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ハバネロ友の会会員様 

 今年は冷え込みが早く、きれいな紅葉が見られそうですが、ハバネロ

は次第に葉色が悪くなり、果実の色付きが悪くなってきており、そろそろ

終了と言うところでしょうか。 

                             ハバネロ友の会事務局 
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ハバネロ全体に、元気がなくなってきました。    

例年並に温度が低下してきましたので、ハバネロは先月までとは打って

変わって急速に生育が止まり、花も咲かない状態になってきました。これ

からは果実の色付きに必要な積算温度も取れなくなり、青いままで終わっ

てしまうことになります。 

                           篠ファーム ハバネロ担当 
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「ハバネロなんでも質問コーナー」開設中 

事務局（ info@kyoto-habanero.com ）宛にご質問いただければ、直接ご質問者にお答え

すると共に、承諾いただいた内容は直近の号でも紹介したいと思います。 

 

匿名希望の方は「匿名希望」と伝えてください。 

                                              ハバネロ友の会事務局 

会員の皆様の宣伝コーナー開設いたします。 

ご自分の会社やお店の宣伝・自己紹介など、案内したい内容がありまましたら投稿してください。 

行政関係の方もどんどん投稿してください。 

ハバネロ以外でも全く問題ありませんので、会報誌を活用していただけたら幸いです。 

 

原稿の締め切りは、毎月5日までお送りいただけましたら幸いです。 

当月の10日頃をめどに、会報誌に掲載して配信致します。 

 

原稿の送り先は、 

         事務局（ info@kyoto-habanero.com ）宛にお願いいたします。 

                                       

                                              ハバネロ友の会事務局 

ハバネロに関心を持たれておられる方がお近くにおられましたら是非お誘いください。 

申込みは簡単で、ホームページより申込みに必要事項をご記入頂き、事務局へお送りし

ていただけるだけで登録完了です。また、いつでも退会出来ますのでお気軽にお申込み

ください。 

メルマガ会員の方には特典も考えております。 

 

会報誌の郵送ご希望の方は1年間分の郵送料と印刷代（モノクロ）・封筒代2,000円を申し受け

ますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。送金は郵便振替(払込取扱票)」にてお願い

いたします。 

 

    ＊口座は 00900-7-122727 ハバネロ友の会です。 

                   (振込み手数料はご負担ください。) 

                                         ハバネロ友の会事務局 

「ハバネロメルマガ会員」ご参加お勧めください。 
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                                  信州大学大学院農学研究科 松島憲一 

 

