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From the Editorial Desk 編集デスクより
Starting with the January issue, which will be released on December 20, all customers who subscribe to the print version, including those who purchase it
at bookstores, will also be able to enjoy the app version. The price will be 880 yen (tax included). We will continue to enhance the magazine in the future,
and thank you for your support.
12 月 2 0 日発売 1 月号より、書店でのご購入も含め、プリント版をご購読のお客様は、
もれなくアプリ版もお楽しみいただけるようになります。
print

app

それに伴いまして、料金が 880 円（税込）になります。今後もますます誌面を充実させていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

To Our Readers 読者の皆様へ
In order to make the magazine even better, Hiragana Times welcomes your comments and suggestions. Write your name, gender, age, nationality, and send
this information to us by postcard or e-mail. If you would like to receive a gift from us, please write your address, the gift name and your phone number.
Competition closes on the 5th of every month. Winners will be selected by lottery and receive gifts directly.
より良い誌面にするため、ひらがなタイムズでは皆様からのご意見やご感想をお待ちしております。氏名、性別、年齢、国籍をお書きの上、は
がき、または E メールでお送 りください。読 者 プレゼントをご希 望 の方 は、郵 便 番 号、住 所、商 品 名、電 話 番 号 もお書 きください。毎 月 5
mail

present

日締め切り。応募数の多い場合は抽選。結果は発送をもってかえさせていただきます。
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Ms. Wienczyslawa SATO
佐藤ヴイエンチスワヴァさん
さ とう

Text 文 | KATANO Junko 片 野 順 子

Ms. Wienczyslawa SATO was born in Poland.
She graduated from two universities including
the Medical University of Warsaw where she
got a Masterʼs in Pharmacology, and the Warsaw University of Technology where she got a
Masterʼs in Organic Chemistry. In December
1991 she moved to Japan and this year is celebrating 30 years of living in the country.
佐 藤 ヴイエンチスワヴァさんはポーランドで
Poland

生 まれました。国 立 ワルシャワ医 科 大 学 で
Warsaw

薬理学の修士号を、ワルシャワ工科大学では
有 機 化 学 の修 士 号 を取 得 しました。1991 年
12 月 に来 日 し、今 年、日 本 生 活 30 周 年 を
迎えます。

「 日 本 で の 生 活 は 最 初 大 変 でした が、30
年たった 今、 日 本 は 快 適 で 平 和 で 日 本 人
はとても礼 儀 正 しいという結 論 に達 しまし
た。また、ポーランドよりも 日 本 の 方 が、
日 常 生 活 のさまざまな面 でなじみがあり
ます。さまざまな商 品 や地 下 鉄 の駅 などに
バイリンガルの説 明 があるおかげで、一 人
bilingual

で日本を旅するのも楽ですね」と話します。
Though Ms. Sato was educated in the field of
science, her interest in Japan is its traditional
culture, especially ikebana (the art of Japanese flower arranging). “My first contact with
ikebana was at an ikebana demonstration
done by a high-ranking ikebana master from
the Sogetsu School, who came to Poland at
the invitation of the Embassy of Japan. I was
extremely impressed and decided to study the
art. However, my dream came true only after I
arrived in Japan. I contacted the headquarters
of the Sogetsu School and they introduced me
to a teacher in my neighborhood. Thatʼs how
my journey - or “do ” ( 道 ) in Japanese - in ikebana began,” she says.

佐 藤 さんは科 学 の分 野 での教 育 を受 けて

それぞれの構図は、周囲の環境や外の風景

きましたが、日 本 に対 する興 味 は、伝 統 文

と共存しています。私はそんないけばなの原

化、特に生け花です。
「私が初めて生け花に

理に感銘を受けました」。

ふれたのは、在 ポーランド日 本 国 大 使 館 の
招 きでポーランドに来 られた、草 月 流 の本
部 講 師 による「いけばな」の実 演 でした。私
はとても感 銘 を受 け、いけばなを習 うことを
決意しました。でも、私の夢が実現したのは
日 本 に来 てからです。草 月 流 の本 部 に問 い
合わせたところ、近所の先生を紹介してくれ
ました。それが、私のいけばなの旅 ――日本
では、
『いけばな道』の始まりです」。
“In contrast to the western custom of placing
a lot of flowers in a vase, ikebana aims to bring
out the inner qualities of flowers. In ikebana ,
blossoms, branches, leaves, and stems are reborn as materials for making art and expressing emotions with. Asymmetry is a reflection
of beauty. Also, space is a particularly crucial
factor in ikebana . Each composition coexists
with its surroundings, and the external scenery. Those principles of ikebana impressed
me.”
「花 瓶 にたくさんの花 を生 ける西 洋 式 とは
対 照 的 に、いけばなは花 の内 面 性 を引 き
出 すことを 目 的 としています。いけばなで
は、花、枝、葉、茎に、芸術や感 情 表 現
の材 料 として新 たな命 が吹 き込 まれます。
アシンメトリーは美 の反 映 です。また、いけ
asymmetry

ばなでは空間が特に重要な要素となります。

Her enthusiasm for ikebana led her to join
Ikebana International Tokyo Chapter in 1998,
a nonprofit, cultural organization which was
founded in 1956 by the late American Ms. Ellen Gordon ALLEN, whose vision and dedication to the traditional Japanese art served as a
force to bring ikebana to the world. Now it has
about 6500 members all over the world, in 44
countries. She has worked as its international
president (between 2010 to 2012), and is now
preparing the 12th world convention in 2023
as the chairperson.

JAPANese Dream

She says; “It was rather difficult to live in Japan at the beginning, however, after 30 years,
I have come to the conclusion that life here is
comfortable, peaceful and that the Japanese
are very polite. Also, I am now more familiar
with many aspects of daily life here in Japan
than in Poland. Because of the bilingual explanations on various products, in metro stations and other places, it is also easier to travel
all over the country alone.”

