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田园生活，岛根尽享
我永远为之倾情的地方
纽约与岛根 小小的社区大大的心
农村松江?
截然不同的生活
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我永远为之倾情的地方
李在镇
我居住的云南市是位于岛根县内山间地区的一座地方
城市，这里春季到处樱花盛开，街道仿佛都被染上了花色；夏
季萤火虫到来，让我们尽情
欣赏天然的灯光盛宴；秋季
金色的田野漫山遍野，熠熠
生辉；冬季白雪皑皑，静谧又
美好。此外，在这里全年都可
以享受温泉，让肌肤又滑又
嫩。健康的美食自不必说，这
里还原封不用地保存了“脚
踏 风 箱 制 铁 ”的 村 落 ，漫 画
《 幽 灵 公 主 》的 主 题 就 源 于
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ここにずっと住むと決めた場所
私が住んでいる雲南市は島根県の中山間地域に位置する地方都市です。春
には町の至る所で桜が満開になり、街中が桜の色に染まります。夏には蛍による
天然イルミネーションが楽しめます。秋には黄金の色に輝く田んぼが広がり、冬
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李

在鎭

にはこんもりと積もる雪が描く静かで美しい風景があります。
また、一年を通じて
肌が滑らかになる温泉に浸かれます。美味しくて健康的な食べ物はもちろん、
ア
ニメ
「もののけ姫」のモチーフにもなった
「たたら製鉄」の集落も昔のまま残って
います。人口3万9千人の小さな町ですが、
自然、食、歴史の全てが揃っていると
ころです。
この雲南市に来て、私は「今日も幸せな一日だった」
と感じることがよくありま
す。最初は何もかもが珍しく、
自分が夢見てきた生活を思いきり楽しめていると
いう満足感からだったと思います。優しい人に囲まれて楽しい時間を過ごすこと
自体が幸せだったのです。
しかし1年、2年、3年と年が経つにつれ、私の幸福観
は変化しました。仕事以外にも祭りやボランティア作業など、地域行事に参加し
て住民の方と一緒に喜んだり悲しんだり…そうやってその瞬間、瞬間を共に感
じて分かち合うことで、私の中の
「人」
に対する思いが変わっていきました。人と
触れ合う瞬間、瞬間が私にとって大きな「幸せ」
となり、私は出会いやご縁を以
前よりもずっと大切にするようになりました。なぜ故郷であるソウルにいた時は
こうした幸福を感じられなかったのか…それは雲南市に残っている素朴な人情

住

此。虽然这是一座只有3万9千人口
的小城，但自然风光、美食、历史文
化却一应俱全。
来到云南市，
我经常会感到
“今
天又是幸福的一天啊！”
。
起初对于
一切都会感到很稀奇，因为觉得自
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己正尽情享受着梦寐以求的生活，
所以非常满足。
这里的每个人质朴而真诚，
与他们相处的每一
分一秒都让我觉得很幸福快乐。
可来到这里三年后，
我的幸福
观发生了改变。工作之余，我经常会参加节日庆典、志愿者工
作等一些地方活动，
每当这时我会与当地的居民一同欢喜、
一
同忧伤⋯这些与之同甘共苦的每个瞬间，让我自己对“人”的
想法发生了改变。这些与人接触的瞬间对我来说是莫大的幸
福，也让我对每次与人的相识、每段缘分都更加珍惜。我甚至
会想，为什么我在家乡首尔的时候没有感到这种幸福呢？是
因为云南这里有着质朴的人情吧。
这里有一边叫着“在镇君！”一边向我跑过来，用韩语问
候着“你好”、
“ 再见”的的孩子们；有一边说着“这个送给你
吃”一边把蔬菜和小吃拿给我的妈妈们；有初次见面也会亲
切地与我打招呼的老爷爷老奶奶。还有很多人让我知道因为
与我的相识，
他们对韩国产生了兴趣或喜欢上了韩国。
这就是教会我幸福在哪里的云南。现在的我心中充满了
感恩。最近，我购置了一处古老别致的农村民宅，我希望今后
可以与妻子及刚出生的儿子就这样一边感受着小小的幸福，
在这里一直生活下去。与此同时，我也希望可以尽我所能为
云南市出一份力量。
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のためだと思います。
「ジェジンさーん」
と私の名前を呼びながら駆け寄って来てくれたり
「アンニョ
ンハセヨ
（こんにちは）」
「トマンナヨ
（またね）」
と韓国語で挨拶してくれる子ども

