


あいうえお

ああのるどしゅわるつぇねっがあ[アーノルド・シュワルツェネッガー]
俳優。1947年7月30日生まれ。演技派俳優の対極にある俳優とされる。日本では「シュワちゃん」
の愛称で親しまれる。

あいすこおひい[アイスコーヒー]
アイスコーヒーには人の名前が付いている。甘さの順に、武藤、尾藤、加藤となっていて最高は

佐藤である。

あいすだんすとふぃぎゅあぺあのちがい[アイスダンスとフィギュアペアの違い]
アイススケートのフィギュアスケートには男女二人で行う競技が二つあり、一つがペア、もう一

つがアイスダンス。ペアは元々一人でやるフィギュアスケートを二人で行うようになったという

感じ。アイスダンスは社交ダンスを氷上で行うようになったという感じ。

アイスダンス

社交ダンスをアイススケートで行う。フィギュア(ペア)よりも同期性が重視され、男子が女
子を持ち上げるような場面もないため、体格も近いペアが一般的。

フィギュア(ペア)
フィギュアスケートを男女二人で行う。男子が女子を持ち上げたりするため、体格が異なる

ペアが一般的。

あいまいけんさく[曖昧検索]
「いす」と「イス」のように、ひらがなとカタカナ、全角と半角など、多少違う文字列でもヒッ

トする検索システム。しかし「イス」を検索して「スイス」や「イスラエル」がヒットする検索

システムを曖昧検索と呼ぶケースもあるが、これは部分一致検索と呼ぶべきである。

あおなじみ[青菜染み]
青痣のこと。千葉県の方言。「青＋馴染み」ではなく「青菜＋染み」である。

あかしやさんま[明石家さんま]
コメディアン。1955年7月1日生まれ。
あかぬけない[垢抜けない]
野暮ったい。垢抜けるの反対。

あかぬける[垢抜ける]
洗練されている。この垢は元々は灰汁を指すらしい。

あかまつまさと[赤松真人]
プロ野球選手。俊足だが馬鹿。一塁に出塁したとき盗塁のサインが出たのに一球目は自重。そし

て二球目の前に走塁用手袋をはめた。作戦がばれて盗塁できなかった。

あきかわまさふみ[秋川雅史]
声楽家。1967年10月11日生まれ。「千の風になって」で知られる一発屋。
あくたがわりゅうのすけ[芥川龍之介]



小説家。1892年3月1日生まれ。1927年7月24日、「ぼんやりした不安」を理由に服毒自殺。
あく[灰汁]
野草などに含まれるえぐみの元となる成分、あるいは肉などを煮たときに表面に浮く濁り。

あくまのじてん[悪魔の辞典]
アンブローズ・ビアスが1900年代初めに発表した辞書。原題「The Devil's Dictionary」。通常の
辞書ではなく、言葉とそれに関する皮肉やユーモアに満ちた説明からなる用語集である。

あくまのすうじ[悪魔の数字]
欧米では「666」を悪魔の数字と呼ぶらしい。現在、日本で使われている硬貨、1、5、10、50、
100、500を足すと「666」になるので「何かの陰謀では？」と騒ぎ立てる人がいるが、これは偶
然であり、10進法を使っている場合にはむしろよくあることと思われる。
あずうり[アズーリ]
サッカーのイタリア代表のこと。イタリア語で青を意味する。ユニフォームが青いからそう呼ば

れるようになったのか、アズーリと呼ばれるからユニフォームを青にしたのか。

あせだく[汗だく]
汗がだくだく流れる様。「牛丼、大盛りください。汗だくで」

あっとまあく[アットマーク]
「@」のこと。和製英語で、元はアットサインという。
あにかそれんすたむ[アニカ・ソレンスタム]
女子プロゴルファー。1970年10月9日生まれ。ソ連の出身に思えて仕方がないが実はノルウェー
出身。

あねはひでつぐ[姉歯秀次]
元一級建築士。耐震偽装問題の張本人。あまりに怪しい人物であるが髪の毛の様子の怪しさで本

来の怪しさが帳消しになっている感のある希有な人物。

あまぞん[アマゾン]
「世界で最もお客様を大切にするオンラインストア」。「Amazon」というロゴは下に「A」か
ら「z」に向けて矢印が書かれている。これは「AtoZ、何でも揃う」という意味らしい。ニヤリ
と笑っているのかと思った。

あまちしげる[天知茂]
俳優。1931年3月4日生。明智小五郎役で知られる。色白でどう見ても不健康そうな感じがする。
「座頭市物語」では結核の剣客を演じていた。1985年7月27日、くも膜下出血で亡くなる。享
年54歳。やはり身体が弱かったのか。
あめおんな[雨女]
悲観主義者のうち、性別が女である者。

あらびああた[アラビアータ]
唐辛子を使ったイタリア料理。arrabbiataとはangryのこと。アラビア風という意味だと思ってい
たが違った。

あるあるだいじてん[あるある大事典]



偏ったサンプルまたは少ないサンプルによる実験で結論を導くこと。

あるごあ[アル・ゴア]
政治家。1948年3月31日生まれ。地球温暖化問題の啓発活動を行っており、著書「不都合な真実」
がある。節電などに気を配っているように思われるが、彼のデスクには少なくとも3台の大型モ
ニターが置かれている。

あれ[あれ]
「お試しあれ」などと使う。他人が使うとその途端、その人の優越感や押し付けがましさが見え

隠れして嫌な気分にさせられる。→稗田阿礼、→アレ・キュイジーヌ

あれきゅいじいぬ[アレ・キュイジーヌ]
フランス語。Allez cuisine。Googleで翻訳するとGo kitchenだから「キッチンへ行け」とか「料理
しろ」とか、そんな感じか。

あんでぃがるしあ[アンディ・ガルシア]
俳優。1956年4月2日生まれ。キューバで生まれたが、子供のときアメリカに移住。
あんどろいどとさいぼおぐのちがい[アンドロイドとサイボーグの違い]

アンドロイド

脳を含め、身体のすべてが機械。ヒト型ロボット。

サイボーグ

身体の一部が機械。

あんぶろおずびあす[アンブローズ・ビアス]
小説家。1842年6月24日生まれ。「悪魔の辞典」で有名だが芥川龍之介にも影響を与えるなど短編
小説家としても優れる。

い[ィ]
俗に「小さいイ」と呼ばれる。ディスプレーなどと表記する際に使用するが、ミクシィという表

記はいかがなものか。「ミクシイ」あるいは「ミクシー」と違う発音を求めているのだろうか。

いいいみで[いい意味で]
対象を批判する場面で婉曲に言いたいときに使う言葉。「いい意味で馬鹿なんだよなあ」「本当

に分かっていないやつなんだよ、いい意味で」

いいこぶる[いい子ぶる]
電灯を点けっぱなしするなど、普段はエコロジーのことなど考えず、いい加減なくせに「ゴミの

分別は正しくやっている」と主張するような態度を「エーコぶる」と言う。

いかがなものか[いかがなものか]
「ダメだ」と言うと怒る人もいるので婉曲に言うときに使う言葉。

いくら[イクラ]
ロシア語で「卵」の意味。

いくらとかずのことたらこととびこのちがい[イクラとカズノコとタラコとトビコの違い]
それぞれ次の魚の卵である。



イクラ

サケ

カズノコ

ニシン

タラコ

タラ

トビコ(トビッコ)
トビウオ

いけとぬまとみずうみのちがい[池と沼と湖の違い]

池

水たまりのうち人工のもの

沼

水たまりのうち深さが浅いもの

湖

水たまりのうち深さが深いもの

だから「人工の池」とは言わない。

いささかなんぶつ[伊佐坂難物]
伊佐坂難物。作家。フグ田サザエの隣人。

いしはらさとみ[石原さとみ]
女優。1986年12月24日生まれ。ホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを獲得した。
唇が分厚く可愛いとは思えない。

いしはらよしずみ[石原良純]
俳優、気象予報士。1962年1月15日生まれ。
いたみじゅうぞう[伊丹十三]
俳優、映画監督。1933年5月15日生まれ。妹のゆかりは大江健三郎の妻。1997年12月20日、マ
ンションから投身自殺。

いたりあ[イタリア]
2006年ドイツワールドカップの優勝国。主食はトマト。
いちにんしょう[一人称]
英語を使う人は一人称として「I」を使うが、日本語には「私」「僕」「俺」などがあり、イン
タビューなどを翻訳するときは気を使うらしい。昔、ビートルズにインタビューをしたときは、

ジョン・レノンには「俺」、ポール・マッカートニーには「僕」、リンゴ・スターには「おいら

」を使ったとか。

いちょう[公孫樹]
イチョウ科イチョウ属の落葉高木。種を蒔いても孫の代にならないと実が食べられないという

意味。実(み)は銀杏(ぎんなん)と呼ばれるが、実(じつ)は種(たね)である。



いちるいこおち[一塁コーチ]
出塁した選手から肘や足首に付けた防具を受け取る係。

いっきゅうけんちくし[一級建築士]
震度5の地震に耐えられないような建物を設計する人。→姉歯秀次
いづつかずゆき[井筒和幸]
映画監督。1952年12月13日生まれ。
いどし[亥年]
「亥年」を「いのししどし」と読む人がいるが違和感を感じる。「酉年」を「にわとりどし」と

は読まないのに。

いびちゃおしむ[イビチャ・オシム]
ジェフ千葉の監督。1941年5月6日生まれ。旧ユーゴスラビア出身。
いろはうた[いろは歌]
日本語で使われる音をすべて使って作られた文字列。

いろはにほへとちりぬるをわかよたれそつねならむうゐのおくやまけふこえてあさきゆめみしゑ

ひもせすん

「何だ、最後の「ん」は？」という気がしないでもない。

英語だと「The quick brown fox jumps over the lazy dog.」というのがあるらしい。Windowsで
はフォントの表示例に使われている。こちらはアルファベットすべてを使っているが重複がある

。

いんぐらんど[イングランド]
なぜか、イギリスだけはサッカーの代表チームが四つある。その一つがイングランド。その他は

スコットランド、ウエールズ、北アイルランド。日本に例えると、北海道、本州、四国、九州と

四チーム作るようなものか。全体でチームを作るより、当然、戦力はダウンすると思われるが、

まあいいか。

いんすとおる[インストール]
設置すること。ソフトをパソコンに入れること。スペルが「install」なんだから「インストゥ
ール」って読むはずがないと思うけどなあ。

いんてりちょうかん[インテリ長官]
安倍晋三内閣で官房長官を務めた塩崎恭久のこと。横文字を多用し、外交問題に関して訊かれる

と「インテリジェンス(機密情報)に関わるから」とコメントせずに逃げてしまうため。
いんよう[引用]
電子メールで返信したり転送したりするときに元の文章をすべて引用したまま送りつけてくる人

がいる。またこれも前の人の文章をすべて引用していたりして、内容は大したことがないのに本

分が恐ろしく長くなってしまっていることがある。引用は最小限にとどめるのがマナーだと思う

。

うぃきぺでぃあ[ウィキペディア]
難しい用語の意味を調べようとGoogleで検索するとヒットすることが多いウェブサイト。しかし



重くて開かないことが頻繁に起こる。

うぃんうぃん[win-win]
交渉などで双方にメリットがあること。「それはwin-winだ」などと使うが、少し考えれば当たり
前なことであり、改めて口にするほどのことでもなく、「ウィンウィン」という響きが間抜けな

こともあって、言った本人が間抜けに見えるから注意する必要がある。

ういんなあ[ウインナー]
オーストリアのウィーンを発祥とする食肉加工品。「ウィナー」と(小さい「ィ」を使って)表記す
るのが正しいと思うが「勝者」の意味になるのであえて「イ」と記載する。

ういんなあとそおせえじのちがい[ウインナーとソーセージの違い]
ウインナーは数あるソーセージのうちの一つ。

ウインナー

ソーセージのうちオーストリアのウィーンを発祥とする製法で作られたもの

ソーセージ

肉を細かく切って腸管などに詰めた食肉加工品

フランクフルトはドイツのフランクフルトを発祥とする製法で作られたもので、これもソーセー

ジの一種。

→ウインナーとフランクフルトとボロニアの違い

ういんなあとふらんくふるととぼろにあのちがい[ウインナーとフランクフルトとボロニアの違い]
日本農林規格ではケーシングにより区別される。

ウインナー

羊の腸または直径20ミリ未満のケーシング
オーストリア

フランクフルト

豚の腸または直径20ミリ以上36ミリ未満のケーシング
ドイツ

ボロニア

牛の腸または直径36ミリ以上のケーシング
イタリア

つまり普通サイズがウインナー、太いのがフランクフルト、もっと太いのがボロニアということ

。

うぇぶさいと[ウェブサイト]
好きではないウェブサイト。

フラッシュから始まるウェブサイト

必ずスキップすることにしているので最近は最後まで見たことがない。



ホームページビルダーで作られたウェブサイト

もちろん素晴らしいものもあるが、ほとんどは、デザインに統一感がなく、できそこない

のワープロで作ったような感じで、どことなく古臭い。

色使いが悪く読みにくいウェブサイト

背景が白で文字が薄い水色とか、背景が黒で文字が赤とか。

うぉおむびず[ウォームビズ]
ペットブームであるが、今後、小鳥ブームになると思われ、オウムなどの取引が大きなビジネス

になると予想される。これを「オウムビズ」と言う。

うちだゆうや[内田裕也]
内田裕也がパリで映画を撮るため1ヶ月も前に乗り込んでロケハンをしていた。1ヶ月たって、ビ
ートたけしのところに電話があり、「いいところを見つけた」という。果たしてそこはエッフェ

ル塔であった。

うちわ[団扇]
背中や首の後ろを扇いでいる人はおばさんである。

うめしゅ[梅酒]
焼酎等に梅を漬け込んだもの。酒税法上は新たに酒類を製造したものとみなされる。ただし家庭

内で飲む場合には製造したものとはみなされないが、他人に飲ませると酒税法違反となる。

うろおぼえ[うろ覚え]
はっきりと覚えていない様子。「うるおぼえ」と言ったり書いたりする人が多いが、間違い。「

うろ」が空洞とかそういう意味だということが分かれば間違えるはずはないと思うが。

えいじゃっくす[Ajax]
Asynchronous JavaScript + XMLの略。「Asynchronous」は非同期という意味。JavaScriptを使い
非同期にサーバとXMLのやりとりをする仕組み。しかし、これでも意味が分からないので、何の
略かということは考えずに説明すると、一般的なウェブページはボタンを押すなど何らかのア

