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（１）「恋は盲目」 

November 2015 

高校に入って間もないころ、英語の先生が「ストラトフォード・アポン・エイボン

Stratford-upon-Avon も知らんで、お前たち、よう高校生になれたなあ、、、」と

クラスに向かって呆れたような口調で言われたのを今でも鮮明に覚えています。「シ

ェイクスピア Shakespeare (1564-1616) の生誕地なんて知らなくても、いいじ

ゃん！」と心の中で反発したことも。 

でもあれから３０年以上経って、「やっぱり『恋は盲目』だしなあ」と、シェイクスピ

アの偉大さを感じています（笑）。Love is blind. だけでなく、シェイクスピアの

言葉の中には、日本語で知られているものがたくさんあるのです！ 

「弱きもの、汝の名は女」Frailty, thy name is woman! という言葉も、最

初は「そんなことないんじゃない？」って思っていましたけれど、夫（国王）に先立た
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れた王妃である母が、その死後２ヶ月も経たないうちに、その弟（叔父）と結婚

する、という母の心変わりのあまりの早さに、息子である青年ハムレットが口にした

言葉、と考えれば、その女心の弱さに共感することも、反感を覚えることもできるよ

うな気がしています。 

「生きるべきか、死すべきか、それが問題だ」という訳で知られている To be, or 

not to be, that is the question. be が表すのは、「存在」であることから、

「世の中に存在する＝生きる」という訳になりました。今では「このままでいいのか、

いけないのか」とも解釈されるハムレットの言葉は、時代を越え、生死を考える心に

届きます。ハムレットの恋人で正気を失い、小川で溺死するオフィーリアを描いた、

画家ミレイの作品、ご存知ですか？ 

「目はおのれをみることができぬ。なにか他のものに映して初めて見えるのだ」For 

the eye sees not itself, But by reflection, by some other things. と

いう「ジュリアス・シーザー」の言葉で「終わりよければすべてよし」All’s well that 

ends well.といたしましょう！  
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（２）映画を観よう！ 

December 2015 

「希望」— 映画が与えてくれるものの一つだと思います。前回、シェイクスピアの

お話をしましたけれど、彼の「リア王」と「マクベス」は、それぞれ黒澤明監督作品

「乱」と「蜘蛛巣城」のベースになっています。黒澤作品としては「七人の侍」を語ら

ないわけにはいかない、という気はするのですが、もうすぐ冬休みということで、この季

節公開される映画をご紹介しますね。 

“Bridge of Spies”（邦題「ブリッジ・オブ・スパイ」）は、スティーブン・スピルバ

ーグ監督作品。（「E.T.」「シンドラーのリスト」「リンカーン」「ジョーズ」「インディ・ジョ

ーンズ」シリーズ等）。主演のトム・ハンクスが演じる弁護士により、アメリカ側が捕

まえたロシア人スパイと、ロシア側が撃墜したアメリカ人U2偵察機パイロットが交換

された史実を扱った映画です。冷戦時代を背景にしたものですが、人権のため弁

護士としてなすべきことを果たそうとする姿は、グレゴリー・ペック主演の「アラバマ物
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語」（原題 “To Kill a Mockingbird”）を思い起こさせます。（この作品もおす

すめ！）スパイ交換の「架け橋」となるトムが bridge ですが、交換されるスパイは

二人ですので、英語講師としては、タイトルはやっぱり「ブリッジ・オブ・スパイズ」にし

て欲しかったです（笑）。 

公開は２月になりますが、もう一つ是非見て頂きたいのが “The Martian”

（監督リドリー・スコット＝「エイリアン」「ブレードランナー」「グラディエーター」「ブラッ

クホーク・ダウン」等、主演マット・デイモン）。直訳すると「火星人」というタイトルで

すが、邦題は「オデッセイ」となりました。おそらく SF の名作「２００１年宇宙の旅」

の原題が “2001:Space Odyssey” であることも影響しているのでしょうけれど、

火星探査中に一人取り残されてしまった主人公が如何に生き残るかを描いたもの

ですので、やはり 「火星の人」くらいのタイトルでも良かったのでは。「オデッセイ」が

ホメロス作の叙事詩「オデュセイア」から由来し「長い苦難の旅」や「自己探求」を

表すことや、２００１年に打ち上げられた NASA の火星周回探査機の名前で

あることを知る人は、いずれにしても限られるような気もしますし（苦笑）。 
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もちろんアメリカ文化を語るに当たっては “Star Wars”も見逃せません！May 

the Force Be with You! 「フォース（力）があなたと共にありますように！」

（祈願 May~!の用法）受験生皆に、心を込めて贈ります！ 
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（３）スヌーピーと恋 

January 2016 

手元にある、ページが日に焼け黄色くなった「ビーグル長官スヌーピー」は、

Printed in Japan 1972。中学生の時、手に入れました。最初は、とにかくイラス

トが可愛いと思っていたSnoopyとWoodstock。けれど４コマ漫画で読み始める

と、谷川俊太郎の訳が、英語習いたての１３歳には、とっても新鮮で、アッと言う

間にファンになりました。「カレ（Woodstock）をしあわせにしてやるのは簡単さ」

の元の英文は、”It is easy to make him happy.”ではなく、”It doesn’t 

take much to make his happy.” であることを知り「なるほどなあ」って勉強に

なったり、”I have a job for you.”が「たのみたい仕事があるんだ」という訳になっ

ているのを見ると、今でさえ「自分では『たのみたい』を訳に付け加えることを思いつく

かなあ？」と不安になったりもします（苦笑）。 
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同じクラスで大好きだった男の子が、スヌーピー・ファンと知り、話しかける理由作

りに、無理やり（笑）本を貸したりもしました（でもそれは後に手塚治虫の「ブラッ

クジャック」に変わりましたけれど）。”It’s either the flu or love… The 

symptoms are the same.”「インフルエンザか恋のどっちかだね。症状は同じな

んだ」ってスヌーピーの言葉が分かってきた中学時代。 

弟は私の事、Lucy みたいだと思っていたらしいけれど、自分では Charlie 

Brown の妹の Sally に性格似てるんじゃないかなって思ってます。あなたは自分を

Peanuts のキャラクターに例えると誰だと思いますか？学校の先生だと

Peppermint Pattie みたいな子は「成績はイマイチだけど、憎めないタイプ」だろう

し、彼女を Sir「先輩」と呼ぶ Marcie の言葉は、受験シーズンが近づいた今、心

に響きます。”Life has its sunshine and its rain, Sir. … Its days and its 

nights….its peaks and its valleys, Sir.”  

１３歳で日本語と英語の違いの面白さを感じて「将来、絵本の翻訳やりたい

なあ」と高校時代思っていたことが、教師という職業を経て、洋楽 CD 翻訳という
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仕事にもつながったことを考える時、今、皆さんが一番楽しめることで、叶えたいと

思っている夢が（まだまだ想像もつかないような）３０年先の自分につながる可

能性があるって信じています。（冒頭で言及した Snoopy book に谷川俊太郎

ご本人からサイン入れていただいたのは２０１０年でした！）人であれ、音楽で

あれ、本であれ、絵画であれ、何かに恋することが人生を開くこともあるって教えてく

れたのが Peanuts！ Thank you, Charlie Brown! 
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（４）カントリー・ミュージック 

February 2016 

今回の原稿は、アメリカ テネシー州ナッシュビルで書いています。クラッシックなら

ウイーンやザルツブルグ、ジャズならニューヨーク、というのと同様に、ナッシュビルは、

カントリー・ミュージックのメッカ。ここで毎年２〜３月に全米からDJやプログラムディ

レクターが２０００人ほど集まって開催される Country Radio Seminar に出

席しています。 

私が、英語をもっと理解できたら嬉しいかも、と思うようになったのは、中学・高校

時代に洋楽を聴き始めたことがきっかけでした。The Beatles, John Denver, 

Olivia Newton-John ( “Take Me Home, Country Roads”を知ったのが

Olivia なのか、映画「耳をすませば」なのか、で世代が分かります・笑), PPM 

(Peter, Paul, and Mary), Queen, The Police そして Sting. もちろん彼ら

の音楽それ自体が好きだったのですけれど、ライナーノーツの歌詞と翻訳を比べなが
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ら、「フーン、そんな意味なんだ」「和製英語とは随分違って、こんな感じの発音に

聞こえるんだ！」と新鮮な発見が楽しかったです。 

そこで今回は、today’s country というジャンルの中から、皆さんにお勧めの曲

をご紹介します。YouTube で、曲名、アーティストを検索するとビデオが楽しめま

すし（official video となっているものが良いです）検索項目に lyrics （歌詞）

と足すと、その曲の歌詞付きビデオを探すこともできます。 

(ビデオ本編が始まる前に、CM が入ることがあります。”Skip Ad”があればクリ

ックすると飛ばせますが、無い時は数秒我慢です・苦笑) 

“Just a Kiss” (Lady Antebellum 単に Lady A でも大丈夫) 

“I Run to You”  (Lady A) 

“Hello World” (Lady A) 

“You Belong with Me”  (Taylor Swift) 

“Love Story”  (Taylor Swift) 
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“Begin Again”  (Taylor Swift) 

“I Want Crazy” (Hunter Hayes) 

“Invisible” (Hunter Hayes)       

 

Hope you enjoy their music! 
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（５）人工知能そしてハーバード 

March 2016 

囲碁の人工知能が、世界最強と言われる棋士イ・セドル九段に勝利した、とい

うニュースが流れた時、イ氏が「イ・セドルが負けたのであって、人類が AI に負けた

わけではない」とコメントをつけたのが印象的でした。けれど、その言葉に同意してい

るだけでは、十分ではない時代がやってこようとしています。 

「シンギュラリティ」という用語を聞いたことがありますか？ 「２０４５年問題」と

して表現されることもあるtechnical singularity技術的特異点とは、「コンピュー

タが発達し続け、人類の知性を超え、人間に取ってそれ以降の予測が立たなくな

る未来のある時期」を表し、それが２０４５年だと言われています。映画「ターミ

ネーター」の中のスカイネットが、その一つの可能性だということもできるでしょう。み

なさんはまだ働き盛りの年代に違いありません。 
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スマホで検索すれば、知識に関する答えは簡単に見つかる時代になりました。だ

とすると、これから求められるのは知識以外の何なのか？ハーバード大学が１月に

発表した “Turning the Tide: Inspiring Concern for Others and the 

Common Good Through College Admission” 「流れを変える：大学入

試を通して他者への共感と公益への関心を高める」と題する報告書は、そうした模

索の中で生まれたと言えるのかもしれません。入学者選抜において、高校の成績

や SAT（大学進学適性試験）だけでなく、グループの中で活動する能力や相手

の立場に立ってものを考える能力、家事労働やコミュニティへの参加といった社会

経験を通して身につけた「知識」を評価しよう、というものです。 

最近では自動運転車も開発されています。人や物にぶつからないように自動で

ブレーキがかかるよう設計されているのは、素晴らしいことのように思えます。けれど、

もし、車の前に人が３人飛び出してきて、３人の命を助ける方が、運転者一人の

命を助けるより「効率的だ」とコンピュータが判断し、それによる車の操作が AI によ

り行われてしまうのが「正しい」のかどうか、私にはまだわかりません。人工知能に判
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断を任せることへの疑問を忘れない、それだけは、心に留めておきたいと感じていま

す。 

春休みお薦めの１冊 「AI の衝撃 人口知能は人類の敵か」小林雅一（講

談社現代新書） 
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（６）紙辞書 

April 2016 

「辞書」と言えば「紙辞書」だった時代から、「辞書持ってきてね！」というと、電

子辞書が机に並ぶ時代になりました。電子辞書の利点は２つあると思います。１

つは、発音してくれること。もう一つは軽いこと。けれど「高校・大学受験のための学

習者にとって」という観点からすると、紙辞書の持つ特質が、はるかに勝っていると

思われます。 

１）書き込みが簡単にできる  

最近の電子辞書は進化していてアンダーラインや書き込みもできるようですが、

鉛筆、赤ボールペンなどによる書き込みの手軽さにはかないません。 

２）自分の必要度で、印を入れられる 
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普通の辞書でも、字の大小、濃さ、色で差をつけてありますが、その重要度は

「あなたの」重要度とは異なるかもしれません。ある学生は subject の主な意味５

つをスラスラと言えるかもしれないし、別の学生は全く「？」かもしれない。そうした個

人差を補ってくれるのが、自分の基準で入れる印なのです。そして何よりも「書く」と

いう（「見る」だけではない別の）感覚を使うことで、定着が増します。ちなみに細

い鉛筆やボールペンより、マーカーの方が、やはり復習しやすいです。 

３）早さではなく、アウトプットできる定着度 

授業中、早く答えられることが良いことだ、と思い込んでいませんか？もちろん、

早く問題が解けるのは悪いことではありませんが、大切なのは授業中調べる早さで

はなく、受験場で問題用紙を前に、アウトプットできるものが身についているかどうか、

なのです。 

紙辞書利用の際に、注意すべき点があります。学習用には親や年の離れた兄

姉が使っていたものは避ける！古い版の辞書は、IT・環境問題など時事に関係
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する単語を収録していません。ことばは生きものです。新鮮で、栄養になるものを

選びましょう。 

個人的に推薦しているのは１）スーパー・アンカー第５版（何と、ミッキー版が

ある！） 

２）アンカー・コズミカ ３）オーレックス第２版 などですが、ウイズダム、ジーニ

アス第５版もそれぞれ利点があります。選ぶコツは、自分で本屋に出向き、同じ単

語を複数の辞書を引いて、どれが自分にとって読みやすいか比較することです。 

この春、紙辞書が皆さんを楽しい発見の世界に連れて行ってくれることを願って

います。  
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（７）QUAKES 

May 2016 

今回の熊本地震では、福岡の皆さんからも大きな支援をいただき、心より御礼

申し上げます。 

人生には「さか」が３つある。上り坂と下り坂と「まさか」である、というのは、受験

の時、よく言われる言葉ですが、まさか震度７に２回襲われるとは、思ってもいま

せんでした。 

「本震」の時は書棚が全て転倒し、部屋から逃げ出すのに、１つの書棚の下を

くぐり、別の書棚をまたいで出口近くに行った段階で、「あ、見えない、、、」。私は

裸眼視力が0.02で、メガネがないと何も判別できないのです（苦笑）。幸い「前

震」の後、枕元に準備しておいたケース入りのメガネを取りに戻ることができ、その
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後を過ごせていますが、普段使っていたメガネは破損。今もレンズが一つ見つかって

