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(日本で多くの夫が、自分の母親ではないのにな

ぜ妻をママと呼ぶのか興味がある) /  I ’ m
curious about the reason why you clap your
hands at shrines even though you don’t do it at
temples. (寺ではしないのにどうして神社で手

をたたくのか興味がある)

では、練習問題です。「盆栽は手間ひまがか

かるのにどうして外国人に人気があるのか興味

がある」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
 

ガイディングの基になるスピーキングの上達

に役立つポイントを挙げます。今回は「ことわ

ざや格言を使おう」です。昔の人の知恵や深い

考察を凝縮した短い表現で、多くの思いを言い

表すことができます。日本語と英語で意味の共

通するものもあります。中でも２語から４語程

度のものは短くて覚えやすく便利です。

例えば、友人と会って別れ際に「Time flies.」
(時間が立つのは早いね) と言うと、話せて楽し

かった、また会いたいねという気持ちをわずか２

語で表すことができます。他にも、大事な盆栽を

枯らしてしまった人には「Failure teaches suc-
cess.」(失敗は成功のもと：次はきっとうまくい

くよ) と言えます。余計なことを言わない方がい

いと提案する時の「Let sleeping dogs lie.」(寝て

いる犬を起こさないで)、英語が上達しないと悩

んでる人への「Practice makes perfect.」(継続

は力なり)なども、ぜひ覚えて使ってほしい表現

です。

解答例

 

「A Window on English」は今回で終了します

よみうりカルチャーの詳細は www.ync.ne.jp へ
 

「Let me show you Japan」は今回で終了します

Today’s Topic:
 

盆栽

★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）

辞書の話 (83)

 

（2019年３月11日付　読売新聞）
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endured and their continued eorts. The nation
marked the eighth anniversary of the disaster
today. 

Those who lost their parents, children or
siblings must have undergone years in which
their sorrow has never vanished even for a
second. However, treasures have been nur-
tured in the meantime. At Tagajo High
School in Miyagi Prefecture, 33 students in
the inaugural class of its disaster science de-
partment graduated and departed for a new
stage this spring. On the day when the nation
was hit by a dire calamity, children who were
only 10 years old at that time have grown up
and now intend to pursue a path of confront-
ing the forces of nature. How many lives will
they save in the future?

Just those intentions, filled with a sense of re-
sponsibility and warmth, deserve praise.

を亡くし、きょうだいを亡くした人はたとえ一

秒でも悲しみが胸を離れない歳月だったろう。

その間にもしかし、宝がそだっている。宮城県

の多賀城高校では今春、災害科学科の１期生33

人が卒業し、新たな舞台へと飛び立った。痛切

な不幸に襲われたあの日、10歳でしかなかった

子供たちが成長し、自然の猛威に立ち向かう道

を進むという。この先どれほどたくさんの命を

救うことだろう◆使命感と温かさに包まれるそ

の気持ちだけでも、ほめられるに値する。

「小さな大自然」とも称される盆栽は、日本人の美意識が凝縮された芸術作品と言っても

過言ではありません。外国人の盆栽ファンも増える中、その魅力を英語でどう伝えれば良い

のか考えてみましょう。最後の質問の解答例は、解説の下にあります (1)。

Beth: Bonsai are impressive. They’re small but look old. Are they unique to Japan?
Aiko: They’re said to have been introduced from China about 1,000 years ago. In Japan, they

have developed into an art which creates miniature natural scenery with artificially
dwarfed potted trees.

B: How do you keep them small?
A: I hear we need to repot them in fresh soil and cut their roots regularly to restrain their

growth. Bonsai require a lot of time and labor.
B: I love the beautifully curving trunks and branches of bonsai trees. Do you know how to

make such lovely shapes?
A: By trimming, pruning and wiring. Wiring is oen done to encourage the tree to grow in a

certain direction. A bonsai bending and growing downward represents a tree on a steep
cli. This type is usually planted in a tall pot which stands for a cli. Shapes and colors of
pots mean the environment the tree lives in. I prefer an upright style because I feel like
I’m in front of a huge tree in nature.

B: I’m curious about the reason why you try to make natural scenery in gardens and pots
even though Japan is rich in nature.

A: That’s the reason. We are surrounded by nature, so we want to bring it closer to our
everyday lives
to feel
comfortable.

B: I see. By the
way, what kind
of tree is used
for bonsai?