 江戸時代、日本には二つの唐辛子産地があったといわれている。一つは京の南、伏見のあたり、

もう一つは江戸の西、内藤新宿である。当時の大都市である京と江戸の近郊に、このような唐辛子

の一大産地があったことから、江戸時代の都市住民は結構、唐辛子を食べていたのではないかと、

私は推察している。 さて、その後者、内藤新宿である

が、今の新宿御苑あたりにあった内藤家の屋敷の一部

を、宿場町として開発したことから、新しい宿場町というこ

とで新宿と呼ばれるようになったらしい。内藤家は元禄の

頃から廃藩置県が行われるまでの長きにわたり、信州高

遠藩主の座に就いていた。高遠といえば、現在は伊那市

に合併されたが、私の勤める信州大学農学部とは天竜川

を挟んで伊那谷の反対正面に位置し、小彼岸桜の名所

として知られる山裾の町である。 

 さて、かつての唐辛子の産地、内藤新宿であるが、現

在、スローフード江戸東京の皆さんが中心となって内藤

とうがらしプロジェクトという企画を進めている。かつての

唐辛子の産地を現在の大都会新宿に復活させ「内藤とう

がらしで街を真っ赤なジュウタンにしたい」という夢に向

かって活動されている。さらに今年からは、内藤家の国許

である信州高遠でも地元飲食店の皆さんが中心となって

「信州版内藤とうがらしプロジェクト」が走り出し、「内藤と

うがらし」を栽培して街角に飾り、実ったとうがらしを使っ

た料理や商品開発等を行い、産業振興、景観形成、地域の活性化を図ろうと活動されている。わた

しも、唐辛子振興、それも本学のお膝元でのプロジェクトということもあって、全面的に協力させて頂

いているところである。11月の1日～11日に高遠城趾公園で開催される高遠城趾の秋祭りでは、こ

の内藤とうがらしの展示と料理教室も行われる予定となっている。 

 江戸の七味唐辛子を露店で売る唐辛子売りの口上に「入れますのは、江戸は内藤新宿八つ房が

焼き唐辛子」とあるが、この記述からも内藤新宿で栽培流通していたトウガラシは‘八ッ房’であるこ

とがわかる。房成りになる乾燥香辛料用の品種で、現在、一般的に一味、七味の原材料として使わ

れている品種‘三鷹’の親系統にあたる品種である。真っ赤に熟した果実が房成りになっているとこ

ろはそのままでも美しく観賞用にも 適である。食べて美味しいく（辛く？）、見て美しい、さらには中

山間地域の獣害対策にもなる、そんな魅力のある唐辛子と地域の歴史が織りなす新宿と高遠、二

つのプロジェクトが、今後、益々、実りあるものに成長していくことを祈るばかりである。 

 

筆者サイト「喰いしごき調査委員会」（http://saitamaya.net/carlos/） 

「喰いしごき調査委員会mixi版」（http://mixi.jp/view_community.pl?id=656317） 

twitter （http://twitter.com/#!/CarlosThePepper） 

facebook (http://www.facebook.com/kmatsushima2) 

信州からの唐辛子便り ～高遠藩、内藤家のとうがらし ～ 
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バングラデシュからの便り  １１月 号 

 

バングラデシュの大学の授業は、英語で行うことが義務付けられている。教科書は主に、

アメリカの大学で使われているものと同じだ。ダッカの本屋に行くと、アメリカでは数千円で

売られている教科書がコピーされており、1冊300円ほどで売られている。 

 

ただでさえ慣れない英語だが、コピーされたものはとにかく読みづらい。コピーのコピー品

だと、字を識別するのが大変だ。何て書いてあるのか全く読めないものもある。それに、たま

に落丁していることもあり、その大事な部分から試験問題を出されると、落第点を取りかねな

い。 

 

授業中や試験中に停電になることは多々ある。狭い教室のサウナのようなところで、読み

づらい教科書をめくり、汗をボタボタ垂れ流しながら勉強することになる。 

 

私はバングラデシュの私立大学を卒業している。写真は3年前の卒業式の時のもの。何歳

で卒業したかは秘密にしておきます。 

 

  

                                             Ryo Takeuchi 
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マチュピチュ、ペルーが誇る世界遺産に行ってきました。マチュピチュへ行くためにはクスコとい

