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対面リーディング通信 2017年
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警報発令時の休館について

当館では台風などにより気象警報が出た場合、以下の通り館内サービスを休止いたします。

大阪府下（一部でも）に気象警報が発令された場合、館内サービスは次の通り休止する。

①午前７時に警報が出ている場合＝午後１時まで休止

②午前１０時に警報が出ている場合＝午後１時以降休止

③午前１０時以降に警報が出た場合はその時点で休止

④その他、館長が危険と判断した場合は休館することがある

職員は可能な限り出勤し、連絡等の対応をいたしますが、交通機関への影響などにより

充分な対応ができなくなる事態も考えられます。

台風などの際は最新の気象情報、交通情報等にご注意ください。

８月11日（金）～17日（木）は対面サービスはお休みです

当館の夏期休暇に伴い、８月11日（金）から17日（木）まで対面リーディングサービ

スもお休みとなります。

上記以外は通常通りとなりますが、例年８月はいろいろな行事や旅行、ご家族の帰省な

どでボランティア活動ができないというご連絡を多く頂いています。

この時期、いつも以上に職員からの依頼の連絡が入るかと思いますが、もしご都合が合

う日がありましたら月に２回、３回と活動して頂けると助かります。

ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

今月号の主な内容

お知らせ １

対面リーディングと私 対面リーディングと私 島 美緒 ２

寄り道・回り道 イタリア料理 ＯＰＩＵＭ 木村 謹治 ３

誌上勉強会 アクセントとイントネーション 木村 謹治 ４

情報発信 読めそうで読めない漢字（その２） 望月 明 ８
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対面リーディングと私

対面リーディングと私

対面リーディングボランティア 島 美緒
し ま み お

皆さま、はじめまして。対面朗読を始めた

のは2013年６月からですが、仕事の合間に

依頼をお引き受けしているので回数も少なく、

新参者という感覚が抜けないままに読ませて

いただいています。

ライトハウスとの縁は2009年秋に、録音

図書の基礎講習会を受講した事が始まりです。

１年間学んでいよいよ実践という時に、仕事

の関係で資格取得のために１年間ボランティ

ア活動は休止。結局、下読みや調査に時間が

かかる録音図書と仕事の両立は私にはハード

ルが高く、紆余曲折の末、対面朗読を始める

ことになりました。

実際に始めてみてありがたいのは、利用者

の方が目の前にいることです。図書や週刊誌

の自宅録音はパソコンを前にする孤独な作業

で、校正で不備を指摘されて自己嫌悪に陥る

こともあり、正直なかなか「楽しさ」を実感

できなかったのです。けれども、対面は利用

者の方と実際にお会いして雑談もできるし、

朗読を目の前で聴いていただけるので大変励

みになります。また利用者の方がパソコンや

プレクストークのハンディタイプを駆使され

ているのを目の当たりにしたり、高い記憶力

や豊富な知識に驚かされたりと、教えていた

だくことが多々あります。

ただ録音と異なり、自分の読みが聴き返せ

ず、校正が入るわけでもないので、利用者の

方に満足していただける読みができているか

どうかが不安でもあります。自己満足に陥ら

ないように読む練習を怠らないようにしたい

と考えています。

※文中のプレクストークとは、録音図書の再

生機器の名称です。

『対面リーディングと私』は「日本ライトハウスの対面リーディングに来て下さって

いるボランティアさんの紹介」を目的としたコーナーです。

記事では、ボランティア活動をして下さっている皆様を順にご紹介いたします。ご自

身で文章を書いていただく形式、職員がインタビューをさせていただく形式などを考

えています。

皆様のもとへ職員が原稿依頼に参りますので、ぜひご協力のほど、よろしくお願いい

たします。

もちろん、職員が伺う前に原稿をお寄せいただくのも大歓迎です。

引き続きよろしくお願いいたします。
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寄り道・回り道 レポーター：木村 謹治
き む ら き ん じ

イタリア料理 OPIUM
オ ピ ュ ー ム

【所在地】 大阪市西区靭本町1-7-14
【電話番号】 06-6447-1044
【行き方】 地下鉄四つ橋線または中央線/本町駅25番出口より徒歩約５分
【営業時間】 ランチ：11:30～14:30(L.O.) ／ ディナー : 18:00～21:00(L.O.)
【休館日】 月曜日
【URL】 http://www.opium-rest.com/index.html

