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Hello!!	from	Nagoya!!〜Chiko’s	column〜	
みなさん、こんにちは！いかがお過ごしで

しょうか。暑い暑い夏がついに始まりまし

たね！私の住んでいる名古屋は本当に蒸し

暑く、2年イギリスにいた私にはさらに暑く
感じてしまいます。でも久々に過ごす地元

での夏は、また特別な気持ちにもなります。

久々に実家に住み、母や父、さらに姉家族、

姪や甥と（実家は二世帯住宅なのです）と

遊びに行ったり、ご飯を食べたり普通のこ

とですが、毎日家族が周りにいるというこ

とが嬉しく感じる日々です。改めて感じる

のは、やっぱり名古屋は遊ぶ所はあまりな

いのですが、ご飯は本当に美味しいと感じ

ます！ひつまぶしや味噌カツ、味噌煮込み

に手羽先、もう私の大好きなビールとベス

トコンビネーション！！さらに、皆さん、

名古屋では台湾ラーメンが名物なのをご存

知ですか？名古屋で台湾ラーメンを知らない人はいるのかと思うほど昔からある名

物、台湾ラーメン！むせてしまうほど辛いのですが、それを暑い夏に食べるのが最高

なのです！暑くなって来た今、やっぱり台湾ラーメンが食べたくなってしまい、つい

に父を誘い二人で昼からビールと台湾ラーメンを楽しみに食べに行ってしまいまし

た！名古屋で台湾ラーメンというと、「味仙」という店が有名なのですが、いつ行っ 

が名付けました笑）で日本の半額の値段でカラスミを買う

ことができます。今回、私の友達はそこに行ったようで、

いろんなカラスミを味見し、５パックぐらい買って来たそ

うです。その中の一つを私にお土産でくれたのですが、も

うとっても美味しくて最高でした！カラスミは少し炙っ

て食べると風味が増してとても美味しいのです。なので私

も少し炙って、家族と日本酒と一緒に食べました。と、そ

んなこんなで、私の日本での夏が過ぎようとしています 
ても人気でたくさんの人がいて、こ

こは台湾かというほど熱気があり

ます。父と二人でたんまりビールを

飲み、つまみも食べつつ、最後は味

仙の台湾ラーメンで〆るという最

高の時間を過ごしました！さて、台

湾ラーメンが急に食べたくなって

しまった理由はもう一つあります。

それは、最近私の友達が台湾に旅行

に行き、その話を聞いたり写真をみたりして、台湾に行きたくなってしまったからで

す。私も以前働いていた、営業の仕事で、よく台湾に出張で行くことがあり、仕事の

合間に、一人でブラブラして、遊んでいたので台湾はとても好きな場所の一つです。

小籠包は美味しいし、日本語もだいたい通じるし、夜の市場は夜中まで賑わっていて

楽しいし、あと何と言っても、足つぼマッサージが最高に気持ちいいし、安いのです！

さらに夏には、マンゴーたっぷりの練乳がけかき氷が大盛りで２００円ぐらいで食べ

られます！そして、毎回仕事で行っていたので、私はまだ行ったことがないのですが、

台湾はカラスミが有名で、通りがカラスミ屋ばかりの場所、名付けてカラスミ通り（私 

が、日本で過ごす

今年の夏も残り

わずかとなって

しまいそうです。

８月から大学の

授業が始まるの

で、それに向け、

今月末にバンコ

クについに引っ

越します！初め

てのアジア圏での長期滞在でワクワクですが、次へのステ

ップにすべく、しっかりと前を向いて頑張りたいと思いま

す！どんな学生に会えるかな・・どんな同僚に会えるか

な・・ドキドキします！でもまだその前に、今日も自分の

クラスがあるのでしっかりと学生に向き合い、楽しい授業

をしたい思います！では次回はバンコクからお届けしま

す！今月も元気にやって行きましょう！Chiko 

