す。
ロンドンでは快適な生活を送ってい

たし、東京で仕事を見つけられるかわ
からなかったので、イギリスを離れる

前、とても怖かったのを覚えています。
職場の同僚に話してみたら、自分は若
いころ国から国へ何度も移り住んだけ
れど、何一つ後悔していないと言われ
ました。
今こうして東京に落ち着いてみると、

全く彼女の言う通りだと思います。東
京へ来ることは、今までに私がした最
良の決断の一つでした。

（訳　井手和子）

対 訳  

On my first visit to Tokyo it
made me want to move here

Jane Chan
（ジェイン・チャン）
1981年台湾・台北生まれ。11歳から大学院
まで英国で学ぶ。専門は建築学。2009年来
日。現在は都内の建築設計事務所に勤務。趣
味は海外旅行、写真、テニス。料理が好きで、
特にお菓子作りが得意。最近では日本の鍋料
理にハマっていて、トマト鍋が大好物。

immediate sense of familiarity,
yet everything was exciting and
new. 
As an architect, I loved all the

architecture in the city and was
amazed by how Japanese archi-
tects utilize the tiny spaces they
had to work with.
I went back to London feeling

completely refreshed and in-
spired, and knew I wanted to
move to Tokyo in two years. I
started taking Japanese lessons
immediately and enrolled in the
architect qualification course so
that I would at least be a quali-

fied architect in the U.K. when I
started looking for jobs in Japan. 
I remember being very scared

before I left, as I had a comfort-
able life in London and I was not
sure if I would be able to find a
job in Tokyo. I spoke to a col-
league atwork, and she said that
she hadmoved tomany countries
many times in her youth, and she
did not regret any of it. 
Now, having settled in Tokyo, I

could not agree with her more:
moving to Tokyo was one of the
best decisions I’ve ever made.
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One of the first things my
friends told me after I arrived in
Tokyo is that it’s very difficult
to find a good man in this city. 
My friends in Japan are

mostly half-Japanese or Japa-
nese that have spent years
abroad as kids. Therefore they

have no problem speaking both
English and Japanese, but even
for them it’s hard to find a suit-
able mate. 
They complain that most of

the Japanese guys are too timid
to approach them and strike up
a conversation, whereas the for-
eign guys tend to be very for-
ward to the extent that they
appear arrogant, and most are
not interested in anything be-
yond a casual relationship. 
My observations of the dating

scene inTokyo so far confirm the
above, though having gotten to

know a few Japanese guys in
my office, I would say not all are
shy or difficult to talk to. It is
just that they hang out in com-
pletely different social circles,
and even back in London a lot of
guys find it hard to approach
girls in bars. 
I think one of the keys to find-

ing love in any city is to hang
out with different friends and be
introduced to new people — get
to know them as friends first,
that way you can get to know
the shyest guy, who may turn
out to be the love of your life.

ON
THE
KEYBOARD
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By Jane Chan

東京でロマンスを見つけるのはかなり大変かもしれません

half-Japanese
両親の片方が日本人の
suitable
ふさわしい
timid
気弱な、消極的な
approach
～に近付く
strike…conversation
会話を始める
whereas
～であるのに対して
forward
積極的な
to…that
～するほど

arrogant
ごう慢な、横柄な
beyond
～の域をこえて
casual relationship
真剣ではない交際
dating scene
交際の仕方、状況
hang out
よく出入りする
social circles
社交の場、仲間の集
まる場所
keys to
～へのカギ、コツ
love…life
生涯の恋人

私が東京に来て、友だち
が真っ先に教えてくれたこ

とのひとつは、ここでは彼氏がなかな
か見つからないということでした。

私の日本での友人たちのほとんどは、
片方の親が日本人か、子どもの頃外国
で長く暮らしたことのある日本人です。
つまり、彼らは問題なく英語と日本語
が話せます。けれどもそういう友人た
ちですら、ふさわしい相手を見つける
のに苦労しています。

彼女たちは、日本人男性のほとんど
が自分たちに近づいて話しかける勇気

がないとこぼしています。それに対し
て、外国人男性は大抵積極的だけれど
も、ずうずうしく思えるほどで、その
上、ほとんどの場合、気軽な恋愛相手
として付き合うことしか考えないのだ
そうです。

これまで東京のデート事情を見てき
て、私も友人たちの意見に納得してい
ますが、それでも会社で何人かの日本
人男性と知り合って、みんながみんな
内気で話しにくいわけではないと思う
ようになりました。ただ彼らの交際範
囲が全く別の所に広がっているのです。

それにロンドンでも、バーで女性に話
しかけるのが苦手という男性はたくさ
んいます。

どの都市でも、恋人を見つけるコツ
は、様々な友人とつきあってみて、新
しい人たちに紹介してもらうことです。
最初は友だちとしてつきあったら良い
と思います。そうすることで誰よりも
内気な男性とも知り合えます。その人
が生涯の恋人になるかもしれないので
す。                            （訳：井手和子）

対 訳

Looking for romance in Tokyo
can be a most difficult thing

Jane Chan
（ジェイン・チャン）
1981年台湾・台北生まれ。11歳から大学院
まで英国で学ぶ。専門は建築学。2009年来
日。現在は都内の建築設計事務所に勤務。趣
味は海外旅行、写真、テニス。料理が好きで、
特にお菓子作りが得意。最近では日本の鍋料
理にハマっていて、トマト鍋が大好物。
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Japan is one of those places in
theworldwhere all architects feel
they must visit. There is a wide
range of architecture in Japan,
and the modern architecture in
Tokyo is second to none. 
Foreigners (architects included)

often complain about buildings in
prime locations in Tokyo being

knocked down and rebuilt within
a few decades, and it would seem
to most people that Japan has a
relaxed attitude toward preserv-
ing its history. 
Maybe this is true and it is not

the best practice, but it does leave
room for new buildings to be
built. Themore relaxed planning
procedures compared to theWest
mean that architects can be bold
when designing new buildings. 
Combine thiswith the amazing

construction techniques, and you
get buildings that can only be
built in Japan. China is trying to
achieve the same results by

employing international archi-
tects, but the quality of their con-
struction is still years behind
Japan. 
A friend once toldme that only

architects look up when walking
down the road or sitting in a
restaurant. If this is true, then
people in Tokyo are really miss-
ing out on appreciating what
architects travel halfway round
the world to see. 
Next time you are walking

down the road, I urge you to look
up and admire the architecture
around you. You will not be dis-
appointed. 

ON
THE
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By Jane Chan

東京の建築物はどれもすばらしいと建築家たちは思っています

Architect(s) 
（見出しから）建築
家、設計者
second to none
誰にも負けない
prime locations
一等地
being…down
取り壊される、倒さ
れる
has…attitude
の ん び り 構 え て い
る、うるさくない
preserve(-ing)
～を保護する、維持

する
leave…for
～の余地を残す
bold
大胆な、思い切った
Combine…with
～ を … と 結 び 付 け
る、併せる
missing out on
～のチャンスを逃す
travel…world
地球を半周する
admire
～を称賛する、～に
感心する

世界中の建築家にとって、
日本はぜひ訪ねたい場所の

ひとつです。ここには様々な建築があ
るし、東京の近代建築は世界随一です。

外国人（建築家も含めて）は、都内
の一等地にある建物が数十年経つと壊
され、建て直されることによく文句を
言います。日本人は自分たちの歴史を
守ることについてあまり強い関心がな
いのだと、多くの人が思うでしょう。

これはその通りかもしれないし、あ
まり良いことではないかもれませんが、

そのおかげで新しい建物ができること
は確かです。欧米より都市計画の手続
きがゆるやかということは、建築家は
新しい設計をする時、大胆になれると
いうことでもあります。

このことと驚くべき建築技術があい
まって、日本でしか建てることのでき
ない見事な建物が完成するわけです。中
国も外国人建築家を雇うことで同じ成
果を上げようとしていますが、建築の
質は日本より何年も遅れています。

ある友だちによると、道を歩いてい

る時やレストランで席に着いている
時、上を見上げるのは建築家だけだそ
うです。もし、それが本当なら、東京
に住む人たちは貴重な機会を逸してい
ます。よその国の建築家たちが地球を
半周してまでわざわざ見にくる程価値
のある物をしっかり味わっていないの
ですから。

今度道を歩く時、どうかまわりの建
物を見上げてよく鑑賞して下さい。な
んだ、つまらないとは思わないはずで
すよ。                          （訳：井手和子）

対 訳

Architects really appreciate all
the modern buildings in Tokyo

Jane Chan
（ジェイン・チャン）
1981年台湾・台北生まれ。11歳から大学院
まで英国で学ぶ。専門は建築学。2009年来
日。現在は都内の建築設計事務所に勤務して
いる。趣味は海外旅行、写真、テニス。料理
が好きで、特にお菓子作りが得意。最近では
日本の鍋料理にハマっていて、トマト鍋が大
好物。



東京に越してくる前、電車事情、特
にラッシュアワーにどれほど混むかを
ずいぶん聞かされました。中でも一番
面白いと思ったのが、多くの駅で乗客
を電車に押し込むための係員がいると
いう話でした！
僕がニュージーランドから直接東京

に来ていたら、少し不安だったかもし
れません。ニュージーランドは広々と

した国で、満員電車はめったに見るこ
とがないからです。でも、僕はロンド
ンから引っ越してきました。ロンドン
は東京と同じように人口密度が高いの
で、地上でも地下でも電車がとても混
みあう場合があるのです。
そういうわけで、僕は東京のすさま

じいラッシュアワーへの心がまえはで
きていました。けれども二つの都市の

事情は少し違っています。まず、ロン
ドン市民は何にでも行列を作るのが好
きなようなのですが、電車は例外なん
です！駅では、人々は電車のドアの周
りに群がって、開いた途端に人を押し
のけて中に入ります。それと、その時
ロンドンっ子はいつも前向きに進むの
です。
東京では、多くの人は向きを変えて

後ろ向きに乗り込みます。ぎゅうぎゅ
うに押されている人たちを見なくて済
むから、これは良いアイデアですね！
最後になりましたが、東京では電車

内で寝ている人の多さに驚かされます。
ほとんど全員、立っている人でさえ寝
ているのですから！

（訳　井手和子）

Before moving to Tokyo, some-
thing I had heard a lot aboutwas
Tokyo’s trains and how crowded
they get, particularly during rush
hour. The most interesting thing
I had heard was that at many
stations, people are employed to
push people inside the train! 
If I had moved to Tokyo from

New Zealand I would have been
a little worried, because New
Zealand is a spacious country, so
very crowded trains are uncom-
mon. But I moved to Tokyo from

London, which is a crowded city
like Tokyo, so it also has some
very crowded aboveground and
underground trains.
Because of that, I waswell pre-

pared forTokyo’s rush hour train
madness. But there are some dif-
ferences between the two cities’
trains. To begin with, although
people in London seem to like to
queue for things, the train is not
one of those things! At the station
people crowd around the doors,
and push their way in once the

doors open. Also, when people do
this in London, they are always
facing forward.
Here in Tokyo, many people

turn around and get on the train
facing backward. This is a good
idea because it means you don’t

have to look at the peoplewho are
squashing!
Finally, it is amazing howmany

people sleep on the trains in
Tokyo — just about everybody,
even if they are standing up!
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ロンドン生活のおかげで、東京のすさまじいラッシュアワーへの心の準備はできていました

particularly
特に、とりわけ
spacious
広大な、ゆったりし
た
uncommon

珍しい、まれな
aboveground
地上の
madness
狂気、狂乱、すさま
じい様子

queue
順番待ちの列を作る
crowd around
～の周りに群がる
push…way
人を押しのけて進む

facing forward
前を向く
squash(-ing)
押しつぶされる
just about
ほぼ

Riding the trains in London prepared me for Tokyo’s rush hour

クリント・コールソン
1978年ニュージランド・ウェリントン生まれ。カ
ナダの大学を卒業後、英国の投資銀行に勤務。
2010年２月に来日し、東京の日本語学校に在学中。
趣味は音楽と映画鑑賞で、特にホラー映画のファ
ン。日本食ではお好み焼きと、山かけそばが大好
物。将来はフォトジャーナリストになるのが夢。

By Clint Coulson
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音楽はぼくの人生の大きな部分を占
めているので、以前だったら、コンサ
ート会場に行けば、たいていぼくを見
つけることができたくらいです。ロン
ドンに住んでいた４年間で、150を超
すコンサートに行ったものです。
ライブミュージックのファンにとっ

て、世界で一番住みたい場所がロンド
ンで、ここと張り合えるのはニューヨ

ークだけです。2010年の初めに東京に
移り住んだときは、東京でもたくさん
のコンサートに行きたいと思っていま
した。東京はロンドンやニューヨーク
と並ぶ世界的な大都市ですから。
ですが、東京のライブミュージック

事情はロンドンとかなり違っていて、思
ったほど多くのコンサートには行けて
いません。どうして違うかというと、ひ
とつには、日本には独自の大きな音楽

業界があり、来日する欧米のバンドは、
人々に関心を持ってもらい、お金を払
ってもらうために日本のバンドと競い
合わなくてはならない、ということが
あります。
でもぼくにとっての最大の不満は、東

京に来る欧米のミュージシャンたちの
多くは、全盛期を過ぎた、いわば「過
去の人」であることです。

たとえば、2010年にはマイケル・ボ
ルトン、ボーイズ IIメン、ケニー・Gや
シンプリー・レッドといった人たちが
東京で公演しました。彼らが一番輝い
ていた頃はもう過ぎているにもかかわ
らず、コンサートのチケット代はとて
も高額でした！東京の音楽シーンはも
っとましな状況であっても良いと思い
ます。

（訳　井手和子）

Music is a big part of my life,
and in the past, you usually
could have found me at a con-
cert. In the four years I lived in
London, I went tomore than 150
concerts.
So if you are a fan of live

music, London is probably the
best place in the world to be,
rivaled only by NewYork. When
I moved to Tokyo at the begin-
ning of 2010, I was hoping to see
a lot of concerts here, too, be-
cause like London and New

York, Tokyo is one of the world’s
major cities.
But the live music scene here

in Tokyo is very different to
London’s, so I have not been to
as many concerts as I would’ve
liked. One reason for this differ-
ence is that Japan has a large
music industry of its own, so
Western bands coming to Japan
have to compete with Japanese
bands for people’s attention and
money. 
But for me the biggest frustra-

tion has been that many of the
Westernmusicians who do come
to Tokyo are what I would call
“has-beens”  —  people whose
most popular days are behind
them.
For example, in 2010, the likes

of Michael Bolton, Boyz II Men,
Kenny G and Simply Red all
played inTokyo. Yet even though
their best days were behind
them, their concerts were all still
very expensive! Tokyo deserves
better than that.

東京のライブミュージック事情は、引っ越してくる時に期待していたほどではありませんでした

is…of
～の大きな部分を占
める、～にとって大
きな存在である
could…found
仮定法。「もし探せば、
見つけられただろう」

rival(-ed)
～に匹敵する、～と
競う
different to
～と異なる（from が
一般的だが、to を使
うこともある）

of its own
独自の
compete with
～と競う、～と張り合う
frustration
欲求不満、落胆
has-been(s)

全盛期を過ぎた人、
過去の人
play(ed)
演奏する、コンサー
トを行う
deserve(s)
～にふさわしい

Tokyo’s live music scene isn’t what I hoped for when I moved here

クリント・コールソン
1978年ニュージランド・ウェリントン生まれ。カ
ナダの大学を卒業後、英国の投資銀行に勤務。
2010年２月に来日し、東京の日本語学校に在学中。
趣味は音楽と映画鑑賞で、特にホラー映画のファ
ン。日本食ではお好み焼きと、山かけそばが大好
物。将来はフォトジャーナリストになるのが夢。
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ニュージーランドと聞いて最もなじ
み深いものと言えば、ラグビーのニュ
ージーランド代表であるオールブラッ
クスや、豊かな自然や景観、そして
もちろんたくさんの羊などですね。
でもぼくにとってニュージーランド

の素晴らしさの一つは、おいしいコ
ーヒーとカフェ文化です。
どんなに小さな町でもたいていおい

しいコーヒーを飲むことができます。
実のところ、ぼくの出身地ウェリン

トンは、１人当たりのカフェの数が
世界のどの都市より多いほどです。
ニュージーランドでは、日本の喫茶

店や、カナダやアメリカの食堂で人
気のドリップやフィルターコーヒー
はとても珍しいのです。ニュージー
ランドのカフェでは、イタリアで有
名になったカプチーノ、エスプレッ
ソ、ラテ、マキアート、それに（ぼ
くの好物である）モカチーノといっ
たタイプのコーヒーが好まれます。

中でも一番人気があるのは、ニュー
ジーランドとオーストラリア独特の

「フラット・ホワイト」とよばれるコ
ーヒーです。これはラテに似ていま
すが、ミルクは少なめです。
ニュージーランドのカフェ文化があ

まりに盛んになったので、今やロン
ドンには、ニュージーランド人やオ
ーストラリア人の所有するカフェが
たくさんできて、同邦の客を当てに
しています。

ロンドンでフラット・ホワイト人気
があまりに高まったので、今ではス
ターバックスなどの大手コーヒーチ
ェーン店でも飲めるようになりまし
た。離れていることで一番恋しく思
うことの一つが、ニュージーランド
のコーヒーです。もちろん家族と友
人は別として。

（訳　井手和子）

The most well-known things
about New Zealand include its
national rugby team — the All
Blacks; its variety of nature and
scenery; and, of course, its many
sheep.
But tome, one of the best things
about New Zealand is its great
coffee and cafe culture. 
A great coffee can usually be
found in even the smallest ofNew
Zealand towns. In fact, Wel ling-
ton, where I come from, has the
most cafes per capita of any city
in the world.