いけばなへの情 熱 が高 じて、1998 年 に、佐
藤さんはいけばなインターナショナルに参加
International

します。これは 1956 年に、アメリカ人の故エ
America

レン・ゴードン・アレンさんによって設 立 され
た非営利の文化団体です。エレンさんの日本
の伝統芸術に対するビジョンと献身は、いけ
vision

ばなを世 界 に広 める力 となりました。現 在
この団体には、世界約 44 カ国に約 6,500 人
の会 員 がいます。佐 藤 さんは、2010 年 から
2012 年 まで本 部 会 長 を務 め、今 は 2023 年
に開 催 される第 12 回 世 界 大 会 の実 行 委 員
長として準備を進めています。
“Every five years a world convention is held in
Japan. About 1,000 members from all over the
world gather together and have a unique op-
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Working in Japan

学 へ進 学。卒 業 後、今 度 はスイスにある

Text 文 | SAWAGUCHI Shota 澤口 翔 太

Switzerland

カヤレイ ･ ヴァイオリン ･ アカデミーに入学

日本で働く外国人

Kayaleh

Mr. TOALDO Gabriel is a v iolinist from
Italy who runs a violin school in Suginami
City, Tokyo.
トアルド・ガブリエルさんは、東 京 都 杉 並
区 でヴァイオリン 教 室 を営 む、イタリア 出
violin

Italy

身のヴァイオリニストです。
violinist

It 's O kay
to M a ke
M i sta ke s
間 違 えても 大 丈 夫
ま ちが

だ い じょう ぶ

Born to parents of Italian and Venezuelan
descent, Mr. Toaldo showed a talent for music
from a young age, and was taught by world-renowned violin teachers, including J. QUINTERO and W. NARANJO.
イタリア系、ベネズエラ系の両親のもとに生

トアルド・ガブリエルさん
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academy

He studied under Professor Habib K AYALEH, known as the “Educator of Sound,”
and received his diploma in performance and
pedagogy in 2018. The following year, he came
to Japan and started running a violin school
with his wife, TOALDO Hirona.
「音の教育者」と称されるハビブ ･ カヤレイ
教 授 のもとで研 鑽 に励 み、演 奏 と教 育 学
のディプロマ（学 位 ）を 2018 年 に取 得。そ
diploma

の翌年に来日し、妻のトアルド・宏奈さんと
共にヴァイオリン教室の経営を始めました。

Venezuela

まれたトアルドさんは、小さな頃から音楽の
才 能 を発 揮 し、J. キンテーロや W. ナランホ
といった世界的に著名なヴァイオリン講師か
ら教えを受けました。
After attending the Union of the Arts Academy, Doral Conservatory School of the Arts,
and Alex Berti School of Music, he went on to
Florida International University. After graduation, he enrolled in the Kayaleh Violin Academy in Switzerland.

Gabriel TOALDO

します。

芸 術 連 合 学 院、ドラル音 楽 院、アレックス
Doral

Alex

・ベルティ音 楽 学 校 を経 てフロリダ国 際 大
Berti

Florida

He said; “In Switzerland, I taught violin to
students of many different nationalities. I
have a special feeling about Japanese children. They were so pure that they quickly
absorbed what I taught them and made it
their own. I was also intrigued by the sensitive and disciplined nature of the Japanese
people. I felt that if I could learn about Japanese culture, I could understand music in a
different approach.”
「スイスでは、いろいろな国 籍 の生 徒 にヴァ
イオリンを教 えていました。そんな中 で、日
本 人 の子 どもたちに特 別 な感 覚 を覚 えたん
です。彼 らは純 粋 で、教 えたことをすぐに

Japan Products
ジャパン 製 品

(03) Gift for one person. 1 名 様 へプレゼント ➡ P.3
めいさま
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Spotlight
スポッ ト ラ イ ト

© Takaoki Tajima © gallery UG

Popular Works by TAJIMA Takaoki
田島 享 央 己の作 品が人 気

TAJIMA Takaoki was born into a sculptural family following a sculptor of Buddhist images, as the fifth generation of that family of artists.
Having grown up in an environment where he was exposed to statues
of gods and Buddha from various periods, Tajimaʼs style is broad and
diverse, ranging from serious to comical. Among his most popular
works are his carved wooden animals, which are characterized by their
two-headed forms, unique expressions, and colors.
田 島 享 央 己 は、 仏 師 の 流 れをくむ 彫 刻 一 家 に 生 まれた 5 代 目 の
アーティスト。さまざまな時 代 の神 仏 像 にふれられる環 境 で育 った
artist

ため作 風 は幅 広 く、シリアスなものからコミカルなものまで多 彩 。
serious

comical

なかでも木 彫 りの動 物 は、二 頭 身 のフォルムや独 特 の表 情 、色 合
いが特 徴 的で、人 気の高 い作品 です。

「饅頭を二つに割る熊」
など、ユニークな作品が多いのが特徴です。
unique

またドローイング作 品 もあり、DOODLE シリーズが、出 身 地 である
series

千葉 県 八千 代市 のふるさと納税 の返礼 品に選 ばれています。
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https://gallery-ug.com/exhibitions/neoneo-classicism/

His first book, “First Sculpture Lesson by Shidromodoro (awkwardly)
Workshopʼs” (published by Kawade Shobo Shinsha), published in 2019,
shows the process of creating a work of art from conception to form
with many photos. The book also includes many photos of unique works
that previously sold out instantly, in addition to behind-the-scenes stories and production tools.
2019 年 に出 版 した初 めての著 書 「シドロモドロ工 作 所 のはじめての
お彫 刻 教 室 」
（発 行 ：河 出 書 房 新 社 ）は、作 品 の着 想 から形 にす
るまでの様 子 をたくさんの写 真 で紹 介 。制 作 秘 話 や道 具 の話 、過
去 に即 完売 となった個性 的 な作品 の写 真も数多 く収 録 しています。

folm

His works are characterized by many unique things, such as “a bear
splitting a manjuu (sweet bun) in two.” There is also a drawing work,
and the DOODLE series has been selected as a gift of the Hometown Tax
Donation Program by Yachiyo City in Chiba Prefecture, his hometown.

drawing

web

His works are popular not only in Japan but also overseas. Tajima Takaokiʼs “NeoNeo Classicism” will be held at gallery UG Tennoz (Shinagawa
City, Tokyo) until November 28. In 2022, his work became a capsule toy.
国 内 だけでなく海 外 でも人 気。11 月 28 日 まで gallery UG Tennoz
（東 京 都 品 川 区 ）で田 島 享 央 己「NeoNeo Classicism」が開 催 され
ています。2022 年 には作 品 がカプセルトイになります。
capsule

toy

News Review

ニュースからまなぶ

Train Brought to Life Using the Image of
the Pure Land of Paradise

English+
Japanese

ごくらくじょうど を イメージ
した でんしゃ
い め ー じ

English

Japanese

Japanese
Text

3. This is a collaboration project with Hasedera Temple, which
is located along the train route.

えんせん に

ある

ennsenn ni

aru

along the train route

which is located

コ ラボ きかく

です。

korabo kikaku

desu.

a collaboration project

はせでら

との

hasedera

tono

Hasedera Temple

with

this is

1. The Enoshima Electric Railway, which runs through the

4. The floor is decorated with the garden of Hasedera Temple

Shonan area of Kanagawa Prefecture, is a popular line well

and the walls with patterns reminiscent of gold leaf.

known as Enoden.

