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対面リーディング通信 2017年
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「 対面リーディングの集い 」の報告

日時：１１月９日（木曜日） １３時～１６時

今年度の「対面リーディングの集い」は、

当館職員の松本一寛より、デイジー図書の再

生機器について実演を交えて情報をお伝えし

ました。

今回は14名の方がご参加下さいました。

お忙しい中ありがとうございました。

第1部 「デイジー図書の再生機器に

ついて～操作方法を交えて～」

講師：松本 一寛
かずひろ

（情報文化センター職員）

・視覚障害者の読書環境について

昔はカセットテープ、点字図書、対面

リーディングが主流だった。基本は今も

変わらないが、録音図書はカセットテー

プにかわってデジタル録音図書が主流に

なっている。

録音図書や対面リーディングは点字を

すらすらと読めない視覚障害者にとって

重要なサービスとなっている。

デジタル録音図書になったことで専用

機であるプレクストーク、パソコン、ス

マートホンやタブレットのアプリと利用

方法の幅が広がっている。

デジタル録音図書はデイジー図書と呼

ばれている。「デイジー(DAISY)」とは

Digital Accessible Information S

ystemの頭文字から付けられた名称。

（注意）

次ページで録音図書や点字図書のダウンロー

ドをご紹介していますが、ダウンロードのた

めにはサピエ図書館への登録が必要です。サ

ピエは視覚障害またはその他の障害等により

印刷物をそのままの状態で利用することが困

難な方を対象としたサービスです。

（2ページに続く）

今月号の主な内容
「対面リーディングの集い」の報告 福田 直樹・山岡 幸雄 1

対面リーディングと私 対面リーディングと私 兄井 寿美子 ４

誌上勉強会 オノマトペ（擬音語・擬態語） 木村 謹治 ５

寄り道・回り道 なにわ天ぷら 維心 木村 謹治 ９

情報発信 ことばの誤用・慣用 望月 明 １０

お知らせ １２
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・プレクストークでの図書の利用

デイジー図書の専用機器である「プレ

クストーク」は、起動音や機械の状態な

どを知らせる音声のガイドがあり、それ

を頼りに操作することが出来る。

再生スピードの変更が可能で、スピー

ドを変えても声の高さが変わらない。

ページ指定や見出しごとの移動など、

テープでは出来なかった使い方が出来る。

最低限必要なボタンだけでの簡単な使

い方から高度な編集まで、ユーザーに応

じた使い方が出来る。CDを取り出して

もどこまで再生したか記憶する機能があ

るので、複数の図書を入れ替えても前回

の続きから聞くことが出来る。

携帯型の「リンクポケット」ではイン

ターネットに接続する機能が備わってい

る。パソコンとつないでCDのデータを

端末に移すことも可能。

2010年スタートの「サピエ図書館」

を利用して図書のデータをダウンロード

して利用することが出来る。端末を使っ

て図書の検索をすることも可能。

新着情報、人気のある本、ジャンル別、

文字入力などの検索方法がある。

今後デイジーオンラインサービスの拡

大も期待される。

なお、現在サピエ図書館の会員は約1

万6千人となっている。

・パソコンでの図書の利用

パソコンは特別な物ではなく一般的な

Windowsのパソコン。マウスの利用は

難しいのでキーボードのみでの使用が多

い。音声ソフトをインストールして使用

している。

今回の講習では代表的な図書再生ソフ

トである「My BookⅢ」で実演した。

インターネットに接続した状態でソフト

を起動するとすぐにサピエ図書館が利用

できる。

図書のタイトルや著者名などで検索が

可能。再生速度の調整も出来る。

（編注：今回は録音図書ではなく、点字

図書のデータをダウンロードして再生を

実演した。）

点字データの再生は合成音声のため肉

声に比べ、たどたどしい読みとなるが、

点字図書は仮名で作られているため、読

み間違いがないという特徴がある。

・スマートフォンでの図書の利用

（編注：今回の講習ではiPhoneを使っ

て利用方法を紹介した。iPhoneにはVo

iceOver（ボイスオーバー）という音声

読み上げ機能が標準装備されている。

