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Easter

A word from another world
Natalie Edomondson

【ちょっと豆知識】宮地晶子
Higashikawa hosts three medaka parties per year: Halloween, Christmas and Easter.
グッドフライデー（聖金曜日）は、キ
Halloween and Christmas are celebrations which are increasingly well known throughout
リストが処刑された日。ゴッドフライデ
the world- it is rare that I meet someone who does not have some image of these events.
ー（神様の日）がなまった、という説が
Easter is met with more confusion, though. What’s it about?
あります。また、キリストが皆の身代わ
One source of confusion might be that the date is not fixed. There is no one number we
りに磔（はりつけ）になり、その後復活
can circle on a calendar and say ‘this is Easter, remember it’, but rather a series of factors
するよき金曜日だからグッドフライデー
determines when Easter is depending on the lunar cycle. So it could fall anywhere within
なのだ、という説もあります。
a 4 week period from late March to late April. I can say that it’s always on a weekend,
though. Easter Sunday is the ‘main event’, when the big roast dinner is cooked and the
chocolate is distributed, but Good Friday and Easter Monday are public holidays, and to young children, this is very exciting. A 4day weekend, with chocolate- what could be better?
But what does it celebrate? As with most events celebrated in Europe, its origins seem to be a mixture of Christian and pre-Christian beliefs. But most people seem to agree that the celebration is linked to rebirth. Baby animals abound, eggs (both from chickens and chocolate factories) are in plentiful supply and rabbits (notorious breeders) are inescapable (though in Australia, where rabbits are massive pests, they have tried to change the Easter Bunny to the Easter Bilby, with mixed success).
For myself, Easter is another opportunity to reaffirm my bonds with my family. And with my nephews bringing a new generation
to the family, I am excited to have these celebrations to show how much I love everyone.

イースター ナタリー・エドモンソン
公民館主催の「めだかのクラブ」では、小学生を対
象に、ハロウィン、クリスマス、イースターと年に３
回パーティをします。ハロウィンとクリスマスは、世
界中でますます知られ、何のイメージも湧かないとい
う人には滅多に出会いません。ところがイースターと
なると、困惑される。そんなイースターって一体何？
日にちが確定していないのも混乱の１つでしょう。
カレンダーにマルをして、「この日がイースターだよ、
覚えてて」というのがない。月の満ち欠けに伴ういろ
んな要素で決まるので、３月末から４月末の４週間の
いつにでもなり得る。確かなのは週末だということだ
け。「メインイベント」はイースターサンデー。盛大
なローストディナーを作って、チョコが配られます。
その前後のグッドフライデーとイースターマンデーも
祝日で、ちびっこはもうワックワク。だって４連休で
※今年のイースターパーティは中止となりました。

チョコ付き。これ以上はないですね。
で、何のお祝いかというと、その起源はヨーロッパ
のほとんどの行事と同様、キリスト教とその他の信仰
の混合。イースターと復活の結びつきに異論を唱える
人はいないようです。動物の赤ちゃんがたくさんいて、
（ニワトリとチョコレート工場から）卵がたっぷり供
給され、うさぎ（悪名高き繁殖家）もいたる所にいる。
（もっともオーストラリアでは、うさぎはかなり有害
で、イースター・バニーをイースター・ビルビー《絶
滅の危機にある夜行性の有袋類》に代えようとして、
部分的には成功しています。
私にとっては、イースターは家族との絆を再確認す
る機会です。甥っ子たち新しい世代も加わって、家族
への大切な思いを伝えられるこのお祝いに、わくわく
しています。
（訳：宮地晶子）

いままに、生徒を公立入試に送り出すのは、たまらな
い気持ちです。本番までの毎日を学校なしに、規則正
しく生活できていたでしょうか。よく眠れていたか。
エイゴノマナビカタ
これを書いている今日は３月４日、公立入試本番の日
です。マスクをした分、緊張も倍になってないかな。
昔から英語の試験は昼食の後です。リスニング問題が
流れる頃には疲れもピーク。どうか最後まで力を出し
第170回
切れますように。生活リズムを崩して、いつもの力が
出せない子もいるはずです。中学生のメンタルはとっ
公立入試とコロナと
ても柔らかいから。どうか、どの高校に進むことにな
オーストラリア出身のナタリーは、てっきり山火事
ってもそこで力を発揮できますように。英語の勉強も
のことを書くかと思っていました。とても深刻だった
頑張ってね。読む前と読んだ後で、音に変化の感じら
のに、日本ではあまり報道されずに残念に思いました。 れる音読をしてね。英語は筋トレだよ。それから、あ
これを書いている３月現在、世の中コロナウィルス一
れこれ参考書を増やさないで、学校ですすめられた単
色です。この広報が町内に出回る頃には、少しは落ち
語集一冊を徹底的に暗記しよう。CDが別売なら奮発
着いているでしょうか。北海道知事の緊急事態宣言が
して買おう。ひたすらリピートして覚えてしまおう。
出て以来、学校には生徒が１人もいません。生徒のい
ぐっと長文を読むのが楽になるから。英語ができれば
ない学校なんて、本当に罰を受けたようにさみしい。
世界は無限に広がる。ガンバレ！！
特に３年生の担当だったので、最後の最後に授業がな
英語教育指導員 宮地晶子の
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