Drip or filter coffee, popular in
kissatens in Japan and diners in
Canada and America, is very
uncommon inNewZealand. New
Zealand cafes favor the kind of
coffeemade famous in Italy: cap-
puccino, espresso, latte, macchi-
ato, and mochaccino (my fa-
vorite). 
But themost popular is a coffee
unique to New Zealand and
Australia and is called a “flat
white.” A flat white is similar to
a latte, but has less milk. 
Cafe culture has become so

strong inNewZealand that there
are now many New Zealand- or
Australian-owned cafes in Lon -
don to serve the many New Zea -
landers andAustralianswho live
there. 
And flatwhites have become so

popular in London that they are
nowavailable atmajor cafe chain
stores there, including Starbucks.
Coffee in New Zealand is one of
the things I miss the most about
not living there —  apart from
family and friends, of course.

おいしいコーヒーなら、ニュージーランドは負けません

All Blacks
オ ー ル ブ ラ ッ ク ス
（ラグビーのニュージ
ーランド代表）
scenery
景色、風景
cafe culture
カフェ文化

per capita
１人当たり
diner(s) 
軽食レストラン、食堂
favor
～を好む、支持する
macchiato
マキアート（エスプ
レッソコーヒーに少
量の泡立てたミルク

を入れたもの）
mochaccino
モカチーノ（エスプ
レッソコーヒーにチ
ョコレートシロップ
や泡立てたミルクを
入れたもの）
unique to
～に特有の、独自の

flat white
フラット・ホワイト
（豪州とニュージーラ
ンド発祥のコーヒー。
きめの細かい泡のスチ
ームミルクをエスプレ
ッソに注いだもの）
miss the most
最も懐かしく、恋し
く思う

For a great cup of coffee, New Zealand can’t be beat

クリント・コールソン
1978年ニュージランド・ウェリントン生まれ。カ
ナダの大学を卒業後、英国の投資銀行に勤務。
2010年２月に来日し、東京の日本語学校に在学中。
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ン。日本食ではお好み焼きと、山かけそばが大好
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ぼくの人生で最も楽しかった時期の
ひとつが、交換留学生として2001年か
ら02年にかけて、カナダのハリファッ
クス市にあるダルハウジー大学で過ご
した一年でした。ずっとカナダに住ん
でみたいと思っていたので、行く前は
とても楽しみにしていました。

でも、かなり緊張もしていました。カ
ナダには行ったことがなくて、知り合
いも誰もいなかったので、どんな生活

を送ることになるか分からなかったか
らです。

ニュージーランドでは、大学の年度
は夏休み明けの２月か３月に始まりま
す。カナダでも夏休み明けに始まりま
すが、それは８月か９月なので、学年
度はずいぶん違います。

ハリファックスではアパートに住ん
でいましたが、そこの最上階２階分は
すべて外国から来た学生用になってい

ました。たくさんの国々から学生が来
ていましたが、日本からは誰もいませ
んでした！最初は知り合いもいなかっ
たけれど、みなすぐ打ちとけて、一緒
に楽しい時間を過ごしました。パーテ
ィーを開いたり参加したり、要するに
パーティーざんまいだったわけです。

ぼく達は車を借りて、とても美しい
ノバスコシアのドライブ旅行に出かけ
ました。そこは特に秋（カナダではア

メリカ式に fall と呼ばれます）、木々が
紅葉するのが美しいのです。ただ、冬
になると気温は零下20度まで下がるこ
とがあります！

その年、ハリファックスでは一生の
友達をつくることができました。以来
ロンドンとコペンハーゲンで同窓会を
開きました。海外で学ぶ機会がある人
へのぼくのアドバイスです。チャンス
を逃さないで！             （訳：井手和子）

One of themost enjoyable years
ofmy life was the year I spent as
an exchange student at Dal -
housie University in Halifax,
Canada, in 2001-2002. I was very
excited before I went, because I
had always wanted to live in
Canada. 
But I was also quite nervous

because I hadn’t been to Canada
anddidn’t knowanyonewho lived
there. So I didn’t know what to
expect.
In New Zealand the university

year begins after the summerhol-

idays, which is February or
March. In Canada it also begins
after the summer holidays, but
that is in August or September,
so the school year is very differ-
ent.
In Halifax, I lived in an apart-

ment buildingwhere the top two
floors were entirely for inter -
national students. There were
students frommany countries—
but not Japan! Even though I
didn’t know anyone at first, we
quickly became friends and had
a lot of fun together. We held par-

ties, and we attended parties —
basically, there were a lot of par-
ties!

We also hired cars for road
trips around Nova Scotia, which
was very beautiful, particularly
in autumn (called “fall” in Can -
ada) because all the trees change
colors. But in winter the temper-

ature can drop to minus 20
degrees!
I made some lifelong friends in

Halifax that year, and since then
we have had reunions in London
and Copenhagen. My advice to
anyone who has the opportunity
to study overseas: take it!

交換留学生として過ごしたカナダでの楽しい一年は決して忘れません

exchange student
交換留学生
nervous
緊張する、ドキドキ
する、臆病な
know…expect
何が起こるか分かる

entirely
完全に、まったく
held…parties
パーティーを開催し
たり、パーティーに
参加したり

hire(d) 
一時的に借りる、（人
を）雇う
Nova Scotia
大西洋に面したノバ
スコシア州
change colors

紅葉する、変色する、
顔色を変える
lifelong
一生の、生涯の
reunion(s) 
再会、同窓会

I’ll never forget the fun year being an exchange student in Canada
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外国人として、今まで住んだり訪ね
たりしたことのある国々では見たこと
のないことが、日本にはたくさんあり
ます。欧米からすると、奇妙に見える
のです。
海賊の街というのが東京の第一印象

でした。というのも、東京では眼帯を
つけている人をたくさん見かけたので

す。これはよその国ではなかったこと
です。それと、日本人の多くは特に冬
にマスクをします。その理由は理解で
きるし、ある程度は理にかなっている
と思います。それでも、皆がマスクを
はずし忘れた非番の看護師や歯医者に
見えるので、変に感じます。
東京に引っ越すまでの４年間住んで

いたロンドンでは、みな早歩きです。
東京も大都市なので、同じだろうと思
っていましたが、違いました！人々は
ロンドンに比べてとてもゆっくり歩く
のです。ぼくは急いでいることが多い
ので、少々じれったく思います。
一番奇妙に思えるのは、日本人は結

婚を真剣に考えるようになるまで、た

いてい、自分の恋人を友だちや両親に
紹介しないことです。
これは、つきあってかなり早い段階

で相手を友だちに紹介するのが一般的
な欧米の国では変わった行動になりま
す。恋人と友人たちを離しておくのは
かなり難しいはずですから！

（訳　井手和子）

As a foreigner, I have seen a
lot of things in Japan that I
haven’t seen in any other coun-
try I have lived in or been to.
From a West ern perspective,
they seem strange. 
One of my first impressions of

Tokyo was that it is a city of
pirates. By that I mean I have
seen a lot of people wearing eye
patches inTokyo, which I haven’t
seen in other countries. Many
people in Japan alsowearmasks,
particularly in winter. I under-

stand the reasons, and agree that
it does make some sense. But I
still find it strange because it
looks like everyone is an off-duty
nurse or dentist who forgot to
remove their masks.
I lived in London for four years

before moving to Tokyo, and in
London everyone walks fast.
BecauseTokyo is also a big city, I
was expecting the samehere. But
I was wrong! People walk very
slowly here compared to London,
which is a little frustrating for

me, as I am often in a hurry.
Perhaps the strangest thing for

me is that Japanese often don’t
introduce their partners to their
friends or parents until they are
serious about getting married. 

This is unusual behavior in
Western countries, where it is
common to introduce your part-
ner to your friends quite early in
the relationship. Keeping them
separate must be quite difficult!

外国人にとって奇妙に思える独特なところが日本にはあります

odd
（見出しから）奇妙な
perspective
視点、見方
first impression(s)
第一印象
pirate(s)
海賊

eye patch(es) 
眼帯
make…sense
ある程度は理にかな
う
off-duty
非番の

frustrating
いらいらする、じれ
ったい
in a hurry
急いで、あわてて
partner(s)
配偶者、恋人、パー
トナー

serious about
～について本気にな
る
behavior
行動、行為

There are unique things about Japan that are odd to foreigners
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ぼくは大の映画ファンなので、一番
好きな自由時間の過ごし方は、映画館
に行くことです。
大きな画面とサラウンド音響で見る

のが好きなので、映画はテレビやＤＶ
Ｄでより映画館で見る方が好きです。そ
こでしか味わえない経験ができますか
ら。
ぼくはハリウッドの超大作より外国

映画や独立系の映画が好みなため、映
画祭に行くのがとりわけ好きです。今
までウェリントンとバンクーバー、ロ
ンドン、東京で映画祭に行きました。
2005年のバンクーバー国際映画祭では
２週間に26本も映画を見ました。ロン
ドンに住んでいた2009年には86回も映
画館に行きました。これは週１回以上
です！

一番好きな映画のジャンルはホラー
ですが、ホラーはまたひどい作品が一
番多い分野でもあります！ぼくの最も
好きなホラー作品であると同時に、映
画全体の中で一番気に入っている作品
が『エクソシスト』です。俳優の演技
が上手で、ハラハラさせる映画で、何
回も見ました。ホラー映画以外では日
本などいろいろな国のドラマが気に入

っています。
ハッピーな映画より現実的だと思う

から、ぼくは暗くて悲しい映画が特に
好きです。日本の古いドラマ作品で良
いと思うのは、『砂の女』と『家族』。最
近のものでは『嫌われ松子の一生』と

『歩いても　歩いても』が好きでした。
すべて演技がすばらしく、つまるとこ
ろ悲しい映画です。      （訳　井手和子）

I ama bigmovie fan, and one of
my favorite ways to spend my
free time is going to the movies.
I prefer going to the movies to

watching one on TV or DVD,
because I enjoy seeingmovies on
a big screenwith surround sound.
That is the kind of experience you
can only have at the cinema. 
I especially enjoy going to film

festivals, because I prefer to
watch foreign or independent
films rather than Hollywood
blockbusters. I have been to film
festivals inWellington, Vancouver,

London and Tokyo. During the
2005 Vancouver International
Film Festival I saw 26 films in
two weeks. And in 2009 while
living in London, I went to the
movies 86 times — more than
once a week!
My favorite genre of film is

horror, although it is also the
genremost likely to produce bad
movies! My favorite horror film,
and also my favorite movie, is
“The Exorcist.” It is a well-acted,
unsettling film, and I have seen
it many times. Other than

horror films, I also enjoy dramas
from many countries, including
Japan. 
I particularly enjoy depressing

or sad movies, because I think
they are often more realistic
than happy films. My favorite

older Japanese drama films
include “ Sunano Onna”  and
“Kazoku.” More recent favorites
are “Mem ories of Matsuko” and
“Aruitemo Aruitemo.” Allarewell-
actedandultimately sad films.

自由な時間が少しでもあれば、ぼくは映画館にいますので

going...movies
映画を見に行く、映
画館に行く
prefer
( to以降より）～を
好む、選ぶ
surround sound
（臨場感を出すため
に映画館で導入され

ている）サラウンド
音響
independent film(s) 
独立系映画
Hollywood
blockbuster(s) 
ハリウッドで製作さ
れる大作映画

genre
ジャンル、分類
well-acted
俳優の演技がうまい
unsettling
ハラハラさせる、不
安にさせる

depressing
憂うつな、気のめい
るような
realistic
現 実 的 な 、 実 現 可
能な
ultimately
最終的に、結局のと
ころ

When I have a bit of free time, you’ll find me at the movies
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ロンドンや東京といった大都市に住
んでいると、有名人に会うチャンスが
あります。ロンドンでは２～３回あり
ましたが、一番胸躍ったのが、世界有
数のバンドであるレッド・ツェッペリ
ンのベーシスト、ジョン・ポール・ジ
ョーンズに会ったことでした。
これにはわくわくしました。レッド・

ツェッペリンは大好きなバンドで、し

かもジョン・ポール・ジョーンズは一
番好きなメンバーだからです。
ロンドンのウエストエンドにある有

名な高級デパート、リバティで彼を見
かけました。ぼくが店を出ようとした
とき、奥さんといるところを見たので
す。彼は奥さんの買い物袋を手に、バ
ッグ売場を歩き回っていました。
それはあまりロックっぽくない姿で

した！彼が63歳で、ふつうの60代のお
じさんに見えるせいか、店にいたほか
の誰も彼だと気づきませんでした。近
づくべきか迷いましたが、やるしかな
いとすぐ決心しました。こういうチャ
ンスは二度とないかもしれないので。
ぼくは彼に歩み寄って、「すみません、

ジョン・ポール・ジョーンズさんです
か。ファンです。あなたが最もすばら

しいベーシストの一人だと思っている
ことをお伝えしたくて」みたいなこと
を言いました。
とても陳腐で気はずかしいセリフで

した。もっといろいろ言えたはずなの
に！彼はとても礼儀正しくて、「ありが
とう。それはうれしいな」と言ってく
れました。ぼくは彼と奥さんに笑いか
け、満面の笑みで店を出ました。

（訳：井手和子）

Living in a big city such as
London or Tokyo means there is
a chance of meeting someone
famous. This happened to me a
couple of times in London, and
the most exciting was meeting
John Paul Jones, the bassist for
Led Zeppelin, one of the world’s
most famous bands. 
This was exciting because Led
Zeppelin ismy favorite band, and
John Paul Jones is my favorite
member of the band.
I met him at Liberty, a famous
and expensive department store

in London’s West End. I was
about to leave when I saw him
with his wife. He was walking
around the handbag section, car-
rying his wife’s shopping bags. 
It was not very rock ’n’ roll! No
one else in the store recognized
him, possibly because he is 63
and just looks like any otherman
inhis 60s. Iwasn’t sure if I should
approach him or not, but quickly
decided that I had to because I
might not get another chance. 
I walked over to him and said
something like, “Excuseme, John

Paul Jones? I’m a fan and just
wanted to tell you that I think
you’re one of the greatest bass
players ever.”
It was very cheesy and embar-
rassing, but I could’ve said a lot

more! He was very polite, and
said, “Thank you, I appreciate
that.”  I smiled at him and his
wife, and left the store with a big
smile on my face.