インターネット上のサピエ図書館に接

続し、図書を選んでダウンロードしたあ

と、デイジー図書再生アプリ「ボイスオ

ブデイジー」（有料）を利用した図書の

再生を実演した。）

一旦スマートフォン本体にデータを保

存し、アプリを使ってデータを展開して

利用する。このアプリでは音声の速度を

変えると声の高さが変わってしまう。

プレクストークなどの専用機に比べる

と劣る部分もあるがスマートフォン1つ

で利用できるため、利用者が増えつつあ

る。また、再生用の機器は日常生活用具

に指定され、購入に際して補助を受ける

ことができるが、身体障害者手帳の1級

と2級の方しか給付対象にならない。そ

のため、給付は受けられなくてもスマー

トフォンは使っているという方には有力

な選択肢となっている。

最初にデイジー図書の再生機が出た時

から20年が経っており、利用者も様々

に変化してきている。

新たな機器やサピエなどのサービスが

発展してはいるが、すべての図書が利用

できる訳ではなく、利用者の満足は達成

できてはいない。その部分は対面などの

サービスで補われる部分が大きいので、

引き続きご支援をお願いしたい。
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第2部 意見交換会

第1部がスクリーンを使った講義形式

だったため、部屋を移動してお互いにお

顔が見える状態で交流会を行いました。

12名の方にご参加いただきました

・自己紹介から、それぞれ対面で気になっ

ていたこと、そこからの対話として。

①利用者との間で意見の違いがあったとき

・宗教関係の本を読んでいて、政治と絡ん

で反対の意見を強い調子で言われたこと

があった。安易に相づちを打つこともで

きず、あいまいな返答で右から左に受け

流した。名前や住所を書くよう頼まれた

が名前だけ書いてお返しした。

・初めて会った方と意見が一致するわけは

ないので違って当たり前。そこで喧嘩を

しても仕方が無い。意見の違うことを言

われたらそういう意見もあるのだと受け

流している。

・いろんな人がいるので仕方が無い。その

人それぞれの受け止め方があるので、人

それぞれでいいのではないか。

②お話し好きな方への対応

・お話好きな方に当たったとき、普段あま

り話をする機会が無いのかもと思って、

相づちを打ったり質問したりしてお話の

時間を作ったことがある。

・本を読むことも大事だが、会話の時間も

楽しみたい方もあると思うので、自然な

会話は大事なことと思う。

③説明書など技術的なことで困ったとき

・カタログの読みを希望され、商品をどう

説明すれば良いか困った。先天性か中途

失明の方か分からないので色の説明をど

うしたらいいか迷った。会話の中で中途

失明と分かり色は説明しやすくなったが

形の説明に困った。

・機械工学の本で部品などの図や写真が並

んでおり、苦労した。とにかく見たまま

を伝えて乗り切った。利用者にその分野

の知識があり、こちらの説明に反応して

理解してもらえたと思う。

・先天性の全盲の方と話していて自分が思

う以上に物の形などが分かっていないと

感じた。ミニチュアの利用など出来ない

か。「この説明で分かりますか？」と聞

くなどして相手の状態を探りながら説明

の方法を考えてみる。漢字の説明も同様。

相手を尊重する形で尋ねることが出来れ

ばよりスムーズに説明ができる。

・最近は中途失明の方も増えてきているの

で、会話の中のタイミングで聞くことも

多い。無理に聞くのではなく自然に聞け

るタイミングで。説明に迷ったときはそ

の都度確認を取るのも方法の一つ。

④読むのが難しい資料について

・自分には読むのが難しいと言うべき。成

人向きの内容、英語の原文など、読むの

が難しい理由を伝えて「ここを飛ばして

よろしいですか？」など伝えればいい。

・「言われたことは絶対にやらなくてはい

けない」と考えすぎずに、自分のやれる

ことを自分のやれる方法でやると考えれ

ばいいのではないか。

今回頂きましたご意見を今後の活動の参考

にして頂ければと思います。

また、第１部で紹介した機器類は本館５階

にありますので、実際に触ってみたいという

方は担当までお気軽にお申し出ください。
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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 兄井 寿美子
あ に い す み こ