クションをするとページ全体が書き換えられていた。これに対し、Ajaxを使ったページはページ
全体ではなく変わる部分だけが書き換えられる。一般的なウェブページを「絵本」とするとAjax
は「飛び出す絵本(仕掛け絵本)」と言える。Ajaxを使ったページとしては、Googleマップがその代
表とされ、ページ全体ではなく地図部分だけが瞬時に書き換えられ、Ajaxならではの便利さを体
感できる。一方で、Ajaxを使っているものの、本当に便利なのか怪しいページも多い。
えくせる[エクセル]
表計算ソフト。実際には単なる表作成ソフトとして使っている人が多く、多くの高度な機能のほ

とんどが使われていない。優れたソフトということよりも誰もが持っているソフトということに

意味がある。以前は他人とデータの受け渡しをする場合、「テキストファイルでデータ形式がど

うしたこうした」と気にする必要があったが、現在はエクセルファイルで受け渡しするのが最も

簡単であるのは間違いないようだ。

えぐい[えぐい]
灰汁が強くいがらっぽい味がする。転じて我が強く思いやりがない。



えぐみ[えぐみ]
えぐいこと。

えこのみいくらすしょうこうぐん[エコノミークラス症候群]
静脈血栓塞栓症のこと。飛行機内などで長時間同じ姿勢を取り続けて発症することが多いため、

この名が付いた。高原直泰が発症したがそのときはビジネスクラスだった。

えちけっととまなあのちがい[エチケットとマナーの違い]
特に使い分けるほどの明確な違いはないが、エチケットは元がフランス語なので優雅な感じが

する。

エチケット

礼儀、作法。フランス語で「ラベル」の意味があり、その日のルールを書いて柱に貼りつけ

たことから。

マナー

広い意味で「方法」、狭い意味で「正しい方法」。

えどことば[江戸言葉]
江戸(東京)特有の言葉。代表的なものとしては「ひ」と「し」の入れ替えがある。例「布団をひく
」正しくは「布団を敷く」。「ひゃっくり」正しくは「しゃっくり」。

えぬじいおう[NGO]
(1)Non-Governmental Organizationの略。非政府組織。「んご」と読む人がいるが誤り。→NPO(2)
名古屋空港のこと。

えぬぴいおう[NPO]
Non-Profit Organizationの略。非営利組織。「んぽ」と読む人がいるが誤り。→NGO
えりんぎ[エリンギ]
よく見ると得体の知れないキノコ。

えるにいにょ[エルニーニョ]
赤道からペルー沖の海面の温度が上がる現象。「男の子」の意味。世界の異常気象の原因とさ

れる。太平洋の赤道付近の海面には恒常的に東から西に向かって風(貿易風)が吹いており、海面付
近の暖かい海水が西に吹き寄せられ、太平洋の西側は暖かく、東側のペルー沖は冷たい。そして

貿易風が弱いとペルー沖の温度が上がることになる。逆に下がる現象をラニーニャと呼ぶ。

えるびすぷれすりい[エルヴィス・プレスリー]
歌手。1935年1月8日生まれ。かれの誕生日にちなみ、1月8日はロックの日とされる。1977年8
月16日没。
えんきょく[婉曲]
「わんきょく」と読む人がいる。腕が曲がるという意味か。

えんたあていなあ[エンターテイナー]
楽しませる人。「エンターティナー」と「イ」を小さく書く人がいて「おかしいなあ」と思って

いたら、これをそのまま「えんたあてぃなあ」と読む人がいて「いいか、放っておけば。面白い



から」と思っている。フレディ・マーキュリーが「れっみー・えんたー・ていんゆう」と叫んで

いる通り、「イ」は大きく書くのが適当と思われる。→デスクトップ、→インストール

おいてけぼり[置いてけぼり]
江戸の堀の一つ。釣りをして魚を釣って帰ろうとすると水の中から「置いてけ」という声がした

、という。だから「おいてきぼり」というのはおかしい。

おうさか[逢坂]
滋賀県大津市西部の地名。逢坂の関は関東と関西の境。

おうじょとじょおうのちがい[王女と女王の違い]
王女は王の女の子供の意味で、王子は男の子供。

王女

王の娘。

女王

女性の王。

おおえけんざぶろう[大江健三郎]
作家。1935年1月31日生まれ。1994年にノーベル文学賞を受賞。妻の大江ゆかりは伊丹十三の妹
。

おおすがさゆり[大菅小百合]
スピードスケート選手。1980年10月27日生まれ。太ももが太すぎるため、スカートを足から履く
ことができず、頭から被って履くらしい。

おおみこおりやまし[大和郡山市]
最も読みが長い市、と思われる。

おおむらさぶろう[大村三郎]
野球選手。サブローとして知られる。

おざなりとなおざりのちがい[おざなりとなおざりの違い]
どちらも「いい加減な対応」を表す言葉だが、「一応やる」と「やらない」という違いがある。

おざなり

一応やるけどいい加減。

なおざり

いい加減にしてやらない。放置。

「なおざり」は「なにもしない」と覚えるとよい。

おしむ[オシム]
ジェフ千葉の監督。イビチャ・オシム。1941年5月6日生まれ。旧ユーゴスラビア出身。
おじや[おじや]
スペインに「olla」(オジャ)という言葉があり「鍋」を意味する。
おじやとぞうすいのちがい[おじやと雑炊の違い]



同じように思えるが調理の点から見ると次のような違いがある。

おじや

ご飯をスープなどで煮たもの。

雑炊

ご飯を洗い、ぬめりを取ってから、スープなどで煮たもの。

おとしもの[落し物]
燃焼の三要素は、物、酸素、火種である。そして落し物の三要素は、物、落下、無感知である。

つまり落し物を防ぐには物を持たないことである。

おばさん[おばさん]
(1)自分の祖母、母を除く、すべての二十歳以上六十歳未満の女性。(2)伯母、叔母のこと。→伯母
と叔母の違い

おばとおばのちがい[伯母と叔母の違い]

伯母

父または母の姉

叔母

父または母の妹

おぼんこぼん[おぼんこぼん]
漫才コンビ。こぼん(背の低い方。本名、馬場添良一。1948年12月24日生まれ)は片山右京に似て
いる。

おみくじ[御神籤]
神社などで売られている紙片。運勢が書かれている。良い方から、大吉、中吉、小吉、吉、半吉

、末吉、末小吉、凶、小凶、半凶、末凶、大凶となる。御神籤は御札と違うと言われるが、所詮

、同じ紙切れである。

および[及び]
「Aand(BandC)」は「A及びB並びにC」と書く。
おりたたみがさ[折り畳み傘]
折り畳むことのできる傘。今はペン型など非常に小さく軽い折り畳み傘があり、しかも安価。そ

して充分、実用に耐える。通常の傘を持ち歩く意味がはたしてあるのかと思われる。

おんちゅう[御中]
返信用の封筒にあらかじめ「御中」が付いていることがある。返信する側の手間を省こうという

のだろうが余計なお世話である。このような傲岸不遜な相手には「御中」を消して「行」に直し

て送るとよい。



かきくけこ

かいんとじょういんのちがい[下院と上院の違い]
議会が二院制の場合、ある特定の集団(地域あるいは貴族や金持ちなど)の代表による議会を上院と
呼び、国民全体の代表による議会を下院と呼ぶ。

→参議院と衆議院の違い

かえで[楓]
紅葉する代表的な植物。「蛙の手」が語源。

かおう[花王]
花王は元は花王石鹸という社名であった。これは主力商品であった、顔洗い用の石鹸、すなわ

ち「顔石鹸」のことで、「顔」に「花王」という文字を当てただけである。

かおすりろん[カオス理論]
先を予測しなくてはならない場面なのに、それができない場合、「それがカオス理論だから」と

言うと許される便利な言葉。気象予報士がよく使う。

かくだんとう[核弾頭]
非核三原則を掲げる日本で、一番打者のことを「核弾頭」と呼ぶのはいかがなものか。

かくりつ[確率]
「確からしさのこと」などと書かれることがあるが却って意味が分からない。ブログなどを見る

と「かなりの確立で当たります」という表記を見かける、これは「確率」が正しい。「確立」が

正しいと思っている人の存在は否定しないが、多くは漢字変換のミスによるものと思われる。し

かし漢字変換は最近使った漢字やよく使う漢字が先に表示されるのだから、このようなミスをす

る人は普段「確立」という漢字を使うことが多いのだろう。何を確立しているのだろうか。

かごめ[カゴメ]
創業初期、三角を二つ組み合わせたマークをトレードマークとしており、これが篭目に見えたた

め「カゴメ印」と呼んでいた。その後、これを社名に変更した。

かさ[傘]
雨を避ける物。一度でも傘を電車の中に置き忘れたことがある人は折り畳み傘を使用すべし。同

じことを何度も繰り返すのはいかがなものか。

かじいもとじろう[梶井基次郎]
小説家。1901年2月17日生まれ。代表作は「檸檬」。
かぜ[風邪]
「今年の風邪はおなかに来るよ」って毎年、言われる。

かぜがふけばおけやがもうかる[風が吹けば桶屋が儲かる]
カオス理論の例として頻繁に使われる例え話。風が吹くと埃が目に入り盲人が増える、盲人は三

味線で生計を立てる、三味線の皮にするため猫が捕獲される、猫が捕獲されると鼠が増える、鼠

は桶を齧る、桶が大量に作られる。日本版バタフライ効果。

かたかな[片仮名]



漢字が分からないときに片仮名で書くと「特に意図して書いているのかもしれない」という印象

を読み手に与えることができる。

かたな[刀]
片方に刃が付いている刃物。「かた」は「片」、「な」は「刃」のこと。→刀と剣の違い

かたなとけんのちがい[刀と剣の違い]

刀

片方に刃が付いている。

剣

両方に刃が付いている。

かたやまうきょう[片山右京]
レーサー。1963年5月29日生まれ。おぼんこぼんのこぼんに似ている。
かちん[カチン]
怒りの感情が急激に高まるとき、頭蓋骨の中で立てる音のこと。

かつしんたろう[勝新太郎]
俳優。1931年11月29日生。1997年6月21日、咽頭癌で亡くなる。享年65歳。
かぼちゃ[南瓜]
女性が好み、男性が好まないという野菜。

かめくび[亀首]
愛知県にある地名。愛知県豊田市亀首町。

からっと[カラット]
宝石の重さを表す単位。1カラットは0.2グラム。私の体重は38万カラット程度。
かれいどすこおぷ[カレイドスコープ]
枯井戸の中を覗く道具。

かれんろばあと[カレンロバート]
サッカー選手。1985年6月7日生まれ。市立船橋高校出身。イギリス人と日本人のハーフ。しかし
英語は話せない。カレンが苗字、ロバートが名前である。

かわしまなおみ[川島なお美]
女優。1960年11月10日生まれ。血液の代わりにワインが体内を流れている。
かんがいぶかいとかんがえぶかいのちがい[感慨深いと考え深いの違い]
どうも混同している人がいるような気がする。

感慨深い

しみじみと感じる度合が強いこと。

考え深い

物事を深く考えること。

かんさい[関西]



逢坂の関より東という意味。

かんとう[関東]
古くは逢坂の関より東。後に箱根の関より東を指すようになった。

かんなおと[菅直人]
政治家。これほどひとの話を聞かない人は見たことがない。団塊世代の代表。

かんなばろ[カンナバロ]
ファビオ・カンナバロ。サッカー選手。イタリア代表。1973年9月13日生まれ。2006年ドイツワ
ールドカップでイタリアが優勝した際のキャプテン。MVPの選考ではジダンに次ぐ票を集めた。
身長175センチでディフェンダーとしては小柄。宮本恒靖より低い。
がっしょう[合掌]
ブログなどの文章で最後が上手くまとまらないときに書き添えると何とかなった気になる。合掌

。

がむ[ガム]
味が付いた、ねばねばした物体で、通常、口に入れて噛むことにより使用する。食物ではないが

、飲み込んでも消化されずそのまま排出されるので人体には影響はない。また盲腸に詰まり、盲

腸炎になると言われることがあるが、盲腸の入り口は直径5ミリ程度なので入り込んで詰まるとい
うことはない。

がりがりくん[ガリガリ君]
アイスキャンデー。棒に当たりが出るともう一本もらえる。その割合は百本に二本と言われる。

きい[紀伊]
現在の和歌山県のこと。元は「木国」と書いて「きのくに」と読んでいたが大和朝廷が「国名は

漢字二文字にすべし」と決めたため「き」を「きー」と伸ばし「紀伊国」と表記するようにな

った。だから紀伊国屋は「きいくにや」ではなく「きのくにや」と読む。

きいはいれつ[キー配列]
キーボードのキーの並び方。QWERTY配列と呼ばれる配列が一般的だが、これはタイプライター
の名残で、他にもいろいろと考案されている。ドボラク配列もその一つである。

きしょうようほうし[気象予報士]
明日の天気が晴か雨かを当てる人。ある年、気象庁の場合、その確度が約50%だったらしく、こ
うなると当てずっぽうとあまり変わらない気がする。石原良純が代表格。

きそくせい[規則性]
「『１、２、○、４』の○に入る数字は？」という問題で、普通は「３」と答える。しかし、

n=1,2,3,4のとき、n3-7n2+15n-8の計算結果は「１、２、１、４」となるので、「１」と答えるの
も規則性があると言える。つまりこのような問題はそもそもナンセンスである。

きっちり[きっちり]
犠牲フライの前に付ける言葉。例「きっちり、犠牲フライを上げ、」

きつえん[喫煙]
喫煙による健康への影響の原因は、実は非喫煙者が喫煙者の背中に向かって「早死にすればよい



のに」と呪いの言葉をかけていることによるものであることはあまり知られていない。

きなことだいずこのちがい[きな粉と大豆粉の違い]
大塚製薬に「ＳＯＹＪＯＹ」という製品があり「大豆粉を使用」と謳っている。きな粉と何が違

うのか。大塚製薬のウエブサイトでは次の通り説明されている。

きな粉

大豆を煎ったものを粉末化したもので、香ばしい風味がある。

大豆粉

うす皮を除いた大豆をそのまま粉にしているので大豆本来の甘みや香りが生きている。

つまり、大豆粉は皮を除いて粉にしたもの、ということらしい。

きのつらゆき[紀貫之]
歌人。「土佐日記」の作者。姓は「き」、名は「つらゆき」だからインターネットで氏名を入力

すると「きつらゆき」になってしまうのだなあ。「の」はどうするのだろう。というより一体、

何？

きゅうしゅう[九州]
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の7県からなる島。沖縄を含めても8県。四国が4県
からなるのと同じで9県からなると考えると痛い目にあう。
きゅうば[キューバ]
カリブ海に浮かぶ島国。いつもその場の思い付きで難局を乗り越えると言われる。急場凌ぎ。

