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　冬季オリンピックのカーリン
グで話題になった「そだねー」
（そうだね）。メディアはこぞって
「北海道訛り」だという。が、北海
道の人たちは「そかねー？」と思
うだろう。「そう」の長音短呼（国
語学の方面ではこう呼びます）
は全く北海道に限ったことでは
ない。日本全国にある。関西の
「そやね」も「そうやね」の短呼

だ。「そやな」とか「せやな」も、そやで。そもそも東京でも「そう
して」を「そして」と言っているし、書くときもそう書いている。
　長音短呼は、伸ばしの本場（？）である関西でも決して珍し
くはないが、あほう（阿呆）→あほ、などはかなり新しい変化
だ。言葉が隣町へ、さらにその隣村へと地道に伝わっていく
速度をおおざっぱに「100年で100キロ」として、まさに京阪か
らだいたい50~100キロぐらいまでの「あほ」圏の外側に、そ
れを取り巻くように、縮まる前の古い形である「あほう」圏が
残っている。近畿では本来、木（きー）、手（てー）、目（めー）な
どがことごとく長い。「大阪」も「おさか」（小坂）の伸びた形だ。
短音長呼なら、「女王」を「ジョーオー」と伸ばす「東京訛り」も
有名である。アナウンサーでも東京出身だとこう言っている。
江戸の生まれの夏目漱石が「一所懸命」を「一生懸命」とした
のも「イッショ」→「イッショー」という短音長呼なのかもしれ
ない。そしてイッショー懸命は、こんどは長音短呼によって自
動的にイッショ懸命に「戻った」とみることもできる。
　わたくしもカーリングは見ていた。ただし目的はかなりズレ
ていて、対戦相手の、ノルウェー語、スウェーデン語、デンマー
ク語を聞くためである。カーリングは選手が試合中に言葉を
たくさん話す珍しい競技なのだ。日本チームの「そだねー」と

「もぐもぐタイム」のおかげでテレビが選手の声を大きく拾っ
てくれるようになって大変ありがたかった。「そだねー」には
感謝こそすれ、つべこべ言える立場にない。というわけで久々
の北欧ネタ。『アナと雪の女王』以来だろうか。北欧諸語はお
互いよく似ていると言われるが、言われるほど似てない、と言
われることが最近は多い。北欧語をありのままに正しく知る
人が以前より増えたからだ。次の3つを比べてみよう。意味は
「a new house」に相当。
　et nyt hus：デンマーク語
　et nytt hus：ノルウェー語
　ett nytt hus：スウェーデン語
　「ありがとう」は北欧諸語でいずれも「タック」だと知られて
いるが、つづりは全て違う。デンマーク語：Tak、ノルウェー語：
Takk、スウェーデン語：Tack。日本の方言を香港で話題にする
ことのメリット（？）は東京や大阪など国内より香港のほうが日
本各地の出身者がまんべんなくそろっているからにほかなら
ないが、ヨーロッパ語に関しても同じことが言えるので、身近
に北欧の人がいたら試してみるとよい。デンマーク人がどれ
だけノルウェー語やスウェーデン語を書けるか。スウェーデン
人がデンマーク語とノルウェー語のつづりの違いがわかる
か。そもそもこれらの微妙な違いは、はたして「必要」なもの
なのか。結論から言うと、それなりに必要なのである。つづり
方の規則がそれぞれ異なるので、一見ばらばらに見えるの
だ。統一することは、不可能ではない。けれども統一しなけれ
ばならない理由というのも存在しない。
　日本語の長音表記には複数の方法がとられている。「大（お
お）きい」や「氷（こおり）」では「お」を書き、「そうだ」や「あほ
う」や「王（おう）」では「う」を添え、外来語では「ボート」のよう
に長音符号を使う。統一しないのだ。日本は重大な事を「折衷
案」で解決する癖があって、送り仮名の問題もそう、つまるとこ

ろ歴史的仮名遣いとの折衷である。「おほきい」「こほり」「とを
（とお、数字の10）」のように旧仮名で「ほ」「を」の場合が
「お」。ひとつの日本語の「オー」という音に3つの表記法を使
う我々は、3つの言語で3つの表記法の北欧語に、つべこべ言
える立場にない。
　実はノルウェー語とスウェーデン語にも「長短」がある。「あり
がとう」の「takk、tack」に対して「tak」だと「ターク」と長くなって
「屋根」の意味になる。ほかでもない、「-kk」や「-ck」は直前の母
音が短いことを表すのだ。デンマーク語では屋根は「tag」だが
これはターグとは読まない。デンマーク語の発音は驚異的に
面倒なので説明は省略。同じゲルマン語の仲間であるオラン
ダ語にも母音の長短はあって、『アンネの日記』の「Anne」は「ア
ネ」と読むのだが、もし「Ane」ならば「アーネ」と読む。「アンネ」
というのは、ない。アネとアンネの区別がないのは、英語でアナ
とアンナの区別がないのと同じである。『アナ雪』のヒロインは
「Anna」、これを「アンナと雪の女王」としなかったのは、字づら
よりも、耳で聞くと「アナ」に近く聞こえる事実を優先したため、
だと思う。「アナ」は短くなっても「女王」のほうは、東京ローカ
ルの発音だと長くなる。「アナと雪のジョーオー」。短呼と長呼
の折衷（？）。来年、続編が公開されます。