うこれまた世界遺産に登録されている赤土のレンガが歴史を感じさせる街へ行く必要があるので

すが、そのクスコでは世界中から集まる観光客を相手にマチュピチュ以外にも様々なツアーが用

意されています。  

前回マヌー国立公園のジャングルツアーに参加した時は乗馬をしましたが、今回はラフティング

に挑戦しました。そこで仲良くなったガイドさんはジャングル地帯の出身者。私は普段海岸地帯に

住んでいるのでジャングル出身者と話すのはめったにないこと。そこで盛り上がった話題は海岸地

帯、山岳地帯、ジャングル地帯とペルーを3つの地帯に分けた「県民性」ならぬ「気候地帯」に沿っ

た男性の性格の違い。 

海岸地帯は「女好き」山岳地帯は「嫉妬深い」ジャングル地

帯は「ずるい」といわれているのだとか。どういうことかと言う

と、海岸地帯の人々はうわさ好きで人の悪口を言ったり、浮

気していることを自分で堂々と自慢したりと言動が軽いタイ

プ。山岳地帯の人々は内気で一度裏切られたりするとそれ

をいつまでも根に持つ執念深いタイプ。ジャングル地帯では

まずは相手の出方を

見て相手が馬鹿っぽ

いことをすれば自分も

馬鹿っぽくなり、逆に

静かなら自分も静かになるという風に相手に合わせ、本音

を隠すタイプ。それにジャングルの男はもし友人が浮気をし

ていても他言は絶対にせず口が堅いんだとか。 

 特にジャングル地帯では女性は夫が浮気をしていても見

てみぬふりするそうで、それは夫が外でどんなに羽目をは

ずしても妻の下に帰ってくるということを知っているから。だ

からジャングルの女はかしこい。なんて力説されたのでさぁここから議論の始まりです。以前ケニア

の友人と一夫多妻制について議論しましたが、そのとき口をつぐんでしまったのがこっそりと他の

女性と付き合うよりも、公にして責任もってその女性の面倒もきちんとみるほうがいいだろうという

主張。初めて一夫多妻制を正当化する説明をきいてつい感心してしまいました。見て見ぬふりか、

愛人を公認するか・・・もっともどちらの主張も夫の浮気を我

慢する妻というとても都合のいい状況を前提としていますか

ら結局、修羅場は避けられそうもありませんが。  

  気候の違いは生態系だけでなく人の性格にまで多様性を

持たせてしまうと考えると人も自然の一部なのだとしみじみし

てします。そこでペルーの気候の違いを知っていただくため

に砂が吹き荒れる海岸地帯、昼夜の寒暖の差が激しい山岳

地帯、木々が生い茂る熱帯のジャングル地帯それぞれの風

景写真を載せました。それぞれの景色を見ながら日々の生

活を想像してみてください。もしそこで生活するようになれ

ば・・・と考えれば自身の性格が徐々に変わっていく心境が楽しめるのではないでしょうか。 

                                                                     mutsumi 

MUTTSUNN通信 
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メキシコってどんな国・・？ 

 

皆さんはメキシコというと世界地図のどのあたりにあると想像されますか？ 

意外にどこにあるかなんて知らないのでは・・・？ 

メキシコはイメージからして南米と思われがちですがメキシコは実は北米なのです。 

北はアメリカに広く隣接し南は中央アメリカのグアテマラとベリーズへと続いています 

 

国土は日本の約5倍そこに日本と同じ約1億2千万

の人口が暮らし、南北にながーく広がる国土は 

豊かな自然と資源に恵まれています。 

中央高原地帯にある首都メキシコシティはなんと

標高2800ｍ富士山の8合目辺りなんです！ 

普通に生活していても階段を上ると息切れしたり

お天気が悪いと大気汚染と重なって頭痛を感じる

こともあります。 

 

メキシコというとサボテンのある田舎を想像される

かもしれませんがメキシコシティは人口2000万

以上アメリカ大陸 大の都市です。 

主に雨季と乾季に分かれますが年間を通して晴

天の日が多く湿度を感じることはほとんどありません。 

夜と昼の気温差がありちょうど日本の10月頃に似ています。 

 

北部には太平洋沿いに広がる海岸と山岳地域があり、 北端のカリフォルニア半島ではホエール

ウオッチングを楽しむこともできます。中央高原にあるグァナファトはスペイン統治時代のコロニア

ル都市が今も残っています。 
 
 
 

奈佐有子さんのメキシコのお話 

コロニアル時代の色を残すグァナファトの街 

                    世界文化遺産 

カリフォルニアに近い 

北部エンセナーダのヨットハーバー 

これぞメキシコ サボテンと青空！ 
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更に南下すると世界の大都市メキシコシティやアステカ文化の遺跡郡。 

メキシコ南部には先住民の文化が色濃く残る村や街、そして世界屈指のリゾート地カリブ海カン

クンや古代マヤ文明の遺跡群とみどころは数えればキリがないほど。 

食べ物もあの有名なタコスをはじめ、美味しいものが沢山。サッカー観戦や 近はやりのメキシ

コプロレスルチャリブレなども楽しめ、芸術ではフリーダカーロの絵画作品や世界遺産であるル

イスバラガンの建築と近代芸術も充実しています。 

 

でも本当にメキシコで面白いのは多文化がミックス

されて出来上がったメキシコ独自の文化や習慣か

もしれません。他の国にはない独自の風景を作り出

しています。よくメキシコ人が『COMO MEXICO NO 

HAY DOS! 』 と言うのですが直訳すると『メキシコの

ような国は2つとない！』です。それほど退屈しない

国でもあります。 

よく治安はどうなの・・・？イメージ的に危ないけどと

言われますが、ほとんど危ない目にあったことはな

いので、危険な場所に近づかないなど自分自身で

気をつけていれば大丈夫、それは日本でも同じで

すよね。 

ざっと紹介しましたが、一言でいうとメキシコは楽

しい！ 

太陽のように明るくて豊かな国です。 

今の日本が失いかけている 

人の陽気さや懐の深さやおおらかさも感じられま

す。 

（反対にラテンないい加減さや社会問題である貧

困も混在していますが・・・） 

一度旅すると虜になるかもしれません！ 
 

 

