
 雨続きだった、という五月の日本に

帰りましたところ、運よく晴天にも恵

まれて、楽しい一週間を過ごしてきま

した。 

 成田の飛行場に着くなり「お父さん

は？」と探しながらゲートをくぐり、

そこで待っていた父に一目散に飛んで

いった大地でした。 

 広島ではひいおばあちゃんに御目文

字したり、いとこのお姉ちゃんたちに

遊んでもらったり、おいしいお魚を頂

いたり、と忙しい毎日でした。 

 日本の保育園のお友達にも久しぶり

に再会しました。かつての自分の縄張

りでしたが、ちょっと緊張して、いつ

もの調子が出ない大地でした。先生た

ちに、つい「日本語も離せるんです

よ」と説明してしまいながら、母は何

だかおかしくなりました。この度大地

の元気ぶり、おしゃべりぶりをごらん

になった皆さんも同じようにもらい笑

いしてくださることと思います。 

 家の近くのバス停に降り立ったとた

ん、あ、ここは知ってるぞ、という顔

をして、次々と懐かしいものを発見し

ていった大地です。もちろん家の中の

懐かしいおもちゃや、懐かしい遊び道

夏休みにジャカルタに来る父を、今か

らとても楽しみにしている大地です。

それには訳があります。ミッキーマウ

スの腕時計と花火をもってくることに

なっているからです。電話口で「そう

だ今度大地に時計を買っていってやろ

う」といった父の言葉を聞いて、喜び

を通りこしてその場で欲しくなり泣き

出す始末。後日たまたま泣いていると

ころにかかった父の電話で、父が「今

日時計を買ったよ」というと、途端に

にっこりと満面の笑みに。「それに花

火も買ったよ」という父に「花火、ゆ

かた、ミッキーマウスウォッチ」と大

感激の大地です。写真は滑り台を滑る

のでは飽き足らず、駆け上る大地。 

具（なべ釜から始まってほうきまで）

とも感激の再会をしました。 

 常に興奮していた日本滞在中の大地

は、食べる量もいつもほど多くなく、

皆様をちょっと心配させましたが、こ

こジャカルタに帰ってまたいつもの大

食いに戻りました。大地の帰国を待っ

ていたジャカルタの友人たちは、「大

地は日本でやせて帰ってきたんじゃな

いの？」と心配し、「ジャカルタの水

があっているのでは」と話していま

す。どこにいってもかわいがっていた

だける幸せを感じている今日この頃で

す。 

（写真は少し前のものですが、二月の

大地の誕生日をご近所の方々に祝って

いただいているところです。） 
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前頁のミッキーマウスの時計、実は夏休

みを待たずして、手に入れた大地です。

というのは、急遽出張で父がジャカルタ

に一晩寄れることになったからです。前

述のようにすでに期待の高まっている大

地に、「父さんがもうすぐ来ることに

なったよ」と告げるともう大変。父さん

イコールもうすぐ時計が来るとわくわく

の大地。母としては時計をえさに、いろ

いろ目論んでいたこともあり、予定通り

夏休みに持ってきてくれないか、と父に

尋ねたところ、時計無しには大地に会え

ないという父（そうですよね）。という

ことでめでたく時計を予定よりはやく手

にした大地です。時計の似合う男（の

子）になれるように目下努力している大

地です。写真は初めてのでんぐり返しを

成功させた後の二人。最初はほとんど

ヘッドスライディングかでしたが、やが

て頭をベットにつけて、ころん、と転が

ることができました。そしてもちろん

「大地、すごーい」と自分を褒めること

は忘れていません。あっという間の一

晩。すぐにいなくなってしまった父が、

そのあと船に乗っているから電話が通じ

ないのだと母から聞くと、周囲の人に

「大地の父さん、船にのってるよ」と報

告するのでした。 

らか、「（ぬいぐるみの）くまちゃんを

寝せてあげたら」と促すと、「大きな古

時計」を歌ってやったりします。また

「大きな太鼓、小さな太鼓」という歌に

は振り付けつきで、いろいろバージョン

が生まれました。「大きなぞうさん、小

さなぞうさん」「大きなおなか、小さな

おなか」「大きなあんよ、小さなあん

よ」などなど。どんな振り付けになるか

は、大体想像がつくのではないでしょう

か？ 

 

「しまじろうの楽器パレード」というDVD

にはまり、音楽の楽しさを知った大地で

す。さらに日本に帰国したおりに、本物

のトランペットやピアノに触らせても

らったのが、今でもとても印象に残って

いるようです。特に強く記憶に残ってい

るのは、初めてピアノに合わせて「大き

な古時計」を歌ったたことです。最近は

さらにレパートリーも増え、また楽しみ

方もバリエーションがでてきました。例

えば、赤ちゃんのころ子守唄代わりに

「大きな古時計」を歌ってやっていたか

増しし始めました。[わあー、あっという

間に大きくなっちゃったんだね」と驚く

と、「さもありなん」という顔でうなず

きます。写真は「大地、４歳」のポー

ズ、指は３本と半分立っていますね。 

ちなみに「大きい、小さい」を相対的に

捉えられるようになった大地。さらなる

こだわりは、自分より小さい大地郎くん

は「大きくなった」、大地は「大き

い」、この使い分けにはかなりこだわり

があります。 

いままで怖くて触れなかった猫をなでる

ことができるようになったり、大きな犬

のインディの綱を引っ張ってお散歩する

ことができるようになったり、プールの

深いところに浮き輪をつけていくことが

できるようになったり、日々成長してい

る大地です。 

自分の歳を尋ねられると「二歳」と答

え、指を四本立てます。それでは四歳だ

ね、と笑っていましたが、最近では「大

地、四歳」と指にあわせて自分の歳を水

大地の父さん、船に乗ってるよ 

トランペット、ピアノ！ 

大地、四歳！ 
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最近の大地語から①： 暗闇を見

たときの決まり文句「し、トトロが

いるよ」「そう、こわくないの？」

「こわくないよ、大地、おばけすき

なの」とささやいて教えてくれます 
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最近の大地語から②： 父さ