かながわ けん

の

しょうなん エ リア

kanagawa kenn

no

shounann eria

Kanagawa Prefecture

of

the Shonan area

を
wo
through

はしる

えのしま でんてつ は、

えのでん

と して

hashiru

enoshima denntetsu ha,

enodenn

to shite

which runs

The Enoshima Electric Railway

Enoden

しられる

にんき の

ろせん

です。

shirareru

ninnki no

rosenn

desu.

well known

popular

a line

is

as

2. In October, the “Kannon Line (Train)” was launched with

ゆか は、
yuka ha,
the floor

はせでら

の

hasedera

no

Hasedera Temple

ていえん、
teienn,

of

(with) the garden

へきめん は

きんぱく

を

イ メージ した

hekimenn ha

kinnpaku

wo

ime-ji shita

(and) the walls

gold leaf

of

reminiscent

もよう

が

moyou

ga

patterns

with

ほどこされて い ます。
hodokosarete i masu.
is decorated

5. It is scheduled to run until February next year.

the interior of the train wrapped in the image of the Pure
Land of Paradise.

1 0 がつ

に、

juu gatsu

ni,

October

でんしゃない を
dennsha’nai wo

in

(with) the interior of the train

ごくらくじょうど

の

イ メージ

で

gokuraku’joudo
the Pure Land of Paradise

no

ime-ji

de

of

the image

in

ラ ッピング した

「かんのんでんしゃ」が

rappinngu shita

“kannnonn’dennsha” ga

wrapped

らいねん

2 がつ

まで

うんこう する

rainenn

ni gatsu

made

unnkou suru

next year

February

until

to run

よてい です。
yotei desu.

it is scheduled

the Kannon LIne (Train)

とうじょう し ました。
toujou shi mashita.
was launched
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New Expressions & Buzzwords

新 語 ・流 行 語
English+
Japanese

無理ゲー
む

り

げ

English

Japanese

Japanese
Text

イエベ・ブルベ

ー

い

え

べ

ぶ

る

べ

pronounced

definition

pronounced

definition

Murige-

Impossible game

Iebe, Burube

Yellow base,
Blue base

1. It is a game t hat is so dif f icu lt t hat it is impossible
to conquer.
攻略 が
kouryaku ga
to conquer

無 理 な ほど

難易度 が 高い

muri na hodo

nanni’do ga takai

that it is impossible

ゲ ーム

の こと です。

ge-mu

no koto desu.

a game

it is

that is so difficult

1. It stands for “yellow base” and “blue base” respectively.
それぞれ

「イ エロー ベ ース」

「ブ ルー ベ ース」

sorezore

“iero- be-su”

“buru- be-su”

respectively

yellow base

(and) blue base

の 略 です。
no ryaku desu.
it stands for

2. It is used as a metaphor for something that is extremely diffi-

2. This is one of the basic classifications of an individualʼs

cult or unattainable to achieve.

personal color, and so represents the tendency of a personʼs
skin tone.

それ が 転 じて、

達成 が

極端に

sore ga tennjite,

tassei ga

kyokutann ni

it

to achieve

難 しかったり

実 現 不 可 能 だったり する

muzukashikattari

jitsugenn’fukanou dattari suru

that is difficult or

unattainable

の

例え

に

no

tatoe

ni

for

a metaphor

as

extremely

こと
koto
something

使 われ ます。

パ ーソナル カ ラー

の

基 本 と なる

分類

の

pa-sonaru kara-

no

kihonn to naru

bunnrui

no

basic

the classifications

of

an individual’s personal color

of

ひとつ

で、

肌の

色

の

傾向 を

hitotsu

de,

hada no

iro

no

keikou wo

a tone

of

the tendency

one

this is and so

(person’s) skin

表 し ます。
arawashi masu.

tsukaware masu.

represents

is used

3. These days, society itself is said to be “Murige- (an impos-

3. It is mainly used by women as a reference when choosing

sible game).”

clothes and cosmetics.

最 近 では、

社会自体 が

無理ゲー

主に

女性

が、

洋服

や

化粧品を

saikinn deha,

shakai’jitai ga

murige-

omo ni

josei

ga,

youfuku

ya

keshou’hinn wo

society itself

(to be) murige-

mainly

women

by

clothes

and

these days

と いわれて い ます。
to iwarete i masu.
is said

cosmetics

選ぶ

とき の

参 考 に して い ます。

erabu

toki no

sannkou ni shite i masu.

choosing

when

it is used as a reference
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Close up Japan クローズアップ・ジャパン
When will Politicians put their Eyes in the Dharma?
政治家 が ダルマ に 目 を 入れる 日 は いつ？
せい じ

か

だ

る

ま

め

い

ひ

1. Prime Minister Kishida declared the dissolution of the
House of Representatives, and a general election for the

4. Former members of the House of Representatives will
campaign for “reemployment” and newcomers who want to

House of Representatives was held.

become members will campaign for their “first election.”

