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ソロバン先生  英国を行く      

                                東塚 弘司 

この計画を決めたのは １年前の６月（２００６/ ６月）でした｡ 

60 数年 生きて来て随分遣り残した事があります｡ 

なかでも､英語が話せないことで､大変悔しい思いをした事が､今だに悔しく思い出されま

す｡ それを何とかしたいと､ 思い立ちました｡ 

その為には 英語圏で生活する事だ｡ 観光旅行では詰らないし､長期間集中出来ないだろう｡ 

“ 期間は？”  出来れば、 6 ヶ月か 1 年間 英語圏で生活できれば、日常会話は 何とか成

りそうだが､､､｡. 

しかし､それ程若くは無い｡ 体力面は? 精神的には? 家庭は大丈夫か?   ところで現地で何

をするのか?     そんな時､   ある日､新聞広告で “ あなたも海外で英語で生活し学校の

生徒に日本文化を紹介して見ませんか？” を見て”コレダ !!”と思い これに乗る事にした｡ 

              

< 計画内容･････ 私の選択決定したもの ･････> 

 

1. 期間        3 ヶ月 (季節のよい時)      体力/精神/家庭 面から 

2. 滞在国      英国     英国コースのみ前半､英会話の事前研修有 

3. 滞在のスタイル    ホームステイ 

4  教える学校   中学校 

5. 教える内容      ソロバン､ 習字    これらに絞り込むのに 6 ヶ月要したが  

 

 1 年間の準備期間を設け 決行は 1 年後の夏 ２００７年７月とする｡ 

 

さて問題は 本番までに少しでも英会話力のカッコをつける事だ｡ 

1 年間  NHK ラジオ英会話講座 (毎日 昼､夕 計 3 時間)を聞く 

        英会話教室   (毎週 1 回 1.5 時間)に参加 

1 年間続ければ少しは マシになるだろうと思い マジメに継続実行｡ また その期間中 

息子の赴任先の デトロイトへ遊びに行った時も､英会話プライベイトレッスンを 

息子に手配して貰い 5 日間受講｡ (5 日分の Golf 料金より高くついたが) 

一応やれる事はやった｡   後は After field and mountain.（後は野となれ山となれ） 

 

いざ出発 

２００７年 7 月 13 日（土）  27 丁のソロバン(30 丁求めたが品切れで 27 丁)と 

30 セットの習字道具(これら全て¥100 均ショップで購入) そして自分で作った英語の 



 2 

ソロバン教本､習字教本をスーツケースに詰め 単身成田を出発｡勿論好きな Golf バッグ 

も担いで｡ (何たって Golf 発祥の英国に 3 ヶ月も居るんだから) 

 

無事 ﾋｭｰｽﾛｰ空港に降り立ち､集合指定場所に何とかたどり着く｡ 

最初の 8 週間の英会話研修のスクールの責任者が待ち受ける｡ 同級生となる日本人 

5 名(全て女性､老若様々)とも 顔を合わせる｡ こちらの荷物 (Golf バッグの様だ) に 

驚いている様子｡ 

責任者に大型タクシーに乗せられ､それぞれのホームファミリーにデリバリーされる｡ 

我がホームは ｾﾝﾄｵｰﾊﾞﾝｽ(St.Albans)と言うロンドン の北､約 30km の､古い 静かな 

美しい町で､ママは日本人(但し会話は全て英語)､ﾀﾞﾝﾅは黒人(夫婦共 30 歳代後半か?、共働

き)。 家はウサギ小屋と言われた日本の家より狭し｡ 

 

  さあ！ いよいよ始まる 英語の毎日！ 

 

英会話スクールは隣の町にあり､鉄道に 15 分乗り家から約 45 分｡ 

授業は AM10 時 ――PM3 時 

同級生 15 名・・・・・日本人 13 名､ 男 3 名､女 10 名 (職歴; 教師､保育士､シェフ､ﾌﾘｰﾀｰ､   

                                   TV レポーター等さまざま) 

                      韓国人 2 名､ 女子大学生 

 ここでも 女性パワー たくましい。20 才~50 才で日本での仕事を退､休職し 

彼らは 1 年間滞在予定｡ 

* 私と同じ身分の､超 60 才のリタイアー生(男)が居り､直ぐ意気統合し下校途中”PUB”ﾍ｡ 

 