たち。
「これ食べて」
と野菜やおかずをくだ
さるお母さんたち。初対面のおじいさんお
ばあさんも親しみを持って声をかけて下さ
り、私と出会って
「韓国に興味を持った」
「韓
国が好きになった」
と言ってくれる方も多く
ありました。
幸福がどこにあるかを教えてくれた雲
南市。私は今、雲南市に少しでも恩返しし
たい気持ちでいっぱいです。最近、私は農
村の素敵な古民家を購入しました。私はこ
れからもここで妻と生まれたばかりの息子
と共に、小さな幸せを感じながら暮らした
いと思っています。そして雲南市のために
自分が出来ることをやって行きたいと考え
ています。
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纽约与岛根
小小的社区大大的心
Sondey Olaseun

当我最初从飞机上走下来时，我的内心非常紧张。那一
天是我正式作为国际交流员开始工作的日子，因为天气十分
闷热，负责人对我说：
“你可以把西服外套脱了”。我记得我们
乘车从出云机场出发，道路的两侧被新绿环绕，道路十分平
坦，可以清楚地看到远方的山脉。这与我熟悉的高楼大厦截
然不同。农田、山、闷热的天气，这些元素构成了我对岛根的
第一印象——满眼的绿色。
我在纽约五个行政区之一的布朗克斯区长大。松江市是
不仅是岛根县的县厅所在地，也是个很安静的地方。在我的
家乡，人们声音很大，一直到凌晨都会有很大的音乐声。松江

了很深的印象。
在作为国际交流员工作时，我去了岛根县很多地方，和
很多不同年龄层的人交流。我在学校、公民馆、各类会场介绍
美国文化、进行国际交流、甚至还谈论过人权问题。让我感到
最充实的工作是能与当地的人交流，这也是我能进一步体验
文化，理解多文化共的机会。通过与当地人的交流，我了解了
他们的社区文化、
人际交往，
以及岛根县民的价值观。
最近安来市广濑町的比田小学让我为家长协会的成员
做一个关于人权问题的讲解。最初我以为只有家长协会的人
参加，没想到也来了很多协会外的人。我希望以后有机会能
听到广濑町之外的观点，也希望有机会聆听县外及海外的演
讲，参加相关活动，因为我想吸收更多新的想法，可以丰富以
后的社区及地区交往中，像广濑町这样的社区，人际交往十
分灵活，
大家的心胸也很宽广。
我在松江的很多公民馆都介绍过美国与日本的文化差

市的人口约20万，不像布朗克斯区的人（145万人）那么多；在
松江市，商店和银行比布朗克斯区关门要早很多，布朗克斯
区有很方便的地铁，可以用便宜的路费去很远的地方，松江
只有一畑电车和JR电车；在纽约即使没有车也可以很方便，
但是在岛根县我有好几次因为没有车而感到不知所措。
在岛根县，从安来市到吉贺町，我去了很多地方。我喜欢
大田市的大森町和温泉津、穿梭于松江市与出云市间的宍道
湖、津和野町，以及安来市的足立美术馆。不仅只是参观，我
还体验了和服试穿、冥想、点茶、制作日式点心等活动，也参
加了滑雪、登山、自行车骑行等运动。这些活动只能在自然资
源丰富的地方才能进行，在这期间岛根县的人们也给我留下
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ニューヨークと島根:小さなコミュニティーと大きな心
初めて飛行機から降りた時、心が緊張でいっぱいでした。
その日から正式に国際
交流員として働くことになりました。
とても蒸し暑くて、私の担当者はスーツの上着を
脱いでいいよと言ってくれました。車で進む出雲空港からの道の周りは緑の稲田に
囲まれていた覚えがあります。地面が平らだったので、左右の遠い山々がはっきりと
見えていました。
慣れていた高層ビルや団地の光景とは違いました。
農地、
山、
そして
蒸し暑い気候が合わさった島根県に対する第一印象を受けました:
「とても緑だな。
」
ニューヨークの五つの行政区の一つであるブロンクス区で生まれ育った僕。
松
江市は島根県の県庁所在地なものの、
まだ静かな場所だと思います。
出身地では
人々の声が大きく、深夜まで音楽の音量を大きいままで流していることが普通で
す。
松江市の人口は約20万人で、
ブロンクス区の人口
（約145万人）
ほどではあり
ません。
松江市では店や銀行はブロンクス区に比べ早めに閉店し、
ブロンクスには
便利な地下鉄があり、
遠くまでも安く行けます。
松江には一畑電車とJR電車しかあ
りません。
ニューヨークでは車がなくても生活が出来ますが、
島根県では車がなく
て何回も困ったことがあります。
島根では安来市から吉賀町まで、
いろいろなところを沢山訪問できました。
好き
4