2016年3月の基礎講習会を受講され、

同年４月から当館で活動されています。

今回はインタビュー形式でお送りします

【情報文化センター対面をはじめたきっかけ

はなんですか？】

地域で主に音訳の活動をしながら、情報文

化センターの音訳ボランティア養成講習会を

受講しました。そこで対面リーディングの活

動に関心を持ち、登録いたしました。

対面の実際の活動では、初見で本を読むだ

けではなく、代筆の依頼もありました。

【対面活動のなかで困ったことはあります

か？】

利用者さんがお読みになる本の分野は多岐

にわたり、普段自分があまり読むことのない

テーマの本もあります。初見では読み方が分

からない専門的な語句もあり、困ったことが

ありました。そのため、対面活動をきっかけ

に、普段からより幅広い分野に興味を持つよ

うになりました。

本は途中から読むことが多く、ルビが出て

いなくて困った場合は、利用者さんにお尋ね

して教えて頂いたり、漢字を説明したりして

います。

【対面活動のなかで心に残ったことがあれば、

教えてください。】

利用者さんとは、本を読むだけではなくお

話もさせて頂いています。利用者さんがお話

になる普段の生活の体験談などは、伺ってい

て辛い時もありました。でも、このようなお

話は直接接する機会がないと伺うことがない

ので、衝撃であると同時に心に残っています。

【最後に一言お願いいたします。】

利用者さんが希望する本を読むだけではな

く、その日の出来事などお話もしていければ

と思います。

★職員より

お話を伺った兄井さんのご趣味は音楽とのこと。対面でも、時折「楽譜を読んでほ

しい」というご依頼があるので、その際はぜひお願いできればと思います。対面の場

での利用者さんとの出会いも、活動の楽しみのひとつになっていれば、嬉しく思いま

す。兄井さん、ありがとうございました！
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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 ２４

－ オノマトペ（擬音語・擬態語） －

オノマトペという言葉ををご存じですか？

ところで、今年の夏は暑かったですね。太

陽はガンガン照るし、雨はドバドバ降るし、

川は氾濫して、床上まで泥水がザワザワ押し

寄せるし、本当に異常気象でしたね。

上に書いた「ガンガン」「ドバドバ」「ザ

ワザワ」がオノマトペに当たります。

つまり、自然界の音、声、物事の状態や動

きなどを音(おん)で象徴

的に表した言葉を指しま

す。日本語では、擬音

語・擬声語・擬態語・擬

容語・擬情語などと呼ば

れています。

今回はこの「オノマトペ」を取り上げてみ

たいと思います。

e-Japan 国立国語研究所のホームページ

にオノマトペを解説したページがありました。

分かりやすい説明なので、少し長いのですが

ここに転載します。

「ごろごろ」「しんなり」などの言葉は、

一般に「擬音語・擬態語」または、「擬声

語・擬態語」とも呼ばれていますが、これら

はそれぞれどう違うのでしょうか。また、日

本語の「擬音語・擬態語」にはどんな種類が

あるでしょうか。「擬音語・擬態語」の呼び

名や分類の仕方については、これまで多くの

研究者がいろいろな名前をつけたり、分類し

たりしてきましたが、ここでは、金田一(19

78)によるものを紹介します。

金田一は、「擬音語・擬態語」を、その意

味から細かく５つに分類して、以下のような

名前をつけました。

まず、音を表すもののうち、人間や動物の

声を表す「擬声語」と、自然界の音や物音を

表す「擬音語」に分けました。次に、音では

なく何かの動きや様子を表すもののうち、無

生物の状態を表すものを「擬態語」、生物の

状態を表すものを「擬容語」とし、そして最

後に人の心理状態や痛みなどの感覚を表すも

のを「擬情語」としました。以下がそれぞれ

の語例です。

「擬声語」：わんわん、こけこっこー、

おぎゃー、げらげら、ぺちゃくちゃ等

「擬音語」：ざあざあ、がちゃん、ごろごろ、

ばたーん、どんどん等

「擬態語」：きらきら、つるつる、さらっと、

ぐちゃぐちゃ、どんより等

「擬容語」：うろうろ、ふらり、ぐんぐん、

ばたばた、のろのろ、ぼうっと等

「擬情語」：いらいら、うっとり、どきり、

ずきずき、しんみり、わくわく等

ここで、ある一つの語が、この５つの意味

的な分類のうち２つ以上の意味分類にあては

まる場合があります。例えば「どんどん」と

いうオノマトペは、「太鼓をどんどん叩く」

というときには、太鼓という物の音を表す

「擬音語」ですが、「日本語がどんどん上手

になる」という文では、物事の様子を表す

「擬態語」になります。また、「ごろごろ」

という語は、この５つの意味的分類のすべて

にあてはまる意味を持っています。例えば、

「猫がごろごろのどをならす」は「擬声語」、

「雷がごろごろ鳴る」は「擬音語」です。そ

して、「丸太がごろごろ転がる」と言えば

「擬態語」ですが、「日曜日に家でごろごろ
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している」の場合には「擬容語」になります。

