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スの違いや、他の単語との相性、使われる場面などまで考

えると、あらゆる場合に交換可能な、純粋の同意語はない

と言ってよい。

次回は１月９日に掲載予定です
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次回は１月８日に掲載予定です

is that they are overcrowded. (花火大会は伝統

的な楽しい行事だ。唯一残念なのはとても混雑

していることだ)
では、練習問題です。「駅弁 (ekiben boxed

lunch) は安くておいしい。唯一残念なのは温か

くないことだ」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「必ず下見をする」です。有益な

情報や面白い説明と並んでガイドに求められる

のが、効率の良い案内です。限られた時間で手

際よく予定をこなし、しかも相手をなるべく疲

れさせない配慮が必要です。誰でも疲労感が増

すと満足度が下がってしまうからです。

電車のような公共の交通機関を使う場合は、

できるだけ実際に移動して、駅構内や目的地ま

での最短ルートをしっかり頭に入れておきま

しょう。一番便利な出口、改札に一番近い位置

に停車する車両の番号、座って休める場所、清

潔な洋式トイレのあるお手洗いなどをチェック

します。１回では気づかないこともあるので、

最低でも２回は下見に行くことをおすすめしま

す。また、駅や電車内の日本語アナウンスが分

からず不安になる外国人旅行者もいます。アナ

ウンスを聞いたらすぐに翻訳する習慣をつけて

おくと良いですね。

Today’s Topic
 

新幹線

A: It can’t be helped. Japan is
a mountainous country.
We need tunnels to make
straight routes and keep
running at a high speed.

B: By the way, can we go to
Hokkaido by the
Shinkansen?

The holidays are fast approaching
and I am in need of some ideas for
fun, educational activities for
Christmas. I have been invited to
teach about American holiday cul-
ture to small children.

T.J., professor
Fukuoka

 

Focusing on Christmas vocabulary,
customs can pique children’s interest

Almost all Japanese children like Christmas and have
some notion of what it is about, namely Christmas cake,
Santa Claus and presents. As a guest speaker, I suggest
you expand their understanding by focusing on four
components: Christmas vocabulary, fun activities,
Western customs and songs.

Please consider preparing a Christmas kit filled with
Christmas items for cultural understanding and vocabulary
enhancement. Your kit could include a Christmas bag to
carry the following small objects: a star, snowman, bell,
candle, reindeer, sleigh, red ribbon, gi, stocking, Christmas
card, snowflake and, of course, Santa. I would suggest you
prepare a handout with visuals of the items in your bag with
the English words underneath them. Say the words and ask
students to repeat aer you. Then take a red cloth and place
it on a table or desk, aer which you take one item out at a
time and ask the children to name it as you place it on the
red cloth. Aer all the objects have been placed and named,
you can point to an item, and the child who names it first
can place it back in the Christmas bag. Continue like this
until all the items have been returned to the bag.

If time allows, you can ask the students to individually
draw one of the Christmas items with the English word
underneath on the blackboard or white board. They can
use the Christmas handout you gave them earlier as a ref-
erence. An ample supply of color chalk or magic markers
will be necessary, so be sure to get approval from the
people who invited you. This activity is always fun with a
Christmas CD playing in the background.

Children are interested in the following Western
Christmas traditions:

* Christmas tree customs vary from country to country.
For example, Americans used electric lights, and Danes
use candles in special candleholders that sit on the tree
branches. Germans decorate the tree on Christmas Eve.

* American men tend to spend a lot of time and money
on illumination outside, oen to the point of competing
with their neighbors to have the most lights or the most

extravagant display. You can find examples online.
* Christmas cookies in the shapes of Christmas trees,

Santa, angels and other Christmas images are popular
treats in contrast to Japanese Christmas cakes.

* Christmas cards are sent to friends and family like
Japanese send New Year’s cards.

 

Young children can sing simple Christmas songs with a
little practice by repeating aer you and then singing to-
gether with you. The best songs to sing with them are
“We Wish You a Merry Christmas,” “Jingle Bells” and
“Silent Night.”

I always think it is important to share with children
that it is nice to do something kind for others at Christ-
mastime. A small, thoughtful surprise is always a delight
for the receiver. It can be a card, a handmade gi, a
home-baked treat or a favor. It’s not the price but the
thought that counts. Merry Christmas!
 