ソンデ・オラシュン

なところは大田市の大森町と温泉津、
松江市と出雲市の間にある宍道湖、
津和野
町、
そして安来市の足立美術館です。訪問だけでなく、着物の試着、瞑想、抹茶や
和菓子を作るワークショップを沢山体験させてもらいました。
そして、
スノーボー
ド、
登山、
サイクリングもしました。
このような活動は豊かな自然がある場所しかで
きません。
ですが、
それより、
島根県の
「人」
は本当に印象に残っています。
国際交流員の仕事を通じて島根県を旅し、
幅広い年齢層の沢山の人々と話す
ことが出来ました。
学校、
公民館、
そしていろいろな会場に行き、
その場所でアメリ
カの文化、
国際交流、
人権についてさえ話しました。
仕事の中で一番充実感がある
時は地元の人と交流し、
僕自身が文化理解や多文化共生のきっかけになることで
す。
地元の方との交流を通じてどのようなコミュニティーやどのような人間関係が
あるのか、
島根県民の価値観が分かるようになりました。
最近安来市広瀬町の比田小学校からPTAの方々に人権について発表する依頼
が来ました。最初はPTAの方だけが参加すると思いましたが、僕のプレゼンテー
ションのことを聞いた人々も来てくれました!広瀬町に住む人々はいろいろな観点
を聞きたくて、
県外や海外の方の発表やワークショップに参加したいと思っていま

异，来参加的大多是退休的人和主妇。每个公民馆的听众也
有着不同的个性，感知不同也是一种有趣的体验。讲座中有
人会带零食来，还有人准备茶水，让我深切地体会到了日本
式的招待之心。他们不仅会在准备讲座时帮助我，还会在结
束时让我把点心带回家，对讲座的内容也很有兴趣，会积极
提问。我们愉快的聊天、开心的大笑、互相帮助，这些其乐融
融的场景给我留下了很深的印象。
这里有着虽小却联系紧密的社区，人们彼此熟知。在布
朗克斯区即使经过很多年，有很多人虽然住在同一栋公寓楼
却彼此不相识，即使在松江有相似的状况，规模应该也完全
不同。最初，我对此感到很不安，因为社区越小，相对的谣言
也更容易被传播，我很不喜欢这一点。想要在岛根县保有隐
私，有时候或许很困难。但是，我也同时感受到在这种紧密联
系的社区中，人们互相支持的力量。大家会分享自己种的菜，
愉快地聊天，排忧解难，放松身心。甚至在有的社区，可以不

心
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锁门，
不锁车，
这在纽约完全不可想象！
我习惯了四处可见的公司大楼、车水马龙的喧哗、五彩
缤纷的霓虹以及紧张的生活节奏，这和岛根完全不同，我居
住的松江对我来说就是另一个世界，也正因为如此才给了我

独一无二的体验。虽然我的工作主要是向大家介绍美国，推
动文化交流，但体验日本文化也是这份工作的内容之一。在
岛根居住的时间里，有教我三味线的人、充满智慧的长者、我

的周围有很多老师。我从他们身上，学到了感受自然，向自然
感恩，茶点时间的宝贵，珍惜人与人间的短暂相会，遵守规律
等等。当我离开岛根时，我一定会把从岛根县学到的知识带
到下一个地方，但是这并不意味着我在岛根的生活就结束
了，
因为岛根县是一个充满缘分的地方。

