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The next installment will appear on May 1.

■　■　■

原稿を書いていてぴったりの言葉を思いつかない時は、

類語辞典のお世話になる。その中に「これだ！」という語

が見つかることもあるが、ページをめくっている間に、自

分で思い出すことも多い。

英語を書く際は、Roget’s Thesaurus（RT、ロジェのシ

ソーラス、初版は1852年）が強い味方だ。中学生の頃だっ

たか、初めて手にして、おびただしい数の語がただただ羅

列されているだけの書物に圧倒された。Death Vb. die; be
dead, lie in the grave, be gone, be no more, cease to be,
cease to live; pass away; die young, not make old bones;
die a natural death, die in bed; end one’s life, decease,
predecease; succumb, expire, stop breathing, give up the
ghost, breathe one’s last; close one’s eyes, fall asleep …　

とんでもない宝の山であることが分かったのは、多少なり

とも英語の読み書きができるようになってからだ。

一般の辞書は、アルファベット順に並んだ見出し語に

対して意味を与えるが、シソーラス（原義は「宝庫」）

は、英語の多彩な表現を概念によって分類したもので

（上の例では Death）、調べる時は索引からたどる仕組

次回は３月５日に掲載予定です
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People participate in a zazen
session at Kokutaiji temple in
Takaoka, Toyama Prefecture.

よみうりカルチャーの詳細は www.ync.ne.jp へ
 

次回は３月５日に掲載予定です

「菩
ぼ

提
だい

達
だる

磨
ま

」(Bodhidharma) が開いた仏教の

「宗派」(sect) です。日本では13世紀（鎌倉時

代）に広まり、茶道や「枯山水」(Japanese rock
garden)、「水墨画」(India ink painting) など

に影響を与えました。菩提達磨は「だるま」

(daruma doll) のモデルです。

禅宗では、「座禅」(sitting meditation) に
よって「煩悩」(earthly desire) を取り去り、

「悟りを開き」(attain enlightenment) ます。片

方の足をそれぞれもう片方の腿
もも

に乗せる「蓮
れん

華
げ

座
ざ

」」(lotus position) という座り方で行います

が、できない時は「胡
あ

坐
ぐら

をかいて」(sit cross-
legged) もＯＫです。へその下にある「ツボ」

(pressure point) に意識を「集中し」(concen-
trate) て呼吸を繰り返し、「無心の境地」(state
of non-attachment) を目指します。

「禅寺」(Zen temple) で行われる「座禅会」

(zazen session) では、集中できなくて体が揺れ

ると、「警策」(flat wooden stick) で肩をたた

かれます。
 

Templates for Speaking
 

今回のテンプレート（型）は、「A was estab-
lished by B named C.」(A は C という名の B
によって設立された) です。A には、会社や組

織、学校、病院、宗教や芸術・スポーツの流派な

どが入ります。例）The Edo shogunate was es-
tablished by a feudal lord named Tokugawa

Today’s Topic
 

禅

from your nose, ex-
hale from your
mouth, repeat it, and
you can get to the
state of non-
attachment.

B: Can we take this
training at a temple?

 

What advice do you have for English
teachers about “monster parents”? I get one
or two of them a year. They threaten to have
their children quit if I do not meet their un-
realistic demands. They also believe their
children are superior to other students.

G. H., teacher
Kagoshima

 

No simple solutions on dealing with
‘monster parents,’ despite best efforts

The emergence of the term “monster parent” is a
rather recent phenomenon in Japan. Prior to that we had
terms with slightly dierent nuances, such as “education
mama” in Japan or “tiger mother” from China.

“Monster parent” means an overbearing parent who
makes unreasonable requests or demands on teachers or
administrators. This social issue is expanding partly due
to families having fewer children. In the past, visiting
schools to question or criticize teachers was not a top
priority for Japanese parents as they were busy taking
care of several children. But today, as a result of many
families having fewer children, with the current fertility
rate being less than 1.46, parents tend to focus all their
attention on the one or two children they have, some-
times to the point of being overbearing. Visits to schools
to question teachers’ actions or policies have increased as
a result.

