
(English report follows after Japanese) 

 

第 10回外国人による講演会 (2014/02/15) 

 

２月 15日（土）安芸府中高校の英語教師であ

るクレッグ・デイリイさんに来て頂きました。

彼はスコットランド生まれ、グラスゴー大学

で学んだ純粋のスコットランド人です。 

同じ英国人でありながら、イングランド人に

はライバル意識を（幾分冗談めいたところは

ありますが）持ち、ワールドリーグで英国と

ドイツチームが戦っている時にドイツチーム

を応援して友達のイングランド人に怒られた

事あると言っていました。 

さてはスピーチ内容は、歴史、有名人、言語、名所旧跡、文化（食べ物、ファッション、

音楽）など多岐にわたりました。 

歴史では、The Highland Clearance（ハイ

ランド放遂）や The Potato Famine（じゃが

いも飢謹）などの話をしてくれました。方

言としてはかなりきついスコットランドや

古い言語である「ゲーリー語」も紹介して

くれました。スコットランドにはエジンバ

ラやグラスゴーなどの美しい都市もありま

すが、荒々しい自然美も魅力でウエストハ

イランドウエイと言う 154km のハイキング

コースが有名だそうです。有名はネス湖も

その途中にあります。 

食べ物はチョコーレートのてんぷらが有名であるのには驚きましたが、やはりスコッチ・

ウイスキーが昔から世界の人に愛されています。彼はウイスキーのファンではないそうで

すが、買うのなら Orlney 島か Skye 島産の

ものが水がきれいなだけに美味しいのでは

ないかと言う意見です。 

音楽については、日本の「蛍の光」、向こう

の「Auld Lang Syne (Old Long Song)」を一

緒に歌いました。向こうでは新年に歌う歌ら

しいそうですが、日本ではス‐パーマーケッ

トの閉店時に流れて来るので奇異に感じた

と言いました。もうひとつ紹介してくれた

「アイムゴナビ（500 マイルズ）」は、プロ

クレーマーと言うバンドのヒット曲ですがナショナルチームがでる試合などの応援歌にも

なっておりそれを彼の奥さんに歌って（ビデオ上で）頂きました。 

とにかく楽しい講演会でした。 



 

On February 15 (Saturday), 2024, we welcomed Mr. Craig Daily, who is an English teacher 

at Aki-Fuchu high school as a speaker. He is a pure Scottish who was born there and 

graduated from Glasgow University.  He said the English are kind of rivals for the Scottish, 

not in a strong sense, and had an experience of having been blamed by his English friend 

when he cheered the German team when watching the game of Germany against Britain in 

the World Soccer League. 

His speech covered various areas like history, famous people, language, sightseeing 

places and culture (food, fashion and music)   

As for history, he talked about historical incidents like the Highland Clearance and The 

Potato Famine. He explained about Scots, a dialect of English, showing many examples 

and Gaelic that is an old language in Scotland. Scotland owns many beautiful cities like  

Edinburgh  and  Glasgow. Besides those, the wild natural scenery is attractive and to 

enjoy it there is a famous 154km hiking course called West Highland Way. The famous 

Loch Ness is on the way.  

It was a little surprising to know that deep fried chocolate is a popular food over there, but 

nobody doubts that the most popular drink for people throughout the world is Scotch 

whisky. 

He said he was not a whisky fan, but he recommended to buy whisky distilled on Orlrey or 

Skye Island because the water is clean on those islands. 

Speaking of music, we sang in chorus the song called “Auld Lang Syne”, which has the 

same melody as “HOTARUNO HIKARI” in Japan. The song is sung at the beginning of a 

New Year in Scotland, and so he feels strange whenever he hears the melody at a 

supermarket when it closes. One more song he introduced was “I’m gonna be” by the 

Proclaimers. His wife sang it for us.(in video).      

This speech event was really pleasant one. 

 

講演資料/Presentation Document(PDF 2.5MB) 

http://aki-fuchu.jp/events/reported/20140215_lecture10/scotland.pdf