いません。 

LESSON 1  メガネ（コンタクトなど）はケースに入れて枕元に置いてお

く！ 

（ちなみに、お年を召した方の場合、義歯も重要です。食べられなければ避難

所でも栄養が取れませんから。） 

 個人的には車中泊は１晩だけですみましたが、断水が続いたのは辛いもので

した。飲料水はどうにかなるのです。支援のボトルが届きますから。問題は生活水。

特にトイレを流せない、というのは、予想以上に生活の質を損なうものだと実感しま

した。 

LESSON 2  すぐに風呂桶などに生活水を貯めておくこと！ 

 地震後、スマートフォンを利用することで、連絡を取り合ったり、支援物資の流

通を把握したりして、不安を軽減することができた人は多いのですが、それは同時
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に、そうした機器を利用できない（状況にある）人たちは不安が大きかった、とい

うことでもあります。 

LESSON 3  IT 機器を利用することで支援を確保し、正しい情報を共有し

て助け合う！ 

 勉強も大切ですが、命を守ることは、もっと大切なので、今月は被災地より教

訓を３つお届けしました。以下は、今回の震災をレポートする時、使える語彙です。

チェックしてみてくださいね！ 

地震  → earthquake; quake; tremor; temblor  

前震  → foreshock  

余震  → aftershock 

震源地  → epicenter  

避難民  → evacuee(s) 

避難場所  → evacuation center; shelter 

震度  → intensity scale  
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断層  → fault 

土砂崩れ → landslide  

そして人命救助、炊き出し、災害ごみ回収に頑張ってくれた自衛隊 → Self 

Defense Forces 

THANKS AGAIN FOR YOUR SUPPORT! 
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（８）JUNE BRIDE 

July 2016 

「ジューン・ブライド（６月の花嫁）」という言葉を聞いたことがありますか？

June は、ローマ神話の Juppitel（ユピテル）の妻 Juno（ユノ）が結婚生活や

出産の守護神であることにちなんだ月名です。そこで今回は、月名の由来を確認

してみましょう。ご存知のものはいくつあるでしょうか？ 

1年の始めのJanuaryは、ローマ神話で「事の始まりと終わり」を司る神Janus

（ヤヌス）（ギリシャでは「ゼウス」）から。 

２月Februaryは、ローマ神話に登場する慰霊祭Februaria（フェブルアーリ

ア） の主神から。戦争の罪を清めるためのお祭りです。中学生の頃、このスペリン

グが嫌でした（笑）。 
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３月 March は、ローマ神話の軍神 Mars（マルス）に由来。ローマ歴では、3

月が 1 年の始めの月でした。 

４月Aprilはギリシア神話の女神Aphrodite（アフロディテ）から来ています。

Aprilis には「開く」という意味があり、暖かくなり、花が開くイメージにつながります。 

５月 May は、ローマ神話の豊穣の女神 Maia（マイア）に捧げられた月、

Maiusが起源。ジブリ作品「となりのトトロ」でサツキとメイが皐月とMayから来てる

のがわかり感激！ 

７月 July は、古代ローマの暦（ユリウス暦）を制定した Julius Caesar（ユ

リウス・カエサルまたはジュリアス・シーザー）が、誕生月に自分の名をつけたことに

由来。  

８月 August は初代ローマ皇帝 Augustus（アウグストゥス）が誕生月に自

分の名をつけたことが始まり。 
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９月 September は「第 7 の月」という意味です。ラテン語の Septem は「7」

の意味があります。３月が１年の始まりだったことに由来しています。以下１２月

まで同様です。 

１０月 October は「第 8 の月」という意味です。ラテン語の Octo は「8」の意

味があります。octopus 「蛸」octave 「オクターブ」も８に関係していますよね！ 

１１月 November「第 9 の月」の意味です。3 月がはじまりなので、9 番目。

ラテン語の Novem は「9」の意味を持ちます。 

１２月 December（師走）古代ローマ暦では最後の月。December は

「第 10 の月」という意味です。ラテン語の Decem は「10」を意味します。

decade は１０年、decathlon は 10 種競技。 

全部知ってた！という人も、「ああ、そうなのか？」という人もいらっしゃることと思

います。もちろんこれ以外の説もありますので、ぜひ、自分なりに納得のいく由来を
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探ってみてくださいね。皆さんが、語根・語源を知ることで、言葉を楽しまれますよう

に！ 
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（９）同時性 

August 2016 

The 2016 Summer Olympics が近づいてきましたが、水泳競技の「シンク

ロ」は synchronized swimming。語源的には、syn-の部分が表すのが 

“together”（一緒に）、chron-の部分が表しているのが “time” （時間）

で、synchro が表すのは「同時に」ということになり、英語で「同時性」のことを英語

で synchronicity と言います。（The Police の曲で Synchronicity と言うの

もありました） 

英語を使う時に、「日本で、これが起こった時、外国では何が起こっていたのだろ

う？」と考えてみることは、とても大切です。私にとって、同時性を考える最初のきっ

かけは、ローマで、５万人を収容するコロッセウムが建設された時（紀元８０

年）、日本は、まだ竪穴式住居の時代だったと知り、その建築レベルの違いにショ

ックを受けたことでした。それ以降、同時性を意識し始めたのですが、観光案内を
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するのに、熊本城で訪日外国人に、熊本城を、単に「西南戦争で重要な拠点で

した」と説明しても、正直、あまり関心を持ってもらえません。けれど、アメリカからの

観光客に「このお城での戦いに使われた銃は、アメリカの南北戦争で使われたもの

と同じ種類なんです。その戦いはトム・クルーズが主演した映画『ラストサムライ』の

元になりましたし、あの映画で主演した渡辺謙は、最近ブロードウエイで『王様と私』

でも話題になりました」という説明にすると、かなり身近に感じてもらえます。アメリカ

に限らず、それぞれの国の人に、それぞれの同時性で話題を見つけることが「おもて

なし」の一つの方法かのかもしれません。 

皆さんが生まれた年には、世界ではどんなことが起こっていたでしょうか？２００

１年なら、アメリカで同時多発テロが起こった年ですし、２０００年はシドニー・オ

リンピックの年、１９９９年なら、映画「マトリックス」が公開された年となります。

私は、自分の生年月日を尋ねられた時には「ベルリンの壁ができて１週間後」と説

明するのですが、皆さんは自分の生まれた年、どう説明できますか？  
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（１０）Japanese Policeman 

September 2016 

「オズの魔法使い」の主人公ドロシーが犬のトトと一緒に住んでいて、竜巻に飛

ばされてしまったのは、アメリカの真ん中あたりにあるカンザス州。そこにある the 

University of Kansas に、８週間の夏学期出かけたのは、１９８６年のこと

でした。スピーキングのクラスには、アフリカや中東、アジアなど様々な地域から学生

が参加していましたが、ある日問われたのは「あなたの出身国で、子どもが親の言う

ことをきかない時、何といって言うことをきかせようとしますか？」ということでした。「中

国では『虎が来て食べるぞ！』と脅す」と例が出て、「さて日本では何だろう？」と考

えていた時、韓国からの女性が「Japanese Policeman が来る、と言います」と

一言。一瞬、何のことかわからなかったのですが、その次の瞬間「官

憲！？。。。。。」 
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中学・高校で「日韓併合１９１０年」という数字は習ってました。第二次世界

大戦が終了するまでそれが続いたことも、頭ではわかっていました。けれど終戦から

４０年経った後にも、子どもを脅すために、日本の官憲という言葉が、かの国では

使われている、と知ったのが、日本の学校で、ではなく、アメリカであったことが、ショッ

クを更に大きなものにしていました。 

他の国・地域の視点から見て、初めて見えてくる歴史があります。日本では８

月１５日を「終戦記念日」と呼んでいますが、韓国では「光復節」（日本による

統治から解放された＝光が戻ってきた＝ことを祝う日）と呼ばれ、アメリカでは、日

本にとって降伏文書であるポツダム宣言が調印された９月２日を V-J Day 

(Victory over Japan Day)「対日戦勝記念日」と呼んでいます。 

一方にとっての敗戦は、他方にとっては勝戦となり、ある人にとっての悲しみが、

他の人にとっては喜びとなりえ、同時に双方にとって「戦いが終わる」という意味では

同じ価値を持つことも教えてくれる、そんな８月１５日が今年も巡ってきます。

（広島に「死が空から降ってきて世界が変わった」日に記す）  
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（１１）「個人」そして「分人」 

September 2016 

個人という意味の英単語を書いてみて、というと indivisual という綴りにしてしま

う学生が結構多いです。正解は individual。でも発音が（カタカナ書きすれば）

インディヴィジュアルなので、d よりも s で書きたくなってしまうという気持ちはわかりま

す（苦笑）。でも単語の成り立ちを考えると、正しいスペリングが見えてくるんです。

英語では correct の反対を incorrect, accurate の反対を inaccurate のよ

うに、in を付けることで否定を表すことがあります。individual という単語は、in 

（否定）+ divide (分ける) + able（できる）からできていて、「これ以上分け

ることができない」→「個人」となったものです。divide から派生しているので、s で

はなく d！きっとこれから間違わなくなるに違いありません。 

ただ、だとすると当然、in という否定を外した dividual 「分けることができる存

在としての自分」があるはず、と語ってくれているのが、作家の平野啓一郎さんです。
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私自身、友人と話している時の自分、教室で教えている時の自分、親と話をして

いる時の自分、好きな人と一緒にいる時の自分は、それぞれ違っています。でも違

ってはいても、確かに全て私自身。それぞれに対応している時の自分は決して偽り

の自分ではない。つまり私という存在は分けることが可能なんです。 

時々いじめによる自死のニュースを聞きます。きっとそれなりの事情があって「もう

これ以上生きていても、、、」って思ってしまう。そんな時は、いじめられている時の分

人の自分の割合が大きくなってしまっているんだと察します。でも誰にだって、友達

や家族、「この人たちと一緒にいる時の自分は好き」と思える分人があるに違いあり

ません。ペットと一緒にいる時の自分でもいい。そんな「消してしまいたい」以外の分

人の部分を生活の中で増やしていって、いじめられている時の分人の割合を減ら

すことで、まず今日１日は乗り切れる、ということがあるのだと思います。平野啓一

郎著「私とは何か —『個人』から『分人』へ」（講談社現代新書）そして「ドーン」

（講談社文庫）、読書の秋にオススメの本です！ 
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（１２）Halloween & Guy Fawkes 

October 2016 

特定の相手を必要としないから参加しやすい（！？）という理由からか、ビジ

ネスとしてバレンタインデーを追い越しそうな勢いの最近の日本の Halloween。主

に２０代の若者による、仮装コスプレ・イベントの感が強くなっていますけれど、海

外で元々は、ちっちゃな子供達が “Trick or Treat!” 「お菓子をくれないと、いた

ずらするよ」って言いながら近所を回るというのが、よくある光景でした。 

１０月３１日が古代ケルト人にとって１年の終わりだったことに由来している行

事で、冬の始まりとなるこの時期出てくる魔女や精霊などを追い払うため、怖い表

情にくり抜いたカボチャの提灯、jack-o’-lantern を作って家の入り口に置いたと

言われています。ですから仮装も（ディズニーじゃなく・笑）本来は黒猫や幽霊・コ

ウモリなど「恐ろしい」ものが基本でした。 
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Halloween という名前の由来も知っておきたい！今年はマザーテレサが聖人

saint と認定されましたけれど、１１月１日は「すべての聖人と殉教者を記念する

日」＝万聖節 All Saints Day。聖人は、英語でまた、hallow というので、

Hallows の日の前の晩 eve が組み合わさって Hallows eve、それがなまって

Halloween となった次第です。 

でもイングランドだと１０月３１日の Halloween よりも１１月５日の Guy 

Fawkes Night のお祭りの方が盛んだとか。１６０５年イングランドで発覚した

政府転覆未遂事件にちなむイベントです。国会の地下に大量の火薬を仕掛けて、

国王を暗殺しようとした陰謀で、失敗に終わったのですけれど、これに関わった

Guy Fawkes という男性の名前が、現在くだけた言い方で主に男性を表す guy

という表現になりました。Guy Fawkes のお面は、ハッカー集団アノニマスのロゴとし

ても知られていますよね。 

文化背景を知ることで、楽しみが増えます！そこで今月はこの時期オススメの映

画を４本ご紹介。まずはグレゴリー・ペック主演の To Kill a Mocking Bird 邦
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題「アラバマ物語」、ベネディクト・カンバーバッチ主演の SHERLOCK のシーズン３ 

第 1 話「空の霊柩車」、ナタリー・ポートマン主演の「V フォー・ヴェンデッタ」、そして

おなじみ “E.T.”! 秋の夜長に季節の映画、楽しんでみませんか？  
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（１３）アクティブラーニング 

November 2016 

「１週間が８日に増えたら、その１日何をしますか？」 

それが K さんが就職活動の中で、ある企業から与えられた課題でした。あなただ

ったら、どんな答えを思いつきますか？ちなみにKさんの答えは「カレーをつくる！」１

日かけて作ったカレーがいかに美味しいかをレシピと共にレポートにし、たまたま冷蔵

庫にあったカレーのルーを少し拝借して「香り付き」にして送ったとのこと。— 採用

でした。 

最近教育の現場では「アクティブラーニング」という言葉が注目を集めています。

「課題の発見・解決に向けた主体的・協働的な学び」といった意味ですが、先日そ

の実践例を集めたワークショップに参加しました。あるセッションでは「あなたのコンプ

レックスを書いてください」と求められ、紙に書くと「それを席が前後の人と交換してく
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ださい」と言われ「エ！？、、、、」。さらに「それに値段をつけてください」との指示。こ

れは自分発見のための一つのアイディアでした。ある人が「自分は表情が顔に出な

い」ということを「人から誤解されることが多い」という点からコンプレックスとしてあげた

のですが、他の人がそれに何と４億円（！）をつけたとのこと。理由は「ポーカーフ

ェイスなら、相手に悟られることなく、いろんな状況に対応できるから。」自分にとって

は短所に思えることが、見方を変えると長所になっていることがあるのだと思います。 

ある高校では科学技術を専攻する生徒に、「ウルトラセブン」第２６話「超兵

器 R1 号」を見てもらい、生命倫理についてプリゼンテーションをしてもらう、という授

業を展開していました。「変な宿題」をテーマにしたセッションでは読書感想文なら

ぬ「食後」感想文を課すことで、味の言語化をしてみたり、本を読まずに、表紙とタ

イトルを見ただけで書く「変な読書感想文」や「１０文字で自己紹介」という課題

も扱われていました。あなたを紹介する１０文字は何になりそうでしょうか？ 
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ちなみに日本でアクティブラーニングが全面実施される２０２０年度には、北

欧フィンランドの高校では数学・理科などの教科が全廃され、「テーマ」を扱う教育

が始まります。あなたが今学んでみたいテーマ、何がありますか？ 

  



38 

 

