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アレとコレがつながって光が差す
　去年の夏、通訳準備中、知らない言葉に出会いまし
た。恥ずかしかった。そしてその翌日、新聞を読んで
いたら、なんと文中にその言葉が出てきました。今ま
でにも目にしていたのか、知ったからこそ目に留まっ
たのか。その時ふと、中学生の時に習った社会科の先
生が言ってたことを思い出しました。「あんたらね、
今習ってること、ピンときてないでしょ。でもな、勉
強を続けてたら、ある日突然アレとコレがつながって、

さあっと光がさすようにわかることがあるんやで」－
落ち武者のような風貌の一見さえない先生。でも、授
業は、生き生きとして、戦国武将の斬り合いの再現が
やたらと面白かった。盛り上がって教壇から落ちるま
でが１つのパターンでした。さてさて私は授業で、活
劇はやりません。いたって地味な授業です。昨今のコ
ミュニケーション活動万歳の、何やら見栄えのする授
業は本当に力がつくのかな。落ち着いて「わかった」
「あ、そうか」と思える授業がしたい。「やってて面
白そう、でも生徒は実は何もわかっていない」より、
「わかったから面白くなってきた」といきたいのです。
コミュニケーション力をつけるにしても、まずは中学
時代に学ぶ英語の基礎を最低でもがっちり身につけて、
それを土台に羽ばたいてもらいたい。だから生徒に、
言うのです。「もうちょっと頑張ったら、突然分かる
ようになるからね。努力の結果が出るには、本気出し
てから３ヵ月はかかるからね」と。昨今日本の英語教
育はコミュニケーション活動に力を入れすぎて、肝心
の土台作りをしていない気がしています。

（訳：宮地晶子）

　バレンタインデーは誰でも知っていますよね。世界中
の人が、贈り物やその他のロマンチックな仕草で愛を表
現します。よくある文化の違いとしては、日本ではたい
てい女性が男性にチョコレートを贈るのに対し、欧米の
多くの国では男性が女性に贈ることが多いこと。
　これがフィンランドでは、また全く違います。2月14
日はウスタヴァンパイヴァ「友の日」と呼ばれています。
グローバル化のおかげで、バレンタインデーのロマンチ
ックな側面がフィンランドにももたらされましたが、未
だに多くのフィンランド人は、この日は友情を祝う日と
捉えています。友人にカードを贈ったり、幸せな「友の
日」を願ったりするのが珍しくありません。

　私はフィンランド版がお気に入りです。恋愛が全てで
はなく、それ以外の人間関係も同じくらい充実している
ことを思い出すことが大切だと思うからです。良い友達
は家族のようです。お互いのことをよく知り、一緒に楽
しめて、苦しいときはお互いに力になれる。一緒にいて
リラックスして自分らしくいられる。フィンランドにい
る友だちが恋しい、でも日本でも素晴らしい友だちがで
きて幸せです。こんなに素晴らしい人たちが私の人生に
いることに心から感謝しています。

皆さん、ハッピー・フレンズ・デー！

Celebrating Friendship　Kerttu Pihlajamaa 

Everyone knows Valentine’s Day, right? People all over the world celebrate this day by ex-
pressing their love through gifts and other romantic gestures. A cultural difference that 
often comes up is that while in Japan it’s usually the women giving chocolate to men, in 
many Western countries it’s the opposite: men are the ones giving chocolate to women.
Finland, though, is a different story altogether. Our February 14th is called ystävänpäivä, 
‘Friend’s Day’. While globalization has brought the romantic aspects of Valentine’s Day to 
Finland as well, many Finns still see the day primarily as a celebration of friendship. It’s not 
unusual to send cards to your friends or otherwise wish them a happy Friend’s Day.
I like the Finnish version of the day. I think it’s important to remember that romantic love is not all there is, and that other types of re-
lationships can be just as fulfilling. Good friends can feel like family: people who know each other well, who have fun together, who are 
there for each other in difficult times, and who can relax and be themselves around each other. I miss my friends in Finland, but I’m 
happy to say that I have made some great new friends here in Japan. I truly appreciate having all these wonderful people in my life.
Happy Friend's Day to everyone!

（ystävänpäivä = ウスタヴァンパイヴァ）

友情を深める　ケルットゥ・ピヒラヤマー

【ちょっと豆知識】宮地晶子
　タイトルのCelebrating Friend-
shipのセレブレイトはラテン語由来
で「祝う」と言う意味。テレビCMで
「セレブレーション　カモン！」と歌
っているのは「祝福」という意味の名
詞。セレブというと日本ではお金持ち
を意味しますが、英語のcelebrityは
「著名人」「有名人」と少しニュアン
スが変わります。
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