大好きなロックスターに話しかけるチャンスを逃せませんでした

pass…chance
（見出しから）機会を
逃す、見送る
rock ‘n’ roll
（見出しから）ロッ
クンロール
bassist
ベース奏者
Led Zeppelin
レッド・ツェッペリ

ン（1970年代を代表
する英国のロックバ
ンド）
West End
ウエストエンド（文
化・行政・商業施設
が集中するロンドン
の地区名）
recognize(d)
～だとわかる

possibly because
おそらく～という理
由で
approach
～に近づく
walked…to
～に歩み寄った
ever
（最上級とともに）今
までで最も～

cheesy
ありふれた、趣味の
悪い
embarrassing
気はずかしい、当惑
させるような
appreciate
～を感謝する

I couldn’t pass up the chance to talk to my favorite rock ’n’ roll star
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日本に住む外国人は、和食好きなら
滞在をより楽しめるはずです。幸い、ぼ
くは和食が大好きです。

ぼくは、多くの外国人のように、来
日前から和食にいくらかなじみがあり
ました。でも驚いたのは、日本のレス
トランの多くが一種類の料理を専門に
していることでした。たとえば、とん

かつ、しゃぶしゃぶ、ラーメン、すし、
そばやうどんの店と銘打ったところで
は、もっぱらその一つの料理が中心で
す。これはかなり日本独特のやり方で
す。

ぼくが一番好きな和食は、たぶんお
好み焼きです。味わいとソースの組み
合わせが大好きなので、食べると一番

ほっとする和食です。めん類も好きで、
そば、とくに食感が楽しめる山かけそ
ばがいいですね。

ぼくが知っている和食がきらいな外
国人のほとんどは、山芋や刺身、もち、
そして特に納豆などの食感がダメみた
いです。でもぼくは納豆が好き！

問題なのは、ぼくがベジタリアンで

あることです。日本では菜食主義をあ
まり理解してもらえないので、とくに
日本人の家庭に食事に招かれたときに、
とても困ることがあります。

ただ、和菓子を食べるのには何の問
題もありません。甘すぎず、いつも純
和風に美しく出され、世界で一番だと
思っています。              （訳：井手和子）

Foreigners living in Japanhave
a better chance of enjoying their
time here if they like Japanese
food. Luckily for me, Japanese
food is one ofmy favorite cuisines. 
Like many foreigners, I was

familiar with some Japanese
foods beforemoving to Japan. But
I was surprised by the fact that
many Japanese restaurants spe-
cialize in one kind of dish. For
example, tonkatsu, shabu shabu,
ramen, sushi and soba/udon
restaurants focusmostly on those
single dishes, which I think is

quite unique to Japan.
My favorite Japanese dish is

probably okonomiyaki. To me, it
is the best Japanese“comfort food”
because of its combination of fla-
vors and sauces, which I love. I
also love noodles, so soba is
another favorite of mine, partic-
ularly yamakakesoba, because I
enjoy the texture. 
Most foreigners I know who

don’t like Japanese food don’t
like it because of the textures of
some foods like yams, sashimi,
mochi, and particularly natto.

But I like natto!
The problem for me is I am a

vegetarian. Because Japanese
have little appreciation of vege-
tarianism, it has been very diffi-
cult for me at times, especially
when visiting the homes of

Japanese for a meal. 
But there is no problem eating

wagashi, Japanese sweets. I think
they are the best in the world
because they are not too sweet,
and they are always beautifully
presented, in true Japanese style.

ぼくはベジタリアンですが、和食を楽しんでいます

vegetarian
（見出しから）菜食主
義者、ベジタリアン
better…of
～ す る 可 能 性 が 高
まる
cuisine(s)
料理

specialize in
～を専門にする、専
攻する、得意とする
dish
皿、（皿にのった）料
理
focus…on
～ に も っ ぱ ら 集 中
する

comfort food
食べると心が安らぐ
料理
combination
組み合わせ
texture
食 感 、 質 感 、 手 ざ
わり

yam(s) 
山芋
appreciation of
～への理解、評価、
感謝
presented
提 供 さ れ る 、 示 さ
れる

I enjoy Japanese food even though I am a vegetarian
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主に言葉や文化が違うせいで、日本
での生活は時として大変です。ただ、一
日がどんなにきつかったとしても、ぼ
くをいつも笑顔にしてくれるものが一
つあります。それは日本の子供たちで
す。
日本人の子供は、一般的に言ってと

てもかわいいです。目が合うと、ぼく
はよく笑いかけたり、手を振ったりし
ます。子供はたいていぼくのことをじ

っと見ているから、目を合わすことは
それほど難しいことではありません。で
も、向こうにも笑ったり、手を振った
りしてもらうのはハードルが高く、悲
しいことに、これにはあまり成功して
いません。
日本にもう一年以上住んでいるのに、

子供が笑ったり、手を振り返したりし
てくれた回数は両手の指の数にも満た
ないくらいです！多くの子供たちは恥

ずかしがって、そっぽを向くか親の後
ろに隠れてしまいます。子供によって
は、「この奇妙な外見の人はだれだろう。
どうして自分に笑いかけるのだろう」と
でも言うように、けげんそうに見るだ
けです。
でも、数少ない成功例もあります。最

近、ぼくはガールフレンドと中華料理
店にいたのですが、ぼくらの席の向か
いに日本人家族がいて、そこには３歳

くらいの女の子もいました。
ぼくがその子に笑いかけたら、すぐ

に笑顔を返してくれました。その後、一
家が店を出る直前、その子はぼくらの
テーブルに走ってきて、満面の笑みで
ガールフレンドとぼくとハイタッチを
して、親のところに戻っていきました。

（訳　井手和子）

Living in Japan has been diffi-
cult for me at times, mainly
because of the differences in lan-
guage and culture. But one thing
that always makes me smile,
regardless of how difficult the
day has been, is Japanese chil-
dren. 
Generally speaking, Japanese

children are very cute. I often
smile or wave at them if I make
eye contact — which isn’t diffi-
cult because they are often star-
ing atme! But the challenge has

been to get them to smile orwave
back. Sadly, I have not hadmuch
success at this.
I can count on less than two

hands the number of times a
child has smiled or waved back
at me, and I have been living in
Japan for over a year now! Many
children are shy and either turn
away, or hide behind their par-
ents. Some just look atme suspi-
ciously, as if to say, “Who is this
strange-lookingman andwhy is
he smiling at me?”

There have been a few success
stories though. Recently I was at
a Chinese restaurant with my
girlfriend, and sitting across from
our table was a Japanese family,
including a girl whowas about 3
years old.

I smiled at her and she smiled
straight back. Then, just before
they left, she ran over to our
table and gavemy girlfriend and
I, a high-five with a big smile on
her face before returning to her
parents. 

日本の子供はかわいらしいけれど、僕のそばではとてもシャイなのです

adorable
（見出しから）愛ら
しい
regardless of
～にかかわらず、～
を問わず
Generally speaking
一般的に言って

eye contact
視線を合わせること
stare(-ing) at
～をじっと見る
challenge
（力を試される）課題

have…at
～にあまり成功して
いない
turn away
そっぽを向く
suspiciously
疑わしげに、けげん
そうに

straight
すぐに、間を置かな
いで
high-five
ハイタッチ 。片手を
高く挙げて、仲間同
士でパチンとたたき
あう動作

Japanese kids are adorable, but they are very shy around me
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僕はずっとファッションに関心を持
ってきました。多分、小さい頃に母や
二人の姉妹と何度も買い物に行ったか
らだと思います。
僕は男女両方のファッションに

はっきりした意見を持っていて、ガー
ルフレンドが服を買いに行くときには
たいてい僕を誘います。東京はファッシ
ョンにも買い物全般にも絶好の場所で、
ここの傾向に、いくつか気づいたことが

あります。東京の女性は大体、着こなし
が良いのですが、かなりの人が大きすぎ
るハイヒールを履いています！
歩くとまるで「ジャンダルズ」を履

いているような音がします。ニュージ
ーランドではジャンダルズ、オースト
ラリアでは「トングス」、カナダとアメ
リカでは「フリップフロップス」と言
い、全部同じものです！それと日本の
女性の間で目立つのが、バッグを手で

なくひじにぶら下げて持つ傾向です。僕
にはこうする利点がどうも分かりませ
ん。
でも、日本の女性がすることで一番

嘆かわしいのが、短いスカートにガー
ターベルトを合わせてしまうことです。
しかも人前で！これは欧米では絶対や
ってはいけないことです。
男性、特にサラリーマンの間ではス

ーツには白いシャツが必須らしく、ほ

とんどの人が着ています。ロンドンで
はスーツとシャツはもっとカラフルで
す。それと、日本人男性は、少し伸び
たひげもファッションの一部とされる
欧米の男性より、ひげをきれいに剃っ
ています。
ファッションに関心がある人にとっ

て、東京は興味がつきない場所です。
（訳　井手和子）

I have been interested in fash-
ion for a long time. It probably
comes from shopping with my
mum and two sisters a lot when
I was younger. 
I have strong opinions on both

men’s and women’s fashion, and
my girlfriend usually takes me
with herwhen she goes shopping
for clothes. Tokyo is a great place
for fashion and shopping in gen-
eral, and I have made a few
observations about fashionhabits
here. Women are generally well
dressed inTokyo, but quite a few

wear high-heeled shoes that are
too big for them!
It sounds like they arewearing

“jandals.”  Jandals is the New
Zealand word, “thongs” the Aus -
tralian word, and “flip-flops” the
Canadian and English word —
allmeaning the same thing! Also
particular to Japanese women is
the tendency to carry their bags
on their elbow rather than in
their hand. I can’t see the bene-
fit of this! 
But themost unfortunate thing

somewomen in Japan do iswear

short skirts with garter belts —
in public! That is a definite no-no
inWestern countries.
For men, particularly salary-

men, white shirts seem to be
mandatory for their suits, with
almost every man wearing one.
In London, men’s shirts and

suits are more colorful. Japa -
nese men are also more clean-
shaven than their Western
counterparts, where stubble is
part of fashion.
For anyone interested in fash-

ion, Tokyo is a fascinating place
to be.

ちょっとおかしなファッションもあるけれど、日本のスタイルには興味をそそられます

Despite
（見出しから）～にも
かかわらず
fascinating
（見出しから）興味を
そそる
observation(s) 
観察、所見

jandal(s)
ビーチサンダル
tendency to
～する傾向
benefit of
～の利点、効用

in public
人前で
no-no
やってはいけないこと
mandatory
必須の、義務的な

clean-shaven
ひげをきれいに剃った
Western counterparts
欧米にいる同じ立場
の人。ここでは「欧
米の男性」の意味
stubble
短く伸びたひげ

Despite some unusual fashion sense Japanese style is still fascinating
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ニュージーランドで育った僕にとっ
て、良い思い出の一つが、家族と田舎
の別荘で過ごした時のことです。
僕達はそれを休暇用の別荘などとは

呼ばず、「バッチ」と呼んでいました。
これはニュージーランドでは簡素な建
物を指す言葉で、「バチェラー・パッド」、
つまり独身男性の家という言葉に由来
します。うちのバッチは３部屋のとて

もシンプルな造りで、トイレと風呂場
は外に付いていました。
風呂場にはよくメクラグモがいたの

で、お風呂に入るのは好きではありま
せんでした。僕は、メクラグモのよう
に小さくて無害でも、クモは苦手なの
です。
うちのバッチは、ニュージーランド

北島のワイララパ地方にあるマーティ

ンボローという町から、車でおよそ１
時間の所にありました。そこは農地の
真ん中で、緑の丘や川、そしてもちろ
ん羊に囲まれていました。
ニュージーランドには400万人強しか

人はいませんが、羊は4000万頭もいま
す。これは最も有名なニュージーラン
ド情報の一つのようですね。外国人か
らよく羊について聞かれますからね。

ニュージーランド人からしたら、自
分の国で外国人たちが羊の写真を撮っ
ているのを見るのは面白いものです。地
元住民にとって羊はあまりにもよく見
かけるものだし、かなり間抜けで退屈
な動物ですから。

（訳：井手和子）

As a child growing up in New
Zealand, one ofmy favoritemem-
ories is of the time my family
spent at our holiday home in the
countryside. 
We didn’t call it a holiday home,

though, it was called a “bach.”
Bach is a New Zealand word for
a simple building, and it comes
from the word “bachelor pad.”
Our bach was very simple with
only three rooms inside, and a
toilet and bathroom attached
outside. 

I didn’t enjoy taking baths,
because the bathroom often had
daddy longlegs spiders inside,
and I don’t like spiders, even
small, harmless ones like the
daddy longlegs. 
Our bachwas about a one-hour

drive from a town calledMartin -
borough in theWairarapa region
of New Zealand’s North Island.
The bach was in the middle of
farmland, surrounded by green
hills, rivers, and, of course, sheep!
New Zealand has just over 4

million people, but around 40
million sheep. This seems to be
one of the most well-known
things about New Zealand, as
foreigners often ask questions
about sheep. 

It is amusing for New Zea -
landers to see tourists in their
country taking photos of sheep,
because they are such a common
sight to locals, and sheep are
quite dumb, boring animals! 

ニュージーランドのうちの休暇先にはクモと羊が多過ぎました

vacation spot
（見出しから）休暇先
holiday home
休暇用の別荘
bachelor pad
俗語的に「独身男の
部屋」の意味で使わ
れる
attached

付属された、添付の
daddy…spiders
ザトウムシ。メクラ
グモとも言う。豆粒
のような体に、その
数十倍の細長い足を
持っている
harmless
無害の、たわいない

Wairarapa
ニュージーランド北
島の南東部の地域
surrounded by
～に囲まれる、取り
巻かれる
amusing
おかしい、面白い

common sight
よく見かける光景
locals
地元住民
dumb
まぬけ
boring
退屈な、つまらない

Our vacation spot in New Zealand had too many spiders, sheep
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ほとんどの日本人は、欧米諸国の多
くが毎年12月25日にクリスマスを祝う
ことを知っています。そして、クリス
マスといえば、たいてい寒さと雪を思
い浮かべるでしょう。
でもニュージーランドは南半球に位

置しているので、クリスマスは夏に巡
ってきます！クリスマス当日は暖かい
ことが多いので、たくさんの人々が少
なくとも数時間は外に出ますし、時に

はバーベキューをしながら過ごします！
2001年にニュージーランドを離れて

以来、いくつかの国でクリスマスを過
ごしてきました。オーストラリアのパ
ース市の様子はニュージーランドでの
クリスマスとよく似ていました。もっ
と暑かったですけれど。カナダのモン
トリオールでは、天気の面では伝統的
なクリスマスでした。とても寒く、雪
もたくさん積もっていました。

フランス系カナダ人のクリスマスだ
ったので、家族が集まる盛大な食事は、
クリスマス当日ではなくてイブの真夜
中に食べました。
ロンドンと、アイルランドのコーク

市もとても寒かったのですが、雪は降
りませんでした。食事は、ニュージー
ランドでクリスマス当日に食べるもの
と似ていました。ただ、ロンドンでは
クリスマスには公共の交通機関を含め

すべてが止まってしまうので、車を持
っていないと出かけるのは難しいです。
東京でのクリスマスは普通の出勤日

なので、かなり不思議に感じます。で
も、どこに居ようと、大切な人たちと
過ごすのが一番良いクリスマスですね。

（訳　井手和子）

Most Japanese know that
many Western countries cele-
brate Christmas on Dec. 25th
each year. And when most people
think about Christmas, they often
think of cold weather and snow. 

But New Zealand is in the
Southern Hemisphere, which
means that Christmas occurs
during the summer! Because
Christmas Day is often warm in
New Zealand, many families
spend at least some of it outside,
sometimes having a barbecue!

Since leaving New Zealand in

2001, I have experienced Christ -
mas in several countries. In
Perth, Australia, it was just like
a New Zealand Christmas, except
hotter. In Montreal, Canada, I
experienced a traditional Christ -
mas in terms of weather — it was
very cold and there was a lot of
snow. 

As it was a French-Canadian
Christmas, the main family meal
was eaten at midnight on Christ -
mas Eve instead of Christmas
Day. 

In London and in Cork, Ireland,

it was also very cold but it didn’t
snow. The food was similar to that
eaten in New Zealand on Christ -
mas Day. But everything in Lon -
don is closed on Christmas,
in  cluding public transport, which
makes it difficult to go anywhere

if you don’t have a car. 
Christmas in Tokyo is quite

strange because it is just a regu-
lar working day. But no matter
where you are, the best Christ -
mases are those spent with loved
ones.