本館を大同生命側へ渡って南へ向かいます。

右手に靱公園が見えてきたら、頭上の看板に

注意。関西アーバン銀行の手前を左に曲がっ

てすぐ左側にあります。店自体は四ツ橋筋に

は面しておらず、ほんの少し東に入っただけ

で本当に静かです。

内装は古い柱時計

や、ワインボトルを

あ し ら っ た 照 明 な

ど、オーナーが収集

したアンティークや

調度品が紡ぎ出す 瀟
しよう

洒な空間は、優美な
しや

時間へ誘います。

店名のOPIUMとは

「アヘン」という意味。一度足を運んで頂い

たお客様に、『“癖”になって再度ご来店し

て頂きたい』という願いが込められた通り、

32年間ゆっくりとした時を刻み続ける落ち

着いた雰囲気の店です。

この店の特徴は、素材の味を大切にするイ

タリア料理。旬の野菜はイタリア、日本全国

から厳選され、トマトは青森のトマト専用農

場から届き、西洋野菜は四国今治から。その

こだわりは鮮魚や肉に至るまで。また、イタ

リア全土から選び抜かれたワインは、イタリ

アソムリエ協会認定ソムリエが料理に合わせ、

ワイン選びをサポートしてくれます。

ランチは「PRANZO A」950円～「PR

ANZO D」2,400円までと、シェフおまか

せコース3,000円の中から選びます。

僕が注文したのは「PRANZO B」1,200

円。「・プロシュートコットと野菜のインサ

ラータ ・PRIMO PIATTO 本日のパスタ

料理（日替わりです） ・DOLCE デザー

ト ≪3種類から選ぶ≫ ・エスプレッソor

カプチーノ or コーヒー or 紅茶」です。

プロシュートコットとはイタリア語で「プ

ロシュート」はハム、「コット」は加熱を意

味します。要はゆでて仕上げる自家製ハム。

ちなみに生ハムは「プロシュート・クルー

ド」と呼びます。インサラータはサラダの事

です。私たちがイメージするサラダとそうは

違いません。

レタスとハムをめくってみると、中にはか

ぼちゃや蓮根、プチトマトなどなど、彩り野

菜が入ってました。いろんな食感が楽しめて、

目にも鮮やかで、バルサミコ酢がアクセント

になってます。

パスタは日替

わりで、名前を

聞いたのですが

失念してしまい

ました。

ガーリックと

オリーブオイル

の香り、絶妙な

ゆで加減とで美味しく頂きました。

もし行かれる場合は2階フロアのさらに５

～６段上がった所にある窓際の席がお勧めで

す。靱公園がちらっと見渡せ、ちょこっと高

い席から、イタリアを思わせる2階フロア全

体を見渡す事ができます。

この次は、ディナーにも行ってみたいです。
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誌上勉強会 木村 謹治
き む ら き ん じ