英国生活に入る前に自分に課したことは、“口数多く”、“考える前に話す”、“誰にでもコチ

ラから話しかける”、“間違っても殺されない”、“困ったら身振り手振りで”と。 

 

道を歩けば、とにかく通行人に道を聞き、“ Hi fine !! “と声をかけた。 

学校では当然日本語厳禁で、コチラから絶えず声を発し、口数多く、先生には質問し、聞

かれもしない事も話し（英語でダジャレも言って）するものだから、タチマチ クラスの

人気者となる。 シメシメ！ 

 

授業は リスニング、スピーキングを次から次に、 手を変え品を変え、又発音を徹底的

に教えられる。うまく身に付いたか否か？？？ 

ここでの英語研修後たちまち必要となる “簡単な日本語の教え方” “色々な折り紙の 

作り方、教え方“ ”習字の教え方“等 実践的で有用な課題を盛り沢山に。 

 



 3 

また、授業の一環で 近郊のサマーキャンプを訪問し 生徒達に日本の事を教えたり、一

緒に遊んだりするボランテイア活動（同級生とグループを組み、２日間）。又 次に１人１

人単独に 町のチャリテーショップ（近くの住人から寄付されたリサイクル品の再販小売

店）に派遣され 売り子、レジ係のボランテイア活動を週１日、計４日間。 生まれて初

めて 

レジスターなるものを、英国で打った。 

自分の英語が上達しているのか否か 解らぬが、順調に日程が消化されていく。  

 

Golf の本場 英国でプレーする 

英会話授業終了後は、ウサギ小屋のホームには帰らず、町（セント オーバンス）の図書

館へ行き、パソコン（１日１H 無料で使用可）で日本の家族とのメールをしたり、勉強（復

習中心）をする毎日。 その内この町に結構な Golf コースが有る事を発見。（ Home of the 

Ryder Cup 、日本の府中 cc と同レベル）。 

英国の夏は快適。最高気温２５、６度。湿度無。日はながく、PM９時頃迄明るい。学校終

了後、ホームへ一旦帰り、準備をして Golf バッグを担ぎ徒歩で２０分、コースへ行き、 

（予め Tel で予約済。勿論英語で）素晴らしいコースを一人でプレー。,プレーするのは 

ウイークデイで、PM４時頃スタートのせいか、いつも空いており日によっては、ラウンド

終る迄誰にも会わない日もあり、大変集中してプレーを楽しめた。 

料金は１R；３５ポンド（約￥８０００＊＊＊他の物価が日本の約２倍であるのに対し割安） 

 

プレー後、シャワーを浴びラウンジのテラスで、少しづつ暮れていくフィールドを眺め 

一人飲む ほろ苦いビタービールの美味いのには、毎回マイッタ！ マイッタ！！ 

 

次の町へ引越し 

８週間の英会話クラスの生徒生活を終え、いよいよメインイベントの Summerhill School

（サマーヒル スクール ＊＊＊ 私の派遣される中高学校）のあるバーミンガム近郊の 

小さな田舎町スターブリッジへ、４時間かけ汽車とバスを乗り継ぎ引越しをする。 

セミデタッチド ハウス（２戸続き一戸建ち住宅）で３０坪位の芝生の庭が有りダイニン

グ、リビングルームは明るく広く、マイルームは狭いが明るい。住環境はベリーグッド。 

ジャッキー（ママ）とラリー（ダンナ）＊＊６０歳前後の英国人＊＊ が優しく迎えてく

れる。 が、彼らの話す English 全く聞き取れず。（ここへ来る前からバーミンガム近辺 

の英語は訛りが強く聞き取りが難しいヨ とは聞いていたが）少しは辞書にある発音記号

を意識してほしい。 

土曜日に引越し、翌日曜日 ラリーからサマーヒルスクールへの通学路を教わり 片道徒
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歩４０分で行ける事が分り一安心。 ラリーは夕食後近くのパブへ案内してくれ ビール