（１４）今年の言葉  

December 2016 

オックスフォード英語辞典が選んだ「今年の単語」Word of the Year は 

“post-truth”。 “post-”という接頭辞は postpone 「延期する」や 

post-war 「戦後の」に見られるように “after”を意味することが多く、今回は

「真実が過ぎ去った」ということから「真実が重要で無くなった」という意味で用いられ

ています。 

背景には、イギリスの EU 離脱やアメリカ大統領選挙で「世論形成において、客

観的事実が、感情や個人的信念に訴えるものより影響力を持たない状況」が生

まれたことがありました。「ローマ教皇がトランプ氏を支持した」「オバマ大統領が過

激派組織『イスラム国』（ＩＳ）をつくった」「英国はＥＵに毎週３億５千万ポ

ンド（約４７６億円）拠出している」など真実でないにもかかわらず、そうした

SNS 上のニュースを信じて行動を取ってしまう人々が多かった２０１６年でした。 
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あなたの主なニュース源は何ですか？スマホでチェックするニュース？テレビニュー

ス？新聞？どのニュースが一番信頼できると思いますか？あまり信頼できないと感

じているニュース源はどれで、それはどういう理由からなのでしょう？一つの出来事も、

その切り口次第で、視聴者に伝わるものは随分違ってきますし、何をトップ（一面）

に持ってくるかで「意図」が見えてきます。例えば、１２月８日付の新聞では熊本

日日新聞は「阿蘇路厳冬へ 凍結で生命線ストップも」、朝日新聞は「退位 特

例法押す方針」、西日本新聞は「ローカル６路線 低迷深刻 JR 九州」がそれぞ

れ一面トップでした。自分がどんなニュースに日々さらされているかを意識し、それが

真実かどうかを見極めようとする力は、大変重要であり、その力を養うのに役に立

つものの一つが外国語学習なのだと思います。 

堀江謙一さんという人がヨットで太平洋横断をした時、報道写真の日本語説

明は「大阪生まれで２３歳の堀江謙一さんは、特別設計した小型ヨット『マーメイ

ド号』で 62 年５月兵庫県の西宮を出発、９４日目の８月１２日に米サンフラ

ンシスコ湾に到着した。日本人初の太平洋単独横断だった。この快挙に刺激され、
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日本人のヨットによる外洋挑戦が始まった」。英語は Kenichi Horie, 23, after 

arriving in San Francisco on August 12, 1962 from Osaka, Japan 

despite a refusal by Japanese authorities to issue him a passport, 

since they considered the trip an impossible journey.でした。違いに

驚きです！どちらも「真実」。でも片方しか分からなければ、見えてはこない真実が

あります。 
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（１５）ゴールデン・グローブ賞 

January 2017 

その年の最高の映画を選ぶ、といえば、２月に発表されるアカデミー賞(そのトロ

フィ名にちなみ Oscars とも呼ばれています)が挙げられますが、その前哨戦とも言

われるのが Golden Globe Awards。「グローブ」のスペリングは globe /ɡloub/

で、意味は「地球・球」。日本人にとっては、glove /ɡlʌv/「手袋、（野球の）グ

ラブ」と混同してしまいそうで注意を要する単語ですが、globe の形容詞が「世界

的な、地球の」を表す「グローバル」global であることを思い出すと、これから間違

えないかもしれません。 

そのゴールデン・グローブ賞で、今回年間最優秀作品（ドラマ部門）に選ばれ

たのは、 “Moonlight” 。アメリカ・フロリダ州マイアミで、麻薬依存の母親によるニ

グレクトや同世代からのいじめを経験しながらも、自分の居場所を探そうとする青

少年を描いた作品です。実はゴールデン・グローブの年間最優秀作品には、もう一
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つ「ミュージカル / コメディ部門」があり、こちらで選ばれたのが “La La Land”

（タイトルだけでもノリノリの感じがするでしょう・笑） 。これは日本でも２月２４

日公開が決まっていますが、最優秀監督、最優秀脚本だけでなく、同じ部門の主

演男優・主演女優を含めたノミネートされた７部門すべてで賞を獲得。アカデミー

賞でも受賞が期待されています。 

最優秀アニメーション賞を獲得したのはディズニーの “Zootopia”。アニメと言え

ば、日本でも「君の名は。」や「この世界の片隅で」など、最近話題の作品が公開

され、見た方も多いのではないでしょうか。（私の母は「この世界の片隅に」を若い

人に見て欲しいと絶賛し、私は「なんでもないや」をリピートでかけている始末・

笑） 

映画は、読書同様、時空を超えた新しい世界を私たちに届けてくれる素敵な

媒介です。そして限られた時間（とお金）の中、何を見るかを決めるのは重要な

選択ですが、そんな時、海外の賞でのノミネート作品は大いに参考になります。ゴ

ールデン・グローブの最優秀作品候補の一つに上がっていたのは、メル・ギブソン監
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督の”Hacksaw Ridge”ですが、これは第二次大戦中沖縄での戦場で、決して

武器を使用しないことを選んだ青年兵を扱ったもの。実話に基づいています。お金

で買えないもののたとえとして、よく愛が挙げられますが、映画を見ていると、勇気も、

そうしたかけがえのないものの一つのように思えます。入試や学校の試験が一段落

した時、映画見に行ってみませんか？ 

“Everything I learned I learned from the movies.” – Audrey 

Hepburn 
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（１６）St. Valentine’s Day 

February 2017 

愛する二人を結ぶ — それがローマ帝国の時代、キリスト教の司祭だったヴァ

レンタインが行っていたことでした。当時の皇帝が「好きな人のことを考えていると戦

場での士気が下がる」として兵士の婚姻を禁止した時、兵士のために秘密裏に結

婚式を行ったがために、ヴァレンタインは処刑されました。その日が２月１４日。今

では世界中で「聖ヴァレンタインの日」は、愛する人を想う日の象徴となっていま

す。 

ただし「女性から男性へチョコレートを贈る」というは日本での話。決して「世界基

準」ではないと私が知ったのは、生まれて初めて海外に出かけた時でした。大学卒

業前に３週間、アメリカにホームステイに出かけた時、ちょうどバレンタインデーが重

なったんです。ホストファミリーには３人の女の子がいたのですが、その日学校から

帰ってきた彼女達がたくさんのお菓子をもらってきていて、「女の子なのになあ」と、ま
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ず不思議に思ったのに続き、夕食時に、ホストファーザーが、ホストマザーにチューリ

ップの鉢植えを贈ったのを見て「！？」。加えて私にまで、語彙を増やすためのゲー

ムをプレゼントしてくれたんです。２２年間日本版バレンタインデーしか知らなかった

私には、目から鱗の経験でした。ちなみに海外では、カードをやりとりしたり、素敵な

ディナーを共にしたり、男性から女性へ花を贈るということが多いようです。日本でチ

ョコレートが贈られるようになったのは、昭和の時代、モロゾフやチョコレートカムパニ

ーの考案だったと言われていますが、個人的に、よりショックだったのは、ホワイトデー

の起源が福岡石村萬盛堂のマシュマロデーだったと知った時でした（笑）。 

初めてチョコを男の子に贈った中学１年の時のことは、今でもよく覚えています。

学校で渡せなくて、家に行ったら最初にお母様が出てこられて、呼び出してもらった

のがとても恥ずかしかった...。でも、無償で人を好きになることは、かけがえのない

思い出を作ってくれるように感じています。このセミナー通信が出る頃には、みなさん

にとって忘れられないバレンタインの思い出ができているのかもしれません。作家の
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平野啓一郎さんの言葉を、心込めて贈ります。「あの人に値する存在でありたいと

願わないとするなら、恋とは一体、何だろうか？」（『マチネの終わりに』より） 
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（１７）浜田知明・宮崎静夫・香月泰男 

March 2017 

３人が椅子に座り、それぞれが前にあるボタンを押している。最後に手を下すの

は名もない（顔の分からない）人物だけれど、その背後には、そのボスと、さらに大

物が控えていて、その意思が頭上の原爆雲で表現されています。しかも彼はシェル

ターの中にいて安全で、危険には身をさらさない。熊本県御船町出身の版画家・

彫刻家、浜田知明さんによる作品「ボタン（B）」です。All you have to do is 

~. = You have only to ~. 「〜しさえすればいい」の構文の例文として、All 

you have to do is (to) press the button. 「あなたはボタンを押しさえすれ

ばいい」を挙げながら、私は毎年、英文法の講義で、この作品を紹介しています。 

浜田知明さんは９９歳。昨年１２月に白寿を迎えられましたが、今も現役！

私が初めて浜田さんの作品を見たのは、高校生の時、熊本城二の丸広場にある

県立美術館での展覧会でのことでした。第二次大戦中、現役兵として中国に派
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遣された浜田さんの作品には「再び日本が他国と戦火を交えることがないよう」にと

いう祈りが込められています。 

シベリアでの抑留体験を作品にしたのは熊本県小国町出身の画家、宮崎静

夫さんです。１５歳で満州開拓青少年義勇軍に志願し、１７歳で敗戦。皆さ

んと同じくらいの年代の頃の４年間を極寒の地で過ごすこととなりました。マローズ

（ロシア語で「厳寒、吹雪」の意味）の中、望郷の思いを抱え亡くなった仲間の

思いを表した作品が「マローズ（冬将軍）」です。 

同じくシベリアでの酷寒と飢餓と重労働の日々を、ルオーを思い出させるタッチで

作品にした画家に、山口県三隅町出身の香月泰男もいます。（どうぞ画像検索

などで作品ご覧になってくださいね）芸術作品を通し戦争を表現した代表的な３

人で、「この３人の作品を一挙に集めた展覧会を開催したい！」と話していた学

芸員の方が、今月末で退職されると知りました。この学芸員さんと知り合ったのは、

私が４０歳を過ぎてからですけれど、振り返れば彼が企画した展覧会で、高校生

の私が、大変な感銘を受けていたことになります。 
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今、「これはすごい！」と思っているものが、これから先ずっとあなたの人生に影響

を与えるかもしれません。映画、文学、音楽 — 机上での勉強以外の世界で、あ

なたに元気を与えてくれるものとの時間は宝物です！Enjoy your spring 

vacation!  
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（１８）Microchip 

April 2017 

「ガタカ」「マイノリティ・リポート」「ターミネーター」「１９８４年」「華氏４５１度」

- ゴールデンウィークにオススメの映画や本です。何故かって？そうした作品に描か

れている世界は、皆さんが間もなく生きていく（もしくは今生きている）世界にとて

も近いかもしれないから！ 

最近スウェーデンの Epicenter という会社が、社員の親指と人差し指の間にマ

イクロチップを埋め込むことを始めました。（写真参照）マイクロチップが埋め込ま

れれば、ロックのかかったドアも、暗証番号を打ち込んだり、ID カードを使ったりする

必要なく、手をかざすだけで入れるようになりますし、プリンターにセキュリティのため

の番号を入れる必要も無くなります。買い物だって、財布もクレジットカードもなしで

可能になるでしょう。今でさえ、IC カードがあれば、コンビニや電車の支払いに、現

金を持ち歩く必要性が減っているのは言うまでもありません。オーストラリアでも、皮
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膚にマイクロチップを埋め込み、ドアのロック、部屋の明かりの点灯、コンピュータのロ

グインのため、手をかざす生活を始めた人たちがいます。そうした人たちにとっては、

パスワードや PIN (Personal Information Number)をいちいち覚えておく必

要性は無くなりました。考えてみれば、既に心臓にペースメーカーを入れている人は

珍しいわけではありません。体に機械を入れることは新しいことではないのだとすれ

ば、どうでしょう、あなたもチップを埋め込んでみたいですか？ 

もちろんチップが埋め込まれれば、あなたがどこにいるか、会社はすぐに把握する

ことができ、会社にいる間、トイレに何度行ったか、さえ知られる事になるでしょう。

あなたが何をどこで購入したか、というプライバシーが侵されるかもしれません。けれど

同時に、認知症の人の徘徊や行方不明者の発見、意識がない状態での救急搬

送の身元確認などには力を発揮するに違いありません。 

加速度的なテクノロジーの進歩の中、私たちは人間と AI の過渡期に様々な選

択に迫られる事になるでしょう。Sci-Fi 映画や Sci-Fi 小説の世界が現実になりつ

つある今、最初に挙げたような作品は、その心構えを与えてくれると感じています。 
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53 

 

（１９）学芸員(curator)という職業 

May 2017 

「島原大変肥後迷惑」 — １７９２年長崎・島原にある眉山が山体崩落

し、その結果対岸である熊本に大津波が発生、約５千人が命を落としたという出

来事に基づいている言葉です。島原藩主は、甚大な被害に心労が重なりその月

末には亡くなっているほどですが、その時の教訓を忘れないよう各地に建てられた津

波碑の存在を知る若い世代は少なくなってきています。熊本では５月１４日まで

「震災と復興のメモリー＠熊本」という展示が県立美術館で行われていました。明

治２２年の大きな震災で、悉く倒れたお寺のお墓や崩れた町並の写真や版画は、

昨年の地震のものではないか、と思えるほど酷似！皆さんが住んでいらっしゃる町

で最後に大きな天災が起こったのは、いつかご存知ですか？「天災は忘れた頃に

やってくる」と言ったのは熊本の第五高等学校で夏目漱石からも教わった、物理学

者・文学者の寺田寅彦、とされていますが、この夏、自分の地元の天災の歴史を

研究してみるのは、とても興味深い発見につながるかもしれません。 
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「未来の森ミュージアム」という素敵なネーミングがされているのは熊本県八代市

立博物館ですが、ここで現在開かれているのが「円山応挙展」。江戸時代の代表

的日本画家、円山応挙の名前は、一度は聞いたことがある、という方、多いので

はないでしょうか？実はこの展示会、去年の４月１５日に開幕予定でした。とこ

ろが前夜に前震。本震の後、学芸員７人全員がすぐに駆けつけ、 展示作を収

蔵。全て無事、お借りしていた京都相国寺に返却したのですが「一点も損傷なく

返ってきた」とお寺の管長さんが学芸員の皆さんの丁寧な作業をたたえてくださった

そうです。しばらく前に、ある閣僚から、学芸員不要論とも取れる発言がありました

けれど、私たちが過去の価値ある作品や情報を得ることができるのは学芸員あって

こそ！なくてはならない存在です。 

最初に紹介した展示イベントでは、安政の江戸大地震（１８５５年）当時

描かれた「鯰絵（なまずえ）」も紹介され、地震を起こすと言われた鯰と対峙して

いる遊郭吉原の女性たちと歌舞伎役者の男性たちと共に、その戦いを見物してい

る職人たちも描かれていました。復興需要の恩恵を被り、受注を増やした彼らが、
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人々にとって羨望と風刺の対象であったことがわかり、現代にも通じるものとなって