んに電話で報告「大地、おな

かすいた、母さん怒った」これ

はどういう意味かな？ 

日本から一時帰国してすぐのころの大き

な変化は、会話のキャッチボールが断然

スムーズになったことでした。これは不

思議なことに、インドネシア語でも同じ

で、そしてプレイグループでしか使わな

い英語においても同じでした。「おうち

で英語で話すようになったのかとおもい

ましたよ」というのがプレイグループの

先生の言葉です。 

さらに最近の目覚しい変化は、相手に応

じて言葉を使い分ける域に達したようだ

ということです。「さあ、ソフィアンお

じさんにおはよう、って言おうね」とい

うと、日本語のわからないソフィアンさ

んには「Pagi（おはよう）」といいま

す。「ナナちゃんにも、おはようって

いっておいで」というと、「ナナ、おは

よう！」。そしてプレイスクールでは

「Good Morning」という感じです。 

隣の部屋で誰かとインドネシア語で話し

ているな、と思っていると、大地がこち

らにやってきて、今話していた内容を日

本語で伝えにきたりすることもありま

す。もちろんまだまだ限られるものの、

こんなにきれいに分けて理解するように

なるんだな、ということにあらためて驚

いています。そんなふうになりたいと苦

労してきた親としては、大いにうらやま

しい限りです。 

に手にいれられないものは、父がくれる

ものとおもったのかもしれません。前述

のように、欲しくてたまらなかった時計

を父が持ってきてくれることになった後

のある日、「ほくろ、大地ない、ほく

ろ、父さん持ってくる？」だそうです。

今でも時々、「ほくろ、父さん持ってく

る？」と尋ねています。さあ、今度二人

が会ったときにどんな会話になるんで

しょうね。 

写真は最近、引っ越してしまった優太朗

くんと。 

母の指輪と腕時計が気になる大地、「大

地はまだ小さいからないよ、それに父さ

んにもらった大事なものだから、大地に

は貸してあげられないよ」とちょっと意

地悪をいっていました。 

ある日、母の口のそばにあるほくろを指

して、何かと尋ねます。「それは、ほく

ろ、大地はまだ小さいからないね」とい

うと、「父さん、ほくろ、どうぞ、あり

がとうしたの（父さんがくれたの）？」

といいます。母が持っているものは全て

欲しく、さらに自分がまだ小さいがため

を取り出してくることが何回かありまし

た。そのたびに「これはおうちにいると

きだけ、お外にいくときは着ないんだ

よ」と説明したことがあるのです。です

から、彼にとっての花柄はオフィスの服

ではない、と思っていたのでは、と思う

わけです。やっぱり単なる親ばかの解釈

かな。 

左はティッシュをつみきにみたてて電車

ごっこをしている大地です。 

 

今朝、母が着ていたのは花柄のブラウス

でした。それを触りながら、大地は「マ

マ、オフィス？」と尋ねました。「そう

よ」と答えると、「ふうーん」と不思議

そうな顔をしました。 

これを母なりに解釈すると、こうなりま

す。大地は花柄の服を母が着るのを気に

入っている節があります。時々母の身支

度をすすんで手伝ってくれることがあ

り、その時に服を選ぶのですが、「おは

な、おはな」と呼んで、花柄のパジャマ

さらなる大地ワールド 

ほくろで大笑い 

親ばかの続き 

最近の大地語から②の答え： 

食事中遊ぶのに夢中で殆ど

食べず、片付け終わった後に

なって、おなかすいたといった

ら、母に怒られたというもので

す（言いつけることではないと

思いませんか？）。 



【バティック】 

先生の結婚式でこちらの民族衣装を着ている大地

です。このバティックという生地で浴衣を作りま

したところ、大いに気に入っています。次号でご

紹介しましょう。 

 

【マンゴスティン】 

果物の女王マンゴステイン、初めて食べた大地

は、おいしさを身体全体で表現しています。 

 

【最近の朝ごはん】 

牛乳、パン、りんご、バナナと白い色ばかりの朝

ごはんに反省して、最近「色々」でがんばってい

ます。日本の父より一歩リードかな？ 

 

「長い棒、する！」 

散歩のたびに拾ってくる小枝、もうずいぶんたま

りました。吟味に余念のない表情をご覧下さい。 

Tamanpuri Setiabudi No.19 

Jl. Karbela Selatan, Setiabudi, Jakarta, 

Indonesia 

電話 +62(21)5211519 

Fax +62(21)5277409 

Email: Okeikoy@aol.com 

長らく大地通信をお休みしておりまして、

失礼しました。日本一時帰国特集号を作成

しようと意気込んでいたのですが、ちょっ

とした事故で、日本での貴重な写真を紛失

してしまいました。そのショックから立ち

直るまで、少々時間がかかり、今回の大地

通信となりました。想い出の写真はありま

せんが、日本での楽しかったっことは大地

の記憶にしっかり刻まれています。 

暑中お見舞い号 

マイブーム 

今日も、明日も、元気印。 

山本大地商会 

お便りお待ちしています！ 