をご馳走してくれる。毎週末パブでビールをゴチになりこれはハッピーだが 食事のマズ

イのには呆れ果てる。それをジャッキーは“どうだ！美味しいダロー！！”と得意気に出

してくるから、始末が悪い。マズイ！とは言えず “グッド” “エクセレント”と言わ

ざるを得ない。  “何が伝統的な英国料理ダ！””バカ！！“ 

 

        ソロバン先生、習字先生 いざスタート！！  

サマーヒル スクールの先生生活スタートする。 コンタクトパーソン（窓口責任者） 

のデイブ（独語の先生）が仲々気の付く人で、当方の意向（拙い英語で話す）を適格に 

聞き入れてくれ スケジュール調整をしてくれる。      ＜受け持った 

                              クラス数、時限＞ 

１． “数学”のクラスで ソロバン教室          ３クラス９時限 

２． “日本語”クラス（日本人先生；英子 san）のサポート ４クラス８時限 

         ここでも請われて ソロバン教室     ４クラス４時限 

３． ダンとポールの“地理”のクラスで 習字教室     ５クラス５時限 

４． “美術”のクラスで 習字教室            １クラス２時限 

５． 近隣のプライマリースクール（小学校）へ派遣させられ ４クラス４時限 

       （簡単な日本語、日本の遊戯、唱歌を教える） 

６． ミックの“マーケテイング”のクラスに請われてジョイン４クラス４時限 

７． テスの “保健体育”のクラスに請われてジョイン   １クラス１時限 

      （日本人の食事、食材、健康管理について Q&A で） 

 

１日 平均２時限（クラス）の授業を受け持った。これは自分の期待したペース。 

 

ソロバン（ABACUS）教室 

最初の“数学”のクラス（担任；ケビン クワーク）でのソロバン教室は緊張した。 

＊ 設定した授業のターゲット                                                             

        ３時限の授業で半数以上の生徒が 暗算で１，２桁の簡単な 

        読み上げ見取り算（７，８個の足し算、引き算）が出来るようにする。  

生徒数は２３名。学年は中学１年生。彼らにとっては、変な白髪まじりの日本のオヤジが 

突然現れ、慣れてない英語で話し出し、 
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生まれて初めて見る変な道具を渡され計算の仕方を勉強しろという。全員キョトンとした 

顔でコチラを見ている。クワーク先生も心配そう。 コウジ先生 臆する心を振り払い 

自分の教本にのっとり大道具、小道具を駆使し 身振り手振りを交え授業を進める。 

クワーク先生には予め教本のコピーを渡してあり、勘のいい先生で３０分も経つとコチラ 

を理解し、コチラの英語表現を生徒達が分りやすい言い回しに直してくれ、有効なヘルプ

をしてくれる。大変助かる。英国の子供達は大変積極的で、練習問題の Q＆A では 

“コウジ” “コウジ！”と連呼して手を挙げ自分に当てろと 目を輝かす。 

途中、途中で息抜きに 日本の紹介（富士山、桜の花、新幹線など）をしたり 日本語の 

あいさつ（ こんにちは、ありがとう、さようなら 等 ）を教える。 

 

コチラは汗だくだが、結構活発な授業となった。 総括的には 生徒の２割は脱落、２割 

優秀、６割まあまあ。 

 

最後に、ターゲットの“読み上げ見取り算”を暗算でチャレンジさせる。 

“ソロバンから手を離せ！ 正面を向いて目を瞑れ！ 頭の中にソロバンをイメージしろ。 

５玉を全て上げ、１玉は全て下がっているな。イクゾ！！ フォーカス（集中）！！“ 

と言って、１、２桁の足し算、引き算の数字を７，８個読み上げイーコール、ワット？ 

と言うと、７割位の手が挙がる。１０問位やって終わりとする。 コチラの期待以上の 

６割位の生徒が正解出来た様子。 

最後に 日本語で、全員で“ ありがとう 、さようなら ！”と言って終る。 

 

最初のトライの３時限が終わり ターゲットはクリアー出来たから良し としよう等と 

振り返り後片付けをしていると ケビン（クワーク先生）が“コウジ！良かったよ、生徒

達が大変喜んでいたよ。ところで、全て終って日本へ帰る時 このソロバンの道具全て 

私にくれないか。勿論コストは払うから。“と言うではないか。 これを聞いた時は涙が出

そうな位嬉しかったネ。 

 