うららかなニュージーランドでは12月25日がホワイトクリスマスになることは決してありません

White Christmas
（見出しから）雪景色
のクリスマス
balmy
（見出しから）さわや
かな、うららかな
the…Hemisphere
南半球

occur(s) 
起こる、生じる、（考
えなどが）浮かぶ、
ここではクリスマス
の日がくる、の意味
in…of
～に関しては、～の
点では

French-Canadian
フランス系カナダ人
の。モントリオール
のあるケベック州は
フランス語圏
Cork
アイルランド南西部
の都市

public transport
公共交通機関
no…are
あなたがどこにいよ
うと
loved ones
愛する人たち。恋人
や家族、親しい友人
など大切な人のこと

There’s never a White Christmas on Dec. 25 in balmy New Zealand
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Iwent home to seemy folks last
year. I hadn’t realized how accli-
matized I had become to Japan
until I was thrown headlong into
Swedish society again.
I couldn’t stop bowing, which is

regarded as odd behavior in Swe -
den. Also, my friends would get
annoyedwithmeconstantlymut-
tering uunwhenever they spoke. 
In Sweden it is polite to keep

quiet while the other person is
talking. My habit of making
sounds of agreement, as is the
custom in Japan, really got on

their nerves.
Another thing: I took the polite-

ness and hospitality I encoun-
tered in Japan for granted. 
When I went to a convenience

store in Sweden to ask for direc-
tions to the nearest bank office,
all I got was a simple, “I don’t
know.” I was expecting the cash -
ier to pull out a map or call a
friend as has happened to me in
Japan when I got lost.
But I guess the gracious behav-

ior I am used to in Japan has
spoiledme. Small things, like not

hearing Irashaimaseee! when I
entered a shop, left me feeling
invisible and underappreciated. 
Japanese are genuinely the

most helpful and considerate
people I have ever met. This is

something that is easy to forget
when you are living in Japan. 
So now that I’m back in Japan, 

I’m trying not to take this gen-
erosity for granted and give back
in kind.

Sunday, July 3, 2011 第３種郵便物認可 Asahi Weekly 5E S S A Y

去年、家族に会いに故郷に帰ったの
ですが、スウェーデン社会にまた飛び
込むまで、自分が日本にどれほど順応
していたか気づきませんでした。
ぼくは、スウェーデンでは奇妙な行

動とされるおじぎばかりしていたし、友
人たちは、彼らが話すたびに、ずっと

「うん」とつぶやくぼくにいらついてい
ました。
スウェーデンでは、相手が話してい

る間は黙っているのが礼儀だとされて
います。ぼくが、日本での習慣である
相づちを打つのはかなりかんに障った
みたいです。
それともうひとつ。ぼくは日本で出

会った礼儀正しさともてなしの心を当
たり前だと思っていました。
スウェーデンのコンビニで最寄りの

銀行への行き方を聞いたとき、返って
きたのは「知りません」の一言でした。

ぼくは、日本で道に迷ったときみたい
に、店員が地図を取り出すか、友達に
電話して聞いてくれるのではと思って
いたのです。
でも考えてみれば、日本ですっかり

慣れてしまった親切な対応にぼくは甘
やかされていたのですね。お店に入っ
たときに「いらっしゃいませ！」と言
われないなんていう小さなことで、自
分が無視され、大事にされていないと

感じざるを得なかったのですから。
日本人は、ぼくが出会った中で最も

人助けに熱心で、思いやりがある人た
ちだと心から思います。でも、日本に
住んでいると、このことをつい忘れて
しまうのです。
日本に帰ってきた今、この寛大さを

当たり前だと思わないで、自分も同じ
ように振る舞おうと努力しています。

（訳　井手和子）

故郷スウェーデンでの休暇は逆カルチャーショック体験でした

Vacationing
（見出しから）休暇
reverse…shock
（見出しから）逆カル
チャーショック
folks
人々、家族
acclimatize(d) 
（気候、環境に）慣れ
る、順応する

headlong
真っ逆さまに、向こ
う見ずに
get annoyed
イライラする
mutter(ing)
つぶやく、ぶつぶつ
言う
got…nerves
彼 ら を イ ラ イ ラ さ

せ た 、 彼 ら の か ん
に障る
for granted
（前出の took を伴っ
て）～を当たり前だ
と思った
spoil(ed)
甘やかす、台無しに
する、（食べ物などを）
腐らせる

underappreciated
大事にされていない、
正当な評価を受けて
いない
generosity
寛容さ
give…kind
同じものを返す、お
返しをする

Vacationing back in Sweden a case of reverse culture shock
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2月14日のバレンタインデーを祝う欧
米諸国と同じく、スウェーデンでも恋
人に贈り物をするのは男性の方です。
一方、日本では自分がもらう側だと

知ったのはうれしい驚きでした。それ
に、ぼくはその日がバレンタインデー
だということを忘れていたので、その
驚きは倍うれしかった上に、ほっとし
ました。

日本では、一般的に男性は甘いもの
を好まないようですね。でも、ぼくは
男性が女性よりも甘いものを食べると
思われるスウェーデン出身なので、彼
女が買ってくれたチョコレートを、大
喜びでおなかいっぱい食べました。
そして翌月彼女と結婚しました！
その時ぼくはまだ「ホワイトデー」な

るものを知らなかったのです。よくある

ホワイトデーのプレゼントが宝石やブラ
ンドのアクセサリーだと聞いてから、ぼ
くはちょっと心配になってきました。
でも、妻がぼくのために使った額の3

倍くらいのものを用意すればいいと友
だちが教えてくれたので、少し安心し
ました。これに励まされて、プレゼン
トの代わりに妻をしゃれたレストラン
でのディナーに連れていきました。だ

いたい２万円使いましたよ。
思うに、日本の女性は、ひともうけ

したい企業に助けられながら、うまく
事を運んでいるようです。そうするこ
とで、男性たちに、自分たちはどのく
らいの値段のプレゼントを期待されて
いるか気づかせているのですから。女
性の皆さん、お見事です！

（訳　井手和子）

In Sweden, as in all Western
countries where Feb. 14 is cele-
brated asValentine’sDay, it is the
manwho gives a gift to his sweet-
heart.
In Japan, on the other hand, I
was pleasantly surprised to dis-
cover that I was the one on the
receiving end. Since I had forgot-
ten it was Valentine’s Day, the
surprise was doubly nice and
mixed with relief. 
In Japan, I have learned, men
generally shun candy. But coming

from Sweden, where men prob -
ably eatmore candy thanwomen,
I tucked into the chocolates my
girlfriend had bought me with
great enthusiasm. 
I married her the following
month!
This was before I heard about
“White Day.” After hearing that
WhiteDay gifts often include jew-
elry and brand-name accessories,
I started to feel a tad nervous. 
I felt slightly reassured after
my friends told me that I only

needed to spend three timesmore
than my wife had on me. Thus
emboldened, I bought my wife
dinner at a swanky restaurant
instead. I spent around 20,000
yen.
I think Japanese women, no

doubt assisted by companies
eager to make a buck, have clev-
erly arranged things so thatmen
are always reminded one month
before that they are expected to
buy a gift in a certain price range.
Well done, ladies!

ぼくの初めてのホワイトデー体験とぼくに期待されていること！

initiation into
（見出しから）～を初
めて体験すること
sweetheart
恋人
was…surprised
うれしい驚きをした

receiving end
受け取る側
shun
～ を 避 け る 、 好 ま
ない
tucked into
～をたらふく食べた

tad
少し、ちょっと
felt…reassured
少し安心した
emboldened
勇 気 づ け ら れ て 。
being は省略されて
いる

swanky
しゃれた、粋な
make a buck
ひともうけする
price range
価格帯

My initiation into ‘White Day’ and the expectations placed upon me!
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数年前、ぼくはストックホルムで電
車の運転士をしていました。
日本人が電車で見せる馬鹿げた振る

舞いについて、皆が話しているのを聞
いたことがあります。話題の中心はた
いてい、日本人は電車内では他の場所
にいる時よりもカッとなりやすいとい
う点です。
でも、ここでひとつ言わせてくださ

い。スウェーデン人と比べたら、日本

人のマナーは非常に良いです。
ストックホルムでは、乗客は扉が閉

まりかけているところに飛び乗るだ
けではありません。それどころか扉
を押さえて開けておくのです。しか
も長い間！
特に深夜、若者たちが走ってきて、ゆ

っくりと車両に向かってやってくる友
だちのために扉を押さえておくことは
ざらです。ある時などは、ほかの乗客

たちを待たせたまま、若者グループが
タバコを吸っていたこともありました。
ぼくは仕事を始めたばかりだったし、

ダイヤも過密だったので、これは大変
なストレスになりました。でも数カ月
たつと、こういうことが起きた時に、

「禅のような」なすがままの気分になれ
るようになっていました。
自分の力が及ばないことは起きるも

のだということを受け入れたことで、寛

容の気持ちが生まれ、その気持ちはそ
の仕事を辞めてからもずっとぼくの中
に残っています。
だから、今度東京で電車に乗るとき

に運転士に軽くおじぎをしてみてくだ
さい。彼はきっと、それに値する仕事
をしているのですから。

（訳　井手和子）

A few years ago I worked as a
train driver in Stockholm.
I haveheard a lot of people talk-

ing about the crazyway Japanese
act on trains. Mostly, such talk
centers on Japanese losing their
tempers more frequently there
than in other venues. 
Well, I amhere to tell you, com-

pared with Swedes, Japanese
people show a high level of eti-
quette.
In Stockholm, people don’t just

jump aboard while the doors are

closing. They hold the doors open.
And for a long time! 
It is quite common, especially

late at night, for young people to
run and hold the doors open
while their friends slowly
approach the train carriage. On
one occasion, I recall that a group
of youngsters smoked cigarettes
while the rest of the train passen-
gers waited!
Being new to the job, and with

a tight schedule, this created a
great deal of stress. But after a

few months, I started to develop
a“zen-like”state ofmind forwhen
these situations cropped up.
Accepting that things will

happen that are beyond my con-
trol left me with a feeling of tol-

erancewhich stayedwithme long
after I quit that job.
So next time you ride the train

inTokyo, give a small bow to the
train driver. He most definitely
deserves it.

日本人の電車でのマナーが悪いと思うなら、スウェーデンの電車に乗ってみてください

center(s) on
～が中心になる
losing…tempers
カッとなること
venue(s) 
場所
etiquette
エチケット、礼儀
作法

aboard
（乗り物の）中へ、乗
って
approach
～に近づく、近寄る
train carriage
列車の車両

On one occasion
ある時
recall
～を思い出す
youngster(s)
若者
Being new to
～に来たばかり、～
を始めたばかり

“zen-like”
「禅のような」
crop(ped) up
不意に起こる、現
れる
most definitely
絶対、きっと

If you think traveling by train is bad in Japan, try Sweden
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ストックホルムで育ったぼくは、そ
こが大都会だとずっと思っていました。
でも東京に来て、（世界の都市につい

て）全体的に考え、ある貴重なことを
学びました。80万人ほどが住むストッ
クホルムは、スウェーデン最大の都市
ですが、日本に来てからはまるで小さ
な村のように感じます。
日帰りで東京の郊外に出かけても、東

京を離れた気が全然しません。都市の
広がりには終わりがないかのようです。
ぼくは、今引っ越しを考えているの

で、住んでいる所の近くで新しい家を
探し回っています。
興味を引かれる地域はたくさんあり

ますが、結局は自分がどのくらいの通
勤時間に耐えられるかが決めてだとい
うことに気づきました。

茅ヶ崎周辺の湘南エリアに住めたら
とてもうれしいです。でも職場まで90
分も電車に乗るのはぼくには少々無理
ですね。ストックホルムでは街の端か
ら端まで自転車で30分もかからなかっ
たことを思うと、満員電車に毎日３時
間以上すし詰めになるなんて考えられ
ません。
とはいえ、二つの希望を同時にかな

えるなんてできませんよね！ですから、
もしかしたら、これはぼくも真の東京
人になって通勤を始めるべき時かも。
アイポッドに入れた日本語のレッスン
と本数冊があれば、移動時間を有効に
使えるかもしれませんし。

（訳　井手和子）

Growing up in Stockholm, I
always thought that it was a big
city.
But once I got to Tokyo, I

learned a valuable lesson in per-
spective. Stockholm is the biggest
city in Sweden, with around
800,000 inhabitants, but after
moving to Japan it feels like a
small village.
Even when I go on a day trip

outsideTokyo, I never get the feel-
ing I have left. The urban sprawl
seems to stretch forever.

I am now thinking about
moving, and have been scouting
nearby areas where I live for a
new place.
I’ve realized that even though

there are a lot of interesting
areas, it all comes down to the
length of commute one is ready
to put up with.
I’d love to live in the Shonan

area around Chigasaki, but
spending 90 minutes on the train
to get towork is a littlemore than
I can handle. With memories of

riding my bicycle across town in
Stockholm, which never took
more than 30 minutes, I can’t
envisage spending three hours a
day in a packed train.  
But you can’t have your cake

and eat it, too! Somaybe it’s time

for me to become a trueTokyoite
and start commuting. With some
Japanese language lessons inmy
iPod and a few books, I might
evenmake good use of the travel
time.

外国の都会暮らしについて考察：長い通勤時間の代償とは？

commute
（見出しから）通学、
通勤
in perspective
全体を見たときに
inhabitant(s)
居住者、住民

urban sprawl
都市が無秩序・無計
画に広がる現象
scout(ing)
（後出の for 以下を指
して）～を求めて探
しまわる

put up with
～に耐える、我慢す
る
more… handle
～の手に余る
envisage
～を想像する、予想
する

have…too
同時に両方手に入れ
る、欲張る
Tokyoite
東京都民、東京人
make…of
～を有効に使う、無
駄にしない

Discovering city life abroad: At what price a long commute?
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Japanese television sure is dif-
ferent from what I’m used to.
Unfortunately, my Japanese
skills have not yet progressed to
the pointwhere I can fully under-
stand what everybody is saying. 
The news programs are espe-

cially tricky for me.
Still, I don’t think you have to

be fluent in Japanese to enjoy
what’s onTV.
I especially like the game shows

where comedians get hit with
rubber sticks if they laugh. Also,
I like it when terebi talento imi-

tate famous people.
There seem to be a lot of pro-

grams that involve eating. It feels
like every other show has some-
body eating something or cook-
ing.
Sure, we have cooking shows in

Sweden, too, but not nearly the
number that you have in Japan.
What I reallymiss ismovies in

a language I can easily under-
stand. 
Since I learned most of my

English from watching movies
and various TV shows, I think it

would be a good idea for Japan to
show more movies in their origi-
nal language.
Given the efforts young Japan -

ese go to in learning English, I
think TV shows with a more
international flavor might be a

good investment for the future. 
Also, I recommend greater use

of subtitles rather than dubbing.
Whatever changes lie ahead, I

hope the crazy game shows will
continue! 
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日本のテレビ番組は、ぼくが見慣れ
ているものとは確かに違います。残念
ながら、皆が何を言っているか全て分
かるほど、ぼくの日本語は上達してい
ません。
ニュース番組は特にややこしいです。
とはいえ、テレビ番組を楽しむため

に日本語がペラペラである必要はない
と思います。

ぼくが特に好きなのが、お笑い芸人
たちが笑ってしまうとゴムの棒でたた
かれる番組です。それと、タレントが
有名人の物まねをするのも好きです。
食べることに関連した番組も多いで

すね。番組の二つに一つは、ものを食
べるか、料理している番組のように見
えます。
確かに、スウェーデンにも料理番組

はありますが、その数は到底、日本に
は及びません。
とても残念なのが、ぼくが楽に分か

る言葉で放映される映画がないことで
す。
ぼくは映画やテレビ番組から大体の

英語を覚えたので、日本でも映画を原
語で放映したら良いのにと思います。
日本の若者が英語を学ぶために費や

す努力を思えば、もっと国際色豊かな
テレビ番組は、未来への良い投資にな
ると思います。
それと、吹き替えより字幕をもっと

使うことをお勧めします。
今後どんな変化があろうと、はちゃ

めちゃなバラエティー番組が続くこと
を願っています！

（訳　井手和子）

日本のテレビは、日本語の初心者さえも笑わせてくれます

novice
（見出しから）初心者、
新米
sure is
本当に、すっかり
tricky
難しい、コツがいる

be…in
～を流ちょうに話せ
る
imitate
～のものまねをする
involve
～を伴う

every other
一つおきの、二つに
一つは
not nearly
到底～には及ばない
Given
～を考えると、前提
として

subtitle(s)
字幕、（本などの）副
題
dubbing
吹き替え
lie ahead
その先に控えている、
待ち受けている

Japanese TV good for laughs, even for a novice in the language
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スウェーデンで開かれる祭りの数は、
日本には遠く及びません。そうは言っ
ても、ふるさとの祭りで特に懐かしく
思うものが、毎年６月に行われる夏至
祭です。
この祭りは夏至の頃、自然の植物た

ちが活気づいてくることを祝うもので、
起源はバイキングの時代までさかのぼ
ります。

この時期、スウェーデン北部では太
陽が沈まないので、「真夜中の太陽」と
呼ばれるものが出ています。
世界中のお祭りと同じく、お祝いに

はたくさんのお酒がつきものです。ス
ウェーデンではシュナップスという強
いお酒を飲みます。これはウオツカに
似ていて、いろいろな味があります。
みなシュナップスを飲んで、伝統的

なスウェーデン料理を食べながら、歌
を歌います。実のところ、一杯飲むた
び、その前に一曲歌わないといけない
のです！
自然をめぐるお祝いなので、参加者

たちは花や草で飾られた夏至柱を立て
ます。野の花で作った冠を頭に乗せる
人もたくさんいます。そして柱の周り
で歌ったり踊ったりするのです。これ

は最高に楽しいですよ、特にシュナッ
プスを何杯か飲んだ後には。
これがほぼ一昼夜続きます。
このお祭りを日本にぜひ紹介したい

ものです。
踊って飲んで歌って。こうした娯楽

は、お祭り好きの日本人の精神にぴっ
たりだと思うからです。

（訳　井手和子）

Sweden has nowhere near the
number of festivals that are held
in Japan. That said, there is one
inmyhome country that I partic-
ularlymiss: themidsummer fes-
tival held each June.
This festival, which marks the

summer solstice and celebrates
nature coming alive, dates back
to the days of theVikings.
Since the sun doesn’t set in

northern Sweden at this time of
year, we havewhat is called “mid-
night sun.”
Like celebrations everywhere,

the festivities involve a lot of
drinking. We drink snaps in
Sweden. This is strong liquor. It
is similar to vodka and comes in
various flavors.
While drinking snaps and

eating traditional Swedish fare,
we also sing. In fact, you’re sup-
posed to burst into song before
each drink!
Being a celebration of nature,

participants usually erect amid-
summer pole which is adorned
with flowers and plants. Many
people wear a crown of wildflow-

ers on their heads. Then, they
start singing and dancing around
the pole, which is great fun —
especially after downing shots of
snaps. 
This goes on all day and most

of the night. 