います。学芸員によって可能になっている学びを知るたびに、「将来なりたい職業」

に YouTuber と並んで学芸員が上がってこないかな、なんて考える今日この頃で

す。 
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（２０）Basic Income  

June 2017 

アメリカでは、大学の卒業式は５月。そして commencement address (卒

業生のための演説) に、誰が呼ばれたか、が話題になるのですけれど、今年ハーバ

ード大学が招いたのはマーク・ザッカーバーグ、Facebookの創設者。そして彼が演

説の中で語った主な話題の一つが Basic Income でした。 

Basic Income とは簡単に言えば、無条件で、個人に、継続的に（例えば

毎月、生涯）、最低生活費として支給される所得を意味しています。職について

いようといまいと、誰にでも、という話をすると「そんなことしたら皆働かなくなるので

は？」というのが、まず出る質問です。けれど、確かにしばらくは、何もしないでいる

時間が必要と感じる人もいるかもしれませんけれど、少し時間が経つと「何かやりた

い！」と感じ出すのが人間の性のように思います。実際ロンドンでの実験でホームレ

スに現金支給したところ、彼らがお金を使ったのは、身なりを整えたり、ガーデニング
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の技術を身につけるためのクラスを取ることなど。お酒に、ということは殆どなかったと

いうことなんです。Basic Income があること、つまりやりたいことでたとえ失敗して

も食べてはいける、という収入があることで、それまで挑戦したくてもできなかったこと

にトライしよう！という気持ちが生まれる可能性が高くなります。老老介護や生活

不安で殺人や自死を選ぶ人も減るに違いありません。 

「どこに財源があるの？」と言われるかもしれませんけれど、アメリカの場合だと G 

DP の１％、国防費の４分の１で足りる、という研究結果も出ています。日本だっ

て、政治家の政務活動費や国防費をちょっと減らすなど工夫の余地はありそうで

す。スイスで去年、Basic Income の国民投票が行われた時、提案された額は

大人一人あたり２７万円ほど。夫婦なら５４万円になります。未成年には６万

８０００円ほどですから３人家族だと６０万円ほど。この案は、反対が７７％

で否決されましたし、確かに突然今、これほどの高額支給の実現は難しいでしょう

けれど、今年、スペインやフィンランドでは、もっと現実的な Basic Income の実

証実験が行われる予定になっています。 
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これから AI 人口知能の加速度的な発達で、仕事が機械にとって代わられる時、

もし Basic Income があれば、職を失うことに対する不安が減るだけでなく、今か

らその時代に生きるための準備にお金や時間を使うこともできるようになるかもしれ

ません。Basic Income あなたはどう思いますか？ 
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（２１）「星の王子さま」 

July 2017 

「おとなは、だれも、はじめは子どもだった。（しかし、そのことを忘れずにいるおと

なはいくらもいない。）」フランスの作家であり飛行士であったサン＝テグジュペリの

「星の王子さま」の序文です。大学で第二外国語としてフランス語を選択すると夏

休みの宿題が、この本を原文で読むこと。小学生の時以来、初めて読み直し、序

文だけで「この本ってすごいかも！」と圧倒されたのを覚えています。 

日本語訳をしたのは内藤濯（あろう）(1883-1977)熊本市生まれ。何と誕

生日は 7 月 7 日！彼が７０歳の時に翻訳した「星の王子さま」の原題は Le 

Petit Prince、英語では The Little Prince, 中国語では「小王子」— つまり

日本語のみ「星の」という訳が加わっているのは、彼が、七夕生まれだったことにも

因っているのかもしれません。 
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おそらく最も有名な言葉は「心で見なきゃ、ものごとはよく見えないってことさ。か

んじんなことは、目に見えないんだよ」というキツネの言葉でしょう。It is only with 

the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to 

the eye.” この言葉をちっちゃな時に聞いても「フーン。。。」くらいだった私でも、高

校卒業する頃には「確かに、友情とか、思いやりとか、目に見えないようなあ」と実

感できるようにはなっていましたし、それに続く「あんたが、あんたのバラの花をとても

たいせつに思っているのはね、そのバラの花のために、ひまつぶししたからだよ」は、今、

さらに心に響くようになっています。一緒に時間を過ごした相手、って特別だと思い

ませんか？一緒の空間にいた共通の思い出がある人って、人生で特別の存在で

す。 

サン＝テグジュペリは、第二次世界大戦中の１９４４年 7 月３１日、偵察

飛行に飛び立ち、地中海上でレーダーから消え、２０００年に、撃墜された飛

行機が海中で確認されるまで、６０年近く行方不明となっていました。撃墜した

ナチス・ドイツのパイロットは自身もサン＝テグジュペリ作品の愛読者で「長い間、あ
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の操縦士が彼では無いことを願い続けた。彼だと知っていたら撃たなかった」と語っ

たと言われています。この夏、「星の王子さま」読んでみませんか？ 
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（２２）「終戦・敗戦の夏に」 

August 2017 

映画「この世界の片隅に」は、去年「君の名は。」とともに、人々を映画館に引

きつけた作品でした。そして、戦争の時代に生きるすずさんの姿に、切なさや勇気

や愛おしさを感じた人も多かったのですけれど、それを映画への感動だけで終わらせ

ず、今の生活とのつながりを考える大切さを、８月には感じます。 

先月ニューヨークの国連本部で「核兵器禁止条約」が１２２か国の賛成によっ

て採択されました。これが国際法になるには、９月２０日までに５０か国が批准

することが必要となりますが、NATO(北大西洋条約機構)のメンバーはオランダ以

外参加せず、核を保有しているとされるアメリカ、ロシア、イギリス、中国、フランス、

インド、パキスタン、北朝鮮、そしてイスラエルも採択に加わることはありませんでした。

「現在の世界状況を考えれば、禁止するなんて現実を無視していることにしかなら

ない」というのがそうした国の言い分のようです。しかも日本も、署名しないことを断
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言しています。世界で唯一の被爆国である日本は、今回の採択に関する交渉に

参加することさえなかったのです。「７２年前、全身にやけどを負い、ガラス片が刺

さった皮膚の痛みをこらえ、水を求めて川に入っていき亡くなっていった広島、そして

３日後の長崎の人々は、今回日本がこの条約に署名しないと知ったら、どんな思

いになるだろう？「今回日本代表になっていた人って、メディアに対しては署名する

つもりはありません、って言えても、もし何十人、何百人もの被曝者に囲まれても、

署名しないことが正しいって言えるんだろうか？」そうしたこと、色々と考えてしまいま

す。 

同時に、まだまだ世界の他の国では、原爆投下が戦争終結を早めた、というこ

とが言われていると聞くと、「そんなことで正当化するのか！」と腹をたてる日本人は

多いのですけれど、でももし原爆が落とされていなかったら、日本はいつまで戦争を

続けていたのだろう？とも思うのです。もっと多くの人が命を落とすことになる戦争が、

さらに続くことになっていたのかもしれません。 

数十年経った時に「２０１０年代、どうして戦争に向かう道を日本人は選んで
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しまったのだろう？」と問う必要がない未来を迎えたいと思う８月です。 
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（２３）“PINK RIBBON” 

October 2017 

レッドリボンは AIDS、オレンジリボンは児童虐待、ブルーリボンは、アメリカではイ

ンターネット上における言論を守るための反検閲、日本では北朝鮮拉致、カナダで

は受動喫煙など、様々な啓蒙活動の象徴としてリボンが使われますが、今月１０

月はピンクリポン月間です。 

ピンクリボンは乳がん(breast cancer)の「早期発見、早期診断、早期治療」

の大切さを伝えるシンボルとして用いられています。現在、日本では一生のうちに

乳がんを患う女性は１１人に一人と言われていますから、例えば、高校でクラスに

２０人女子がいれば、そのうち２人は将来乳がんに罹る可能性があるということ。

かなりの高さです。けれど、乳がんは早期発見・治療をすれば、９０％以上良好

な経過が期待できる疾病であるのも確か。この早期発見を促そうというのがピンクリ

ボン運動の目的の一つです。しかも OECD の加盟諸国では７０％から８０％あ
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るがん検診受診率は、日本では僅か半分の３６％ほど！ 

乳がんは４０歳代後半から５０代前半にピークを迎えると言われていますが、

この頃は、子育て中の女性にとっては、子供が小学生から高校生。部活していれ

ば週末は車出しや応援、給食のない高校の場合お弁当作りでの早起き、塾に通

っていれば、その送り迎え、と親が子どものために時間を費やすことが多く、体の調

子が悪くならない限り、がん検診の事考える時間時間さえない忙しさ、というのが

現実ではないかと察します。 

けれど、母親が患い入院し（本人がもちろん一番辛いのですけれど）いなくなって

しまう時、どれだけ家族が辛いか、ということを、小林麻央さんと海老蔵さんの家族

のケースで感じてきた人も少なくはないはず。彼女や夫のブログの内容を癌と闘った

美談で終わらせるのではなく、どうすれば、家族がもっと長く一緒に居られることがで

きたのか、を今、生きている私たちは考え、実践することができます。 

忙しい母親に「健康でいてほしいし、検診受けてみたら！」って家族から検診の
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機会と時間を提案することって、素敵な贈り物になるに違いありません。お母さんの

笑顔を、これからもずっと見ることができるよう、検診、勧めてみませんか？ 

“pink gloves dance”で YouTube 検索    → 

https://www.youtube.com/watch?v=zOJxX7mNGwM 
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（２４）「マザー・グース / ナーサリー・ライム」 

November 2017 

「ナーサリー・ライム (nursery rhymes)」は nursery 「子供部屋」と

rhyme「韻文」という単語の意味から、主に「伝承的な童謡、わらべうた」を表す

言葉です。マザー・グース (mother goose)「ガチョウ母さん、ガチョウお婆さん」と

も呼ばれるのは、ガチョウが民話や童話に頻出したことと、家畜として重宝され、そ

の世話をしていたのがお婆さんだったことに由来しています。一番知られているのは

「メリーさんの子羊」でしょう。Mary had a little lamb, / Little lamb, little 

lamb / Mary had a little lamb / Its fleece was white as snow.  

私が最初に知ったマザー・グースは、「鏡の国のアリス」の挿絵で見かけた「ハンプ

ティ・ダンプティ」Humpty Dumpty でした 。歌詞は「卵のハンプティ・ダンプティ、

塀の上に座ってたら、勢いよく落っこちた 王様の馬と家来（all the king’s men）
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全部かかっても、もう元には戻せなかった」というもの。マザー・グースは意味深長！

あなたは「元に戻したくても、戻らないもの」って言ったら、何を思い出すでしょうか？  

ナーサリー・ライムは、多くの人に知られているため、様々な作品で引用されます

が、 “All the President’s Men” (1976)という映画のタイトルも、上記の all 

the king’s men から由来しています。この映画、邦題では「大統領の陰謀」とな

り、オリジナルの英語の味わいが消えましたけれど（苦笑）、物語は、アメリカのニ

クソン大統領が弾劾されるきっかけとなった大統領選に関するスキャンダル「ウオー

ターゲート事件」を調査した、ワシントン・ポスト紙の二人のジャーナリストの手記を

元にしたもの。このウオーターゲート事件にちなんで、現在トランプ大統領のスキャン

ダルが「ロシアゲート事件」と呼ばれていることをご存知の方も、いらっしゃると思いま

す。 

また今月東京芸術劇場で上演されている “One Green Bottle”（作・演出 

野田秀樹）のタイトルも、やはり “Ten Green Bottles”というナーサリー・ライム

から来ています。最初は１０本、壁にかかっていた緑の瓶が、１本１本落ちてい



70 

 

き、最後には全て無くなってしまう、という歌詞ですが、「緑の瓶」というのは１９世

紀前半設立されたイギリスの警察隊の警官を意味しているとも言われています。ち

なみに “One Green Bottle”という演劇作品は、何か（例えば、アイドル、ゲー

ム、宗教）に「ハマる」ことによる自己優先の「〇〇ファースト」主義（例えば「アメ

リカ・ファースト」「都民ファースト」など）を見事な英語劇にしたてたものですが、邦

題は「表に出ろいっ！」英語と日本語のタイトルのギャップを埋めるものは何？と考

えることが、言葉の与えてくれる価値ある面白みの一つだと感じています。 
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（２５）「単位」 

December 2017 

先日、予備校での講義に用いた英文に “£”という記号が出てきて、学生を悩

ませました。皆さんはご存知でしょうか？日本語では「ポンド」、発音としては 

/paund/ となるイギリスの通貨単位に用いられる記号です。ちなみにポンドはアメ

リカ・イギリスでの重量単位にも使われます。学生を悩ませた理由の一つは「ポンド

ならせめて p で始まってるならわかるけど、なんで L みたいな記号なのか、理解

できない」ということでした。確かに「なぜ？」って感じですよね（笑）。 

この記号は “libra”という言葉に由来しています。Libra が「てんびん座」を表す

ことからも推測できるように、libra はもともと古代ローマの重量単位でした。人が１

日分の主食としてのパンを焼くために必要な小麦粉の量（1 pound）を libra と

いう単位で表したと言われています。そこから貨幣単位の pound にも“£”が使わ

れるようになりました。 



72 

 

過去に一度アメリカで盗難にあい、調書を埋めなければならなかった時、体重を

ポンド、身長・体重をフィート・インチで書くことを求められたことがあります。それまで、

海外の単位で自分のことを考えたことがなく、随分戸惑いました。換算するには、

体重 100 pounds が４５.５kg くらいに相当、２ pounds で１kg ちょっと切

るくらい、と考えると計算しやすいです。。また身長の場合、1 footが約 30 cmな

ので、150 cm で 5 feet、 180 cm で 6 feet ほど。あと１inch＝2.5 cm で

考えていくと、自分のサイズの大体の換算もできますし、参考までに今回メジャーリ

ーグに行く野球の大谷選手は 6-foot-3 (6 feet 3 inches), 189 lbs と紹介

されています。 

単位として知っておきたいもう一つは、mile です。これは皆さんが読む英文でも

出てくることが多いでしょう。陸上などやっている人は「マイル走」というのが 400m×

４ということで、1 mile が約 1,600 m というのに馴染みがあると聞いたことがあり

ます。マラソンの距離も日本人は 42.195 km と言いますが、アメリカでは 26.2 

miles という、ちょっと簡単な数字になりますし、将来（ハワイを含む）アメリカで車
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を運転する時、標識に制限速度「５５」とあるのが時速５５キロではなく、約９

０キロであることも判断できます。更に、海外旅行といえば、免税になる香水など

の単位で「オンス」がありますが、発音は/auns/で、大体２８ ml ほど。記号は 

oz です。 

ここまでくると「じゃあ、どうしてドルなのに＄という記号なの？」と思った人もいるこ

とでしょう。ぜひ調べてみませんか？自分自身での発見は、他人から与えられたも

のよりずっと心に残るに違いありません！ 
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（２６）「語呂合わせ」 

January 2018 

鎌倉幕府の成立は、私の学生時代は「いい国作ろう」という語呂合わせで覚え

る 1192 年でしたけれどが、現在の教科書では１１８５年という説があるとのこと。

いろんなことを覚えるのに、語呂合わせやリズムは役に立つものですが、ちなみに

3.14 で始まる円周率、あなたは何桁まで言うことができますか？ 

１９９８年の学習指導要項の改定の際、円周率に関して「目的に応じて３

を用いて処理」という表現が出て、私は多くの人と同様、「円周率は３で教えるこ

とになったのか！？」と誤解して驚いた人間の一人。数学がとても苦手な私は、い

ずれにせよ円周率も 3.14 までしか言えませんけれど、先日朝日新聞の「折々のこ

とば」で、英語でのπの覚え方として、Can I find a trick recalling pi easily? 

