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Hello!! from the UK!!〜Chiko’s column〜 

	

みなさん、こんにちは！いかがお過ごしでしょうか。キャーーーー！！もう１２月！もう２

０１６年最後の月！！早すぎます。歳を重ねるごとに時間の流れを早く感じるのは私だけで

しょうか。さて、みなさんのクリスマス、年末のご予定はどんな感じでしょうか。こちらは

１１月末から、街全体がどんどんクリスマスムードになっています。冬のクリスマスを他の

国で過ごすのは実は、私にとって初めての経験です。というのは、オーストラリアに住んで

いた時は、もちろん真夏のクリスマスだったので、全く雰囲気が違います！ロンドンは（と

いっても滅多に中心地には行けていませんが、泣）もう本当にイルミネーションがクリスマ

ス一色！天使やツリーなど色々なものをモチーフとした電飾が上からぶら下がっています。

今、こちらは 4時半には外はかなり暗いのでイルミネーションを楽しむ時間も長くなってい
ます。（とてもポジティブに考えていますが、笑）でも実際は、早く暗くなってしまうので

なんだか時間の感覚がおかしくなってしまい、夕方 6時にはもう夜 9時のような気持ちにな
ってしまいます。ま、１２月のロンドンの状況はこんな感じです。 
   

 

さて、私はというと、９月からずっとDiploma課程とMaster（MA）課程を同時並行してき
たわけですが、ついに１２月に入り中旬にはDiploma課程が終了します！やったー！これで
MAに集中できるー！と思ったのですが、そんなに甘くないですよね、やっぱりMAは・・・。
今は５０００wordsの課題が２つ出ていて、もう考えるだけで頭痛がするといったような感
じで、まだまだ私の図書館通いはこれからもずっとずっと続きそうです、泣。そんな中、大

学のOpen hourがなんと今までは 12時（夜中）までだったので。すが、改定され２４時間
オープンとなり、ますます図書館にいることができてしまう時間が増え、嬉しいんだか、悲

しいんだかよくわからない感じになっています！ 
	 	  

←夜のロンドン・クリスマスバージョン 
さて、そんな大学に行くときに使うバスの中の１シーンを前にもご紹介させていただい

たと思うのですが、今回もそんな日常の一コマを紹介したいと思います。その日は大学

院のレクチャーがある日で、帰りが夕方前の 3時 4時の時間でした。もちろんそんな時
間帯は学校帰りの学生たちとバスで一緒になることもあり、混んでいる時間帯でもあり

ます。こちらの公共交通機関（バスや電車）の中でのマナーは日本とは違い、かなり自

由な感じになっているので、携帯で話していても、大声で話していても、音楽を大音量

で聴いていても基本的には誰も気にしませんし、誰も注意しません。そんな中、５人の

中高生ぐらいの男の子たちがバスに飛び乗ってきて、まぁ、若いし学校の帰りというこ

ともあり、ギャーギャー騒いでいたわけですが、それから急に１人の男の子がバスのベ

ル（こちらでもおりたい駅の前にベルのボタンを鳴らし降りることを知らせます。）を

降りない駅なのにもかかわらず、何度も、何度も鳴らし始めました。    
 昼と夜のロンドン・クリスマス→	

	

 

もちろん悪戯のつもりでやっているので、周りの男の子たちもゲラゲラ笑って見ていました。周りの大

人たちはブーブー何度も鳴るベルにイライラしているし、何より、運転手の人にとっては大迷惑！でも

まあ、私は何もすることができず、とりあえず様子を伺っていました。そうしたら、３０代後半から４

０代前半ぐらい（注：すみません、私、海外の人の年齢は正確に言えた試しがありませんが）のビジネ

スマンの男性が、子どもたちに向かって、 
「Stop it! Watch your behavior!（やなさい！マナーを考えなさい/立場をわきまえなさい！）」 
といって子どもたちを叱ったのです。それでもやめなかった学生たちに、乗っていた赤ちゃんのお母さ