対面リーディングの実際 ２２

－ アクセントとイントネーション －

アクセントと並んで、よく耳にする言葉に、

イントネーションがあります。

この、アクセントとイントネーションの違

いは何でしょうか？

「一緒じゃないの？」なんて、言われてし

まいそうですが、実は違いがあります。

ＮＨＫ放送文化研究所のホームページの

「ことばの研究」欄に以下の記事が載ってい

ました。

『視聴者の皆さんから時々来る苦情に「ア

ナウンサーのイントネーションがおかしい」

という内容があります。よく話を聞くと単語

のアクセントがおかしいのではないかという

こともあります。

専門的には、単語レベルの音の高低をアク

セントといい、文章全体の高低の調子をイン

トネーションといって、同じ音の高低を分け

ています。

イントネーションについてはまだわからな

いことが多く、時代による変化についても解

明は進んでいません。しかし、日常生活で私

たちは、このイントネーション（抑揚）を実

に上手に使い分けています。』

ウィキペディアで「イントネーション」の

説明の中に「単語ごとに決められた音の高低

の違いは高低アクセントもしくは声調であり、

イントネーションとは区別されている。例え

ば「東京弁と大阪弁では“橋”と“箸”の高

低の発音が逆である」というのはアクセント

の違いであり、イントネーションの違いでは

ない。」との事です。

英語はご存知の

ように強弱アクセ

ントです。desert

（砂漠）は頭を強

く発音し、dessert

（デザート）は後ろの方を強く発音するとい

ったように。

音声学の用語で、「単語を区別する」もの

をアクセントと言います。大多数の日本人は

このとき「強く発音すること＝アクセント」

と理解しています。英語は「強弱アクセン

ト」の言語なので、これはこれで問題はあり

ません。

一方、「日本語のアクセント」という言葉

を聞いて、混乱する人は少なくありません。

「箸と橋はアクセントが違いますね」という

言葉を聞いて「え？それってイントネーショ

ンでしょ？」と思うようです。「アクセント

は音の強さで、音程の違いはイントネーショ

ンでしょ？」ということですね。

しかし、日本語のアクセントは高低アクセ

ントになります。では、「イントネーション

って何？」となります。

音声学で使っている「アクセント」という

言葉の定義は「単語を区別するもの」です。

英語のように「強弱アクセント」の言語も、

日本語のように「高低アクセント」の言語も

あります。

では「イントネーション」とは何でしょう。

「単語レベルを超えた文などの全体に現れる

音調で、話し手の聞き手に向けた態度表明の

役割を持つもの」です。

「そうでしょう」と語尾を下降させると、
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「推量」。語尾を緩やかに上昇させると、

「確認」。

「しょ」から急激にかなり高く発音すると

「非難」になったりします。

さて、次の文章はどのように解釈されるで

しょうか？

「黒い目のかわいい女の子」

区切り方とイントネーションでさまざまな

意味になります。

順不同で並べると

- 目が黒く、顔がかわいい、少女
- 黒い目がかわいい（顔はわからない）少女
- 肌が黒く、目がかわいい少女
- 肌が黒く、目がかわいい女が生んだ子供
- 目が黒く、顔がかわいい女が生んだ子供
- 黒い目がかわいい（顔はわからない）女が
生んだ子供

などとなりそうです。

イントネーション以外にも区切が大事にな

ってきますね。

区切り方、音の高低や、強く発音すること

などで、意味の違いを伝わるよう、上記の文

章を意識しながら口ずさんで下さい。

またまた余談ですが、僕は旅行が好きで、

よく外国にも出かけます。日本人がほとんど

行かない片田舎に出かけたり、個人のお宅に

泊めてもらったり。

そんな話をしている

と、英語が得意ですかと

聞かれる事があります。

残念ながら、片言の英語

しかしゃべれません。

最近は日本を訪れる外

国人が増えています。街

で道を尋ねられたらどう

します？ しかも英語でです。すらすら答え

られますか。英語が苦手だという人が大多数

だと思います。

外国人は皆、英語をしゃべれると思うのは

大間違いです。私たちと同じように普段使っ

ている言語以外はしゃべれない人がほとんど

です。

同じように共通語のアクセントで話せば間

違いなく通じるというのも大変な誤解です。

関西と関東のアクセントの違う単語の代表

的な「橋・箸・端」で話を進めます。

関東では「橋」と「端」は低高、「箸」は

高低ですが関西では「橋」は高低、「箸」は

低高、「端」は高高となります。

例えば『はしが流された』。こんな一文で

は「キャンプへ行って川で食器を洗っていた

ら、あやまって箸を流してしまった」なのか

「大雨で川が増水して橋が流された」のか分

かりません。

また、『はしを歩いていて川に落ちた』で

はどうでしょう。「沈下橋のような欄干のな

い橋を歩いていて、あやまって川に落ちた」

のか「土手の端に寄りすぎて、川に落ちてし

まった」のか分からないですね。

さらに文章が短くなって、単に『はしから

落ちた』となれば、上記の状況以外に「豆を

つまんでいたら、つるっと滑って箸から落ち

た」のか分かりません。

このように、短い文章ではアクセントが重

要になってきます。

しかしながら、「橋・箸・端」は関西と関

東では違っています。アクセント辞典通り読

めば、関西人にとって誤解を与えることにな

りかねません。

地方の人には、その地方のアクセントで話

すのが１番理解されやすいのではないでしょ

うか。

ただ、日本では地域性がだんだん薄れて来

たのも確かです。

月曜日から金曜日までの毎日、12時半か

ら倉本聰の「やすらぎの郷」が放送されてい

ますが、見ていますか?