大沢ぴかぴ

　子供達がどのように母国語を学んだか、思い出してみて
ほしい。生まれた日から24時間365日、おそらく貴方は彼ら
に、およそ3歳で言葉を話す前からその言語を見たり聴い
たり、吸収する、無音の言語習得期間を与えたことだろう。
　数字で考えてみると、子供達は睡眠時間を除く約14時
間の間、母国語に接するとする。合計14時間×7日で、計
98時間だ。それに対して、第2言語は平均して約週5時間
ほど。全時間の5％程度に過ぎず、そういった状況で中国
語を流暢に操るようになるのは難しい。親達は、彼らが第
2（もしくは第3）言語を習得することに対して、子供達がそ
の言語に触れる時間に比例した度合いで期待するべき
なのだ。
　子供が初めて意味のある言葉を話すまでには、数ヶ月
という期間、音やイントネーションで遊び、言葉と意味を
結びつけていることを忘れてはならない。親もその言語
に慣れ、自分たちの言語として使うよう励ますだけでな
く、忍耐強く適切な言語の露出と交流を与える必要があ
る。以下に役立つポイントを挙げよう。

1.中国語の本を読ませる
　親が中国語に詳しくない場合、中国語の本を与えるの
は少し億劫なことかもしれないが、子供のお気に入りの
本の中国語訳本や、母国語の本を買う際には同時に中国
語版も入手し、彼らに与える習慣をつけよう。子供に教え
る自信がなければ、オーディオブックを活用するのもお勧
めだ。またルールを決めて、日常的に親が朗読を子供に
促せば、彼らはきっと従うだろう。

2. 学ぶ意欲を持つよう手助けする
　1～3歳頃、子供が様々な言語に触れ、言語を”探検”し
ている時期には、複数の言語を導入するのは難しいこと

ではない。この時期を過ぎると子供は母国語に親しみ、
新たな言語を学ぶ必要性を感じなくなるが、その後親
は、慣れ親しんだ文脈や単語に触れる機会を作り、第2言
語に興味を持つよう促していくとよい。
　子供達は遊びを通じて多くを学ぶので、教師と親は遊
びに、学習という大切な側面があることを忘れてはなら
ない。遊ぶ過程で子供達は新しい事柄に挑戦して自分の
言語スキルを磨き、時にそれは正式な授業以上の効果を
実現する。教師の役割は、子供達を指導、支援し、成功に
必要な言語をモデリングすることと、子供達に学習と挑
戦を促すことである。

3.中国語の歌を一緒に歌う
　子供達が大好きな歌は、
学習の導入にぴったりの手
段。身振り手振りを交えて歌
えば、彼らはみるみる吸収
して自分のものにしてしま
う。歌を使って学ぶことは言
語習得の第一歩であり、プ
レッシャーを感じることなく
中国語の練習ができる。

　ご両親に覚えておいてほしいのは、子供達が母国語
を学ぶには長い時間がかかることと、その他の言語を学
ぶことに焦らないで欲しいということだ。もし子供に第2
言語が必要だと思うのなら、音楽や好きな本、ゲームな
どでその言語に触れさせる機会を作ろう。そうすれば子
供が学校で、全く理解不可能な言語を学ばなければな
らない、というような事態に陥ることを避けることができ
るはずだ。
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子供が遊びながら
中国語を学ぶコツ
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　クリスタルジェイド
（Crystal Jade）と言えば香
港の玄関口、香港駅がある
IFCの店舗をはじめ、香港
の各エリアに店舗を構える
シンガポール発のレスト
ラン。北京、上海、広州など中国各地、タイ、マレーシア、イン
ドネシア、カンボジアなどの東南アジア諸国、そしてアメリ
カ・サンフランスシスコにも展開している。さらには、ミシュ
ランガイドオススメのレストランに掲載の常連でこれまでに
数多くの賞を獲得している、気軽に利用できて美味しい上海
料理や飲茶など料理を中国料理を楽しめるレストランとして
定評がある。2016年には、元朗（ユンロン）にグレードアップ
したレストラン「Crystal Jade Jian Nan」をオープンした。
　同店では、春の食材で3月中旬から4月末にかけて旬のタ
ケノコを使用した江南地区の伝統的な地方料理をはじめと

する季節限定メニューを
提供している。「タケノコ
は日本でも春の季節の食
材として定番で、日本人に
もぜひ味わって欲しい」と
料理長が語ってくれたタ
ケノコ料理。白身魚とタケ
ノコ、そして中国の高菜と
もいわれる雪菜を炒めた
「Sautéed Mandarin Fish 

Fillets with Spring Bamboo Shoot 
and Preserved Vegetable」は酸味の
効いたあっさりした味が特徴。新鮮
なタケノコを辛いソースで絡めた
「Bamboo Tossed with Spicy Sauce」
は、前菜として食べると食欲を倍増
させてくれる。ビールとの相性も
ばっちり。

　江南地方の料理は、甘醤油
で煮込んだ肉料理が有名です
が、同店では2つのタケノコと
お肉を合わせた逸品を紹介し
ます。一品目は、豚バラ肉を3
時間じっくりシチューにして煮
込み、タケノコと合わせた
「Braised Pork Belly」で甘味が
あり、ご飯がすすむ味。牛肉のテンダーロインをソテーし、ス
ライスした「Sautéed Beef Tenderloin Slices」は、広東風料理
よりも繊細な味を楽しむことができます。タケノコメニューに
加えて、新アラカルトメニューも同時に紹介します。まずは、
季節の野菜と自家製のフワフワの魚のつみれを合わせた杭
州スタイルのスープ「Hangzhou-style Handmade Fish Balls 
in Vegetable Soup」はあっさりとした味が魅力。広東料理で
もおなじみの黄金色になるまでエビに卵の黄身の塩漬けを
絡ませた「Sautéed Prawns with Salted Egg Yolk」は香り豊
かで程良い塩加減が箸をすすめる。

