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

みなさんお久しぶりです！大変長らくお休みを頂いてしまいました（そ

のお休み中にサプライズ！当校の Rie さんとイギリスで密会！しまし
た!!あー幸せなひとときでした。）皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
私はというと、な、ななんとついに卒論を提出いたしました！これで私

のイギリス大学院の全てが終了しました。まだ、卒論の結果は出ていな

いので、結果待ちですが、やることは全てやりきったつもりです。 終

的に卒論は 100ページにも及び、なんだか提出した時（と言ってもパソ
コンでアップロードし、Submit するのですが…）は、一人で感極まっ
てしまい、涙がポロポロ…ということになってしまいました、笑。でも、

昨年から考えると、Diplomaから始まり、あれよあれよと大学院行きが
決まり、ここまで本当に充実していました。こんなに 1年半が早く感じ
たのは初めてかもしれないぐらいにとにかくよく悩み、よく泣き、笑い、

感動し、の繰り返しの１年半でした。30 代で大学院に入り、また学生
に戻るというのはかなり不安ではありましたし、いわゆる「普通」の道

ではないですが、でもやったことに１ミリの後悔もなくこんな経験がで

きた事に感謝の気持ちで一杯です。でも、私の人生はまだまだ続くわけ 

本当に忙しい。さらに、

そのレストランはフラ

ンス人の若い兄弟が経

営してるいのですが、チ

ーズも全てもちろんフ

ランス産、そして、従業

員はなんと私以外全員

フランス人。なので、み

ーんなもちろんフラン

ス訛りの英語！それは

いいとしても、すごく忙

しい時にフランス語で言われたりするともう頭が？？？となってしま

い、発狂したくなります。それでも、サービスの質は私だって負けてな

い！臨機応変に対応できる日本人パワーを見せてやらねばと必死につい

て行っています、泣。ただ、素晴らしいことは、本当にチーズの種類が

豊富で、かなり勉強になっています。私の実家のレストランに持って帰

ってあげたいぐらいです！さて、そんなこんなで、今後のことを考えつ

つ、週末はレストラン、平日は前からうけもっている 3人の日本語学習
者へ個人レッスンと、なんだかんだで忙しい日々を送っているChikoで
す。 
さて、その前からうけもっている 3人の日本語学習者について少しだけ
ご紹介したいと思います。一人目はイタリア人の 10歳の男の子ダリオ
君。ダリオ君は、日本料理が好きで、どうしても日本語をやってみたい

