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Today’s Topic

富士山
日本のシンボルとも言える富士山。その美しく気高い姿に魅了されるのは、外国人も
同じです。東京スカイツリーから見える富士山に大喜びの Beth。どんな質問が飛び出す
でしょうか？ 会話の最後に出てくる質問の解答例は、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。

使って「山開き以来、この神社を訪れる人の数

B: I want to climb Mt. Fuji
someday. Is it tough?
A: I think so. It’s usually a two-day
climb. We stay overnight at a
mountain lodge, and go up to
the top the next morning to see
a beautiful sunrise.
B: When is the climbing season?
The Yomiuri Shimbun

Mt. Fuji, with Lake Yamanaka

ら「10合目」(the tenth station / stage) まで区分
されています。車で行けるのは５合目まで。多く
の登山者は「山小屋」(mountain lodge /

が増えている」と言ってみましょう。答えは記
事の最後にあります(2)。

Tips for Guiding
英語で外国人を案内する際に役立つポイント

cottage) に１泊し (stay overnight)、翌朝、「ご
来光」 (sunrise from the top) を拝んで下山し
(climb down) ます。入山料 (mountain fee)
1000円は任意 (voluntary) です。
富士山は古来、「神聖な」 (sacred) 山として
「信仰され」 (be worshipped) 、「浮世絵」
(ukiyo-e / woodblock printing) や文学作品の題

とがなくなってしまう。そんな時は、Speaking
of で言葉を拾って、会話をつなげてみましょ

材にもよく使われた歴史的背景から、2013年に

う。

「世界文化遺産」(World Cultural Heritage) に

を挙げます。今回は「 Speaking of で話題を広
げる」です。実際に外国人を案内してみると、
ガイディング以外の普通の会話の重要性に気が
つきます。でも、時間が経つとだんだん話すこ

例えば、相手が I want to climb Mt. Fuji be-

富士山の頂上 (top / summit) には、富士山本

「Mt.」を受けて、Speaking of mountain, have

宮浅間大社の奥宮があります。また麓には、

you ever been to Mt. Takao? と質問し、東京の

「富士五湖」 (Fuji Five Lakes) 、青木ヶ原「樹

高尾山の話題に変えても良いでしょう。あるい

海」 (sea of trees) 、鳴沢「氷穴」 (ice cave) 、

は「 World Heritage 」を受けて、 Speaking of

「忍野八海」(Springs of Mt. Fuji) など、観光ス

World Heritage, it’s my dream to visit all of
the World Heritage sites in Japan. と自分の夢

ポットが多くあります。

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

of A has been increasing since B」（B 以来、A
の数が増えてきている）です。since の後は、文
でも単語だけでも OK です。例）The number
of tourists from overseas has been increasing
since the yen weakened.（円安になって以来、
外国人旅行者の数が増えてきている）/ The
number of rugby fans has been increasing

How long should a lesson be for
a preschooler? And what kind of
activities do you suggest for a 3year-old?
S.K, new teacher
Kagoshima

を語っても良いですね。話題を少し違う方向に

perience. Sharing a so ﬂeece blanket to cover everyone’s
legs makes it even cozier.
I taught a new preschool class last week, consisting of a
pair of 3-year-old students and one observer. The two
who had attended the class twice previously were already
familiar with our class format and could follow the ﬂow
of the lesson with ease, but the newcomer experienced
culture shock for the ﬁrst 15 minutes.
He just sat in his little seat with his eyes wide open,
watching me and his classmates do all our activities. Fortunately, he did not cry, as he did not feel threatened.
About one-third of the way through the class, he started
to join in and by the end of the class he was smiling and
feeling good about being with us. This was accomplished
with no explanations or instructions on my part.
Thus I encourage you to create a chain of easyto-follow and easy-to do activities, enabling the children
to take their ﬁrst steps on their English journey with
pleasure and comfort.

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

1. Have you ever climbed Mt. Fuji?
2. Do you think Mt. Fuji climbers should pay the
mountain fee?

しれません。自分の得意分野の話題に持ってい
くことも可能です。

解答例

(1) It’s July and August.
(2) The number of visitors to this shrine has
been increasing since the climbing season started.