　デザートには中国東部、浙江省の都市で家族の集まりの
席での定番のデザートをメニューに新しく追加。やわらい食
感と上品な甘さが魅力カボチャのケーキにあんこを詰めた
「Fried Pumpkin Cake」。そして緑色に色付けした餃子にあん
こを詰めた「Ningbo’ Green Dumplings with Red Bean 
Stuffing」幸福を意味するデザートで幸せな気分で食事を締
めくくることができるだろう。
　さあ、さっそく季節限定のタケノコ料理と新メニューを味
わいに出かけよう。

マリリンのぶらグル巡り
元朗（ユンロン）にあるシンガポール発レストラン「Crystal Jade Jian Nan」、
グレードアップしてオープン！
元朗（ユンロン）にあるシンガポール発レストラン「Crystal Jade Jian Nan」、
グレードアップしてオープン！

香港グルメを
ぶらりと紹介します！

話題のお店を中心にローカル店など数多くのお
店を食べ歩きながら、趣味のヨガやハイキング
も楽しむ香港在住歴9年の日本人女性ライター。

話題のお店を中心にローカル店など数多くのお
店を食べ歩きながら、趣味のヨガやハイキング
も楽しむ香港在住歴9年の日本人女性ライター。

Crystal Jade Jian Nan
住所：Shop 2045, 2/F., Yoho Mall I, 9 Yuen Lung St., Yuen Long
電話：(852)2455-1828
時間：11:00～23:00
ウェブ：www.crystaljade.com.hk

モダンなインテリアの店内
食感が魅力の
「Spring Bamboo Shoot 
Tossed with Spicy Sauce」

じっくり煮込んだ
「Braised Pork Belly with 
Spring Bamboo Shoot」

あっさりした味わいの
「Sautéed Mandarin Fish Fillets with 
Spring Bamboo」

杭州スタイルのスープ
「Hangzhou-style Handmade 
Fish Balls in Vegetable Soup 」

塩気とエビの甘さが絶妙の
「Sautéed Prawn with 
Salty Egg Yolk」

Pocket Page Weekly 13 April 2018 No. 639 15B

香港グルメ



香港 香港

時間：11:00～21:00 
住所: G/F., 21 Hak Po St., Mong Kok
ウェブ：http://knockboxcoffee.hk

　1日中オーダーできるオールディブレックファーストやサー
モンベーグル、エッグベネディクトなどの味のいいブランチと、
コーヒーのセットを提供しているこじんまりとした居心地のい
い店。カウンターに座ればバリスタにお勧めのコーヒーをレク

チャーしてもら
うこともでき
る。ラテアート
のクオリティの
高さも評判だ。

ー

Knockbox Coffee Company

ー

住所：Shop11-12, Cooked Food Centre, 3/F., Fa Yuen St. Municipal Services Bldg., 123A Fa Yuen St., Mong Kok
時間：7:00～15:00 火休

　軽めの朝食をお探しなら、この店で
提供する広東スタイルのお粥はいか
がだろう。白魚と豚のレバー、豚のモ
ツと魚の切り身、肉団子などの具材の
お粥が人気だそう。香港人ぽく頂くな
ら、腸粉や炸魚皮（魚の皮を揚げたも
の）などのサイドメニューを添えて。

ー

Mui Kee Congee(妹記生滾粥品)

ー

住所：G/F., No. 89 Tong Choi St., Mong Kok
時間：11:00～25:30 日休

　魚のすり身が入った米麺、肉団子の
入った平打麺の焼きそば、豚肉の米
線など豊富な種類の麺類とサイドメ
ニューを楽しむことができるお店。柔
らかく噛みごたえのある肉団子をは
じめ、サイドメニューもその美味しさ
で大人気だ。

ー

Tong Kee Noodles(通記麵食專家)

ー

住所：Shop B, G/F. , Legent Court, 33 Yin Chong St., Mong Kok
時間：12:00～24:30

　オールディブレックファーストやパス
タ、スープ、ワッフルなどの朝食メニュー
を提供する小さなコーヒーハウス。大き

な木製のお皿でサーブされるオールディブレックファーストは
魅力的だ。ベジタリアン対応メニューがあり、ベジタリアン・
オールディブレックファーストは満足すること間違い無しの美
味しさ。カラフルなドリンク達も人気のメニューだ。

ー

Ocio

ー

住所：G/F., 107 Sai Yeung Choi St. South, Mong Kok
時間：7:00～23:00 日休

　様々な香港式ブランチに出会うことができる人気の
茶餐廳。レギュラーセットは美味しいスクランブルエッ
グまたはフライドエッグとバタートースト2切れ、ハムマ
カロニ、コーヒーまたは紅茶が付いてたったHKD38と
お手頃。カリカリのトーストに柔らかなスクランブル
エッグ、チーズと黒トリュフが載ったプリン
シパル・トーストも必食。

ー

Capital Café(華星冰室)

ー

旺角（モンコック）は茶餐廳などグルメの激戦地。
香港の人々もブランチが大好きなので、

この街で素敵なブランチスポットを見つけるのは難しくない。
たくさんあるお店の中から、今回はお勧めを5選ご紹介しよう。

旺角のお勧めブランチ
スポット5選
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 御河堤　Royal City Center

（所在地） 南山区蛇口金世紀南路＆望海路
（間取り） 3LDK
（室　内） 家電家具が新しい、
 冷蔵庫が大きい、open式のkitchen
（環　境） 深圳湾口岸（香港へのイミグレーション）景観、
 華润万家スーパー 
（備　考） 地下鉄2号線（東角頭駅より徒步約10分）　
（月　額） 17,500元