んや、そのほかの大人たちがまた学生たちにしっかり注意していました。なんだかそんな状況を目の当

たりにして、ポッカーンと見入ってしまったのですが、それと同時に、こんな広くてたくさんの人がそ

して様々な人が暮らす場所で、なんだか「愛情」みたいなものを感じてしまいました。なぜかって、確

かに大人たちの言い方はきつい言い方だったのですが、「悪いものは、悪い」どんな人種だって、どん

な人だってそれは平等。ほかの子どもでもしっかり注意する。といった雰囲気だったからです。もし私

が日本で（イギリスでも）そんなところに居合わせたら、注意できるだろうか。今の世の中、注意なん

かして、逆ギレのようなことをされ、刺されてしまうかもしれない・・・なーんて思って、面倒臭いし、

注意するのやーめよっ！なんて私はつい思ってしまいがちですが、そんな甘い考えに冷たい水を頭から

かけられたような体験でした。しかも、注意したのが、おじいさんや、おばあさんではなく３０代４０

代の大人たちが他人にちゃんと興味を持って、叱っているのが、私にはなんだかとても新鮮に映りまし

た。もちろんもしかしたら、この日だけの出来事だったかもしれませんが、人間のつながり、社会を支

え合って作って行くということをこんな１日の中の数分の出来事でしたが、感じました。皆さんはどう

思いますか？こんな状況に遭遇したことはありますか？ 
さて、こんな感じで、１２月も一気に過ぎてしまいそうですが、今月も食料を持ち込んで朝から夜まで、

大学の図書館にこもって頑張るぞ！！っと相変わらず曇りのロンドンの空をみながら思っている

Chikoです！	 みなさま、今年もお世話になりました。毎回読んでいただき本当にありがとうございま
す！よい年末をお過ごしくださいませ！では、また新年の１月号で！！！                      Chiko 
	 	 	  

←クリスマスマーケット 



元気が出る‼	 今月のおすすめの一冊。	
早いですね〜。あっという間に 12月です。僕は去年の今頃「1年の目標」を作ろうと考えて、延ばし延ばしになり未
だにできていません(笑) 僕の場合は大体こんな感じなのですが、12月も終盤に差し掛かった頃、クリスマスにケンタ
ッキーとビールで乾杯、12/26, 27, 28, 29日となんだかんだと残務に追われ、30日から休みでホッと一息と思ったら大
掃除でクタクタ、夜になってテレビ特番は新撰組か忠臣蔵。やっぱり義に生きるってかっこいいよな〜。さあて…、

来年 1年の目標はどうしよっかな? あんな志士みたいに格好よく生きたいよね…と心の隅にわだかまりを抱えなが
ら、そうこうしているうちに大晦日、初詣に行った後はサーフィンの初滑りに出かけ、そして正月。飲み食いしてい

たらあっという間に終わってしまい、1年の目標を立てずに 1/4から初仕事…というような感じです(笑)。そこで今年
こそは、周りの人から憧れられるような格好いい生き方をしよう、先人を参考にしてそんな生き方を 1年の目標にし
ようと考えているわけです。1人目は戦前の日本人(達)。マレーシア元上院議員ラジャー・ダド・ノンチック氏(当時
64歳)が 1989年 4月クアラルンプールにて発表したメッセージの中に出てくる私達のご先祖様です。1942年 2月、ノ
ンチック氏 16歳の時、日本軍がマレー半島に進撃。イギリス軍を撃退し、400年以上にわたる西欧の植民地支配をた
った 10日ほどの戦闘で終わらせます。イギリスを追い払った日本軍はマレーシアを植民地とせず、将来の独立と発
展のために国語を普及させ青少年の教育を行い、マレーシア独立(1957)への礎を築くのです。その時の日本人への感
動とその後変わってしまった日本人への憂慮をノンチック氏は以下のような言葉に込めて伝えてくれます。 

 
残念ながら廃刊。中古で

10,000円ほどで入手可能 

 
2人目はソクラテス。まん
がで読破『ソクラテスの弁

明』プラトン著を読んでみ

ました。なんでまた今時、

『ソクラテスの弁明』なの

か? とお思いになる方も
多いと思いますが、僕の好

きなタレント、百獣の王こ

と武井荘さんがラジオで

大推薦していたんです。武

井壮って、自分の頭で考え

たことを実際に行動に移

し、壁にぶつかって痛い思

いもしながら、真摯に生き

ているところが好きなん

です。彼はこの本に出会っ

て人生が変わった!!と言
うので、僕も読んでみたわ

けです。深かったですね

〜。感動した言葉：「ただ

生きるのではなく、正しく

生きたいのだ」「魂こそが

自分自身なのだ。自分その

ものである魂を磨くのだ。

それができるのは正しい

『知』だ」 
僕の中では、すでに来年の

目標が決まりました。皆さ

んはいかがですか?  
まとめ 小林義和 

「日本人よありがとう」ラジャー・ダト・ノンチック（元マレーシア上院議員） 
	 	  

かつて日本人は清らかで美しかった。かつて日本人は親切でこころ豊かだった。 
アジアの国の誰にでも自分のことのように一生懸命つくしてくれた。 
何千万人もの人のなかには少しは変な人もいたし、おこりんぼやわがままな人もいた。 
自分の考えをおしつけていばってばかりいる人だっていなかったわけじゃない。 
でもその頃の日本人はそんな少しのいやなことや不愉快さを越えて、おおらかでまじめで希望に満ちて明るかった。 
戦後の日本人は自分たち日本人のことを悪者だと思い込まされた。 
学校もジャーナリズムもそうだとしか教えなかったから、まじめに自分たちの父祖や先輩は悪いことばかりした、残酷