 

＊ 事件発生 ＊＊＊＊＊ 頭 真っ白になる 

最初のクラスのソロバン授業（３日間；３時限）を成功裡に終えると、早速 同学年の 

他の２クラスの数学の先生が名乗りをあげ、スケジュールに乗っける。 

その２クラス目の前日、事前準備を整え、担任のジェイムズに会い幾つかの確認をして 

最後に生徒数を聞いて 頭、真っ白となる。 ３２名だと言う。次の３つ目のクラスの 

担任アンジェロにも聞きに走ると、彼女のクラスも３２名だと言う。 話が違う！。 

日本出発前にデイブにメールで人数確認し、２２、３名と聞き、２７丁用意して来た。 
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（３０丁求めたが 品切れで２７丁）。 最初のケビンのクラスは２３名だった。 

“ さあ どうするか？？？” 真っ白の頭で何か方法をと ウロウロする。 

日本から取り寄せ？  時間が掛かり過ぎる。ロンドンに売ってないか？ 先ず無い！ 

日本語クラスの先生 英子 san に相談する。彼女のアイデアはこの学校に図工（ウッド 

ワーク）室があり 英国人は手先が器用で、図工の先生に作って貰えるカモ？ と言う。                               

そう簡単に作れるものではないが、ひと先ず図工の先生に相談してみよう。 そうだ！！ 

生徒用のソロバン（長さ１７，８cm）２７丁の他に自分のソロバン（普通のもので 長さ 

４５、６cm）がある。 コレヲ ウマク 使エナイカ？？  そうだ！ これを２つか 

３つに 壊さずに切れないか？ そうだこれを頼もう。  

図工室に行くと ピーターという６０歳前後の優しそうな先生がいる。自分の流暢な（？）

英語で一生懸命事情を説明し “Help me please !”と頼む。 ピーターはしばらく思案を

する。 

そして “ I’ll try to cut it. “と言ってくれる。俄然欲をだして ４つに切ってくれ と頼む。 

自分が両端を手で押さえピーターは慎重に糸鋸で切っていく。見事成功する。そして切り

端にプラスチックのピースを作ってボンドで貼り付けてくれる。 

２７＋４＝３１  よし！ 後一息。 今度は生徒用のソロバンを取り出し ２つに切っ

てもらう。 完成 ！！。 ピーターの両手をとって喜ぶ。 

何事も諦めてはダメ。何とかなるものダ。 と今更ながら思う。何度もピーターに礼を言

う。 

そして後日 学校を去る日にもう一度お礼に行き 記念にカットしてくれた“ かわいい 

ソロバン“をプレゼントする。ピーター大いに喜んでくれる。 

 

習字（Calligraphy）教室 

 

地理の先生ダンが 日本について大変興味を持っており、日本の地理について何か教えて

くれ。と私のスケジュールを８時限も押えている。 しかし、それは何の準備もしてない

から無理だと断る。 ダンは悲しそうな顔をして代わりのアイデアが無く困っている。 

それを見て “ダン、習字なら出来るよ。前後に日本の紹介や、簡単な日本語の紹介も入

れて。” するとダンは“それで OK ダ。是非頼む。だけどそれを１時限（５０分）で出来

るか？” “何とか やってみよう。先ず１クラス（１時限）やってから、後のスケジュ

ールを相談して決めよう。” ダンは嬉しそうな顔で喜んでくれる。 

 

（１） 日本の紹介＊＊＊日本を出る時に用意したもので、富士山と桜と新幹線を画用紙に 

           描き、プレゼン用に少し工夫をしたトリックカードと称する物で 

           日本の位置を教え、富士山、桜、新幹線を紹介する。 
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（２） 各自の名前を日本語（カタカナ）で書かせる＊＊＊ 

           前もってこちらで作った生徒全員の“name カード”（William＝ 

     ウイリアム）を配り、書かせて覚えさせる。           

    

 