世界文化遺産 ベラクルス タヒン遺跡 カリブ海の青！すごい透明度です 

スペインの征服の象徴、 

教会の前で先住民の宗教儀式を行なう人たち 

メキシコの国旗とカテドラル  
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「我が家の いつものメニュー・チリ」                 中村まり子 

 

 [チンジャオロース］ 

 

わが家の中華の定番のチンジャオロースにはたけのこ、牛肉、ピーマン、パプリカに、ハバネ

ロやハラペーニョなどのチリの千切りも加えて作ります。 

ぜひお試し下さい。 

これからの寒い季節に、心も身体もホットになること間違いなしです。 

 

牛肉の代わりにエリンギを使うと低カロリーのヘルシーメニューに早変わりです。こちらもおす

すめです。 
 

 

我が家の いつものメニュー･チリ」  
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                                           児嶋きよみ(Office Com Junto主宰) 

Global session Report 
  期日：2012年10月13日 

 時間：１：３０～３：００ 

 場所：京都市東山いきいき市民活動センター 

 Guest Speaker：Mattew Farellさん（京丹後市ALT） 

 Coordinator：亀田 博さん（大津市在住）   参加者： 合計6名 

 
 

少し少ない人数でMattさんをゲストに、セッションが始まりました。Mattさんは、ゲストとして3回

目になります。彼の自己紹介から： 

 「現在は、京都府北部の京丹後市のALT（英語指導助手）として5年目を迎えました。 アメリカ

のミネソタ州出身・26才 

 初来日は、大学2年生の時で、千葉県幕張市で4ヶ月（1セメスター）ホームステイを しまし

た。 初の一ヶ月は、食べ物もおいしいし、人々も親切だし、とてもManic（躁 状態）だったと思

います。ところが、その後、ホームシックになってきてだんだんうまく コミュニケーションもとれ

ないこともあり、フラストレーションが溜まって来ました。そ の後大学に帰り、日本語を学び続

ける中で、自分の中で下がってしまった日本のイメージ を上げたいと思い、再来日することに

しました。」 

 

Mattさんは、 初、人数が少ないのが気になって、「9月・8月は何人来ましたか？」と聞き、１５．

６人というと、「ぼくをきらいなのかも」冗談のような、本気のような言い方から始まりましたが、さ

て、セッションが始まると、少ない人数の方が内容が深まるという展開になってきました。Mattさ

んが、どんどん変わり、いっしょに参加している人たちも「多くのことを学んだ。」という実感を

持って終了することができました。 

 

その過程をできれば、味わってみてください。 

 

亀田：初めて日本に来たときにMattさんは、カルチャーショックがあったと思いますか？ 

Matt:（M）：千葉県幕張は東京に近く、 初の方は楽しくて楽しくて興奮していました。 

  ところが、「Blue Eyesやね」とか、「ブロンドヘアやね」とか言われるたびにショックを受け、だ

んだんup ＆downが激しくなって来ました。 

  その理由は、アメリカでは、「体のことを言ってはいけない」というしつけをしっかり頭にたたき

込まれていて、言うのもいけないけれど、言われたときのショックがとても大きかったのだと思い

ます。     

Title:Blue Eyes   Why are your eyes blue? 