Yomiuri Shimbun file photo

Bonsai pots
displayed at a
prefectural hall in
Matsue

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
 

「盆栽」(bonsai) は、「人工的に小さくした

鉢植えの木」(artificially dwarfed potted tree)
で「ミニチュアの自然の光景」(miniature nat-
ural scenery) を作り出す芸術です。よく使われ

る木は「松」(pine tree) や「楓」(maple tree)、
「梅」(plum tree) などです。木の成長を「抑え

る」(restrain) ために「定期的に」(regularly)
「新鮮な土」(fresh soil) に「植え替え」(repot)
たり、「根を切ったり」(cut roots) します。美

しい形を作るための「剪定」(trimming / prun-
ing) や、「自分が望む方向」(directions you
want) に伸ばすために「幹や枝」(trunks and
branches) に「針金を巻いて」(wire) 形をつける

技術も必要です。

鉢の色や形も盆栽の重要な要素です。例えば

「下向きに伸びる」(grow downward) 盆栽に

は、「険しい崖」(steep cli) を「表す」(rep-
resent / stand for) 「深い鉢」(tall pot) が使わ

れます。また、緑の鉢は「草原」(field)、青い

鉢は「海辺」(seaside) など、環境を表します。
 

Templates for Speaking
 

今回のテンプレート（型）は、「I’m curious
about the reason why A even though B」(Ｂな

のにＡである理由に興味がある)です。例）I’m
curious about the reason why Japanese people
celebrate Christmas even though most of them
are not Christians. (日本人のほとんどがキリス

ト教徒でないのにクリスマスを祝う理由に興味

がある) / I’m curious about the reason why
many husbands call their wives mom in Japan
even though the wives aren’t their mothers.

　東京湾や隅田川でよく見かける屋形船

は、日本人にも外国人にもぜひ体験してほ

しいものの一つです。花見や花火大会、忘

年会などの季節行事だけでなく、一年を通

して色々な機会に利用できる快適な水上レ

ストランとも言えるでしょう。料金は１万

円前後のところが多いようです。電話やイ

ンターネットで予約できます。

　船内は、テーブルと椅子の洋式から和風

の掘りごたつ式まで様々で、トイレが完備

されています。ほとんど揺れもなく、水の

上にいることを忘れるくらいです。船窓を

流れる東京の街並みを眺めながらの昼の

コースも、夜景を堪能できる夜のコース

も、それぞれに趣があって楽しめます。

look old:  古く見える

a lot of time and labor:  手間ひま

curve / bend:  曲がる

be rich in nature:  自然が豊かである

bring ... closer:  （～を）身近に持ってくる

1. Do you have a bonsai tree?
2. What do you do to feel nature closer?

(1) Pine trees and maple trees are oen used.
(2) I’m curious about the reason why bonsai are
popular among foreigners even though they
need a lot of time and labor.

「春眠の枕にならぬ電子辞書」。川柳のサイトで見つけた秀句

だ。便利な電子辞書にも確かに欠点はある。紙の辞書は使わなく

ても枕代わりにはなるが、電子辞書は小さすぎて役に立たない！

語義からコロケーション、例文、成句、派生語、コラムに至る

まで、情報を一度に俯
ふ

瞰
かん

できる紙辞書の方が断然勉強になる。で

も、電子辞書はいくつかの辞典をまとめて検索できたりするし、

何といっても小さいので、学生が教室に持参するのは電子辞書で

も仕方ないか…と諦めかけていたら、現実はそんな私のこだわり

などとっくに追い越していた。電子辞書どころか「辞書引けと言

われても頼るグーグルに」、「辞書要らずスマホひとつで用足り

る」、さらには「意味調べ辞書引かずに SIRI に聞く」ところま

で来ている。

辞書の行く末が案じられるが、しかし媒体は移り変わっても、

そこに盛り込むコンテンツ作りは必要だ。私は最近出した「コア

レックス英和辞典　第３版」の前書きをこんな決意で締めくくっ

た。「私たちは今後も英語学習者の『こんな辞書がほしい』とい

う願いにお応えできるよう、進化し続けていきたいと思う」

■　■　■

行く末といえば、英語の将来についてご質問をいただくこと

がある。ライバルを次々と蹴
け

落とし、世界語選手権大会の究極

の勝者となったかに見える英語。もうここまで来ると、その地

位が近い将来、他の言語に取って代わられる事態はちょっと想

像できない。だが思わぬ伏兵がいた。それは翻訳機だ。真に実

用に足る自動翻訳機が出来たら、わざわざ外国語を学ばなくて

よくなる。もっとも、それが出来たとしても、機械越しの I
love you. で気持ちが伝わるのかどうか。

I love you. で思い出したが、先日ネットで偶然、肩を寄せ

合っている素
す

敵
てき

な老夫婦の画像に出会った。粋なせりふが添え

られている。“Have I ever told you that I love you?” “No.”
“Well, I do.” “I know.”（「きみのこと愛してると言ったこと