（３） 丘 これを全員の習字のターゲットとする。学校名のサマーヒルの 

    ウイリアム  HILL＝丘 と各自の日本語の名前。      

  最初に私が見本を書く。全員に注意深く見させる。何度も書きながら筆の使い方を。 

  （筆の先の揃え方、墨の付け方、書き始めの筆の先の入り方、書き終えの筆の止め方） 

 

 この後、全員に 筆と墨の入ったカップと下敷きの新聞紙と用紙を ダンと二人で配る。 

生徒達、目を輝かせて 習字をトライする。生まれて初めての筆で日本語の文字を、 

そして、自分の名前を日本語で書く訳だ。ファイナル（清書）用紙に書き終えると、“Koji!”、

“コウジ！”と連呼し、私に“エクセレント”“グレート”と言わせる。 

コウジ、教室を飛び回り大忙し。 汗だくの５０分。 

 

最後に“こんにちは、さようなら、ありがとう”の日本語を教え “ありがとう” 

“さようなら”で締めくくる。 

 

後片付けを２，３０分かけて終え、食堂で一人ランチを食べていると、ヘッドマスター 

（校長先生）が自分の食事のトレーを持って隣の席に座り食事を始め、次のように言う。 

“コウジ、Calligraphy の授業、生徒達が大喜びだったそうですね。Thank you very much” 

と。 “生徒達 大変積極的で 私も大いに楽しかったですよ。”と答える。 

彼らの情報網、そしてクイック リスポンスは大したものと感心する。 

 

この初回の好評で、ダンも自分も嬉しくなり ダンの３クラスとポール（ダンの同僚の 

地理の先生。ボランテイアでサッカーの英国リーグの審判もしている大物先生）の１クラ

スが追加となる。                                  

 

ソロバンにしろ習字にしろ、思っていた以上に生徒達は楽しんでくれ 好評ではあるが 

その事前準備は結構大変で、授業中は身振り手振り、駆け回りと大忙し。よって、終了 

すると程々の達成感と疲労感があり、その御褒美にホームへの帰り道にある“パブ”に 

寄り、ビール１パインとポテトチップを注文。昼過ぎから顔を赤らめるのが楽しみとなる。 

常連客の一人が “おまえ よく来るね！”なんてヒヤかすので “そちらも いつも 

居るね！“とやりかえす。 何とも楽しいものだ。 
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ここでも、Golf 十分に楽しむ 

最初の週から忙しく クラスを受け持ったが、スケジュールは賢く調整して毎週金曜日を 

ホリデーにして（何故ならウイークデーでないと Golf 出来ない為）、スターブリッジ Golf 

クラブへ毎週行ってプレーする。 

       １R；３０ポンド（約￥７０００）、片道タクシー７ポンド（２０分） 

コースは up/down が結構あり、仲なか面白いコース也。 

フロント係のマッシュ、気のいい好青年で、数年前日本へ旅行したという親日派。何かと 

親切で、便宜を図ってくれる。 

ホームの夕食のマズサのウップンを、ここでのプレー後のランチ（朝食のようなメニュだ

が）で少々晴らす。熱いシャワーを思いっきり浴びて（ホームでは思いっきりは使いにく

い）、“ベーコン Egg に焼きマッシュルームと焼きトマト等”をサカナにビール１パインと

最後にコーヒー。 

ラウンジのバルコニーで陽を一杯に浴び、コースを眺め。 コレまた 最高なり！ 

 

＊ 初ものづくしの 英国生活 ３ヶ月 

＊ 他人さまの家で、初めての居候（ホームステー）生活。 

＊ 毎日 二十四時間 英語の生活（到着して１週間後から 夢の中も英語の世界） 

＊ 初めての英会話クラスの受講、そこでの サマーキャンプのボランテイア活動、

チャリテーショップのレジ係り。 

＊ 初めて学校で先生をする。それも英語で。 

＊ 初めて他人に ソロバンを、習字を教える（日本でもやったこと無し） 

 

初ものづくしで、程ほどの緊張感のある３ヶ月の生活で“英国”という国を日本と比較 

しながら見聞することになり、色々感じ入る事多く、以下にそれらをまとめてみる。 

 

 