岸 田 内 閣 総理大 臣 が

元 議 員 たち は

「再 就 職 」 の ため、

kishida naikaku’souri’daijinn ga

moto’giinn tachi ha

“sai’shuushoku”

衆

また、

former members of the House of Representatives

Prime Minister Kishida

議 院 解 散 を 宣 言 し、

mata,

shuugiinn’kaisann wo senngenn shi,

and

declared the dissolution of the House of Representatives and

衆

議院議員 総 選 挙 が

行 われ ました。

shuugiinn’giinn sou’sennkyo ga

a general election for the House of Representatives

okonaware mashita.
was held

議員 を
giinn wo

members

初 当選

を 目 指 し、

hatsu’tousenn

wo mezashi,

their first election

for

no tame,

reemployment

for

志 す

新人 は

kokorozasu

who want to become

shinnjinn ha
newcomers

選 挙 運 動 を 行 い ます。
sennkyo’posuta- ya okonai masu.
will campaign

2. Since only the prime minister has the authority to

5. And then, they advertise election posters, social media, and

dissolve the government and hold a general election, the

give speeches on the streets and in campaign cars.

prime minister and his cabinet always have their own
expectations.
「解 散 」

と

「総 選 挙 」

実施 の

“kaisann”

to

“sou’sennkyo”

jisshi no

to dissolve the government

権 限 は
kenngenn ha

the authority

and

a general election

総理大 臣

だけ が

持つ

souri’daijinn

dake ga

motsu

the prime minister

only

ため、

そこ には 常 に

tame,

soko niha tsune ni

since

内閣 の

ya

naikaku no

選 挙 ポ スター や

SNS

で

soshite,

sennkyo’posuta- ya

esu enu esu

de

and then

election posters

告 知 し、
kokuchi shi,
advertise

on

街頭

や

選 挙 カー

での

gaitou

ya

sennkyo’ka-

deno

(and) on the streets

演 説 を

行 い ます。

ennzetsu wo

okonai masu.

speeches

social media

and

campaign cars

in

they give

souri’daijinn

the prime minister

思惑 が

あり ます。

omowaku ga

his cabinet

has

総理大 臣

always

や
and

hold

そして、

ari masu.

their own expectations

have

3. When the Diet is dissolved, all members of the House

6. The term of of f i c e for a memb er of the Hous e of

of Representatives (currently 465) will be released from

Representatives is four years.

their positions.
解 散 した

時点 で

kaisann shita

jitenn de

(the Diet) is dissolved

全 員

（現

zenninn

(genn

all

議員 職
giinn’shoku
their positions
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when

currently

を

衆 議院議 員
shuugiinn’giinn
members of the House of Representatives

4 65

名 ）が

yonnhyaku rokujuugo mei) ga
four hundred and sixty-five [persons]

解 かれ ます。

wo

tokare masu.

from

will be released

衆

議院議員

shuugiinn’giinn
a member of the House of Representatives

です。
desu.
is

の

任期 は

4 年

no

ninnki ha

yo nenn

for

the term of office

four years

Archives アーカイブ
How is a Living National Treasure Selected?
人間国宝 は どのように 認定 される のか
にん げん こく ほう

にん てい

1. Foreign Student (hereinafter, FS): Including the No-

3. This award is given to those who have greatly contributed

bel Prize, there are several global awards that recognize

to cultural development and progress in the fields of scien-

individualʼs outstanding achievements. Are there any

tific technology or art.

similar prizes in Japan?
留

学生

（以後、 留 ）：

ryuugakusei

(igo,

foreign Student

ノーベル 賞 を

ryuu):

hereinafter

no-beru shou wo

FS

the Nobel Prize

はじめ、

個人 の

偉大な

hajime,

kojinn no

idaina

including

individual’s outstanding

功 績 を たたえる

世 界 的な 賞 が

kouseki wo tataeru

sekaitekina shou ga

(that) recognize

いくつか

achievements

global

ありますが、

日本

ari masu ga,

nihonn

ikutuka

several

there are

似たような 賞 は

Japan

awards

にも
nimo

科学技 術

や

kagakugijutsu

ya

scientific technology

で、

文化 の

de,

bunnka no

in

greatly

no

art

of

分野
bunnya

(the) fields

発展

や

向 上 に

hattenn

ya

koujou ni

development

めざましい

の

gijutsu

or

cultural

mezamashii

芸 術

and

progress

功 績 の ある

人に

kouseki no aru

hito ni

(who) have contributed to

those

与えられ ます。
ataerare masu.

(this award) is given to

in

あり ます か。

nita youna shou ha

ari masu ka.

(any) similar prizes

are there?

2. Teacher (hereinafter, T): There are many different

4. The Peopleʼs Honor Award is also a prestigious prize that

prizes and among these the most highly regarded are

is given to those who have achieved outstanding results, mak-

the recipients of the Order of Cultural Merit.

ing them loved by the people for their positive contribution
to society.

先 生

（以後、 先）：

sennsei
teacher

(igo,

hereinafter

あり ます
ari masu
there are

いろいろな 賞 が

senn):

iroirona shou ga

T

many different prizes

が、

中 でも

ga,

naka demo

and

文 化勲 章 は
bunnkakunnshou ha

(the recipients of) the Order of Cultural Merit

among these

たいへんな 名 誉
the most highly regarded

と され ます。
to sare masu.
are

From “Behind the Scene,” December issue, 2017
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taihenna meiyo

国 民

に

kokumin

ni

the people

by

敬 愛 され、
keiai sare,
making them loved

社 会 に 明るい 希 望 を 与える

こと に

shakai ni akarui kibou wo ataeru

koto ni

(their) positive contribution to society

顕 著な 功 績 が あった
kennchona kouseki ga atta
(who) have achieved outstanding results

国 民 栄誉 賞

も

for

人

に

与え られる

hito

ni

atae rareru

those

to

that is given

名 誉な 賞

kokuminnneiyoshou

mo

meiyona shou

(The) People’s Honor Award

also

(a) prestigious prize

です。
desu.
is

Nihongo Spirit 日 本 語 道
“Practice makes Perfect” is the Recommended Way to Learn the Usage of Phrases
フレーズ の 使い分け は「習う より 慣れよ」
ふ

れ

ー

ず

つか

わ

なら

な

4. There is also “ikuyone (Are we going)? ” “ikanai? ” “ikanai-

1. There are many variations of endings in Japanese.

日本語

の

nihonngo

no

Japanese

in

ka? ” “ikanaino? ” and other such phrases.

語尾

の

バリエーション は

gobi

no

barie-shonn ha

endings

of

variations

「行く よね？」

さら に、
sara ni,

“iku yone?”

「行か ない か？」

「行か ない の？」

also

豊 富 です。
houfu desu.

あり ます。

mo

ari masu.

など
nado

ikanaino?

も
also

ikanai?

“ikanai no ? ”

ikanaika?

“ikimashou ,” but you can use a variety of other expres-

“ikanai ? ”

ikuyone?

“ikanai ka ? ”

there are many

2. For example, the textbook way of saying “Letʼs go” is

「行か ない？」

and other such phrases

there is

sions depending on the distance between you and the
other person, and your mood.