があったかな」「ないですよ」「それじゃ、愛してるよ」「分

かってますよ」）。私自身、授業で「思いをきちんと言葉で伝

えよう。言葉の力を信じよう」と説くが、それは英語が物事を

はっきり言葉で表現することを要求する言語だからだ。でも当

たり前だが、何語であろうと言わなくても伝わる情はあるはず

だし、空疎な言葉を連ねることの虚しさもある。自己主張の言

語とされる英語でもこんな会話が成立するのだ。英語の「言う

文化」と日本語のような「察する文化」（「言わなきゃ分かん

 

ない」対「言わなくても分かるだろ」）が折り合える可能性は

ありそうだ。

■　■　■

長い旅だった。英語を巡る10年の旅。

“A Window on English” は今回で閉じることになった。The
Japan News の前身である The Daily Yomiuri 時代の「イギリ

ス英語・アメリカ英語」シリーズから通算して123回を数える。

「月１回、Ａ４で２枚程度、テーマは英語に関することなら

何でも」という大雑把な了解でスタートした。５回も書けば責

を果たせるかと考えてお引き受けしたが、気が付くと10年。10

年！何があっても――文字通り何があっても――紙面に穴を開け

るわけにはいかない。自分でもよく続いたと思う。そういえ

ば、辞書に携わって20年、検定教科書の仕事に至っては30年を

超えている。自分は飽き性だと思い込んでいたが、意外にそう

でもないのかもしれない。

締め切りは必ず守るが、そこから掲載日の直前まで、何度も何

度も手を入れさせていただいた。担当を引き継いで下さった４名

の編集者には随分ご迷惑をおかけした。締め切り日を過ぎても音

沙汰のない執筆者よりマシだと考えて下さい、という強引な論理

でご寛
かん

恕
じょ

願った。新幹線の車中、乗り換え便を待つ空港のベン

チ、南の島のデッキチェア…。色々なところで推敲を重ねたが、

その時間は雑務で忙殺される日々の中で貴重な「ホッとタイム」

だった。ある年の冬、ニューヨークから確認の電話をかけたら、

隣国の指導者が亡くなったとかで編集部は慌ただしそうだった。

辞書や教科書の長丁場の仕事と、新鮮さが命の新聞の違いを実感

したことを思い出す。

大学の教師は単純なことを難解に見せることが得意だが、逆

に高度な内容をやさしく伝えるためのいい訓練をさせていただ

いた。英語や専門の内容についてご教示願った諸先生。思わぬ

ところで「読んでいますよ」とお声掛け下さった方々。そし

て、長い間、拙文にお付き合い下さった皆さん。ありがとうご

ざいました。再会。
 

 

 

When reading “Takahashi Korekiyo Jiden”
(Autobiography of Korekiyo Takahashi), a two-
volume work edited by Tsukasa Uetsuka and
published in the Chuko Bunko paperback
series, these words — “praise” and “receive
praise” — stretch through Takahashi’s life
philosophy. 

Among various experiences, Takahashi was
treated like a slave while studying in the United
States, and he was later tasked with rebuilding
Japan’s tattered economy as finance minister.
Beginning in childhood, he was shown aec-
tionately by the wives of feudal retainers. He
wrote that the experience of receiving praise
had helped him through his tough life. 

He must have been good at praising himself
as well. It’s time for the people aected by the
Great East Japan Earthquake to wholeheartedly
praise themselves for the suering they have

　『高橋是清自伝（上・下巻）』（上塚司編、

中公文庫）を読むと、是清の人生観に「ほめ

る」「ほめられる」が横たわっていることがわ

かる◆米国に留学して奴隷の扱いを受けたり、

大蔵大臣になってぼろぼろになった経済の立て

直しを任されたり…。幼い頃から藩士の奥方た

ちにかわいがられ、何かにつけてほめられたこ

とが大変な人生を切り抜けるのに役立ったと書

いている◆自分をほめるのも上手だったにちが

いない。苦しんだ。でも頑張り続けたと、自分

を心底たたえていい頃合いだろう。きょう東日

本大震災から８年を迎えた◆親を亡くし、子供

*ほめる: praise

*ぼろぼろになった経
けい

済
ざい

: tattered economy

*心
しん

底
そこ

: wholeheartedly

The following is a translation of the Henshu Techo column from The Yomiuri Shimbun’s March 11 issue.

Musings は次週から金曜掲載です