ホームページには「同時代の大人たちに贈

る全く新しいカタチの帯ドラマが幕を開け

る」と書かれています。

物語が進んで、

ある日「こいのさ

しみ」と言う言葉

が流れてきまし

た。実はこの時間

は、ながら族で、新聞を読みながらであった

り、ご飯を食べながらであったりと、何かし
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ながら見ていることが多いです。

ところが、「こいのさしみ」と聞き慣れな

い言葉が飛び込んで来たのです。画像を見る

と「刺身」を食べているシーンです。「鯉の

洗い」の事かな？ でも、アクセントが違い

ます。「恋のさしみ？」アクセントが「低

高」でしゃべっています。大阪育ちの僕にと

って「鯉」なら「低高」のはずです。

そして、何日かたって、また「こいのさし

み」なる言葉がささやかれています。気にな

ってネットを検索してみると、野際陽子さん

扮する井深凉子のペンネームで「濃野佐志
ふん い ぶ か りょうこ

美」と書くそうです。

ドラマの中では、関東弁・共通語のアクセ

ントでしゃべっています。ほとんどの言葉は、

何の問題もなく通じます。また、映像も同時

に見ているので、多少、アクセントが大阪と

は違っていても意味は通じます。

しかし「こいのさしみ」のような、聞き慣

れない言葉が出てくると、映像から類推した

り、アクセントなどから意味を探しだそうと

します。大阪で育った人は大阪弁、広島で育

った人は広島弁で判断してしまいます。

日本語のアクセントを大胆に分別すると、

京阪式アクセントと東京式アクセントとそれ

以外に分けられます。実際にはもっと細かく

分類されますが。

京阪式およびその変種アクセントは、概ね

北陸地方・近畿地方・四国地方を結ぶやや傾

いた南北の帯状に分布し、東京式によってそ

の東西を挟まれています。

東京式アクセントとは、必ずしも東京と同

じアクセントという意味ではなく、地域によ

る多少の違いがあり、内輪東京式、中輪東京

式、外輪東京式の３タイプに分けることがで

きます。このうち内輪東京式が近畿・四国に

近い地域に分布し、その外側に中輪東京式が、

さらに外側に外輪東京式が分布している。大

まかに言って、内輪式は愛知県西部・岐阜

県・奈良県南部・近畿北西部・岡山県に分布

し、中輪式は関東西部・甲信や中国地方大半、

外輪式は新潟県や静岡県西部・愛知県東部、

九州北東部に分布する。また、北海道・東北

北部から新潟県北部にかけてや島根県東部に

は、北奥羽式と呼ばれる外輪東京式の変種ア

クセントが分布しており、このほか福岡県筑

前などに様々な変種アクセントがあるそうで

す。（下図：ウィキペディア・東京式アクセントより）

標準語には、「平板型」というアクセント

の形があります。「鼻」「林」「机」「友達」

「にわとり」「ピアノ」・・・と、ごく普通

に存在するアクセントですが、実は、標準語

アクセントの規則では、平板型は、平板には

発音しません。

それは、標準語には「単語の一音目が高い

ときは、二音目が低く、一音目が低いときは、

二音目が高く続く」という、大原則があるた

めです。

「鼻」なら「低高」、「林」なら「低高

高」「友達」「にわとり」は、「低高高高」と

発音します。

でも、関西弁は、全く違うアクセント体系

に属するんです。で、「平板型アクセント」

は、全く、平板に発音します。「にわとり」

なら、「高高高高」になります。

Yahoo!知恵袋によると、広島では
- ピアノ→「ア」を強調
- 花子（人名）→「ナ」を強調、
- 先生→2番目の「セ」を強調

と真ん中の文字を強調して言う事がわりとあ

ります。若い子はそこまで真ん中を強調しな

い事もあります。と。

広島は中輪東京式アクセントの地域に当た

りますが、東京都は違ったアクセントのよう

ですね。

その他、私の地域では「ピアノ」も「こと

り」も「さくら」も全て平板アクセントです
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と、回答する方もおられました。。