例えば

「Letʼs go」を

tatoeba

“Let’s go” wo

for example

教 科書 文 型
kyoukasho’bunnkei

Let's go

a textbook way

で 言う と

「行き ましょう」

です

が、

de iu to

“iki mashou”

desu

ga,

saying this

ikimashou

相手
aite

(you and) the other person

is

との

距離感

tono

kyori’kann

between

に

よって は

別の

kibunn

ni

yotte ha

betsu no

表

on

現

depending

を

hyougenn

ya

other

and

さまざまな

その ため、

状 況

に

よって

sono tame,

joukyou

ni

yotte

this

the situation

変える こと が

on

depending

言い回し を
iimawashi wo
your phrasing

でき ます。

kaeru koto ga

deki masu.

to change

samazamana

allows you

a variety of

tsukai masu.

in

you can used

3. By adding just one character to “ikou, ” such as “ikou-

6. There are many other ways to say it. While “wakarimasen (I

ka, ” “ikouyo, ” “ikoune, ” “ikouze, ” or “ikouya, ” you can

donʼt know)” is a textbook expression, there are multiple other

change the nuance.

more casual ways to say it.

「行こう か」

「行こう よ」

「行こう ね」

“ikou ka”

“ikou yo”

“ikou ne”

ikouka

ikouyo

「行こう ぜ」

「行こう や」

“ikou ze”

“ikou ya”

ikouze

(or) ikouya

ikoune

など、
nado,

such as

他 にも

たくさん の

hoka nimo

takusann no

other

言い方 が
ii’kata ga

many

ways to say it

教 科書 的 な 表 現

wakarimasen

a textbook expression

一 文字

追 加 する

です

ni

hito moji

tsuika suru

desu

変わり ます。

より

さまざまな

表 現が

kawari masu.

yori

samazamana

hyougenn ga

だけ

で、

dake

de,

just

by

ニュアンス が
nyuannsu ga
the nuance

adding

you can change

there are

kyoukasho’teki na hyougenn

に

one character

ari masu.

“wakarimasenn” ha

“ikou”

to

あり ます。

「わかりません」は

「行こう」
ikou
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the situation.

使い ます。

wo

expressions

や

the distance

気分
your mood

but

5. This allows you to change your phrasing depending on

is

more

が、

カジュアル では

それ 以 外 にも、

kajuaru deha

sore igai nimo,

ga,

while

multiple

casual

ways to say it

other

あり ます。
ari masu.
there are

Idioms イディオム
Text 文 | Kiyo TOTH トート季世

Do you like matcha ? The tea cere-

English+
Japanese

てまえ

topic

mony which popularized matcha in
Japan, is well liked among all ages,
genders, and nationalities. There
are many places in Kyoto and other
tourist spots where you can experience the tea ceremony. The word
“temae ,” which is also used in the
canned phrase of the tea ceremony
“otemae, choudai itashimasu .” In
this article, I would like to introduce
“temae ,” which is often used but has
various meanings and needs to be
used with different words carefully.
抹 茶 はお好 きですか？ 抹 茶 を日
本に普及させた茶道は、年齢・性
別・国籍を問わず人気で、京都な
どの観光地では、茶道を体験でき
る場所がたくさんあります。茶道
の定型句「お点前、ちょうだいい
たします」でも使われています。
今回は、よく使われる言葉ながら
いろいろな意味があり、使い分け
に注意が必要な「手前」を紹介し
ます。

English

pronounced

Japanese

Japanese
Text

Temae

definition

The one closer to your body.
It will reach if you stretch it a little more, but it is a little bit far.

自分の体に近い方。もう少しで手が届きそうで、わずかに及ばない所。
e.g. Turn right at the traffic light in front of you.
手前の信号を右に曲がってください。

You are on the verge of depression.

あなたはうつ病一歩手前の状態です。
Right in front of you.

自分のすぐ目の前。

e.g. Write on the paper placed in front of you.

手前に置かれた用紙に書いてください。

A word used in the sense of oneʼs position or face in relation to others.
他人に対する自分の立場や面目の意味で使う言葉。

e.g. From my point of view to my girlfriend, I canʼt lose this game!
彼女の手前、この試合に負けるわけにはいかない！

The ability or skill to do things skillfully.

腕前、手並。

e.g. I want to see your work!
* The meanings of “udemae ,” “otemae ” and “otenami ” are all the same.
お手前拝見！

※腕前、お手前、お手並の意味はいずれも同じです。

The manner of making tea in the tea ceremony.
茶道でお茶をたてるときの作法。

e.g. Before drinking matcha , one should say, “Otemae, choudai itashimasu. ”
抹茶を飲む前に一言、「お点前、ちょうだいいたします」。

A humble way of referring to oneself, more archaic than “watakushi .”

自分自身を謙遜して言う言葉で、「わたくし」より古風な言い方。
It is mainly used by store owners in the hospitality industry when referring to
themselves to customers.
主に、接 客 業で店主などがお客に対して自分のことを言うときに使われ
ます。
e.g. Please leave it to us.

手前どもにお任せください。
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This section is written by teachers from the Japanese Language Division of
Japanese language school We Language School (Super-J accredited school). Each
time, we will focus on a word that students have frequently asked them about.
日 本 語 学 校 We language School （Super-J 登 録 認 定スクール）日 本 語部 門
の講師によるコーナー。毎回、生徒からの質問が多い言葉を取り上げます。
Illustration | Maria STOROZHEVA

Formal Expression フォーマルな言 い方
A: We definitely canʼt lose todayʼs game, can we?

A: 今日の試合は絶対に負けられませんね。

B: Of course. We are one step ahead of the final.

B: もちろんです。決勝の一歩手前ですから。

A: Thatʼs part of it. ......

A: それもありますが……。

B: Whatʼs wrong? Youʼre more nervous than ever today.

B: どうかしましたか？ 今日はいつになく緊張していますね。

A: Actually, my girlfriend is coming to cheer me on.

A: 実は、彼女が応援に来てくれるのです。

B: Is that so? Since your girlfriend is watching,

B: そうでしたか。

you canʼt lose this game, can you?

それは彼女の手前、勝たないといけませんね。
A: はい。あっ！ すみません。

A: Yes, I do. Oh! Excuse me.
Please turn right at the traffic light in front of you.
B: This is the venue for the game, isnʼt it?

