
ふるさと

玉名市教育委員会外国語指導助手

」ames Smyth

ジェームス ・スマイス

「私は熊本県から来ましたJ。国内旅行で会話す

ると 相手は私がアメリカ出身だと思いきや、み

かんや馬刺しの中心地から来たのだということを

知ります。英語を教える1祭にはます熊本弁で授業

をします。例えば 1暑 いJの 代わりに 「暑かJ

IよしJに 代わつて 「よカリ イヽJと 言つています。

会議で重要なことを 「しないとしⅥすないJですが

体育祭で1旨示どおりに動くことを 「せんといか

んJ.う るさい熊本の子ともは「せからしかJです。

自分の物は 「トットットJ涼 しい気1民は 「スススJ

と呼びます。「場合 |が ロサんJに  「そんなJが

「そかんJと言います。熊本乙女を愛してtlる場合

「そがんバイJと 言つた方が印象的でしょう。

私はいかに熊本と恋に落ちたのでしょうか?

就職に際して熊本県を地図で突き止めることも漢

字を言くことさえもできませんでした。でも誕生

の時と同じかもしれません。生まれる場所を選ぶ

ことはできません。私はインディアナ州に生まれ

インディアナを好きになりました。今ではどこに

イJってもフージャー (注1)な はずです。それと

つていません。しかし人々はたいへん公共心に富

んでいます。水本鶴次氏はここで熊本県では初め

てのみかんを栽培しました。みかん農業が盛んに

なり、熊本市を除いて 熊本県では最初の電話と

テレビを設置しました。天水町はさらに歴史溢れ

る地域でもあります。みかん栽培が最も盛んにな

る時期の10月 ]5日に約千年続いている祭りを行

つています。自宅の隣の天子宮 (注2)に おいて

市民が大きな火をおこして 深夜まで神様に健康

と豊作を祈ります。祭りに参加をする中学生は休

むことなく祈願のための神楽を舞い その中の代

表の2名 か火渡りをします。翌日祭りに参加した

生徒たちはいつものように登校します。その祭り

で 私は旗振りをして若者と一緒に宮に飛び込み

ました。宮の中で待ち受けてしヽる人たちは何度も

私たちを押し戻しました。偶然、旗と一人の男性

の頭を傷つけてしまいましたが 皆さん 「ドンマ

イ、祭りにはつきものだよJと 許してくれました。

アメリカだけでtJく 東京でもこんな経験をする

ことは減多にないでしょうて,

中学校は1校あります。校歌の中に 「日差し輝

同じように私と熊本

県は深い2年 間の絆

で結ばれています。

私は人口が6千 人

の天水町に住んでい

ます。天水町は3年

前に玉名市と合併し

たので 地図には載
天子宮祭り火渡り 天水中学校 2年 生

天水町の風景
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よう (新たな)校 合に (196)若 き命をi吉わんJ.

小学校は3校  玉水 小天 小天東小とl■ばllて

そllぞ れの学校で]75名 、]5]名 、44名 の児

童たちが一所懸命勉強 しています。天水町の隣

にある伊倉小学校にいる ]80名 の児童にも行き、

英語を教えています。400年 前伊倉は賑やかな

港でした。カロ藤清正による開墾とアメリカ軍によ

つて大きく町が変わりましたか まだ歴史1青緒溢

れる地域です。

大水町は山と海の間にあります。人陽が金1筆山

の後ろから出て 有明海の向こうの長崎県雲仙山

の後ろに〕みます.り む様子は国旗のように赤い

です。夏目漱石は熊本市から金l■山を渡 って小天

,吊泉に,自まりました。その経験を中心して「車lTJ

を書きました。「山路を壺りなから こう考えた。

智に働けは角が立つ.情 に悼させは流さllる。患

地を通●ば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい

Jと いう一節は有名です。

私は来日して最初の3日 出をホス ト マザーの

水本利患子氏の家で過こtソまtノた。彼女ll建てら

れた家の近くにlTんでいます。水本鶴次氏の子孫

は今でもみかん農業を営んでおられます。「みか

ん狩りJと いう お客さんが自分のみかんを摘ん

で買つて持ち帰ることもされています。農園の近

くにあるll―ベキューハウスでJl馳庄を食べるこ

ともできます。私0ま何回その美味しいバーベキュ

ーを食べたでしょうか。今でもよく遊びに行つて

水本さんのお孫さんと遊んでいます。

水本家に限らず1也域の皆さんからお世話になつ

ています.月 の食費が5千 円しかかかりません。

朝こ よんで良べる漬物を隣の方からもらつたり

教会の友達と日曜日昼食をJ員いたり 匿名てみか

んが50個 人つている袋を玄間に置いていただい

たりしていまり.友 情も多量.]イ 1中話で花が咲

いています。

す。一つ日は、食事がとても重要だということで

す。常にI舌題になることですし 楽し,いパーティ

ーにはつきものです.食 事を■ t,む1祭に 良べ週

ぎること ま空腹と司じようにllt康に思いことで

す。二つ目は 'Jこ とも]日に20分 の繰習をす

るとだんだん上手になるということです.三 つ日

は夜遅くなつたら 眠ることで 3,日 仕事をさぼ

つたのをカバー Jる ように徹夜で働くことは 1日

を無駄にすることです.最 後に どこに行 つても

相手に暖かい挨拶
tr交わすことです.

7月から契約が終了Lソて 台湾に中国語のり強

に行きます。しかし、絡

'J来

日の前の性格に戻す

ことはできないでt,J、う。遠く離れても|1本県玉

名市天水町にいつも私の心はあります。志を実′ti

していつの日にか帰らん 忘れlJたき=、るさと.

(■1)Hoosier lインディアナにイlむ人のことを呼ぶ言葉.
1■2)|1本 県王名市天水町にある神社.

流バーヘキ
`―

きるJで す。たくさ

A′の権力があつたと

しても それらのバ

ランスが取れていな

ければ何の成功があ

るで しょう
'「

句題

をlP.こす有名人や政

治家にしLべると ,占

動的なお■寄りたち

の方か0つ と成功し

ていると思います.

私がこのことから

学んだことを述べま

日本は高齢化社会ですか 先輩は生活の中で私

に色々アドバイスを下さいます.毎 週体操や英会

話 町の体育祭やプール 教会や祭りで様々な人

と交流しています。来日の出、金言は 1進むJで

した。とにかく焦つていました。信号待ちの崎て

さえ待ちきれなしЧまどでした。最近の金言は 「■

アメリカ含衆国の トウモロコ

シか豊かでバスケが熱,いなイ

ンディアナ州出身て デュー

ク大学で哲学およびスベイ

ン語 中国語を勉強 して マ

ドリー ドで留学 しま した。

2008年 に卒業 して 」ETプ

ログラムで来日し 熊本県エ

名市天水田]のALTて 勤務して

います 9月 から台北で中国

語を勉強する予定です。将来

の夢は夏目漱石の様な国際的

な思索家です

」ames Smyth

+名 ヨ際交
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James Smyth
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