
英会話でネイティブに少しでも
近付くための秘訣

― 自分の実体験に基づく色々なこと ―



日本人の英会話能力は、英文の読解力や英作文力に比べると、かな
り劣っています。NHKの国際放送のアナウンサーですら、姿を見なくて
話し方を聞いているだけでも、明らかに日本人の臭いがします。

しかし、たとえ純粋の日本人でも、生まれてすぐにアメリカ人の家庭
の養子になり、ずっとアメリカのその家庭で育てば、アメリカ人と区別
が付かないくらい上手な英語を話せると思います。要するに日本人だ
から英会話が下手だとは言えません。乳児の時から15歳くらいまでの
間の家庭環境が話せる言語力に大きく関係すると思います。同様なこ
とが英語に限らず、他の言語にも当てはまり、日本人だから外国語の
会話能力が劣っているとは決して言えません。ただし、生まれてから大
人になるまで、ずっと日本で生活していたら、舌の動きをはじめ、あらゆ
ることが日本的になってしまっており、大人になってから外国語会話を
いくら必死に勉強してもネイティブのように話せるようにはなりません。



もちろん例外もあり、純粋の日本人なのに、日本語を離れて英語とフラ
ンス語の間の２か国語間の同時通訳をしている人もいます。さらに国
連のガイドが、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語を流暢に話し、
各国語での説明や質疑応答に難なく対処しているのをみると、世の中
には凄い言語能力の人がいると驚くばかりです。その彼女が私に、『日
本語はわからないので、英語でもいいですか』と英語で言われました。

私の知人でドイツ人の女性は、父親の仕事の関係で高校まで京都に
住んでいましたが、日本語会話が非常に流暢で、話し声を聞いている
だけでは、完璧に日本人です。国際会議のついでに、彼女にドイツの
Goslarの町を案内してもらったことがあります。彼女はハイデルベルク
大学の小児科の先生であり、おじさんはベートーベンのピアノ曲を弾か
せたら世界一と言われた有名なピアニストのヴィルヘルム・ケンプ
（Wilhelm Kempff, 1895年11月25日 - 1991年5月23日）です。この
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町は、世界一のピアノと言われているSteinway発祥の地の近くにあり
ますので、その点でも私には興味深いのです。

The F. W. Woolworth Steinway 
Serial Number 99803

写真ではおもちゃのように見えるかもわか
りませんが、立派な本物のグランドピアノで、
装飾も素晴らしい超豪華な特注品です。

ここまで豪華なピアノは置いてありません
が、ニューヨークのSteinway Houseへ行くと、
いつもコンサート会場で見る真っ黒なオーソ
ドックスなピアノの他に、特別のデザインの
普段見ることのないものが地階にたくさん並
んでいます。そこはプロ用の展示室で、一般
の人が自由に出入りすることはできません。



私のように大学の教授として教育研究をしていた者は、英語の論文や
専門書をよく読み、自分の研究成果を英文で専門の学術誌に投稿した
り、国際会議で英語で発表したりしないといけないのです。なぜ英語か
と言いますと、世界中の人に理解してもらわないといけないので、日本
語での発表はよくないのです。とにかく実践を積まないといけません。

私たちは、中学生の時以後、英文和訳と和文英訳中心の教育を受
け、受験勉強も英語に関しては英文和訳と和文英訳について必死に勉
強していましたが、英会話の授業は私たちの頃は、大学までのいずれ
の学校でも全く受けてきませんでした。そのために英作文能力に比べて
英会話力がかなり劣っているのです。研究成果を英語で書いて海外の
専門誌に投稿する時には、じっくり時間をかけていろんなものを参考に
して、時にはネイティブの先生の論文のごく一部分の名表現を丸写しし
たりもして一生懸命作文するので、そこそこのレベルの英文になってい
るので



す。このような状況なのですが、論文のリプリントを海外の関連の研究
者などに送る習慣があるので送ったのですが、たまたま機会があってそ
の送付先の先生と面会した時に、英会話能力がその論文の作文能力
に比べてかなり劣っているので、あの論文は本当にあなたが書いたも
のですかのようなことをやんわりと言われた、私の親しい日本人の先生
がいました。日本人の時間を掛けてじっくり書き上げる英作文能力と
ぶっつけ本番の英会話能力には、それほど大きな差があり、とても同じ
人物とは思えないということなのです。

