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Today’s Topic

温泉
外国人旅行者が日本で体験したいことのひとつによく挙げるのが温泉。気持ちよく楽しん
でもらうには正しいマナーの説明が不可欠です。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)。

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。

A: We can’t swim or dive like in a swimming
pool. And we should not stand up while using the shower so as not to splash others.
B: Are tattoos okay? I have one on my shoulder.
A: You can use a patch to hide it. Tattoos have
been banned to keep gangsters out of public
baths because tattoos were a sign of being a
gangster. But nowadays some hot springs are
tolerant of foreigners’ tattoos.
B: Why do Japanese people love hot springs?
A: Because we can relax and refresh ourselves.
And they contain minerals good for health.
B: It sounds worth trying. By the way, why are
there so many hot springs in Japan?
Yomiuri Shimbun file photo

Men enjoy bathing at a hot spring in Beppu, Oita
Prefecture.

テレビを見てはいけない）
で は 、 練 習 問 題 で す 。 「 お ぼ れ て し ま うか

Useful Words

Aiko: It’s getting cold. I miss hot springs.
Beth: I want to try them, but there’s a hurdle involved. Is it true that we have to be naked?
A: True. You can’t wear a swimsuit or a bikini. But don’t worry. We are all naked there. We
don’t watch each other.
B: Can I wrap my body with a bath towel?
A: No, you can’t. We use only a small towel in the bathing area, but not in the bathtub.
B: Why?
A: To keep the water clean. We wash ourselves before soaking in the bathtub for the same
reason.
B: So where do you put your towel?
A: I put it on the rim of the bath or wrap my hair with it.
B: Any other etiquette I should know about?

to be distracted.（気が散るので、勉強しながら

ら、お風呂に入りながら眠ってはいけない」と

日本の温泉や「銭湯」(public bathhouse) は、
「脱衣場」 (changing room) も「洗い場」

(bathing area) も男女「別」(be separated) で、
「混浴」(mixed-sex bath) ではありません。水
着 (swimsuit) を着たりバスタオルを体に「巻い
て」(wrap) 温泉に「つかっ」(soak) たりするの

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
英語で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「ルールやマナーをしっか

はマナー違反です。洗い場で使えるのは「フェイ

り伝える」です。他の人と何かを共有して使う

スタオル」(small towel) だけですが、「お湯をき

場所では、お互いに気持ちよく過ごせるよう

れいに保つ」(keep the water clean) ために、浴

に、理由を添えて「してはいけないこと」を説

槽 (bathtub) でタオルを使ってはいけません。浴

明しましょう。例えば温泉なら、水着や浴槽内

槽に入る前に体を洗うのも同じ理由です。

のタオルの使用禁止の他にも、 If your hair is

洗い場には、「洗面器」(wash basin) や「椅
子」(stool) だけでなく、「サウナ」(sauna) や
「露天風呂」(open-air bath) が「備えられて」

(be equipped) いる所もあります。
温泉には健康に良い「鉱物」(mineral) の成分
が含まれ、「血流」(blood circulation) を「良
くして」(improve)、疲れやストレスを「取る」
(remove) などの「効果」(eect) があります。

Templates for Speaking
今回のテンプレート（型）は、「 We should

not A while B so as not to C」（C してしまう
ので、B しながら A してはいけない）です。B
には現在分詞を入れましょう。例） We should
not burp while eating so as not to make others
uncomfortable.（他の人を不快にさせるので、
食事をしながらげっぷをしてはいけない）/ We
should not watch TV while studying so as not

At what age do you think it is appropriate for children to start English
lessons? Parents of 2-year-olds have
asked me to teach their children. I
think this is too young. What do you
think about this?
T.Y., school owner
Wakayama

long, please tie it up. Don’t soak it in the
bathwater because that makes others uncomfortable. / Please wipe your body when you
return to the changing room so as not to get
the ﬂoor wet. など、注意を促したいことがあり
ます。
ルールを伝えるだけでなく、守ってもらうこ
とも大事です。守らなければ、You’ll make oth-

ers raise their eyebrows. と、周りのひんしゅく
を買うことを示唆したり、 When in Rome, do
as the Romans do. （郷に入っては郷に従え）

解答例
(1) Because we have a lot of volcanos in
Japan.
(2) We should not sleep while taking a bath
so as not to drown.