           「 なんであなたの目は青いの？」 

    このように言われたMattさんは、どんどん落ち込んでいきました。 

   何故でしょう？その理由を考えてみてください。 



PAGE 10 １１月号 

 ｋ：その時は、19才だったのですね。 

M: そうです。だんだんホストマザーともうまくコミュニケーションもとれなくなり、気分が

Downしたまま4ヶ月後に帰国しました。 

亀田：カルチャーショックはどのようであったのですか？ 

M: 多くの人が外国に来ると、 初は、とても興味があり、ハイテンションになります。 

本当は、もし、何か問題が起こったら誰かにたずねたらいいのですが、なかなかできませ

んでした。 

亀田：Withdrawalをあなたの日本語訳では、「ひきこもり」と訳してありますが、それは、   

どのような状態をいっているのですか？ 

M: たとえば、西欧系の友人の中だけで過ごし、出てこないようなことで、日本人以外の外

国人グループに浸るというような意味です。 

ｋ：そのようなことは、日本人が外国に留学していてもよくあります。日本人だけのコミュニ

ティに入り浸って外に出てこないというような。 

M：そうです。日本に居る外国人だけではありませんね。そのほうが、Easyと思えるからで

す。 

亀田：Stereotypingって？ 

M：大体の人は日本に来る前は、日本人はみんながとてもPolite（礼儀正しい等）と思って

います。これが、Stereotype（ステレオタイプ）という意味です。 

ｋ：3月に友人達とアメリカに行ったのですが、ひとつだけ言わないでねとお願いしたこ  

とがあります。日本語の「すみません、ちょっとすみません」は”Sorry, sorry”とではなく

て、Sorryというと何か悪いことをして謝っているみたいだから誤解されるからです。「みん

なPolite」と思う場合の逆ですが。 

M：実際はだいたいステレオタイプ通りにていねいなのですが、自分の気分がDownして 

くると「日本人は体のことなどを言って無神経だ」と思ったりしました。 

亀田：続きを読んで下さいね。 

M：カルチャーショックには、四つの段階があると言われています。第1段階：Honeymoon

（ハネムーン）・Negotiation（苦悩）・Adjustment（順応）・Mastery（体得）です。 

  Why are your eyes blue? あなたの目はなぜ青いの？とたびたび聞かれた時のわた

しの対応の仕方を、それぞれの年度ごとに書いてみました。 

亀田：Roller Coaster of Culture Shock（カルチャーショックのローラーコースター）と

言っていますが、あがったり下がったりする意味ですか？ 

ｋ：ジェットコースターの意味ですか？ 

亀田：上に上がったり下がったりするあの遊具はなんというのですか？ 

M：Tower of Terrorだと思います。 

(途中略） 

亀田：４段階のカルチャーショックの話がありましたが、カル

チャーショックでハネムーンとは？ 

ｋ：so excited time と言う意味でハネムーンと言うのですね。 

M：そうです。一番いい時期 
                                        

 



