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Pinky’s Thoughts
特 別 素 晴 ら し い 一 日

Christmas – it is a word that evokes many feelings for me. I look
forward to Christmas every year because it is the one time when
my family can all be together (although this year I will be in
Thailand…) I’m not a religious person so for me, Christmas isn’t
about Jesus’ birthday but rather about spending quality time with
the people I love and celebrating various family traditions. I also
get to decorate my house and make it super cute! I love the Christmas decorations I see in Japan – they are ultra adorable!! I have
observed some of the Japanese traditions around Christmas and
think that they have a lot of charm: Christmas Cake and ordering
from KFC are the two that stand out the most to me. Contrary to
popular belief, we don’t have Christmas Cake in the West nor do
we eat at KFC for our Christmas dinner. Instead, we bake many
pies, cookies and desserts and have a giant turkey with all of the
fixings. On Christmas Eve, my nieces and nephews put out
cookies and milk for Santa Claus and in the morning, they are
rewarded with a stocking full of presents from the jolly old fellow.
Kids receive many presents on Christmas from family, friends and
of course Santa! In the afternoon, we eat our big turkey dinner
and then spend the evening playing board games, chatting and
laughing non-stop. It is a fantastic day that I look forward to every
year because of the warm feelings that only my family can provide
– love, caring and far too much food!

クリスマス―。いろいろな感情が押し寄せる言葉です。家族が全員
集まるクリスマスは毎年楽しみな時です（今年はタイ旅行を計画して
いますが）。もともと信心深いほうではないので、キリスト生誕の日と
いうよりは、愛する人々と過ごしたり、家族の伝統を祝福する日です。
それに家を飾り付け、スーパーかわいい！状態にします。日本で目に
する飾り付けも大好きです。超かわいい、
と思います。日本のクリスマ
スの習慣も見てきましたが、それはそれでたくさん魅力があります。特
に際立っているのがケーキとケンタッキーフライドチキン（KFC）。欧
米では、クリスマスケーキもなければ、ディナーにケンタッキーのチキ
ンを食べることもありません。それよりパイやクッキーをたくさん焼い
て、デザートもたっぷり用意して、詰め物いっぱいの大きな七面鳥を
食べます。イブの夜には、姪（めい）や甥（おい）はサンタクロースのた
めにクッキーとミルクを用意。朝には気の良いサンタさんからのプレ
ゼントが靴下いっぱい用意されています。子供は、サンタはもちろん
のこと、家族や友人からもたくさんプレゼントをもらいます。昼には大
きな七面鳥のディナーを食べて、夜はノンストップでボードゲームや
おしゃべりと笑いに興じます。この日は家族だけが持つ温かさ愛と
思いやりが感じられる、そして食べ切れないほどのごちそうのある
特別素晴らしい一日なのです。

（訳：宮地晶子）

【ちょっと豆知識】宮地晶子
上の文中に「昼にbig dinnerを食べる」とあります。日本の家庭では、一般的に夕食が一番ボリュームあるので、
「昼にdinner」
？と思うか
もしれません。英語圏では「ディナー」には「いちばんごちそうが出る食事」という意味があります。日曜日や祝日には昼にディナーを食べ
る家庭が多いようです。
ちなみdine(ダイン)は「食事する」という動詞です。wine も動詞として使った wine and dine 「おもてなしする」という表現もあります。
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