★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）

1. How often do you go to hot springs?
2. What hot spring resort do you recommend?

よみうりカルチャーの詳細は www.ync.ne.jp へ

次回は12月11日に掲載予定です

物」、 s t a r v e は「死ぬ」を意味していた。現代の英語

語の成り立ち⑩
英国人の同僚が浮かぬ顔をしていた。オープンキャンパ

のせいだった。この場合の「普通に」は、「まあまあ」で
はなく、「条件抜きで、お世辞ではなく」を表す褒め言葉
だと思うが、日本語に通じているその先生も、さすがに

で書き直すと、 H e w a s a h a p p y a n d satisfied youth

w h o l i v e d i n a homestead f o r t y m i l e s f r o m t h e
c l o s e s t n e i g h b o r . H i s u n m a r r i e d s i s t e r , a woman w h o w a s a v e g e t a r i a n t e e t o t a l e r , a t e food
a n d d r a n k liquid t h r e e t i m e s a d a y … s h e died
f r o m o v e r e a t i n g . となる。
■

■

■

意味変化には様々なタイプがある。 deer はかつては

では知らなかったようだ。
似たような例が英語にもある。近頃、literally の妙な使

「動物」一般を指したが、今は意味が縮小して「鹿」に限

い方が広まっているのだ。 “I’m literally freezing.” （ガ

られる。 hound （猟犬）も元は単に「犬」を意味してい

チで凍えちゃうよ）に、 “Steam was literally coming

た。上の文章の girl、wife、meat、liquor、starve も同様

out of his ears.”（彼は怒ってマジで頭から湯気を立てて

だ。

いた）。本当に凍るわけでも、湯気が出るわけでもないの

逆に、「一緒にパンを食べる人」を表した companion

に「文字通り」って？ この単語は “She held a gun to his

は意味が拡大し、今では「仲間」一般に使うことができ

head.” “You mean literally or ﬁguratively?”（「彼女は彼

る。 crisis も「病気の峠」から「危機、難局」に広がっ

の“頭に銃を突きつけ”たんだ」「本当に銃で脅したの？

た。
ちん

それとも単に無理強いしたってこと？」）で分かるよう

“We found it amusing, awful and artiﬁcial.” （朕思う

に、「比喩的に」の反意語だったはずだ。もはや「文字通

に、見事、荘厳、巧みなり）。1666年のロンドン大火で焼

り」は「文字通り」にあらずということか。

け落ちたセント・ポール大聖堂が再建された際に、当時の

■

■

■

王様がこう言って称えたと伝えられている。だが、現代の

言葉の意味は移ろいやすい。私たちが生きている間でも

解釈だと「滑稽で、醜悪で、わざとらしい」という悪口に

このように変わるのだから、昔と今を比べると、文字通り

なってしまう。数世紀の間に単語の意味が悪化したことに

「隔世の感」がある。

なる。「幸せな」から「おめでたい」などを経て「愚か

意味の変化を実感できる面白い文章をご紹介しよ
う。He was a happy and sad girl who lived in a town forty

miles from the closest neighbor. His unmarried sister, a
wife who was a vegetarian teetotaler, ate meat and drank
liquor three times a day … she starved from overeating.
(L. J. Brinton 他、The English Language: A Linguistic
History）。 he（彼）でありながらgirl（少女）、happy
（幸せ）なのに sad（悲しい）、unmarried（未婚）の
ままの wife （妻）、vegetarian （菜食主義者）で teetotaler（禁酒主義者）といいつつ meat（肉）をたらふ
く食べて liquor（酒）をしこたま飲んだ挙句、overeat
（過食）で starve（餓死）してしまう…と矛盾だらけ
だ。

Uchida is the director of Little America,
a Fukuoka-based company that trains
teachers of English.

hurdle: 困難なこと
naked: 裸の
rim: へり
splash: （水を）はね散らかす
keep ... out of: ～を締め出す
be tolerant of ...: ～に寛大な

辞書の話 (56)

「普通」が「普通」を意味しない、イマドキの若者言葉ま

Play the CD in class and ask the parents to play the
DVD at home.
* Create a “treasure chest” of props you can use in class:
puppets/dolls/toys/stued animals/grab bags
/costumes/mirrors/color blocks/plastic fruit and vegetables/simple puzzles.
* Make a library of picture books with hard pages and
/or sound eects/fold-outs that have an element of
suspense and surprise.
* Flash cards: Laminate ﬂashcards with ABCs/colors/
fruit/zoo animals/farm animals/vehicles/body parts
/numbers.
* Hang colorful posters low on the wall so children can
touch the visuals as you call them out.
A Little America teacher told us about a child who was
an infant when our teacher began lessons. The child was
present at all the weekly 30-minute lessons over the years,
but never uttered a word. When our teacher taught his
last class and said farewell to the students, the 3-year-old
spoke to him for the ﬁrst time. Our teacher said his eyes
watered and it was his ﬁnest moment in teaching.