研究者には外国語能力が重要ですので、私の頃の理系の大学院の
入試科目は、英文和訳と独文和訳、それと専門の３科目の試験があり、
各100点満点なので、なんと語学が全体の2/3を占めていたのです。当
時は、医学や化学などの理系分野ではドイツ語が重要でした。なので、
語学の強い人が大学院に合格したのです。関係者以外はこんな裏話



は知らないでしょうねー。
私は大学院の時の指導教授から、国際会議で私の研究成果を英語

で発表するように言われましたので、頑張って国際会議場のメインホー
ルで多数の各国からの参加者の前で口頭発表しました。まだ大学院修
士２回生の時でした。これが国際会議での初発表でした。とにかく研究
者になるには、英語の読み・書き・話すの語学力が非常に重要です。

英会話上達の秘訣の一つは、失敗を恐れず、恥を気にせず話しまくる
ことです。その数に応じて上達するのです。とにかく場数を踏まないとい
けません。モロッコのフェズで開催された薬用植物の国際会議に招待さ
れてニンニクに関する特別講演を45分間したところ、30もの質問が出ま
したが、無事に全部に答えられました。この時の様子やモロッコの景色
などがmy HPにアップロードしてありますので参照してください。ここは
公用語がフランス語ですが、国際会議ですし英語での講演や質問も英



語でもOKでしたので楽でよかったです。フランス語の聞き取りは、リエゾ
ンやサイレントが多くて大変ですが、パワーポイントで示されるフランス
語、特に専門用語は、英語にかなり似ているので助かりました。そして
私は特別招待者でしたので、滞在ホテルをはじめ、何かと終始特別扱
いしていただき、本当に素晴らしい国際会議参加となりました。このモ
ロッコの国際会議から帰国して翌々日にはエジプトへ旅立ちました。こ
の頃は超ハードスケジュールで毎日がとても大変でした。

今までに国際会議に出席して、研究成果を発表した国(都市)は順不
同で、日本(京都・神戸)、ドイツ(ハンブルク)、カナダ(トロント)、オランダ
(アムステルダム)、アメリカ(サンジエゴ)、中国(北京・桂林・西安・上海)
などです。口頭発表は、話す原稿を予めじっくり時間を掛けて作成でき
るので簡単ですが、質問は何を聞かれるか予想できず、ぶっつけ本番
なので大変です。



話は変わりますが、ツアーコンダクターが同行する日本の旅行社が主
催する海外旅行では、英会話ができなくても特に問題ありません。しか
し、2020.1.22に私のホームページにアップロードした「ニューヨーク港発
着のQueen Mary 2で東カリブ海クルーズ」のような、日本の旅行社が全
く関係していない、全てが英語のみでの13日間のクルーズのようなもの
では、英会話と英文読解の能力が、かなりないと参加は無理でしょう。
日本語はどこにもありません。でも私たちは、そのようなのが好きです
し、ずっと和食なしでも全く平気です。頻繁に船内アナウンスがあり、中
には聞き逃すと大変な緊急連絡や予定の変更などの重要なものもあり
ますが、小さなスピーカーの音が悪くて聞き取りにくかったです。さらに
オプショナルツアーがいくつもありましたが、各地で解散後、何時にどこ
へピックアップに来てくれるかをよく聞いて正しく理解してないと無事に
帰れなくて大変です。陸上での移動は、たいていはバスであり、解散場
所と集合場所が違うことが多いのです。

http://www.hiroshi-t.com/CARIB2.pdf


これがそのモロッコでの国際会議のポスターの一部分でフランス語で
書いてありますが、各単語の多くは英語にとてもよく似ています。

モロッコの公用語はフランス語なのです。ちなみに国際外交語はフラ
ンス語ですし、ニューヨークにある国連本部の中の掲示や指示文など
は、まずフランス語で書いてあり、その次に英語で書いてあります。
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英会話の問題点

➀ 母音の問題

② リエゾン (日本語にはなし)

③ アクセントは各単語にも文章にもある (日本語にはなし)

④ 学校では教えてくれない実用英語・日常英語が多数ある。
言語は机上の空論的に単独で存在しているのではなくて、話されて
いる環境とセットになっているので、ひととおりの全行事を体験するま
でアメリカなどに最低でも1年間は住まないと全体像がわからない。

➄ 習慣や常識のこと 例えば人名の愛称・ニックネームなど



➀ 母音の問題

What is it? の発音記号は下記のようです：

What【wət】 is【iz】 it【ít】 ?