（所在地） 紅嶺南路与東園路交匯処
（間取り） 2LDK
（室　内） 全室フローリング、リビング冷暖房付き
（環　境） 万象城、JUSCO、歳宝百貨、
 Citic City Plaza 
（備　考） 地下鉄1＆2号線
 （大劇院駅より徒歩約10分）
（月　額） 10,000元

宝能太古城

深圳

エイブル深圳店エイブル深圳店エイブル深圳店
深圳市羅湖区深南東路5002号

地王大厦主楼40-10単元
(86)755-8219-5546/

 (86)136-3285-3590 (代表 本間)

深圳市羅湖区深南東路5002号
地王大厦主楼40-10単元
(86)755-8219-5546/

 (86)136-3285-3590 (代表 本間)

（所在地） 南山区中心路2233号宝能太古城
（間取り） 3LDK
（室　内） 内装が新しくて、家電家具も新品
（環　境） all city Shoppingmall、庭園、
 後海の海岸cityに近い、ジム無料
（備　考） 地下鉄2号線（海月駅より徒步約2分）
（月　額） 25,000元

 半島城邦　Peninsula Residences
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Property Agency List
日系不動産代理一覧
トロント不動産 TEL (852) 2882-1922
14A, Hoi To Court, 275 Gloucester Rd., CWB
スターツ（香港） TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2, 463-483 Lockhart Rd., CWB
三宝不動産 TEL (852) 2566-0155
Rm. 1003, 10/F., Marina House, 68 Hing Man St., Sai Wan Ho
南洋不動産 TEL (852) 2891-4113
20/F., Flat A, Fairview Court,15-17 King Kwong St., Happy Valley
グレートユニオン不動産 TEL (852) 2856-2382
Rm. A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2, 28 Jardine’s Crescent, CWB
リアルエステート TEL (852)2838-2117
Rm. 1601-2, Workingfiled Comm. Bldg., 408-412 Jaffe Rd., CWB
エイブル（大建不動産香港） TEL (852)2525-2083
Rm. 1601, Dina House, 11 Duddell St., Central 
エイブルネットワーク広州 TEL (86)133-1089-1352
広州市天河区天河北路183-187号大都会広場712室 
ベターハウス 広州支店 TEL (86) 20-3877-1528
広州市天河区天河北路僑林街47号中旅商務大厦東塔2304号
友和不動産 TEL (86) 20-8729-4501
広州市天河区粤墾路38号広墾商務大厦7F
スターツ（広州） TEL (86) 20-3877-0041
広州市天河区体育東路138号金利来数碼网絡大厦410室
フルホーム不動産 TEL (86) 20-3801-2651
広州市天河区五山路141号之一尚徳大厦B棟22-24階 
ライフパートナー TEL (86) 20-3881-3137
広州市天河区珠江新城花城大道３号南天広場6階F2-IB室

広州ラクラシ不動産 TEL(86) 20-8753-4146
広州市天河区天河路371号隆徳大厦東棟1808-1810号室

OK-Support 深圳 TEL (86) 755-2360-2214
深圳市福田区彩田路東方新天地広場D座1805
エイブルネットワーク深圳 TEL (86)136-3285-3590
深圳市羅湖区深南東路5002号地王大厦主楼40-10単元

ベターハウス 深圳支店 TEL (86) 755-8367-8712
深圳市福田区益田路江蘇大廈B座1013室
不動産NAVI 羅湖店 TEL (86) 755-2584-5960
深圳市羅湖区深南東路2017号华乐大厦506室
不動産NAVI 南山店 TEL (86) 755-2511-4770
深圳市南山区海岸城東座225号

ライフ（香港・広東共通）
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深圳

　日本での悲しみと香港での悲しみでは、同じ悲しみでも少し重みが異なり
ます。日本にいれば、近くに家族や友人がいたり、自分なりの気分転換がい
つでもできたりするので、悲しみも比較的早く忘れることができます。
　一方香港の場合は悲しみが後を引くことが多いです。

　その原因としては、頼れる友人や気分転換ができる場所が身近に少ないことが挙
げられます。
　前回、幸せとは身近にあるものと述べましたが、悲しみもいつも私たちのそばにいるこ
とを最近改めて痛感しました。 

①AEONで買ったベッドシーツがすぐ隣の一田YATAで70ドルも安く売られてい
たとき
　AEONですでに定額の半額になっていて、流石に隣の一田でもこれ以上は安くなっ
ていないだろうと高を括ったあげく、まさかの結果となりました。
　70ドルと言えば普段のランチ二回分に当たるので、さすがに笑顔も引きつります。

②ATMでお金を下ろしたのにバンクカードだけ抜き取ってお金を抜き取るのを忘
れてしまったとき
　その後も全然気がつかず、電車に乗ってから思い出すという始末。急いでHSBCに
電話し、防犯カメラを確認してもらったところ、幸いにも下ろされた現金は誰にも抜き取ら
れず、しばらくしたのちに自動的にATMの中に回収されたとのことでした。
　お金を下ろすときはお金に集中しましょう。　

③ミニバスのバス停で先頭から17番目に並んでいる自分に気がついたとき
　たいていのミニバスは16人乗りのため、17人目に並んでしまっている時点で、次の次
のバスを待たなければいけないことになります。
　ただし、もし次のミニバスが幸いにも最新モデルの場合は定員が19人になるのであな
たも見事乗車できます。

④オフィスで突然ケーキを渡されたとき
　香港の企業で働いていると、時々、突然ケーキを同僚から差し出されます。ですが
「あら、今日はあなた気前がいいこと」なんて呑気なことを言っている場合ではありま
せん。このケーキには「今日がこの会社での最後の出勤日です」というお別れの意味が