「πを簡単に覚える秘訣がありますか？」という英文が紹介されていました。英文と

桁の関係、わかりますか？単語の文字数がヒントになるということなんです。つまり 
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Can は３文字、I はもちろん１文字、find が４文字、ということで、Can I find 

a trick recalling pi easily?という英文を覚えると、3.1415926 と、８桁まで

覚えることができてしまいます。Native でない人間にとっては、日本語の 3.14 の

方が楽なように思えますけれど、外国語でも、言葉遊びでいろんなことを習得する

方法があるという共通点の存在を知るのは楽しいですし、似たようなことは、惑星

の並びの覚え方にも表れています。 

私は日本語で「水金地火木土天海冥」と覚え、一時期海王星と冥王星の位

置が変わった時には「水金地火木土天冥海」だったようですが、現在はご存知の

方も多いように、冥王星は惑星から「準惑星」へと定義が変わりましたから、「水金

地火木土天海」。この惑星の並び、英語では My Very Educated Mother 

Just Served Us Nine Pizza.「私のとっても教養ある母が、ちょうど今、私たちに

９枚のピザを出してくれた」という文で覚えると聞きました。My が Mars、Very が

Venus, Educated が earth と、それぞれの単語の頭文字が惑星の名前の頭

文字と一緒。M が Mercury, J が Jupiter, S が Saturn, U が Uranus となり
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ます。ただ、この英語での覚え方からも冥王星 Pluto の P の Pizza が不要になり

ましたから、海王星 Neptune の N で終わらせるため、現在は、My Very 

Educated Mother Just Serves Us Nougat. のように、nougat（ヌガー） 

や nachos（ナチョス）を最後に置くようになってしまったと聞いています。あなただ

ったら nougat と nachos のどちらで覚えますか？それとも、それ以外に n で始まる

単語、オリジナルなものを選びますか？ 
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（２７）「あなたの意見を書きなさい」 

February 2018 

大学入試の英語試験で、そう求められる問題が増えてきました。知識や語彙の

有無で差がついていた以前の形式とは異なり、「あなたはどう考えるのか？」を問わ

れる問題は、普段、学校と部活と塾で、知識や技を吸収することに追われ、「考え

る時間」を持つことが少ない学生にとっては、苦手な問題になってしまいがちようで

す。 

ただ国公立大学の２次試験が近づき、苦手とばかり言っていられません。何が

世の中で話題になっていたかを整理し、自分の意見をまとめておくことは重要！個

人的に今年の入試で「外せない」と思っているトピックは以下のようなものがありま

す。 
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・AI artificial intelligence（との共存）— AIによって人間が奪われる仕事・

奪われない仕事 

・自動運転車 self-driving cars / autonomous cars （事故が起きた

場合、責任を取るのはメーカー？人間？） 

・東京オリンピック the Tokyo Olympics に必要なおもてなしhospitalityと

は？ 

・シェアリングエコノミー Airbnb, Uber  

・訪日外国人  foreign visitors / foreign tourists / people from 

abroad  

・少子高齢化問題 Japan’s aging society and low birth rate  

・労働力不足 labor shortage  
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・移民・難民問題 immigrant / refugee issue    

・在宅介護 at-home nursing care, home health care  

・介護福祉士     care worker  認知症  dementia 

・ベーシックインカム universal basic income  

・LGBT(Q) Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender 

(Questioning /genderQueer)   

・フェイクニュース、ポピュリズム  fake news / populism 

・男女格差    gender gap   114 位/１４４か国 世界経済フォーラム２

０１７年版男女格差報告 

・睡眠負債   sleep deficit 
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・SDGs (sustainable development goals )持続可能な開発目標＝誰も

が人間らしく安全に暮らせる社会と、豊かな自然環境との両立   

・外部試験による４技能テスト導入の是非 4-skill tests for entrance 

exams by using private –sector English tests 

自分なりの考えをまとめ、一度英語で書いて練習しておきましょう！ 

「冬来りなば、春遠からじ」です！ 
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（２８）「アカデミー賞 Oscars」 

March 2018 

今年のアカデミー賞が発表になりました。最優秀作品賞、最優秀監督賞を獲

得したのは “The Shape of Water”でしたが、個人的には、最優秀主演女優

賞と最優秀助演男優賞を獲得、ヴェネチア国際映画祭では脚本賞を受賞した

「スリー・ビルボード」を、ぜひ見ていただきたい映画としてお勧めします！ 

原題は “Three Billboards outside Ebbing, Missouri” 「ミズーリ州にあ

るエビングという町のはずれにある３枚の広告板」。人種差別、犯罪、保守主義

を背景に、人間の怒りが何を可能にしてしまうのか、また人間はいかに変わることが

できるのか、何によって変わることができるのか、が、見事な演技で届けられます。 

日本のニュースでは、「ウインストン・チャーチル / ヒトラーから世界を救った男」

でメイクアップ＆ヘアスタイリング賞で、日本人が受賞したことが大きく報道されてい
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ましたが、この映画、原題は “Dark Hours”。チャーチルと言えば、「ヨーロッパに

鉄のカーテンが降りた」 “An iron curtain has descended across the 

Continent.”という言葉で知られていますが、第二次大戦中、彼がイギリスの首

相の時、イギリス海軍が南フランスからの撤退に成功したストーリーが、最優秀作

品賞にノミネートされた映画「ダンケルク」になっています（既にレンタル開始）。史

実に基づく映画から学ぶことが、より良い未来を創るヒントが生まれることは多いよ

うです。 

「ペンタゴン・ペーパーズ / 最高機密文書」は、「E.T.」「シンドラーのリスト」「イ

ンディ・ジョーンズ」シリーズ、「プライベート・ライアン」「リンカーン」などの監督で知ら

れるスティーブン・スピルバーグによる作品ですが、原題は “The Post” 。別に郵

便ポストではありません。アメリカで The Post といえば、The Washington 

Post。1970 年代、二人の記者がウオーターゲート事件の追及をしたことで国際

的に知られる新聞社ですが、今回の映画では、ベトナム戦争をアメリカ国防総省

（その建物が５角形をしているので 『ペンタゴン』と呼ばれることが多い）が分析・
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記録した最高機密文書の存在を、ワシントンポスト紙がいかに暴露するかが語ら

れています。ジャーなリズムが、報道の自由を脅かす権力に立ち向かった事実を知

ることは私たちに希望と勇気を与えてくれるでしょう。 

そして最後にご紹介したいのが、最優秀アニメ映画賞を獲得した「リメンバー・ミ

ー」原題 “Coco”。「トイストーリー」を制作したピクサーによる作品です。上映され

る際には「アナと雪の女王」の新作短編と同時上演されるという意味でも、春休み

の楽しみになりそうです。 

２時間机に座って勉強するより、劇場での洋画の２時間の方が、学ぶことが多

い、というのは、よくあること！Why don’t you go see one the movies 

mentioned above?   
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（２９）「モリー先生との火曜日」 

April 2018 

２０１８年の世界幸福度ランキングが国連から発表されました。トップは、フィ

ンランド、２位ノルウエイ、３位デンマークと北欧の国が続き、日本は５４位。もっ

と上にあるべきだと思いますか？それとも、もっと下のはずだと感じますか？ 

このレポートが発表されたことと、ある本を偶然本屋さんの新刊書棚で見つけた

ことで、「幸せを感じる」ってどんなことか、改めて考えました。その本のタイトルは「モ

リー先生との火曜日」。見かけて「あれ？」って思ったんです。しばらく前に読んだ本

で、新刊書のはずがないから。でも、よく見ると刊行２０周年を記念して、著者と

翻訳者の新しいあとがきを加えた愛蔵版でした。自分でその本を手にとって読んだ

のが２０年前とは思えないのですが、皆さんにとっては新刊書と同じですね（苦

笑）。大学の教授だったモリー先生に、昔の教え子が火曜日ごとに会いに行き、

病床にあるモリー先生の「最後の講義」をまとめた本です。 
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この愛蔵版を見かけたのと同じ頃、朝日新聞の「折々のことば」に、この本からの

引用が紹介されてました。Giving is living. 「与えるのは生きている感じがする」

という訳がついていて、本を確認したら、モリー先生の次のような質問の箇所だとわ

かりました。 

「ほんとうに満足を与えてくれるものは何だと思う？」（中略）「自分が人にあげ

られるものを提供すること」「別にお金のことを言ってる訳じゃない。時間だよ。あるい

は心遣い。話をすること。そんなにむずかしいことじゃないだろう。大した才能もいら

ない。私はもうじき死ぬ。他の人の悩みを聞くのが、私にとってなぜ大切だと思う？

自分の痛み苦しみだけで、もうたくさんじゃないか？もちろん、そう。だけど、人に与

えることで自分が元気になれるんだよ。Giving is living. こうしてあげたい、と心

のそこから出てくることをやる。そうすれば、うらやむこともない。」 

さらにモリー先生は話してくれます。「人生のはじめ、子供の時には生きていくのに

他の人が必要だろう？人生の終わりにも、私のようになれば、生きていくのに他の

人が必要 。でも、ここが大事なところで、その中間でも やっぱり他の人が必要な
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んだよ」 

“Tuesdays with Morrie”  − オススメの１冊です！  
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（３０）「心理テスト」 

June 2018 

「たとえ世界中の事を知っていたとしても、自分自身を知らなければ意味がない」

という言葉を聞いたことがあります。ヒトラーによって６００万人とも言われるユダヤ

人や障害者などが殺戮された、ということを知識として持っていることは、知らないよ

りはいいかもしれません。けれどヒトラーが「正当な」選挙で選ばれた背景には何が

あり、何故当時多くのヨーロッパの人々がそれに異議を唱える動きにまで至らなかっ

たのか、を考えることは少ないようです。もし自分があの時代、ドイツに住んでいるユ

ダヤ人だったら、どう感じたでしょう？もし自分がアーリア人だったら、それまで仲良く

していた近所のユダヤ人の友達がゲシュタポに連れて行かれるのを、どういう気持ち

で見たことでしょう？もし自分の父親が、ヒトラーの部下で、父親がやっていたことを

戦後知ったら、自分はその息子であることをどう感じたでしょう？「想像力は、知識

よりも重要である」と述べたのは、相対性理論で有名なアインシュタインですが、彼

もユダヤ人でした。 
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自分はどんな人間で、どういう人間になりたいと思っているか、を考える時間が、

部活と塾に追われる学生に足りないのではないかと、ちょっと心配しています。で、

そんな時、客観的に自分を知る手助けになるかもしれない性格判断のための心

理テストは、興味深いものです。 

（１）動物を３種、思い浮かべてください。 

（２）それぞれの印象を書いてください。 

ちゃんと書き留めてくださいね。（書き留めるまで、先は読まないように！） 

書けましたか？ このテストでは  

（１）１つ目の動物の印象は「あなたが理想とする自分」 

（２）２つ目の動物の印象は「あなたが人にどう見られているか」 
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（３）３つ目の動物の印象は「あなた自身」と言われています。 

いかがでしょうか？当たってる！と感じる人も、そうでない、という人もいることと思

いますけれど（こんなテストを通してでなくとも）自分が尊敬している人を思い浮か

べて、なぜその人を尊敬しているのか考えたり、自分もそんな人間になりたければ、

今、何をしていると、そこに近づけるのか – 梅雨の時期には晴耕雨読。外に出ら

れない時、そんなことをとりとめなく考える時間があることを願っています。 
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（３１）“element” 

July 2018 

element という単語を聞くと、まず思い浮かぶのは「要素」という訳語ですけれ

ど、the elements は「自然の脅威、自然の力」を表すと知った時、「確かに、自

然の力は世界を作ってる要素。。。」と、とても納得したのを覚えています。今月は

ちょうど七夕の週末、全国各地で豪雨となり、大きな被害が出ました。（熊本に

おりましても）飯塚で国道が陥没したニュースを聞き、今も生活に大きな影響があ

る人もいらっしゃることと察します。お見舞い申し上げますとともに、復旧が１日も早

いことを願っています。 

キリスト教の文脈だと、the Elements は、イエス・キリストの体の部分としての

肉と血を象徴するパンとぶどう酒を表しますし、element という単語は、物質を構

成する「地(earth)、風(air)、火 (fire)、水(water)の４つを指している」とした

のは、古代西洋哲学です。地震、台風、噴火、水害 — 私たちを取り巻く世界
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は elements で成り立っていて、災害が起こった時、人間ができることは限られ

ていることを、今月も痛感することになったわけですが、だからといって何もせず手を

こまねいているのではなく、影響をより小さくするため可能な限りの備えをしておくこと

が、私たちにはできます。 

実は、大阪で地震があった時、関西地方にいました。九州に戻るための新幹線

がすぐに動いてくれず、どのルートを利用したら良いのか検索するためにスマホを使

い続けましたが、それは同時に、減り続けるバッテリーに対する不安との戦いでもあ

りました。バッテリーが切れてしまったら、情報が得られないばかりか、家族や友人に

電話もかけられずメッセージも送れないことになる — それはもう大変なプレッシャ

ー！「スマホと充電器」は（熊本地震の時も感じましたが）災害時に欠かせない

道具の一つになっています。また関東は（大規模な地震が近い将来起こってもお

かしくないと言われていて）甥が大学時代から住んでいるのですが、上京するとき

に、「キーホルダーに付けられるくらいの小さなライトとホイッスル」を渡し、付けてもら

いました。（写真：赤がホイッスル。その横の黒いのがLEDライト）救助を呼ぶ時、



92 

 

大声が出せなくても、笛のピッチの高い音や、夜、点滅させるライトで、SOSに気づ

いてもらえる可能性が高くなるのを期待してのことです。災害を予知することは難し

いですけれど、備えがあることが、命を守るかもしれません。残りの夏、無事に過ご

せますよう！  
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（３２）「世界遺産」 

August 2018 

６月末「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が世界遺産(World 

Heritage site)に登録されました。そこで、先月、１２の構成資産の一つである

天草にある﨑津集落を、初めて訪れました。集落の中で一番有名なのは、﨑津

教会ですが、案内してくださった方の言葉で心に残っているのは、「ここは観光地で

はなく、祈りの場所なのです」という一言です。 

天草で潜伏キリシタンが、絵踏みをした後、絵を踏んでしまった足を洗い、その

洗った水を沸かしてお茶にして飲んだ — そうしたエピソードを聞いた時、信仰と

は何か、考えさせられました。皆さんは、世界遺産、どこか訪れたことがあります

か？ 

実は、この天草を含ん だ世界遺産、英語で の登録名称は Hidden 
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Christian Sites in the Nagasaki Region 。そう、Amakusa という名前は

まったく出てきません。「どうしてなのだろう？」と何人かの人に尋ね、そのたびに「政

治的な理由」という言葉が返ってきました。一番わかりやすかったのは、天草、とい

う地域名を入れると、長崎の方も、長崎という一括りではなく、平戸、とか外海など

それぞれの地域の名前を入れるということになり、そうなると英語ではやたら長くなる、

という理由。確かに、例えば熊本は、漢字では２文字ですが、英語では８文字と

４倍に増えますし、英語表記での問題はあったかもしれません。個人的には、それ

でも天草か熊本という名前が英語名に入って欲しかった気がします。 

世界遺産の認定を受けることで観光振興につながるというのが、よくあるイメージ

ですが、どんな観光客が、どのくらい来るのが、その土地にとって、プラスになるのか、

を忘れてはならないと同時に、福岡の沖ノ島の場合のように、一般の人が訪れるこ

とのできない世界遺産の意味も考えさせられます。 

ちなみに、「ガリヴァー旅行記」にも絵踏みの話が出てくる、ということを、つい最

近、歴史研究をしている中学時代の友人から聞き、「え？ガリヴァー、読んだはず
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なのに絵踏みの話、記憶にないなあ」って我が身を恥じるとともに、この夏、もう一

度読み直したいと思っているところです。あなたもいかがですか？  
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（３３） 

September 2018 

４７都道府県で、前年と比較し、外国人増加率が一番高かったところ、ご存

知ですか？この夏、地方新聞の１面トップ記事の一つでしたので、答えを知ってい

る方も多いかもしれませんが、１位は熊本県。16.6%。２位が鹿児島、３位宮

﨑と続きます。熊本で増加した理由として、大学への留学生に加え、農業が盛ん

な地域に、ベトナムなどからの技能実習生の受け入れが増えていることが挙げられ

ています。飯塚はいかがですか？ 

また来月熊本市では日仏自治体交流会議が開催されるのに加え、来年度は

ラグビーとハンドボールの世界大会も開かれるため、訪日外国人の増加も予想さ

れています。熊本で行われるラグビーの試合は、フランス vs.トンガ、ウエールズ vs.