当たり前のことですが、単語のアクセント

に「正しい」も「正しくない」もありません。

日本の全ての地域が同じアクセントで統一さ

れているのではなく、地域ごとに異なるアク

セントを使用しているのです。

アナウンサーになりたいのであれば話は別

ですが、そうでなければ語尾上げでも語尾下

げでも問題ありません。

また、旅の話になりますが、フランスのブ

ルターニュ地方やイギリスのウエールズを旅

した時のことです。車で走っていると道路案

内標識がいきなり目的地名が消えて、見慣れ

ぬ言葉に変わることがあります。ゲール語で

ケルトの言葉です。ヨーロッパにはケルトの

末裔が住んでいる地域は沢山あります。

イタリア人に言わせるとイタリアという国

はない、ベネツィアであり、ポローニャであ

り、フィレンツェ、ジェノバ、…であると。

ヨーロッパでは自らの文化と言うかアイデ

ンティティを大切にする風習があります。

随分以前の日本では方言は恥ずかしいもの、

標準語に直すべきものと映っていたのですが、

今では、地域の文化や言葉を見直される流れ

が出てきました。

一方で、若者語という新しいジャンルの言

葉も増え、アクセントも平板になったりと、

複雑になってきました。

でも、安心して下さい。アクセントの違い

で違和感を感じても、通じないことはごく稀

です。アクセント辞典は1つの基準を表示し

ているものであり、それから外れているから

と言って間違っているものではありません。

色んな方言があり、訛りがある。これが言

葉の面白さであると思います。

最後に、『おもしろ会話』で締めくくりで

す。実際にはどう発音しても文章が意図して

いる意味には受け取られませんが、そこはご

愛敬。

大学生「私が恩赦を受けた理由は・・・」

面接官「えっ」

大学生「えっ」

面接官「悪いことでもしたん

ですか」

大学生「いえ、特に」

面接官「じゃあどうして恩赦を受けたんです

か」

大学生「社員の方に轢かれたからです」
ひ

面接官「えっ」

大学生「えっ」

面接官「何ていう社員に轢かれたんですか」

大学生「説明会でお会いした方すべてです」

面接官「えっ」

大学生「えっ」

面接官「大丈夫ですか」

大学生「はい。体力には自信があります」

面接官「そうなんだ、すごい」

大学生「事故紹介させていただきますと…」

面接官「まだあるんですか」

大学生「たくさんあります」

面接官「えっ」

大学生「死亡理由の方がいいですか」

面接官「死亡してるんですか」

大学生「はい」

面接官「なに、それこわい」

大学生「えっ」

面接官「いつから死亡してるんですか」

大学生「実は社員の方に轢かれる前から死亡

していましたが、社員の方に轢かれ

て、更に死亡度が高まりました。」

面接官「なに、それもこわい」

大学生「えっ」

この文章を書くに当たり下記を参考にしま

した。ありがとうございました

- ウィキペディア
- ＮＨＫ放送文化研究所「ことばの研究」
- 国立国語研究所
- 赤門会日本語学校「アクセントとイントネーション」

『対面リーディングの実際 １７』にもアクセントを記載しています。併せて御覧下さい。

意見、提案、批判、何でも構いません。お伝え頂ければ嬉しいです。
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情報発信