きょうしときょうゆのちがい[教師と教諭の違い]
学業などを教える人全般を教師と呼ぶ。つまり小中学校の先生も塾の先生もピアノの先生も教師

である。そのうち免許を持っている教師を特に教諭と呼ぶ。

教師

学業を教える人

教諭

教育職員免許法による普通免許状を持つ教師

きんいつ[均一]
「きんいち」と読む人がいるので驚く。

きんききっず[KinKi Kids]
美少年とそうでもない人の二人組。直訳すると「性的に異常な子供達」の意味か。

ぎゃくにいうと[逆に言うと]
物事を逆説的に表現し、その本質を鋭く指摘するときに使う言葉。しかしよく聞くと本当に逆

に言っているだけの場合もある。「夏は暑いから嫌だなあ」「逆に言うと冬は寒いんですよね」

。

ぎょうれつ[行列]
数学の行列の場合、行は縦に数え、列は横に数える、と決まっているが、どちらがどちらなのか



分からなくなってしまう。行の「ニ」の部分を見ると横棒が縦に並ぶので縦に数える。列の「リ

」の部分を見ると縦棒が横に並ぶので横に数える。と覚えるとよい。かえって分かりにくくなっ

ている気もするが。

ぎんなん[銀杏]
茶碗蒸しに入っているとありがたみが増すもの。公孫樹の種である。

くうかん[空間]
気取って「空間」と言うな。「間取り」って言え。

くさわけ[草分け]
物事を最初に行う人。パイオニア。

くじら[鯨]
皮が黒く中は脂で白い。黒と白、クロシロ、クロシラ、クジラと転訛した。

くりすますいぶ[クリスマスイブ]
クリスマスの前日の夜のこと。クリスマスのお祝いは12月24日の夜から25日にかけて行われる。
そのため「イブ」は「イブニング」のことであり、「前日」という意味ではない。だから12月23
日を「クリスマスイブイブ」という言い方はおかしい。

くれえんげえむ[クレーンゲーム]
クレーンが据えられたガラスケースの中にぬいぐるみを入れそれを外から操作して取り出すとい

うゲーム。一回で成功すれば安上がりだが、失敗すると何も残らない。どう考えてもぬいぐるみ

を直接買った方が確実だと思うが、挑戦する人間が後を絶たない。人間はリモートコントロール

が好きな動物だからだろうか。

くわたけいすけ[桑田佳祐]
歌手。サザンオールスターズのリーダー。1956年2月26日生まれ。日本で五指に入るミュージシャ
ンであるが、単に「桑田」と呼んだ場合、桑田真澄を指すことが多い。

くわたますみ[桑田真澄]
野球選手。1968年4月1日生まれ。4月1日生まれは前の年度の学年に入れられるため、同学年の中
では最も年少ということになるが、高校1年の夏から甲子園に出て優勝した。ジャイアンツ(日本)
、パイレーツ(アメリカ)に所属。長嶋茂雄は彼を「くわだ」と呼ぶ。
ぐうぐる[Google]
検索エンジン。グーゴルの捩り。

ぐうぐるまっぷ[Googleマップ]
地図が見られるウェブページ。Googleが開発。Ajaxを利用した嚆矢とされる。また、Google
Maps APIを利用すると、個人が自分のページにGoogleマップを組み込んで表示することができる
。

ぐうごる[グーゴル]
1グーゴルは10の100乗である。→累乗
ぐれえとくさつ[グレート草津]
プロレスラー。1942年2月13日生まれ。国際プロレスの中心選手だった。



ぐれえぷふるうつ[グレープフルーツ]
果実が枝に葡萄のような房状に付くことから。

けいたい[敬体]
「です」「ます」調のこと。→常体

けいたいでんわ[携帯電話]
一人になることが不安な人が持ち歩く物。高性能糸電話。電子メール、カメラ、テレビ、音楽

プレーヤーなどありとあらゆる物が詰め込まれている。いずれ折り畳み傘が詰め込まれるものと

予想される。

けえしんぐ[ケーシング]
ソーセージを作るときに肉を詰めるための羊や豚の腸のこと。

けつえき[血液]
人間の性格や相性を決定付ける赤色の液体のことで四種類しかない。また、この圧力が弱いこと

を理由に朝、遅刻しても許されることがある。

けなふ[ケナフ]
ハイビスカスの仲間の一年草。成長が早く半年で3メートル以上になる。草なのに繊維がパルプに
似ているため紙の原料になる。また二酸化炭素の吸収が早く、地球温暖化の防止に効果があると

され、盛んに植えられている。しかし、植えすぎて処分に困り、燃やして二酸化炭素をかえって

増やしているらしい。

けん[剣]
→刀と剣の違い

けんをおとしてふねをきざむ[剣を落として舟を刻む]
舟に乗っている時に剣を水中に落としてしまったときは、舟べりに印を付けてその下を探すと

よい。

げんざんとこうじょのちがい[減算と控除の違い]
税務の法令上、所得の金額を計算する場合、減算と控除は使い分けられている。控除の場合、減

算した後、マイナスになるときはゼロを限度とするが、減算の場合、ゼロを限度としない。

こうこうやきゅう[高校野球]
夏休みに妻の実家に行き、義父と二人きりになって、話すことがなくなったとき、テレビで放送

されていると助かるもの。→箱根駅伝

こうし[嚆矢]
昔、中国では、敵陣に向かって矢を射てから戦争を始めた。この矢を嚆矢と呼んだことから、物

事の始まりという意味。

こうれいかしゃかいとこうれいしゃかいのちがい[高齢化社会と高齢社会の違い]
65歳以上の人口が総人口に占める割合が14%から21%のとき高齢社会と呼び、7%から14%のとき
高齢化社会と呼ぶ。

高齢化社会

65歳以上人口が、7%から14%



高齢社会

65歳以上人口が、14%から21%

今の日本は高齢化社会ではない。高齢社会である。

こおとじぼわある[コートジボワール]
アフリカ中部に位置する国。かつて象牙海岸と呼ばれた。

こくえいこうえんとこくみんこうえんとこくりつこうえんのちがい[国営公園と国民公園と国立公
園の違い]

国営公園

都市公園法に基づき国土交通省が所管する。

国民公園

環境省が管理する。

国立公園

自然公園法に基づき環境省が所管する。

こくさんぎゅうとわぎゅうのちがい[国産牛と和牛の違い]

国産牛

生産地が日本である牛。もっと正確に書くと、飼育期間が最も長い地域が日本である牛。オ

ーストラリア生まれ、日本育ち、という牛も国産牛である可能性がある。

和牛

牛の種類が日本固有の牛。生産地はオーストラリアでも良い。

こくみんえいよしょう[国民栄誉賞]
首相の人気が低下したときに、人気者に与えることで巻き返しを図るための賞。

こしらえる[拵える]
食べ物を作るの意。橋田壽賀子の書く脚本では登場人物はすべて「作る」と言わず「拵える」と

言う。ドラマの中では、まだ10歳代の子供も「拵える」と言うが、現実の世の中で「拵える」と
いう言葉を使う子供を見たことがない。

こはるびより[小春日和]
秋の暖かい日のこと。

こんせんさす[コンセンサス]
意見の一致(consensus)。これを「コンセンシャス」と読む人がいて驚く。しかし「conscientious
」(良心的な)という言葉もあるので、その意味で使っている可能性もあるが、実際は単に間違えて
いるだけである。

ごごじゅうにじ[午後十二時]
どう考えても深夜の十二時だと思うが、正午だと思う人がいて困る。午後11時は23時という認識
では一致している。ならば、午後12時は24時、つまり深夜の12時ということになるのは明らかだ



と思う。→午前十二時

ごぜんじゅうにじ[午前十二時]
どう考えても正午だと思うが、深夜の十二時だと思う人がいて困る。午前11時は昼の11時という
認識では一致している。ならば、午前12時は昼の12時ということになるのは明らかだと思う。→
午後十二時

ごだぶりゅういちえいち[5W1H]
新聞記者が記事を書くときの基本とされているが、文章の流れを無視した箇条書きのような記事

はいかがなものか。

ごりん[五輪]
オリンピックのこと。円を5個組み合わせたオリンピックのシンボルマークにちなんで、日本の新
聞社が呼び始めたとされ、外国では通じない。

ごろあわせ[語呂合わせ]
ことわざなどを元に、それに似た音調の別の文字列を作る遊び。辞書には例として「一つ積んで

は父のため」を「一つ脱いでは質の種」と書かれている。面白いじゃないか。



さしすせそ

さいぼおぐ[サイボーグ]
身体の一部が機械、器具に置き換えられた生物。この定義によればペースメーカーを埋め込んだ

人間はサイボーグであり、虫歯に勤続や樹脂を埋め込んだ人間もサイボーグかもしれない。

さからう[逆らう]
流し打ちを「逆らわないバッティング」というが、引っ張りを「逆らったバッティング｣とは言わ

ない。

さっかるうず[サッカルーズ]
サッカーのオーストラリア代表のこと。サッカーとカンガルーを合わせた言葉。

さぶろお[サブロー]
野球選手。1976年6月1日生まれ。本名、大村三郎。
さむねいる[サムネイル]
親指の爪あるいはそれほどの大きさという意味。デジタル写真などを小さく表示したものをサム

ネイルと呼ぶことが多い。サムネイルのファイル名を「s0015.jpg」などと書く人がいるが、元
は「thumbnail」なのだから、「s」と略すのは、その意味では誤り。と指摘すると「smallの意味
だもん」と開き直られる。

さらんらっぷ[サランラップ]
フィルムメーカーの技術者の妻たちが弁当をフィルムで包んでいた。これが評判になり商品化さ

れた。妻の名前がサラとアンでこれをくっつけて「サラン」となった(ラップは「包む」の意味)。
さんぎいんとしゅうぎいんのちがい[参議院と衆議院の違い]
衆議院は民選議員で構成されていたが、参議院の前身は貴族院であり、皇族、華族、高額納税者

等で構成されていた。戦後、両院とも民選となった。代議士と呼ばれるのは衆議院議員だけなの

は民選が衆議院だけだった頃の名残。

参議院

任期は6年
上院

衆議院

任期は最高4年
下院

参議院は上院に該当するため、上位にあるように思われるが、実際は議決権の点などで衆議院が

上位である。→下院と上院の違い

さんたま[三多摩]
「三鷹」のような「三」の付く地域と多摩地域が合わさった地区だと思っていたがそうではない

。昔、東京の西部は、東多摩、西多摩、南多摩、北多摩と郡が分かれていて、その後、東多摩が

旧東京市に組み入れられたため、残りの地域を三多摩と呼ぶようになった。現在は西多摩以外は



市に分割され郡ではなくなったため三多摩と呼ぶことは少ないようである。

さんだあすぎやま[サンダー杉山]
プロレスラー。1940年7月23日生まれ。2002年11月22日、心不全により亡くなる。
さんだいかせん[三大河川]
信濃川、利根川、石狩川。長さの順。

さんだいこ[三大湖]
琵琶湖、霞ヶ浦、サロマ湖。

ざせき[座席]
座るための席。バスや電車の座席表と言うことはあっても、教室やオフィスの座席表とは言わ

ない。座るだけでなく勉強したり仕事したりするからである。

ざとういちものがたり[座頭市物語]
勝新太郎の人気映画シリーズ「座頭市」の第1作。1962年。モノクロ。原作は子母沢寛とされてい
るが、実際は原案という程度のものであり、大部分は勝新太郎らが作り上げたものだと言われる

。

しこおすきいとにこおすきいのちがい[シコースキーとニコースキーの違い]
ともに外国人投手である。

ブライアン・シコースキー

1974年7月27日生まれ
右投げ

ロッテ、巨人、ヤクルト

クリストファー・ニコースキー

1973年3月9日生まれ
左投げ

ソフトバンク

ししょう[師匠]
テレビで出演者が先輩落語家を「師匠」と呼ぶことがあるが、視聴者にとっては師匠でも何でも

ないわけで、そのような呼び方は楽屋だけにしてほしい。特に林家木久蔵。

しっくすあぱあと[シックス・アパート]
MovableTypeなどのブログシステムを開発している会社。「six apart」とは創業者の誕生日が6日
だけ離れているという意味。「アパートが6棟ある」という意味ではない。
しっけつし[失血死]
大量に出血することにより死ぬこと。人間の血液の量は男性の場合、体重の8％、女性の場合、体
重の7.5％と言われ、その2分の1以上が失われると死ぬ。平均的な男性の場合、体重を60キロとす
ると血液の量は4.8リットルで、その2分の1の2.4リットルが失われると死亡するという計算になる
。

しま[島]



都道府県名で二番目に多く使われている漢字。最も多く使われている漢字は「山」である。

しまぐに[島国]
四方を海で囲まれ、他国と陸で接することのない国。したがってイギリスは島国ではない(アイル
ランドと接しているから)。また、九州は島国ではないが、四国は島国である(九州は州だが、四国
は国だから)。
しまだしんすけ[島田紳助]
司会者。1956年3月24日生まれ。
しみゅれえと[シミュレート]
「シュミレート」や「シュミレーション」と書く人がとても多い。先日「ドラえもん」を読んだ

ら「シュミレーター」という記載が出てきた。おそらくこれが原因だと思われる。→シュミテク

ト

しみる[染みる]
冷たい物を食べて歯が痛くなることについて「歯が染みる、ではなく、歯に染みる、だろう」と

抗議している人を見たことがある。まったくそのとおりだが、相変わらずシュミテクトのコマ

ーシャルでは「歯が染みる」と言っている。

しめやか[しめやか]
「通夜(葬儀)がしめやかに営まれた」という用法以外に使われる場面をあまり見ない。
しゃかいかきょうゆ[社会科教諭]
教科のうちもっとも教諭になるのが簡単なのは社会科だと思われる。→フィヨルド、北緯三十八

度線

しゃっくり[しゃっくり]
横隔膜の痙攣により「ヒャック」という声が、何度も繰り返し、自分の意志とは無関係に出てし

まうこと。語源としては「しゃくりあげる」などが考えられる。「ひゃっくり」と呼ぶ人も多い

。

しゅくじつ[祝日]
憲法記念日(5月3日)、こどもの日(5月5日)などのこと。祝日については国民の祝日に関する法律に
定められている。いわゆる振替休日は祝日ではない。法律上は「休日」である。2005年10月
現在、5月4日は国民の祝日に関する法律により「休日」とされているが、2007年1月からは、みど
りの日という「祝日」になる。なお4月29日は昭和の日となる。
しゅしょう[首相]
→首相と内閣総理大臣の違い