I would love to introduce this
festival to Japan.
Dancing, drinking and singing:

I think these are pursuits that fit
the spirit of fun-loving Japanese
perfectly.

真夏のスウェーデンでは、食べて、飲んで、陽気に騒ぎます

Midsummer
（見出しから）真夏、
夏至のころ
make merry
（見出しから）はしゃ
ぐ、陽気に騒ぐ
nowhere near
～には程遠い、段違
いだ

summer solstice
夏至
date(s)...to
（起源を）～にさかの
ぼる
snaps
穀物やジャガイモか
ら作られる、アルコ
ール度の高い蒸留酒
シュナップス

fare
食べ物、料理
burst into
突然～する
erect
～を立てる、建てる
adorn(ed) with
～で飾る

down(ing)
～をぐいっと飲み干
す
pursuits
趣味、娯楽、気晴らし
fun-loving
楽しいことの好きの、
よく遊ぶ

Midsummer is a time to eat, drink and make merry in Sweden
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I have been lucky to land some
modeling gigs in Japan. As a new
arrival, and with poor Japanese
skills, only two jobs seemed to be
available to me: English teacher
or model.
Both are very different, but I

must say that teaching English
takes more skill and practice. If
you’re a man, the only thing you
need as a model is a beard. It is
crucial. I actually almost lost a job
because I had trimmedmy beard
at one point. 

Other than that, not much is
required. Of course, I am talking
from amale perspective.
I recommend that anybodywho

gets a chance to try modeling
should do so. The money can be
quite good, too!
It is also a chance to visit

unusual places, since the loca-
tions for photo shoots often take
place in beautiful surroundings.
Also, seeing your photograph in
amagazine for the first time can
be slightly unnerving.

America is often said to be “the
land of opportunity,” but I think
Japan fits that category better. 
As a foreigner, sometimes you

are treated differently.
I have heard people complain

about this, but it is this difference

that brings opportunity.
Japan offers a chance to try

something that you wouldn’t be
able to do otherwise. English
teacher ormodel, there are great
chances to be had!
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運が良いことに、ぼくは日本で何回
かモデルの仕事をすることができまし
た。新参者で、日本語がうまくなかっ
たぼくにできる仕事は二つほどしかな
さそうでした。英語教師かモデルです。
この二つは大きく違いますが、一つ

言えるのは、英語を教えるにはより技
術と経験が必要だということです。あ
なたが男性ならば、モデルとして唯一
必要なものはあごひげです。これはか

なり重要です。ある時、ひげを切りそ
ろえたために、危うく仕事を逃すとこ
ろでした。
それ以外に必要なことはあまりあり

ません。もちろん、ぼくは男性の視点
から話していますけど。
モデルをする機会がある人には、ぜ

ひ挑戦するようすすめたいですね。報
酬もかなり良いですし！
モデルの仕事はいつもと違った場所

に行くチャンスでもあります。写真撮
影はきれいな場所で行われることが多
いですから。それと、自分の写真を初
めて雑誌で見るときは、ドキドキする
かもしれません。
アメリカはよく「チャンスにあふれ

る国」と呼ばれますが、日本の方がそ
の名にもっとふさわしいと思います。
外国人として、異なる扱いを受ける

ことが時々あります。

これが気に入らない人もいますが、ぼ
くは、この違いこそがチャンスをもた
らすと思うのです。
日本には、よそにはない、何かを試

す機会が転がっています。英語教師だ
ろうとモデルだろうと、そこには大き
なチャンスが待っていますよ！

（訳　井手和子）

トップモデルだろうとなかろうと、日本には何か違ったことを試すチャンスがあります

land
（仕事など）～を獲得
する、見つける
gig(s) 
固定でなく一時的な
仕事
new arrival
新参者

available to
～が得られる、入手
できる
take(s) 
～を必要とする
beard
あごひげ

crucial
きわめて重要な、決
定的な
trim(-med) 
～を刈り取って整え
る
male perspective
男性の視点

photo shoots
写真撮影
unnerving
ドキドキ、ハラハラ
する
land of opportunity
チャンスにあふれる
国

Top model or not, Japan offers a chance to try something different
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When I was 18 years old, mili-
tary service was mandatory,
which means either you do it or
you go to prison. 
In hindsight, a prison cellwould

probably have been a more com-
fortable experience. But believing
I was a fully grown man, and at
the height of youthful arrogance,
I signed up. 
The illusion of being fully grown

lasted about four hours. We all
missed our moms and the safety
of our old bedrooms. Spending
two weeks in the forest did not

help. 
But even though the time I

spent in the armywas a physical
ordeal, the bonds that tied us
guys in the squadron together
were something I have rarely
experienced since then. 
Sweden is amulticultural soci-

ety. So with this mix of cultures,
wewere forced to share the same
rooms, showers and, in some
cases, sleeping bags!
With each of us missing our

moms, we turned to the next best
thing — each other. I might not

be more of a man now, after that
year, but I think I have gained the
knowledge ofwhat being a“man”
really entails.
It certainly involves a lot more

tolerance and understanding

than my 18-year-old mind could
possibly have guessed. 
It still remains an experience

I’m glad I had. Hopefully, though, 
I’ll never have to do it again.

Sunday, August 28, 2011 第３種郵便物認可 Asahi Weekly 5E S S A Y

ぼくが18歳だった頃、兵役は義務で
した。その務めを果たすか、刑務所に
行くかの選択しかなかったのです。
後になって考えてみると、刑務所の

方が居心地は良かったかもしれません。
でも、自分は立派な大人の男になった
と信じていたし、若者にありがちなご
う慢さも手伝って、ぼくは入隊したの
でした。
自分が一人前だという幻想は、4時間

ほどで消えました。ぼく達はみな、母
親と家の自分の部屋の安心感が恋しく
てなりませんでした。森の中で２週間
過ごすこともなぐさめになりませんで
した。
軍隊で過ごした時間は、身体的には

きつい試練でしたが、部隊の仲間をつ
ないだきずなほど強いものは、あれ以
来ほとんど経験したことがありません。
スウェーデンは文化的に多様な社会

です。さまざまな文化を持つぼくたち
が同じ部屋やシャワー、そして時には
一つの寝袋を共同で使わなければなり
ませんでした！
ぼくらは母親に会えなくて寂しかっ

たから、次善の策として仲間によりど
ころを求めました。あの一年が過ぎ去
った今、ぼくはたいした男ではないか
もしれないけれど、「男」たるものに本
当に必要なことは何かが分かった気が

します。
それは18歳だったぼくが想像できる

よりずっと多くの寛容性と理解力を必
要とするものなのですね。
今でもあれは良い経験だと思ってい

ます。ただ、できれば二度とやりたく
ないかな。

（訳　井手和子）

男らしさについての教訓：物事を本当に理解するには、18歳では若すぎます

lesson in
（見出しから）～につ
いての教訓
manhood
（見出しから）男らし
さ
mandatory
義務的な、強制的な
In hindsight
後から考えると

prison cell
刑務所の部屋
at...of
～の極み、の真った
だ中で
arrogance
ごう慢さ、横柄
last(ed)
（力などが）持続する、
衰えない

old
変わりばえのしない、
いつもの
ordeal
厳しい試練
squadron
（組織化された）隊、
部隊
rarely
めったに～しない

next…thing
次に良いもの
entail(s)
～を伴う、～を必要
とする
tolerance
寛容性、忍耐力

A lesson in manhood: At 18, you’re too young to really understand
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It’s a mystery to me why one
of the greatest inventions ever—
the heated toilet seat — hasn’t
found its way into Western
homes.
Take it from someone who

grew up in one of the coldest
countries in the world, where
you had to brace yourself and
say a short prayer every time
you sat down on the toilet.
Heated toilet seats, in my opin-
ion, would be hugely popular
overseas.
The problem now is that I

have gotten used to a warm
seat, and on those rare occa-
sions when the seat isn’t heated
in winter I almost get a heart
attack. Another problem I have
experienced, since Japanese
homes rarely have central heat-
ing, is that one tends to stay in
the toilet longer once you’ve shut
the door.
Even when I don’ t need to

relieve myself, I still find myself
reading, listening to music and
sometimes eating in the toilet!
I didn’t expect the biggest dif-

ference between my country
and Japan would be toilet
seats, but I guess it’s always
the smallest things that make
the biggest impact. 
So my fellow travelers, be

warned! If you find yourself in
Sweden and heading for the
bathroom, say a short prayer to
the toilet god and hope that
someone warmed the seat
ahead of you.
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ぼくにとって謎なのが、これまでで
最高の発明の一つである保温便座が、
なぜ欧米の家庭に取り入れられてい
ないのか、ということです。
世界中で最も寒い国の一つで育っ

たぼくが言うのですから間違いあり
ません。故郷では、便座に腰を下ろ
すたびに心の準備をして、短く祈っ

たものでした。ぼくに言わせれば、
保温便座は海外で大人気になるはず
です。
今困っているのは、温かい便座に慣

れてしまったため、冬場、まれに便
座が温められていないとき、心臓発
作を起こしそうになることです。も
う一つの問題は、ほとんどの日本の

家にはセントラル・ヒーティングが
ないために、トイレに入ると、長く
こもりがちだということです。
用を足す必要がないときでさえ、ぼ

くはトイレの中で本を読んだり、音
楽を聞いたり、時には何か食べたり
してしまいます。
自分の国と日本の最大の違いが便座

だなんて予想もしませんでしたが、さ
さいなことこそが一番大きな問題に
なるのが世の常ですよね。
旅人の皆さんもご用心を！スウェー

デンでトイレに行く時は、トイレの神
様に短い祈りを捧げて、前に入った人
が便座を温めておいてくれたことを願
いましょう。              （訳　井手和子）

温かい便座の素晴らしさと、トイレの神様へのひそやかな祈り

In…of
（見出しから）～をほ
めたたえて
heated…seat(s)   
（見出しから）保温便
座
found…into
～に出現した、登場
した、流入した

Take it from
～の言うことを信じ
てほしい、～の言う
ことは間違いない
brace yourself
心の準備をする、気
を引き締める
on…when
～の時のようなまれ
な機会

heart attack
心臓発作
rarely
めったに～しない
central heating
セントラル・ヒーテ
ィング、集中暖房シ
ステム
tend(s) to
～する傾向がある、

～しがちである
relieve myself
用を足す
impact
影響、効果
fellow
仲間、同輩
be warned
気を付けて、ご用心

In praise of heated toilet seats, and a quiet prayer to the toilet god
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「男のハートをつかむには、胃袋から」
とよく言います。
この格言は、男性だけでなく、日本

人全員に当てはまるのではないでしょ
うか。日本の食文化は信じられないく
らい豊かだからです。
何か食べたいなと思うと、ぴった

りの料理が必ず見つかるようです。
日本にあまりなくて残念に思うのは、

良いチーズと皮がパリパリのパンく
らい。
この二つを買える店はいくつかあり

ますが、その値段たるや、身の毛がよ
だつほどです！
ほとんどの種類の日本食を試したぼ

くにもまだ苦手なものが一つだけあり
ます。そうその通り、納豆です。特に
朝ごはんに出てくるのは食べられませ

ん。味というより、食感と匂いの問題
ですね。
友人たちは、食べ慣れたら好きにな

るよといつも言います。そうかもしれ
ないけれど、そのスリルに満ちた冒険
は、今後のために取っておこうと思い
ます。他においしいものはたくさんあ
るのですから。
代表的なスウェーデン料理と言えば、

酢漬けの魚、サーモン、そしてもちろ
んミートボールです。スウェーデン料
理は大好きですが、日本食ほどのバリ
エーションがあるとは言えません。
日本人が海外に行くたびに、アジア

系のレストランを探し回るわけが今は
分かります。ぼくも同じことをすると
思いますから！

（訳　井手和子）

It is often said that “the way to
aman’s heart is throughhis stom -
ach.”
I think this saying applies to all

Japanese people, not just the
men. The food culture in Japan is
incredibly rich.
Whatever one feels like eating,

there always seems to be a dish
to fit every need. The only things
I miss in Japan are good cheese
and crusty bread.
Although these items are avail-

able in certain shops, the prices

can sometimesmake the hair on
the back of your neck stand on
end!
Having tried most types of

Japanese food, there is only one
thing I still have a problemwith.
Yes, you guessed it: natto. I find
it especially hard to eat natto as
part of my breakfast. It’s not so
much the taste, but the texture
and the smell.
Friends keep telling me that

once I learn to eat natto, I will
grow to love it. That might be

true, but I think I will save that
adventure for a later time. There
are too many other tasty things
to eat. 
Typical Swedish dishes are

pickled fish, salmon and, of
course, meatballs. Even though I

love Swedish food, it doesn’t have
the variety of Jap anese dishes.
I now understand why Jap -

anese keep scouting Asian food
shops whenever they find them-
selves abroad. I think I would do
the same!

食べ物、食べ物、素晴らしい食べ物！まあ、納豆は例外として

glorious
（見出しから）卓越し
た、素晴らしい
with…of
（見出しから）～を例
外として、除いて
the…stomach
男心をつかむには、

胃袋をつかめ
saying
ことわざ、格言
apply(-ies) to
～に当てはまる
crusty
（パンなどが）パリパ
リした、皮のかたい

make…end
身の毛がよだつ
have…with
～を受け入れがたい、
～に困っている
texture
質感、食感

grow to
～するようになる
save
～を取っておく
pickled
酢漬けの、塩漬けの
scout(ing)
～を探し回る

Food, food glorious food: Well, with the exception of ‘natto’
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My father used to say, “Once
you stop learning new things in
your job, change your job.” That
might be why I’ve held about 25
different jobs and still feel the
urge to search for new experi-
ences. 
I know the way of thinking in

Japan is different, and that
changing jobs can be difficult.
Even so, I still recommend you
give it a go. Of course, if you have
a job that gives you great pleas-
ure and presents new and excit-

ing challenges, youmightwant to
continue with it. 
But if your dreams and aspira-

tions lie elsewhere, don’t let any-
thing — or anyone — stop you.
There may be times when you
regret having changed. I’ve had
my fair share of those experi-
ences, too. 
But even when I was catching

chickens inAustralia (yes, it was
as bad as it sounds), or handing
out fliers in the frigid Swedish
winter, I still felt it was worth it.  