ここで問題になるのは、各単語の最後の子音です。
これらの英単語の場合は、それぞれの子音の後に母音がありません。
すなわち、【t】、【z】、【t】で終わっております。ところが日本人の発音で
すと、各子音の後に必ず母音が付くのです。すなわち、 【to】、【zu】、
【to】 のように。なので上記の疑問文の発音を日本式に誇張して書くと、

『ホワットォ・イズゥ・イットォ』となり、各単語の間にわずかの休憩を入れ
ますが、英語では各母音を除いて休憩部分無しで続けて話さないいけ
ませんので、ジョン万次郎式に書くとリエゾンも含めて『ワティジッ』です。



前ページの質問 What is it? の答えとしてたとえば、 It is a cat. とする
と、発音に関しては、質問文と同様のことが言えますので、ジョン万次
郎式に書くと『イッティザキャ』となります。しかし、日本人の発音を誇張
して書くと、一般に『イットォ・イズゥ・ア・キャットォ』となり、各単語の最後
の子音に母音を付けて、しかも各単語を独立させてリエゾンせずに個々
にゆっくり発音するので、全く英語らしくないのです。このことが非常に
重要な点であり、まずはこれを改善しないと、いつまでも Japanese 
Englishのままの発音に留まります。

とにかく日本語には【to】や【zu】というような発音は普通にありますが、
【t】という発音や【z】というような発音はないので厄介なのです。 【to】と
いう発音から【o】を除いた発音や【zu】から【u】を除いた発音ですが、こ

れだけでは日本語では単独の音にはなりません。
日本語には母音は５つしかなく、『ア・イ・ウ・エ・オ』のみです。しかし、



英語ですと『ア』だけでも５つもあり、発音記号では【ʌ】 【æ】 【ɑ】 【ə】【a】
で表記されます。この他にも英語の母音は多数あり、総計で２５もあり
ます。日本には母音は少なく、アメリカには母音が多いということ！？

たとえば、日本語の『カ・サ・タ・ナ・ハ・マ・ヤ・ラ・ワ』は一見したところ
子音のようですが、これらの全てにおいて母音の『ア』がすぐ後に直結
しているのです。このようなことが日本人には乳幼児の頃から身に付い
てしまっているし、子音だけの日本語はないので、たとえば cat の発音
記号は【Kǽt】であり、最後は【t】で終わっているのに、こんな発音は日

本語にないので、日本語式に自動的に最後に母音の【o】を付けてしま
い【Kǽto】という発音になってしまうのです。これでは『キャット』であり、

最後は口を開けて終わりますが、ジョン万次郎式だと『キャッ』となり、
最後は息を止めるので、息苦しくてなかなか実行できないのです。他の
単語でもこれに類することは無数にあり、日本人の発音が永遠にネイ



ティブのようにならない最大の問題点だと思います。ただし、子音の後
に、ほとんど聞こえない程度に、ごくごくわずかに母音が付いています。

『スズメ百まで踊り忘れず』という諺が日本にあります。すなわち、幼
児の時に覚えた踊りは、一生忘れることはないという意味ですが、言
語の話し方や方言についても同様なことが言えます。乳幼児～子供の
時に自然と覚えた話し方は、死ぬまで残ります。なので、高校までは地
方で過ごし、それ以降は大学も就職も東京でずっと生活している人が、
地方出身で変ななまりがあるので、仲間に笑われたりするので、頑張っ
ていくら直そうと努力しても完璧な標準語にはなりません。これと同様な
ことが、日本人の日本語なまりの英会話の発音にも当てはまります。

ここで方言について紹介しておきます。標準語の『とても美味しいです
ね』ですが、京都弁では『ほんにおいしおすなあ』、名古屋弁では『どえ
りゃーうみぁでいかんわ』です。ついでに『お久しぶりです』は、京都弁で