What to do? I do not have a simple solution, because
each situation is unique. But I can share with you the
procedure we use at Little America, which sometimes
works and sometimes doesn’t. I will focus on mothers
because we see more of them than the fathers. The first
step is to listen to the mother’s concerns. Since all
mothers naturally want what is best for their children,
they deserve the courtesy of you listening to them,
which accomplishes two things: First, it gives you in-
sight into their thinking. Secondly, it provides you with
insight into your student because you can understand
better how he/she is influenced at home. The next step
is to let the mother know you understand her concerns.
Make it a point to assure her that you and she are on
the same team in that you both want what is best for
the child. Then you can address the issues at hand to
see if you can solve them; sometimes you can and
sometimes you cannot. I always make it clear to moth-
ers that they are the “supreme commanders” in their
homes, but for the one hour a week I have their child,
the child is in my zone and I am the one best-suited to

determine what is most appropriate for the child. Of
course, I will consider their input, but the classroom is
my domain as the home is theirs.

It is important to keep in mind that the values the fam-
ily promotes at home may be dierent from the ones you
adhere to in your classroom. You cannot change their
values.

At one of my seminars in Fukushima, the topic of
“monster mothers” was addressed. The head teacher
explained the school’s policy of listening to the mother
and trying to solve the problem. If and when over a
number of exchanges it could not be solved, the head
teacher had no other recourse but to “fire” the mother.
Since they could not work as a team, the school returned
the last month’s tuition and introduced the mother to
another school.

The next installment will appear on March 5.

解答例

　カナダ人観光客を都内に案内する時は、

バスが青山通りを通るかどうか事前に

チェックします。カナダ大使館の写真を撮

りたい人が多いからです。

　初めてカナダ人を案内した日、忘れられ

ない大失敗をしてしまいました。大使館が

私の右に見えた瞬間、自分がツアー客と向

かい合っていることを忘れて、“Now you
can see the Embassy of Canada on your
right.” と言ったので、みんな右（私の左）

を向いてしまったのです。それ以降、「自

分の右はみんなの左」を自然に実践できる

まで、手を大きく振って “Please look
this way.” と言う日が続きました。
 

 

Beth: Is Zen a Buddhist sect?
Aiko: Yes. It was established by an Indian monk named Bodhidharma in the 6th century. In

Japan, it spread in the 13th century, and influenced Japanese rock gardens, tea ceremony,
India ink painting and others. Bodhidharma is known to us as “daruma.”

B: “Daruma” is a Japanese round doll, right?
A: Yeah. It has no legs and arms. Legend says he sat on a rock and meditated for nine years.

His legs and arms were paralyzed, and he lost them in the end.
B: Why is meditation so important?
A: In Zen Buddhism, we can remove our earthly desires and attain enlightenment through za-

zen sitting meditation.
B: Is it similar to mindfulness meditation?
A: I think so. We sit in the lotus position and concentrate on our breathing. The dierence is

that mindfulness meditation has practical purposes like to relieve stress, improve our con-
centration, or to be positive.

B: What’s the lotus position?
A: You put your right foot on your le thigh, and your le foot on your right thigh. If you

can’t, it’s okay to sit cross-legged. Then focus on a pressure point below your navel, inhale

be paralyzed: 麻
ま

痺
ひ

する

practical: 実用的な、現実的な

海外でも「禅」への関心が高まっています。今話題の、心の訓練法「マインドフルネ

ス」は、禅とどんなつながりがあるのでしょうか。Aiko と Beth の会話を読んで最後の

質問に自分で答えてみましょう。解答例は解説の下にあります (1)。

★Vocabulary

★Practice（外国人に次のように質問されたと想
定して、自分で話す練習をしてみましょう）

通訳ガイドこぼれ話

語のネットワーク③
 

「David Bowie が逝った。唯美的で哲学的な歌詞を紡い

だロックのレジェンドは、辞書を愛する人でもあった…」。

ちょうど１年前の拙稿だが、最後のセクションをこんな文で

始めた。その回の話題とは関係なかったが、彼の訃報に接し

て、そのことに触れずにはいられなかったのだ。

皆さんなら「David Bowie が」の後はどう表現される

だろう。亡くなる、死亡する、死去する、逝去する、崩御

する、息を引き取る、旅立つ、くたばる。「死ぬ」を意味

する日本語はたくさんある。私は、少し迷ったが「逝く」

を選んだ。「行く」に通じて、私たちの前から立ち去って

しまったという喪失を表すし、簡潔な音の響きもクールな

彼の去り方にふさわしいと思ったからだ。

辞書の話 (59)

日本を英語で説明する際に役立つスキルを、

トピックを踏まえながら解説します。
 

Useful Words
 

「禅宗」(Zen Buddhism) は、インドの僧

(1) Yes, you can join a zazen session.
(2) Eiheiji temple was established by a Zen
monk named Dogen in the 13th century.