さらに「擬情語」としては、「目にゴミが入

ってごろごろする」という用法もあります。

このように、一つの語がたくさんの意味と用

法を持つことがあるというのも、日本語の

「擬音語・擬態語」の特徴だと言えます。

参考文献：金田一（1978）「擬音語・擬態語

概説」浅野編『擬音語・擬態語辞典』角川書店

（以上、転載終わり）

オノマトペと切っても切れない関係にある

のはマンガです。クール・ジャパンともては

やされ、海外にも発信されており、多くの愛

読者がおられるようです。ノーベル・マンガ

賞ができれば、日本勢は有利でしょうね。

ところで、くしゃみの擬音は何ですか？

「 ハ ク シ ョ

ン 」 で す よ

ね。

ところが、

国が変われば

様々です。「ア

チ ュ ー 」（ 英

語）、「アプチ

キー」（ロシア

語 ）、「 エ イ

チ」（韓国語）

などバラエテ

ィ豊か。

ここまでは、なんとなく理解できるのです

が、「太陽

がギラギラ

照りつけ、

夜には月が

キラキラと

光 っ て い

た」の「ギ

ラギラ」や

「 キ ラ キ

ラ」などの

擬態語は外国人には通じにくい（通じない）

ようです。オノマトペを多用しているマンガ

を海外ではどう訳しているのか興味がわいて

きました。

では、なぜマンガで擬音語や擬態語が多く

カラパイア http://karapaia.com/

スオミの旦那と一生一笑
http://suomi-isshoissho.com/

使われるのでしょうか。それは臨場感が出て

くるからです。これを心理学では『ドラマ効

果』と言い、イラストとセリフだけでなく、

状況や感情を表すオノマトペが加わることで、

読者はマンガの世界をよりリアルにイメージ

できるようになるんです。

マンガは視覚にしか訴えられないメディア

ですが、擬音語や擬態語を使うと聴覚にも訴

えることができるようになります。

NHKの「クローズアップ現代」では、オ

ノマトペの効用として、『細かい情景を言わ

なくても、オノマトペを使用することで、人

間の「脳」に直接働きかけ、そのイメージを

掻き立てられる』と述べています。

例えば、誰かが笑って

いたとして、どのように

笑っていたかを表現する

のに、「ニコニコ」「クス

っと」「ガハハ」と答えが

返った来たら、それぞれ

にどういう風に笑っていたかがイメージされ

ると思います。

オノマトペは、言葉を聞いただけで、その

人が何をしてるか、その物がどんな物か、そ

の場所がどういう所か、今、どんな状況かな

どが、簡単にイメージできてしまいます。

これがオノマトペの最大の効果と言われて

おり、普通の言葉とは比べ物にならないほど

の情報量を持っているのです。

今の若者は、子供の頃からオノマトペに触

れて育ってきたため、さらに独自の進化を遂

げているみたいです。

例えば、「もふもふ」「ごるごる」「ちゃい

ちゃい」などです。

「もふもふ」はフワフワしたものが塊にな

っている様。「ごるごる」はお腹がいたい、

イライラ、驚いた時など、複数の意味を持っ

ています。「ちゃいちゃい」は「イチャイチ

ャ」を逆さまにしたオノマトペです。

どれも現代風になっていますが、こんな状

態かな？というイメージは沸いてきます。

進化をしても、人の五感を刺激して、イメ

ージを訴えていることには変わりありません。

言葉は変わっても、オノマトペの本質は変
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えようがないと言えます。