★Vocabulary

いかがでしょう。

アンケートにあった「普通に面白かった」というコメント

I don’t think it is ever too soon. According to a report
on early childhood development by the Institute of Medicine and the National Research Council of the United
States, the capacity to learn a language is optimal from
the 34th week of pregnancy until 12 months, during the
period when the brain’s synapses are forming.
Whether the child is 6 months, 1 year or 2 years old is
not the issue — the issue is whether the teacher has the
patience, know-how, materials, activities, ideas and temperament for super-early English nourishment.
I use the word “nourishment” because in the early years,
youngsters are learning their own native tongue, and in
some cases, a second language, subconsciously. They are in
the pre-production stage, which means they are absorbing
rather than producing the language(s) they are exposed to.
This process allows them to acquire language daily and
store it as receptive vocabulary that will emerge when the
timing is right.
What this means for the teacher is that you may not receive the gratiﬁcation of hearing your very young learners
reproduce your input, which means you will have few indications of whether they are learning. But rest assured
they are indeed absorbing it.
According to Stephen Krashen, most new learners of
English experience a “silent period” in which they do not
speak because they need time to listen, digest, observe,
and build receptive vocabulary, and internally respond to
what they hear and see.
Is this age group right for you? You clearly have had experience with older children, so you know that preparation
and follow-through are necessary for successful lessons. If
you like infants and toddlers and are willing to research,
plan and organize for this new adventure, I encourage you
to give it a go. You have nothing to lose and lots to learn.
My suggestions are:
* Start with a 30-minute class and expand to 45 minutes
later.
* Toddlers should always be accompanied by a parent.
* Find a good CD & DVD with lots of simple songs.

日本ではチップの習慣はありませんが、
ガイドをしているとチップをもらうことが
よくあります。これまでで最も忘れがたい
のは、数年前にカナダ人の中高生のグルー
プからもらったチップです。別れ際にグ
ループリーダーの女の子がくれたのは、小
さなビニール袋いっぱいの五円玉。神社で
私が説明したおさい銭の話を覚えていて、
その後買い物をしてお釣りをもらうたび
に、みんなで五円玉を集めたそうで
す。 “This means a good relationship
between you and us.” と言われて、思わ
ず目が潤んでしまいました。今でも私の大
切な宝物のひとつです。

と、ことわざを引用したりして理解を求めては

スの模擬授業を担当した先生だ。わけを聞くと、受講生の

It’s never too early for children
to start learning a second language

通訳ガイドこぼれ話

だが、イタリックの語に、今は失われた昔の語義を

な」に至った silly も悪化の典型例だ。

silly とは反対に意味が向上したのが nice だ。「愚かな
→内気な→気難しい→細かい→繊細な→素敵な」と変遷し
た。 knight （騎士）も原義の「少年、従僕」から出世し
た。
では、一体なぜ意味は移ろうのだろうか。新しい事物や
事態への対応に迫られてということが考えられる。 drive
（追い立てる）は、馬車や自動車の出現によって「駆る」
「運転する」なる意味を獲得した。新しい言葉が入ってき
て、棲み分けをするために意味が変わることもある。 sin
は「すべての罪」を表していたが、フランス語から crime
が 伝わると「宗教上の罪」に限定されるようになった。
語源の誤解や再解釈によって本来とは違う意味を持つこと

次回は12月11日に掲載予定です

当てはめると謎が解ける。時期は一定ではないが、か
つて g i r l は「（性別に関係なく）若者」、 s a d は
「満ち足りた」、 t o w n は「農場」、 w i f e は単に

The next installment will appear on Dec. 11.

「女性」、 m e a t は「食べ物」、 l i q u o r は「飲み
もある。 outrage は「 outr- （度を越えて）＋ -age （動
作）」で「蹂躙、暴行」が本来だが、「 out ＋ rage （怒
り）」と感じられて「激怒」の意味が生まれた。
辞書は拾い読みすると色々な発見がある。語源欄で単語
の来し方をたどるのも楽しい。

[ 前回の答え：1. kindly, kindness 2. trainer, trainee ]