●Japanese

す。
その理由は新しいアイデアを得て、
コミュニティーや地域に未来を与えたいか
らです。
広瀬町のようなコミュニティーの人々は柔軟性があり、
心が広いです。
松江にあるいくつの公民館に訪問しアメリカと日本の文化の違いについてプレ
ゼンテーションした覚えもあります。
参加者はほとんど退職されたか主婦の方でし
た。各公民館のグループは様々な性格があり、
グループの違いを見るのも楽し
かったです。
おやつを持ってきた人も、
お茶を用意した人も覚えています!楽しく体
験できた日本のおもてなしでした。
プレゼンテーションの準備をした際に積極的
に手伝ってくれ、
終了した時におやつを持ち帰ることも勧められました。
プレゼン
テーションの内容にも興味があり、沢山質問をしてくれました。楽しく話したり、
笑ったり、
助け合ったり、
生き生きしている姿が見えて、
印象に残りました。
小さいですが、結束の強いコミュニティーがあります。
そして、
そのコミュニティーの
皆がお互いのことを知っています。
ブロンクス区では数年経っても同じアパートなの
に知らない人がいるというのは普通です。松江にもこのような状況があってもスケー
ルは全く違います。最初、私はそういうことが不安でした。
コミュニティーが小さいから
こそ噂話が広がりやすいので私はあまりそれが好きではありません。
プライバシーを

大事にしたいので、島根県では難しいところもありました。一方、
そのような結束の強
いコミュニティーには人を支える力があることが分かります。家庭菜園で作った野菜
などを持ち寄り、楽しく話したり、
リラックスしたり、人の心をいやすこともできます。
そ
して、家や車に鍵をかけないコミュニティーもある!ニューヨークでは考えられない!
沢山の企業がある、
数えきれない車の大音が響く、
鮮やかなライトが光る、
そし
て絶え間のない生き生きした忙しいライフスタイルのある所から来た僕にとって
島根県は全く違います。今は住んでいる松江も別世界のようです。
だからこそ、
こ
れらのようなユニークな体験ができる理由です。
アメリカについて話し、
文化交流
を推進するために来ましたが日本の文化を見て経験することも目的です。
島根に
住む間、三味線を教えてくださる人や知恵のあるおばあさんなど、様々な
「先生」
がいることに気づきました。
自然を楽しんで感謝する、
お茶やおやつの時間の大
切さ、
出会った人を大事にするいわゆる一期一会、
そして規律を守ることを学んで
きました。
島根県を去る時に島根県でしか学べないレッスンで得たことを次の場
所へ必ず持って行くことになるでしょう。
そして、
これは島根への滞在の最後では
ない。
なぜなら、
やはり島根県はご縁の国だからです。
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农村松江?
彭瑶
来松江前就听前辈说,这是一个安静的小城市,一进入傍
晚,街道上会变得人迹稀少,灯光暗淡。也有前辈说，即使听说
过岛根的人也会不时分不清“岛根”和“鸟取”，说成“鸟根”、
“岛取”的情况也时有发生。
而来到这里后更是发现，这里的人似乎已习惯了自黑，
经常笑说这里是全日本数一数二经济落后、游客稀少的城
市。可即使他们这样说着，你却丝毫感觉不到一丝凄凉，反而
会感到一股对这里的深情。
人的情感真的是一种不可思议的东西。当你真正在这里

生活过一段时间后会
发现，松江确实是个让
人不知不觉喜欢上的
城市。记得有次出差去
外地,呆了几天后不知
怎地，突然特别想念松
江，那时第一次隐约感
觉到这里对自己的重要。而在归来的那一瞬间，心仿佛忽然
就落了地，莫名地有一种归属般的亲切感。我想，这就是你对