しゅしょうとないかくそうりだいじんのちがい[首相と内閣総理大臣の違い]
首相というのは「相の首」つまり「大臣のトップ」という意味。一方、内閣総理大臣は官職の

名前。憲法において「行政府の首長」とされる。つまり「大臣のトップは『内閣総理大臣』とい

う官職の人が務める」ということ。英語だと首相も内閣総理大臣もprime minister(一番エラい大臣)
と訳される。

しゅっせうお[出世魚]



成長の時期によって呼び名が変わる魚。鰤や鯔など。昔の日本人は別の魚だと思い込んでいたに

違いない。同じ魚でも呼び分けることは、ヒラメもカレイも「フラットフィッシュ」と呼ぶ、ア

メリカ人には分からない感覚だろう。

しゅみてくと[シュミテクト]
アース製薬の知覚過敏用歯磨き。しみるのをプロテクトするという意味なのだから「シミテクト

」ではないのか。

しゅれっだあ[シュレッダー]
(1)ネクタイを引き込んで人を窒息させる機械。(2)個人情報保護法の施行により需要が増したと言
われる機械。しかしまともな人間ならば施行前から個人情報の取扱については慎重な対応をして

いたはずである。(3)紙ふぶき製造機。しかし実際には紙幣程度の大きさに切った方が、綺麗に
舞い、後片付けも簡単である。

しゅわ[手話]
フランスでは1870年から1976年まで手話が法的に禁止されていた。
しゅわちゃん[シュワちゃん]
(1)アーノルド・シュワルツェネッガーのこと。(2)演技派俳優の対極にある俳優のこと。
しょう[笑]
話し言葉でもない文の最後に「(笑)」と書くのはいかがなものか。
しょうがい[障害]
「害」には悪いイメージがあるから「障がい」と書くという自治体がある。もしそうならば「障

」にも悪いイメージがあるから「しょうがい」と書くのが妥当だろう。元は「障碍」と書いてい

たが「碍」が当用漢字でないため「害」を当てはめたのが始まりとされる。「だから「障がい」

と書くのだ」と言うのならば理解できる。

しょうてん[笑点]
林家木久蔵らが出演しているテレビ番組。「氷点」の捩り。

しょうひきげんとしょうみきげんのちがい[消費期限と賞味期限の違い]

消費期限

正しい方法で保存したときに安全に食べられる期限

賞味期限

味が維持され美味しく食べられる期限

しょうわのひ[昭和の日]
国民の祝日。2005年10月現在、4月29日はみどりの日と呼ばれているが、2007年1月からは昭和の
日となる。

しりとり[しりとり]
都道府県名でしりとりをしたとき、最も長く続くのは「福井→茨城→京都→栃木→岐阜→福岡→

香川(神奈川)→和歌山」の8個。
しろいこいびととしろいこいびとたちとしろいこいびとたちのちがい[白い恋人と白い恋人たちと



白い恋人達の違い]

白い恋人

クッキーにチョコレートを挟んだ菓子。賞味期限が過ぎても味に影響を与えないため土産に

最適とされる。

白い恋人たち

グルノーブル(フランス)冬季五輪の記録映画。また、そのテーマ曲(フランシス・レイが作曲)
。

白い恋人達

桑田佳祐が2001年10月24日に発表した曲。

しろうと[素人]
物事を知ろうとする人。

しんどらあ[シンドラー]
スイスに本部を置くエレベーターやエスカレーターを製造する企業。ウェブサイトによればエス

カレーター＆動く歩道では世界第1位、エレベーターでは世界第2位の規模とのこと。「シンドラ
ーのリフト」と呼ばれる。

しんどらあのりすと[シンドラーのリスト]
1993年公開の映画。監督はスティーヴン・スピルバーグ。第二次世界大戦時にオスカー・シン
ドラーが千人以上のユダヤ人を救ったという話を映画化したもの。

しんふぜん[心不全]
心臓の働きが悪くなって全身に必要な血液を送ることができなくなった状態。医者が死因を考え

るときに「わかんねえなあ。心不全にしとこう」というように使う。

しんぶんきしゃ[新聞記者]
ペンは剣よりも強いと本当に信じている人。

じぇいえふけえ[ジェイエフケー]
(1)2005年に活躍した阪神タイガースのリリーフ陣のこと。ジェフ・ウィリアムス、藤川、久保田
の頭文字。彼らの活躍で2005年、タイガースはセントラル・リーグで優勝。しかし日本シリーズ
では、大差の試合が続いたため、ほとんど登板機会がなかった。(2)ジョン・エフ・ケネディの略
。これを知らない阪神ファンが何人かいる。

じぇえぴいもるがんちぇえすばんくなしょなるあそしええしょん[ジェー・ピー・モルガン・チェ
ース・バンク・ナショナル・アソシエーション]
日本で最も長い名前の銀行(全国銀行協会正会員、2007年5月現在)。三菱東京UFJ銀行もびっくり
。しかし頻繁に名前を変えているので今後どうなるかは分からない。

じぇふうぃりあむす[ジェフ・ウィリアムス]
2005年に活躍した阪神タイガースの投手。ジェイエフケーの一角。彼を「ジョン・ウィリアムズ
」と呼ぶ阪神ファンが何人かいる。

じぇろむればんな[ジェロム・レ・バンナ]



キックボクサー。1972年12月26日生まれ。苗字と名前の区分が分からない。「レ」って何だ？
じしょ[辞書]
世の中で3番目に無駄が多い書物。2番目は百科事典。1番目は電話帳。
じだん[ジダン]
ジネディーヌ・ジダン。サッカー選手。フランス代表。1972年6月23日生まれ。ニックネームは
ジズー。マルセイユルーレットというトリッキーな技を得意とする。2006年ドイツワールドカッ
プの決勝戦では、開始直後のPKでチップキックという遊び心を見せる余裕がありながら、終了直
前に相手選手にヘッドバットという遊び心を見せて退場。イタリアに敗れたものの自身はMVPと
なる。

じちょう[自重]
野球の走塁で、次の塁を狙わず、その塁に留まること。

じっぱあとちゃっくとふぁすなあのちがい[ジッパーとチャックとファスナーの違い]
主にズボンの前部分とバッグの上部分に付いており、開け閉めをするために使う。開けたまま放

置すると無防備な印象を与える。

ジッパー

ファスナーを開け閉めするときの擬音「zip」が語源。主にアメリカで使われる。ジップファ
スナー。

チャック

「巾着」の捩りで元は商標。日本で使われる。

ファスナー

しっかり締めるという意味の「fasten」が語源。締め付ける物という意味でネジなどを指す
場合もあるので、これと区別するためスライドファスナーという。

じゃっかん[弱冠]
二十歳の男子。したがって「弱冠三十歳の若手映画監督」とか「若干二十歳の女流作家」という

言い方は正しくない。

じゅうそう[十三]
大阪府大阪市淀川区にある、キリスト教徒がぞっとする地名。

じゅうらい[従来]
以前から今まで、という意味。よく「従来から」と書くケースがあるが、これは間違いらしい。

「昨年来」とか「昨日来」とかのように「来」には「から」の意味があり、重複するため。

じゅばん[襦袢]
ポルトガル語に「gibão」(ジバン)という言葉があり「上着」を意味する。
じょうじゅん[上旬]
その月の1日から10日まで。ある人は「上旬は月の前半、下旬は月の後半」と言っていた。「中旬
」という言葉の存在を知らないらしい。

じょうたい[常体]



「である」調のこと。→敬体

じょうひんなあじ[上品な味]
料理の味を表現するときに使う言葉で、味が薄いという意味。

じょおじるうかす[ジョージ・ルーカス]
映画監督、製作者。1944年5月14日生まれ。「スター・ウォーズ」と「インディ・ジョーンズ」
で知られる。両作に出演しているハリソン・フォードとは、黒澤明と三船敏郎の関係に例えら

れる。

じょんうぃりあむず[ジョン・ウィリアムズ]
アメリカの作曲家。映画「スター・ウォーズ」、「ジョーズ」などの映画音楽で知られる。1932
年2月8日生まれ。
じょんれのん[ジョン・レノン]
ミュージシャン。1940年10月9日生。ビートルズを結成。1980年12月8日、暴漢に撃たれ亡くなる
。

すいあとぽてと[スイートポテト]
蒸かしたサツマイモを裏ごしし、形を整えて、オーブンなどで焼いた菓子。しかし「甘い芋」な

らば、単に蒸かしたサツマイモもスイートポテトと呼んでよいと思う。スイートコーンと同じ。

すいか[西瓜]
緑と黒の縞状の模様の付いた比較的大きく丸い形状をしている野菜。中の赤い部分を食すがその

ほとんどが水分である。そのため、スイカジュースにしてしまえば良いと思うがそのような商品

を見たことがない。黒い種があり、飲み込むと盲腸に詰まり、盲腸炎になると言われることがあ

るが、盲腸の入り口は直径5ミリ程度なので入り込んで詰まるということはない。
すいす[スイス]
スイスロール発祥の国。

すいすろおる[スイスロール]
薄いスポンジケーキの片面にジャムやクリームを塗り、丸めたもの。もともとはスイスでつくら

れたと山崎製パンのページに書かれていた。

すしぼんばあ[スシボンバー]
高原直泰のドイツにおけるニックネーム。本人はこう呼ばれることが好きではないらしい。

すたばっきのあくまのじてん[stabuckyの悪魔の辞典]
このサイト。本家「悪魔の辞典」の真似だが、始めたときには本家を見たことがなかった。

すたばっきのあくまのじてんのちゅうい[stabuckyの悪魔の辞典の注意]
このページ、stabuckyの悪魔の辞典は管理人が思い付いた事柄や豆知識を「悪魔の辞典」風にまと
めたものです。正しい内容もあれば冗談もありますのでご注意ください。疑わしい場合はGoogle
で調べてください。

すてぃいぶんすぴるばあぐ[スティーヴン・スピルバーグ]
映画監督。1946年12月18日生まれ。代表作に「E.T.」「シンドラーのリスト」「プライベート・
ライアン」など。



すてぃいぶんせがある[スティーヴン・セガール]
アメリカの俳優。1951年4月10日生まれ。「沈黙の戦艦」や「沈黙の要塞」など主演映画は邦題
に「沈黙の」が付き「沈黙シリーズ」と呼ばれる。しかし原題に「沈黙」の意味を含む言葉は

ない。例えば「沈黙の戦艦」は「Under Siege」(「包囲されている」)である。「沈黙のテロリ
スト」(原題「Ticker」)は、日本ではセガールが主演のような扱いをされているが、実際の主演は
トム・サイズモアである。

すとらっぷ[ストラップ]
元は「物をぶら下げる紐状の物」という意味だが「携帯ストラップ」は「携帯電話にぶら下げ

る物」といった具合で主従が逆転している。

すぷうなりずむ[スプーナリズム]
二つ以上の単語の最初の音をお互いに入れ替えて発音してしまうこと。オックスフォード大学の

スプーナー教授がこのような間違いをよくしていた。

すぽおつようひんめえかあ[スポーツ用品メーカー]
ロゴやマークが価格の大部分を占める製品を作る会社。

アディダス

ドイツ

社名は創業者アドルフ・ダスラーの愛称「アディ」「ダス」から。

アシックス

日本

社名はラテン語の詩の頭文字をとってつなげたもの。

ナイキ

アメリカ

元はアシックス製品の輸入販売をしていた。社名は勝利の女神ニケから。

プーマ

ドイツ

創業者はルドルフ・ダスラー(アディダスの創業者アドルフの兄)。

すりいらいおんず[スリーライオンズ]
サッカーのイングランド代表のこと。

せいけいげかとけいせいげかとびようげかのちがい[整形外科と形成外科と美容外科の違い]
顔を整形している、などとよく言うので整形外科とは顔を整形する外科だと思っていたが、違う

ようだ。

整形外科

人体の運動器官の病気や外傷、骨折などを治す。

形成外科

火傷やけがなどによる人体の醜い部分を治す。

美容外科



顔面の醜い部分を改善する。

美容外科は形成外科の一種である。

せいし[生死]
医師の元に、ある男から電話がかかって来た。

「今、妻と狩猟に来ているのだが、妻が突然倒れて心臓が止まってしまった。どうすればよい

でしょうか」

「まず、生きているか、死んでいるかをはっきりさせましょう」

「分かりました！」

すると、電話の向こうで銃声が聞こえた。

「はい、これではっきりしました。死んでいます」

せいれき[西暦]
2000年問題で苦労したので、例えばファイル名をつけるときに2006年の意味で「text06.txt」と略
すような人はいないと思っていたが、今でも結構いる。

せおどあるうずべると[セオドア・ルーズベルト]
第26代アメリカ大統領。1858年10月27日生、1919年1月6日没。フランクリン・ルーズベルトは
従兄弟。ノーベル平和賞を受賞。愛称はテディであり、テディベアはこれにちなむ。

せかいのななふしぎ[世界の七不思議]
不思議と思われた古代の建築物のこと。エジプトのピラミッド、バビロンの架空庭園、エフェソ

スのアルテミス神殿、オリンピアのゼウス像、ハリカルナソスのマウソロス王廟、ロードス島の

アポロン巨像、ファロス島のアレキサンドリア灯台を指し、現存するのはエジプトのピラミッド

のみである。

せかんどとせこんどのちがい[セカンドとセコンドの違い]
日本語の発音が違うだけ。綴りはsecondで同じ言葉である。

セカンド

二塁手。二番目の塁を守る人。

セコンド

セコンド。介添人。

せきゅりてぃしすてむ[セキュリティシステム]
アクション映画に出てくるセキュリティシステムは出入口のチェックは厳重なのに天井のチェッ

クが甘い。トム・クルーズはぶら下がって侵入し、ブルース・ウィリスはダクトを這いまわって

いる。

せれそん[セレソン]
サッカーのブラジル代表のこと。ポルトガル語で代表を意味する。つまり日本人が日本代表を「

代表」と呼ぶのと同じこと。

せんとりゅう[戦闘竜]
総合格闘家。本名、ヘンリー・アームストロング・ミラー。生年月日、1969年7月16日。アメ



リカ、セントルイス出身の元力士だが、実は東京都立川市で生まれ、6歳まで横田基地で過ごした
。アメリカ人と日本人のハーフ。

ぜんりょくとうきゅう[全力投球]
格闘家、ジェロム・レ・バンナの試合前のコメントとして「いつも通り全力投球で戦います」と

書かれていたが、そんなこと、野球を知らないフランス人が、言うわけないだろう。何を投げる

んだ、フランス人が。

そうさ[捜査]
警察には「捜査」が付く課がいくつかあって次のような違いがある。

捜査第一課

殺人など。

捜査第二課

選挙違反などの知能犯。

捜査第三課

スリや窃盗などの盗犯罪。

捜査第四課

放火、恐喝など暴力犯。

そうせきちんりゅう[漱石枕流]
昔、中国の孫楚という人が「石に枕し流れに漱ぐ」を「石に漱ぎ流れに枕す」と言い間違い、「

石で歯を磨き、川で耳を洗うから」と言ってごまかしたという話。

そくおん[促音]
「っ」(小さい「つ」)で表す音。→拗音
そこらまし[そこらまし]
そのあたり、という意味。千葉の方言と思われるが、さも共通語のように使っている人がいて、