1. Have you tried zazen sitting meditation?
2. How do you use a “daruma” doll?

英語にも「死ぬ」にあたる言葉はいくつかある。die、pass
away、expire、kick the bucket。Police confirmed four
people ____ in the accident at Dreamworld. なら die で

よいが、We regret  to inform you that  Professor
Evans ____ last night. だと pass away がふさわしい。ち

なみに、キリスト教では、Jesus passed away. という言

い方は正しくないと説く向きもある。「イエスの死」はあ

くまでも die であって、魂が肉体を離れてどこかに「消

え去る」（pass away）のではないという理屈だ。

みになっている。RT は初版から１世紀以上たった今日

でも需要があると見えて、何度も版が改められている。

だが、索引からさかのぼる手間や、類語間の違いを教え

てくれないそっけなさを嫌う人も当然いて、Thesaurus
を名乗りながら、概念ではなく、類語の中の主要語をア

ルファベット順に配列したもの（例えば O x f o r d
Thesaurus of English）、さらには、挙げる語句を絞り、

意味や用法を詳述するもの（Oxford Learner’s Thesaurus
など）も現れている。

■　■　■

「ちょっと気取って書け」。作家の丸谷才一が披
ひ

瀝
れき

した

文章の書き方の極意だ。そうすることで、より適切な言葉

を選んだりして表現を工夫するようになるということなの

だろう。だがこの「ちょっと」の加減が難しい。

名演説で知られる政治家も陰にはスピーチライターがい

る。シソーラスは彼らにとっても必携の書だが、プロの彼ら

でもしばしばやり過ぎてしまう。F. D. Roosevelt 米大統領

のスピーチライターが “We are endeavoring to construct
a more inclusive society.”（より包括的な社会を建設すべく

努力を傾注しております）と書いたところ、大統領がこう書

き換えたという。“We’re going to make a country in
which no one is le out.”（誰ものけ者にならない国を作り

ます）。どちらが人々の心に響くのかは明らかだ。

そういえば、アメリカの連続テレビコメディー「フレン

ズ」にもこんなくだりがあった（10-５）。Monica と
Chandler があっせん機関に養子を申し込むことになり、そ

のための推薦状を書いてやるよと申し出た親友の Joey。“I
want it to sound smart but I don’t know any big words
...”（インテリっぽい文にしたいんだけど、難しい言葉を知

らなくて）と嘆いていると、Ross がパソコン上のシソーラ

スを使うことを勧めた。その結果、原文の “They are
warm, nice people with big hearts.”（心が広く、温かくて

いい人たちです）が、“They are humid prepossessing
Homo Sapiens with full sized aortic pumps.”（成熟した

大動脈圧縮器官を具備した湿潤な愛嬌者の人類です）とい

う、何ともグロテスクな姿に化けてしまった。シソーラスは

使うものであって、シソーラスに使われてはいけない。
 

Ieyasu.（江戸幕府は徳川家康という大名によって

開かれた）/ Tsuda College was established by a
woman named Umeko Tsuda.（津田塾大学は津

田梅子という女性によって設立された）

では、練習問題です。「永平寺は道元という

禅僧によって13世紀に建立された」と今回のテ

ンプレートを使って言ってみましょう。答えは

解説の下にあります (2)。
 

Tips for Guiding
 

外国人を案内する際に役立つポイントを挙げま

す。今回は「身近な例に例える」です。難しい概念

の説明には、あれこれ言葉を尽くすよりも一つの具

体例の方が役に立つことがあります。例えば、「煩

悩と悟り」は、Imagine the full moon reflected
on a lake. The moon is enlightenment, and the
lake is our mind. We usually can’t see the
moon because of ripples referring to our
earthly desires. We need to remove the ripples
to see the moon. のように、「無心の境地」は If
you repeat one motion, like swinging a base-
ball bat or typing, you can do it without think-
ing. It’s similar to the state of non-attachment.
のように、例えてみるのはどうでしょう。

the beauty of rustic simplicity と訳されること

の多い「わび」の概念も、禅に傾倒したスティー

ブ・ジョブズが生んだ iPhone などの製品の美し

さを例にとって説明すると面白いですね。

thigh: 腿
もも

focus on ...: ～に集中する

inhale: 息を吸う

exhale: 息を吐く
 