ウルグアイ。またハンドボールでも、フランスの出場が決定しているので、需要の高ま

りが見込まれ、フランス語を学ぶ人、増えそうです。 
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私は、大学時代第二外国語でフランス語２年間勉強したものの、今は残念な

がら、ほとんど何も残っていないと言わざるをえない状態（苦笑）。けれど、以前フ

ランスに旅行した時、簡単なショッピングのフレーズくらいは理解できて、嬉しかった

です！そして何より、言葉を学ぶことで、考え方の違いを楽しむことができます。今

も鮮明に覚えているのは、９０という数字の表し方！英語だと ninety という９を

表す nine と関係が見える単語が存在していますけど、フランス語で９０は、

quartre-vingt dix 。なんと４×２０＋１０！どうしてそんなに面倒な考え方

をするんだろう？って不思議だったけれど、同時に、あまりの衝撃で忘れられない表

現です。名詞の扱いに関して言えば、例えばチョコレートや本は男性名詞、学校

や雪は女性名詞、などのように、名詞に性があることに驚きましたが、その後、ドイ

ツ語では「中性名詞」なるものもあると聞いて、さらにビックリした次第！ 

外国語って、通じるだけでよければ、VoiceTra のようなアプリや、AI を駆使した

翻訳機で十分かもしれません。でも「学ぶ楽しみ」が奪われてしまうのは、残念な

気がするのです。これから皆さんにとって、外国語を学ぶことが、発見の喜びと笑顔
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の経験につながりますように！ 
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（３４）NO DOGS, NO LUCK 

October 2018 

タワーレコードに、NO MUSIC, NO LIFE 「音楽が無ければ、人生じゃない」と

いう有名なキャッチコピーがありますけれど、先日 website の記事で 見かけたの

は“No Dogs, No Luck”「犬がいなければ、チャンスがない」というフレーズ。北欧

デンマークで、犬を飼っていなければ入居できないアパートができる、というニュース

でした。すぐ思い出したのは、熊本その他の災害公営住宅で、ペットと一緒に住む

ことができるものがほとんど無いため、犬や猫などを飼っている人が仮設住宅を出て、

新しい生活を始めることが困難になっている人が多い、という状況です。皆さんの

周りにもいらっしゃいませんか？ 

ペットを飼っている世帯への対応は、もちろん市町村によって様々です。熊本市

の場合、８０戸程度は整備を検討するということですが、全体のニーズに比べれ

ば到底足りません。こうした問題が起こっている背景の一つに、条例でペットの飼
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育を禁止している既存の公営住宅との整合性を図る、ということがあるということな

のですが、被災者支援と、時代の変化を考えれば、もっと柔軟に変更できないもの

か、と思います。 

アパート１８室全てを、犬を飼っている人専用にして来年オープンするというデ

ンマークの新しい物件の場合、地元のペット団体とアイデア交換しながら開発した

ことで、床には掃除するのが簡単な素材を使ったり、外で水浴びさせるスペースが

あったり、という工夫も見られるとのこと。 

デンマークで犬を飼っている人の割合は 23%。日本では犬が１３％、猫が１

０％ほどなので、足すとデンマーク同じくらいなりますし、これは世帯の５分の１より

は多いことを考えると、決して少数派として切り捨てていいわけではないと思うので

す。もちろんアレルギーなどを考えれば、すべての公営住宅で導入するのは難しい

かもしれませんけれど、東日本大震災の場合、岩手県は集合住宅の棟ごとにペッ

トとの入居を可能にしたとの前例もあり、学べることはたくさんあります！ 
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海外のニュースに触れていると、日本では、まだ先駆的だったり、想像もできない

ことが、海外で当たり前だったりする事実に気づかされることが少なくありません。外

国語を学ぶことが、新しいアイディアを取り入れることにつながり、私たちの生活が心

豊かなものになること、色々ありそうです。天災に遭った時、ペットを置いて、人間だ

けが逃げる、という辛い思いをする人が、これから一人でも少なくなりますよう！＊

＊＊ 
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（３５）自動運転車とレジ袋 

November 2018 

最近、入試の英語問題では、従来からある、単なる下線部英訳ではなく、時

事的内容に関して、自由英作文と呼ばれる受験生の意見を問われる問題が確

実に増えています。今春の九州大学では、AI にとって代わられる可能性のある職

業について自由英作文を書くことが求められましたし、鹿児島大学でも自動運転

車に関する下線部英訳が求められました。ちなみに自動運転車を英訳してもらう

と automatic car と書く学生は、かなり多いのですが、英語で automatic car

というのは、いわゆる日本語での「オートマ車」つまり、クラッチ操作がいらない、マニ

ュアルではない車のこと。自動運転車の事は、ドライバー不在ということで 

driverless car や 自身で運転してしまう self-driving car もしくは 

autonomous car という表現を使うことが多いようです。 
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時事英語に関しては、ちょっと単語を知っておく、ということが大きなプラスになりま

すし、同時に、あるテーマに関し、試験場で初めて自分の意見を考えることになっ

て、時間が足りなくなる、という事態は、避けなければなりません。そこで、日頃から

新聞で、様々な問題の賛成反対・両方の論理的な意見に目を通し、論拠を明

確にした文章を書けるようにしておくことが大切になってきます。ネットでニュースをチ

ェックするというのも、全くしないよりは良いかもしれませんが、クリックする形だとどうし

ても、自分の意見と一緒の人を追っていく傾向が強くなり、意見を異にする立場を

分析する機会が減ってしまいますから、やはり新聞・書籍がオススメです。 

そして今年度の入試で、絶対準備しておきたいのが、プラスチックごみの問題！

マイクロプラスチックによる海洋汚染により、海水から作った塩にもプラスチックが含ま

れるようになってきて、人体への影響も懸念されるようになってきました。今、個人

や企業・政府がプラスチック利用を減らすためにやれること、やるべきことを２つぐら

いは英語で書けるようにしておきたいのですがいかがですか？多くの学生が思いつく

のがレジ袋なのですが、じゃあ、そのレジ袋って英語で何と言ったらいいのか？ – 
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plastic bags で OK です。「レジ袋を断って再利用できる袋を持ち歩くこと」は、 

Say “no” to plastic bags and carry reusable shopping bags. という

感じです。ストローを紙製に変えるという飲食店も出てきていますが、プラスチックを

減らすため、その他に、どんなことができそうですか？ 
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（３６）Yes, Virginia! 

December 2018 

毎年クリスマスが近づくこの時期になると、必ずアメリカのどこかの新聞に載る女の

子がいます。彼女の名前はバージニア。８歳。ある新聞社に手紙を出しました。

「本当のことを教えて下さい。Santa Claus はいますか？」 

バージニアが the New York Sun という新聞社に手紙を書いたのは１８９

７年。もう１２１年も前のこと。彼女は尋ねました。「私の友達はサンタクロースな

んていないって言ってます。でもパパは“もし Sun に載っているなら、いるんだよ”って

話してくれました。教えて下さい。サンタクロースはいますか？」 

新聞の社説で、この手紙に答えてくれたのは、フランシス・チャーチという一人の

記者でした。「バージニア、あなたのお友達は間違っています。皆は何でも疑うよう

になっていて、世の中でわからないことは何もないと思っているようです。でも、人は、
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子どもであれ大人であれ、周りの素晴らしい、限りない世界と比べれば、とても小さ

な存在でしかありません。Yes, Virginia, there is a Santa Claus. サンタクロ

ースは確かにいます。それは、愛や広い心や大切な人の為に尽くしたいという思い

が存在しているのと同じくらい確かなこと！そして、そうした気持ちが私達の生き方

に最高の美しさと喜びをもたらしてくれます。サンタクロースがいなかったら、あなたが

いないのと同じくらい、世界は寂しいものになってしまうでしょう！そこには、子供のよ

うに純粋に何かを信じる気持ちも、詩やロマンスもないことになってしまう。子供時

代を明るく照らす永遠の光も消えてしまう。そうしたものがあるからこそ、私たちは、

人生を耐え抜いていけるというのに。 

サンタクロースを信じないって？なら、パパに頼んで、クリスマス・イブにサンタクロース

を捕まえようと、煙突のところで見張っていることも出来るでしょう。でも、もしそれで

サンタクロースが煙突降りてくるのを見なかったからといって、何が証明されるというの

でしょう？誰もサンタクロースを見てないからといって、サンタクロースがいないってこと

にはならない。 
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信じる心、想像する心、そして愛する心だけが、私たちに最高の美しさを垣間見せ

てくれます。バージニア、サンタクロースは確かにいます！サンタクロースがいないっ

て！？そんなことありません。サンタクロースは確かにいて、これからもずっと、子ども

達の心に喜びを与え続けてくれるんです。」 

これがチャーチ記者のバージニアへの返事でした。あなたは、サンタクロースを信じま

すか？ 
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（３７）「努力と運」 

January 2019 

ものごとに成功するのに、「努力」と「運」と、どちらが大きなウエイトを占めていると

思いますか？もちろん、「成功」とは何かという定義次第で、運と努力、どちらがより

影響力を持っているのか、変わってくるのかもしれませんけれど、以前、あるアンケー

トでの回答が、まさに半々だったのを興味深く見たのを、今でも鮮明に覚えていま

す。成功を左右するのは努力かもしれないし、運かもしれない。「努力は報われる」

とよく言われるし、そう信じたいけれど、必ずしも、自分が望んでいる形で報われるか、

というと、そうとは限らないことを痛感することの方が、これからの人生で多いかもしれ

ません。 

けれど、同時に努力は、必ず何らかの形で、自分を成長させてくれる、というのも

真実ではないかと思っています。Pain is inevitable. Suffering is optional. 

「痛みは避けがたいが、苦しみはこちら次第」— 村上春樹の本「走ることについて



109 

 

語るときに僕の語ること」に書かれていて知られるようになった言葉です。努力する

過程で、痛みはあっても、それを苦しいと感じる「必要」は、確かにない。何かを「苦

しい」とだけ感じるのか、「これを超えたところに求めるものが待っている」という気持ち

の方を強く感じることができるのか、で持久力さえ変わってきます。センター試験や

高校入試において、自分のベストを尽くすことの先に、少なくとも「できる限りのこと

はやった」という充実感が残り、そこに大きな意義を見いだすことができると考えてい

ます。 

1 月 6 日の朝日新聞に中学・高校生による「私の折々のことばコンテスト２０

１８」の結果が掲載されていました。Z 会賞を取っていたのは、もう一つの村上春

樹の作品「海辺のカフカ」からの言葉 —「早いうちからいろんなことをきっちりきめつ

けないほうがいいよ。世の中には絶対ってことはないんだから。」 

そしてもう一つ、はやぶさ２ 元プルジェクトマネジャーの言葉 —「ゆっくりでも止

まらなければけっこう進む」。 
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運も才能も自分ではコントロールできないものですけれど、努力だけは自分次

第！最後の最後まで、「より良い」答案を目指す気持ちこそが、合格を近づけてく

れると信じています。「冬来りなば、春遠からじ」です。 
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（３８）Life doesn’t have to be perfect. 