あるのです。人によってチョコレートだったり他のお菓子だったりもしますが、いずれにし
ても日本には見られない、何ともウレカナしい習慣です。 

⑤妻に電話をしたら広東語で応答されたとき
　普段は日本語で「モシモシ～？」と出る妻がいきなり「喂？」と広東語で電話に出た時
には気をつけましょう。いや、気をつけてもすでに遅いです。この場合、妻のそばにいる
誰かの何かが気に食わなかったか、私が何か過ちを犯したかのどちらかが考えられま
す。前者の場合は100%妻の意見に同意、相手が完全に悪いと同調し続けることで解
決できますが、後者の場合は卒論並みのロジカルな説明を持って今後の課題、結論ま
で持っていかないと朝まで生テレビ状態になります。

　日本人ですから、やはり日本の方が住みやすいのは間違いありません。
　特に異国で悲しみを負えば負うほど母国での暮らしが恋しくなるものです。
　それでも、小さな喜びを幸せと感じ、小さな悲しみをいとおかしと感じられる人は、香
港での生活を楽しめると思います。

　「悲しいとき～！　手を出しているのにマットにお釣りを
置かれたとき～！」

　いつもここから（ワタナベエンターテイメント）、よろしく
お願いします。 

　ではでは。

僕
の
僕
の

交
際
日
記

交
際
日
記

香港の悲しみ第24回

ルーシー龍（りゅう）
香港人妻との結婚歴3年目の日本人。沢木耕太郎の「深夜特急」を読んでチョン
キンマンションに憧れて香港にやって来る。趣味は早く家に帰って妻と一緒に
TVBのドラマを見ること。

「チョキ出せたの！？悲」

ライフ（香港・広東共通）
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　眼鏡をかけ、まだ幼い少女のようなあどけない外見なが
ら、吳安儀は、実は世界ナンバー1のスポーツプレイヤー。彼
女は世界大会であるワールド・レディースビリヤード＆ス
ヌーカープレイヤー（WLBS)で、アジア女性として初めてトッ
プの座に立った人物である。
　27歳の吳は、イギリスで行われたブリティッシュ・オープン
で準決勝へ勝ち進み、長年ナンバーワンに君臨していた同
国のリアン・エヴァンスからその座を奪った。
　“スヌーカーは常に男性のスポーツでした。けれど女性達
も、上手くプレイできることが証明されたと思います。”吳は
笑顔で語ってくれた。
　世界ランキング９位の選手、Marco Fu Ka-chunの活躍以
降、香港においてスヌーカーは人々によく知られたスポーツ
となっている。
　近年、香港では女性スポーツ選手の活躍がめざましく、2
年前にはChan Yuen-tingが世界で初めて、トップリーグのタ
イトルを目指す男子サッカーチームの女性コーチとなった。
スヌーカー界においても、世界ランキング15位以内に3人が
ランクインしている。

　吳がその魅力の虜になっ
たのはまだ10代の頃。彼女
の父親は、テレビゲームをや
り過ぎていた末娘を、自分の
参加するアマチュア大会に
連れて行った。最初に彼女の
注意を引いたのは、父親の着ていたベストと蝶ネクタイ。”服
装がカッコいいと思ったんです。だから父に、どうやって着る
のか教えて！ と言いました。”それが全てのはじまりだった。
　父親がアマチュアプレーヤーであり、地元のスヌーカー
パーラーで働いていたこともあり、彼女は無料で好きなだけ
練習することができた。また、多くの子を持つ親達が持つ、
映画で描かれるような”ビリヤード場はギャングスター達が
たむろし、戦う場”という偏見とは無縁だった。
　女の子がプレイしているのは珍しかったのか、吳は人々の
好奇の目にさらされた。練習が厳しかった日には、トイレに
隠れて泣いたという。
　スヌーカーに女性プレイヤーが少ないのは身体的な強さ
が必要だからだ、と考える人は多いが、吳は”プレイする機会
が少ないだけ”と言い切る。たしかにトーナメントの数も、男
性の大会が月1回以上のペースで行われる一方、女性の大
会は年間1、2回程度だった。
　ここ2年間、吳は世界選手権予選と香港マスターズ2017な
ど、世界の男性トッププレイヤー達と対戦する機会に多く恵
まれた。
　2017年はWLBSのタイトル5つを取り、吳にとってキャリア
ハイの1年となったが、男性相手の戦績で進化を遂げること
はできなかった。昨年４月、WCの予選で彼女はナイジェル・

ボンド選手に10-1で敗れている。”早い上達のため、今後数
年間はさらに男性プロとの試合を増やすつもりだ。
スヌーカーは精神的にタフなスポーツだと彼女は言う。それ
が自分の中で訓練を必要とする部分だ、と。
　昨年はウイメンズ・ワールドチャンピオンシップタイトル
を奪還し、肉体的にも精神的にも過酷な日々を過ごした。
2016年の同大会でリアン・エヴァンスに敗れた後、吳は60ポ
イントの点差を逆転してイギリスのビドゥヤ・ピライを6-5で
下し、準決勝に進出。この2試合は最終フレームまで続き、同
日中の試合で合計約15時間かかった。
　今月始めにコーチの1人が、彼女の純粋な信念と決意が
前進に功を奏したとメディアに語った。”多くの人がリアンは
超えられないと思っていたが、吳は常に勝てると信じてい
た。彼女の仕事に対する倫理観と、上手くなりたいという思
いから成る信念は、世界のトップにふさわしいと思う。”
　練習と試合に明け暮れる中、4歳半のゴールデンレトリ
バー、マフィンと過ごす時間が息抜きになっているという。新
女王として、吳はスポーツ界のジェンダーギャップは埋まっ
ていくと予測している。”スヌーカーにおいては、私は性差は
関係ないと思ってきました。私は常にスヌーカーを、テーブ
ルサイドで自分に何ができるのかにフォーカスする、自分自
身に対するゲームだと考えています。”