The next installment will appear on Jan. 8.

解答例

　あるアメリカ人の老夫婦に着物の説明

をした時のこと。着物や帯は TPO に応じ

て使い分けると話したところ、ご主人か

ら “What’s TPO?” と質問され、それが

和製英語だと初めて知りました。TPO は
Time (時)、Place (所)、Occasion (場合) の
頭文字を取った言葉で、「TPO に合わせ

た服」と言えばその場にふさわしい服装

を指します。そう伝えると、ご主人は

“That’s a good one! But my TPO is
shor t  fo r  T ime,  P lace , ”  と言った後

で、“and Olivia (奥さんの名前).” と小声で

付け加えました。奥さんの発言力が強い

夫婦はアメリカにもいるようです。
 

Beth: Here comes our bullet train. It’s so cool! But why does it have such a long nose?
Aiko: To reduce noise and air resistance, especially when it enters a tunnel.
B: This is my first time riding the Shinkansen. I’m so excited.
A: You know what? The cleaning crew finish cleaning up the cars in only seven minutes. It’s

known as a “seven-minute miracle.”
B: Amazing! Oh, they’ve finished. Let’s get on.
A: Here are our seats. The window seat is yours. You can recline your seat like this, and the

headrest is adjustable.
B: It’s so quiet and there’s almost no shaking. I can’t believe it’s running at a super high speed.

How fast, actually?
A: About 300 kilometers per hour. It takes two hours and 35 minutes from Tokyo to Osaka

now, but when the Shinkansen started its service in 1964, it took four hours.
B: What cut the time?
A: Light materials for the car body, and advanced technologies to take a curve without slowing

down.
B: It’s fast, safe and comfy. The only thing is that there are so many tunnels on the route.

adjustable:  調節できる

material:  素材

advanced technology:  先進技術

comfy:  快適な (= comfortable)
It can’t be helped.:  仕方がない

速くて安全で時間に正確な新幹線は、外国人観光客の間でも大人気です。東京から大

阪へ、初めて乗った新幹線に大満足の Beth の質問に、Aiko になったつもりで答えてみ

ましょう。最後の質問の解答例は、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①
 

若い頃、友人に誘われてパリのマキシムに行ったことが

ある。三つ星から二つ星に降格されそうになって以来、ミ

シュランガイドへの掲載を拒否しているという老舗のレス

トランだ。覚悟して行ったとはいえ、やはり学生の私たち

には値段も立派過ぎて、「あまり食欲がないので」などと

言い訳しながら、サラダとワインだけ注文して早々に退散

したのを思い出す。

「三つ星」は最高級の証だ。二つ星に落とされてシェフ

が自殺した店もあるという。だが、そんな「三つ星」も、

ホテルの格付けとしては、そこそこのレベルに過ぎない。

なぜなら、ホテルの場合は満点が星五つだからだ。「三つ

星」といっても、三つの中の一つなのか、五つの中の一つ

なのかによって重みが全く異なる。ものごとの価値は、他

との関係で相対的に定まるのだ。

■　■　■

それは言葉にも当てはまる。単語はそれぞれ独立して存

在するのではない。同じ言語内の他の語との関係の中に位

置づけられ、意味も、関連する語や対立する語との比較の

上に成り立っている。

例えば summer は、“the warmest season of the year,
coming between spring and autumn（春と秋の間に来

る、一年のうちで最も暑い季節— Oxford Advanced
Learner’s Dictionary、OALD） のように、他の季節との

対比によって定義される。

「他の語」といっても、あらゆる単語と関係があるわ

けではない。単語連想テスト（ある単語を聞いて最初に

連想する単語を答えてもらうテスト）をすると、多くの

母語話者が  joy→ happiness、cold→ hot、cottage
→ house、table→ chair、fruit→ apple と回答したという

（「単語→連想語」の順、The Edinburgh Associative
Thesaurus）。母語話者の頭の中に語のネットワークが

存在すると考えられるが、そこにはいくつかのパターン

を見て取ることができる。happiness は joy の「同意

語」、hot は cold の「反意語」、house は cottage の
「上位語」、chair は table の「同位語」、apple は
fruit の「下位語」だ。