手前の信号を右に曲がってください。
B: ここが試合会場ですね。
それでは、A さんのお手前拝見といきましょうか。

Now, letʼs see what A can do.

Casual Expression カジュアルな言 い方
A: We definitely canʼt lose todayʼs game.

A: 今日の試合、絶対負けられないな。

B: Of course. Weʼre one step ahead of the final.

B: もちろんだ。決勝の一歩手前だからな。

A: Thatʼs one thing, but .......

A: それもあるんだけど……。

B: Whatʼs wrong? You seem more nervous than ever today. B: どうした？ 今日はいつになく緊張してるな。
A: Actually, my girlfriend is coming to cheer me on.

A: 実は、彼女が応援に来てくれるんだ。

B: I see. Well then, since your girlfriend is watching,

B: そうなのか。

youʼd better win!
A: Yeah. Ah! Excuse me.
You have to turn right at the traffic light.
B: So, this is the game venue.
Letʼs have a look at Aʼs performance!

じゃあ彼女の手前、勝たないとな！
A: うん。あっ！ ごめん。
手前の信号を右に曲がって。
B: ここが試合会場か。
じゃあ、A のお手前拝見といこうか。
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Akiriʼs Special Japanese Lesson

アキリの特 別 日 本 語 レッスン

Memorize Abstract Words by Replacing them with Things you can Associate with them - I
How to Learn Essential Question Words for Travel and Daily Conversation
抽 象 的 な単 語 は連 想 できる物 に置 き換 えて覚 える Ⅰ
旅 行 や日 常 会 話 で必 須 の質 問 語 の覚 え方
【 How to remember abstract words 】

Text 文 | MORISHITA Akiri 守 下 愛 莉

【 抽 象 単語の覚え方 】

In my previous article, I mentioned that the first words
that foreign travelers and residents who come to Japan will
need, are the words and phrases they use to ask questions.
If you can create questions in Japanese using Where,
When, Who, Why, Which, and How, you can achieve a
variety of goals that arise in your travels and life.
前 回 の記 事 で、日 本 に来 た外 国 人 旅 行 者 や生 活 者 に
とって、まず必 要 になる言 葉 が、質 問 をするとき
に使 う単 語 やフ レーズだというお話 をしました。

When you want to memorize invisible words like question words, it is
easier to remember them if you associate the word's meaning with its
sound by following the steps below.
質問語のように目に見えない単語を覚えたいときは、以下の手 順
で単語の意味と音を連想すると記憶に残りやすくなります。

1. Visualize what you can associate with the word.
その単語から連想できる物をイメージする
image

phrase

Where、When、Who、Why、Which、How を 使 っ た
質 問 を日 本 語 で作 ることができれば、旅 行 や生 活 の
中で生まれるさまざまな目標を達成できます。

In this article, I will show you how to remember question
words such as Where, Which, and How. You have already
learned how to memorize words using the MAMA
method, but there are some additional tricks that will help
you remember them more smoothly. Read this article and
learn the words together.
今回は、Where、Which、How などの質問語の覚え方

Any obejcts will do, as long as you can recall the target word by
visualizing it. For example, in the Super J Academy text, the question
words are replaced with the names of things (nouns) that are close to the
sound of each word.
あなたがそれをイメージすることで目 的 の単 語 を思 い出 せるの
で あ れ ば、 ど の よ う な も の で も 大 丈 夫 で す。 例 え ば、Super J
Academy のテキストでは、質 問 語 をそれぞれの単 語 の音 に近 い物
text

の名前（名詞）に置き換えています。
（e.g. 例）

をご紹介します。すでに、MAMA メソッドを使った
method

単 語 の覚 え方 を学 習 しましたが、よりス ムーズに覚
smooth

えられるコツがあります。ぜひ記 事 を読 みながら、
一緒に単語を覚えましょう。
where ➡ warehouse

which ➡ witch

For more information about MAMA Con, please check the website below.
MAMA コンの詳 細 は、下 記 ウェブサイトでご確 認 ください。
Download Super J Free Texts:
https://super-j.academy/curriculum/
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how ➡ house
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くみこしょくにん

ぎ じゅつ

でん とう

げいじゅつ

にな

しょう か

もりたりょうへい

て

しゃしん

こしづかみつあき
にしおか
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Kumiko-zaiku is a traditional woodworking technique that uses kumiko - small pieces of
wood that are put together to create elaborate geometric patterns without the use of nails
or screws. For this feature, we visited Amami Oshima Island, where ancient primeval
forests still remain, to talk with MORITA Ryohei, a kumiko craftsman.

組 子 細 工は、組子を使った伝 統 的な木 工 技 術 で、釘やネジを使うことなく、小
くみ こ ざい く

くみ こ

つか

でんとうてき もっこう ぎ じゅつ

くぎ

つか

ちい

さな木片を組み合わせて精緻な幾何 学 文 様を描き出すものです。今回は、太古
もく へん

く

あ

せい ち

き か がく もん よう えが

だ

こん かい

たい こ

の原 生 林を残す奄美 大 島を訪ね、組子 職 人、森田 良 平さんにお話を 伺いま
げんせいりん のこ あま み おおしま たず

くみ こ しょくにん もり た りょうへい

はなし うかが

した。

“The interesting thing about kumiko is that there are many craftsmen scattered all over
Japan. From as far back as the Asuka period (6th to 8th century), craftsmen in various
places have created new ways of assembling. Especially during the Edo period (17th-19th
century), when the demand for wooden buildings increased, skilled craftsmen actively
competed with each other to create more than 200 types of patterns that remain today.

Kumiko-zaiku is the fruit of all the kumiko craftsmen’s techniques from the past to the
present, so to speak,” says Mr. Morita with a deeply moved expression.