スヌーカー界の若きNo.1

吳安儀Ng On-yee

ヨコヤマのプロフィール
香港は新界東部在住7年目。
トラムにも乗ったことがなく、都会の事情は観光客として来港する友人が
頼り。
全ての事を近場で済ませたい怠け者。

 子供が本好きに育つきっかけは親御さんの読み聞かせ‥
なんて話をよく聞きますが･・正直プレッシャーですね！（私は
読み聞かせ嫌い）

　私の母親は「家庭画報」と「ニッセンのカタログ」が愛
読書で、一度も子達に読み聞かせをしたことがない人でした。父親も同様で自身は新
聞を隅から隅まで愛読するのみ。

　両親は子達に児童向け小説を購入し、その辺に置いておく、という以外のアプロー
チをしなかった結果、兄は本嫌いに、しかし私と弟は本好きに育ちました。
　そして、子供のころから吝嗇家でもあった私は「図書館はタダ」というシステムに大い
に感動し、小学生の頃から一人でせっせと通うようになり、今に至るわけです。

　読み聞かせをしない＝本嫌いに育つ、というわけでは必ずしもないようです。

　ここ香港では日本語だけではなく英語の読み聞かせまでしなければならない若いお
母さんも多いかと思います。

　今回はアニメのような感覚で英語の読み聞かせをしてくれる図書館サービスBook 
FLIXをご紹介します。

 
*図書館登録がお済でない方はIDと住所証明を持ってお近くの図書館でアカウントを
作成しましょう

①図書館HP → e-Databases 
②Book FLIXをクリック →図書館MyAccount（ログイン） → Accept 

   
　　　　　　　　　　

　本が苦手なお子さんも電子絵本なら楽しめるかもしれません。
　また、小さい子なのに「絵本はつまらない」というお子さんの中には、ノンフィクションや
ドラマティックでかなり大人っぽいストーリーを好むお子さんもいます。このようなお子
さんは読解力が高い傾向にあります。
　読書は大きな楽しみの一つですから色 な々本に親しんでみて欲しいと願っています。

Vol. 101ワク♥ドキッ！ワク♥ドキッ！Hong Kong Daily LifeHong Kong Daily Life香港在住日本人主婦が綴るリレー     エッセイミニ

Vol.3新界ひきこもり！ 香港生活

お
う
ち
で
読
み
聞
か
せ
し
て
く
れ
ま
す
！

Book FLIX

お
う
ち
で
読
み
聞
か
せ
し
て
く
れ
ま
す
！

Book FLIX

あとは絵本を楽しむだけ！
カテゴリー別に分かれています。

終わった後に出来るゲーム感覚の
読解クイズもあるのでやってみましょう！　

21Pocket Page Weekly 13 April 2018 No. 639
B

ライフ（香港・広東共通）



香港 香港

　PPWでもおなじみのフリーライター
「鳥丸 雄樹」とフェイスブックで友
達になり、香港の情報をいち早くゲッ
トしよう！

　 香港・華南
地区のお得な
情報を教えて
くれるので仲
良くなって損
はない 。今す
ぐ登録！！

私もまだまだ子育ての途中ですが、3人兄弟が、青年
期、思春期迎えて思うことがあります。
「子供は勝手に育つ」笑
親ができるのは、たった3つ。
「ありのままを愛する」ことと、「子供に合った環境を用
意してあげる」こと、そして「先を行く大人として、人生を
謳歌する」こと。

これさえできていれば、「褒める」も「叱る」も「躾ける」も
「教える」も必要ありません。

植物は、いい土壌を用意して、愛をかけてあげれば勝
手に育ちますよね。
過剰に肥料や水を与えたり、ほったらかしにすると枯
れてしまいます。
過度に干渉するでなく、突き放すでもなく、心を離さず
見守る。

とはいえこれがなかなか難しい。

愛していればいるほど気になるし、ついつい手をかけす
ぎたり、思い通りにならない相手をコントロールしようと
したり、自分の価値観に合わないからと突き放したり。
これらの行為は子供の芽を摘み、枯らす行為に他なり
ません。

では、どうすればバランスよく愛情をかけることができ
るのでしょうか？

鍵は3番目の、
「先を行く大人として人生を謳歌する」ことにあります。

そう。自分の人生を生きるのです。自分の人生を楽しむ
のです。

困難なことにぶつかったときのお母さんの対応。
人間関係の作り方。
お母さんが興味を持っていること、楽しんでいること。

子供はその全てをみています。
その全てを学んでいます。

世の中は全て繋がっている。
こちら側を押すと反対側が飛び出る。
直接的ではなくても、行動したことは世の中に影響を
与えています。
それを理解して怖がらず、臆病にならず、人生を謳歌し
ている姿。
いろんな人がいるけれど、価値観の違いはあるけれ

ど、認め合姿。許し、許される姿。
そんな大人の生き様を見て育った子供は「勝手に育
つ」のだと思います。
自分で自分の人生を舵取りできる子供に育ちます。

人には本来、自分らしく生きる力が備わっている。
もう私達は「育てること」をしなくていいんだと思います。
子供には勝手に「育つ」力があるのです。

Kyou氏 プロフィール
海外で３兄弟を育てる中、人を育てる一大事業に頼れるもの
が何もないことに疑問を持つ。現在上海ママたちに心理学、
統計学、コーチングなどを基にした「ままサプリ」展開中。香港
にて講座開催中♪

zets_PPW@pocketpage.com.hkまでお問い合わせください。

ラジオ、コラム、無料動画公開中～♪
ままサプリ公式HP：https://mama-supple.com/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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連載 第74回 そろそろ「育てる」をやめませんか？