若者語だけではなく、日本語のオノマトペ

は、とても古くからあります。日本最古の文

献に属する『古事記』（712年成立）から、

『日本書紀』『万葉

集』などといったよく

知られた書物にも見つ

けられます。たとえ

ば、『古事記』には、

その冒頭から、国を生

み出そうと塩の海を鉾
ほこ

でかき回したときに、「こをろこをろ」とい

う音を立てたという描写があります。また、

『万葉集』にも、鼻水をすする音「びしび

し」が載っています。オノマトペは、日本語

の歴史とともに存在しているわけです。

明治時代に来日し日本を愛したラフカディ

オ・ハーン（小泉八雲）も、『日本人は虫の

鳴き声にオーケストラを感じることをできる

国民だ』と驚いたとか。

この世からオノマトペがなくなれば不便こ

の上ない状況になります。

たとえば、急に胃が痛みだしたとします。

オノマトペがあれば、「ずきずき」、「しくし

く」、「きりきり」などを用いて、その痛み

を表現し分けられます。しかし、もし、これ

らが使えなかったら、どうでしょう。「きり

きり」なら、『細い針のようなもので刺すよ

うな痛みが何度も襲ってくる』とか、『とて

も細いヒモのようなもので強くしばり上げら

れるような』などとも言えそうですが、たっ

た４文字で言い表せるものなのに、そもそも

長ったらしい。だいたい、胃が痛くて苦しん

でいるのに長たらしい説明をするのは難しい

です。

普通の言葉では伝えきれないものを表現す

る、オノマトペ。その力が今、“じわじわー

っ”と社会に広がっています。

聞いているだけで情感がわく便利なオノマ

トペは商品の名前や宣伝方法にも利用されて

います。

例えば「冷えピタ」「ガリガリ君」「ごき

ぶりホイホイ」「プッチンプリン」など身の

回りを探すと多数見受けられます。

「さらりとした梅酒」などはつい歌い出し

たくなります。

では、外国ではオノマトペはどうなってい

るのでしょうか。日本語は、アラビア語や英

語に比べれば動詞と形容詞が少ない言語だそ

うです。カラス、小鳥、犬、ネコ、羊、カエ

ル、虫などが「なく」場合、みんな「鳴く」

という表現しかありません。その代わりそれ

ぞれの鳥や動物が副詞の擬音で鳴くと表現す

る。例えば、カラスはカーカーと、スズメは

チュンチュンと、犬はワンワンと鳴く。漢字

が豊富にあるから「鳴く」「啼く」「哭く」

と使い分けすることで動詞が発展しなかった

とも言えます。

また、笑い方や歩き方、食べ方などを表す

擬態語、擬音語が日本語の中には圧倒的に多

く、例えば、笑い方を表すオノマトペには

「ケラケラ」「ゲラゲラ」「クスクス」「ニヤ

ニヤ」「ニコニコ」「ニタニタ」などがあり

ます。

しかし、アラビア語や英語などのような言

語では、それぞれの鳥や動物が個別に動詞で

鳴く。例えば、英語では犬が「なく」場合は

“Bark”、ライオンが「なく」場合は“Roa

r”、カエルが「なく」場合は“Croak”とな

るわけです。アラビア語も同様です。要する

に日本語で例えると「囀（さえず）る」や

「吠える」や「嘶（いなな）く」などといっ

たものでしょうか。

この「擬音語・擬態語」というタイプの語

彙が、組織的に発達しているところが、日本

語の大きな特徴のひとつです。日本語のほか

にオノマトペが発達している言語としては、

韓国語を挙げることができます。実は世界の

言語の中で擬音語・擬態語がもっとも多いの

は韓国語だそうです。しかし、韓国語で「音

なきものに音を聞く」場合は、日本語とは、

また違うようです。たとえば、「パルパル」。

どんな状況を表していると思いますか？ こ

れは、お湯がぐらぐらと沸き立つ様子を表し

ています。「お湯がパルパル沸いてるから」

などと言われても、日本語の感覚だと、たい

した温度ではないと思ってうっかり手を入れ
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て、やけどしそうです。「音なきものに音を