PAGE 11 １１月号 

 亀田：Negociationは、「根回し」とか、Advanced meetingをするという意味ですね。 

M:このnegociationは、ひとりで考え、”Is this ok? "No" と自問しているようなものです。 

亀田：根回しとは少しちがうね。 

M：苦悩というのは、ホームﾀｳﾝにいるならいいけど、外国にいるので自分でNegociate（交  

渉）しなければなりません。 

ｋ：日本語では、「悩む｝ですね。「苦悩」は意味がもっと強いですね。 

M：別の場所へ来て、人によっては、いつも、さびしさが強く出て、また別の人にとって  

は、弱く出る場合がありますね。新しいALTが来て、１年契約だったのに、とても耐えきれ

ず２週間で帰国したという例もあるようです。 

ｋ：OSU-K（オクラホマ州立大学京都校）があった時に、本校から常時日本校へ留学生  

が来ていたのですが、到着して１週間目に、阪神淡路大震災が起こったのです。その   

学生はもう、その日から怖くて眠れなくなり、すぐアメリカに帰国した例もありました。 

捉え方は、本当に人それぞれですね。 

M：ハネムーン期間で興奮していた後、地震のようなことがあると、まわりの人にも大き  

く影響します。東北地震のあと、アメリカにいる母からは、毎日電話があり、「放射線の影

響もあるはずなので、早く帰国しなさい。」と言ってきました。ここでは、ミルクコーヒーが

自販機からなくなったくらいだったのに。 

ｋ：あなたのおかあさんは、normalで、東北と京都がどれくらい離れているかは、地図  

をみてもわからないでしょうね。 

M：では、１年目から読んでいきます。 

ｋ：質問があったらしてみましょうね。[peek」という単語の意味は？ 

M：「覗く・のぞく」という意味です。１年目で、「なんで青い目？」と聞かれて、必死に 

  聞かれる意味をさぐり、答え方を考えていたのでしょう。全く、日本にいる外国人の  

立場で、外から日本の文化を覗こうとしていたのでしょう。 

 ２年目にはいると、ほとんど全員にこの質問をされていたと思うようになりました。 

 初は、日本人と西洋人のちがいを聞く無邪気な質問だと思っていたのですが、だん   

だん、視野が狭い人たちだなと思うようになりました。「もちろん、ぼくはちがう色の目を

持っているよ。僕は日本人じゃないよ。アメリカ人だよ。そんなことも知らないのか？」と。

それからは、聞かれるたびに、「なぜならね。」と苛苛して答え、時には何も返事をしませ

んでした。 

 ３年目は一番つらかったです。日本への魅力はだんだんなくなり、「日本人は外の世界

を知らないのだ。」という失礼な考え方にとらわれていました。上から物をみるような言い 

方でなく、生徒が将来、深く物を考え、文化への理解が深まってほしいとは思っていまし 

たが、その方法がわかりませんでした。「なぜなら、僕は 

 ちがいますから。」で、始めてい って、「なぜなら、 

 僕はちがうんです。それで？」に変わり、「なぜなら、 

 僕はちがうのです。それで？いろいろなちがう色の 

 目の色があることを知りませんでしたか？ブラウンの目 

 以外に。それって、おもしろくない？」と進化しました。 

 ４年目は、あまりにも何度もこのことを聞かれ、あるとき、 

 遺伝子的理由で見てみようと 思いつ  
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 遺伝子的理由で見てみようと 思いつきました。科学的なことで退屈させたくはありませ 

んが、これは、光の散乱に関係 しています。本質的に空が青く見えるのと同じ理由で青

い目が人間にもあるのです。目の構造の中の小さなちがいが大きな変化を生んでいるの

です。 

 このころには、生徒に説明する自信と能力がついて来ました。 

 ここで 後の年を迎えるのあたり、アメリカ人の子どもが両親や先生に、「なぜ空が青い

の？」と聞くことと、「何故あなたの目は青いの？」と聞くことが同じだと思えるように なり

ました。この単純な問いは、生徒が外の世界に羽ばたく第1歩です。 

 それに対する答えは、興味を持たせ、はぐくむべきで、妨げることではないと気づきまし

た。(途中略） 

ｋ：1年目で"I glibly answered"と言っていますが、gliblyは、「何も考えずにとか、いい  

かげんに」という意味ですか？ 

M：glibly speaker というと、良い意味もあって、「うまくしゃべる弁護士」などの意味に も

使うときがあります。 

ｋ：それは、なかなか意味を取るのが大変ね。 

ｍ.ｋ：3年目の項で"without being condescending"とありますが、どういう意味でしょう

か？M：Condescendというのは、目下の者に謙遜した、腰の低い態度をとっても、相手を

見下すようなfeelingにとられる状況を言います。たとえば、”Use a pen like this"と簡単な 

ことを、ゆっくり、くそていねいに言うような時、または、「もちろん目が青いよ～」  

（あなたがそのちがいをわかるとはおもわないけど～）みたいなニュアン

スをこめて言うのが、Condescendingです。 

m.k：bad meaning ですか？ 

M：単語としては、良いと悪いの中間のニュートラルでしょう。 

ｋ：でも”Without being condescending"ですから、「そのように 

  上から目線でなく」という意味ですね。 

m.k：同じ3年目の項の”I started with an insecure”のInsecureというの

は、どういう意味ですか？ 

M：これは、自信なく、不安を持ちながらという意味です。それは、 

  "Because I 'm different, and that's OK."というようになりました。 

  日本語訳の文では、 

  「だから、僕はちがいます。大丈夫でしょう？」と書いています。 

ｋ：「大丈夫」というのは、”OK”の訳ですか？日本語のfeelingでいうと、「わたしは、違うん

ですよ。それで、何やねん？」という感じにとれますが。「大丈夫」という日本語の訳は今

の場合は少し変ではないですか？「僕は、違うんですよ。それでかまわないでしょう？」く

らいでしょうか？ 

M: 「マット先生は、目が青いね。何で？」の質問に、こんなに複雑なことを考えて答え  

を言っていたんです。 

ｋ：でも、何で、日本人が「なんで目が青いの？」と聞くのかが、私にはわからないです    

けどね。 

M：京丹後市では、外人はめずらしくて、特に子どもは関心が高くて、僕以外は、みんな            
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  黒目だし、ストレートに聞いて来ます。「なんで？」と聞かれて「遺伝子のちがいよ」  