（１） 何かにつけ、“おおまか”、“おおらか”な社会。 

そして、世の中の軸を“個々人が生活をエンジョイする事”に置いている社会。 

＊ 市民生活に最も身近な スーパーマーケット 

  平日； AM１０：００開店、 PM８：００閉店 

  土曜  AM１０：００開店、 PM４：００閉店 

  日曜            PM０時開店、５時閉店、祝祭日は全休 

 他の商店も同様。 （日本の土曜、日曜 毎週末キャンペーンとは大違い） 

食料品、日用品の一人当たりの購入量は、ほぼ一定と考えれば賢いやり方也。 
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 唯一 “パブ”だけは大概 深夜までやっている店が多く、多くの市民が夜遅

くまで、ゆっくりと楽しんでいる。 

 

 ＊ 街の バスの料金システム（バスの便が豊富、地域によりシステム異なる） 

 バーミンガム近郊では １回乗ると￡１．４（距離関係なし）、そして 

 お釣りはくれない。最初小銭なく￡２出し釣を請求したら変な顔で睨まれた。 

 別に、１日券（１日何回でも乗れる）が有り、￡３。 

    アバウトなシステムだが、慣れれば結構 賢いやり方也。  

 

    ＊ 列車、地下鉄にて（バスでもそうだが）   

 ラッシュ時でも、肩が触れ合うほど乗らない。次の列車を待つ。（体が触れ合 

 う事を大層嫌うらしい）。 そのクセ、方々でチユッ、チユッやっているが。 

 

 ＊ 早朝 Golf 場にて 

 前半 St.Albans のホームに滞在していたとき、ホームのダンナは３０歳代後    

 半でゴルフ大好き人間。但しビギナーで週末よく一緒に練習場へ行った。 

 スイングの基本を色々教えた。仲なか勘がよく上達した。しかし未だ本コー 

 スでプレーするには早い状況。ある日彼はホームの近郊のゴルフ場の情報を 

 集めてきて、日曜日の早朝５時に起きて あるゴルフ場へ行けば無料で 

 プレー出来るから行こうと誘う。コチラもケチだが、彼も相当なケチ也。 

 朝５時に起き、彼の車で１５分程走ると、あまり立派でないゴルフ場に着く。 

 我々と同様のケチなプレーヤーがゴソゴソおりプレーをしている。 

 スタートホールの方へ進むと、セキュリテーらしい男が一人おり道端の垣根 

 を修理している。そして、“お前たち早くスタートしろ。後ろから此処の 

 メンバー衆が来ている。グズグズしていると、文句を言われるゾ！“と。 

 “サンキュー”と感謝し、早々にスタートする。何となくスガスガシイとは 

 言えないが、天気も良く英国はさすがだ などと思いプレーする。 

 

     OUT コースの９ホールをいい気分で終える。そして次のホールに移動する道端  

     に先程のセキュリテーが待ち構えて居るではないか。これは相当取られるナ。       

 と腹をくくる。すると、“続行したければ ￡２０払え！さもなくば 帰れ！” 

 勿論 続行せず帰宅する。 

 

 この出来事は日本では起こりえない経験也。 ホロ苦い早朝ゴルフ也。 
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 （２）異国人の受け入れに寛容で、異文化の取り入れに大変積極的で好奇心旺盛。 

 今回の計画を実行するに当たり次の二点が、大変心配であった。 

＊ 派遣された学校で、白髪まじりの変な日本人が ある日突然現れ、慣れない 

英語を話し、教壇に立って、果たして 生徒達は受け入れてくれるだろうか？？。 

＊ そして、“ソロバン”にしろ、“習字”にしろ 初めて見る変な道具を渡され 

計算の仕方を学ぶ、日本語の文字を書こう と言って、彼らは果たして興味 

を持って取り組むだろうか？？。 

  しかし、初めてのクラスで生徒の前に立ち、自己紹介をし、日本を紹介して授業を 

  始めるや否や、これらの心配は全く無用であることが分り、ほっと すると同時に 

  ある種の驚きと感動をしたものです。 

 

  一週間、二週間と経過するに従い、廊下を歩いていると“KOJI”、“コウジ”と 

  大声で呼びかけられ、“おはよう”、“こんにちは”、“さようなら”と男生徒も女生徒 

  も声をかけて来る。声を出さないまでも目と目で微笑むのを合わせると、１０人中 

  ７、８人。 これが、大人（先生及び職員）になると、１０人中５、６人という感じ。 

  大変な ホスピタリテーの気持ちを自然に身につけているものだ。 

   