聞く」ときの、言語による音感覚の違いが見

えてきそうです。

上記の絵は教室の1シーンです。言葉で解

説しようと思うと大変ですね。多くの言葉を

費やさなければなりません。

でも、絵と一緒に「こっくり」とか「すや

すや」と読めば状況がすっと入ってきますね。

本当にすごいとしか言いようがありません。

では、対面リーディングでは、いかがでし

ょうか？ 利用者は絵を見ていません。「こ

っくり」とか「すやすや」と読めば、なんと

なく居眠りしているのだろうと想像はできま

す。

でも、さすがに「ひひひ」とか「つんつ

ん」は状況説明が伴わないと、何を意味して

いるのかわかりません。

便利なオノマトペも前後の文章や状況がわ

かってこそ生きてくるのです。

東京新聞のテレビコマーシャルで「おふろ

でキュキュキュ」というのがあるそうです。

「おふろ」は「お風呂」だろう。「キュキュ

キュ」は体を洗っているシーンのオノマトペ

だろうと想像ができたのですが、新聞社と風

呂が結びつきません。

そこで、関東出身者に聞いたところ、かな

り有名なコマーシャルで、電話番号の語呂合

わせだそうです。

https://www.youtube.com/watch?v=9lTXKOLHECA

で動画が見られます。

「お風呂」は026で、「きゅきゅきゅ」は

999だそうです。つまり、フリーダイヤル

で0120-026-999を表現したものでした。
関西では「伊東へ行くならハトヤ、電話は

よい風呂」でしょうか。

この「伊東へ…」の文章を読むと、ついつ

いテレビのコマーシャル同様、曲を口ずさん

でしまいます。皆様はいかがですか？ 「お

風呂で…」も関東の人は口ずさむようです。

文章に出てきた場合、どうしますか？

ものによっては、平板に読みにくい、平板

に読みたくないシーンも出てくると思います。

特に会話文になると、なおさら状況に合わ

せて読み方を変えてみたくなる衝動にさらさ

れます。

ふぅ、今日も残業で遅くなってしまった。

辺りを見渡すと、街灯は壊れていて、携帯

の光だけが足元を微かに照らす。
かす

靴底の皮が、アスファルトを削って心地

よい音を奏でている。

ん、そういえば、シーンとした暗闇を裂

いて、さっきから足音が聞こえてくるな。

「コツ、コツコツ」

最近ここら辺で起きた通り魔事件がふと

頭をよぎった。

上記の文章の中の「ふぅ」「コツ、コツコ

ツ」「シーン」は文字では表現しにくいので

すが、溜息や、靴の音が実際に聞こえてきそ

うな表現をしたり、静かさを表現するために、

少し声を控えめに、そして「シー－－ン」と

のように言葉を伸ばしてみたりしたくなりま

せんか。普段の会話と同じように。

録音図書の基本は読み手の感情を入れない

と言う原則がありますが、棒読みでは違和感

を感じます。

原則と、聞き手の感覚との整合性を如何に

とるかは難しい問題ですね。

今回も「利用者と相談して下さい」という

ことが結論となりそうです。

色んな難題がありますね。一度集まって疑問点や問題点を話してみたいものですね。
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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

なにわ天ぷら 維心
い し ん

【所在地】 大阪市北区曽根崎新地1-3-36 竹新ビル3F
【電話番号】 06-6342-1194
【行き方】 JR東西線、北新地駅４番出口より南に徒歩３分 京冨ビルを東に徒歩２分
【営業時間】 ランチ 11:30～13:30（月曜日～金曜日） ／ ディナー 18:00～22:00
【定休日】 日・祝日
【URL】 http://ishin-ryo.com/