松
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松江は田舎?
島根県松江市に来る前に、先輩からこう言われていました。松江は小さくて静
かな町で、夜になると、人が少なくなり光も少なく暗くなる。島根のことを聞いた
ことがある人でも
「島根」
と
「鳥取」
を区別しにくく、
「鳥根」や「島取」
とまで呼んで
しまうこともあると。
島根に来たとき、
ここの人々が既に自嘲に慣れていて、
ここは日本で一、二を
争うような経済が立ち遅れた所で、観光客が少ない町だといつも言っていまし
た。
でも、
そういう話を聞くたびに、寂しさとかいう感じではなく、却ってこの土地
に対する深い感情を感じられました。
人の感情は本当に不思議なもので、
ここで生活したら、
自分が知らないうちに好
きになってきたことに案外と気付いてきました。
ここに来てからしばらく、
出張で別
の都市に何日間か滞在しました。
何だか分りませんが、
滞在中とても松江に帰りた
くなりました。
その時初めて松江は自分にとってとても重要な存在であることに気
付きました。
出張から帰った瞬間、
急に心が落ち着いてきて、
まるで家に帰ったか
のような親しみを深く感じました。
これは正に松江への名残惜しさなのではない
かと思いました。
ここにいる時には気づいていなかったけど、
離れて初めて悟った
6

彭瑶
のです。
もし誰かに聞かれたら、
ここの一体どこがいいのかはすぐには思い出しに
くいけど、
たぶん何といってもいろいろ体験しながら生活してきたのだから、
ここ
の花も木も全部私にとって有意義になるのではないかと思いました。
その出張以来、松江に対する気持ちは前と全然違うようになりました。
また名
残惜しさが出てきた理由も段々分かるようになりました。朝、列に並んで空を飛

松
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一个地方的依恋吧。身在其中时不曾察觉，一旦远离才恍然
大悟。如被问到，似乎一时也说不出这里到底哪里好，也许终
究在这里真正生活过，
这里的一花一木都变得意义非凡吧。
那次出差后，再看这里的一切心情都变得不一样，从而
也渐渐发现了依恋这里的真真切切的理由。那清晨划过天空
的一队队的飞鸟，黄昏中宍道湖上美得无与伦比的夕阳，在
路边走着走着不经意抬头便看得到的远山，车站前长廊上一
点不怕人的悠闲散着步的鸽子⋯你会感到一切都是那么安
详又富有情趣，
会感到这样的世界那么美好。
当你看到接近深夜健身房的人们依旧挥汗如雨地锻炼

市让人一见钟情，可却经得起细细品味。随着与这里人们的
接触及在这里生活，
你会更喜欢这里。
这就是松江，
将近一年的时光让我愈发地眷恋这里。

身体；看到美术馆的展览都几乎接近截止日期，依旧有人排
着长长的队去欣赏；看到难得有机会可以观一场“能”的表
演，于是那么多人在寒冷的天气也庄重地穿上了和服；看到
哪里新开了一家螃蟹小店大家兴奋地络绎不绝前往、摄像机
记录下的孩子们吃得欢畅得兴奋的模样⋯这些瞬间会让你
觉得，这里的人们是如此可爱。这里没有大城市那让人眼花
缭乱的花花世界，所以这里的许许多多都变得稀有，让人感
受得到一份难得。
也正是因为这份难得，这里的人们对发生在这里的每件
事都像一次宝贵机遇一般格外珍惜，也因了这份珍惜，每个
人脸上的表情都有一份庄重感，行动上都有一份仪式感。这
就是这个城市、这里生活的人们的可爱之处。也正因为这样，
你会随时随地地感到，我们应当珍惜身边的拥有，因为每次
难得的体验都别具意义、
每次精彩的邂逅都来之不易。
现在松江人依旧经常自嘲般地说这里是农村，但农村又
怎样！这里的可爱是其他地方无从比拟的。也许不及其他城