With my father’s advice echo-
ing in my head, I kept searching
and had a great deal of fun. Imet
a lot of interesting people along
the way.
At first I was looking for the

perfect job. But gradually I came
to realize, it is the journey— not
the goal — that is important in
life. 
As long as you are learning

something, it is worth it.
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父はよく、「今の仕事で新しく学ぶこ
とがなくなったら、仕事を変えなさい」
と言っていました。ぼくがこれまで25
の違う仕事についたことがあり、今な
お新しい経験を求める衝動にかられる
のは、そのせいかもしれません。
日本では考え方も違うし、転職が難

しいことも知っています。たとえそう
であっても、挑戦してみてください。も
ちろん、今の仕事があなたに大きな喜

びと、胸躍らせるような新しい挑戦を
与えてくれているのなら、続けた方が
よいでしょう。
でも、もしあなたの夢や望みがどこ

かよそにあるなら、何ごとにも、また
誰にもあなたのじゃまをさせてはいけ
ません。仕事を変えたことを後悔する
ときもあるかもしれません。ぼくもそ
うした経験はかなりあります。
たとえそうでも、オーストラリアで

ニワトリをつかまえる仕事（そう、想
像通り嫌な仕事でした）をしていた時
や、冬、極寒のスウェーデンでビラ配
りをしていたときも、やっていること
はそれだけの価値があると思っていま
した。
父のアドバイスが頭の中にこだます

るなか、ぼくは新たな挑戦を探し続け
て、楽しい思いもたくさんしました。そ
うする中で、興味深い人たちともたく

さん出会いました。
最初、ぼくは完ぺきな仕事を見つけ

ようとしていました。でも、だんだん
分かってきたのです。人生で大事なの
は、ゴールではなく、旅そのものなの
だと。
何かを学び続けている限り、それだ

けの価値があるのです。
（訳　井手和子）

さまざまな職業につくことで大きな志を持ち、視野を広げましょう

Be ambitious
（見出しから）大志を
抱く、意欲的になる
job-hopping
（見出しから）（度重
なる）転職
horizons
（見出しから）視野、
展望。本来は地平線

の意
urge to
～したいという衝動、
駆り立てるもの
give…go
挑戦する、試してみ
る
pleasure
喜び、満足、楽しさ

you…to
～するといいでしょ
う
aspiration(s) 
大志、強い願望
elsewhere
どこかほかの所で
fair share
相応量、それなりの量

hand(ing) out
～を配る
flier(s) 
チラシ、ビラ
frigid
極寒の
a…of
たくさんの

Be ambitious through job-hopping and open up your horizons
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One of the things I love in
Japan is onsen. The first few
times I tried it, I couldn’t stay in
thewater formore than aminute
or two. I always ended up feeling
like a cooked lobster! I had to get
out of the bath, andwithmyhead
spinning, take a cool shower. 
The Swedish equivalent to

onsen is the sauna, whichwe call
“Bastu.”
We do things quite differently

in Sweden when we want a hot
soak inwinter. Afterwarming up

in the sauna, usuallywhile drink-
ing beers, people run outside and
jump in the snow. I know it
sounds stupid, but it is exhilarat-
ing. 
But let me offer a word of cau-

tion. You never knowwhatmight
be hidden under the snow. The
last thing you want is to hurl
yourself onto a big rock, a bush or
a forgotten garden chair. If there
is a lake or a river nearby, you can
choose the safer option: Make a
hole in the ice and jump into the

freezing water. 
Once your body has cooled

down, you run back in the sauna
and start all over again. Itmight

not sound like the smartest thing
to do, but I can assure you it is a
great experience and worth
trying if you get the chance.
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日本で好きなものの一つが温泉です。
最初の数回は、数分しかお湯に浸かる
ことができませんでした。いつもゆで
あがったロブスターの気分になったも
のです！温泉から出て、クラクラしな
がら冷たいシャワーを浴びるしかあり
ませんでした。
スウェーデンで温泉にあたるものと

いえばサウナです。私たちはそれを「バ
ストゥ」と呼んでいます。
冬に熱いお湯に浸かりたいとき、ス

ウェーデンではかなり違うやり方をし
ます。だいたいビールを飲みながら、サ
ウナで温まった後、皆、外に走り出て、
雪に飛び込むのです。確かに馬鹿馬鹿
しく聞こえると思いますが、これが実

に爽快なんです。
でも注意点を一つお伝えしましょう。

雪の下に何が隠れているかわかりませ
んよ。大きな岩や、植え込みや、放置
された庭用のいすの上に身を投げ出し
たくはないでしょう。もし近くに湖か
川があったら、より安全な選択ができ
ます。氷に穴をあけて、凍えるように

冷たい水に飛び込むのです。
体が冷えたら、サウナに走ってもど

って、同じことを繰り返すわけです。と
ても賢い行動とは思えないかもしれま
せんが、素晴らしい経験であることは
保証します。機会があったら試す価値
がありますよ。

（訳　井手和子）

お風呂の後、思い切って雪に飛びこんでみませんか

Take the plunge
（見出しから）思い切
ってやってみる
dive into
（見出しから）～に飛
び込む
end(ed) up
結局～になる、～で
終わる

spin(-ning)
グルグル回る
equivalent to
～ に 相 当 す る 、 等
しい
soak
入浴、浸かること
exhilarating
陽 気 に さ せ る 、 爽
快な

word of caution
注意点
The…want
一番起きてほしくな
いこと
hurl…onto
～にあなたの体を投
げ出す、ぶつける
start...again
もう一度、最初から

やり直す
might
ひょっとして～かも
しれない
assure you
あ な た に ～ を 保 証
する
worth trying
試してみる価値が
ある

Take the plunge and dive into deep snow after your bath
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I grew up in a SouthAmerican
family — my father from Peru,
mymother fromColombia. Even
though I was born in California,
I adopted lots of cultural customs
from the Colombian and Peru -
vian sides of the family. One of
these cultural customs was kiss-
ing and hugging goodbye.
I am talking about a simple kiss

on the cheek. It is normal for my
family members to kiss and hug
goodbye, even after a shortmeet-
ing. We practice this custom

among relativeswhohaven’t seen
each other for a long time. 
My parents never let me say

goodbye without a kiss or a hug
when I was a kid. In fact, it was
an integral part of our family life
to give a kiss to uncles, aunts and
friends before parting. 
Try leaving home, for example,

without kissing your mother
goodbye — she would feel sore
about it for weeks.
Yet, for Japanese, this family

ritual of ours seems a bit strange.

Once, when I tried to kiss and
hug some ofmy Japanese friends
when saying goodbye, their reac-
tionwas a bit like duck-and-cover
although Iwas expecting awarm
embrace.
Of course I don’t force every one

of my Japanese friends to kiss
andhugme, but itwould be great
if some of them came to feel com-
fortable with it. 
Actually, I feel guilty when I

don’t give at least a hug to my
close friends before parting.
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私は、父はペルー、母はコロンビア
出身という南米の家族のもとで育ちま
した。カリフォルニア生まれとはいえ、
コロンビアとペルーの親族の文化的な
習慣をたくさん身につけました。その
うちの一つが別れのキスとハグです。
キスと言っても、ほおにする簡単な

ものですよ。うちでは、短時間しか会
わなかったときでも、キスとハグをし
てさようならするのが普通です。長い

こと会っていない親戚とでも、この習
慣はあります。
小さい頃、両親はキスとハグなしで

はさようならを言わせてくれませんで
した。実際、おじさんやおばさん、そ
して友人とお別れする時にキスをする
ことは、私たち家族の日常の欠かせな
い部分でした。
例えば、母にさようならのキスをし

ないで出かけようとしようものなら、

母は何週間もそのことで腹を立てて
いたものでした。
でも、日本人からすると、この私た

ち家族の儀式は少し奇妙に思えるよう
です。以前、別れ際に日本人の友達に
キスとハグをしようとした時、彼らの
反応は、さながら身をかわして回避す
るかのようでした。私は温かな抱擁を
期待していたのに。
もちろん、日本人の友だち全員にキ

スとハグしてくれることを無理強いし
ませんが、何人かがそのやり方に慣れ
てくれたらどんなに良いかと思います。
実のところ、別れる前に親しい友だ

ちを少なくとも抱きしめるくらいしな
いと気がとがめてしまうのです。

（訳　井手和子）

キスとハグについて：日本人にも別れの流儀を学んでほしいのです

hug(s)
（見出しから）抱擁
（ほうよう）、ハグ
adopt(ed) 
（習慣などを）身につ
ける
practice
～ を 習 慣 的 に 実 行

する
integral part
なくてはならない大
切な部分
part(ing)
別れる
feel sore
怒る、腹が立つ

family ritual
家族の儀式、決まっ
たやり方
duck-and-cover
身をかわして回避す
ること
embrace
抱擁

came to feel
～であると感じるよ
うになった
feel guilty
気がとがめる、罪の
意識を感じる

Kisses and hugs: Japanese need to learn how to say goodbye!
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I still remember the time I first
tried a breakfast special in a
restaurant in Tokyo. It was a
Denny’s salmon set which con-
sisted of cold tofu, a piece of
grilled salmon, fresh grated
daikon, steamed (boiled) spinach,
rice, miso soup and natto. 
As the waitress was takingmy
order, she kindly brought to my
attention that nattowas included
in the set. 
“Natto daijobu desu ka,” she
asked, but at that time I had no

idea what natto was. She then
pointed to the tiny picture on the
menu, after which I answered,
“Nuts? Sure, OK!” 
It looked like a cup of peanuts
to me, so I thought she was
saying “nuts.” She kept trying to
explain, but I kept nodding my
head, “Nuts! Yes, it’s nuts. Sure,
fine!”  
The waitress gave up, took my
order and left. She came back
with my breakfast set. I ate
everything except the natto,

which I looked at closely. “What
is it?” I thought to myself, and
took a bite straight from the
package without mixing or
adding soy sauce. 
The plain natto didn’t taste at
all like anut. I almost gagged and

was leftwith anunpleasant after-
taste in mymouth.
However, now that I knowwhat
natto ismade of and howhealthy
it is, I have natto for breakfast
every single day.

東京のレストランで初めて朝食セッ
トを食べた時のことをまだ覚えていま
す。それはデニーズの鮭（さけ）定食
で、冷ややっこ、焼き鮭、大根おろし、
ホウレンソウのおひたし、ごはん、お
味噌汁と納豆のセットでした。
注文を取りながら、ウエートレスさ

んはセットに納豆があることを親切に
指摘してくれました。
「納豆、大丈夫ですか」と彼女は聞い

てくれたのですが、その頃私は納豆に
ついて何も知らなかったのです。次に
彼女は、メニューに載っていたとても
小さな写真を指差したので、私は「ナ
ッツ？大丈夫です！」と答えました。
カップに入ったピーナッツみたいに

見えたので、ウエートレスさんは「ナ
ッツ」と言っているのだと思ったので
す。その後も分からせようとしてくれ
たのですが、私はひたすらうなずいて、

「ナッツよね！ナッツだわ。問題ありま
せん！」と言うばかり。
彼女はあきらめて、注文を取って

行ってしまい、私の朝食を持って来
てくれました。私はほかの食べ物を
全部食べてから、納豆をよく観察し
ました。「これは一体何だろう」と思
いながら、混ぜたりしょうゆをたら
したりしないで容器からそのまま一
口食べました。

そのままの納豆はナッツとは全く
違う味でした。私はもう少しで吐き
そうになり、口には嫌なあと味が残
りました。
とはいえ、納豆が何でできていて、そ

れがどれほど健康に良いか分かった今
では、毎日朝ご飯に食べています。

（訳　井手和子）

納豆はナッツではないかもしれませんが、おいしくて健康的な朝ごはんになります

make(s)
（見出しから）～にす
る、なる
consist(ed) of
～で構成される、～
から成る

a…salmon
一切れの焼き鮭
grated
すりおろした
brought…attention
～を私に気づかせた、
目を向けさせた

gave up
あきらめた、断念し
た
took a bite
一口食べた、かじっ
た
plain
素のままの

gag(ged) 
吐き気をもよおす、
のどに詰まらせる
aftertaste
あと味

Natto may not be nuts, but it makes a tasty and healthy breakfast
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My father is Peruvian and my
mother Colombian, and I was
brought up in a bilingual and
bicultural environment in the
United States. 
When I was young, mymother

taught me Spanish and her tra-
ditional culture. That experience
helpedme identifywithmyLatin
American roots. I was lucky to
have such awisemother because
I learned to cherish a different
culture by speaking my mom’s
mother tongue. 
Here inTokyo, in a bid to better

understand things Japanese, I
always feel the need to be a fluent
speaker of the Japanese lan-
guage. However, it is really an
uphill battle as I am confronted
by intricate kanji characters
along with hiragana and kata -
kana, and a different word order
from English. 
I picked up Spanish rather

easily, but learning a third lan-
guage at an older age is not a
simple task. 
The standard advice for those

who want to learn another lan-

guage is to go and live in a coun-
trywhere the language is spoken. 
However, speaking from my

seven-year experience in Tokyo,
simply being exposed to the
Japanese language environment
does not help at all. Adults are

different from children. I know I
have to do something extra to
learn Japanese. 
I hope the daywill not be far off

when I will be able to cherish
Japanese just as I learned to
cherish Spanish.

私の父はペルー人で、母はコロンビ
ア人ですので、二か国語を使う二つの
文化が共存する環境のもと、アメリカ
で育ちました。
私が小さいころ、母はスペイン語と

自分が接してきた伝統文化を教えてく
れました。その経験のおかげで、私は
自分のラテンアメリカのルーツとつな
がりを感じることができました。私は
こんなに賢明な母親を持って幸運でし

た。母の母国語を話すことで、異文化
を大切にすることを知ったからです。
ここ東京で、日本についての理解を

深めるためには、日本語が堪能である
ことが必要だといつも感じています。け
れども、これは本当に厳しい挑戦です。
難しい漢字や、ひらがなとカタカナ、そ
れと英語とは違う語順に遭遇するから
です。
スペイン語は比較的楽に身につける

ことができましたが、３つめの言語を
年取ってから学ぶのは簡単なことでは
ありません。
新しい言語を習いたい人へのよくあ

るアドバイスは、その言葉が使われて
いる国に行って生活することだといい
ます。
けれども、東京での７年間の経験か

ら言えば、単に日本語の環境にさらさ
れるだけではまったく役立ちません。大

人は子供と違います。日本語を身につ
けるにはさらに何かしないといけない
ことは分かっています。
スペイン語を大切にすることを覚え

たように、日本語を大事にできるよう
になる日がそう遠くないことを祈って
います。

（訳　井手和子）

大人になってから日本語を学ぶのは、日本に住んでいても大変な挑戦です

Peruvian
ペルー人（の）、ペル
ーの
bicultural
二つの文化の
identify with
～と一体感を持つ
root(s)
文化的、伝統的根源、

出自、先祖
cherish
～を大切にする
in…to
～ す る こ と を 目 指
して
uphill battle
苦戦、厳しい戦い

(be) confront by
～という困難に直面
する
intricate
入り組んだ、難解な
word order
語順

pick(ed) up
～を習得する
speak(ing) from
～をもとに話す
expose(d) to
～にさらす
far off
はるかかなた

Learning Japanese as an adult a tough challenge even in Japan
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Karaoke is a greatway to learn
a language! I highly recommend
singing karaoke as a form of
study. Even better, you are uncon-
sciouslymemorizing useful gram-
mar without even realizing it. 
The lyrics of the song introduce

new words, and simultaneously
you can understand the context
in which the words are used.  
Rather than just simply mem-

orizing the new words, you are
able to learn how to use them in
realistic language situations.

Also, your favorite songs help you
learn accurate pronunciation of
words and phrases as you listen
to them over and over again.
As a learner of Japanese, I

make full use of karaoke, too. I
sing, for example, “Samurai
Drive” by hitomi, or “Miserarete”
by Judy Ongg. I don’t know why,
but recently I found Kana
Nishino’s songs fascinating. It
was difficult at first to sing to
the lyrics in time, but once I got
the hang of it, I was able to sing

the songs naturally.
When my schedule gets busy

and I don’ t have time to go to
karaoke, I sing in the bathroom
at home. It’s nice because I don’t
have toworry aboutmakingmis-

takes, or about singing too loudly. 
I can just belt out a favorite

song to my heart’s content. It’s
definitely easy for your brain to
pick up new expressions if you’re
having fun.