  これが、日本人と英国人の立場を逆にした場合、どうであろうか？。 多分、 

  日本人の子供で１０人中２，３人、大人だと０，１人位でなかろうか。 

   

  また、授業をしていて、驚かされるのは、“ソロバン”の練習問題の Q＆A で答を求め 

  ると、自信があろうが無かろうが、大勢が手を挙げ、間違っていても平気で、更に手 

  を挙げ別の答を言う。なんと積極的な子供の多いことか。 

 

  “習字”の授業で最後に、清書用の半紙を配り、ファイナルトライをさせると、出来 

  た生徒が次々と“コウジ”“KOJI”と呼び“グレイト”だ“エクセレント”と言わせ 

  る。 

  この違いは、何なんだろう？。どこからくるのだろうか？。 

  ひとは、よく“日本人はシャイで口数少ない人種だから”なんて言い、それで、 

  片付けがちだが、そんなもので、簡単に片付けるべきでなく、我々日本人は何らかの  

  変化をして行かなければ、国際社会からバカにされ取り残されると、強く思った。   

 

（３）市民生活の中に、ボランテイア、チャリテー、寄付 が根付いている社会。 

  英会話学校に通っていた時、サマーキャンプのボランテイアに駆り出された話を 

  先にしましたが、そこに来ているスタッフのほとんどがボランテイアであった。 

  また、チャリテーショップのレジ係をした話もでました。そこのスタッフもほとん 
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  どボランテイアでした。そしてこのチャリテーショップは、ちょっとした商店街に 

  は必ず在り、近隣の住民は不要になった物品を手軽にこのショップに持ち寄り、 

  寄付をする。これらの物品から再販できる物を選び格段に安い価格の値札を付けて 

  販売をする。一人の SVR（責任者）がおり、この人のみ有給で、他は全て無給。 

  チェーン店組織で、各ショップの利益は本部に集められ、色々な施設や団体に寄付 

  される。という。 

 

＊ このチャリテーショップのレジ係の初日に次のような経験をした。 

初日の午前中は、先輩スタッフのデイビー（女性）が付いてくれ、全ての作業要

領を教えてくれた。 しばらくして、お客が居なくなった時一人の男性（作業着 

の様なものを着ている）が入って来てデイビーと親しげに話ししている。そして、 

彼女は“彼は私のハズだ。”と彼を紹介してくれた。そして“彼はこの近くで仕事 

しているんだ。“ と。 

昼食時に、一人で、近くのレストランに入った。空いていて、通りに面した窓際

の席に座り注文を済ませ、窓越しに見える通りの様子を眺めていた。（後日或る英

国人から教わったのだが、このアンダーラインの状況を英語では、 

I sat down by the window and watched ‘The world goes by’. と言うそ

うである。英語にも粋な表現があるものだと、感心した。） すると、道路にあの 

デイビーの旦那が居るではないか。箒とゴミつまみを持って道路清掃をしている 

ではないか。 その光景を見て、次のような事を思った。“あれが あの旦那の 

仕事なんだ。大変だな。だけど、それ程給金は良くないだろうな。であれば、妻 

のデイビーはボランテアーどころじゃなく、何かの仕事を見つけ稼げばいいだろ

うに。“ と。 

夕方、レジ係の仕事を終え、ホームに帰り 夕食の支度をしているママ（日本人、 

しかし会話は英語のみ）に、今日見聞したデイビーと彼女のハズの仕事姿、そし

て、それに対し自分の思った事を話したところ、ママは“コチラではボランテア

を仕事と同次元では考えてないようだよ。少なくとも自分にとっての効果、効率

の尺度で、ボランテアを考えない。自分達の生活の中に何らかのボランテイア 

の時間を組み込むのは自然の事。と言う感覚ダネ。“  ”ところで、KOJI！ 

１０年近く前に、日本で阪神淡路大震災が あったヨネ。あれはコチラでも、 

大きく報道されたよ。自分達も旦那と相談して、何点かの衣類と少々のお金を 

英国から贈ったよ。KOJI は東京から何をした？。“ と、問われた時は、 

一言も、答えることが出来なかった。 
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（４） パブ、PUB、パブ、、、、、、、、、１０００年以上も  

