
Potato Salad 
Nathan Crocker 

As an English conversation teacher in Japan there is one question that causes me dread.  
“What is New Zealand food?” 
“Well,” I usually stammer. “It’s similar to British food.” 
I talk about how the British settlers took their traditional food over to New Zealand, and that when I was growing up we usually ate meat, potatoes (boiled 
or mashed), and vegetables. 
This has always struck me as a bit of a weak answer, and it bugged me that I didn’t know what New Zealand food was. Maori food is interesting in itself 
but, as a European New Zealander, I didn’t know if I had the right to claim it as “my own” food heritage. The answer, as answers to philosophical 
questions usually are, is potato salad. 
We have a lot of outdoor barbecues in New Zealand, and I always really enjoyed this potato salad dish. Hopefully it’s got enough local (New Zealand) 
variation to be interesting to everyone. It’s very different from the style of potato salad that I see here in Japan. 
Ingredients: 
5-6 medium sized potatoes or sweet potatoes (in New Zealand we use the Maori word kumara). I usually use 4 normal potatoes and two kumara. 
1 red onion 
1 small bunch of spring onions 
4-6 rashers of bacon 
mayonnaise 
3 eggs 
Directions: 
1. Dice potatoes and kumara into bite sized cubes. Bring them to the boil and cook for about 10 mins. Cook until the potatoes are just cooked. Tender, but 
not falling apart. Refrigerating for a few hours helps to stop the potatoes from falling apart when mixing. 
2. Hard boil eggs. Put in the fridge to cool. 
3. Chop red onion and spring onion. 
4. Cut the bacon into 2cm pieces and fry. 
5. Cut the eggs into slices. 
6. Mix everything together with mayonnaise. 
7. Refrigerate. 

Note: In New Zealand there was a great avocado flavoured mayonnaise that I used. I haven’t been able to find anything equivalent here in Japan, but 
normal mayonnaise does a good job. 

ポテトサラダ 
ネイサン・クロッカー 

日本で英会話の教師をしていますが、私をドキッとさせる質問が一つあります。 
「ニュージーランドの食べ物って、どんな食べ物ですか。」 
「そうだなぁ。」たいていは口ごもりながら、「英国の料理とよく似ているよ。」 
私は、どのようにイギリス人の開拓移民が、ニュージーランドに伝統的な食べ物をもってきたかとか、私が暮らしていた時には、普通は、
肉や、ジャガイモ(ゆでたものや、すりつぶしたもの)そして野菜を食べていたことなどを話します。 
これは少しあいまいな答えかなといつも思います。そしてニュージーランドの食べ物がどんなものか知らないことに、私がイラッとします。
マオリ料理はそれ自体が面白いのですが、私はヨーロッパ系のニュージーランド人なので、それが「私自身の」食べ物として受け継いだも
のと主張する権利があるかどうか私にはわかりませんでした。そこで、哲学的な質問の答えが通常、そうであるように、その答えはポテ
トサラダとなります。 
ニュージーランドでは、私たちはよく外でバーベキューをします。そして私はいつも本当にこのポテトサラダのお料理が大好きでした。こ
れが皆さんにとって、地元(ニュージーランド)らしい種類の食べ物と思っていただけると嬉しいです。ここ日本で、私が目にするものと
は、かなり違った種類のポテトサラダです。 

材料： 
5個から6個の中くらいの大きさのジャガイモ、またはサツマイモ(ニュージーランドではマオリ語でクマラというお芋を使います。)　私は
普通、ジャガイモ4個とクマラを2個使います。 
　赤玉ねぎ1個 
　小さなねぎ1束 
　ベーコンの薄切り4～6枚 
　マヨネーズ 
　卵3個 
作り方 
1. 一口サイズの大きさにジャガイモとクマラを切ります。それを10分ほどゆでます。ジャガイモにきちんと火が通るまでゆでます。柔らか
くなるまで、しかしパラパラするまでではありません。混ぜたときに、ジャガイモがパラパラしないように、数時間、冷蔵庫で寝かせます 
2.卵を固ゆでにして、冷蔵庫で冷まします。 
3. 赤玉ねぎとねぎを切ります。 
4.ベーコンを幅2センチに切って、炒めます。 
5.卵を薄く切ります。 
6.材料をすべてマヨネーズで和えます。 
7.冷蔵庫で冷やしてできあがり。 

メモ：　ニュージーランドでは、アボカド風味のマヨネーズがあります。それと同じものが、ここ日本ではまだ見つかっていません。しか
し、普通のマヨネーズでも十分おいしいです。 

訳: 世良テル子 (Teruko Sera)
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The Power of Reading
Kris Toryu