カラオケは言葉を覚えるには最高の
方法です！学習法の一つとしてカラオ
ケを強くおすすめします。さらに良い
ことに、知らず知らずのうちに、役に
立つ文法を覚えているのです。
歌詞を通して新しい単語を学ぶこと

ができるし、同時に単語が使われてい
る文脈も理解することができます。

単に新しい単語を暗記するよりも、む
しろ現実に即した状況でそれをどう使
うかを知ることができるのです。それ
に、繰り返し聴くことで、お気に入り
の歌から単語やフレーズの正確な発音
を学ぶことができます。
日本語を学ぶ一人として、私もカラ

オケをフルに利用しています。よく歌

うのは、hitomi の『Samurai Drive』
やジュディ・オングの『魅せられて』な
ど。なぜか最近では西野カナの歌にひ
かれます。歌詞を曲に合わせて正しく
歌うのは最初難しかったけれど、一度
こつをつかんだら、自然な感じで歌え
るようになりました。
忙しくてカラオケに行くひまがない

ときには、家のお風呂で歌います。間
違えたり、歌声が大き過ぎることを気
にしなくていいから良いですよ。
心ゆくまで、好きな歌を大声で歌う

ことができます。楽しみながらだと、
脳が新しい表現を覚えるのも絶対に楽
だと思います。

（訳　井手和子）

カラオケは新しい言葉を学ぶための最高かつ楽しい方法です

recommend
～をすすめる
unconsciously

無意識のうちに
lyrics
歌の歌詞

simultaneously
同時に
context
文脈
realistic…situations
言葉が使われる現実
的な状況

accurate
正確な
make…of
～を駆使する、フル
に活用する
in time
正しいリズムで、タ
イミングで

got (get)…of
～のこつをつかむ
belt out
元気よく歌う、かっ
飛ばす
to…content
思 う 存 分 、 好 き な
だけ

Karaoke singing is a great and fun way to learn a new language

By Linamaria Valdivia
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While I am teaching English, I
am studying at Columbia Uni -
versity’s teachers’ college inTokyo
to get a master’s in teaching En -
glish as a second language. 
It is quite challenging to re-learn

the language that I grew upwith
inCalifornia. It ismy first time to
examine the workings of the
English language in an academic
way.
Speaking English is just like

breathing to me — something I
do without a thought. I can’t tell
you all the names of the different

muscles and tissues that actually
makebreathinghappen. I can say
something similar about my
native tongue, English. 
I never paid attention to the

grammatical structure ofEnglish
before I started the master’s pro-
gram. I amactually overwhelmed
by the many exceptional rules in
grammar. Nowonder I’m often at
a loss forwordswhen I face a bar-
rage of grammar questions from
my students.
Looking atEnglish objectively, I

havealso receiveda rudeawaken-

ing regarding the enormous irreg-
ularities in English spelling and
pronunciation. For example, “air”
and “heir” are spelled differently
but thepronunciation is the same. 
On the other hand, “bough,”

“cough,” “rough,” “though,” and

“through” all end in “ough,” but in
each word, the “ough” has a dif-
ferent pronunciation.
My enrollment in the teachers’

collegehas givenmeaneye-open-
ing experience about a language I
have long taken for granted.

英語を教えるかたわら、第二言語と
しての英語教授法の修士号を取るため
に、東京にある米コロンビア大学のテ
ィーチャーズ・カレッジ日本校で勉強
しています。
カリフォルニア州で成長しながら身

につけた言語を学び直すのは、かなり
難しいですがやりがいがあります。学
問として英語の構造を研究するのは、初
めてです。

私にとって英語を話すことは、何も
考えずにしている呼吸と同じです。呼
吸するのに実際使われている、筋肉
や組織の一つ一つの名前を言うこと
はできません。私の母国語である英
語についても、同じことが言えます。
修士課程を始めるまで、英語の文法

構造を意識したことはありませんでし
た。実際のところ、文法のたくさんの
例外的な規則に圧倒されているところ

です。これでは、自分の生徒たちに文
法についての質問を連発されて、途方
に暮れてしまうのも無理ありませんね。
英語を客観的に見たとき、そのつづ

りと発音に見られる、数えきれない
不規則さに突然気付かされ、ショッ
クを受けました。たとえば、「air」と

「heir」のつづりは違いますが、発音
は一緒です。
その一方で、「bough」「cough」

「rough」「though」と「through」は
すべて「ough」というつづりで終わり
ますが、それぞれの単語で「ough」の
発音は異なります。
ティーチャーズ・カレッジへ入学し

たことで、長い間当たり前に接してき
た言語について、目を丸くするような
経験をしています。

（訳　井手和子）

英語のネイティブ・スピーカーにとって、文法は当たり前で意識したことがないのです

take…granted
（見出しから）
take... for grant ed
で、～を当たり前
のものとみなす
master’s
修士号。degree が省
略されている
English…language
第二言語としての英

語。ESL と略される
ことも
workings
メカニズム、構造
tissue(s) 
（細胞の）組織
(be) overwhelmed by
～に圧倒される

exceptional
例外的
at a loss
途 方 に 暮 れ て 、 困
って
barrage
集中砲火、（質問など
の）連発
rude awakening

突然不快な事実を知
ること
irregularity(-ies)
不規則なこと、反則
enrollment
入学、加入、登録
eye-opening
目が覚めるような、
びっくりする

Native English speakers simply take grammar for granted

By Linamaria Valdivia
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California, my birthplace, is
famous for offering a wealth of
food and cuisine fromall over the
world.
Nowadays, especially in health

conscious restaurants, Japanese
cuisine is becoming more and
more popular. In particular, sushi
has established itself as the
healthier choice over a ham-
burger or a hotdog. 
Yet sushi inCalifornia is amaz-

ingly different from the sushi you
find in Japan. If you happen to be
traveling in Berkeley, California,
ask about a sushi restaurant by

the name of Party Sushi. There,
you will see for yourself exactly
how different it is.
They say Party Sushi was

started by a Japanese-American
familywho had lived inBerkeley
for three generations.
When you walk in the restau-

rant, youwill notice a huge sculp-
ture of a squid plastered on the
wall, and all kinds of different fish
motifs hanging from the ceiling.
Everything inside the restaurant
is colorful and “party-like.” This
atmosphere prepares customers
to relax and enjoy some interest-

ing surprises. 
Check out themenuand choose

froman assortment of sushi rolls
— for example, dragon roll, spider
roll or rainbow roll. They are all
delicious, but this style of sushi is

for people who like a taste of the
nontraditional.
All in all, you have to have an

open mind to enjoy the taste of
different foods. Party Sushi in
California is no exception. 

私の生まれ故郷カリフォルニア州は、
世界中のさまざまな食べ物と料理が食
べられることで知られています。
最近、特に健康志向のレストランで、

日本食の人気は高まる一方です。とり
わけ、すしはハンバーガーやホットド
ッグより健康的な食べ物として、その
地位を不動のものにしました。
でも、カリフォルニアのすしは日本

のものとは驚くほど違います。もしあ

なたがカリフォルニア州バークリーを
旅することがあれば、パーティー・ス
シという名前のすしレストランについ
て、尋ねてみてください。そこへ行け
ば、違いがよく分かるはずです。
パーティー・スシは三代にわたって、

バークリーで暮らす日系アメリカ人の
家族が始めたそうです。
お店に入ると、壁に張りつけられた

イカの巨大な像が目に入るでしょう。

天井からは、色々な魚の飾りがぶら下
がっています。店内の何もかもがカラ
フルで「パーティーっぽい」のです。
この雰囲気のもと、お客さんはリラッ
クスして、面白い趣向を楽しめるわけ
です。
メニューを見て、ドラゴン・ロール

やスパイダー・ロール、レインボー・
ロールなど、色々な種類の巻きずしの
中から注文を決めてください。どれも

おいしいですが、このタイプのすしは、
新しい物を試したい人向けです。
結局のところ、色々な食べ物を楽し

むには、何でも受け入れられる広い心
を持つことが必要です。カリフォルニ
ア州のパーティー・スシも例外ではあ
りません。

（訳　井手和子）

ドラゴン・ロールの楽しみ  一風変わった、おいしいカリフォルニア州のすしについて

Dragon-roll
（見出しから）ドラゴ
ン・ロール。店によっ
て具は多少異なるが、
米国のすし屋のメニ
ューによくある巻きず
しの一つ。後出のすし
屋 Party Sushi では、
エビの天ぷら、カニ
肉、ウナギの巻きず
しに、アボカドをト
ッピングしたもの

a…of
豊富な
cuisine
料理、料理法
health conscious
健康志向の
establish(ed)…as
～としての地位を確
立する
happen to
たまたま～する

by…of
～という名前の
plaster(ed) 
～を張りつける
assortment of
色々な～、～の取り
合わせ
spider roll
スパイダー・ロール。
Party Sushi のもの
は、殻の柔らかいカ
ニ、アボカド、とび

この巻きずし
rainbow roll
レインボー・ロール。
Party Sushi のもの
は 、 カ リ フ ォ ル ニ
ア・ロール（アボカ
ドとカニ肉の巻きず
し）にさまざまな魚
の切り身をトッピン
グしたもの
All in all
結局のところ

Dragon-roll delight: Sushi in California, different, delicious
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I remember my school days
growing up in Berkeley, Calif -
ornia — one of the most ethni-
cally diverse areas of the United
States. You could take a look
around and discover that almost
everyone was different from one
another.
My classmates were kids from

varying cultural backgrounds,
and many of them spoke other
languages besides English. In
fact, almost everyone inmy class
had a different home culture and

being different was normal for
most of us. 
Itwas a lot of fun to get to know

friends from different cultural
backgrounds. We learned a lot
from each other and I always felt
we had something in common
even if wewere ethnically differ-
ent. It was a great experience to
grow up in an environment with
somany different kinds of people. 
It taughtme the value of keep-

ing an open mind. I truly feel
lucky to have been able to develop

a viewpoint from which I give
people a fair shake — no matter
who they are or where they are
from. 
When Imoved to Japan it took

me awhile to get used to the cul-
ture. I love Japanand I amhappy

to be here, but sometimes I miss
diversity. 
However, through the years I’ve

spent in Tokyo, I’ve met many
wonderful friends and come to
enjoy their differentways of look-
ing at life.

アメリカ有数の民族的に多様な地域
である、カリフォルニア州バークリー
で過ごした、学校生活を思い出すこと
があります。そこは、周りを見回すと、
多くの人が互いに違うことが分かる街
でした。
クラスメートにはさまざまな文化的

な背景があり、多くは英語以外の言葉
も話せました。実際のところ、クラス

のほぼ皆が家では違う文化の中で生活
していて、他人と違っているというこ
とはごく普通のことでした。
色々な文化的背景を持つ友人たちと

知り合うのは、とても楽しかったです。
お互いから学ぶことも多かったし、民
族的にはばらばらでも、何か共通点が
あるようにいつも感じていました。あ
れほど多様な人に囲まれて育ったこと

は、実に素晴らしい経験でした。
この経験は、偏見のない心を持つこ

との大切さを教えてくれました。誰で
あろうと、どこから来たのであろうと、
人を公平に見られる視点を身に付けた
ことは、本当にラッキーです。
日本に引っ越してきて、ここの文化

に慣れるのにしばらくかかりました。私
は日本が大好きで、来て良かったと思

いますが、ときどき多様性が恋しくな
ります。
でも、東京で暮らしてきた数年の間

に素晴らしい友だちと出会って、彼ら
の様々な物の見方を面白いと思うよう
になってきました。

（訳　井手和子）

カリフォルニア育ちの私にとって、皆が違うことは当たり前でした

school days
学校生活
ethnically
民族的に
diverse
多様な

vary(ing) 
変化する、変わる
besides
～に加えて、以外に
home culture
家での文化

had(have)…common
何か共通項があった
open mind
広 い 心 、 偏 見 の な
い心
viewpoint
視点、視座

fair shake
公平な扱い
diversity
多様性
come to
～するようになる

Growing up in California: Being different was normal for most of us

リナマリア・バルディビア
1980年米カリフォルニア州バークリー生まれ。父
親はペルー、母親はコロンビア出身で、英語とス
ペイン語のバイリンガル。2004年に来日し、現在
は東京の私立高校で英語を教えながら、コロンビ
ア大学ティーチャーズ・カレッジ日本校で、英語
教授法の修士号取得を目指している。

By Linamaria Valdivia

対 訳

No.7



2 Asahi Weekly Sunday, November 20, 2011 第３種郵便物認可E S S A Y

I am currently studying Japa -
nese. It may take me a long time
to become a fluent speaker, but
every time Imake progress, I get
moremotivated.
Sometimes I get caught saying

something wrong and get
laughed at. I don’t really mind
when this happens among
friends, but not amongmy Japa -
nese students.
Once in class, we had just fin-

ished group activities and I tried
to move on to another topic. I
wanted to get everyone’s atten-

tion, so I told the students to sit
down. 
Because it was taking too long

for them to understand what I
was saying in English, I resorted
to using a fewwords in Japanese.
I said, “Sawatte kudasai.”  
Two boys nearme immediately

began giggling. I paused for a
moment and said it again. More
students began giggling, while
somegot themessage andquietly
sat down. 
I knew Ihadmade amistake in

Japanese, but I didn’t knowwhat

I had really said. I finally asked
the students to explainwhatwas
wrong with my directions. Some
of the students dove into their dic-
tionaries in search of the word,
until one shouted, “Touch!” 
I finally realized that I hadmis-

pronounced the verb “to sit” (su -
waru) and used “to touch” (sa -
waru) instead. What a language
blooper! My face turned as red as
a tomato. It was definitely one of
themost embarrassingmoments
of my life. 

私は今、日本語を勉強しています。流
ちょうに話せるようになるまでかなり
時間がかかるかもしれませんが、自分
が進歩するたびにさらに意欲が湧いて
きます。
時々、間違ったことを言ったのを気

づかれて笑われることがあります。相
手が友だちならあまり気になりません
が、私が教えている日本人の生徒達だ
と良い気持ちはしません。

以前、授業中にグループ活動が終
わったので、次の話題に移ろうとし
た時のことでした。みんなの注目を
引きたかったので、席につくように
言いました。
私が英語で言っていることがなかな

か伝わらなかったので、日本語を使う
ことにし、「さわってください」と言い
ました。
近くにいた２人の男子生徒がすぐに

クスクス笑い始めました。私は間を置
いてから、もう一度繰り返しました。笑
いは広がりましたが、何人かは私の言
いたいことを察して静かに席について
くれました。
日本語で間違いをしたことは明らか

でしたが、自分が実際何と言ったかは
分かりませんでした。最終的に、自分
の指示のどこがおかしかったか生徒達
に聞いてみました。数人がさっと辞書

に飛びつきその単語を探し始め、よう
やく誰かが「Touch!」と叫びました。
私は、「すわる」という動詞の発音を

間違えて、かわりに「さわる」と言っ
てしまったことにやっと気づきました。
何というへまでしょう！顔がトマトの
ように真っ赤になりました。それは間
違いなく、人生で最も恥ずかしい瞬間
のひとつでした！

（訳　井手和子）

すわる？さわる？ 初心者にとって言葉の失敗は恥ずかしいものです

blooper(s) 
（見出しから）へま、
とちり、NG

embarrassing
（見出しから）きまり
わるい、恥ずかしい
make progress
進歩する、上達する

get…motivated
さらにやる気になる
get…saying
～と言っているとこ
ろを見つかる
resort(ed) to
（最後の選択肢とし
て）～という手段を
取る、～に訴える

immediately
すぐに
giggle(-ing) 
クスクス笑う
pause(d) 
休止する、一息つく
got(get) the message
言わんとしているこ
とを察した

direction(s) 
指示、命令
dove (dive) into
素早く～に飛びつい
た
mispronounce(d) 
～の発音を間違える
definitely
間違いなく、必ず

Language bloopers can be embarrassing for beginners
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I started studyingKathak yoga
during my college days in
California. It is actually a form of
Indian classical dance and comes
from the tradition of storytelling
where you explore mythological
characters. The name Kathak is
derived from the Sanskrit word
katha meaning story.
At my first class, I fell in love

with the dancer’s bells called
ghungroo. Tied to each ankle,
they jangle in time with the
recitation of the melody. These

bells are like instruments, sound-
ing every time the dancer takes
a step. 
I was so fascinated that I went

all the way to India and lived
there to study intensively with
my teacher and fellow dancers. 
Even after I moved to Japan, I

kept dancing and practicing
Kathak yoga. This special yoga is
a beautiful art form, featuring
complex footwork and spectacu-
lar spins. Because the perform-
ance involves simultaneously

dancing, singing and often play-
ing an instrument, it is good for
the body and soul.
There are dancers here in

Japanwho arewell-known in the
Indian classical arts scene. 
Until a few years ago, I some-

times performed on stage in
public, but it was quite demand-
ing. Nowadays, I just go to the
studio and practice for fun. It is
now more like spiritual practice
thanmy favorite pastime. 