と答えると「遺伝子って何？」と続くんです。 

亀田：聞かれたほうは、" Do you have a boyfriend?"と聞かれた時のように、個人の中

にぐ  っさり突き刺さるような感じがするんですね？ 

M: そうです。「ボーイフレンドはいる？」と聞くことが礼儀を失しているという感覚が  

ないように、「あなた太ったね」とか、「髪の色が白くなったね」と同じくらい失礼で   

「あなたの目は青いね」というのも同じくらい失礼だとは思っていないのですね。     

子どもの時から、Bodyのことを言うのはInpoliteと教えられてきた文化から初めて来  

て、いきなりみんなからこのような事を言われたので、気分が悪くなったのです。 

ｋ：日本人が、その様なことを、あまり失礼と思わずに口に出すのは、何故なんでしょう    

か？ 

亀田：セクハラは悪いと思っているけどね。 

M: 仕事場で「あなたのセーターの色はきれいね。」というのは、セクハラ？ 

ｋ：「あなたの目は青いね。なんで？」というのは、たぶん、「きれいね」と言っているの    

で、「あなたは、日本人ではないので、仲間ではない」と言っているのではないと思    

いますよ。 

M：それがわからない時は、子どもから言われても"uncomfortable”でした。 

ｋ：日本でも、言った方がその気がなくても、受けた方が、差別と感じたら、それは、「差  

別」だというのは、本筋ですね。 

M：そうなんですか？アメリカでもそうですが。 

ｋ：このように「気分が悪いんです。uncomfortable」と誰かに言ったらいいのではないで  

すか？わかれば、「すみません」と言うかもね。 

M：そういうことは、あまり言いませんでした。 

ｋ：同じ学校の先生には？ 

M：もし、科学的に説明できたらいいんですけど。 

ｋ：たぶんそのような受け止め方があることさえ、知らないと思います。 

M：アメリカ人の小学生もあまり、BODYのことを言ったりタッチしてはいけないという  

ことは、しっかりは知らないと思います。中学生になるとそれは、認識すべきことに   

なりますね。 

ｔ：みんなで先生に「何故目が青いの？」と言っているなら、仲間はずれが怖いから言っ  

ているのかもしれませんよ。 

M：外国人の友達が言っていたのですが、隣の人がいつもじろじろみたり、学校ではタッ  

チしたり、スーパーでチョコレートを買うだけなのにじろじとずっと見つめられたり  し

て、”So sad”と言っていました。 

ｋ：長くいる外国籍の人もそう言っていましたね。 

M：アメリカではじっと見つめるのは失礼という文化がありますが、日本ではちがうので  

しょうか？いつも失礼と思ってしまう自分がいて、そのことにプレッシャーを感じてしまう

ときがあります。 

ｋ：日本にも「じっと見つめたらいけない」というルールはありますね。でも、私の考え   

では、外国人に対するルールと通常の日本人一般に対する規範の間にしらずに、川の           
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   ような線引きをしているような気がします。 