元気が出る‼	 今月のおすすめの一冊。	
みなさんこんにちは! 記録的な
梅雨明けの速さですが、体調に

気をつけて元気にいきましょ

うね。体調をいい感じにキープ

するには、やっぱり美味しい食

べ物ですよね。当校の生徒さん

には食べ物関係の生徒さんが

少なからずいらっしゃいまし

て、みなさん、とっても幸せそ

うなんです。中国語の生徒さん

のMさんは、「優しい中華 柊
(ひいらぎ)」という中国料理店
のオーナーシェフで、一度お料

理をいただきに上がったので

すが、もう僕の胃があの味を忘

れられなくなりました!! 一緒に行ったベジタリアンの南先生の「麻婆
茄子・肉抜きのリクエスト」にも快く応えていただいて、肉が入って

ないのに、深く複雑でまろやかな味に、二人とも、もう一生忘れられ

なくなってしまいました。その後はどうなったかと言いますと、レッ

スンでMさんの顔を見るたびに、お腹が空いてきてしまう始末。 

それで、その翌日にはまたお

伺いするというパターンにな

っています(笑)  
ちょっと麻婆茄子のことを思

い出しただけで、お腹が空い

てきたところなのですが、さ

らにですね、フランス語の生

徒さんにはパティシエさんや

パティシエールさんやその卵

の方もいらっしゃっていまし

て、みなさん共通してるんで

す。何が共通しているかといいますと、ちょっとした微笑みや笑顔が、こ

うワクワクしているような。なんというんでしょうかねぇ…、美味しいも

のを作って、それがみんなから喜ばれていて、その時の悦びというか充実

したような表情と言うんでしょうか、なにかちょっとした表情が違うんで

す。たまに、「これ、作りすぎちゃったので、よろしければどうぞ♪」な

んておっしゃってくださる時もあったりして、それ以来その生徒さんを見

ると、顔にケーキが重なって見え涎が出てきてしまうようになってしまい

ました(笑) 武蔵小山、ピーカーブー（Peek-a-Boo）のパティシエールのK
さん、度々の差し入れ美味しかったです!! ご馳走様でした!!! 



ということで前置きが長くなりましたが、今月のオススメは、「食」

を題材にした本の紹介です。 
１冊目は、魚戸おさむ著『ひよっこ料理人』です。食育漫画のバ

イブルと呼ばれる本書。主人公は、今田ひよこ。子どもたちに料理を

作る楽しさを伝えたい!! そんな気持ちで「子ども料理教室」に取り組
んできたひよこですが、残念ながら10巻目が最終回となってしまいま
す。でもみなさんの中の、ひよこ精神は永遠ですよね!! 
さて、クイズです。画像下の右の空欄	 	 	 	 	 	 に相応しいものを

次の1〜3の中から選びなさい。	

1.	おいしいものは油と糖質なのよ♪	

2.	マズくても残さないでね!!	

3.	おいしくな〜〜れ！	

	

 

正解は３です(笑)	 さて、みなさんもそん
な気持ちで改めて料理を作ってみたいな

ぁ…、と思われたのではないでしょうか?  
料理教室の先生といえば、当校に数名い

らっしゃいまして、その中のお一人 後藤
さんは「楽食キッチン raku」という料
理教室を開催されています。野菜ソムリ

エ他、数々の料理資格を持ちながらも、

いまだに研究心は募る一方で、先日は台

湾に行って家庭料理教室巡りをなさって

きたとのこと。台湾でも欧米でも、やり

取りは英語なんですね。そのために英会

話を学習なさっている努力家の方です。

Webで検索するとすぐに出てきますので、
ご興味のある方は調べてみて下さいね♪	  

本題に戻りまして、2冊目のオススメは、原田マハ著『まぐだら屋のマ
リア』です。当校の読書家の生徒さんYさんに教えていただいたのです
が、この作家さんに出逢えて、本当によかったです。特に女性の方には