As an English teacher, I’m often asked by students how they can improve their English. One of the single best ways to improve your 
language skills, whether you are learning your Þrst, second or third language, is by reading. This is deÞnitely not a quick language 
boost, but research has shown time and again that readers have bigger vocabularies, concentrate better, are less stressed, and are 
smarter. Why would you not want to read?
Not only does reading as a foreign language learner have the above advantages, but unlike listening and speaking, reading can be 
done at your own pace. Do you remember all those words you learned in high school? No? Without regular speaking practice, it’s 
hard to retain vocabulary and expressions you’ve learned, but with reading, you can at least see them on a page, in a natural context. 
The tricky part about reading in another language is Þnding reading material that is suitable for your level. To be comfortable, you 
should know most of the words on the page. There is nothing more frustrating than having to stop reading every couple of words to 
look up meanings. So choose material carefully. The main branch of Imabari City Library has a nice selection of children’s books. If 
you feel silly reading kid’s books, you can read to your kids or your cat. Not interested in kid’s books? What about comics? Or 
comic strip compilations? The Peanuts comic is well-known in Japan. Another option is short stories. Recently, the ICIEA book club 
chose  a  short  story  and for  the  Þrst  time in  quite  a  while,  everyone was  able  to  Þnish  the  storyÑbecause  it  was  short  and 
manageable. You can also Þnd readers online that take well-known stories and simplify them for foreign language learners. 
My Þnal suggestion is join the ICIEA book club! The book/story selections are varied and there is bound to be something that you 
enjoy. ItÕs a nice challenge for local English learners to get into a reading habit and then come discuss their opinion about the book. 
The September selection is another short story called The Secret Life of Walter Mitty which can be read for free on The New Yorker 
website. Why donÕt you join us?

ICIEA Book Club meets at 3pm on the Þrst Sunday of the month. Check the Information page on p.20 for more details. 

読書のすすめ
鳥生クリス

英語教師として、よく生徒たちから、どうすれば英語が上達するかのアドバイスを求められます。学ぶ言語が母国語
でも外国語でも、語学力をアップさせる唯一にして最良の方法は、読むことです。ここではいつも、素早く語学力のアッ
プをはかる方法をご紹介しており、読書は決してすぐに力が身に付くというものではありませんが、読書家は、語彙が
多く、集中力もあり、ストレスも少なく、頭の回転が速いという調査結果が幾度となく出ています。なぜ読書をしたく
ないと思うのでしょうか？
　外国語学習の一環として読書をすることには、先程述べた利点があるだけでなく、リスニングやスピーキングと違っ
て、自分のペースで行うことができます。高校で覚えた単語をすべて覚えていますか？覚えてないですよね？定期的に
英会話の練習をしていないと、語彙や学んだ表現を覚えておくのは難しいことです。ですが、読書でなら、それらが自
然な文脈で使われているのを少なくともページ上で見ることができるのです。
　外国語の本を読むときに注意しなければならないのは、自分のレベルにあった読み物を見つけることです。快適に読
むには、ページのほとんどの単語を知っていなければなりません。数単語ごとに、意味を調べるため読書を中断するこ
とほどイライラすることはありませんよね。ですから、読む教材は慎重に選んでください。今治市立図書館は、子ども
の本の品ぞろえが良いです。子どもの本を読むのがばかばかしい気がするなら、お子さんや、ネコに読んであげてくだ
さい。子どもの本に興味はありませんか？でしたらマンガはどうでしょう？新聞に載っている連載マンガは？「ピーナッ
ツ（スヌーピー）」は日本でも有名です。他には短編小説もあります。最近、国際交流協会のブッククラブでは短編小
説を課題にしたのですが、かなり長期間やっていて初めて、全員が本を読み終えることができました。短く、読みやす

い長さだったからです。インターネットでも、有名
な話を取り上げて、外国語学習者のために簡単に説
明してくれているのを見つけられます。
最終的な提案は、国際交流協会のブッククラブに参
加しましょう！ということです。課題図書は多岐に
わたりますし、あなたが楽しめるものがきっとあり
ます。英語学習者が読書の習慣を身につけ、本につ
いて各々の意見を交換し合うようになるのはやりが
いある挑戦です。9月の課題図書は「The  Secret  Life 
of  Walter  Mitty」です。ニューヨーカーのウェブサイ
トで無料で読めます。ぜひ参加してくださいね。

国際交流協会のブッククラブは毎月第1日曜日、午
後 3時からです。詳しくは 2 0ページをご覧くださ
い。
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 訳：松原　加純　Kasumi Matsubara