ブログ等でそのまま書いているケースが見受けられる。千葉の人の多くは、自分が共通語をし

ゃべっていると勘違いしている。

そぼくなしつもん[素朴な質問]
「素朴な質問があるのですが」と初めに宣言することで、本来、知っていて当然であることにつ

いて、それを知らないのは、自分の努力不足ではなく性格が素朴であるがゆえ、と主張する手法

。



たちつてと

たあとるねっく[タートルネック]
「その徳利のセーター、暖かそうだね」と言うと「違います。タートルネックです」と言われる

。徳利では格好が悪いというわけか。タートルネックだって「亀首」じゃないか。

たいしょうでもくらしい[大正デモクラシー]
大正時代に起こった民主主義を求める運動。「灯台下暗し(とうだいもとくらし)」。
たいしんぎそうもんだい[耐震偽装問題]
2005年に起きた大事件。耐震偽造だろうという意見もあるが、「建物を耐震構造であると偽装し
た問題」という意味。建てた側は「設計書に基づいて建てたのだから、何も偽造したつもりは

ない」と言うのだろう。

たいぷらいたあ[タイプライター]
「typewriter」と綴るがこれらの文字はすべてキーボードの同じ段にある。タイプライターのセー
ルスマンが客の目の前で素早く打ってみせるためのキー配列と言われている。しかしこれは嘘で

昔のタイプライターは速くタイプすると印字ハンマーが絡まってしまうため、これを防ぐために

考案されたと言われている。

たかくらけん[高倉健]
俳優。1931年2月16日生まれ。ラーメンを美味そうに食べる演技をするために前日から食事を抜
くそうである。井筒和幸は彼のことを「ちょっとシュワちゃん入ってる」と言っていた。

たかはらなおひろ[高原直泰]
サッカー選手。1979年6月4日生まれ。静岡県三島市出身。日韓ワールドカップの日本代表が確実
視されていたが、エコノミークラス症候群のため選出されなかった。ドイツワールドカップの日

本代表に選ばれたときは一人だけファーストクラスでドイツに移動した。

たかむらかおる[髙村薫]
小説家。1953年2月6日生まれ。「隠微」という言葉を好んで使う。
たけのこ[茸]
味や食感の問題はあるものの、自生する茸についてはほとんどの種類が食べられると考えてよい

。死ぬかもしれないが。

たにもとあゆみ[谷本歩実]
柔道選手。1981年8月4日生まれ。アテネ五輪、53キロ級で金メダル。ネックレスを藤原紀香から
もらったが首が太すぎて入らなかった。

たまむしいろ[玉虫色]
見方によっていろいろと解釈できること。ある女性議員が「玉虫色の答弁だ」と言っていたが実

際に玉虫を見たことがあるのだろうか。

たり[たり]
「食べたり飲むことができる」などという表現をよく見るが「食べたり飲んだりすることがで

きる」のように「たり、たり」と繰り返すのが正しいと思う。「行ったり来る」とは言わないで



はないか。

たんくとっぷ[タンクトップ]
袖なしのシャツ。元は室内プール(タンク)で泳ぐための服の上半身部分(トップ)という意味。ラン
ニングのこと。

だあす[ダース]
物を12個ずつ数える方法。なぜこんな数え方をしたのか不思議である。綴りは「dozen」で、な
ぜ「ダース」と読むようになったのか不思議である。

だいそお[ダイソー]
1977年12月に設立された、100円ショップの草分け的存在。すべての商品が100円というのがセー
ルスポイントだったが、200円の商品も置かれるようになり、最近は150円や600円の商品も置か
れる。これで100円ショップを名乗るのはいかがなものか。
だいひょう[代表]
その国の人間をサッカーが上手い順に並べたときにかなり上位に来る人。

だいれくとぷれえとわんたっちぷれえのちがい[ダイレクトプレーとワンタッチプレーの違い]

ダイレクトプレー

ゴールを決める際の最短手順を想定したプレー

ワンタッチプレー

ボールに1回だけ触るプレー

だて[伊達]
なぜ伊達を「だて」を読むか。昔は「いだち」と読まれていた。これが「いだて」となった。「

いだく(抱く)」を「だく」、「いでる(出る)」を「でる」と読むように頭の「い」を省略すること
があり、これと同様に「いだて」を「だて」と読むようになった。

だぶるさかずき[ダブルさかずき]
「W杯」のことらしい。
だんかいせだい[団塊世代]
1947年から1949年に生まれた人。堺屋太一が思い付いた言葉らしい。
ちぇす[チェス]
辞書には「西洋将棋」と書かれているが将棋が分からない人にはまったく意味が分からないだ

ろう。梨を知らない人に西洋梨と言っても分からないのと同じ。

ちかてつ[地下鉄]
地下鉄はどこから入れるのかという難問があるが、都営大江戸線の場合は一両を入れられるだけ

の縦穴を作り、地上から地下まで吊り下げて入れた。

ちゃど[チャド]
アフリカの中央にある国。首都はンジャメナ。

ちゅうごく[中国]
指輪物語では中つ国と書かれていた国。



ちょうおん[長音]
「ー」のことであるが、ワードプロセッサーなどで未だに「－」(全角のハイフン)を使っている人
がいて、一体、どのような入力をしているのか、興味がある。

ちょこれえと[チョコレート]
せっかくメーカーが練り上げて食感を良くしているのに、女の子が溶かして固め直して台無しに

してしまうもの。

つけめん[つけ麺]
麺とつゆが別になっている食べ物。これはこれで美味しいが、普通のラーメン屋でつけ麺を注文

するのはちょっと違うような気がする。

つし[津市]
最も読みが短い市。

つじつま[辻褄]
合うべき所という意味。昔の着物から来た言葉で、辻は縫い目が十文字に合う所、褄は裾の左右

が合う所。

つや[通夜]
「つうや」と読む人がいて驚く。さらに「つうやあ」と読む人がいて「はっぴいぱあすでいつう

やあ」という感じである。合掌。

てぃいしゃつ[ティーシャツ]
Ｔシャツにでかでかと英語で何やら文章が書かれていることがあるが着ている本人は意味が分か

っているのだろうか。「Why don't you get there?」とか。
てにをは[弖爾乎波]
助詞あるいはその使い方のこと。転じて文章や話の細かい部分を指す場合が多い。なぜ「てに

をは」と呼ぶかというと、昔、漢文を日本語で読み替える際、「て」や「に」などの助詞を補う

手法があったかららしい。「この文章は『てにをは』がおかしい」などと言う人がいるが意味が

分かっていっているのか怪しい。

てりいいとう[テリー伊藤]
演出家。1949年12月27日生まれ。
てんぴ[天火]
「天の火」なので太陽の光かと思うが、いわゆるオーブンのこと。これが「天火干」になると太

陽の光のことになる。

でぃすぷれえ[ディスプレー]
「ここの部分が」などと言ってパソコンのディスプレーに触れる人がよくいるが、汚れるので、

私のディスプレーには触らないでほしい。

ですくとっぷ[デスクトップ]
机の上。「デスクトップパソコン」は机の上に置いて使うパソコンという意味。じゃあ「ディス

クトップ」って何だ？

でのみ[デノミ]



(1)そこでしか使えないこと。例「室内デノミ使用できます。」(2)通貨呼称を変更すること。例え
ば「1,000円を今日から1円と呼ぶ」と決めてしまう。物価が安くなったような気がするのでイン
フレに効果があるとか、単に気分の問題だから効果がないとか、いろいろ言われる。

とうきょうみつびしぎんこう[東京三菱銀行]
東京銀行と三菱銀行が合併してできた銀行で、単に旧社名を羅列して新社名にするというスタイ

ルは三菱東京UFJ銀行でも踏襲された。
とうじょがた[倒叙型]
「刑事コロンボ」のように先に犯人の犯行のシーンを記述し、その後、探偵の謎解きのシーンを

記述する推理小説のスタイル。

とうぜん[当然]
「当然、やりました」とか「当然、チェック済です」などと「当然」をよく使う人がいて、こう

いう人に対しては、むしろ疑って、改めてチェックをすることにしており、そして当然のように

ミスが見つかるのである。

とうろくめい[登録名]
野球などで試合中に使用する、本名とは違う名前。野球では1994年のイチローとパンチが最初。
サッカー(Jリーグ)ではブラジル人のみ登録名の使用を認められているらしい。
とおるきん[トールキン]
小説家。ジョン・ロナルド・ロウエル・トールキン。1892年1月3日生まれ。1973年9月2日没。代
表作「指輪物語」。

とか[都下]
都内と言うと東京都内という意味だが、二十三区内という認識で使っていることが多い。これに

関連して、都下と言うと二十三区以外という意味である。三多摩地区と重なる。「昔、東京とか

に住んでいたことがある」と言う場合「東京都下」かも知れないので注意を要する。

ときとうさぶろう[時任三郎]
「時任三郎に似てますね」と言われた禿頭の人が「それは嫌味か」と言った。

とくさつ[特撮]
プロレス中継でアナウンサーが頻繁に「グレー特撮」と言うので意味が分からなかったがグレー

ト草津のことであった。

とくと[とくと]
「とくと、ご覧あれ」と言われた禿頭の人が「それは嫌味か」と言った。

とくとう[禿頭]
はげあたまをやんわりと言う言い方。

とくとうせき[特等席]
「お客様の席は、こちらの特等席です」と案内された禿頭の人が「それは嫌味か」と言った。

とくみつかずお[徳光和夫]
アナウンサー。1941年3月10日生まれ。ピンクレディーは紅白歌合戦を辞退し、大晦日に新宿コマ
劇場のライブを行った。日本テレビは裏番組でこれを中継した。このとき徳光和夫は「紅白のコ



マを回せばピンクかな」という川柳を詠んだ。

とっくり[徳利]
(1)酒を入れる口の細い容器。(2)首の部分が細長くなったセーターなどの衣服。トックリ。形状
が(1)に似ているため。タートルネックと呼ぶこともあるらしい。
とどのつまり[とどのつまり]
結局、つまるところ。鯔(ボラ)は出世魚で、オボコ、スバシリ、イナ、ボラ、トドと呼び名が変
わる。トドはそれ以上出世しないということで「とどのつまり」という言葉ができた。と言われ

るが、出世魚の中でもよりによって、ボラを採り上げる理由が分からない。「とどめ」が転じた

のではないか。また哺乳類のトドの大群をびっくりさせて狭いところに追い込むとお互いの体重

で圧死してしまうということから来ていると思っていたがそうではないらしい。

とむくるうず[トム・クルーズ]
俳優。1962年7月3日生まれ。脇の下の汗染みで有名。「トップガン」(1986年)のとき24歳。「ミ
ッション:インポッシブル」(1996年)のとき34歳。
とむはんくす[トム・ハンクス]
俳優。1956年7月9日生まれ。「フォレスト・ガンプ」(1994年)のとき38歳。メグ・ライアンと共
演した「ユー・ガット・メール」(1998年)のとき42歳。
とりえんなあれとびえんなあれのちがい[トリエンナーレとビエンナーレの違い]

トリエンナーレ

3年に一度開催される展覧会
ビエンナーレ

2年に一度開催される展覧会

とりせつ[取説]
取扱説明書の略。「説明書」で充分、通じると思うが、それをわざわざ「取扱説明書」と長く

して、それを「取説」と短くするのは、いかがなものか。

どうじょう[同上]
エクセルでリストを作るときに「同上」と入力する人がいるが並べ替えたりする予定はないのだ

ろうか。

どきゅめんと[ドキュメント]
文書という意味だが、システム関係の人は仕様書やマニュアルという意味で使っているようだ。

自分たちで使うのは勝手だが素人と話をするときは気を使ってほしい。

どくせんじょう[独擅場]
「独壇場」の間違いではないかと思ったが、実は元は「独擅場」が正しく「擅」を「壇」と書き

間違えて「独壇場」になったらしい。「土壇場」からの連想もあると思う。

どくだんじょう[独壇場]
その人だけが思うがままに振舞える場面のこと。しかし正しくは独擅場というらしいが私の漢字

変換ソフトでは変換されない。



どたんば[土壇場]
最後の場面のこと。昔、首切りにために土の壇を作ったことから。埋めるために穴を掘ったとき

にできた土のことか。

どぼらく[ドボラク]
オーガスト・ドボラク。ドボラク配列を考案した。Dvorakと綴り、これは作曲家のドヴォルザー
クと同じである。実際、親戚である。

どぼらくはいれつ[ドボラク配列]
ドボラク博士が考案したキー配列。速くタイピングができる。

どぼるざあく[ドヴォルザーク]
アントニン・ドヴォルザーク。作曲家。1841年9月8日生、1904年5月1日没。Dvorakと綴るがど
う読めばこれがドヴォルザークになるのか。ドボラクの親戚。

どりゅうばりもあ[ドリュー・バリモア]
1975年2月22日生まれ。女優。アメリカ、カリフォルニア州出身。「E.T.」「チャーリーズ・エ
ンジェル」等に出演。CGであごの周りの肉を消していると言われる。
どろなわ[泥縄]
泥棒を捕まえてからそれを縛るための縄を綯うという逮捕術のこと。

どろぶね[泥舟]
かちかち山の狸が愛用したと言われる泥で作った船。



なにぬねの

ないせんばんごう[内線番号]
内線番号を英語ではextension numberと言うそうだ。
ながしましげお[長嶋茂雄]
野球選手。1936年2月20日生まれ。千葉県が生んだ最高の野球選手であり、日本最高の野球選手で
ある。もし選挙に出れば千葉県知事になるのは間違いないし、総理大臣になろうと思えばなれる

