11 月度木曜例会（2013/11/07）
本日のゲストはおなじみガーナのMercy Nuamahさん、
2年ぶりです。先々回はガーナへの里帰りの話、先回は
Health: First Aid. The Doctor Could Be Too Lateと言う内
容でしたね。Introduction:でTell us what you like about
Fall、そしてMercyさんは金木犀の香りが楽しめるから秋
が好きと言っていました。詩的ですね。彼女のスピーチに
はいつも素敵な詩が披露されます。今回のテーマはずばり
The Try, Try again Key (Based on T.H.Palmer’s Poem)と
いうことです。
では早速内容に入りましょう。まずは
Question 1. Which professionals make the most mistakes but get very high salary?
ヒット一本の為に二回の凡退は許されるBaseball players
Question 2.Which scientist tried 1000 times before a breakthrough?

Thomas Edison

A reporter asked him: “How did it feel to fail 1,000 times?”
He responded “I didn’t fail 1,000 times,” “The light bulb was an invention with 1,000
steps. 失敗を失敗と考えない前向きな姿勢、楽観的な思考方法。
と言う導入から Try, try again (T.H.Palmer) に沿って話が進みます。
•
•

'Tis a lesson you should heed,
If at first you don't succeed,
Try, try again;
Then your courage should appear,
For if you will persevere,
You will conquer, never fear
Try, try again;
Once or twice, though you should fail,
If you would at last prevail,
Try, try again;
If we strive, 'tis no disgrace
Though we do not win the race;
What should you do in the case?
Try, try again
If you find your task is hard,
Time will bring you your reward,
Try, try again

All that other folks can do,
Why, with patience, should not you?
Only keep this rule in view:
Try, try again.

Boys be ambitious

'Tis a lesson you should heed,
It is a lesson you should pay attention to
This is a lesson you need to learn
This is an experience you should learn from
This is something you need to know

•

Girls be ambitious

Women be ambitious

Men be ambitious

The fact
Unlike Edison many of us try to avoid the
possibility of failure so much that we do not even
try to succeed.
この詩の内容に沿って帰国後睡眠3時間で5kmマラ
ソンに挑戦したこと、そして途中ぶっ倒れたが完走
した充足感に浸れたこと、また4人の息子たちが京
都から自転車で富士登山を遂行したこと、これら大志を抱くことの大切さから彼女が作った日本
語の格言“下手から上手へと、みんなができる”そして皆さんへの問いかけです。
What is your dream? Try, try again.
Q&A


私の人生失敗だらけで疲れ果てもう夢もなくなっています。でも少しずつでも前進したいと
思いますが？ あなた1000回以上失敗しました？三浦雄一郎さんだって決してスーパー強
靱ではありませんが、登りつめましたよ。



今日本で日本語を教えています。いつか海外で教えたいと思っています。夢はあくまで夢で
すよ、目覚めと共に消えてしまうんです。今日本で教えているじゃないですか。日本に何人
の外国人がいると思います？イスラムの格言に If the mountain will not come to Mahomet,
Mahomet will go to the mountain. If things do not change the way you want them to, you








must adjust to the way they are. と言うのがあります。
薬学の試験に落ちました。でも来年目指し頑張ります。私も日本語試験落ちました。お互い
Try, try againですね。
中国語苦労していますが、勉強続けたいと思います。Where are you now? この見極めも大
切です。
健康を維持し、少ない年金の範囲で楽しみながら、単なる日本人の枠を超え国際人になるよ
う頑張ります。Little by littleですね。
マラソンに私も挑戦しています。小豆島マラソン素敵でした。
孫が飛行機つくりに夢中です。でも全然飛びません。もう諦めて他のものにしたら？と言っ
てしまいましたが今度会った時 Try, try againと言ってあげます。
Mercy Nuamahさんについてもっと知りたいのですが。日本に永住するつもりですか？
いいえ、part of lifeです。では端折って申し上げましょう。
高校卒業後医学を究めたくロシアに行き学位を取得しま
した。ガーナでの国外留学は競争率が高かったのですが
実現したのです。結婚後カナダにも住みました。
ところで私は女性であることが大好きです。女性として
何が重要で幸せな事なのでしょうか？私の子供たち？or
私のキャリア？そのバランスが難しい所ですが子供は沢
山欲しかった。なぜならそれはユートピアだからです。

現在娘一人、息子4人に恵まれ全てが大変忙しいけれど楽
しく幸せに日本での生活を送っています。キャリアを活
かしてガーナに戻り働くかもしれません。私たちの物語に終りは無いのですからチャレンジし続
けますよ。Try, try againですよね。
さあ！GAME TIMEです。Peace Game Series quiz on "How much do you know about Japan"
日本史を日本人がどれくらい知っているのか、英語を使ってゲーム感覚でトライしましょう。質
問が3問書いてあるカードを各人2枚ずつ持って下さい。対戦相手に質問し、2問正解ならそのカ
ードが相手に渡ります。1問だったら自分でキープ、最終多くのカードを持っている人が優勝で
す。問題の一例 A set of three questions on one card:beginers,inttermsdiate and advance.
1）
Which tree is more famous for its flowers than its fruit? A) cherry B) peach.
If a friend invited you to a hanami, where would it most likely be heald? A) in a house B) in a
hotel banquet room C) in a park
What is it called when many cherry blossms are scattered in the wind?
2）
Who were tattooed in the Edo Period? A) Samurai B) convict
When the tattoo started in Japan? A) The Jhomon Period B) The Muromachi Period
C) The Edo Period
When the tattoo officially banned?
Mercyさん、今回もお医者さんでありながら文学的で詩的なすばらしいレクチャーでしたね。
そしていつも楽しいゲーム、有難うございます。さて次回は？？？