読めそうで読めない漢字 その２

対面リーディング・ボランティア 望月 明
もち づき あきら

以下の内容は、2017年６月号に掲載しま

した加納喜光著「読めそうで読めない漢字2

000」からの抜粋・要約した記事の続き

（その２）です。

■百姓読み【漢字の偏(へん)や旁(つくり)か

ら勝手に推量して読むこと。‘百姓読み

(慣用読みとも）’という言葉は辞書に掲

載されている】以下、太字が百姓読み。

・弛緩 しかん、ちかん。ゆるむこと。

・垂涎 すいぜん、すいせん、すいえん。

よだれを垂らすほど欲しいと思う

こと。

・貼付 ちょうふ、てんぷ。

糊などで貼り付けること。

・憧憬 しょうけい、どうけい。

あこがれること。

・直截 ちょくせつ、ちょくさい。

手っ取り早いこと。

・洗滌 せんでき、せんじょう。

洗いすすぐこと。

■熟字読み【「夫婦」を「めおと」と読むよ

うに、一字一字の読みに戻すことが出来

ない読み方を熟字訓という】

雑魚－ざこ、独楽－こま、

松明－たいまつ、灰汁－あく、

裸足－はだし、抽斗－ひきだし、

気質－かたぎ、玄人－くろうと、

固唾－かたず、自棄－やけ、

科白－せりふ、胡坐－あぐら、

山車－だし、私語－ささやき、

五月雨－さみだれ

■濁り読み【‘洪水’は濁るが、‘香水’は

濁らないなど】

・軍配 ぐんばい。

「ぐんぱい」とは読まない。

・相好 そうごう。

「そうこう」とは読まない。

・寸胴 ずんどう。

「すんどう」とは読まない。

・平生 へいぜい。

「へいせい」とは読まない。

■2つ以上の訓読み【「初」には、「はじめ」

の他に、「初な－うぶな」「出初式－でぞ

めしき」「初鰹－はつがつお」「初産－う

いざん」などの読みがある】

・暇 ひま、いとま

・被 損失を被(こうむ)る、頬被(かぶ)り

・端 端(はな)から相手にしない、口の端

(は)にのぼる

・強 強(したた)か、手強(てごわ)い

・愛 愛(いと)おしい、愛(め)でる、愛(ま

な)弟子

・傍 私の傍(そばﾞ)に、自分の傍(かた

わ)ら、傍(はた)から見る、

傍(おか)目八目

・惚 自惚れ(うぬぼれ)、惚(とぼ)ける、

遊び惚(ほう)ける、寝惚(ねぼ)ける、

惚気(のろけ)る

・眩 眩(まぶ)しい、眩(まばゆ)い、

目眩(めくるめ)く

・怯 怯(おび)える、怯(ひる)まない

・萎 萎(な)える、腹が萎(しぼ)む、

萎(しな)びて

・騙 騙(だま)す、騙(かた)る

・貶 貶(けな)す、貶(おとし)める
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・燻 燻(くすぶ)る、燻(いぶ)し銀、

燻(くゆ)らす

・澱 澱(よど)み、澱(おり)

■二通りの読み

・一途 一途(いちず)に勉強、

混迷の一途(いっと)

・一見 百聞は一見(いっけん)にしかず、

一見(いちげん)の客

・追従 追従(ついじゅう)型の外交、

追従(ついしょう)した笑い

・手練 手練(しゅれん)の技、

手練手管(てれんてくだ)

・強力 富士山の強力(ごうりき)、

強力粉(きょうりきこ)

・一端 一端(いったん)を担う、

一端(いっぱし)の専門家

・甲高 甲高(かんだか)い声、

甲高(こうだか)

・開眼 開眼(かいげん)供養、

開眼(かいがん)手術

・物心 物心(ものごころ)がつく、

物心(ぶっしん)両面

・希有 稀有(けう)な出来事、

希有(きゆう)元素

・文言 捏造された文言(もんごん)、

文言(ぶんげん)文―文語体のこと

・見栄 見栄(みえ)を張る、

美しい見栄え(みばえ)

・入魂 入魂(にゅうこん)の一作、

入魂(じっこん)の間柄

・真面目 真面目(しんめんもく)、

真面目(まじめ)

■二次熟語の引っくり返し

・食餌 食餌(しょくじ)、餌食(えじき)

・多数 多数(たすう)、数多(あまた)

・凹凸 凹凸(おうとつ)、凸凹(でこぼこ)

・隙間 隙間(すきま)、間隙(かんげき)

・誕生 誕生(たんじょう)、生誕(せいたん)

・律呂 律呂(りつりょ)、呂律(ろれつ)

・土産 土産(みやげ)、産土(うぶすな)

・産後 産後(さんご)、後産(あとざん)

・空虚 空虚(くうきょ)、虚空(こくう)

・星図 星図(せいず)、図星(ずぼし)

・短気 短気(たんき)、気短(きみじか)

・家出 家出(いえで)、出家(しゅっけ)

・敬愛 敬愛(けいあい)、愛敬(あいきょう)

