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My Funny Hobby
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Tomoya Asai

Hello, everyone! Let me introduce my hobby
today. To tell the truth, I’m interested in so many
things. And I’ll introduce a strange hobby from
them today. My hobby is taking photographs. I
think that a lot of people say, “Taking photos?
It’s not strange at all.” However, in fact, it is
very strange. I always choose very funny things
as objects to take pictures of. Those are not
flowers, not birds, or not cars. You may be
surprised. The object is THE SEWERHOLE
COVERS, namely THE MANHOLE COVERS.
Needless to say, it means sewerholes that
cover sewers. You might say that it’s just a
sewerhole cover, but it’s not. Actually, it is very
deep. I don’t mean it has the depth, but I mean
it is profound―has a lot of meaning. You may
think every sewerhole cover is the same. But
surprisingly, there are more than 1,000 kinds of
sewerhole covers in Japan. Some sewerhole
covers are very fashionable. For example, this is
a sewerhole in my town (Picture 1). My town,
Gifu, is very famous for ukai, catching fish by
ducks, so two cormorant feathers are drown on
the sewerhole covers. It’s very nice, isn’t it?
Next, this is a sewerhole cover from Ogaki City,
a neighboring city (Picture 2). Ogaki City
attractions, that is Sumiyoshi lighthouse and Boat
Town Port, are designed in the sewerhole covers.
They have so elaborate designs. Finally, please let
me introduce a sewerhole cover that attracted me
and motivated me to fall into this hobby. That’s
it! (Picture 3). You can see this in Kurashiki,
Okayama Prefecture. It looks very simple, but this
is my favorite one. Only a tree is drawn in the
cover, but it’s very sophisticated. This is one of
the examples of “Less is more.”
Do you understand my hobby? Thus, each
town has its original sewerhole covers. Each
cover has a character and charm. Don’t you think
it is very interesting? You don’t look at your feet
when you walk, but from today, please keep your
eye on sewerhole covers!
※ Pictures 1−3 は省略しました｡

中垣摩耶





34

●韓国・朝鮮語部門
第１位  大学生活




2010年７月

韓国語

06M3506

小笠原由子

●日本語部門
第１位 日本で得た教訓
09M3274 楊

銀愛

皆さんはヨーロッパ人というと何を一番先に思
い浮かべますか｡ 金髪で青い目､ 白い顔が一番強
いイメージではないでしょうか｡ 黒髪で茶色の目
の私たちとははっきりと異なる外見です｡ でもみ
なさんは自分がアジア人であることで侮辱された
ことがありますか｡
私は運が悪いと言うか､ 不幸にもそんな目にあっ
てしまいました｡
その日､ 学校が終わって自転車で家に帰るとこ
ろでした｡ 道路の横に大きい柿の木があり､ 上に
は拳ぐらいの柿の実がすずなりになっていました｡
寒いところで有名な中国の東北から来た私は､ 柿
の木を初めて見たので､ 自然とその下に立ち止まっ
てぽかんと眺めていました｡
そのとき､ どこから出て来たのか､ おじいさん
がそんな私を見つけて ｢おい､ お前何だ！｣
びっくりして見たら機嫌が悪そうなおじいさん
がいて､ 私は ｢あ､ あ､ なんでもないです｡｣ と
言いながらそこから立ち去ろうとすると ｢お前､
外人だろう､ 中国？韓国？これ取っちゃ駄目だよ､
最近外人は本当に…駄目だよ！！｣ と私の心に傷
をつけました｡ まるで私がその柿を取ろうとした
みたいに｡ ｢違います､ 違います｡｣ と首と手を振
りながら言いましたが､ まだまだ足りない日本語
のせいか､ おじいさんはそんな私を無視して行っ
てしまいました｡
瞬間､ 耐えられない悲しみと悔しさで､ 急いで
自転車に乗りましたが､ 風と共にとめどなく涙が
流れていきました｡
でも､ この話はそれで終わりではなかったんで
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す｡ 何日か経ち､ いつもと同じ家に帰るところで
思わず自転車を止めてしまいました｡ なぜなら､
あのおじいさんがまたあの柿の木のところにいた
からです｡ そして､ もう一人の人に ｢これ食べて
みて､ すごくあまいよ｡ 外国にきて苦労だね｡｣
と言いながらその大きくて､ おいしそうな柿を二
つ取って手に渡しました｡ 想像もできなかった世
界一優しい顔で｡ 前とは全然違う態度で驚きまし
た｡ しかし､ 私が見たその柿を渡した相手は金髪
で青い目のヨーロッパ人だったんです｡ ｢こうい
うことか｡｣ 私はやっと前日のことを完全に ｢納
得｣ し､ 全てをまとめて ｢人種差別｣ という寂し
くて､ 冷たい結論を出しました｡
人種差別をはじめ､ 様々な差別は一人の人の心
に忘れられない傷を残します｡ これが私が日本で
得た教訓です｡ 意識的､ 無意識的にかかわらず､
差別というものは私たちの心に住みついています｡
こういう差別を無くしていく上で､ 自分自身の行
動を振り返ることが必要だと思いますが､ それだ
けでなく､ 皮膚の色や血という概念に基づいて､
人々を分類するという考えが､ 社会的､ 歴史的に
創られたものであるということを明らかにしてい
くことが､ 重要だと思います｡
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