ライフ（香港・広東共通）
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香港香港

◆トラブルが起きてしまったら・・・◆ 
　たとえば、自分が主催するイベントで届くはずの道具が全然
届かなかったら、あなたはどうしますか？
 　明日からイベントは始まってしまいます。このトラブルが自分
の力だけでは解決できないことに気づき、文句や愚痴を周囲の
人に言ったり涙が止まらなくなるかもしれません。もう無理だか
らとそのイベントを中止してしまうかもしれません。或いは「最
後までやってみなければ分からない」と奔走したり、人に相談を
したり協力いただくようお願いするかもしれません。
　この窮地に誰かが動いてくれて助けてくれたら自分は何て運
が強くラッキーなんだろう、と思うことでしょう。

◆太陽星と太陰星◆　　　 
　ところで「太陽星」と「太陰星」というのが風水にはあります。こ
れらは前述のようなトラブルに大きく力を発揮してくれます。

　太陽星は仮面ライダーやスパイダーマンのように私たちの目
の前で力になってくれるエネルギーです。まるで父親や力のあ
る上司のようにいざとなった時にサポートしてくれるので、その
恩恵を私たちは強く実感できます。前述のトラブルのように自分

の力ではどうしようもない時にこういう人が現れてくるのは日本
でも香港でも西欧諸国でも気分爽快になれるストーリーです。
　太陰星はそのパワーをあからさまには実感できません。その
エネルギーは何も言わずに見守っている母親やキーパーソン
（鍵を握る人）のようです。トラブルが起きた際に直接力になる
ようにはみえませんが、その人が存在しているおかげで誰か別
の人が大いに力になってくれたり、その人の顔を立てて誰かが
動いてくれたりするような、そんな働きをしてくれます。その人自
身は何も動いていないように見えますが、その人が存在するの
としないのでは効果が全然違います。ここが太陰星のすごいと
ころです。
　太陽星と太陰星。あなたはどちらが必要ですか？
　
◆孟意堂風水的太陽星と太陰星を読み解く奥義◆ 
　今月は丙辰（ひのえたつ）月。この一年の中でも大きく変化す
る時期です。
 　この時期を境に、これまで2（甲寅・きのえとら）月、3（乙卯・き
のとう）月と木エネルギーの強かった時期から火エネルギーが
強い時期へと、私たちを取り巻くエネルギーはガラリと変わりま
す。ガラリと変わる、つまり大きく変化するのです。
　しかも今年は戊戌（つちのえいぬ）年であり、今月は戌（いぬ）
と辰（たつ）が「冲する」時期です。冲する、ということは戌エネル
ギーと辰エネルギーがぶつかってガタガタする状態のことで
す。しかもその振動は縦に横に大きく揺れます。変化を好まない
人にとっては辛い時期です。
　しかし変化がなく同じ状態であり続けることは残念ながら不
可能で、むしろ変化がなければ次のステップは望めません。辰と
戌のガタガタは、事が起きている間はしんどいですが、変化に
柔軟に対応できた人はこのガタガタを乗り越えられ、その上次
のステージに向かう事ができます。対応できなかった人はその

トラブルが更に大きくなってしまいます。そう言う意味では、今
月はどう行動するかが今後の分かれ道になる月と言えます。
　前述の太陽星と太陰星は、こうしたガタガタを乗り切る力を
与えてくれます。 
　太陽星に恵まれれば、自分がこれまでの自分とスタンスを変
えたり変化に対応しようと努力することで、誰かがそれに賛同し
力になってくれます。その効果は他の誰でもない、自分が実感で
きます。
　太陰星に恵まれると、あなたの目に見えないところで物事は
動きます。あなたの人柄やこれまでの行動が評判となり、それを
見ていた誰かがあなたの知らないところで動いてくれます。あ
なたを見ていた誰かがあなたの見えないところで力になってく
れ、知らないうちにトラブルを回避できるのです。　
　本当に運の強い人というのは太陰星を持っている人の事を
言うのだろうなあ、と思います。

風水の奥義を行く！ 第74回  運が強い人、の巻
中国で生まれ五千年以上の歴史ある風水。ここでは香港の伝統的な風水をご紹介しながら風水の奥義に迫ります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

彦坂 久美子
＜プロフィール＞
　名古屋市出身。中国古代からの知恵である風水に魅かれ、著名ブ
ランドが認めた風水師デビッド•ソー先生の弟子として無常派風水
に師事。易経を含めた玄学に長年携わり、漢五派第七十三代嫡系・
孟意堂として住宅、事務所、店舗等の風水、開業や引越し、結婚等の
日取りの選定、四柱推命で人生の様々な問題やニーズに対応してい
る。著書に「金運を引き寄せる孟意堂風水（廣済堂出版）」がある。

孟意堂
<問い合わせ先>
住所：Rm. 2201, Tower 2, Times Square, 
  　　1 Matheson St., CWB
電話：(852)9841-6366　
ファックス：(852)2961-4800
電子メール：kumiko6ring@gmail.com
ホームページ：http://mannidou.com
フェイスブック: mannidou
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全製品シリコン無添加、クシ通りの良い滑らかな
髪へ
　シリコンは毛穴を塞ぎ、またアレルギーの一因とも
言われています。
　AKFS PLUSは全製品においてシリコンを一切使用せ
ず、髪の修復作用を持つ天然植物由来のゴールデン
コンプレックスオイルを採用しています。
　髪と頭皮の健康を促進し、今までにない滑らかで最
高の使い心地です。