■　■　■

「同意語（synonym）」は、“a word or expression
that has the same or nearly the same meaning as another
in the same language”（OALD）、つまり「同じ意味、も

しくは、ほぼ同じ意味を持つ語」を指す。微妙なニュアン

辞書の話 (57)

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
 

「新幹線」(Shinkansen) は、世界トップクラ

スの「速さ」(speed) と「安全性」(safety) を誇

る日本の「超特急列車」(super express train)
です。「弾丸列車」(bullet train) とも呼ばれま

す。座席には「指定席」(reserved seat) と「自

由席」(non-reserved seat) があります。「グ

リーン席」(green car seat / second-class seat)
と「グランクラス」(Gran Class seat / first-
class seat) は指定席です。座席の位置は、「窓

側」(window seat)、「通路側」(aisle seat)、
「真ん中」(middle seat) と表します。「食堂

車」(dining car) はありませんが、「車内販

売」(wagon service) が利用できます。

「山の多い」(mountainous) 日本では、「高

速で走る」(run at a high speed) ための「直線

ルート」(straight route) を作るのに、トンネル

が数多く必要です。また、「先頭部」(nose) が
長いのは、特に高速でトンネルに入る時の「空

気抵抗」(air resistance) と騒音を減らすためで

す。
 

Templates for Speaking
 

今回のテンプレート（型）は、「The only
thing is that A」(唯一残念なのは A ということ

だ)です。良い点をいくつか挙げた後で使いま

す。例）Tokyo is big, clean and convenient.
The only thing is that the cost of living is so
high. (東京は清潔で便利な大都市だ。唯一残念

なのは物価が高いことだ) / Fireworks displays
are traditional, exciting events. The only thing

(1) Yes, by the Hokkaido Shinkansen.
(2) Ekiben boxed lunch is inexpensive and tasty.
The only thing is that it’s not hot.

1. How often do you take the Shinkansen?
2. Which do you prefer, a window seat or an aisle
seat?

It’s easy to become a baby’s daddy ,  but the real
challenge is to become a father.（パパになるのは簡

単だが、父になるには覚悟が要る）の  f a t h e r  と
daddy は「男親」を表す同意語だが、father が一般的

であるのに対して、d a d d y  は口語的だ。c h i l d / k i d
（子供）、adult/grown-up（大人）、anyone/any-
body（誰か）なども「堅さ」が違う。

Clear writers, like fountains, do not seem so deep
as they are; the turbid look the most profound.（透徹

した作家は、泉と同じで、真の深さを感じさせない。

濁っている者に限って深遠に見えてしまう—Walter S.
Landor）の deep と profound はどちらも「深い」を

表すが、語源を異にする。deep は日本語の「大和言

葉」にあたる本来語で、profound はラテン語が起源

の、いわば「漢語」だ。begin（始める）/commence
（開始する）、enough（足りた）/suicient（十分

な）、help（助ける）/assist（援助する）などもそう

だが、ラテン語系の単語の方が堅い文体で用いられる

ことが多い。

“The gate was locked, so I climbed over it and tore my
pants!” “But how could you tear your pants without tear-
ing your trousers?”（「門に鍵がかかっていたのでよじ

登ったらパンツが破けちゃった」「どうしたらズボン

がそのままでパンツだけが破れるの」）米国人と英国

人の学生が交わした会話だが、「ズボン」を意味する

pants/trousers は英米差だ（pants は英では下着のパン

Be like children, not childish but childlike .（Mi-
chael Jackson）の childish と childlike はどちらも

「子供らしい」を意味するが、前者は「子供じみた」

というマイナスイメージの語、後者は「純真な」とい

うプラスイメージの語だ。smell（臭い）/fragrance
（香り）、polit ic ian（政治屋）/statesman（政治

家）、notorious（悪名高い）/famous（有名な）など

のペアもイメージの良し悪しで説明できる。

ツ）。vacation/holiday（休暇）、apartment/flat（ア

パート）、elevator/li エレベーター）なども類例と

して挙げておく。次回は辞書における同意語の扱い方

を検証する。