よみうりカルチャーの詳細は www.ync.ne.jp へ

次回は７月24日に掲載予定です

辞書の話 (51)
… is a means of celebrating the diversity of the English
lexicon, and it should guard against any temptation to
「人という字は、人と人とが支え合ってできている」。
linguistic xenophobia or notions of linguistic purity.”

語の成り立ち⑤

「だから助け合わなければいけない」というお説教とセッ
トになっていることが多い。だが、文字学的には、「人」
の起源は「人が腕を垂らして立っている姿を左から見たと
ころ」が正解なので、漢字を引き合いに出して説教するな
ら、むしろ「人は一人で立っている。だから自立しなさ

If your lessons are well-planned and ﬁlled with interesting activities, I think 45-minute sessions should work
ﬁne. Since preschoolers are taking their ﬁrst steps into
the world of second language acquisition, there are several components worth considering.
Appeal to their senses through sight, sound and touch
to create an easy-to-follow structure they can dip into
without explanations or instructions. This can be accomplished by using colorful posters, ﬂash cards, puzzles
and theme-focused grab bags that draw a response from
the children’s sense of sight and touch. Make use of
songs to reach them through rhythm and rhyme. A
dance is a fun way to end the lesson and guarantee that
everyone leaves the classroom smiling.
The English universe is new to them, so they have an
intrinsic desire to attach a name to things they encounter
in real life, especially the concrete things they come
across during their daily routines. Exposing them to images of fruits and vegetables along with various kinds of
food, zoo and farm animals, clothing, vehicles, and kitchen and bathroom items never fails to fascinate them
and give them the thrill of being able to name things in
English.
Since they also derive pleasure from putting things in
order, teaching them alphabet recognition, how to put
things in ABC order, how to count, the names of colors,
and how to assemble puzzles helps make them feel challenged yet secure in the English world.
Tempo should be established and maintained through
songs, chants, rhymes, dance and lively activities that
keep their attention on the activities at hand and leave no
time for pauses, which invite young minds to wander.
Repetition of concepts and activities triggers recognition, satisfaction and conﬁdence in the classroom. Being
able to predict what will happen gives students a sense of
security and comfort in the English zone.
All children enjoy make-believe. A quiet, peaceful
activity like reading a picture book with everyone seated
on the ﬂoor around the teacher is always an intimate ex-

snow-capped: 雪をかぶった
register: 登録する
memorable: 記憶に残る
active volcano: 活火山
eruption: 噴火

向けることで、会話が弾むきっかけになるかも

テレビドラマの「金八先生」で有名になったフレーズだ。

Opening a new world to preschool
children through sight, sounds, touch

通じなかった和製英語のお話です。数年
前、スペインからやって来た男性３人を秋
葉原にお連れしました。初めての日本に大
興奮のセニョール達。コスプレをして客の
呼び込みをしていた日本人のお兄さんに、
興味津々で尋ねました。
スペイン人： What are you doing?
お兄さん： I’m working.
スペイン人： What’s your job?
お兄さん： Freeter.
スペイン人： What’s a “freeter”?
お兄さん： I don’t know.
フリーターは和製英語。英語では jobhopping-part-time-worker と言います。

★Vocabulary

cause it’s a World Heritage site. と言ったら、

登録されました。

通訳ガイドこぼれ話

的な勝利以来、ラグビーファンが増えている）
では、練習問題です。今回のテンプレートを

Useful Words
標高3776㍍（１万2388㌳）の富士山は１合目か

Beth: Look! Mt. Fuji is so beautiful!
Aiko: We are lucky. It’s not easy to see Mt. Fuji clearly from Tokyo these days. It’s so shy.
B: Is it always covered with snow?
A: Not all year. It’s not snowcapped in summer.
B: How high is it?
A: It’s 3,776 meters. The number of non-Japanese climbers has been increasing since it was
registered as a World Heritage site.
B: Speaking of World Heritage, why is Mt. Fuji a World “Cultural” Heritage site?
A: That’s because it’s a sacred mountain, and it has inﬂuenced our culture like literature and
ukiyo-e woodblock printing.
B: Is it true that there is a post oice on the top?
A: It’s true, but only in summer. We can send postcards to our friends from the top of Mt.
Fuji. There are vending machines and a shrine, too.
B: Why a shrine?
A: Actually the top of Mt. Fuji belongs to Sengen Shrine. You can hold a wedding ceremony at
the shrine. Are you interested in it?
B: Yeah, it must be memorable. By the way, is Mt. Fuji an active volcano?
A: Yes, it’s one of the 110 active volcanoes in Japan. But the last eruption was in 1707.