2016年に「シャンパンで楽しむ天ぷら」

をコンセプトにオープンした新地にある高級

天ぷら店です。と言ってもランチは1,000

円で、とてもお手軽です。

店内に入ると、すぐ横には大きなシャンパ

ンの冷蔵庫が。どれを見ても高そうなボトル

が並んでいます。

店内はカウンター

席が7席ほどと、6

名まで座れる個室の

座敷が１室。

ランチメニューは天丼のみ。

・海老二尾・・・1,000円

・ 三尾・・・1,300円

・ 四尾・・・1,500円

追加の天ぷらは

・大海老一尾・・・300円

・揚げ玉子一個・・100円

・野菜各種・・・・100円から

天丼には汁物と香の物がついて来ます。ま

た、ご飯の大盛りは無料。

食事と一緒に

・グラスシャンパン 1,000円

・一番搾りプレミアムビール 500円

が飲めます。

海老の他に茄子、舞茸、ごぼう、しし唐の

天ぷらも乗っており、ごはんが見えないよう

に盛りつけられた天丼には黒トリュフを刻ん

だペーストが乗っているため、丼からトリュ

フがふわっと香ってきます。

野菜たちもどれもサクサクで、海老は大き

く、ぷりぷり。天ぷらにはサクサク感を損な

わないくらいに。ご飯にタレが絶妙な量かか

っていて、味の濃さもちょうど良く、ご飯だ

けでも食べたいく

らい美味しいので

す。

添えられた半熟

玉子の天ぷらは割

って、トリュフと混ぜるようにして食べてく

ださいとのことでした。

これに、香の物はキュウリ、キャベツを塩

もみしてミョウガで和えた手作りの漬物。こ

ちらも薄味で美味しいです。

汁物は、軽く炙った鱧入りにゅうめん。上

品な味付けで、ダシの味と柚子の香りが引き

立て合ってとても美味しいです。

メインの海老の天ぷらは、もちろん先まで

しっかり海老。そして、もうひとつの海老は

シソが巻いてあります。一工夫してあるのは

また嬉しいですね。尻尾まで食べました。

夜は高くてとても来られそうにもありませ

ん。残念です。
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情報発信

世にはびこることばの誤用・慣用を探し出し、
豊富な実例から楽しく語る！（その1）

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、国広哲弥著「日本語誤用・

慣用小辞典」（正・続）(正編１９９９年１１

月５日第２１刷、続編１９９９年９月２８日

第６刷 (株)講談社発行）より、抜粋・要約

したものです。

“「おざなり」と「なおざり」はどう違うの

か？言葉の落とし穴に＜的を得た＞指摘で＜

印籠を渡す＞。豊富な実例から楽しく語る＜

汚名挽回＞の一冊。”この斜字体の漢字あっ

てる？

■表現の誤用

１．「汚名挽回」―単純な言葉の誤用ではな

く、意味の似た二つの表現が交じり合

って出来た混交表現であると考えられ

る。つまり、「汚名返上」と並んで、似

た意味の「名誉挽回」があるので、意

味が似たゆえに途中で入れ替わった。

２．「揚げ足をすくう」－正しくは「揚げ足

を取る」であるが、意味の近い「足を

すくう」との混交によると見られる。

この場合、両方の表現に「足」が含ま

れていることも混交を促したと言えよ

う。

３．「押しも押されぬ」－「押しも押されぬ

実力者」、正しくは「押しも押されもせ

ぬ実力者」。この慣用句の変わり形「押

すに押されぬ」との混交と考えられる。

４．「白羽の矢を射止める」－これは「白羽

の矢が立つ」と「金的を射止める」の

混交表現。同一の事を異なった角度か

ら捉えた表現となっている。つまり、

例えば合格した者の側から言うと、「金

的を射止めた」のであり、選ぶ側から

言うと「白羽の矢を立てた」のである。

「白羽の矢」と「金的を射止める」た

めの「矢」が重なっていることが、こ

の混交を招いている。

５．「寸暇を惜しまず」－ぼんやり聞いてい

ると間違いに気付きにくい例であるが、

落ち着いて考えると、誤用であること

が分かる。「寸暇」は浪費することを

「惜しんで」活用すべきもの。「寸暇を

惜しんで研究する」のように用いられ

る。それが「惜しまず」と否定形にな

ったのは、「骨身を惜しまず」という類

義語の慣用句との混交によるものと思

われる。

６．「体調をこわす」－普通は「体調を崩

す」というところであるが、類義の

「からだをこわす」との混交によるも

のと考えられる。

７．「頭角を抜く」－これは「頭角を現わ

す」と「群を抜く」という類義表現の

混交。

８．「的を得る」－「的を得る」という表現

が「的を射る」と「当を得る」の混交

による誤用であるとは、以前から広く

言われてきたこと。しかし、世間では

一向に直されることがない。
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９．「例外にもれず」－「ここの海岸も例外

