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Do or Die!　（伸るか反るか）
　今年、写真の町東川賞海外作家賞を受賞したのは、
ハ・ダオさん。ベトナム出身です。レストランで食
べ物が出てくると必ずスマホで写真をパチリ。私が
横目で見ると照れながら“Camera eats first. ”「まずは
スマホが食べて（撮って）から」と苦笑い。なんで
もスマホで撮るのがイマドキです。で、まるまる一
週間一緒にいたのですが、英語が堪能なので“How 
did you learn English?”「どうやって英語を身に付け

たの？」参考になることがあれば、とメモを取る用
意をして質問。ところが彼女の答えが実にさっぱり。
「英語は“Do or Die. ”（やるか死ぬか？）だ」―。な
かなかな答えです。考え方は明りょうで「この時代、
何をやっていくにしても英語ができないと話になら
ないから」ときっぱり。もう少し聞きたくて食い下
がって小中学校の英語教育についても聞きましたが、
「公立だったので、そんなに力は入っていなかった。
たいしたことをした記憶はない。中学は文法中心だ
った」とのこと。でも「やろうと思ったら身の周り
に素材がいっぱいあるから、必死でやった。興味の
持てる読み物も探して読んだ」と。それで思い出し
たのですが、フィンランド出身のケルットゥさんに
しても、はっきり自分が英語ができると実感したの
は、「好きな小説の新刊を英語で読めたとき」だそ
う。英語は受け身で身に付くほど甘くない。でも素
材はそこら中に転がっている。だから「死ぬ気でや
るんだ」。ちょっと気持ちいいくらいの答えでした。

（訳：宮地晶子）

　この時期は、全米の高校や大学でホームカミングを祝
う大切なときです。だいたい９月か10月、卒業生は高校
や大学に戻り在学生とお祝いをします。いくつか大きい
イベントをするのが一般的で、多いのはスポーツ大会、
通常はフットボール大会です。フットボールチームがな
い学校の場合は、代わりにバスケットボール。人が集ま
りにぎやかです。スクールマーチングバンドが演奏し、
チアリーダーが元気いっぱいパフォーマンス。スクール
カラーを身に付けた生徒や卒業生は大声で声援を送りな
がら、ボードや旗を振ります(※)。在校生は、投票で卒業
生の中からホームカミング・キングやクイーンを選びま

す。結果発表と戴冠式はハーフタイムに行われます。高
校の場合、大きな試合の夜は、在校生のダンスパーティ
が開かれます。さらに大学では、久しぶりに友人や同級
生と会った同窓生のためのイベントがあります。学校で
の楽しかった時間を思い出せるアクティビティに参加も
できます。学校にとっても現在と過去の生徒が一堂に会
する素晴らしいやり方です。これまでに起きた変化を知
ったり、上下の学年の人達の話を聞いたり、昔の友人や
先生方と思い出話をするのは本当に楽しい。共通の良い
思い出に胸がいっぱいになると同時に、新たに楽しい思
い出も作ることもできるのがホームカミングです。

Connecting Past and Present　Hannah Hayden 

This time of year is important at high schools and universities all across the United States as 
they celebrate Homecoming. Homecoming is a time, usually in September or October, for 
former students to return to their high schools and universities and celebrate with the current 
students. There are usually a few big Homecoming events. The main event is a large sports 
game, typically football. For schools without a football team, it’s usually a basketball game in-
stead. This game always has a huge, lively crowd. School marching bands play, cheerleaders 
lead energetic performances, and students and alumni wearing school colors wave signs and 
banners while cheering loudly. Current students vote for a Homecoming King and Queen, 
and those students are announced and crowned during the halftime of the game. At high 
school Homecomings, there is a school dance for current students on the night after the big 
game. Universities often host many additional events for the alumni to meet with friends and classmates they haven’t seen in a long time, 
and they get to join in some activities to remember the fun times spent at their school. It’s a great way for the schools to bring together 
their past and present students. It’s really fun to see what has changed, hear stories from people who attended before and after you, and 
reminisce with old friends and teachers. Homecoming always leaves me with a warm heart full of happy memories shared together, and I 
usually get to make some fun new memories as well. 

過去と現在をつなぐ　ハナ・ヘイデン

【ちょっと豆知識】宮地晶子
　フットボールやバスケで、「ボード
や旗を振る」という表現が出てきまし
た。ボードは原文ではsigns（看板）。
看板を振る？最初はピンときませんで
した。でもわかりました。ほら、メジ
ャーリーグで大谷選手が出てくると、
「Please marry me!（結婚して）」
だの「Have a date with me!（デー
トして！）」だのメッセージを振って
る人いますよね。あれですよ。あれ。
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