オススメだと思いますが、どの作品を読んでも、そっと力を貸してくれ

るような、そっと背中を押してくれるような、そんな感じなんです。内

容は、「夢も仲間も全て失ってしまった。もう終わりだ」そんな辛いこと

のあった主人公、及川紫紋(しもん)が、最果ての食堂にたどり着き、再生
をはじめていく話。過去に傷がある優しい人々、女主人の作る心が喜ぶ

料理に癒され、紫紋はどん底から生き直す勇気を得ていきます。テレビ

も携帯もない平凡な日常。穏やかに日々は過ぎるけれど、毎日いろいろ

なことが起き、季節も徐々に変わっていきます。穏やかだけれど、同じ1
日ってないんだよね。人って、自分にできることを通して、相手に喜ん

でもらおうとすることで、充実した生が得られるんだろうな。うわべの

言葉じゃなくって、行動が相手に思いやりや優しさを与え、それが源と

なって相手の心を変えていくんだよね。そんな大事なことを自然に振り

返らせてくれる爽やかな感動作品でした。暑い季節に、そっとそよ風を

吹き込んでくれるようでオススメです。	 	 	 	 	  まとめ 小林義和 

	Rie’s	column〜world	cup  
皆さんこんにちは、スタッフ

のRieです。”I’m really into 
FIFA world cup now! ときっ
ぱり言えるほど私は只今

World Cupにはまっておりま
す。毎日リアルタイムで観る

のはきついので、もっぱら録

画を観ているのですが、、笑顔

あり、涙あり、frustration(イ
ライラ)あり、そして感動あり
で、、いろんな国のチームの

Gameを観るのはもちろんで
すが、会場の様々な人種を見

るPeople Watchingにもはま
っております。応援したチー

ムが負けてしまい、大泣きし

ている子供達を見るのは辛い

ですが、改めて色んな人種の

人がいて、人間模様があるな

あ、なんて思ってしまいます。 
     

そして日本のチームでなくても、素晴らしいゴールが決まると、大騒

ぎしてしまいます。多くの方は頑張って夜中に起きてテレビを観てい

らっしゃると思いますが、NHKさんのオンラインスポーツで一部始終
観れるのをご存知でしょうか？うちの学校の受付にスクリーンが設置

されたのですが、音無しで前夜の試合を流しております。スポーツバ

ー ランゲージスクール！（笑）そしてこの実況は英語なので、また違
った意味で楽しめると思います。そこで先日良く聞いたのは

equalizer(イギリス英語の綴りは equaliser)と言う言葉です。カタカナで
イコライザーと言うと真っ先に思い浮かぶのが音楽で使うイコライザ

ーアンプ（equalizer amplifier）周波数特性を変化させ音色を作る音質
調整機なのですが、スポーツで言う equalizerは同点に持ち込むゴール
の事です。先日のセネガル戦の後のBBC Newsの world cup欄で
は、”Watch as Japan football legend Keisuke Honda scores an eaualiser to 
level the score at 2-2 in their Group H match with Senegal.” 等と書かれ
ていました。「日本のフットボール（サッカー）レジェンドの本田圭佑 

     

は、グループHのセネガル戦で同点打(equaliser)を放ち、２対２の同点に
持ち込んだ。」と、こんな感じです。、、とここまで書いて実は、例の日本・

ポーランド戦の翌日に続きを書いております。 
今年から導入された審判補助システムのVAR（Video Assistant Referees）
は、はっきりとした審判が下されるから良いと思いますが、今回問題にな

ったのはフェアプレーポイントですよね。西野監督は厳しい決断に迫られ

たわけですが、観ている方はやはり frustratedだったのでないでしょう
か？BBCのNewsには”mind-boggling farce”（あっけにとられる茶番）と
か書かれておりましたが、Japan Timesの記事は、日本人のFair Play精神
を尊重しているように思えます。（日本の新聞なので当然かもしれません

が）でもこのような「賭け」というのも、立派な戦いのような気が私はし

ます。ブーイングされようがなんと言われようが、自分の闘争心を抑え、

監督の決断を尊重し、それを守る。それもある意味、精神的戦いです。 
この後もWorld cupは続きますが、どんな展開になるのでしょうか？楽し
みです。  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Rie 

 