にもれず混んでいる」。この用例で意図

されている意味は「例外でなく」とい

うことであるが、「例外にもれず」を文

字通りに解釈すると「例外の中に含ま

れる」こととなる。これは恐らく「例

外ではなく」と「ご多分にもれず（例

外でなく）」の混交によるものであろう。

■漢字の誤記

１．「織り込む」を「折り込む」と誤記

「折り込む」は「へりを折り込んで縫

う」とか「新聞にチラシを折り込む」の

ように、物理的に物を折る時に限られる。

２．「起承転結」を「起章転結」と誤記

＜局内の主任以上の役職者を集めて論

文の書き方を講義した局長は、黒板に

「起章転結」と書いて、話し始めた…＞

これは元来漢詩の構成のことをいった

もので、第一句の起句を承けて展開する

のが第二句であるから、「章」ではなく

「承」でなければならない。

３．「興味津津」を「興味深深」と誤記

「津津」というのは、＜次々に湧き出

て絶えることがない＞という意味である

が、これが、発音が同じ「深深」と受け

取られたのが原因である。これは「深深

（フカブカ）と興味を感じる」というこ

とで意味的にも通るので、「深深」と書

くのだと思い込んでいる人が案外多いの

ではないか。

４．「けりをつける」を「蹴りをつける」と

誤記

「……の問題に蹴りをつけた」とは、

相手を蹴っ飛ばして決着をつけたのだろ

うか。「けりをつける」が過去の助動詞

「けり」から来た表現であることを知ら

ない人は案外多い。

５．「顔に険がある」を「顔に剣がある」と

誤記

この場合の「険」は＜とげとげしさ＞

という意味であるから、意味の上で類縁

のある「剣」が入れ替わったのだと考え

られる。剣もとがっている。

６．「亡き人を偲ぶ」を「亡き人を忍ぶ」と

誤記

「偲ぶ」と「忍ぶ」は、元来別語であ

ったのだが、意味に多少共通点が認めら

れるために、現在、辞書の多くは、両語

を同一項目の中で扱っている。

７．「左右対称」を「左右対照」と誤記

「対称」は一対のものの形が同一であ

ることをいうが、「対照」される一対の

ものは、一部には共通点があるものの、

他の面では非常に異なっている点に違い

がある。

８．「痛みに堪える」を「痛みに絶える」と

誤記

＜がんの終末の苦しさは「絶えがたい

もの」だということは、看病する側とし

て十分覚悟はしていた積りだった。痛み

に「絶えられず」、本人の希望で、かね

て知っていた○○病院に入院した＞

この例では、同じ誤りが二度繰り返さ

れている。痛みが「絶える」ことが大き

く念頭にあったということが考え得る原

因である。

９．「氾濫」を「繁乱」と誤記

＜最近、‘お茶する’‘休みする’など

若者中心に名詞を動詞化して言い表すこ

とが多くなった。テレビや雑誌などにも、

この言い方は繁乱し、new感覚のように

もてはやされている＞

正しくは「氾濫」であるが、「繁乱」

も意味の上では、元の意味をかなり良く

再現している。「氾」の字は難しいため

「汎濫」と書くことが許されているが、

ここまで許すのであれば、「繁濫」も許

しても良いように思われる。
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10．「満天の星」を「満点の星」と誤記

＜100点をと切に願っているわが娘、

国語の書取りテストで「満点の星」と書

き、バツでした＞

これは母親が推察しているように、い

つも「満点」のことが頭にあるために、

つい書き誤ったのか、そうではなくて意

味の干渉によるものなのか、はっきりし

ない。つまり、星は空に点のように見え

るものであるから、それで「満点」とな

ったのではないか。

11．「未成年者」を「未青年者」と誤記

＜街角のドラム缶に「未青年者」に有

害な図書を追放しましょう」とペンキで

書いてあった＞

意味が近いために「成年」が「青年」

となったものだが、厳密に言うと「成

年」が２０歳というような年齢上の一点

を指すのに対して、「青年」の方は、２

０歳ぐらいから３０歳ぐらいのある幅の

年齢層を指す。また、「成年」の方は、

一定の年齢に達するという含みがあるの

で、「未」という否定辞に馴染みやすいが、

「青年」の方には、そういう含みがない

ので、その意味でも、「未青年」というと

奇妙に響く。

12．「春爛漫」を「春乱漫」と誤記

＜ある課長の机の上に通知文書の原稿

があり、それには「桜花乱漫の季節」と
おう か らんまん

あった。「乱漫」とは、なかなかの傑作＞

国語辞典で「爛漫」を引いてみたら、

１１種類中９種類で、その定義に「咲き

乱れる」という表現が用いてあった。

「乱漫」と書き誤るのは当然と言えよう。

「爛」という漢字は画数が多いことでは

あるし、「乱漫」という書き換えを認める

のも良いように思われる。「濫用」などを

「乱用」と書き換えることは、すでに認

められている。

（その２へ続く）

☆12月27日（水）～１月５日（金）は対面サービスはお休みです。

当館の冬期休暇に伴い、12月27日（水）から1月5日（金）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、年末年始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回と活動して頂けますと助かります。

ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

ハロウィンにクリスマスと、秋冬はすっか 日本ライトハウス 情報文化センター

り賑やかな季節となりましたね。どちらも 550-0002 大阪市西区江戸堀1-13-2
無縁な私は、今年も変わらずコタツにみか 06-6136-7704（対面専用）
んで冬の風情を味わおうと思います。（F） 06-6441-0039（サービス部）