は『お久しぶりどす』であり、名古屋弁では『やっとかめだなも』です。こ
の名古屋弁は、普通の人には全く何のことかわからないと思います。こ
んな言い方はお年寄りしかしません。河村たかし名古屋市長は、ゴテゴ
テの名古屋弁を記者会見などでいつも話していますので、生きた名古
屋弁を簡単に聞きたければ、河村市長の会見などを聞くことです。彼の
名古屋弁は故意に強調して目立つようにしているとの説もありますが。

言語研究者の私の実力を試そうと、名古屋駅の地下街にあるレスト
ランで、名古屋名物の一つである『エビフライ』を名古屋弁で注文してみ
ました。注文を聞きに来たのは20歳くらいの若い女性でした。そこで、
『えびふーりぁーちょうでぇもー』とさりげなくスムーズにさらっと言うつも
りでしたが、普段言わないことなので緊張して噛んでしまい、言い直した
ところ、そのウエートレスは、おちょくられたと思ったのか、怒ったような
強い言い方で『エビフライですね！』と言ってすぐに離れて行きました。



そのお嬢さんへ、ごめんなさい。やはり、さりげなく自然にしゃべれるネ
イティブの名古屋人とは違いました。これは英会話でも類似だと思いま
す。いくら標準語で話そうと頑張ってみても、言葉の端々に幼児の時以
来、身に染み付いたものは、無意識のうちに不意に出てしまうのです。
特に日本語では文末に各地方に独特の特徴が出ますので、話を聞い
ていると、本人は標準語で話しているつもりかもわかりませんが、特に
その文末で、名古屋出身の人とか京都出身の人とかが明らかにわかり
ます。三重弁ですと、文章の最後に『に』が付くことがよくあります。たと
えば、『この魚おいしいに』のように。言語の多様性や特色ある地方色
の表出などで悪いことではないと思います。

とにかく母国語会話については、誰でも特に勉強したということはなく、
両親などが話す会話をゼロ歳乳児の頃から自然に覚えて自然に話せ
るようになったと思います。だから母国語会話は、超簡単に自然にでき
るようになりますが、その後にもう一か国語の習得はとても困難です。



その他に、英会話にはリエゾンとアクセントとスピードが重要であり、
これらを改善すれば、かなりネイティブに近付くでしょう。しかし前述の
ように、すでに日本語の発音用に固まってしまった日本人の舌や口や
喉は、大人になってから英会話を学び始めても、すでに時遅しです。た
だし、通訳とか発音が非常に重要な職業に就くのでなければ、ネイティ
ブのような完璧な発音でなくてもやっていけます。何が目的で英会話を
上達したいかです。私たちのような職業ですと、研究成果の公表のた
めとか逆に他人のそれを知るためであり、単なる研究遂行上のツール
としてです。なので研究の能力がなくて英会話だけが非常に流暢でも
いけません。また、単に観光目的で海外旅行をする程度なら、流暢な
英会話能力なんてなくても大丈夫です。ハワイなら日本語だけでOK。

英会話では、スピーキングとリスニングの両方が重要です。いくら発
音が良くても、質問の英語が聞き取れなければ答えようがありません
から。英会話が上手な人は、一般に日本語の話し方もうまいです。



② リエゾン
リエゾンとは、元々はフランス語のliaisonのことであり、フランス語にお

ける連声の一種で、語を単独で読む場合には発音されない語末の子音
が、直後に母音が続く場合に発音される現象のことです。

フランス語のみならず、英語にもこのリエゾンが多用され、文章中の各
単語を個別に独立したものとする発音の日本人には、リエゾンによって
各単語がくっ付いてしまって、何を言っているのかわからない大きな理
由です。しかも早口なので余計に聞き取れないのです。

英語にもこのリエゾンがあるために、ゆっくりと話すことができず、『私
は英語の初心者なのでゆっくり話して下さい』とお願いしても、すぐに普
通のスピードに戻ってしまうのは、各単語がくっ付いて流れるようになっ
ているために、文の途中で中断して一服することができないからです。
日本人式の話し方であれば、各単語の間に休憩を少し入れています。



アメリカなどの英語圏の国で、バスに乗っていて、『降ります』と言うの
は I get off. です。ところが日本人の発音だと、『アイ・ゲットォ・オフゥ』
であり、しかもゆっくり話して、さらに各単語の間にわずかに休憩が入り
ますので、現地の人たちに何を言っているのか理解してもらえません。