・悪性 悪性(あくせい)、性悪(しょうわる)

・根性 根性(こんじょう)、性根(しょうね)

・立脚 立脚(りっきゃく)、脚立(きゃたつ)

・子息 子息(しそく)、息子(むすこ)

■意外な訓読み 知らないと推測読みも難し

い

・使い熟す つかいこなす

・選り好み よりごのみ／えりごのみ

・生き存える いきながらえる

・礼節を弁えない わきまえない

・弛まざる たゆまざる

・髪を梳く すく、髪を梳る くしけずる

・矯めつ眇めつ ためつすがめつ

・頁を捲る めくる

■形の紛らわしい漢字

・「柿(こけら)落とし」と「柿(かき)渋」

「こけら」は「市」の縦棒を一画で書く。

従って、「こけら」は８画、「かき」は９

画となる。

・「崇（あが）める」と「祟（たた）る」

「崇める」は山と宗、「祟る」は出と示。

・「堪え（こらえ）切れない」と「湛（た

た）える」

「堪え切れない」の「堪え」は土偏、「湛

える」はさんずい。

・「佇まい（たたずまい）」と「侘住い（わ

びずまい）」

旁（つくり）が違う。

■変わり訓読み

・一句を認める したためる

・寄って集って よってたかって

・頭を過った よぎった

・…と思しき おぼしき

・紛う方なき まがうかた

・厳ついデザイン いかつい

・どちらにも与しない くみしない
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■すべて訓読みする漢字語

獣道 けものみち、血眼 ちまなこ、

目頭 めがしら、古強者 ふるつわもの、

泡銭 あぶくぜに、水杯 みずさかずき、

山懐 やまふところ、尾頭 おかしら

■数字の変わり読み

一昨昨日 さきおととい、

二進も三進も にっちもさっちも、

三鞭酒 シャンパン、三十路 みそじ、

四阿 あずまや、四方山話 よもやまばな

し、五月雨 さみだれ、

七五三縄 しめなわ、八百万の神 やお

よろずのかみ、九十九折 つづらおり

十六夜 いざよい、十八番 おはこ

■女偏(おんなへん)はあるが、男偏（おとこ

へん）はない

・「男」は「男偏」ではなく「田」偏。ちな

みに、女偏の漢字は（大修館発行「漢語

新辞典」では）193もある。

・「嬲る」は何と読む？「なぶる」。「嫐る」

は何と読む？「たわむれる」。いずれも

「女偏」。

■ヒゲを表わす漢字は３つある

・「髭」は「くちひげ」、「鬚」は「あごひ

げ」、「髯」は「ほおひげ」。

■推測読みも難しい漢字

・声涙倶に下る 「とも」

・埃及 「エジプト」

・一顰一笑 「いっぴんいっしょう」

（顔をしかめあるいは笑う）

・愚痴を零す 「こぼす」

・鉄漿 「おはぐろ」

・縦しんば 「よ」

・嗄れ声 「しゃがれ」

・魘される 「うなされる」

・４０年に垂んとす 「なんなん」

・寄って集って 「よってたかって」

・竹が撓る 「しなる」

・歳月を閲する 「けみする」

・新旧の作品を鏤める「ちりばめる」

・…が胸に蟠る 「わだかまる」

・人の情けに縋る 「すがる」

・憎悪を滾らせる 「たぎらせる」

・諂わない態度 「へつらわない」

・…と謗らえる 「そしられる」

■漢字一字で仮名４、５字

・邪な恋 「よこしま」

・頑 「かたくな」

・和の賜 「たまもの」

・餞の言葉 「はなむけ」

・春は酣 「たけなわ」

・シルクロードの魁 「さきがけ」

・黄色い嘴 「くちばし」

・眦を決す 「まなじり」

・詔 「みことのり」

・政 「まつりごと」

最近スーパーなどで「冷やし甘酒」をよく見か 日本ライトハウス 情報文化センター

けます。実は甘酒は夏場の体力回復に効果的と 550-0002 大阪市西区江戸堀1-13-2
のことで、俳句では夏の季語だそうです。いろ 06-6136-7704（対面専用）
いろな工夫で暑さを乗り切りたいですね。（F） 06-6441-0039（サービス部）