「組子が面白いのは、全 国 各 地に 職 人が散らばっている点です。古くは飛鳥時
くみ こ

おも しろ

ぜん こく かく ち しょく にん

ち

てん

ふる

あすか じ

代（6 〜 8 世紀）から、さまざまな土地で 職 人たちが新しい組み方を生み出してきま
だい

せい き

と ち しょくにん

あたら

く

かた

う

だ

した。特に木 造 建 築の需要が高まった江戸時代（17 〜 19 世紀）には、腕自慢の
とく もく ぞう けん ちく じゅ よう たか

え ど じ だい

せい き

うで じ まん

人が活発に競い合い、現代に残る 200 種 類 以 上 もの紋様を生み出したと伝

職

しょくにん かっぱつ きそ

あ

げんだい のこ

しゅるい い じょう

もんよう

う

だ

つた

えられています。組子 細 工はいわば、過去から現在に至るまで、すべての組子 職
くみ こ さい く

か こ

げん ざい いた

くみ こ しょく

人の技 術 の 結 晶 なんです」。感 慨 深い 表 情 で、森田さんは語ります。
にん

ぎ じゅつ けっしょう

かんがいぶかひょうじょう

もり た

かた

It is said that each of the basic patterns of kumiko has a name. Most of them are stylized
plants, such as “hemp leaves” and “double cherry blossoms.” Since they are decorations
used for the house interiors, each pattern also has its own meaning as a lucky charm.

組 子の基 本 的な文様には、一つひとつ名前があるといいます。多くは「麻の葉」や
くみ こ

き ほんてき もんよう

ひと

な まえ

おお

あさ

は

「八重 桜 」など、 植 物を図 案 化したもの。また、家屋の内装に使われる装 飾 だけ
や え ざくら

しょくぶつ

ず あん か

か おく ないそう つか

そうしょく

あって、文様ごとに縁起物としての意味合いも含まれているそうです。
もんよう

えん ぎ もの

い み あ

ふく

“Kumiko is very free within its framework. We build patterns based on triangles, but
we can also mix squares, use materials cut into curves, add colors, and express the
craftsman’s imagination and skills in any way we like.”

「組子は、その枠組みの中ではとても自由なんです。三 角 形をベースに文様を組み
くみ こ

わく ぐ

なか

じ ゆう

さんかっけい

base

もんよう

く

ますが、四角を混ぜたり、 曲 線に切った素材を使ったり、色をつけたり。 職 人の
し かく

ま

きょく せん

き

そ ざい つか

いろ

しょく にん

想 像 力 や技 術 力 を好きなように 表 現することができます」。

そうぞうりょく ぎ じゅつりょく す

ひょうげん

Mr. Morita himself continues to work in a style that can be described as a fusion of
tradition and innovation, incorporating pictorial expressions that use various kinds of
woods and create unique patterns.

そう話す森田さん自身、さまざまな種類の木を使った絵画的な 表 現を取り入れた
はな もり た
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じ しん

しゅ るい

き

つか

かい が てきひょう げん

と

い

web

https://www.annohideakiten.jp/

『新世紀エヴァンゲリオン』 1995 年放送

© カラー／ Project Eva.

『エヴァンゲリヲン新劇場版：破』 2009 年公開

© カラー

Japan Now

提供

庵野秀明展実行委員会

『ヱヴァンゲリヲン新 劇 場 版 』シリーズと

現 在 は、
「僕 らがいなくなってもアニメや特

本 展 覧 会 では、
「 庵 野 秀 明 をつくったもの

して 再 始 動 し、2007 年 に 第 1 作「： 序 」、

撮 が 残 るようにしたい」という 思 いから、

庵 野 秀 明 がつくったもの

2009 年 に第 2 作「：破 」、2012 年 に第 3 作

ATAC（ 特 定 非 営 利 活 動 法 人 アニメ 特 撮

つくるもの」というキャッチコピーの通 り、

「：Q」を公 開。そして、今 年 2021 年 3 月、

アーカイブ機構）を立ち上げ、理事長として

幼 少 期 から『シン・仮 面 ライダー』 に到 る

完 結 編 となる「シン・エヴァンゲリオン劇 場

日 本 のアニメや特 撮 の文 化 を後 世 に継 承 し

までの軌 跡 を、制 作 資 料 を通 して辿 ること

版」を公開。興 行 収 入は 100 億円を超え、

ていく活 動を行っています。また、脚本・総

ができます。 庵野氏の仕事への向き合い方

有終の美を飾りました。

監 督 を務 めた『シン・ゴジラ』、企 画・脚 本

がうかがえる緻密なメモや膨大な制作資 料

を務 めた『シン・ウルトラマン』 に続 き、脚

は見応え十分。

Currently, with a desire to “make sure that
anime and special effects will remain even
after we are gone,” he founded ATAC (Anime
Tokusatsu Archive Centre), and as its president, is working to pass on the culture of
Japanese anime and special effects to future
generations. In addition to “SHIN GODZILLA,” for which he wrote the script and served
as the general director, and “SHIN ULTRAMAN,” for which he planned and wrote the
script, he is currently working on “SHIN
KAMEN RIDER,” which he wrote and directed, for release in March 2023.

archive

catch

そして、これから
copy

memo

本・監 督 を務 める『シン・仮 面 ライダー』を
2023 秊 3 月の公開に向けて制作中です。
As the catchphrase “What made Anno Hideaki, what Anno Hideaki made, and what he will
make in the future” suggests, the exhibition
traces the trajectory of Anno Hideaki from
his childhood to “SHIN KAMEN RIDER”
through his production materials. The meticulous notes and vast amount of production
materials that reveal Annoʼs approach to his
work are well worth seeing.

The exhibition in Tokyo will last until December 19, 2021, but it will be held in Oita, Osaka,
and Yamaguchi prefectures in 2022, and fans
all over Japan are looking forward to it.
東 京 での展 示 は 2021 年 12 月 19 日 までで
すが、2022 年 には大 分 県、大 阪 府、山 口 県
での開 催 も決 定 しており、全 国 のファンが
fan

期待を寄せています。
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蟹

Seasonal Highlights
シーズ ン ハ イ ラ イ ト

crab

eat

Text 文 | IWASAKI Yumi 岩 崎由 美
The crab season has arrived. The crabs eaten in Japan include king
crabs, snow crabs, red snow crabs, hair crabs, and blue crabs, just to
name a few of the larger ones.
蟹（カニ）の季節 がやってきました。日本 で食 べられているカニは、
大型のものだけでもタラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ、
毛 ガニ、ワタリガニなどがあります。
Among them, the snow crab is a luxury
food that is caught from Niigata Prefecture to Shimane Prefecture on
the Japan Sea coast, and is called
by different names depending
on where it is caught, such as
“Matsuba crab,” “Echizen
crab,” and “Taiza crab.”
The fishing season for
male snow crabs opens
on November 6, and
ends on March 20 of
t he fol low ing year.
The size of the catch
is determined by law
depending on the sea
area. The width of the
carapace is more than
eight to nine centimeters, and when the legs
are spread out, the total
length exceeds 70 centimeters, making it quite magnificent.
中 でもズワイガニは、日 本 海 側 の
新 潟 県 から島 根 県 あたりまでで獲 れ、
獲 れる場 所 によって「松 葉 ガニ」
「越 前 ガニ」
「間 人 ガニ」と違 った名 前 で呼 ばれる高 級 食 材 で
す。オスのズワイガニの漁 が解 禁 になるのは 11 月 6 日 から翌 年
3 月 2 0 日 まで。海域 によって漁 獲 サイズが法 律で決 められています。