ところが英語らしく聞こえる発音は、ジョン万次郎式に書くと例の有名
なもので、 I get off. は『あげ豆腐』と言えば英語らしく聞こえるのです。
これは言うまでもなく、豆腐屋に売っている油揚げと豆腐のことですが、
なかなかうまく考えたものです。これに類した言い方は、多くあります。

ネイティブに近い I get off. の発音を食品で示すとこのようになる。

あげ 豆腐

この皿は自作の萩焼



この写真は言うまでもなく『ホットドッグ』です。
熱いソーセージをパンに挟んで提供するとい
うこの食品は、1860年頃にドイツからアメリカ
にやってきた移民達によって伝えられたと言
われています。使われているフランクフルト
ソーセージの形が例のドイツ原産の胴長短
足のダックスフント(Dachshund)の犬に似てい

るので『ホットドッグ』という名称になったようです。決して犬の肉ではあ
りません。ちなみにドイツ語で『犬』はHund (フントと発音) と言います。
なおDachsとは穴熊のことで、この犬は穴熊狩に向くように短足に改良
された犬なのです。ホットドッグは、ハンバーガーと共にアメリカでは人
気の食品です。肝心のHot Dogの発音は【hɑ́tdɔ̀g】ですが、ジョン万次

郎式には『ハッドッ』であり、ハッを強く言います。しかし日本人は、例に
よって『ホットォ ドッグゥ』と発音し、しかもHotとDogの間に少し休憩を



入れ、全体的にもゆっくりと話しますので、ネイティブには理解してもら
えないのです。参考までに、ベトナムへ行けば、街中のレストランで犬
の丸焼き(姿焼き)を食べることができます。焼いた全身をガラスケース
に入れて展示してありました。そんなのを見たことがなかったし、とても
異様な雰囲気でした。その店で食事をしていたら足元をウロウロし、と
ても人懐っこくて尾を振ってすり寄って来る犬がいたので頭を撫でてい
たら店主が、『その犬おいしいよ。 ５千円で料理するが食べないか。』
と下手な片言の日本語で言いました。しかしこんな人懐っこい生きた犬
を料理してもらって食べられるわけがありませんので、いくら薦められ
ても、キッパリと断りました。別の所で聞いたところによりますと、なんと
まあ『猫』も食べるそうです。



★ lとrの発音を区別できない日本人
これに関して世間でよく言われていることは、レストランでRiceを注文

する時に、Lice(Louse: シラミの複数形)の発音になっていたためにライ
スではなくシラミが出てきた！ ですが、これは冗談丸わかりのデタラメ
な話で、何重にもおかしいものです。レストランでシラミを注文する人な
んて絶対にいないし、店も用意してあるわけがありません。また、ライス
かパンかの選択があるのは、日本のファミレスとか大衆食堂のみです。
高級フレンチレストランではパンのみであり、ライスはありません。さら
にアメリカとかでは、日本のように皿に乗った白いライスはありません。
以上のことから、発音が悪いのでライスを頼んだのにシラミが出てきた
なんてことは絶対に現実にはありません。しかも日本人はLでもRの発
音をしますが、その逆のRをLの発音にするというのは、有り得ませんの
で、ライスとシラミの混同の話は完璧に作り話であることがわかります。



③ アクセント
とにかく日本語には外国語のように、各単語や文章中にアクセントが

なく、話し方はフラット・フラットです。良く言えば穏やかな話し方ですが、
悪く言えば変化がなく単調で迫力がありません。これに対して英語など
の外国語は、各単語や文章中にアクセントだらけで、抑揚が激しく迫力
があります。しかも、さらにこれに加えて派手なジェスチャーが付きます。

日本人が英語を話すと、日本語式にアクセントなしのフラットな発音に
なりますが、逆にアメリカ人とかが日本語を話すとアクセントだらけで日
本語らしくありません。たとえば、日本人が『こんにちは』と話す時は、ア
クセントなしのフラットな発音ですが、アメリカ人が話すと『こんにちは』
と言う時に赤字の部分を非常に強く発音します。日本人式に常にフラッ
トに発音すると、舌がだるいようです。要するに英会話には抑揚が必要
なのです。