M：Distinction（差別）は、良くないことですね。アメリカの歴史は、よそから来た人た   

ちでもともと成り立っています。出身のミネソタ州でも、 近は、移民受け入れが多い州

として有名で、アフリカのスーダンやソマリアからの移民が増えて来ています。 

  初は、ちがうなと思っていても、だんだん自然に受け入れています。ことばの問題     

もありますね。英語が話せるようになれば、入れますからね。日本は、外国語を受け    

入れる環境ではないですね。 

ｋ：あまりみたことのない人種に対してひどい態度を取るのは日本だけではないですね。 

   中欧 のセルビアの首都のベオグラードに娘達夫婦を訪ねて行ったときに、街を歩い

ているとじろじろみられたし、娘などは、一人で通りを歩いてたら「中国人、帰れ」と 

  叫ばれたそうです。それは、ずっと以前にセルビア政府が旧ユーゴスラビア解体後、   

他との交易事業をあまりしていない時期から、中国人だけを受け入れてきて、今は、   

その中国人コミュニティが広がり、セルビア人の仕事をうばっていると言われている   

ので、日本人も外見では区別がつかず、「帰れ」と言われたのでしょう。ところが、娘が

「日本人です」と叫び返すと、突然「すみません」とあやまったそうです。その理由は日本

は、中欧諸国に区別無く、援助資金を入れていて、ベオグラードの新しい市内バスの多

くは、日本資金で購入され、バスの側面には、日本の国旗とセルビアの国旗の絵が書い

てあるのです。それを多くの市民は知っているようです。 

  知らないことは、やはり伝えないと無理が出てきますね。 

F：目の色のことですが、目の色で祖先がわかると言われていますね。北と南では光線の 

  量がちがうので、遺伝子がその地域の条件にあうように作られて来たといわれていま   

す。 

M：北の光線は暗く、南の方では明るいですね。青い目は、暗いところでよく見えて識別  

がBrownよりよくできるのです。北欧などの冬は早く日が暮れますが、青い目は、濃  

い目の色の人より、暗いところでも光をよく見ているのでしょう。でも日本では、Brown  

の目は強くて、僕の青い目は弱いよと言っているのはその理由です。 

F： 小さい子にはサングラスなどを掛けさせ、青い目から紫外線を避けるよう指導して  

いるそうです。 

ｋ：二月にニュージーランドへ行ったのですが、小さい保育園児からサングラスを掛けさ   

せ、頭には、首を覆うような布付きのカラーの帽子を被らせていました。紫外線の量   

が半端ではなく、皮膚癌などが大変多いそうです。南半球の南極に近いので。 

亀田：目の色にはブラウン（濃褐色）・ヘーゼル（淡褐色）・アンバー（琥珀色） 

   グリーン（緑色）・グレー（灰色）・ブルー（青色）・ヴァイオレット（青紫色）・ 

   レッド（赤色）などがあるようです。左右の色のちがう虹彩異色症という病気も 

   あるようです。二つの違う目の色どうしがかけ合わさると、強い方の遺伝子の色が

出てくるようです 

M：BlueとBrownだと、Brownが出て来て、Blueの目の色はだんだん減少していくはずで  

す。 

m.k：偏るんですね。 
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 Mattさんの 後のパラグラフに注目してみましょう。 

「多くの人は、カルチャーショックを、否定的で何か悪いことで我慢しなければならないこと

と思っています。自分は、今は、自分を鍛える方法とか、自分の世界観を磨く方法と思え

るようになりました。この辛い行程無しに自分自身に対する必要な問いを立てることがで 

きなかったでしょう。「なぜ、日本人はいつも私の目が何故青いのかと聞くのでしょうか？」 

という、ことばで言い表せない文化への私の理解を深めるための基本的な問いです。 

    

  後まで読んでいただいた方は大変お疲れ様でした。 

 今回は、とても深く話し合えたようなので、録音をできるだけ詳しく書いてみました。 

 ゲストのMattさんが、だんだん理解し合う感じになって来られたのが感じられましたで 

しょうか？ 

 セッションの醍醐味を味わえたような気分に、参加者全員がなりました。このような体験 

実際に味わって見たい方はどうぞご参加を。 

 
        

        次回11月24日(土） 

       １０：３０～１２：００ 

 

      ガレリアかめおか 3階 第1会議室 

 

      ゲスト：高原幸子さん 

      (8月にボストンでの2年間の暮らしの後、帰国され         

       たばかりです。 

      Title：べっぴんタオル 

 

         連絡先：Office Com Junto  児嶋きよみ 

               tel：０７７１－２３－６５７９ 
                                       

 



〒621‐0008  

京都府亀岡市宮前町神前上長野2  

有限会社篠ファーム内 

info@kyoto-habanero.com  

 Fax 0771-24-7885 

■「ハバネロなんでも質問コーナー」開設中 

事務局（ info@kyoto-habanero.com ）宛にご質問いただければ、直接ご質問者に

お答えすると共に、承諾いただいた内容は直近の号でも紹介したいと思います。 

匿名希望の方は「匿名希望」と伝えてください。 

 

■会員の皆様の宣伝コーナー開設いたします。 
  自分のところの会社やお店の宣伝など、案内したい内容がありまましたら是非、投稿

してください。行政関係の方もどんどん投稿してください。 

  ハバネロ以外でも全然問題ありませんので、活用していただけたら幸いです。 

  原稿の締め切りは、毎月末までに頂きました原稿は、翌月の10日頃をめどに、会報

誌に掲載して配信致します。 

  原稿の送り先は、事務局（ info@kyoto-habanero.com ）宛にお願いいたします。 
  

                            ハバネロ友の会事務局 

ハバネロ友の会 事務局 

ハバネロ料理コーナー 

 キノコとミニトマトの炒め物 
 

材 料 

    シメジ   椎茸    ミニトマト 

    オリーブオイル  塩   胡椒 
 

 

作り方 

 

  フライパンに、オリーブオイルを入れて、火をつけます。 

  そこに、キノコを入れて炒め、ミニトマトも半分にきり、一緒に炒めます。 

  塩、胡椒で味をつけます。 

  ゆがいたパスタにからませてもおいしいです。   