頭皮のための有効成分配合、洗髪時にマッサー
ジをするだけで健康な頭皮に
　AKFS PLUSシャンプーはムースのような泡立ちで髪や
毛穴に詰まった汚れを残すことなく徹底洗浄。ナノ化処
理した漢方の有効成分が頭皮の奥深くまで浸透します。
　オタネ人参エキスとハトムギエキスは髪と頭皮に栄
養と水分を与えて新陳代謝と血行を改善し、頭皮を柔
軟にします。
　水分不足はトラブルの主な原因。配合されたハトムギ
エキスが頭皮に栄養を届けて炎症を和らげてくれます。
　また、シソの葉とイチョウ葉エキスは頭皮の油分のバ
ランスをベストに保ち、頭皮を引き締めます。ストレスな
どの影響を受けると頭皮は硬くなりますが、イチョウ葉
エキスは血液循環を促進し、頭皮を柔軟に保ちます。

注目の美容成分
　AKFS PLUSは全製品に注目の美容成分セラミドを配
合。細胞間脂質であるセラミドは、水分を保持しキュー
ティクルを整え、髪の自然な光沢を維持します。またセ
ラミドの減少は加齢によっても起きるのですが、セラミ
ドを外から補うことによって、光り輝く髪を維持すること
ができます。
　また、ヒアルロン酸も髪や地肌に栄養および水分を
閉じ込めるのに優れた役割を発揮します。1ｇのヒアル
ロン酸で6Lもの水を閉じ込めることができます。
　ヒアルロン酸は真皮の主成分であるコラーゲンとエ
ラスチンとの間の隙間を満たし、みずみずしい質感を
もたらし、毛髪や頭皮にも同じ役割を果たします。

実際に使用した方の感想
　仕事のストレスで半年前から脱毛が始まりました。
特に頭頂部の状態は酷く目立ちました。様々な高価な
ヘアケア製品やサプリメントなども試してみましたが、
残念なことに効果は見られませんでした。しかし
AKFS+をおよそ2週間ほど使用したところ、特に気にし
ていた頭髪部には明らかに良い変化が見られ、シャン
プーの際に向ける髪の量も少なくなりました、現在、使
用開始からひと月経ちますが、新しい髪が生えてきて
いるのが実感できます。

MiLOC Pharmaceutical (HK) Limited

住所：萬寧, 華潤堂各店舗まで　　ウェブ：www.akfsplus.com

髪と頭皮の状態を改善する
ヘアケア製品

AKFS PLUS

Before After
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【ローカロリー】
　体重を減らす最も単純な方法は摂取カロリーを減らすこと。Lサ
イズの卵はたった78カロリーで、黄身の栄養価は特に高い。卵中
心の食事にするには、2個～4個を摂取するとして、Lサイズのゆで
玉子3つで、約240カロリー。野菜をたっぷりそれに加えて摂取して
も、たった300カロリー程度で、ヘルシーかつ栄養価の高い食事が
完成する。但しティースプーン1杯のオイルやバターで卵を調理す
れば、それだけで50カロリーがプラスになることを忘れずに。

【充実の栄養価】
　卵はこれ以上無いほど栄養バランスの良い食品だ。タンパク質
が多く含まれているので、タンパク質の少ない食品に比べて食欲
を満たし、満腹感を持たせる効果が高い。ある研究によれば、同
じカロリーの他の食事と比較して卵の含まれた食事は満腹感が
高く、その後の食事までの間にする間食を減らすことが分かって
いる。卵はまた、食べ物がどれくら満足感を与えるかを評価した
満腹指数と呼ばれる尺度で上位にランクされており、食後のさら
なるカロリー摂取を減らすのに役立つ。加えて高タンパクの食事
を摂ることで、食べ物に対する
強迫的な感情を60％程軽減
できるという。これをうまく利
用すれば、深夜に食べるス
ナック菓子を減らすことがで
きるかもしれない。

【代謝を高めてくれる可能性がある】
　卵に含まれる全ての必須アミノ酸は、一緒に含まれるタンパク
質が身体の維持や代謝のために利用されることを容易にしてい
る。食事の熱効果とは、体が食品を代謝の過程で使うのに必要な
エネルギーを指し、脂肪や炭水化物よりもタンパク質の方が高
い。これは卵のような高タンパク食品が、より多くのカロリーを燃
やすのに役立つことを意味する。高タンパクの食事を摂ると、1日
あたりおよそ80～100カロリーほどの代謝を向上させるという。

【1日の始まりに最適】
　朝食に卵を食べるのは特にダイエットに効果的だという。ある
研究によれば過体重の女性がベーグルの代わりに卵の朝食を食
べた結果、より高い満腹感を感じるとともに、その後36時間の摂
取カロリーはベーグルを食べたときより少ないものだったとい
う。卵を含んだ朝食を8週に渡って食べた結果、およそ65％の人
に減量効果が現れたという研究結果もある。

【家計に優しく、調理が簡単】
　ご存知のように、卵を食事に取り入れるのは非常に簡単だ。安
価で色々なアレンジができ、準備も容易い。大抵の方法で美味し
く食べることができるが、メジャーなのはゆで卵、スクランブル
エッグ、オムレツ、ベイクドエッグなどだろう。2個の卵で作ったオ
ムレツに新鮮な野菜を添えれば、理想的な減量中の朝食メ
ニューになる。

卵が最適な
   ダイエット食品である理由
卵は最も健康な食べ物の1つであり、良質の
タンパク質、健康的な脂肪、多くの必須ビタミン
とミネラルを含んでいる。そしてまた、減量に役
立ついくつかのユニークな特性を持ち合わせ
てもいる。卵はダイエットの強い味方なのだ。
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