
The Globe   
国際理解教育便り   

Volume 05    
平成29年10月24日 

Karl’s ”non-textbook”  
English corner 

“I’m feeling  
under the weather.” 
アイム・フィーリング・ 
アンダー・ザー・ウェザー 

意味：体の具合がよくない 

Halloween 
What is Halloween? 

Hello everyone!  As you know, when October comes, a cultural event 
often celebrated in America and other parts of the world is called 
“Halloween.”  It is typically celebrated on October 31st and many 
people, children and adults, participate in this event.  Many people 
do Halloween related events and actions, but did you know why they 
did these in the first place? 

Now Origin (Why?) 

We go to different houses to say,  
“Trick or Treat” to get candy. 

People go to different houses to pray and 
sing for the dead.  And in return, they get 

cake.  This was called “Souling.” 

We have decorated “Jack o Lanterns” 
made from big pumpkins as decorations 
outside our houses. 

People used to put pumpkins outside with 
candles as a way to remember about the 

dead souls who were in trouble. 

Now, we call the  
event “Halloween.” 

Back then, the event was called  
“All Hallows Evening.” 

We wear scary costumes. 

On Halloween, they say that the dead souls 
come back on the day to haunt the people.  
So, people wore scary costumes to imitate 

and so that they won’t come to them. 

Jack o lantern 
most  common  

symbol of Halloween 

The Nightmare 
Before Christimas 
a typical Halloween movie 

Vampire Child 
the most common  

Halloween costume for kids 

Pumpkin Pie 
a typical Halloween treat 
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ハロウィン 
ハロウィンって何ですか？ 

 みなさん、こんにちは！もう知ってると思いますが、10月には、アメ

リカや世界各国でお祝いしている文化的なイベント、ハロウィンがあ
ります。ふつう、このイベントは10月31日にお祝いをし、多くの人（子

どもや大人）が参加をします。今では多くの人がハロウィンに関連し
た行事や活動を行っていますが、どんな起源か知っていますか？ 

Now Origin (Why?) 

色々な家に行き、Trick or treatと言って、飴など
のお菓子をもらいます。 

人々が色々な家に行って、亡くなった人のために
歌ったり、祈ったりします。そのお返しとして、ケー
キをもらいます。これは “Souling” と言われていま

す。 

大きなカボチャで作られた「Jack o Lanterns」を家の
外に飾ります。 

亡くなった人の魂を思い出す方法として、ろうそくと
一緒に外にかぼちゃを置いていました。 

”Halloween”と呼ばれています。 ”All Hallows Eve”と呼ばれていました。 

怖い衣装を着ます。 

ハロウィンでは、亡くなった人の魂が人々の前に
戻ってくる日と言われています。人々は襲われな
いようにするためや幽霊のマネをするために怖い
衣装を着ました。 

ジャックオーランタン 
ハロウィンの 

最も共通のシンボル 

ナイトメアビフォア 
クリスマス 
典型的なハロウィン映画 

ヴァンパイアチャイルド 
子どものための最も共通の

ハロウィン衣装 

パンプキンパイ 
典型的なハロウィンの 
おもてなし 

Hello everyone!  As you 
know, when October comes, 
a cultural event often 
celebrated in America and 
other parts of the world is 
called “Halloween.”  It is 
typically celebrated on 
October 31st and many 
people, children and adults, 
participate in this event.  
Many people do Halloween 
related events and actions, 
but did you know why they 
did these in the first place? 

Now 

We go to different houses to say,  
“Trick or Treat” to get candy. 

We have decorated “Jack o 
Lanterns” made from big 
pumpkins as decorations outside 
our houses. 

Now, we call the  
event “Halloween.” 

We wear scary costumes. 