可能性はかなり高い。

なし[梨]
林檎に似た形をした果物。和英辞書の「梨」の項目に「彼に三度も便りを出したが梨の礫だ」と

いう例文が載っていたがいかがなものか。「梨の礫」という言い方は日本人しかしないだろう。

なしのつぶて[梨の礫]
手紙を出しても返事がないことの例え。礫とは小石を投げることだが、梨の礫だからといって梨

を投げるわけではなく、「無し」に引っ掛けた単なる駄洒落である。

なつめそうせき[夏目漱石]
漱石枕流という故事からペンネームを付けた。「漱ぐ」は「すすぐ」と読むが「嗽」は「うがい

」と読む。

ななんとなんと[ななんとなんと]
通信販売の常套句。「この商品が、ななんとなんと、税込ジャスト一万円」。安く思わせたいよ

うだが、実際、そんなに安くないことが多い。

なまえ[名前]
アメリカ人はどんな名前を付けているか。

アメリカの社会保障庁によると2000年以降で人気トップ10は、男子ではジェイコブ、マイケル、
ジョシュア、マシュー、アンドリュー、クリストファー、ジョセフ、ダニエル、ニコラス、イー

サン、女子ではエミリー、マディソン、ハンナ、エマ、アシュリー、アビゲイル、アレクシス、

オリビア、サマンサ、サラ、とのこと。

「トム・クルーズの役名のイーサンって変な名前だなあ」と思っていたがよくある名前らしい。

なるほど[なるほど]
相手の意見が正しいと思ったときに発する言葉。評価するというニュアンスがあるため、目上の

人に向かって言うべき言葉ではない。

にしきおりけん[錦織健]
声楽家。1960年1月23日生まれ。秋川雅史の登場でもっともがっかりしている人。
にっくねえむ[ニックネーム]
あだ名。「ニックさんの名前」という意味だと思ったが全然、違う。元は「付け足された名前」

という意味の「an ekename」であったが「a nickname」に変わった、と辞書に書いてあったので
、「じゃあ、ekeって何なの？」と調べてみたが分からなかった。
にっぽんちょくはん[日本直販]



フリーダイヤルに悪魔の数字が二回も登場する番号(0120-666-666)を使用する、恐れを知らない
会社。

について[について]
電子メールのタイトルの最後に必ず「について」と付ける人がいるが不要な場合がほとんどで

ある。

にべもない[鰾膠も無い]
愛想がないという意味。鰾膠とはニベという魚から作られるニカワのことで粘着力が強い。話し

掛けてもちゃんと答えてくれない、くっ付いてこない、という意味か。

にもつ[荷物]
「お」を付けるとひどく悪いもののように思える言葉。

ぬれおちば[濡れ落ち葉]
定年退職した夫を例えて言う言葉。目的を失い、やることが分からないから、妻が出かけようと

すると一緒についてきてなかなか離れない様子から。

ねすれ[ネスレ]
世界的なインスタントコーヒーの会社だが元は乳製品を扱っていたらしい。昔は「ネッスル」だ

ったが、1990年代に「ネスレ」に社名変更されたようだ。しかしネスレのウェブサイトの歴史
のページを見ると当初から「ネスレ」だったかのような記載になっていて不思議である。労働組

合は未だに「ネッスル」と称している。

ねっくれす[ネックレス]
neck+lessではなくneck+laceである。つまり「首＋レース(飾り紐)」という意味。laceは「レイス
」と発音するので、necklaceは「ネックレイス」となりそうだが、実際は「ネクリス(ネックレス)
」となるのが奇妙なところ。

ねつけ[根付]
印籠などをぶら下げるときに帯に挟む紐の先に付けて滑り止めにした物。まさにストラップで

ある。

ねむる[寝むる]
河島英語では「眠る」は「寝むる」と活用する。

ねんきん[年金]
年金記録洩れが大きな問題になっている。ところで、加入者が受け取るのが「年金」であり、加

入者が支払うのは「保険料」である。この辺りを明確に区別していないメディアがあるのはいか

がなものか。「年金記録洩れ」は「年金保険料記録洩れ」が正しいかも。

のお[ノー]
英語で否定を意味する。日本語だと「いいえ」と訳されるが、正しくないことがある。日本語の

場合「食べないか」と訊かれて「いいえ」と答えると「食べる」ということになるが、英語の場

合「食べないか」と訊かれて「ノー」と答えると「食べない」ということになる。

のろういるす[ノロウイルス]
最初にこのウイルスが発見されたのはアメリカのノーウォーク(Norwalk)という場所。最初の3文



字「NOR」とウイルス「VIRUS」を、ラテン語の連結形「O」でつなぎ「NOROVIRUS」とな
った。



はひふへほ

はいふぉん[ハイフォン]
ベトナム北部の都市。

はいふん[ハイフン]
ハイフンを「ハイフォン」と発音する人がいて、特に年配の人に多いような気がする。

はげあたま[はげあたま]
「はげ」というと、少ないながらも多少は髪が生えているような気がするが、「はげあたま」と

いうと、髪がまったく生えていないような気がする。禿頭。

はこねえきでん[箱根駅伝]
正月休みに妻の実家に行き、義父と二人きりになって、話すことがなくなったとき、テレビで放

送されていると助かるもの。→高校野球

はし[端]
「端」を「はじ」と読む人がいる。正しくは「はし」である。どうやら「はじ」と読むのは関東

の方言らしい。

はも[鱧]
ウナギ目の海水魚。全長2メートル。小骨が多く調理しにくい。このような魚が京都などでよく食
べられるのは、味が良いということもあろうが、生命力が強いため鮮度を落とさずに京都まで運

ぶことができたことによるものらしい。

はやしやきくぞう[林家木久蔵]
落語家。1937年10月19日生まれ。黄色い着物を着ているが、年間数百万円を費やす。
はんかち[ハンカチ]
濡れた手を拭くための薄い正方形の布。「ハンケチ」と発音する人がいる。「これよりハンケチ

を申し渡す」

はんし[半紙]
平安時代の紙の寸法は縦一尺三寸、横二尺三寸が基準であり、この半分の大きさの紙を半紙と呼

んだ。紙を作るときには基準の大きさで漉き、これを半分に切って使っていたらしい。

はんとう[半島]
半島は英語でペニンシュラ(peninsula)と言い、語源はペニスと一緒である。だから半島は神聖な
のだ。とタモリが言っていた。しかし、正しくは、pen(ほとんど)＋insula(島)が語源で、日本語の
半島と感覚的には同じ。

はんれい[凡例]
「ぼんれい」と読む人がいるが「はんれい」が正しい。

ばあたあ[バーター]
ある番組等に人気のある俳優を出演させる際、同じ事務所の人気のない俳優を抱き合わせで出演

させること。例えば、サントリーのテレビコマーシャルに、人気のある松嶋菜々子を起用する

場合、抱き合わせで夫の反町隆史をサントリーの別の商品のコマーシャルに起用すること。



ばあばらぶらっくばあん[バーバラ・ブラックバーン]
Barbara Blackburn。タイピングが世界一速い人。ドボラク配列を使った。
ばか[馬鹿]
こう呼ばれるとほとんどの人はカチンと来るが、こう呼ばれてもカチンと来ない人のこともこう

呼ぶ。

ばたふらいこうか[バタフライ効果]
北京で蝶が羽ばたくとニューヨークで嵐が起こるらしい。

ばりゅどりもあ[バリュー・ドリモア]
アメリカの女優、ドリュー・バリモアのこと。スプーナリズムの典型。

ぱいおにあ[パイオニア]
物事を最初に行う人。古いフランス語で歩兵の意味。

ぱすも[PASMO]
定期券を改札の読取部分に叩きつけている人がいる。確かに「しっかりタッチ」と書かれてい

るが、しばらく停止した方が認識されやすいということは分かると思うが。ホームインするラ

ンナーにタッチするキャッチャーじゃないんだから。

ぱすわあど[パスワード]
メールにファイルを添付して送信する際、ファイルを暗号化することがあるが、そのパスワード

をメールに書いて送信するのはいかがなものか。

ぱすわあどさくせいほう[パスワード作成法]
生年月日を使う。

電話番号を使う。

キーボードの並びを利用する。例、qwerty、1q2w3e4r,1qaz2wsx。
円周率、ルート2、自然対数などを利用する。例、3141592653。
母や妻の旧姓を使う。

祖父母の名前を使う。

昔、飼っていたペットの名前を使う。

英単語をカタカナに置き換え、さらにローマ字に置き換える。例えば、appleならばappuruとする
。

好きな言葉をローマ字に置き換え、さらに子音だけを残す。例えば、「豚に真珠」をbutanisinju
とし、btnsnjとする。
生年月日や電話番号をキーボードの並びを利用して置き換える。例えば、1をqに、2をwに、3を
eに、0をpに置き換え、1215ならばqwqtとする。
ぱっしょんりいだあ[パッションリーダー]
ファッションリーダーの誤りかと思ったらそうではないらしい。和製英語かと思ったらそうでは

ないらしい。「情熱の先駆者」みたいな意味らしい。それでも意味が分からないが。

ぱぶりっくびゅういんぐ[パブリックビューイング]
電気屋の店頭の大画面テレビで野球などを見ること。



ぱりすひるとん[パリス・ヒルトン]
モデル。1981年2月17日 生まれ。ヒルトンホテル創業者の曾孫。金髪で青い目をしているが、髪
を染め、カラーコンタクトを使用している。実際は赤毛、茶色の目らしい。2007年に収監され
たが、これを強く拒んだ理由は染め髪とコンタクトがばれるのが嫌だから。

ぱろま[パロマ]
一酸化炭素中毒で多くの死者を出したガス湯沸器を作った会社。パロマはスペイン語で鳩の意味

。

ぱん[パン]
美味しいパン屋を紹介されることがあるが、大抵は口の中が乾くほどパサパサで美味しくなく、

むしろ不味いくらいで、何をもってそんなに絶賛するのか理解に苦しむ。これならば山崎パン

のしっとりしたパンの方が安くて美味しいと思う。

ぱんふれっととりいふれっとのちがい[パンフレットとリーフレットの違い]
いずれも説明や案内に関する印刷物であるが、数枚の印刷物を冊子状にしたものをパンフレット

と呼び、一枚の物をリーフレットと呼ぶ。チラシやビラはリーフレットである。

パンフレット

冊子

リーフレット

一枚

ひえだのあれ[稗田阿礼]
ヒエーだの、アレーだの、驚くときに使う言葉。→あれ

ひとごと[他人事]
「たにんごと」とも読むが、元は「ひとごと」が正しい。

ひまご[曾孫]
孫の子。あるいは子の孫。あるいは子の子の子。

ひゃっくり[ひゃっくり]
横隔膜の痙攣により「ヒャック」という声が、何度も繰り返し、自分の意志とは無関係に出てし

まうこと。語源としては「百回繰り返す」とか「ヒャックという音が動詞化した」とかいろいろ

言われるが、正しくは「ひゃっくり」ではなく「しゃっくり」なので語源を考えても無駄である

。「しゃっくり」の江戸言葉が「ひゃっくり」である。

ひょうしょうじょう[表彰状]
「以下、同文」と読まれて終わりになることが多い書類。表彰状を書くときは句読点を使っては

いけない。昔は、文を読み慣れない人が読みやすいように句読点を付けた。つまり句読点は自分

より学のない人のためのものという意味があった。そんな句読点を表彰状に使うのは失礼だとい

うこと。

ひょうてん[氷点]
三浦綾子の小説。何度もテレビドラマ化され、いささかうんざりする。2006年のドラマ化では主



人公を石原さとみが演じる。

ひらかた[枚方]
「平仮名なのか、片仮名なのか。「ひら」なのか、「かた」なのか、はっきりしてください」「

いえ、「ひらかた」です」

びっくり[びっくり]
ハイドンの交響曲第94番は「サプライズシンフォニー」と言われ、日本ではこれを「びっくり交
響曲」とか「驚愕交響曲」と訳す。聴衆が音に驚いたことから名付けられたので「びっくり」が

適当で、「驚愕」は大げさである。

びりけん[ビリケン]
大阪の福の神と思われているが、正しくはアメリカの福の神。1900年代初めにアメリカのアーテ
ィストが制作した像が元で、現在はセントルイス大学のマスコットとなっている。

ぴいえいちえす[PHS]
パーソナルハンディホンシステムの略。それをさらに「ピッチ」と略す人がいるが、いい年をし

た大人が母親を「ママ」と呼ぶのと同じような気持ち悪さを感じる。

ぴいでぃいえふ[PDF]
電子文書のフォーマットの一つ。Portable Document Formatの略。ワープロ文書などをレイアウト
を崩さずにウェブサイトに貼り付けることができるので多用しているサイトがあるがいかがなも

のか。

ぴいまん[ピーマン]
料理の味の向上に貢献するとは思えないが、母親が料理に入れたがる野菜。

ぴんきり[ピンキリ]
ポルトガル語で点を意味するpintaが「一」を表し、十字架を意味するcruzが「十」を表す。一か
ら十まで、つまり最高級と最低級という意味。

ふ[歩]
将棋の駒の一つ。「歩兵」と書くが「ふひょう」と読む。

ふぃいちゃあ[フィーチャー]
「featuring X」などと使い「Xを大々的に取り扱う」とか「Xを主役として取り扱う」とかそうい
う意味になる。「フィーチャリング」であって「フューチャリング」ではない。

ふぃぎゅあすけえと[フィギュアスケート]
フィギュアスケートのフィギュアとは「形」という意味。元々は氷上にスケート靴で丸や四角な

どの図形を描く競技であった。これが「規定」という競技になったが今は廃止されている。

ふぃよるど[フィヨルド]
氷河に削られた谷が海に沈むことによりできた細長い入り江のこと。私の中学の社会科教諭は、

黒板に「フイョルド」と書き、「フイヨルド」と読んでいた。

ふぃんらんど[フィンランド]
スウェーデンとノルウェーの東にある国。首都はヘルシンキ。地球温暖化防止のため2分以上のア
イドリングが禁止されている。



ふぇでっくす[フェデックス]
「世界最大の総合航空貨物輸送企業」。「FedEx」というロゴの「E」と「x」の間に右向き矢印
が隠れている。

ふぉお[フォー]
おそらく日本人のほとんどは英語で数を数えるときに「ワン、ツー、スリー、フォー」と言う。

しかし日本人のほとんどは野球の四球を「フォアボール」と言う。中には「ファーボール」と言

う人もいる。

ふくくうこうしゅじゅつ[腹腔鏡手術]
例えば、胃の手術を行う場合、通常は腹を切るが、腹腔鏡というものを使うと腹を切らずに穴を

開けるだけで手術ができる。患者に負担をかけない反面、患部が直接見えないため、難しい。て

さぐりゲームあるいはクレーンゲームの人体版と言える。王貞治が2006年7月に胃を全部摘出した
ときはこの方法が使われた。

ふくざつなあじ[複雑な味]
料理の味を表現するときに使う言葉で、いろいろな味が混ざってバランスが悪いという意味。率

直に言って不味いという意味。

ふくせん[伏線]
「フクセンを貼ってあるところが該当箇所です」と言う人がいるが、それは付箋である。

ふとうめい[不透明]
「どうなるか、分かんないなあ」と言うと馬鹿みたいだが「先行きは不透明」と言うとそれほど

でもない感じがする。

ふらんくりんるうずべると[フランクリン・ルーズベルト]
第32代アメリカ大統領。1882年1月30日生、1945年4月12日没。セオドア・ルーズベルトは従
兄弟。真珠湾攻撃のときの大統領である。

