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FAQ’s

A word from another world

Karin Strom
As a foreigner living in Japan, I frequently receive curious, innocent stares and interesting(※1)
questions. So, for this month’s article I would like to share a list of my top FAQ’s (frequently asked
questions). Please enjoy:
A: I usually eat eggs or oatmeal(※2) for breakQ: How old are you?
fast. Sometimes I enjoy muesli with milk and
A: I am 22 years old.
berries.
Q: Do you like Japanese food?
A: Yes. Sushi and soup curry are two of my Q: Do you like beer?
A: I prefer wine, though I do enjoy a quality
favorite Japanese dishes.
brew with friends from time to time.
Q: Do you eat rice in America?
Q: Did you eat sushi before coming to Japan?
A: Yes. Rice is a common dish in America.
A: Yes I did.
Q: Do you like Japanese men?
A: This question always confuses me. I like all Q: Do you cook Japanese food at home?
Japanese people: men, women and children. So, A: I often cook rice and fish but I don’t usually
yes, I like Japanese men. If you mean to ask, cook traditional Japanese meals.
“Are you interested in dating Japanese men?” I Q: Can you use chopsticks?
would answer with, “It depends on the charac- A: I use them everyday.
Q: What sports do you like?
ter of the man, regardless of his ethnicity.”
A: I like to play volleyball, tennis, Ping-Pong,
Q: Do you have a boyfriend?
skiing and snowboarding. I also enjoy hiking
A: At the time of writing this, no.
and jogging.
Q: What do you eat for breakfast?

【ちょっと豆知識】
宮地晶子
interesting（※１）
という言葉は、辞書に
は「興味深い」とあり
ますが、相づちなどで
は、返事のしづらい時
や少し皮肉を込めて
使うこともあるので
ご用心。オートミール
（※２）は、えん麦の
こと。これに、ドライ
フルーツやナッツを入
れて甘味をつけたの
がミューズリーです。
オートミールは食物繊
維が豊富で保存も効
きます。レンジにかけ
て、梅干しや紅鮭で食
べてもおいしいですよ。

カリン ストロム
よくある質問
私は日本に住む外国人なので、よく好奇心いっぱいの無邪気な目で見つめられ、おもしろい質問(※1)をされ
ます。そこで今月は、もっともよく受ける質問をみなさんにご披露いたします。どうぞお楽しみください。
Ｑ 何歳ですか。
Ａ たいていは卵かオートミール(※2)です。ミルクとベリー類を入れ
Ａ 22歳です。
てミューズリーを食べることもあります。
Ｑ 日本食は好きですか。
Ｑ ビールは好きですか。
Ａ ワインの方が好きです。でもたまに友人と飲む上質なビールは
Ａ はい。中でも寿司とスープカレーがお気に入りです。
いいですね。
Ｑ 米国でも米を食べますか。
Ｑ 来日前に寿司を食べたことは？
Ａ はい。米は一般的な食べ物です。
Ａ あります。
Ｑ 日本男性は好きですか。
Ａ いつも困ってしまう質問です。日本人は男性、女性、子供に拘わ Ｑ 家で和食を作ることは？
らずみんな好きです。だから、答えは「はい」ですね。もし「日本人男 Ａ 米と魚はよく調理しますが、いつも伝統的な和食というわけで
性とデートする気はありますか。」という意味だとしたら、「それは相 はありません。
Ｑ 箸は使えますか。
手次第。どこの民族かは問いません。」
Ａ 毎日使ってます。
Ｑ ボーイフレンドはいますか。
Ｑ スポーツは何が好きですか。
Ａ これを書いている時点では、答えはノーです。
Ａ バレー、テニス、卓球、スキー、スノーボードです。ハイキング
Ｑ 朝食は何を食べますか。
やジョギングも好きです。

（訳：宮地晶子）

帚 木 蓬 生（は
は き ぎ・ほ う せ
英語教育指導員 宮地晶子の
い）著「ソルハ」
（あかね書房刊）
エイゴのマナビカタ
という本を読みま
した。
「ソルハ」と
はアフガニスタン
の言葉で「平和」
第87回
という意味です。
主 人 公 はタリバ
一万時間の法則
ン政権下で力強く
生きる女の子、ビ
ビ。学校が爆撃され、母も殺されて、一人で家にいる彼女
に、父親が教えてくれたのが「１万時間の法則」です。
「科学者やスポーツ選手、画家や音楽家、職人や技術者
など、500人くらいを細かく調査した結果だからね。１日に
３時間、それを10年間続けると、およそ１万時間になる。同
じことに10年間打ち込めば、必ずその道で一流になれる。
ビビのお母さんもそうやってアラビア語がペラペラになっ

たんだよ」と。これを聞いたビビは10 年後の明るい未来を
信じて、一人で１日3時間英語を覚え始めます。その姿は希
望そのものです。
マルコム・グラッドウェル（米国在住コラムニスト、雑誌
「ニューヨーカー」スタッフライター）も、著作「ＯＵＴＬＩ
ＥＲＳ（天才！成功する人々の法則）」（日本語版講談社
刊）の中で同じことを言っています。
心理学の研究を元にたどり着いたのは、いわゆる天才と
呼ばれる人たちが例外なく1万時間の訓練期間があったと
いう事実。例に挙げているのは、ビートルズやビル・ゲイツ
です。さしずめ日本なら6歳からゴルフを始めた石川遼でし
ょうか。宮里藍も4歳から練習をしています。
ゴルファーのような特殊な仕事だけではありません。一
般的な職業についても同じことが言えます。しかも仕事の
場合、毎日8 時間以上費やすので、もっと早くその域に達す
ることが可能です。最初から１万時間も、というと気が遠く
なります。まずは 200 時間を一つの目安に積み上げていき
ましょう。伸びる自分を実感できるはずです。
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