since the historic victory of Japan.（日本の歴史

い」と言うべきだ。
「日本語では“教育”と言いますが、英語の educate
は本来、“能力を引き出す”という意味です」。これも教
まくら ことば

育談義でしばしば用いられる 枕 詞 だ。大概「だから日本
の教育も変わらなければならない」という展開になる。
「教え育む」やり方と「能力を引き出す」方式の優劣を論
ずることもせず、当然のことのように欧米に範を求める類
の説法には鼻白む。
そもそも、文字や単語の由来が常にその言葉の本質であ
るとは限らない。それらを作った当時の人たちは物事の
「あるべき姿」を見抜く知恵を持っていた、とでもいうの
だろうか。仮にそうだとしても、「あるべき姿」は絶対的

ご

い

けん でん

（語源情報は英語の語彙の多様性を喧伝する手段であり、
[他言語に依存してきた過去を示すことで] 外国語排斥論
や言語純粋論の誘惑に対する盾となってくれるはずだ）。
■

■

■

実は、辞書の語源情報は学習者にこそ有益だ。

“Ending deforestation is our best chance to preserve
biodiversity and defend the rights of forest communities. On top of that, it’s one of the quickest and most
cost eective ways to curb global warming. We’re campaigning for a deforestation-free future.” 環境保護団体
Greenpeace のホームページからの引用だが、この文章を
理解するために、含まれている単語をあらかじめ全部知っ
ている必要はない。
長い単語はたいていいくつかのパーツに分解できるが、
ベースとなる単語に付ける部品を知っていれば、全体の意味
を計算することが可能だ。例えば、 deforestation は「 de（分離、除去）＋ FOREST（森）＋ -ation（名詞語尾）＝

森林伐採」、 biodiversity は「 bio- （生命、生物）＋
DIVERSE （多様な）＋ -ity（名詞語尾）＝生物多様性」と
をたどることは興味をそそるが、用心しないと、それに引
いった具合だ。deforestation-free も、名詞に付けて「～が
きずられて「今」を読み誤ってしまう。
ない」という意味の形容詞を作る -free の使い方（例：duty■ ■ ■
free 非課税の、additive-free 無添加の）に慣れていれば、
ではなく、時代とともに変わりうるものだ。言葉のルーツ

語源は辞書にとっての必須項目ではない。単語の歴史を

記録する Oxford English Dictionary のような辞書を別に
すれば、語源情報はあっても１行程度か、学習英英辞典の
ように、一切載せていないものも多い。辞書の作り手に
は、語源を知りたいというニーズがそれほどあるとは思え
ないからだ。
もちろん、言葉の歴史にロマンを感じる「語源マニ
へん さん

ア」は存在する。辞書編纂家の S. I. Landau が言うよう
に、“The people who think they love etymology regard

意味は難なく分かる。
第48回でお話ししたように、英語はラテン語やギリシャ
語から大量の単語を取り入れているが、前後に付ける部品
もそれらの言語が供給源となっている（de-、-ation、-ity
はラテン語、bio- はギリシャ語）。
このような「語形成」つまり「語がどんなパーツででき
ているのか」という意味での語源なら、その知識は学習者
にとって大いに役に立つ。主だった部品を知ることによっ

て語彙を効率的に習得できるし（例：defrost 霜取りをす
etymology as stories —interesting stories — about word
る、bioterrorism 生物テロ）、初めて出会った単語の意味
histories.”（語源好きを自任する人たちは、語源を単語
の歴史にまつわる物語――しかも面白い物語――だと考え
ている）。
辞書の語源欄は、好事家が「物語」として楽しむために
はよいが、一般の人にとっては無用の長物どころか、現代
の言葉を解釈する際に語源的意味を由緒正しいものだと誤

The next installment will appear on July 24.

解させる元凶だとも言える。だが、英語学者 H. Jackson
は「効能あり」としている。“Etymological information

を推測することも可能になるからだ。語源欄にはその種の
情報も載っているので、利用しない手はない。

次回は７月24日に掲載予定です