ふれえむ[フレーム]
ウェブページを上下左右に分割して表示する手法。例えば左側の目次を表示したまま右側の本文

をスクロールするというような使い方をする。以前はフレームに対応していないウェブページは

古いという印象があったが、現在は逆にフレームを使用しているページは垢抜けないという印象

を受ける。またGoogleなどの検索エンジンにうまく対応しないという事情もあるようだ。
ふれでぃまあきゅりい[フレディ・マーキュリー]
ロックバンド、クイーンのボーカル。1946年9月5日生まれ。短髪、出っ歯、ヒゲ、ランニングに
タイツ、という独特の風貌、スタイルで人気を博した。エイズであることを告白した直後の1991
年11月24日に亡くなる。
ふろふきだいこん[風呂吹き大根]
昔、銭湯には背中を洗い流し火照った身体に息を吹きかけ冷ます係がいた。この息を吹きかける

様子が熱い大根を吹き冷ます様子に似ていることから風呂吹き大根となった。

ぶどう[葡萄]
牙を付けるとポルトガルになる。



ぶり[鰤]
出世魚。関東ではワカシ、イナダ、ワラサ、ブリ。関西ではツバス、ハマチ、メジロ、ブリ。

ぶるうすうぃりす[ブルース・ウィリス]
俳優。1955年3月19日生まれ。「ウィルス」と読む人が多いが「ウィリス」が正しいと思われる。
「ダイ・ハード」(1988年)のとき33歳。
ぶろぐ[ブログ]
好きではないブログ。

開くといきなり音が出るブログ

びっくりする。

トラックバックを受け付けないブログ

トラックバックが上手く打てないというケースは受信側に原因があることがほとんどである

。

トラックバックを受け付けるが管理者の承認が必要であるブログ

スパムトラックバックが多いこの世の中、承認してからトラックバックを受け付けたい気持

ちは分かるが、だったら「管理者が承認してから反映されます」とはっきり書いておいてほ

しい。

ごちゃごちゃして読みにくいブログ

こっちも疲れているので要点がすぐ分かるように。

文字化けしているのに気付いていないブログ

文字化けは滅多にないが、絵文字を使っているケースがある。それでトラックバックを打っ

てくる。正しく表示されるわけがない。

動作が重くてコメント、トラックバックを受け付けないブログ

酷いのになると閲覧すらできない。

ぷうたろお[プータロー]
台湾で無職のことを「無頭路」(プータロー)と言う。
ぷらしいぼ効果[プラシーボ効果]
薬理的には全く効果のない薬を「これは効く」と思い込んで飲むと効果が現れてしまうという

現象。

ぷるさあまる[プルサーマル]
ウランを燃やした後の使用済燃料からプルトニウムを取り出し、再びウランと混ぜ合わせたもの

を原子力発電所で再利用すること。ウランの利用効率が高まり放射性廃棄物の量が少なくなると

いう効果がある。

ぷろらた[プロラタ]
「same rate」という意味のラテン語「pro rata」のことで、日本語で言うと「按分」のこと。わざ
わざ横文字にして、しかもラテン語にすることはない。

へんさち[偏差値]



偏差値は次のように求める。分散＝(得点－平均点)の2乗の合計÷人数標準偏差＝分散の2乗根偏差
値＝10×(得点－平均点)÷標準偏差＋50例えば10人がテストを受け、1人だけが100点で9人が0点だ
ったとすると、平均点は100/10=10。分散は、1*(100-10)^2+9*(0-10)^2=90^2+9*(-
10)^2=8100+900=9000。9000/10=900。標準偏差は、900の2乗根(ルート)で30。100点を取った
人の偏差値は10*(100-10)/30+50=80。つまりこの場合、偏差値80になる。
へんしん[返信]
こちらが書いたメールの文章をそのまま引用して返信してくる人がいるが、自分が書いたことは

大抵覚えているし、控えも残っているので全部引用する必要はない。

ぺえすめえかあ[ペースメーカー]
電気信号を送り心臓の収縮を促す機械。ビートたけしによればペースメーカーをつけた人は鼓動

の間隔が常に一定のためびっくりしない。

ほくいさんじゅうはちどせん[北緯三十八度線]
韓国と北朝鮮の国境。北緯38度あたりにあるが東西にまっすぐ引かれているわけではない。私の
中学の社会科教諭は地図帳を見て「あ、まっすぐじゃない」と言った。

ほしぞら[星空]
ホームズとワトソンがキャンプに行って、テントを張って二人で眠っていた。

明け方、まだ暗いうちにホームズがワトソンを起こした。

「空を見てごらん。星がたくさん見えるだろう。これを見て何を思う」

「きれいだね。都会ではこんなに星が見えないよ」

「バカ！　テントが盗まれたんだよ」

ほねとかわとがはなれるおと[ほねとかわとがはなれるおと]
最も読みが長い漢字。かなで13文字になるのは他に「まつりのそなえもののかざり」があり、こ
の二つが最も読みが長い漢字と言われる。しかし「骨と皮とが離れる音」が「読み」と言える

のか、甚だ疑問である。文節にすると4文節になる。これは「読み」ではなく「説明」である。
ほへい[歩兵]
徒歩で進む兵隊。将棋だと「歩」、チェスだと「ポーン」に該当する。

ほほえましい[微笑ましい]
よく新聞の人生相談のコーナーで回答者が「お手紙を拝見して、微笑ましく思いました」などと

書いているが、「手紙を読んだけど、そんなに興味はなかった」という意味。

ほりえたかふみ[堀江貴文]
ホリエモン。ライブドアを設立。1972年10月29日生まれ。2006年1月23日、証券取引法違反で逮
捕された。

ほりえもん[ホリエモン]
堀江貴文のニックネーム。いい年をした大人が「ホリエモンが」などと言うのはいかがなものか

。

ほりぷろたれんとすかうときゃらばん[ホリプロタレントスカウトキャラバン]
芸能プロダクションのホリプロが実施しているキャンペーン。いまだに「榊原郁恵を発掘した」



と紹介される。その他、井森美幸、山瀬まみ、石原さとみなどが選出されているが、それほどレ

ベルの高い感じがしない。

ぼき[簿記]
数字や文字を薄く書く技法。

ぼら[鯔]
出世魚。オボコ、スバシリ、イナ、ボラ、トド。とどのつまりの語源とされる。

ぽおたるさいと[ポータルサイト]
インターネットの入り口となるウェブサイトのことであり、ヤフーなどを指す。検索エンジン

やニュース、天気予報などがあり、とりあえずそのページを見れば大抵のことは分かることにな

っている。ポータルとは玄関の意味。

ぽおん[ポーン]
チェスの駒の一つ。辞書には「将棋の歩に当たる駒」と書かれているが、歩よりも複雑な動きを

する。最初は二マス動いてよいとか、斜めに動く場合があるとか、相手の最終マスに達すると自

分の好きな駒に変えてよいとか。古いフランス語で「歩行者、歩兵を意味し、パイオニアに似て

いる。

ぽもどおろ[ポモドーロ]
イタリア語で「金色の林檎」、つまり、トマトのこと。だったら「トマトソース」と書いてほ

しい。

ぽるとがる[ポルトガル]
漢字で書くと葡萄牙。



まみむめも

まぎらわしい[紛らわしい]
「まぎわらしい」なのかどうか迷うことが多く紛らわしい。

まぐろ[鮪]
サバ科。呼吸のため、泳ぎ続けないと死んでしまう。背中が「真っ黒」であるため「まぐろ」と

呼ばれるようになったと言われるが、「目黒」から来たという説もある。

ましゅうこ[摩周湖]
北海道にある湖。透明度が高く、霧に包まれていることが多い。カルデラに水がたまってできた

湖で川から土砂が流れ込むことがなく寒冷地のため藻などが繁殖しない。熱を蓄えにくいため水

面が冷たい。それで霧が発生しやすい。

まじっく[マジック]
太字の油性ペンを「マジック」と呼ぶことがあるが、これは寺西化学工業が1953年に発売した商
品名である。

または[又は]
「Aor(BorC)」は「A又はB若しくはC」と書く。
まつしまななこ[松嶋菜々子]
女優。1973年10月13日生まれ。日本人女性としてはとても背が高く(174センチ？)、173センチの
和田アキ子より大女である。

まつたけ[松茸]
(1)庶民には高価で買えないとされているが、実は庶民でも買おうと思えば買うことができ、こん
な物に高い金を払うならばもっと別の美味しいものを食べようと思うため、実際に買うことがな

いもの。

(2)エリンギに似たきのこ。
まなあもおど[マナーモード]
携帯電話で着信音を鳴らすべきでない場合、振動することで着信を知らせる仕組み。しかし、実

際は振動が大きく「ブーン」という音が他人に聞こえてしまうことがほとんどで、本当に意味が

あるのかと思う。膨らむとか水が沁み出すとか別の方法を考えるべきだ。

まらいあきゃりい[マライア・キャリー]
歌手。1970年3月27日生まれ。おそらく1990年代に最も人気のあった女性歌手。声域は7オクター
ブと言われるが、高い方は声というより悲鳴である。

まりあしゃらぽわ[マリア・シャラポワ]
テニス選手。1987年4月19日生まれ。「シャラポワちゃん」と呼ばれるがこれはイチロー選手を「
鈴木ちゃん」と呼ぶようなもので変な感じがする。もっとも「マリアちゃん」と呼ぶと世の中に

何千万人もいるから(ひょっとすると億を超えるかも)「シャラポワちゃん」でよいのかも。
まりお[マリオ]
マリオとルイージはなぜ帽子をかぶっているか。とんだりはねたりするキャラクターの髪の毛の



動きを当時のゲームのレベルでは表すことができなかったため帽子をかぶせて隠してしまった。

まるくすあうれりうすあんとにうす[マルクス・アウレリウス・アントニウス]
古代ローマ帝国の有名な早口言葉。

まるせいゆるうれっと[マルセイユルーレット]
サッカーのテクニックの一つ。ボールを足の裏で押さえ身体を回して相手をかわす。マルセイユ

出身のジダンが得意としたことから。マルセイユターンとも呼ばれるがルーレットの方が洒落た

感じ。

みくしぃ[ミクシィ]
ソーシャルネットワーキングサービスの代表的なもの。ミクシィのヘルプには健全で安心感のあ

る居心地の良いコミュニティを醸成して行きたいとある。つまり一般的な掲示板やブログとは

違い、会員からの紹介がないと参加できないとなっていて、参加者の身元がはっきりしているか

ら安心、と言いたいようだが、実質的には匿名での参加が可能であり、参加者が数百万人もいた

らもはやインターネットと変わらないではないかと思う。内容は「機能が制限された日記サイト

」であり、一昔前の技術というような印象を受けるが、他の会員との連携がブログよりも密接で

あり、操作性も悪くない。初心者にはブログより使いやすい。「ミクシィ」という表記が気に

なる。

みずしましんじ[水島新司]
漫画家。代表作「ドカベン」。高校野球に造詣が深い。「最もすごい甲子園球児は誰か」と訊か

れ「それは山田でしょう。だって打率7割5分だよ」と答えた。
みだりにあたうるはものをこうがくにいきするにしかず[乱りに与うるは物を溝壑に遺棄するに如
かず]
「やたらに人に物を与えることは谷間の川に捨てるより良くないんじゃないかなあ」と孔子さん

は言いました。

長すぎて覚えられない。

みつびしとうきょうゆうえふじぇいぎんこう[三菱東京UFJ銀行]
東京三菱銀行とUFJ銀行が合併した際、単に旧社名を並べた長い社名に変更し、お年寄りを混乱に
陥れている銀行。2007年、行員が入行を希望する女子大生を騙し、いかがわしい行為をした疑い
で逮捕されたことで知られる。

みどりの日[みどりの日]
国民の祝日。2005年10月現在、4月29日がその日に当たるが、2007年1月からは5月4日がその日
になる。4月29日は昭和の日となる。
みふねとしろう[三船敏郎]
俳優。1920年4月1日生、1997年12月24日没。三船美佳の父。日本が世界に誇る大物俳優で、「
スターウォーズ」のオファーを断ったことで有名。なお当時はジョージ・ルーカスは小物であっ

たことを考慮する必要がある。空港で係官に「Do you have any spirits?」と訊かれ「イエス。
アイ・ハブ・ヤマトダマシイ」と答えた。

みふねみか[三船美佳]



女優。1982年9月12日生まれ。三船敏郎の長女。あるクイズ番組で「直角三角形の斜辺の二乗が
他の辺の二乗の和に等しいという定理を何と言うか」という問題で、司会の島田紳助に「知って

いる定理をとりあえず言え」と言われた三船美佳が答えて曰く「テリー伊藤」。

みやもとつねやす[宮本恒靖]
サッカー選手。1977年2月7日生まれ。身長176センチでディフェンダーとしては小柄。カンナバ
ロよりは高い。

むしゃのこうじさねあつ[武者小路実篤]
小説家。1885年5月12日生まれ。仲間からは「むしゃ」と呼ばれていたらしい。おそらくムシャ
ムシャよく食べたからだと思われる。違うか。→労務者

めいじ[明治]
明治大学の斉藤孝教授が書いたコラムからの引用。

幸い、私が教える明治大には地方出身者がまだまだいる。地方の学生は元気がいい。

なんたって、実家まで自転車で帰るヤツがいる。秋田、香川、広島だからハンパじゃ

ない。それもママチャリで。私は尋ねました。「なんで自転車なの？」と。答えが

ふるっていた。「明治ですからっ！」(キャンパスブログ「上京力」朝日新聞)

めえでえ[メーデー]
墜落しそうな飛行機のパイロットが絶叫する言葉。無線電話の非難信号であり、モールス信号

のSOSに相当する。
めぐらいあん[メグ・ライアン]
女優。1961年11月19日生まれ。「トップ・ガン」(1986年)のとき25歳、「恋人たちの予感
」(1989年)のとき28歳。トム・ハンクスと共演した「ユー・ガット・メール」(1998年)のと
き37歳。
めぐろ[目黒]
東京の地名。目黒区。秋刀魚が美味しいことで有名。クイーンのフレディ・マーキュリーが「Get
Down Make Love」という曲の中で「ゲット・ダウン・メグロ」と連呼しているが意図は不明で
ある。