            このパブの伝統を 守り続けている 英国人は偉い ！！！                                                      

時は夏、ここ英国の夏は、気温は最高で２５、６度、湿度は無く、快適そのもの。 

どこかの国の夏とは大違い。 

日没は、７月で１０時、８月で９時半ごろ。 

この夏の パブは、素晴らしい。 （夏以外は 知らないが） 

 

夕方（６、７時ごろ）ともなると、三々五々 仕事帰りの衆が、友人同士が連な

り、暫く経つと夕食後と見られる家族連れが、カップルが、又、たまには、 

パーテー帰りなのか、着飾ったグループが、自分達の馴染みのパブへ。 

住宅地の方々にパブが有り、住居と同じくらい年数を経た佇まいで、玄関周りに 

前庭が、裏庭にもテラスが有りパブの建物と同じ位の年数を経た、ベンチとテー

ブルがある。それらのテーブルに、思い思いに席をとり、大きなグラス（６５０

cc 位）のビールを飲み談笑している。 

 

それぞれのパブに、共通しているのは、BGM 等の音楽、音がほとんどのパブに 

無い。パブの室内、室外共に静か。又 内外の照明も、不便の無い程度の明るさ。 

そして、ほとんどの人はビールを飲んでいる。（たまに、ワイン、ウイスキーもい

る） 料理を出す所もあるが、ほとんどの客はせいぜいポテトチップをつまみに。 

 

少しづつ暮れていく、夕闇の中のパブの建物の周辺に、チビリチビリと ビール

のグラスを傾け語り合ういくつもの人の固まりの影が、時折笑い声とともに揺れ

動く。その影の固まりの上を、ゆっくりと空気が流れて行く。 

時が過ぎ去るのを、惜しむかの様に、穏やかに、ゆっくりと流れて行く。 

自分たちの人生を、ゆったりと、そして生きている事を、じっくりと味わって 

いるかの様に思えた。 

 

この空気、雰囲気には 我が国、日本では未だ お目にかかったことが無い。 

このパブを千年を超える昔から、大事なものと考え、守り継続してきた英国人は 

凄いと思う。 英国人は偉い ！！。 
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＊ ２００７年７月中旬より３ヶ月間の英国生活、自分にとっては初ものづくしの 

連続の毎日で大変刺激的で、快適で楽しい生活であった。なかでも、後半の 

サマーヒルスクールでの先生生活は、大変新鮮で楽しく英国人の素晴らしさに 

充分に触れる事ができたと喜んでいる。 

先生生活最後の日、先生全員集合の朝礼での、サンクススピーチを以下に掲げる。 

 

Ladies and gentlemen, thank you very much. 

I’ll go home in Japan this Saturday. 

I stayed at this Summerhill School for five weeks.  It wasn’t so long, but 

I had a good time and a lot of good experiences. 

I had my classes mainly in ‘Abacus’ and ‘Calligraphy’. 

 

At the first class in Abacus, it was to the students of Mr. Kevin Quwerq. 

I was very nervous, because it was for me the first time to teach something 

to the students at school.  Especially in English. 

I thought Mr. Quwerq was worried about ‘Koji can teach well or not?  And 

My students will be happy to learn Abacus or not?’ 

I was worried about it, too. 

During my class, he often supported me, and especially helped my English. 

 

After the class was over, I thought I did so so well, because over 60% 

students achieved the goal of my class. The goal of my class was for them to 

be able to do mental calculation with several single and double figures.  

 

But I was very surprised, Mr. Quwerq said to me “ Koji, when you leave 

this school, could you give me your all Abacuses?  I’ll pay the cost.” 

As I heard this from him, I was very pleased. 

It gives me a great pleasure to be able to present my all Abacuses to Mr. 

Quwerq.  Thank you so much Kevin. Thank you. 

 

Ladies and gentlemen, thank you so much.  I could enjoy in your school. 

                ありがとう ございました。 

                                                 2008/04/25 

                 連絡先；ktozuka0502@hotmail.co.jp  
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