カリフォルニア州で大学生活を送っ
ていた頃、私はカタック・ヨガを学
び始めました。それはインドの古典
舞踊の一つで、神話の登場人物たち
の世界を探求し表現する語り部の伝
統からきています。カタックという
名前は、サンスクリット語で物語を
意味する「カタ」に由来しています。

初めて参加したレッスンで、ダン

サーが付ける「グングル」という鈴
に心を奪われました。これは両足の
足首にそれぞれ結び付けられ、メロ
ディーの演奏に合わせてジャンジャ
ンと鳴ります。この鈴は楽器のよう
で、踊り手が一歩進むたびに鳴るの
です。

私は心引かれるあまり、はるばるイ
ンドまで行って、師匠や他のダンサ

ー達の元で集中的に学ぶためにしば
らくそこで暮らしました。

日本に引っ越してからも、踊りを続
け、カタック・ヨガを練習しました。
この特別なヨガは、美しい芸術スタ
イルの一つで、複雑な足の動きと華
やかな回転が特徴です。演技中は踊
り、歌、そしてしばしば楽器演奏が
同時に行われるので、体と心の両方

に効きます。
日本には、インドの古典芸術の世界

で有名な踊り手たちがいます。
数年前まで、私は時々、人前で舞台

に上がっていましたが、これはかな
り大変でした。最近はスタジオで楽
しみのために練習するだけです。今
では、趣味というより、精神修行の
ように感じています。   （訳　井手和子）

私の趣味のカタック・ヨガは、心と体に効き目があります

Kathak yoga
（見出しから）インド
の古典舞踊「カタッ
ク・ダンス」を基礎
とするヨガ
soul

（見出しから）心、魂
storytelling
物語を話すこと

explore
～を探求する
mythological
神話の
is…from
～に由来する
Sanskrit
サンスクリット語、梵

（ぼん）語。インド・ヨ
ーロッパ語族の古典語
jangle
ジャンジャン鳴る
in...with
～の調子に合わせて
recitation
演奏

(be) fascinated
魅了された
intensively
集中的に
simultaneously
同時に
demanding

（準備などが）きつい

My hobby, Kathak yoga, is good for both the body and the soul
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The Japanese public bath is a
very special place and is quite
interesting to me. As I pass by
the sento in my quiet neighbor-
hood at night, I can hear the
happy sounds of laughing, chat-
ting and splashing as families
take hot baths. I think it is a
unique and wonderful custom. 
At the private school where I

teach English, I have a chance
to go on school trips with my
students and fellow teachers.
What I find interesting is that
“bath time” is always an impor-

tant part of the trip schedule. 
Onmy first trip, I experienced

a bit of culture shock. No one
was bashful about not wearing
a swimsuit. Students and teach-
ers all took “being naked” for
granted. I thought to myself, if
we had this custom in the
United States, howwould school
children react? They might very
well feel uncomfortable to take
a bath in their birthday suits.
However, having lived in

Japan for seven years, I have
grown to enjoy sharing bath

time with other people, even
strangers. I believe the sento is
an ideal place for good commu-
nication and interaction regard-
less of age or social status. It
helps create friendships in

which nothing is hidden. 
Some sentos are equipped

with special amenities like
saunas or steam baths. I’m no
longer in the mood for wearing
a swimsuit. 
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日本の銭湯はとても特別な場所で、私
にとってかなり興味深いものです。夜、
近所の閑静な地域にある、銭湯のそばを
通ると、家族が熱いお風呂に浸かり、笑
ったり、おしゃべりしたり、パシャパシ
ャと水をはねる、幸せな音が聞こえます。
銭湯に行くのはユニークで素晴らしい風
習ですね。
私が英語を教えている私立高校では、

生徒やほかの先生たちと一緒に旅行に行
く機会があります。面白いのは、旅程の
中で「お風呂の時間」が常に大切にされ
ていることです。
初めての旅行では、ちょっとしたカル

チャーショックを経験しました。水着を
着ないことについて、誰も恥ずかしがら
なかったのです。生徒も先生も皆、「裸
でいること」を当たり前だと思っていま

した。私は、もしこの習慣がアメリカに
あったら、生徒達はどう反応するだろう
とひそかに思いました。生まれたままの
姿で、人とお風呂に入るのには抵抗を感
じるでしょう。
とはいえ、日本に７年住むうちに、た

とえそれが知らない人でも、他人と一緒
に入浴する時間を楽しめるようになりま
した。銭湯は、年齢や社会的地位と関係

なく、良いコミュニケーションや交流が
できる理想的な場所だと思います。隠し
ごとのない友情を築かせてくれます。
銭湯によっては、サウナや蒸し風呂な

どの楽しい設備も備えています。私はも
う水着を着たいとは思いません。

（訳　井手和子）

素晴らしき銭湯 ― もう水着なしでも大丈夫です！

Sublime
（見出しから）卓越し
た、素晴らしい
public bath
公衆浴場、銭湯
chat(ting) 
おしゃべりをする
splash(ing)
（水などを）パシャ

パ シ ャ と 散 ら す 、
飛ばす
go…trips
修学旅行や遠足など、
校外学習に行く
What…interesting
私が面白く思うこと
bashful
恥ずかしがる、内気な

took(take)…granted
「裸でいること」を当
然に思っていた
thought(think) to
myself
心の中で思った
birthday suit(s) 
生まれたときの服装。
つまり、はだか

regardless of
～に関係なく
(be) equipped with
～を備えている
amenity(-ies) 
特典、娯楽施設
in…for
～したい気分である

Sublime sento: I no longer need to wear a swimsuit in the bath!
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Since I came toJapan, I’ve found
myself becomingmore courteous
to others. Because Tokyo is such
a densely populated place, it is
important to practice the spirit of
give-and-take in a limited space,
especially on a crowded train.
However, I sometimes see

people who simply do whatever
they want.
The other day, I noticed a man

pushing aside a pregnantwoman
to get a seat on a train. His dis-
gusting behavior really unnerved
me. I thought to myself, “How
could someone be so rude and

thoughtless!”
I wanted to yell at him, but I

thought it would be a waste of
time to have a nasty argument. I
ended up being just an angry
bystander. 
While I have witnessed a num -

ber of selfishacts, I havealso often
seen people willing to give up
their seats to senior citizens or to
people with disabilities. 
These are excellent examples of

conduct Iwould like to emulate in
Japan.
When I’m tired after a hard day

atwork, I feel like dashing toward

an empty seat on the train.
However, I try to be as attentive
as possible to see if there is
anyone around me who should
have priority.
As the saying goes, “Do unto

others as youwouldhave themdo
unto you.”A little politeness goes
a long way, and if we are courte-
ous to others then perhaps the
world will be more courteous to
us. 
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日本に来てから、周りの人に対して
以前より礼儀正しくなってきたな、と
感じています。東京はとにかく人口が
密集しているので、限られたスペース、
特に混みあった電車の中で、譲り合い
の精神を持つことは大事です。
けれど、時々やりたい放題の人を見

かけます。
先日は電車で、自分が席を取りたい

がために、妊婦さんを押しのける男性
を見ました。この人の最低な行動には
本当にギョッとさせられました。「これ
ほど失礼で思いやりのない人間がいる
なんて！」と私は思いました。
その人を怒鳴りつけたかったのです

が、不愉快な口論をするのは時間の無
駄だと思いました。結局、私はただの
怒った見物人で終わってしまいました。

たくさんの身勝手な行為を目の当た
りにする一方で、自分の席を高齢者や
障害者に譲ろうとする人たちもよく見
かけました。
これは日本で見習いたいと思う素晴

らしい行いの一つです。
仕事で忙しい一日が終わって疲れて

いると、電車の空いている席に突進し
たくなります。そういう時でも、優先

されるべき人が周りににいないか、で
きるだけ気を配るようにしています。
格言にもあるように、「自分が他人に

してもらいたいように、他の人にしな
さい」ですね。ちょっとした礼儀正し
さは大いに役立つし、人に丁寧に接し
ていたら、世間も私たちにもっと優し
くなると思います。

（訳　井手和子）

妊婦さんを押しのけるなんてことが、あの男性はよくできたものです

shove
（見出しから）押しの
ける、乱暴に押す
courteous
礼儀正しい、丁寧な
densely populated
人口が密集した
give-and-take
譲り合い、持ちつ持
たれつ
push(ing) aside
脇へ押しやる、追い

やる
disgusting
最低な、不愉快な
unnerve(d)
～をギョッとさせる
nasty
不 愉 快 な 、 意 地 悪
な
end(ed) up being
結局～になる
bystander
見物人、傍観者

conduct
行為
emulate
～を見習う
dash(ing) 
突進する
attentive
注意している、気を
遣う
priority
優先的立場、優先権

“Do…you.”
「自分が他人にしても
らいたいように、自
分 も 他 人 に し な さ
い」。新約聖書マタイ
による福音書７章12
節、ルカによる福音
書６章31節に記され
ている、キリスト教
の黄金律
go(es)…way
役に立つ

How could that guy shove that pregnant woman out of the way?
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Little did I imagine that Iwould
becomeanEnglish teacher. I stud-
ied product design at university,
and after three years of intern-
ships, I worked for a design office
on a short contract.
I enjoyed thework but the daily

routine didn’t give me a sense of
satisfaction. All I was expected to
dowas towork ongraphic designs
that appealed to asmanyprospec-
tive customers as possible. I won-
dered tomyself if it reallywasmy
dream to be a graphic designer. 
So I decided to try something

new! In retrospect, it was a time
when I was looking for a change
inmy life. 
I started thinking about what

kind of work I might like to do
and what line of business would
makeme happy. I felt as if I was
groping for something in the
dark.
Thenmy best buddy from high

school proposedwe go to Japan to
teach English for a year. It was
like a voice from heaven. 
Spend a year in Japan? I said,

“Yes!” on the spot. We applied for

the posts and finally, after three
screening interviews, received our
tickets.
I quitmy job, and before I knew

it, we had packed andwere flying

toward Narita airport. 
It was supposed to be a one-

year experience. However, seven
years have passed and the story
continues. 

私は、自分が英語の教師になるとは
思ってもいませんでした。大学ではプ
ロダクトデザインを学び、３年間の実
務研修を経て短期契約でデザイン事務
所に勤めました。
仕事は楽しかったのですが、日々の

業務から満足感を得ることはできませ
んでした。私に期待されていたことと
いえば、できるだけ多くの未来のお客

さまの心をつかむグラフィックデザイ
ンに取り組むことだけでしたから。グ
ラフィックデザイナーになるのは自分
の本当の夢だったのか、と考えてしま
いました。
そこで何か新しいことをやってみよ

うと決めたのです！振り返ってみると、
そのころの私は自分の人生に変化を求
めていたのですね。

どういう仕事をやりたいか、どんな
業種なら満足できるのかを考え始めま
した。それは、暗やみの中で何かを手
探りで探す感じでした。
そのとき、高校時代の大の親友が、１

年間日本に行って英語を教えないかと
言ってきたのです。それはまるで天の
声のようでした。
日本で１年過ごすですって？私はそ

の場で「行く！」と答えました。私た
ちはその仕事に応募して、面接を３回
受けてようやく切符を受け取りました。
私は仕事を辞め、気が付けば私たち

は荷物をまとめて成田空港に向かって
飛んでいました。
１年の体験のはずでしたが、早７年

が過ぎ、私の物語はまだ続いています。
（訳　井手和子）

私の新たな冒険 日本で英語教師になるまで

Little…imagine
私は～とは思っても
みなかった
internship(s) 
実務研修、インター
ンシップ
daily routine
日常の決まりきった
業務
sense of satisfaction
満足感

appeal(ed) to
～に訴える
prospective
customer(s) 
将来のお客さま
wonder(ed)…if
～かどうか、自分に
問いかけた
In retrospect
振り返ってみると

line of business
業種、または職業
grope(-ing) for
～を手探りで探す
buddy
仲間、親友
propose(d)
～を提案する
on the spot
その場で、即座に

post(s)
職、ポジション
screening
interview(s) 
審査のための面接
before…it
いつの間にか、気が
つくと
pack(ed)
荷造りをする

My new adventure: How I became an English teacher in Japan
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In Colombia where mymother
was born, Christmas celebrations
start on the evening of Dec. 24
and last up to three days. Each
family prepares a huge feast and
invites all their relatives and
friends to come over. 
People first start the party at

their relatives’ houses and then
go to their neighbors’  houses.
Colombians love to celebrate any
occasion with music and food.
Some traditional delights

include bunuelos, a special kind
of homemade donut shaped like

a ball andnatiya, amilk-pudding
dessertmixedwith nuts, coconut
and raisins.
My favorite dish is sancocho, a

fresh trout soup simmered with
lemon and served with rice. Also
served are lots and lots of meat
including grilled homemade
sausages and smoked cutlets
freshly butchered.
Don’t forget arroz con leche, rice

and milk, sprinkled with cinna-
mon and served hot. Fruits of all
kinds are served on platters,
including guavas, plantains, star

fruit, granadillas, papayas, man-
goes, watermelon and strawber-
ries.
Then comes the singing and

dancing! There is always a good
guitarist, and everyone joins in
singing the old songs. 
I remember the kids, being too

young to know how to dance,
would just run around playing
games instead. Christmas in
Colombia was always a memo-
rable andhappy timewith family
and friends. Even strangers get
together to share food and drink
and have fun. 

母が生まれたコロンビアでは、クリ
スマスのお祝いは12月24日の夜に始ま
って、長ければ３日間続きます。それ
ぞれの家庭は盛大なごちそうを準備し
て、親戚や友達を全員招待します。
みんな親戚の家のパーティーから始

めて、次にご近所の家を回ります。コ
ロンビア人は、どんな時でも音楽とご
ちそうで祝うのが大好きです。
伝統的なごちそうには、ボールの形

をした自家製ドーナッツ「ブニュエロ
ス」や、木の実やココナツ、レーズン
入りのミルクプリン「ナティージャ」な
どがあります。
私が一番好きなのは、ご飯と一緒に

振る舞われる、新鮮なマスとレモンを
煮たスープ「サンコーチョ」。自家製ソ
ーセージを焼いたものや、新鮮な肉の
薫製などもたくさん出されます
忘れてはならないのが「アロス・コ

ン・レチェ」です。これはお米と牛乳
を使った温かい料理で、シナモンを振
りかけて食べます。大皿には、グアバ、
プランテーン、スターフルーツ、グラ
ナディリャ、パパイア、マンゴー、ス
イカにイチゴなど、あらゆる種類の果
物が並びます。
そして始まるのが歌とダンスです！

パーティーにはいつもギターの名手が
いて、みんなで懐かしい歌を合唱しま

す。
まだ小さくてダンスの踊り方が分か

らない子どもたちは、代わりに走り回
ってゲームをして遊んだものです。コ
ロンビアのクリスマスはいつだって、家
族と友人たちと過ごす、思い出に残る
幸せなひとときです。知らない人同士
でさえ集まって、一緒に食べて、飲ん
で、楽しい時間を過ごします。

（訳　井手和子）

コロンビアのクリスマスは家族や友人たちと祝うひとときです

last up to
最長で～続く
delight(s)
楽しみ
bunuelo(s)
ブニュエロ。南米な
どで祝祭時に食べら
れる揚げ菓子

natiya
ナティージャ。ミル
クプリンに似た菓子。
natilla ともいう
sancocho
サンコーチョ。スペ
インや南米の伝統的
スープ

simmer(ed) 
～をぐつぐつ煮る、
煮込む
butcher(ed) 
～を食肉処理する
arroz con leche
アロス・コン・レチ
ェ。米のミルク煮の

ようなデザート
plantain(s) 
プランテーン。バナナに
似た果物で甘みが少
なく料理に使われる
granadilla(s) 
グラナディリャ。パッ
ションフルーツの仲間

Christmas in Colombia: A time to celebrate with family and friends
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