と言って日本語を始めた男の子です。ダリオくんは本当に頭が良く、な

んでもすぐ吸収し、自分で応用する力があります。 初に授業した日か

ら、驚きを隠せないぐらい吸収がよく、教え始めて、もう 10ヶ月ほど経
ちますが、毎回楽しい気持ちで授業をしています。そんなダリオ君にも

少し苦手な事があります。お母さんによると元々すごく IQが高く普通の
人の２倍ほどあるそうです。なので、本当に好きなこと、興味があるこ

とにはすごく力を発揮しますが、一方、苦手な事は全然集中できません。

ダリオ君のこのような症状に合わせた教育ができるようにダリオ君一家

はイタリアからイギリスに引っ越してきたそうです。そんな事情がある

ため、時には、日本語のレッスン中にもプツンと集中できなくなり、少

しパニックになってしまうことがあります。そんな時はすぐゲーム（も

ちろん日本語）に切り替え、気分転換を図って授業を進めます。でも、

この切り替えが、日本語教師として授業をする上で、本当に勉強になっ 
ています。教師にとって必要なこと。学習者が何を求めているのか、ど

んな気持ちなのか、どうしたら進めていけるかを瞬時に判断し、進めて

いく力をダリオ君を通して学んでいる気がします。子どもはとても正直

です。なので、大人の授業では体験できないことを体験させてもらって

います。 
二人目はイギリス人のアヌークさん。アヌークさんはお母さんがフラン

ス人、お父さんがイギリス人のハーフの女の子。中学１年生です。彼女

はとにかく漫画やアニメが大好きで日本語への興味が湧いたようです。

日本に興味がありすぎて、お母さんに頼んで、去年の夏に日本に連れて

行ってもらったという情熱の持ち主です。彼女との授業もまた、ダリオ

君とは違った面白さを感じさせてもらっています。彼女はなんでも確実

に抑えていくタイプ。次週までにしっかり先週の復習をして積み上げて

いきます。なのでこちらも、毎週彼女の積み上げに答えて、予測し準備

する必要があります。情熱が毎回の授業で感じられるので教えていてい

つもワクワクする彼女との授業です。 
三人目はイギリス人の大学１年生の女の子ミアさん。ミアさんは大学で、

日本語とスペイン語を専攻する女の子です。とにかく本当に努力家の彼

女は、聞いてくる質問も本当にレベルが高く、さらに鋭いので、毎回本

当に内容が濃い授業となります。彼女は来年一年間カリキュラムで日本

に留学しなければならないので、もう必死です。こちらの大学生は本当

によく勉強します。というのも、大学自体本当に厳しいからです。とに

かく彼女との授業は大人が第二言語を身につけていく過程を間近で見る

ことができて、こちらが興奮を覚えるほどです。 
と、こんな感じでまだもう少しイギリス生活が続いているChikoです！
ではまた！！	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Chiko 

 

であり、これがゴールではあ

りません。これは通過点であ

り、これを一つのステップ

に、そして自分の自信の種に

し、もう一歩もう一歩進んで

いかなければなりません。と

いうことで、今は今後の自分

の人生について目標を定め、

どのように進んでいくか検

討する期間に入りました。年

末まではイギリスに滞在す

るつもりなので、それまでゆ

っくり自分に向き合う時間

にしたいと考えています。さ

てここまでが、現在のChiko
のご報告でした。 
自分と向き合う時間・・・と

言っても、お金は減っていく一方だし、何かやらなくては…と考え、も

う掃除でもベビーシッターでもなんでもいいや！とかなり真剣にバイト

を探していたところ、前、少しだけ手伝っていたバーの知り合いに声を

かけてもらい、幸運にもバイト先にめぐり合いました。いやー、本当に

人との出会い、タイミングってどこでどう繋がるかわからないですね。

真面目に手伝って働いておいて本当によかった、笑。ということで、頂

いた仕事は、チーズバー＆レストランでのサービス（ウェイトレス）！

前のバーと取り扱っているワインが共通なこともあって、少し親しみも

感じています。さて、先週から始まったバイトですが、もうめっちゃく

ちゃ忙しいのです。マーケットの中に位置するレストランだけあって、 



元気が出る‼	 今月のおすすめの一冊。	

 
みなさんこんにちは。天候不順な日々が続いていましたが、やっと日本

の秋、らしくなって来ました。なんだかこんな季節は考え事をするのに

ぴったりじゃないですか。僕はといえば職業柄、外国人の方に囲まれて

仕事をしていることもあってか、外国人と日本人が「対等」なのは当た

り前、けれど実際、外国と比べて日本はどうなの?って、常に「日本」
だったり「日本人」を意識しています。たぶん生徒の皆さんも、お仕事

や旅行などで外国人の方と接する機会が多いと思いますので、同じよう

な意識をお持ちではないでしょうか。僕は地上波のテレビ番組の内容は

食べ物・旅行・お笑い番組に、ニュースはFake Newsと芸能人のScandal、
と感じるのであまり見ず、ニュースを見るなら「虎ノ門ニュース」とい

うネットテレビ(写真上)にしています。この番組のほとんどの出演者は
自分で取材や研究を行い、その書籍もベストセラーとなるような方々

で、話を聞いていても腑に落ちることが多くあります。先日衆議院選挙

がありましたが、主に北朝鮮の核ミサイル危機に対して国難突破すべく

民意を問う選挙なのに、まともに日本の安全を考えてくれる政党が少な

かったように思いました。北朝鮮には拉致され、ロシアには北方領土を、

韓国には竹島を、中国には尖閣諸島を実質支配(侵略)され、それでも何
もできないのは、外交力の背景に軍事力がないからです。これら全ての

原因は、憲法の欠陥だと思います。なぜなら日本国憲法はGHQに押し
付けられたままの内容で、いわば「日本国憲法 made in occupied Japan」。
戦後72年間、未だにアメリカの占領下に置かれているのと同じです。以
下の英文は、占領下の内閣総理大臣、幣原喜重郎にGHQから渡された
ものです(国立国会図書館所蔵)。日本国憲法前文と比較して見ましょう 