THIS IS THE BEST WAY
TO EAT

crab

甲 羅 の幅 が 8 〜 9 センチ以 上、脚 を広 げると全 長 70 センチを超 え
centimeter

るなど、かなり立 派 です。
From December to January, there are many opportunities to enjoy
feasts such as Christmas and New Yearʼs, so the price jumps up due to
the supply-demand balance. We avoid this time of the year and order

蟹

は 、や っ ぱ り こ れ で し ょ う
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は、やっぱり
これでしょう

THIS IS
THE BEST
WAY TO

蟹

crab

付 けした出 汁 で煮 て食 べる「カニスキ」や、熱 い昆 布 出
汁 の中 に身 をくぐらせて食 べる「カニシャブ」は、上 品 な
甘みが広がります。

At the end of the pot, you can also try “kani-zosui ” (crab
porridge) in which the rice is brought to the boil before
being turned off the heat with the soup with crab broth.
In addition, the “kani-miso ” (internal organs) inside the
shell is excellent even when licked as is, making you want
to eat it all. And, if youʼre a sake lover, you canʼt resist “koura-zake ,” in which hot sake is poured into the shell where
the kani-miso is left, and while the crab kani-miso is melted
little by little, the sake is drunk using the shell as a vessel.
Savoring the whole body. That is the real pleasure of crab.
鍋 の最 後 に、カニの出 汁 が出 たスープにご飯 を入 れてひ
soup

と煮 立 ちさせた「カニ雑 炊 」も格 別 です。さらに、甲 羅
の中に入 っている「カニミソ（内臓 ）」は、そのままなめて
も絶 品 で、全 部 食 べてしまいたくなりますが、カニミソ
を残 して甲 羅 に熱 燗 を注 ぎ、カニミソを少 しずつ溶 きな
がら甲 羅 をお猪 口 にしてお酒 を味 わう「甲 羅 酒 」は日 本
酒 好 きにはたまりません。全 身 を味 わい尽 くす。それが
カニの醍醐味 です。
It is the grown male snow crabs that are sold as luxury
foods, while the female crabs are eaten at affordable prices
in the region. The fishing season here is only two months,
from November to December. Depending on the region,
the female crabs are called “Seiko crab (seko crab),” “Koppe
crab,” “Koubako crab,” or “Oya crab,” and are favored for
their delicious eggs and miso (internal organs), and are
served at the tables of local families.
高 級 食 材 として出 回 るのは成 長 したオスのズワイガニ
で、メスのカニは産 地 で手 ごろな価 格 で食 べられていま
す。こちらの漁 期 は 11 月 から 12 月 のわずか 2 カ 月 。地
域 によって「セイコガニ（セコガニ）」
「コッペガニ」
「香 箱
ガニ」
「オヤガニ」と呼 ばれるメスのカニは、卵 と内 臓 が
美味しいと好まれ、地 元 の家 庭の食卓 に上ります。
I have heard that in Tottori Prefecture, which is the largest
crab catcher and consumer in Japan, there are areas where
one crab is served to each student in school lunches. In

Cooperation: Tottori Prefecture Fish PR Promotion Council
協 力 ：鳥 取産 魚 PR 推進 協 議 会
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2015, Tottori Prefecture established a top brand called “Special Tottori Matsuba Crab Itsukiboshi.” Ten “connoisseurs”
from each of the five ports in Tottori selected the crab, and
marketed it as a top-quality product if it met five requirements. These included a shell width of at least 13.5 centimeters, weight of at least 1.2 kilograms, have all the legs
together, bright color, and is well stuffed with crabmeat.
However, it is rare to find crabs that meet the connoisseurʼs
eye. Last year, the price ranged from 100,000 yen to 300,000
yen per crab (according to YAMAMOTO Masashi of the
Tottori Prefecture Fish PR Promotion Council).
カニの水 揚 げ量・消 費 量 ともに日 本 一 の鳥 取 県 には、
学 校 給 食 にカニが 1 人 1 杯 ずつ出 る地 域 があると聞 き
ました。その鳥 取 県 では、2015 年 に「特 撰 とっとり松 葉
がに五 輝 星 」というトップブランドが設 定 されました。
top

brand

鳥 取の 5 つの港の「目 利 き」10 人 がそれぞれ選定 し、甲
羅 の幅 が 13.5 センチ以 上、重 さ 1.2 キログラム以 上 、
kilogram

脚 がすべてそろっていて、鮮 やかな色 合 い、身 が詰 まっ
ているという 5 つの要 件 を満 たしたものを最 高 級 品 と
して売 り出 しています。しかし、目 利 きのおめがねにか
なうカニは、めったに揚 がりません。去 年 は 1 杯 10 〜
30 万 円 だった（鳥 取 県 産 魚 PR 推 進 協 議 会

山本正志

氏 ）とか。
There are also tour packages that take you to the production
areas for the purpose of eating crabs. There is nothing like
the pleasure of soaking in a hot spring at an inn near the
desolate Sea of Japan in the bleak winter and eating freshly
boiled crab while looking out at the snowy landscape. In
order to continue to enjoy this “gift from the sea,” which
is becoming scarcer as the catch decreases, I hope that the
protection of crab resources and sustainable fishing will be
preserved at all costs.
カニを食 べる目 的 で産 地 を訪 れるツアーもあります。
tour

荒 涼 とした冬 の日 本 海 近 くの宿 で温 泉 につかり、雪 景
色 を見 ながら茹 でたてのカニを食 べる喜 びはひとしおで
す。漁 獲 量 が減 り希 少 化している「海からの贈 り物 」を
これからもずっと享 受 し続 けるために、カニ資 源 の保 護
や持 続 可 能 な漁 をなんとしても守 り抜 いてほしいと願 っ
ています。