February/March 2019 

2 月半ばアメリカ テネシー州ナッシュビルで開かれた Country Radio 

Seminar (CRS)に参加しました。CRS には全米から 2000 人を超えるラジオパ

ーソナリティやプログラムディレクター、レーベルが集まり、3 日間のコンベンションの間、

様々な分科会が開かれます。 

毎日ランチとディナーには、 ワーナーやユニバーサルなど様々なレーベルの看板・

新人アーティストのパフォーマンスがあり、セミナー最後の夜を飾るのが New Faces 

show. セミナー参加者が前もって投票し、得票の多かった５組の新人アーティス

トが登場するショーで、この５組に選ばれることが、夢を追いかけるカントリーアーテ

ィストの目標となることも少なくありません。 

ちなみに、日本でアーティストがデビューすると言ったら、何歳をイメージしますか？

大体 10 代ということが多そうですけれど、今年の New Faces の平均年齢は、
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29.7歳。そう新人で30歳というのがカントリーでは、かなり普通のことなのですが、

理由の一つは、カントリーの歌詞内容が、恋人との関係だけでなく、疎遠だった父

親や、母親との葛藤、時には児童虐待や DV, アルコール依存を扱うことさえある

からではないかと察します。今年、New Faces show に選ばれた一人のアーティ

ストが、ステージで語りました。「初めてCRS に観客としてきた時に『来年は自分が、

あのステージに！』と思った。次の年も『来年こそは！』と思った。それからさらに5年

以上経って、今日、ようやくここに来ることができた！」って。 

 そんな言葉を聞きながら、考えてました。熊本で多言語表記を進めたい って考

えて 3 年やってきて、それが今、ラグビーとハンドボールの大会半年前なのに、なか

なか進んでないことを悔しいなって思ってるけど、こうしたアーティストの頑張り考えた

ら、自分も、もっとやれることあるんじゃないかって！頑張ったら全て夢が叶うほど、

人生は甘くないけれど、「どうせ」って引いてしまうより、「せめて」って考えて、トライし

てみる勇気を持ちたい。 



113 

 

Life doesn’t have to be perfect to be wonderful. 「人生が素晴らし

いものであるために、人生が完璧である必要はない」Nashville で見つけたカード

にあった言葉です。  
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（３９）あきらめたら 試合終了 

April 2019 

安田純平さん、ご存知ですか？安田さんは、シリアで 40 ヶ月拘束されていたジ

ャーナリストです。一口に 40 ヶ月と言っても、3 年と 4 ヶ月。中学や高校に入学し、

卒業し、更に４ヶ月、と考えると、途方もなく長い時間、自由を奪われていたことが

想像できると思います。その安田純平さんが、解放された後、日本記者クラブで昨

年１１月記帳した言葉が「あきらめたら 試合終了」でした。 

三月半ば、安田さんの講演が熊本で開催され、出かけたのですが、最初に「へ

え！？そうなんだ！」と気付かされたのが、「人質」であることと「拘束」されることは、

違うということでした。どういうことかというと、たとえ「拘束」されていても、身代金の

請求がなければ「人質」ということには、ならないのです。ところが彼が最初イラクで

自由を奪われた時、「拘束」ではなく、「人質」− 英語で hostage − と表現し

たメディアがあったために、解放された際、「人質だったのに解放されたってことは、お
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金を誰かが払ったに違いない」と多くの人が考えることになってしまったということ。そ

してそのことが、彼のその後の活動で、大きなマイナスになっていきます。言葉の扱

い、認識の違いが、人の運命を左右することが、世の中では少なくありません。 

ジャーナリストが危険に晒されると、「自己責任」と言われますけれど、彼らが私

たちの知らない世界に行き、生きて帰ってきてくれるからこそ知ることができる世界が

あります。この文を読んでくださっている、この瞬間にも、世界には、爆撃で体の一

部を吹き飛ばされる子供達がいて、清潔な水が水道から出てくるなんてことありえ

ないから、朝早起きして、３キロ歩いて、水汲みに行かねばならない女の子もいる

ーそうしたことは、ジャーナリストや発展途上国で活動する人たちがいてくれるから知

ることができます。「いや、そんなの知らなくていい」とも言われそうですけれど、そうし

た人たちを知らず、手を差し伸べることがない日本や日本人に、何かあった時、誰

か私たちに手を差し伸べてくれるのか、というと、それは難しいのかもしれません。 
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どんな問題が世の中にあり、どうやってそれを解決しようとするか、共に考え、行

動することで、未来は、今よりは希望が持てるものになるかもしれない。もちろん、あ

くまで「なるかもしれない」だけれど、「あきらめたら、試合終了」です。 

ジャーナリズムだけではなく、スポーツ、料理、ファッション、お酒、何かを探求する

人がいるから、私たちの生活は豊かになる。「明日、生きていられるかどうかわからず、

走馬灯のように人生を振り返った」と言う安田純平さんが、「自分の好きなことをや

ってほしい」と話される時、「自分の走馬灯には何が現れるのだろう？」と考えた講

演会でした。あなたが、好きなこと、極めたいことは何ですか？ 
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（４０）元号そしてオリンピック 

May 2019 

先日、予備校での講義で、the Showa period を、学生が「昭和時代」と訳

したのを聞いた時、「来るべきものが来た！」という気がしました。わたくしは、昭和の

生まれなのですが、昭和に生まれた人間の多くは、「昭和時代」とは言わず、昭和

「の」時代、という言い方をすることが圧倒的に多いと思います。元号に（「の」が無

く）直接「時代」という言葉が続くのは、大正だったり、明治だったり、「既に遠い過

去になった」時代だったのですが、今や、紛うことなく、昭和は過去のものになったこ

とを学生の訳から思い知らされた気がした次第です（苦笑）。 

英語で「元号」を表すには era name / imperial era name /the name 

of the era などの表現が使われます。江戸時代は the Edo period、明治時

代は the Meiji era、昭和は the Showa era/period 、平成は the Heisei 
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era/period と、「〜時代」の訳語には、period もしくは era が使われます。

age や time は用いられませんので、ご注意くださいね。 

また日本人にとって、冠詞は、その用法をマスターするのが難しい項目の一つで

すが、固有名詞の時代に関しては、上の例のように the がつきます。ちなみに、

他にも the をつける固有名詞として心に留めておきたいのが、海洋名と河川名。

例えば、太平洋は the Pacific (Ocean)、遠賀川は the Onga (River)とな

ります。鉄道路線も the が付きますので、筑豊本線は the Chikuho Main 

Line。（ただし、駅名には冠詞が付きませんので、「新飯塚駅」は Shin-Iizuka 

Station） 

そしてもう一つ、the をつけなければならないのが、固有名詞の複数形です。例

えば、アメリカ合衆国は、州が５０集まっているので、the United States (of 

America)ですし、国連は国が集まっているので、the United Nations。ロッキ

ー山脈は（山が複数あるので）the Rockies。アルプス山脈は（日本語でも「ス」

があるので分かりやすいですが）the Alps。オバマ一家は、オバマの家族複数で
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成り立っているので the Obamas になりますし、１９９０年代は the 1990s。

同様に、オリンピックでは、様々な（複数の）競技が行われますから、the 

Olympics と the と“s”が付きます。いよいよ来年に迫ってきた東京オリンピックで

あれば、the Tokyo Olympics もしくは the Tokyo Olympic Games 。こ

れから英作文などでオリンピックのことを書く時には, 最後に“s”を付けるのを忘れず

に！ 

さて、飯塚は国際車椅子テニス大会でも知られていますが、パラリンピック、そし

て車椅子、綴ることできますか？  
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（４１）ラグビーワールドカップ 

June 2019 

Rugby World Cup 2019 も開催まで１００日を切り、全国１２会場に

含まれる福岡でも広告やイベントなど多く見られるようになってきたのではないかと

察します。福岡では Italy vs. Canada, France vs. USA, Ireland vs. 

Samoa の３試合が行われますが、観たい試合はありますか？ 

熊本では France vs. Tonga, Wales vs. Uruguay の２試合なのですが、

こうした競技で、なぜ「イギリス」ではなく、「イングランド」だったり「ウエールズ」なのだ

ろう？と気になったことはありませんか？わたくし自身、正直言えば、イギリスとイング

ランドが違うのだと知ったのは、高校の頃だったような気がします。もちろん、スコッチ

ウイスキーとか北アイルランド紛争とか聞いていましたけれど、England, Wales, 

Scotland, Northern Ireland それぞれが country つまり「国」扱いになってい
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るという「認識」と、イギリスの正式名称「グレートブリテン及び北アイルランド連合王

国」という「知識」は全く繋がっていませんでした。 

で、今回熊本ではウエールズの試合があるということで、ウエールズ政府代表事

務所の代表が、先日熊本を訪れてくださったのですが、一つ「警告」されたことがあ

りました。Wales から来ている人に対し、イギリスから来ているという意味で、So 

you’re from England! とは絶対言わないでほしいということ！ England と 

Wales は、別々の「国」という意識が強いので、From England ではなく、

from Wales であり、Englishman ではなく、Welsh と表現して欲しいとリクエス

トされたんです。 

 似たようなものじゃない、と考えてしまいそうですが、例えて言えば、私たちがアメリ

カに行って、買い物をして店員さんから「謝謝」と言われたら、「いや中国人じゃなく

て、日本人です」と言ってみたくなるようなことだと思います。「アジア人」という枠組

みで、十把一絡げにしてしまうのは相手にとって失礼だろう、と想像するのは難しく

ありません。また同様に、西洋人だからといって、英語が通じるわけでもないことも言
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うまでもありません。福岡ではフランス対アメリカの試合がありますが、フランス人は

英語で話しかけられても（たとえ意味が分かっていても）答えない、と言われるほど

自国語を誇りに思っている、と聞いたことがあります。 

イタリアやフランスを応援に行く時、会話ができたらいいな、と思ったら、自動翻訳

アプリ “VoiceTra”（無料）試してみませんか？その国の言葉で、あなたの思い

届けるお手伝いしてくれます！ 
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（４２）SPACE 

July 2019 

「これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては大きな飛躍であ

る 」 ” That's one small step for (a) man, one giant leap 

for mankind." 今から５０年前、１９６９年７月２０日、アポロ１１号に

より、人類初めて月面に降り立ったニール・アームストロング船長の言葉です。記憶

力の悪さには定評のある私でも、月面着陸のシーンを（ライブだったのか、録画だ

ったのか）友達と白黒テレビで見ていたことは覚えているほど！それだけインパクト

が大きいニュースでした。 

NASA (National Aeronautics and Space Administration アメリカ航

空宇宙局)が生まれたのは１９５８年。それからずっと、いつの時代も「宇宙探査

にお金を使うより、貧困や病気で苦しんでいる地球上の人たちを助けるのが先では

ないか」という声はありました。もちろん、助けを必要としている人への援助は欠かせ
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ません。けれど宇宙には未知の世界が広がっています。「未知を既知に変える」こと

で成長できる、というのは、社会もまた私たち一人一人も、同じなのだと思います。

以前「NASA が開発した素材があったから、アジアで戦争によって残っていた地雷

を踏んで、足の一部を失った象を（また歩くことができるよう）助けることができた」

という話を聞いたことがありました。ロケット打ち上げの歴史の中で、開発者そして

宇宙飛行士たちは、絶体絶命の窮地に陥りながらも、勇気とチームワークと絶え

間ない努力で、困難を乗り越えてきたのです。 

さらに今、人類は、人口増加と気候変動により、大きな危機を迎えようとしてい

ますが、そこで注目されているのが、地球外に居住地を求めるというアイディア！

「あり得ない」って？けれど、アポロ１１号の１００年前は、西暦１８６９年。

日本は明治元年でした。誰が１００年後に月に人が立っているなんて想像でき

たでしょう？今は想像さえできないことを可能にする未来を、私たちは作ることがで

きるんです！ 

史実として、宇宙探査のストーリーを知ることは、大きな励みを与えてくれます。
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夏休みの間、DVD でそうした物語、楽しんでみませんか？オススメは「アポロ１３」

「ライトスタッフ」「ファースト・マン」「はやぶさ/HAYABUSA」、フィクションとしては「ゼ

ロ・グラビティ」「インターステラー」「オデッセイ」、そして古典としての「２００１年宇

宙の旅」。 

Enjoy your summer with great movies!   
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（４３）NAGASAKI 

August 2019 

「Nagasaki=破壊する 米ドラマ 動詞で使う 原爆に着想、俗語表現か」 

8 月 8 日の西日本新聞のトップ記事は、かなり衝撃的なものでした。アメリカで

ヒットし、日本でも放映されている “This Is Us”の台詞で Nagasaki という言

葉が以下の文脈で使われていたというのです。 

“If you do, I’ll be forced to Nagasaki your life and career.” 

「もし降りるなら、君のキャリアを徹底的につぶすしかない」」 

（そして、かつて人気だった別の俳優の名前を挙げ、自分に逆らった俳優の末

路を思い知らせようとする場面で） 



127 

 

 "I Nagasak’d him.”「私がつぶした」（日本語訳は DVD 吹き替え版、英

語は英語字幕より） 

もちろん詳細記事（熊本版２９面）にはあったように、ある意味では、原爆の

悲惨さを表している、とも言えるのですけれど、A-bomb (=atomic bomb 原

爆)を動詞として「叩き潰す」の意味で使うのならともかく、都市名を、その意味の

動詞として用いるのは、やっぱり納得し辛い。しかも原爆を落とした（徹底的に破

壊した）のは、アメリカであって長崎ではないのですから。 

この夏、梯（かけはし）久美子さんの「原民喜（はら たみき） 死と愛と孤独

の肖像」を読みました。とってもシャイで、世渡りも得意とは言えなかった詩人原民

喜が、彼の才能を信じ、明るく支えてくれた妻を病で亡くしてしまい、生きる意味を

失いかけていた時、広島の実家で被爆。自分は生き残ったのだかから、そこで目

撃した人々の惨状を残さなければいけない！（「コハ今後生キノビテコノ有様ヲツ

タヘヨト天ノ命ナランカ」）という強い思いで書いたのが「夏の花」という短編でした。 
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みなさんが、これから海外の方と接する機会がある時、もしかしたら（私がこれま

でそうであったように）「原爆があったから、戦争があれ以上長引くことなく集結し、

双方の犠牲が増えずに済んだ」という話を聞くこともあるかもしれません。実は私自

身、それを論破する答えを、まだ持てずにいます。沖縄で起こったことや、当時の日

本の軍部を考えれば、国民玉砕まで戦争を続けていたかもしれないと思うのです。

けれど、同時に、そうした原爆肯定的な考えを持つ人に、一度は広島・長崎の、あ

のきのこ雲の下で起こっていたこと — 人々の呻き声、火傷で膨れ上がった顔、ダ

ランと垂れ下がった皮膚のまま呆然と歩き続ける人— を知ってもらいたいとも切に

願うのです。 

愚かな為政者を選ぶことなく、皆さんのこれからの人生が、戦争のない平和なも

のであることを心から祈っています。  
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（４４）祝日 

September 2019 

文房具店で、来年の手帳が並ぶ季節になりました。私にとって、自分に合う手

帳を選ぶのはとっても幸せな時間なのですけれど、皆さんはいかがですか？ 

で、スケジュールを決めるのに気になるのが来年の祝日！と言うことで、まずは、

日本の祝日を英語でどう表現するのか確認してみましょう！ 

New Year’s Day   January 1 

                  Age Day  Second Monday of January 

National                 Day  February 11 

The                           February 23 
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Vernal Equinox Day  Around March 20 

Showa Day  April 29 

                 Memorial Day  May 3 

Greenery Day  May 4 

Children’s Day  May 5 

               Day   Third Monday of July 

               Day  August 11 

R           for the A         Day  Third Monday of September 

Autumnal             Day   Around September 23 
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            and Sports Day  Second Monday of October 

Culture Day  November 3 

Labor                  Day  November 23 

 

いかがだったでしょうか？空欄埋まりましたか？（解答は一番下に） 

体育の日は以前は不動の 10 月 10 日でした。1964 年の東京オリンピックの

開会式の日だったからです。（来年も 10 月のオリンピックだったら、暑さ対策も楽

だったでしょうけれど。）で、その来年の the Tokyo Olympics / Paralympics

のため、いくつかの祝日が移動します。海の日は 7 月 23 日（木）へ、体育の日

は「スポーツの日」と改称され、オリンピック開会式がある 7 月 24 日へ、そして、山

の日は 8 月 10 日へ。 
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祝日はそれぞれ意味があって生まれたもの。それを動かしてしまう「効率的な」考

えで失われるものって、実は、かなり大きいような気がしています。 

Coming of / Foundation / Emperor’s Birthday / Constitution(al) 