は人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理

想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼

して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を

維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めて

ゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全

世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する

権利を有することを確認する。 
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視して

はならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この

法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとす

る各国の責務であると信ずる。 
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を

達成することを誓ふ。 
虎ノ門ニュースの出演者、青山繁晴氏の著

書『危機にこそぼくらは蘇る』を読み実

際に比較して見ると、この日本国憲法の前

文はマッカーサー総司令官ら占領軍が作っ

た原案を、単に直訳したもだのと、はっき

りわかります。黄色でマークした英文の直

訳は以下の通りです。 
私たちの安全(security)と生存(survival)は、世
界の平和を愛する諸国民の正義と善意にお

願いすることを、もはや決めてしまいまし

た。英文のthe justice(正義)が日本国憲法では
「公正」という中立的な受け入れやすい表

現に、善意が信義に置き換えられている点

を除いて、そっくりそのままです。このように国の根本を支える憲法が

made in occupied Japanでは「対等」などあり得ません。支配−被支配の関
係ですから。例えばスイスを例に挙げれば軍事力を背景にしない外交な

んて異常事態。日本人の手で日本人を護ことのできる正憲法を作らなけ

れば、子どもたちやこれからの若い世代に申し訳が立ちません。そのた

めにはまず自分にできることから。正史と碑史の両方を学んだり、TV
には出してもらえない本物の考えに触れてみたり、真実を知ることが大

事だと思います。『民間防衛 スイス政府編』を読むと、日本はかなり
マズイことになっていることがわかります。この中に出て来る、戦争を

せずに国を侵略する方法とはどんなものなのか、に注目してみます。 
第 1段階「 工作員を送り込み、政府上層部の掌握と洗脳 」 
第 2段階「 宣伝。メディアの掌握。大衆の扇動。無意識の誘導 」 
アメリカのWGIP(ウォー･ギルド･インフォメーション･プログラム)。
日本がアメリカに歯向かわない様に自虐史観、徹底的に日本が悪かっ

たと教え込む。 
第 3段階「 教育の掌握。国家意識の破壊 」 
左翼教育者大学教授による教育。日本という国に対して冷めた人間を

増やし、日本国に対して誇りと自信を無くさせる。 
第 4段階「 抵抗意識の破壊。平和や人類愛をプロパガンダとして利用 」 
日本軍 強伝説や虐殺数を持ちだし、結果日本軍は酷いと思わせる事

に専念。憲法 9条ってあぁ素晴らしい…と愛や平和だけを主張。 
→ここまでは完璧にクリア!! していると思います。 
第 5段階「 教育やメディアを利用して、自分で考える力を奪う 」 
とにかく日本が悪い! ちょっとでも日本は良い国とでも言おうもの
ならバッシングを受ける。クリア目前のところを、SNSの登場により
考える力を奪われそうになったのを踏み堪えたか?!  
終段階「 国民が無抵抗で腑抜けになった時、大量移住で侵略完了 」 
→まだ未達成。今の自民党の一部にも移民を受け入れそうなグループ

がいるので油断禁物!!! 
全 6段階を経て武力を使わずして侵略が可能という事です。皆さんは今
の日本にどのくらい当てはまっていると思いますか?  まとめ:小林義和 

CONSTITUTION OF JAPAN	 	 
      

We, the Japanese People, acting through our 
duly elected representatives in the National 
Diet, determined that we shall secure for 
ourselves and our posterity the fruits of peaceful 
cooperation with all nations and the blessings of 
liberty throughout this land, and resolved that 
never again shall we be visited with the horrors 
of war through the action of government, do 
proclaim the sovereignty of the people's will 
and do ordain and establish this Constitution, 
founded upon the universal principle that 
government is a sacred trust the authority for 
which is derived from the people, the powers of 
which are exercised by the representatives of 

the people, and the benefits of which are enjoyed by the people; and we reject 
and revoke all constitutions, ordinances, laws and rescripts in conflict herewith. 
Desiring peace for all time and fully conscious of the high ideals controlling 
human relationship now stirring mankind, we have determined to rely for our 
security and survival upon the justice and good faith of the peace-loving peoples 
of the world. We desire to occupy an honored place in an international society 
designed and dedicated to the preservation of peace, and the banishment of 
tyranny and slavery, oppression and intolerance, for all time from the earth. We 
recognize and acknowledge that all peoples have the right to live in peace, free 
from fear and want. 
We hold that no people is responsible to itself alone, but that laws of political 
morality are universal; and that obedience to such laws is incumbent upon all 
peoples who would sustain their own sovereignty and justify their sovereign 
relationship with other peoples. 
To these high principles and purposes we, the Japanese People, pledge our 
national honor, determined will and full resources. 
	 	 	  

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、わ

れらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全

土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦

争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民

に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の

厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は

国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これ 

 