●Japanese

んでいる鳥、夕日が映った比べもののないほど綺麗な宍道湖、街で歩く時ふと
頭を上げるとすぐ見える遠い山、駅前の歩道で気楽に散策するハトなど、すべ
てに趣があって心地よい気持ちをもたらしてくれ、見る度に、世界とはこんなに
美しいものなのかと思ってしまいます。
深夜になろうとしていてもジムで汗まみれになって運動する人たち、美術館
の展示会が終わるぎりぎりの時期になっても長い列に並んで鑑賞に行く人た
ち、めったにない能を見に行くため寒い天気でも真剣に着物を着る人たち、
ま
たどこか新しく開いた蟹の店に押し寄せる人たちと、存分美食に興奮した子供
たちの姿を見た瞬間、
ここの人々は本当に可愛いなと深く感じました。大都市の
ような目がくらむばかりの世界と違って、いろんなものは松江にとって稀な存在
です。
それゆえ、
ありがたく思われます。
そういうありがたさがあるからこそ、人々はどんなことに対してもとても見つけ
にくいチャンスのように大切にしています。
またそういう大切さがあるからこそ、
人々の顔には荘重感が見えて、行動上にも儀式感を感じます。それこそ松江の
町とここの人の可愛いところだと思います。
なので、一つ一つの体験には並外れ

た意義があり、一人一人との出会いを大切にするべきだといつでもどこでも感じ
させられました。
「ここは田舎だよ」
と松江の人は今でも相変わらず自嘲するようにしています。
だったらなんだよ！ここの可愛いさが他の所と比べられないです。ほかの都市の
ような一目ぼれの気持ちはないかもしれませんけど、時間をかけて深く味わうこ
とに耐えられます。
松江の人と接して生活するに従って、
更に好きになります。
ここは松江です。一年近くの時間で、
ますます懐かしく愛しく思うようになりま
した。
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截然不同的生活
Here

Katherine Simpson
当我决定去岛根县邑南町时，
我的心情很复杂，
在对未知
充满向往的同时又夹杂着些许不安。
之后，
我读了很多介绍乡
村生活的博客，
发现很多人写了同一句话——
“乡村生活的乐
趣只有靠自己发掘”。从儿童时期就一直居住在城市的我，虽
然对于乡村生活一直非常忐忑不安，
但是回首这一年，
我简直
不能相信曾经的自己会有那种想法。我想需要把那句话改一
下才符合我现在的心情——
“身在乡村，
乐趣自会来敲门”
。
最让我感到文化冲击的是虫子。
在乡村，
昆虫是日常生活
的一部分，很常见。虽然我也觉得这是理所当然的，但是发生
了一件因为虫子而让我终身难忘的一件事。
某天，
我的同事问
我：
“你见过锹形虫吗”
，
我说没有，
话音还没落，
只见他突然走
向了走廊的另一边，
我还在纳闷时他已迅速返回，
带着一只趴
在手心的锹形虫。
“ 他是在哪里找到的？”，
“ 为什么会这么

…

快？”我还来不及想清这些问题，就丢脸的大叫了一声，同事
们也轰地大笑起来。然后大家一边回忆着儿时捕捉锹形虫的
事，
一边轮流把玩锹形虫，
最后一名同事把锹形虫带回家给孩
子当宠物了，
虽然我最终还是没有碰它，
但是我想假如身处都
市，肯定不会体验到这种来自日常生活
的细小喜悦吧。
还有一个文化冲击就是食物，我可
不是指生鱼片或者海产品，让我感到震
惊的是一样远离大海的乡村料理。那是
我刚来邑南町一个多月的时候，当地的
一个农业协会，
邀我一起享用晚餐。
会长
笑眯眯地介绍了今天的主菜——野猪

Map
肉。
身为美国人的我，
一直以为野猪只是存在于日本神话中的
怪物，居然味道还不错。接着会长又开心的端了一碗汤给我，
并兴奋地对我说：
“甲鱼汤熬好啦”，我充满疑惑的问：
“甲鱼是
什么？”
，
会长笑着告诉我，
就是乌龟的一种。
当我正要喝汤时，
会长从身后拿出了一样东西，
那是一个一端系着细绳的甲鱼骨
架。我惊讶地张大嘴巴，其他女同事则大叫着“好像魔鬼的头
颅”。会长对我说“这个是很难得一见的，过几天我把甲鱼壳带
给你”，几天后，会长果然如约将甲鱼壳放在了我的办公桌上，
还分别用平假名，
片假名和汉字标注了
“甲鱼”
。
这一年在日本的真实体验是我最珍贵的回忆。我衷心地感
谢邑南町的人们让我成为了他们中的一员。热心町民们把一
个真实的日本展现在我眼前，让我更想融入到乡村生活中。
各位想要体验日本生活，想要来日本旅游的朋友们，我从内
心向您推荐日本的乡村。