無情なひどい人たちだったと思っているようだ。 
だからアジアの国に行ったら、ひたすらペコペコ謝って、私たちはそんなことはいたしませんと言えばよいと思っている。 
そのくせ経済力がついてきて技術が向上してくると自分の国や自分までがえらいと思うようになってきて、うわべや口先で

は済まなかった悪かったと言いながら、ひとりよがりの自分本位のえらそうな態度をする。そんな今の日本人が心配だ。 
本当にどうなっちまったんだろう日本人は。そんなはずじゃなかったのに。 
本当の日本人を知っているわたしたちは、今はいつも歯がゆくてくやしい思いがする。 
自分のことや自分の会社の利益ばかり考えて、こせこせと身勝手な行動ばかりしているヒョロヒョロの日本人はこれが

本当の日本人なのだろうか。 
自分たちだけで集まっては、自分たちだけの楽しみやぜいたくにふけりながら、自分がお世話になって住んでいる、自

分の会社が仕事をしているその国と国民のことをさげすんだ眼で見たりバカにしたりする。 
こんなひとたちと本当に仲良くしてゆけるだろうか。どうして、どうして日本人はこんなになってしまったんだ。 
   

“Thank you Japanese people” Raja Datuk Nong Chik (Former Malaysian Senator) 
   

In the past, Japanese people were pure and beautiful. In the past, Japanese men and women were kind and had wonderful hearts.  
They would put their heart and soul into serving anyone in Asia as if they were one of their own.  
Within the however many tens of millions of people, there were those strange few that got angry easily or were selfish.  
It’s not that there weren't people who forced their way of thinking onto others, but that the Japanese people of that time are generous 
hearted, serious, full of hope and bright, beyond such a bad and unpleasant thing that they encountered. 
After the war, Japanese people were convinced that they are bad people.  
Both in school and in the media, they were taught that their ancestors and predecessors were cruel and heartless.   
The effects of this can be seen when Japanese people travel to Asian countries and continually apologize while promising not to repeat 
their predecessors’ behavior.  
Even though they seem sincere, Japan views themselves greater than other countries thanks to their economic power and technology.  
While spouting words of apology about the horrible things their people did, they elevate themselves and stroke their own egos. Those 
are the Japanese people I am worried about now.  
How did this happen to you, Japan. I never expected this.  
Those of us who know the real Japan are frustrated and disappointed.  
Are these people who care only about themselves, their company and their profits, who fuss over little things and behave selfishly 
really Japanese? 
The Japanese people of today, indulging in luxury and entertainment only with themselves, looks down upon and belittles other 
countries and the nations even though they live and work within those countries where they are well taken care of. 

Do you really think others can build a good relationship with people like this? Why, why did you turn out like this Japan? 
            Meaning of “Mean”           
 

本日は日常会話に良く出てくる”Mean”という単語について書いてみます。 
What does this word mean? 「この単語の意味はなんですか？」という意味
でお馴染みだと思います。 
What do you mean? 「どうゆう意味ですか？」または「どのように理解す
ればわからないので、もうちょっと説明してください。」的なHow do you 
mean?もあります。 
「それってどうゆう意味ですか？」というWhat do you mean by that? も良
く使いますね。相手が言った意図がわからなかったりした時も使います。 
受け身の形で be meant (meanの過去形・過去分詞形で発音的にはメント) to 
be…も【…する事になっている】という be supposed to に近いのですが、
supposed..がちょっと義務的な意味に対し、be meant toは【より運命的に…
する事になっている】と言う時に使います。 

 
We are meant to be together.は恋人同士の会話に良く使われそうです
が、「僕たちは一緒になる運命になってるんだよ。」みたいな、、笑。し

ばらく連絡していない友人に道でバッタリ出会った時、「電話しようと

思ってたのよ〜。元気だった〜？」なんて事ありませんか？そんな時は 
”I’ve been meaning to call you! How have you been?” 
しようしている Intention（意図）があったのですが今現在でも出来てい
ない時にこんな言い訳が出来ますね。（笑）Meanも形容詞だと【意地
悪】とか【劣った】とか沢山意味があります。 
では、最後に、 
I was meaning to study English really hard, but I never did. This time, I 
really mean business! 	  
動詞のmeanの後に businessを入れると、ビジネスに関係なく、I really 
mean it! 「私は本気です！」と同じ意味になります。 

                                         Rie 
 