めぐろく[目黒区]
東京23区を50音順に並べると一番最後に来る区。
めやぐだな[めやぐだな]
ある男が車をぶつけて、その男が「迷惑だな」と言った。相手が「自分でぶつけておいて何を

言う」と言い返した。実は「めやぐだな」と言ったのを聞き違えたのであって、これは東北弁

で「申し訳ない」の意味。おそらく「迷惑でしたね。申し訳ない」が縮まったのだろう。

めらにんとめらみんのちがい[メラニンとメラミンの違い]
2008年9月に中国政府はメラニンが不正混入された乳児用ミルクによる被害が報告された。見かけ
上のたん白含有量を増やすのが目的。

メラニン



皮膚が日光に当たることで生成される色素。紫外線から細胞や皮膚を守る働きがある。

メラミン

メラミン樹脂という合成樹脂の主原料。

めんばあ[メンバー]
アイドルグループの一人が不祥事を起こしたときに、容疑者ならば「○○容疑者」と書いてしま

えばよいのだけれど、悪いと言えば悪いことをしているのだから「○○さん」ではおかしいし、

「○○」と呼び捨てにするのもどうかと思うし、やむを得ず「○○メンバー」と書いたケースが

実際にあった。

もじり[捩り]
パロディ。言葉の一部を変えて別の言葉にする遊び。

モディリアーニではない。

もでぃりああに[モディリアーニ]
イタリアの画家。1884年7月12日生まれ、1920年1月24日没。人物画はどれも首が長く縦長。実際
に縦長に見えていたのではないかと言われる。美男子だったらしく、彼の半生を映画化したとき

はアンディ・ガルシアがその役を務めた。

もみじ[もみじ]
(1)紅葉する植物の総称。(2)イロカエデのこと。
もりしげひさや[森繁久彌]
俳優。1913年5月4日生まれ。大物芸能人が亡くなると葬儀に必ず現れる。それだけ長生きをして
元気だということ。ビートたけしが「すでにアンドロイドになっているはずだ」と言っていた。

もりながだあす[森永ダース]
森永製菓が製造しているチョコレートの商品名。「DARS」と表記するがこのような英語はない。
ダースとも違う。

もりのくまはち[森野熊八]
料理研究家。1962年7月18日生まれ。本名は出口告というらしい。
もんどりうって[もんどりうって]
次の用法でしか使わない言葉。例「もんどりうってリング下」



やゆよ

やきゅう[野球]
日本人にもっとも浸透したスポーツ。

やきゅうばか[野球馬鹿]
何でも野球に例えてしまう人。例えばエレベーターから人が四人続けて出てくると「押し出し」

とつぶやく人。

やふう[ヤフー]
(1)「ガリバー旅行記」に出てくる人の姿をした獣。(2)ポータルサイトの一つ。未だにポータルサ
イトや検索エンジンはヤフーしかないと思っている人がいて驚く。

やふう[Yahoo!]
(1)「ガリバー旅行記」に出てくる人の姿をした獣。(2)ポータルサイトの一つ。未だにポータルサ
イトや検索エンジンはヤフーしかないと思っている人がいて驚く。

やま[山]
都道府県名でもっとも多く使われている漢字。山形、富山、山梨、和歌山、岡山、山口の6県。次
が「島」で、福島、島根、広島、徳島、鹿児島の5県。
やまもとりんだ[山本リンダ]
歌手。1951年3月4日生まれ。本名、山本あつ子。父がアメリカ人、母が日本人のハーフ。阿久悠(
作詞)と都倉俊一(作曲)のコンビによる「どうにもとまらない」や「狙いうち」などのヒットがあり
、その後のピンク・レディーに繋がる。

ゆうああるあいとゆうああるえるのちがい[URIとURLの違い]
URLではなくURIと書いてあるケースがある。

URI
一定の書式によってリソースを指し示す識別子

URL
URIのサブセットでリソースの場所を指し示す識別子

意味がよく分からないので特に区別しないことにする。

ゆうえすじぇい[USJ]
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの略。正確に書けば「ユニバーサル・スタジオズ・ジャパン

」だと思われる。よくUFJ銀行と間違えられる。
ゆうえふじぇいぎんこう[UFJ銀行]
三和銀行と東海銀行が合併してできた銀行。「United Financial of Japan」の略。英語としておか
しい上、日本の銀行なのに社名にアルファベットを並べるセンスはいかがなものか。もし三和東

海銀行だったならば、再合併した際に「三菱東京三和東海銀行」となっていたかもしれない(実際
は三菱東京UFJ銀行)。よくUSJと間違えられる。
ゆうかいとりゃくしゅのちがい[誘拐と略取の違い]



誘拐も略取も、人を連れ去ることだが、「家族がケガをした」などと騙して連れ去ることを誘拐

と言い、言葉ではなく力ずくで連れ去ることを略取と言う。

誘拐

誘惑により人を連れ去ること

略取

暴行あるいは脅迫により人を連れ去ること

ゆうりしゃらぽふ[ユーリ・シャラポフ]
テニスコーチ。マリア・シャラポワの父。なぜ父親なのに名字が違うのか、と思ったが、ロシア

語などスラブ語圏では男と女で姓が変わるかららしい。マリアの母親はイェレナ・シャラポワで

ある。

ゆにばあさるすたじおじゃぱん[ユニバーサル・スタジオ・ジャパン]
大阪にある遊園地。USJ。水飲み場の水が、飲料用水ではなくて、工業用水だったことがある。
ゆにふぉおむ[ユニフォーム]
そもそもユニフォームは一つの形、揃いの形という意味である。したがって「揃いのユニフォ

ーム」という言い方は誤り。

ゆびわものがたり[指輪物語]
トールキンが書いたファンタジーの代表作。数巻に及ぶ大長編で、第1巻で挫折する者が多いが実
は第2巻あたりから面白くなる。
ようおん[拗音]
「ゃ」「ゅ」「ょ」（小さい「や」「ゆ」「よ」)で表す音。→促音
ようするに[要するに]
まれにこの言葉を連発する人がいて、まったく「要して」いないなあ、と思ってしまう。合掌。

よおろっぱ[ヨーロッパ]
スウェーデンのロック·バンド。1986年の「ファイナル・カウントダウン」という曲で世界的な人
気バンドとなった。この曲はよく聴くとイントロのドラムが入る前の部分に(45秒辺りから)「
スリー、トゥー、ワン」というカウントダウンが録音されていることが分かる。素晴らしい曲だ

がイントロやギターソロが長いこともあってカラオケでは受けない。

よはく[余白]
よくエクセルやワードで文書を作るときに用紙の端までびっしりと印刷する人がいるが、ファイ

リングする人のことを考えていないのだろうか。



らりるれろ

らいぶどあ[ライブドア]
堀江貴文が設立した会社。新聞記事などでライブドアをLDと略す場合があるが、略す必要がある
ほど長い会社名だとは思えない。実際、同じ記事の中でフジテレビをFTと略すことはしない。
らじゃあ[ラジャー]
了解の意。英語で「了解」を「R」と略す(「received」から)。一方、電信電話では「R」
を「RogerのR」と呼ぶらしい。これらがくっついて、「ラジャー」と言えば「了解」と言うこと
になった。ラジャーもロジャーも発音は同じである。決して「ブラジャー」の略ではない。

らにいにゃ[ラニーニャ]
赤道からペルー沖の海面の温度が下がる現象。「女の子」の意味。逆に上がる現象をエルニーニ

ョと呼ぶ。

らびっとぱんち[ラビットパンチ]
ボクシングで相手の後頭部を殴ること。反則である。昔、狩りで兎の後頭部を殴ってとどめを刺

したから。

らんでぃばあす[ランディ・バース]
プロ野球選手。1954年3月13日生まれ。1983年から1988年まで阪神タイガースに在籍。本当は「
バス」と発音するが、もし打てないと「阪神バス、エンスト」などとスポーツ新聞に書かれるの

が明らかなので「バース」に替えた、と言われるが、実際は大活躍であった。

らんにんぐ[ランニング]
袖なしのシャツ。タンクトップと呼ぶこともあるらしい。ランニングするためのシャツという意

味のようだが和製英語だからどうでもよい。

りすけ[リスケ]
「今週の会議はリスケします」というメールが来て意味が分からなかった。「リスケジュール」

のことかと思ったら、そのとおりだった。つまり「延期する」とか「変更する」とか、そういう

意味。「リスケします」と書くのだったら「延期します」と書いた方が分かりやすいし字も少な

くてすむ。

りもおとこんとろおる[リモートコントロール]
対象物から離れたところから処理を行うこと。遠隔操作。腹腔鏡手術などもこの一種か。その操

作装置を特にリモコンという。

りもこん[リモコン]
リモートコントロールの略だが、その操作装置を指すことが多い。テレビ、ビデオ、クーラー、

扇風機、電灯などあらゆるものにリモコンが付いている。そもそも可搬性のあるオーディオ装置

という位置付けであったラジカセにもリモコンが付いているなど、家庭にはリモコンが溢れかえ

っている。今は例えば携帯電話から自宅のビデオデッキを操作することも可能であり、これもリ

モコンと言えよう。将来的にはすべてのリモコンが携帯電話に集約されるかもしれない。

りょうり[料理]



「材料を理解することだ」と明石家さんまが言っていた。

りょくちゃ[緑茶]
缶やペットボトルの緑茶が売れたのは、伊藤園が空気のかわりに窒素を封入することを思い付い

たからだと言われている。緑茶は時間が経つと酸化して色や風味が変わってしまうという問題

があった。

りんぐ[リング]
「りング」(「り」がひらがな)と書いているウェブページが結構ある。
るうずべると[ルーズベルト]
アメリカの大統領には二人のルーズベルト(セオドア・ルーズベルトとフランクリン・ルーズベ
ルト)がいて別人である。
れ[レ]
ジェロム・レ・バンナの「レ」って何だろう？紀貫之の「の」と同じだろうか。

れぶるう[レ・ブルー]
サッカーのフランス代表のこと。フランス語で青を意味する。アズーリと同じではないか。

れもん[檸檬]
梶井基次郎の短編小説。八百屋で檸檬を買い、本屋で画集を何冊も積み上げて、その上に檸檬を

置いて店を出てきてしまう、という訳の分からない話。

ろうばしん[老婆心]
本当はクレーム処理の責任者なのに「老婆心ながら言わせてもらえば」などと言うと他人事のよ

うに聞こえてひょっとすると責任を免れることができる。

ろうむしゃ[労務者]
(1)ニュースで「現場で労務者風の男が目撃された」などと使われる。辞書には「主に肉体労働に
従事する人」と書かれている。(2)定食をむしゃむしゃ食べる人。
ろしあんるうれっと[ロシアンルーレット]
シュレッダーを使うときに紙屑が満杯になって止まると止めた人が紙屑の始末をしなければなら

ないというルール。

ろすたいむ[ロスタイム]
サッカーは、試合を前半と後半に分け、それぞれ45分で行うのだが、審判の匙加減で何分か延ば
すことができる。これをロスタイムと言う。しかしこれは和製英語で、アディショナルタイムと

呼ぶのが正しい。昔はインジャリータイムと呼んでいたように思う。

ろっくのひ[ロックの日]
1月8日または6月9日。1月8日はエルヴィス・プレスリーの誕生日だから。6月9日は語呂合わせ。
英語の「ロック」に日本語の「ロク」と「ク」を引っ掛けていて甚だ格好が悪い。内田裕也が影

がちらつく。

ろって[ロッテ]
ロッテを中国では漢字で「楽天」と表記する。「ロッテコアラのマーチ」は「楽天小熊餅」と

いう。



ろなうじいにょ[ロナウジーニョ]
サッカー選手。1980年3月21日生まれ。「ロナウジーニョ」とは「小さいロナウド」という意味で
ロナウドより小さいのは確かだが身長は180センチもある。
ろなうど[ロナウド]
サッカー選手。1976年9月22日生まれ。身長183センチ。すきっ歯。
ろはす[ロハス]
LOHAS。Lifestyles Of Health And Sustainabilityの略。健康と持続可能性の生活様式。意味が分か
らない。

ろばあとふりっぷ[ロバート・フリップ]
キング・クリムゾンのギタリスト。「ロバート・フィリップ」と読む人がいるが間違い。



わをん

わあど[ワード]
「言葉」という意味だが、パソコンを使う人にとってはマイクロソフトのワープロソフトを指す

ことが多い。拡張子は「doc」であり、これはドキュメント(document)、つまり文書という意味で
、ワード登場前はテキストファイルを指す拡張子として使う人が多かった。しかしマイクロソフ

トはワードの拡張子として「doc」を採用した。「世間一般で使うドキュメントはワードで作成す
べし」ということか。

わいえふけえ[ワイエフケー]
2005年に活躍した千葉ロッテマリーンズのリリーフ陣のこと。薮田、藤田、小林雅の頭文字。ジ
ェイエフケーにちなんで付けられた。彼らの活躍で2005年、マリーンズはパシフィック・リーグ
で優勝。

わがはいはねこである[吾輩は猫である]
日本を代表する小説家夏目漱石の代表作であるということは、日本を代表する小説ということに

なろうが、はたしてどれほどの人が読んだことがあるのか。なお「我輩」ではなく「吾輩」が正

しいようだ。

わくせい[惑星]
「この星は惑星なのか、何なのか」と惑わせる星。2006年8月24日、国際天文学連合は冥王星は惑
星ではない、とした。

わたなべまりな[渡辺満里奈]
テレビタレント。1970年11月18日生まれ。彼女が司会をしている番組に大江健三郎夫婦が出演し
たとき、大江が「家では本ばかり読んでいる」と言ったのを受けて、渡辺は「奥さんは「本なん

か読んで」と言ったりしないのですか」と言い、大江に「本なんか、と言うけどね」と苦言を返

された。ノーベル文学賞作家に「本なんか」と言ったおそらく唯一の人間。

わだあきこ[和田アキ子]
和田アキ子はCDのケースを割って開けていたらしい。つまり使い捨てのパッケージだと思って
いた。だから「CDってどうやって保管するのだろう？」と不思議に思っていて、間にティッシュ
を挟んで積み上げていたとか。

んじゃめな[ンジャメナ]
チャドの首都。しりとりでうっかり「ん」で終わる言葉を言ってしまった場合、「世界には「ん

」で始まる首都がある」と言い張るとよい。


