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You may have been advised to use jokes to 
make  Auss i e  f r i ends .  Jokes  enhance  
intimacy or ‘mateship’. It is said that having 
a stock of jokes is Aussie common sense. 
Once you step on Australian soil, you are 
supposed to follow this practice. Not many 
Japanese are good at this at all. Christmas 
s e a s o n  i s  t h e  t im e  p a r t y  j o k e s  a r e  
exchanged. 

 There is a funny story about Japanese 
former Prime minster Yoshio Mori, on the 
occasion of meeting President Bill Clinton 
for the first time during the Summit 2000. 
Mr Mori had an urgent English lesson in 
which the instructor told Prime Minister 
Mo r i ,  “When  y ou  s h ak e  h and s  w i t h  
President Clinton, please say ‘how are you’. 
Then Mr. Clinton will say, ‘I am fine, and 
you? ’  Now  you  shou ld  s ay  ‘me  t oo ’ .  
Afterwards we translators, will do the work 
for you.” It looks quite simple, but the truth 
is…

When Mori met Clinton, he mistakenly said 
‘who are you?’ (instead of ‘how are you?’) 

Mr. Clinton was a bit  shocked but sti l l  
managed to react with humor: ‘Well, I’m 
Hillary’s husband, ha-ha…’
And Mori replied ‘me too, ha-ha…’ There 
followed a long silence in the meeting room. 
The timing was spot on, but the contents 
became very different. 

This is a good example that understanding 
with your brain is not necessarily enough. It 
is not a joke, but a sad reality. I had an 
opportunity to present this joke to Aussies. 
The presentation of the joke was successful, 
but the success gave me a complicated 
feeling. This is a funny joke, which is based 
on the amazing fact that even the head of 
the state of Japan does not have even a 
basic command of English. I almost felt 
more isolated from Aussies after the joke. 
But this year’s Prime minister Abe’s speech 
at the Olympic committee was not bad. He 
must have practiced a lot, but it might show 
that instead of using a lot of energy for 
internal conflict within the LDP, it’s possible 
that this energy can be used for external 
reasons or foreign affairs. 

　オージーと友人になるには、ジョークを使
えと言われることがあります。ジョークで場
は和む、ジョークのストックが有ることは
オージーの嗜み、豪に来た限りはこれくらい
の芸はしなさいということです。苦手な方も
多いと思います。 クリスマスが近づいてくる
と、パーティジョクが行き交いますね。

　ジョークは難しいし、大体私は「仕掛け」と
いうものが嫌いで、ジョークのストックを持
とうという意識がありません。ジョークは棒
読では駄目で、共通の文化的並びに社会的理
解を前提に、タイミング、スピードとリズム、
つまり流暢さ（フルーエンシー）が要求され
ます。日本人はrとl 、sとsh、bとvを混乱する
ので我々が普通にしゃべっていても、彼らに
とっては既にジョークのようなものです。
riceとlice、sitとshit、私は在るヨガのクラス
で、Sit Babaという神聖な呼び名をshit Baba
と発音して失笑をかったことが有ります。

　頭で分かっていても、できないもどかしさ
が有ります。フルーエンシーというものは、
ピッタリ身に着いている第二の皮膚のよう
なものです。フルーエンシーなしのジョーク
はあり得ないのに、英語を重い鎧のように着
て足元がおぼつかない我々に要求してしま
うオージー。相手の立場に立って考えるとい
うことが、できないのでしょうかね、オー
ジーは。日本だと外国人がちょっと日本語喋
れると、「お上手、お上手」と言ってもらえる
のにね。

　有名な話ですが、森元総理が2000年のサ
ミットでビル・クリントンに会う前に、緊急

の英語の教授を受けました。講師は、森首相
に「クリントン大統領と握手をしたら「ハウ
アーユー」と言って下さい」、クリントン氏は

「アイ・アムファイン・エンド・ユー」と言いま
すから、すかさず「ミーツー」と言っていただ
ければいいです、後は私が対処しますと伝え
た。簡単なようですが蓋を開けてみると、と
んでもないことに。

　クリントン大統領に会った時、森首相は間
違って「フーアーユー」と言ってしまいまし
た。クリントン氏はちょっとショックを受け
ましたが、持ち前のユーモアで、”Well, I am 
Hillary’s husband.”（微笑）とかわしました。そ
こで森氏は「ミーツー」とすかさず笑顔で返
しました。暫く部屋がし～んとなったとのこ
とです。タイミングオーライでしたが、内容
が全く違ってしまいました。

　これは頭では分かっていても…の良い例
ですが、ジョークというよりも、悲しい現実
です。私がこのジョーク（？）を、オージーに
披露したことがありました。笑いは取れたけ
れども、私自身は複雑な気持でした。日本は
一国の首相でさえ英語コミュニケーション
能力がこれ程低い、という驚くべき事実を前
提にしての笑い話です。私は、かえってオー
ジーとの溝が深まった思いをしました。

　しかし、今回の東京オリンピック招聘の安
倍総理の英語スピーチは、結構聞けました
ね。よっぽど練習したんだと思いますが、森
時代に派閥争いにエネルギーを使っていた
のを、やっと外にもエネルギーを使えるよう
になってきたんですね。
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