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Pinky’s Thoughts
どうしてそんなにキティーちゃんが 好きなの？

People often ask me, “Why do you love Hello
Kitty?” Well, I first discovered Hello Kitty when I
was 6. I had a washcloth that was the shape of
Kitty’s head. I thought it was the coolest thing
ever because her bow, which was normally pink,
turned blue in hot water! I think that was the
moment I realized that she is one cool cat. However, it wasn’t until I moved to Kagoshima in
2004 that Hello Kitty became somewhat of an
obsession! One of my Japanese friends told me
that almost every village, town and city in Japan
has something that they are famous for. I thought
that was really interesting because we don’t have
the same thing in Canada (although we do have
many sculptures of random things that are the
“World’s Largest!”) My friend also introduced
me to Gotouchi Kitty and instantly, I was in love!
For me, collecting Kitty cell phone charms is
synonymous with experiencing Japan – for every
new place I discover, I buy a Hello Kitty to
remember it by. I now have over 200 and I hope
that I’ll be able to explore many more places and
keep my collection growing!

「どうしてそんなにキティーちゃんが好きなの？」とよく
聞かれます。ハローキティーに出会ったのは、６歳の時です。
キティーちゃんの顔の形のタオルを持っていました。ピンク
色のリボンが熱いお湯に入れると青くなる、というのがとに
かく最高にかっこいい、と思ったのです。その時が「キテ
ィーって格好いい猫だ」と気づいた瞬間です。それからさら
にハローキティーにとりつかれたのは、2004年に鹿児島に
引っ越してからです。友だちが「日本にはどの市町村にも名
物がある」と教えてくれました。カナダにはそういうものは
ありませんから、とてもおもしろいと思いました（もっとも
散発的に「世界最大」を誇る彫刻などというものがあること
はあります）。またご当地キティーなるものがあることも知
りました。これには速攻で恋に落ちました。私にとって、キ
ティーちゃんの携帯ストラップを集めることは、まさに日本
を体験すること。新しい日本に出合ったら、記念にキティー
を買います。コレクションは今や200以上になりますが、こ
れからもさらに新しい土地を発掘し、コレクションを充実さ
せたい、と願っています。
（訳：宮地晶子）

【ちょっと豆知識】宮地晶子
上の文中にcell phone charms（携帯ストラップ）
という言葉が出てきました。
国内では大流行のこのストラップです
が、
カナダにはあまりありません。
そもそも携帯電話にそのための輪がついていないそうです。
ただし携帯電話その
ものを入れるケースはいろいろ選べるそうです。
さて、charmという単語ですが、
これは小さな飾り物を表す言葉で
す。
日本人の大好きなお守り、
これはlucky charmsとかgood luck charmsと言います。
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