全

●Japanese

全部違うけど…

キャサリン・シンプソン

島根県邑南町に行くことが決まったとき、楽しみと不安が混ざった複雑な気分
だった。
その後、
色々な田舎暮らしについてのブログを読み込むと、
同じフレーズ
が何回も出てきた。
「田舎での楽しみは自分で見つけるしかない」
と。
子供の頃か
ら都会やその郊外に住んできた私は、
田舎ではどのような生活が送れるだろうか
と心配していたが、
この一年を振り返ってみると、
その様に考えていたなんて自分
でも信じられない!あのフレーズを変えてやる、
「田舎では、
楽しみの方が自分を見
つけてくれる」
の方がピッタリ合うでしょう。
一番のカルチャーショックは虫。
田舎の場合、
昆虫は日常生活の一部であり、
普
通の存在のようだ。
当たり前のことだと自分でも認めるが、
ある日虫に関する一生
忘れない出来事があった。
それは、同僚に
「クワガタを見たことある？」
と聞かれ
た。
「いいえ」
と答えた途端、
同僚はすぐ廊下の向こうに走り出した。
あれ？と思った
ら、一瞬のうちに戻ってきた彼の手のひらにはうごめいているクワガタがいた。
ど
こで見つけた？？こんなに早く??と私は想像がつかなかった。
恥ずかしいことに私
はキャーと叫んで、
職場の皆さんはドッと笑いだした。
皆さんは、
幼い頃にクワガタ
を捕まえていたと思い出話しをしながら、
それぞれクワガタを手に取って順番に
回していた。
そのうちの一人が子供のペットとして持って帰った。私はクワガタを
触らなかったが、
都市ならこのような日常的生活のささやかな喜びは、
決して経験

できないだろうということを気づかせてくれた。
もう一つのカルチャーショックは食べ物。
生魚とか海の生き物ではないですよ。
海から離れた田舎料理です。
邑南町に来て最初の一ヶ月が過ぎたころ、
地元の農
業関係の会の夕食会に誘われた。
会長は楽しそうにメインの料理を紹介してくれ
た。
それはイノシシだった。
アメリカ人である私は、
正直イノシシというのは日本の
神話でしか存在しない怪物だと思っていた…けど驚くほど美味しかった!次に会
長は汁椀を嬉しそうに持ってきてくれた。
「すっぽんスープを作ったよ!」
と興奮ぎみに言った。
「すっぽん…とは？」
と戸惑
いながら聞いた。
「カメの一種だよ」
と、
とても楽しそうに答えてくれた。
彼は、
汁椀を
口へ持って行きながら背中の後側からあるものを出した。細い糸が付けられた小
さなすっぽんのドクロだった。
私はあんぐり口を開け、
他の女性は
「鬼の頭みたい!」
とふざけながらキャーキャーと叫んだ。
「珍しいもんや。
甲羅は後で持って来てあげ
る」
と会長は言ってくれた。数日後、約束通り仕事の机の上にすっぽんの甲羅が置
いてあり、
それに
「すっぽん」
の字が
「ひらがな、
カタカナ、
漢字」
で書いてあった。
この一年で本当の日本を経験することができ、
これが何よりも大切な思い出に
なった。仲間として迎え入れてくれた邑南町の皆さんには感謝の気持ちで一杯。
心の温かさ、本当の日本を熱心に教えてくださる町民の皆さんは、田舎の生活に
ますます私を引き込んでくれる。
日本の生活を経験してみたい、
日本を旅したい皆
さんへ、
心から田舎をお勧めします!

A magazine about

Shimane Prefecture, Japan http://www.pref.shimane.lg.jp/bunkakokusai/
编辑：王颖·彭瑶

Publisher: 岛根县环境生活部文化国际课
关于本杂志，您有任何意见或疑问请与我们联系。
1 Tonomachi, Matsue-shi, Shimane-ken 690-8501, JAPAN

発行：島根県環境生活部文化国際課

Katherine Simpson

Jae-Jin Lee

PengYao

Park Hyejung

Wang Ying

Borkhodoeva Natalia Sondey Olaseun