/ Marine もしくは Sea / Mountain / Respect … Aged / Equinox / 

Health / Thanksgiving  
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（４５）定期テスト廃止 

October 2019 

学校の中間テストや期末テストなんて、なかったらいいのに！と思ったことありま

せんか？実は、ご存知の人もいらっしゃるでしょうが、現在、中学校の一部で、定

期テストを見直す動きが出てきています。最初に話題になったのは、千代田区立

の麹町中学校でしたが、福岡の中学校でも定期テストの回数を減らすところが出

てきた、という記事を先月新聞で読みました。個人的には、それによって生まれる、

生徒と先生それぞれの工夫が、「学ぶ」ということの本質に近づきそうで、なかなか

いいんじゃないかと感じています。 

糟屋郡の須恵中学校では、定期テストは、学期１回のみ！ノートの持ち込み

も可能になったそうです。すると、持ち込みが認められたことで、ノートの取り方を工

夫し始めた生徒がでてきたとのこと。その話を聞いた時、私自身が担当している予
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備校の学生の姿が目に浮かんできました。実は黒板に板書したことをノートに取ら

ない学生は、以前に比べ、圧倒的に増えています。皆さんは、いかがですか？ 

もちろん、いろんな先生がいて、必要じゃないことを書く先生もいらっしゃるかもし

れませんが（苦笑）基本的には（飛び抜けて記憶力がいい、ということでない限

り）メモを取ることは、できるだけ多くの自分の感覚を活かして身に付けることにつ

ながり、学習にプラスだと思うのですが、書くという動作につながらない学生、結構

多いと感じています。 

ただ、もう一方で、講師の私は白と黄色２色のチョークしか使わないにも拘らず、

自分の判断と工夫で、色を加えたり、イラストを添える学生もいて、感心させられる

ことがあるのも確かです。もしテストにノート持ち込み可能、ということになれば、言

われたこと、書かれたことだけを単に写す、ではなく、「自分で工夫する」という学び

につながるのではないかと思います。もちろん定期テストを減らした学校では、教科

書の単元ごとの小テストが実施されているところが多く、「普段から気が抜けなくて、

大変！」という生徒の声も聞きます。けれど、一夜漬けで、テストが終わったらすぐ
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忘れる、という勉強より、日常的に自分で自分の足りないところを考え、判断し、

必要であれば友達の助け、先生への質問を通して、理解していく、という方が、こ

れからやってくる問題解決の時代に必要な力をつけていくことにつながるに違いあり

ません。学校の定期テスト、有るのと無いのとでは、自分にとってどちらがプラスにな

りそうですか？ 
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（４６）accessible 

November 2019 

海外の旅行パンフレットなどで、博物館や美術館、ホテルの説明に accessible 

（アクセッシブル）という言葉を見つけることがあります。access というと、最近は

日本語のウエブサイトで「アクセス」とか “ACCESS” と、いかにも英語で通じるか

のように表示され、その施設への道案内情報が書いてあるページがありますが、英

文 website であれば、その内容は通常 DIRECTIONS という表示のところに

あります。（ちなみに HP という２文字表記は、ネイティブには何のことやら分からな

いことが殆どです。一つの website の中 に HOME (home page) という英語

は存在しますが、それは、その website の「最初のページ」を指す表現です。まず

HOME があり、そこから DIRECTIONS＝アクセス, CONTACT US＝問い合わ

せ , ABOUT US＝会社（組織）案内 ）などをクリックして別の詳細ページに

移動することになります） 
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で、もともと access には「接近」「入場」「利用権」などの意味がありますので、

accessible が表すのは、車椅子(wheelchair) によって access + able (アク

セスできる)、つまり日本語で言う「バリアフリー」に相当する表現ということになります。

最近は車椅子を必要とする国会議員が二人選ばれたことで、議事堂のバリアフリ

ー化が進んでいます。あなたの学校はいかがですか？車椅子利用者のためのエレ

ベーターは設置されていますか？ 

車椅子利用の２年生がいる、熊本のある公立高校は、まだエレベーター設置

までこぎつけられていません。その高校が熊本城の敷地内で（遺跡が見つかる可

能性から）調査無しには掘削できない、というのが理由だったようです。けれど震

災で損害を受けた熊本城も、現在バリアフリーの観点から、地面を掘らない形で

設置できるエレベーターが導入される予定とのこと。時代が進むことで、技術の選

択肢が増え、不可能だった夢が叶うようになる、ということはあるのだと思います。 

友人や家族で車椅子を利用している人がいる、ということもあるかもしれませんし、

私たち自身、いつ事故や病気で車椅子ユーザーになってもおかしくありません。そん
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な時、より多くの施設が accessible であることが、本人にとっても家族にとっても、

日々の暮らしの中で、ちょっとした支えになるに違いありません。 
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（４７）将来の日本＝あなたが生きるかもしれない日本 

December 2019 

日本に解決したい社会課題がある、と思いますか？ 

日本財団が、この秋、世界の１７歳から１９歳の若者を対象に行った調査で、

「自分の国に解決したい社会課題がある」という問いに、「はい」と答えたのは、イン

ド 89.1%、イギリス 78.0%などある中で、日本は 46.4%。調査した９カ国中

一番少ない数字でした。もし実際に課題が少ないのなら、それでいいのだと思いま

すけれど、「自分の国の将来についてどう思っていますか？」と問われ、「悪くなる」と

答えた若者は 37.9%で、９カ国中、最高。ということは、悪くなると思っているのに、

課題があるとは思っていない、ということになります。将来に不安を抱えながら、問

題が見えていない — 例えて言えば、もうすぐ試験だから不安だけど、自分がやる

べきことは、ないと思っている、という状況。それで試験の日が来てしまえば、多数

派にとっては、大変厳しい結果になるのは目に見えています。（ちなみに個人的に



140 

 

は、少子高齢化による労働不足を筆頭に、入試制度など、日本には課題色々あ

りそうだと感じている次第。） 

また「どのようにして国の役に立ちたいと思いますか？」という問いに対し、他の国

と比較して、スコアが一番低かったのが「医療、看護、福祉部門で働く」と「政治家

として活動する」という答え。国のために役に立ちたいと、特には思わなくていいと思

いますが、「住んでいるコミュニティの課題解決に取り組む」という若者が、１０％に

届かない、というのは、ちょっと寂しい感じもしています。 

そして、日本を含む多くのアジアの国と、ドイツ、アメリカ、イギリスで、圧倒的な

差が出たのが、「気候変動」と「健全な海の確保」に関する関心。海に囲まれた国

に暮らしていて、今年災害が続いたにも関わらず、気候変動の問題を解決すべき

と答えた日本の若者は、イギリスやドイツのわずか半分ほど。 

大学時代、恩師から告げられ、ずっと心に残っているのは「井の中の蛙になるな」

という言葉です。日本で暮らし、声高な主張しか聞こえてこない中にいると、見えて
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こないものがあるように思います。一度外に出る、もしくはたとえ日本にいても、海

外の人と関わることで、違った視点に触れ、課題解決のアイデアが生まれたり、生

きることが少し楽になったりすることあるようです。 

アンケートで嬉しかったのは、政治を良くする、ということを課題に上げている日本

の若者が半数近くいたこと！来たる２０２０年、希望が生きています！ 
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（４８）未来をつくるのは、未来を生きるあなた 

January 2020 

入試の英語試験において、自由英作文を通し、意見を求める問題が増えてき

ました。普段、学校と部活と塾で、知識や技を吸収することに追われ、「考える時

間」を持つことが少ない学生は、苦手だと感じることも多いようです。 

けれど、何が世の中で話題になっていたかを整理し、自分の意見をまとめておくこ

とは、私たちが生きる未来をつくる時に、必ず価値を生むことでしょう。 

個人的に今年の入試で「外せない」と思っているトピックには以下のようなものが

あります。 

１ マイクロプラスティックを減らすには？（企業が出来ることは？個人が出来るこ

とは？） 

２ 自動運転車 self-driving cars の長所（居眠り・酒気帯び運転の防止・

身体障害者の行動範囲を広げる）と短所(ハッキング) 
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３ 高齢ドライバー年齢上限設定は必要か？ 

４ キャッシュレス社会へ移行することの功罪 

５ 人口減少＝労働力不足を補うための、外国人労働者を受け入れるために、

日本社会が準備すべきこと 

６ 食品ロス削減の具体的な方策  AIテクノロジーを利用した、ダイナミックプラ

イシング（賞味期限が近いほど、安く売り、売れ残りをなくしていく） 

７ AIに取って代わられそうな職業、代わられそうにない職業 

８ SDGs  

９ 右傾化（ヨーロッパにおける保守系政党への支持増加、アメリカの米国第一

主義） 

１０ 城の天守閣にエレベーターは設置すべきか？（再現する重要性 vs.バリ

アフリーの重要性） 

また今年話題になった本として 

１ “FACTFULNESS” 「ファクトフルネス 10 の思い込みを乗り越え、データを

基に世界を正しく見る習慣」 by ハンス・ロスリング 
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２ “21 Lessons for the 21st Century”「21 Lessons: 21世紀の人類のた

めの 21の思考」  by ユヴァル・ノア・ハラリ 

３“UPHEAVAL:Turing Points for Nations in Crisis”「危機と人類」 by 

ジャレド・ダイアモンド 

自分なりの考えをまとめ、一度英語で書いて練習しておきましょう！ 

「冬来りなば、春遠からじ」です！ 
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（４９）「アレクサ、ビートルズの曲をかけて」 

February 2020 

友人宅に、アマゾン・エコーがやってきました。ちょうど、キッチンタイマーの電池が

切れて使えなかった時で「アレクサ、３分タイマーかけて！」と頼むと、ちゃんと知らせ

てくれたとのこと。私も「アレクサ、ビリー・ジョエルの曲をかけて」と声をかけると「アマゾ

ン・ミュージックから、ビリー・ジョエルをシャッフル再生します」と答えてくれて、それから

音楽が流れ始めました。「タイマーやプレイヤーに、実際に触れて操作しなくても、

話しかけるだけで済む、っていうのは楽かも」と、その時は思ったのですけれど、その

直後、有料購読し始めたデジタル版 the New York Times で、AI アシスタント

を主人公として書かれたエッセイを読み、ちょっと怖くなっています。 

それは、AI アシスタントが、真夜中ぐっすり眠っている、オーナーである人間に話

しかけているようなストーリー。深い眠りの中にある男性の息遣いを感じ、シーツの

擦れる音を聞き、数年前に亡くなってしまった大切な人を夢の中に見ているオーナ
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ーが、I love you.と呟く寝言を聞いてしまう AI. そして、そうした言葉を聞いて、

彼女が彼にどんなものを贈り物として購入していたか、履歴をチェックし、二人が手

を繋いだり、キスしたりしてる写真をメモリーの中に検索し、彼が最も聞きたいと思っ

ているであろう言葉を囁きたい、と考えている AI が、そこには描かれていました。 

ちょっと考えれば当たり前のことなのですけれど、「AI アシスタントに話しかければ、

いつでも答えてくれる」ということは、その機器が私たちの部屋の音を絶えず拾ってい

るということ。つまり私たちの発する音は、常にモニターされていることを意味します。

しかも画面がある機器であれば、私たちの画像もデータとして集められているのかも

知れません。 

思い出したのは、ジョージ・オーウェルが書いたディストピア小説「１９８４年」で

す。「１９８４年」では、市民は、部屋の壁にかかっている「テレスクリーン」と呼ば

れる双方向のテレビジョンと、街中にあるマイクによって、常に監視されていて、すべ

ての行動が当局によって把握されているという未来が描かれていました。オーウェル

が作品を書いたのは、１９４９年。第二次世界大戦が終わってわずか４年後に、
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彼は既に、現代そのものと言えるような世界を描いていました。私が高校生の時、

読んだ時は、そんな世界が来るなんて想像だにできませんでした。でも、今、ほぼ

同様の世界が、目の前に存在しています。優れた SF 作品は、私たちに未来を垣

間見せてくれます。あなたはAIアシスタント、使ってみたいですか？それを使うことに

よって奪われてしまう情報に、心配はありませんか？ 
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（５０）未曾有の世界 

March 2020 

同じ２０年といっても、１９６０年から１９９０年までの３０年と、１９９

０年から２０２０年までの３０年では、全く違いました。９０年までは携帯電

話を持っている人、ほとんどいませんでしたが、今、スマホが無い生活なんて考えら

れない、という人が殆どでしょう。それほど、この３０年の加速度的変化は大きい。

となれば、これから先、３０年後がどうなっているかなんて、想像できている人はい

ないのかもしれません。とすれば、今、学校で教えていることが、皆さんが大学生、

社会人になった時に、役に立つのかどうかさえわからないのだから、「想像できなかっ

たことが始まった時、必要なのは何か」を考えた方がいい。UNIQLO で無人レジが

始まり、Amazon Go や LAWSON での無人レジや、過疎地での自動運転車実

験が行われるようになったことは、将来求められるスキルが変わってきたことを示して

います。 
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「未曾有」という言葉ご存知ですか？「未だかつてあらず」—「これまで一度もなかっ

た」という意味で、地震や津波など天災が起こった時「未曾有の災害」と表現され

たりします。東日本大震災も熊本地震のときもそうでした。けれど、キチンと振り返

れば「いや、明治時代にも三陸や熊本では大地震が起こっていた」ということがわか

り、実は未曾有というものは、あまり無く、私たちが過去から学んでないことを示した

だけでした。「想定外」という言葉も似たニュアンスを持っています。いろんなことがあ

り得る、という想像力があれば避けられた災いがあったことは明らかです。 

新型コロナ COVID-19 のせいで、私たちはこれまでにない経験をしているように

感じがちですが、過去にはスペイン風邪だってあったし、カミュの作品「ペスト」を改め

て読み直している人も多いように、過去から学べることがある。そして様々な災いを、

これまで総体としての人類が乗り越えてきたように、今度も乗り切ることは可能に違

いありません。払わなければならない犠牲はあるでしょう。けれど、知恵を出し、それ

をシェアし、新しいアイディアを生み出していくことで、私たちは新しい状況に対処し

てきた。新しいものは、これまで自分が知っていたものとは異なるものゆえに、最初



150 

 

は抵抗もあるでしょう。けれど、なぜ自分がそれに抵抗を感じているのか、を考えて

みる。自分の感情の理由を考えてみる。その理由が論理的で、相手の立場に自

分を置き換えても納得できるものか考えてみる。そうしたらより良い解決法見つかる

確率が上がる、そう、信じています。 

５０回連載させていただきありがとうございました！飯塚セミナーでの皆さんの学

びが、これからの人生で、「明日も生きる」希望につながることを心から願っていま

す。 
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飯塚セミナー発行「セミナー通信」に掲載 

第 1 回掲載 2015 年 11 月 15 日 〜 第 50 回掲載 2020 年 3 月 15 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 年 1 月 14 日撮影 熊本城天守閣と千田 松尾 野見山 