以下は、アメリカに住み始めた初期の頃に実際に体験した英会話に
関する未知のことでした。それまでに英会話は日本でアメリカ人のシス
ターなど何人かに習っていましたが、以下のような実用英会話は教えて
もらっていませんでしたので、当初は戸惑いました。特に店で言われた
ことは、話し方がとても速いのと小さい声でぼそぼそと話すので、何を
言っているのかわからないことが多くて、慣れるまでは大変でした。常
用の挨拶文言なのでよく使われており、次第に理解できるようになりま
したが。

以下の私の実際に困ったりした体験談が、今後の皆さんのアメリカで
の生活などに参考になれば幸いです。



★初体験のアメリカのスーパーのレジで言われたこと： That’ll be all? 
Anything else? この前半部ですが、ジョン万次郎式にその発音を書
くと『ザビオー』のような発音で、しかも早口なので、アメリカで最初
の買い物の時は、何を言われているのか、よくわかりませんでした。

★レジを終了し、離れようとすると：Have a nice day.と言われました。

★このスーパーではなくて、独立した店舗の写真屋で買い物をして帰
る時に出口のドアの近くへ行った時に、突然 Come back. と言われ
ました。てっきり会計のミスとかがあり、呼び戻されたのかと思いま
したが、そうではなくて単に『また来てね』ということだったのでした。

★知人と出会った時の最初の挨拶は単にHi.です。『やあ』という程度。



★『はい』という返事は、日常会話では、YesではなくてYeahとよく言い
ます。ジョン万次郎式に書くと『ヤー』と発音します。

★話し言葉の途中にYou know.やYou see.をとてもよく言います。これ
らは、日本語の『えーと、あの、なんていうか、ほら』などに相当しま
すが、聞き慣れていない日本人には違和感があると思います。自
分が話す英会話で、これが自然と出てきたら本物です。その部分の
みは、ネイティブの話す英会話に一歩近付いたと言えるでしょう。

★大学の研究室へ電話が掛かってきて、誰もいなかったので私が出た
のですが、『ボブはいますか？』でした。そんな名前の人はこの研究
室にいないと思い、その場では『いません』と答えました。ところが、
後でわかったことですが、なんと研究室には２人の『ボブ』がいたの
です。BobはRobertの愛称だったのです。そんなこと全く知りません



でした。しかもBobは、アメリカの男性の名前では、とてもポピュラー
なもので、正式名はRobertなのです。そして、なんと当研究室の教
授も専攻生もその名前だったのです。確かに実在していたのです
が、BobがRobertの愛称だとは全く知りませんでしたので、その電
話の応対は、まずかったのでした。このように、アメリカ人の名前に
は愛称があり、親しい人の間では通常は愛称で呼ぶ習慣があるの
です。少しだけその実例を書きますと、男性の名前はEdward→Ed, 
Ted、Anthony→Tony、John→Jack、Richard→Dick、William→Bill、
女性の名前では、Deborah→Deb、Elizabeth→Beth, Liza、Megan→
Maggi, Meg、Mary→Polly,Mally、Sophia→Fia、Tiffany→Tiff、
Victoria→Vickyなど無数にあります。似ても似つかぬ組合せが多
く、こんなのは、知らなければ日本人には予測できません。女性の
Debは、日本だったら『デブ』で嫌でしょうが、アメリカ人にはわかり
ません。



職場などで親しい人に『さようなら』を言う言い方の色々
通常は単に Good bye. とは言わずに、次はいつ会えるかを含めて言う。

★少ししてまた戻って来る場合： See you later.

★明日まで会えない場合： See you tomorrow.

★次の水曜日まで会えない場合： See you on Wednesday.

★週末の場合： See you on Monday. Have a nice weekend.

これを言われたら You too.と言って応答するのが常識。

★ 次はいつ会えるかわからない場合： See you.

なお、クリスマス以降で新年までの間には、年末なのに挨拶の最後に
Happy New Year. と言いますが、I hope you が省略されているのです。



英会話に関係するエピソードなど
★ 私は若い頃から国際人になることを目指しており、日本のこと以上

に世界のことに興味があり、辞書も英語、ドイツ語、フランス語、スペ
イン語、イタリア語、ロシア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノル
ウェー語、ラテン語などを持っており、よく使っていますし、ラテン語は
別として、これらの国へ行ったことがあります。行くので買ったとか。

★ アメリカの大学と衛星通信で国際シンポジウムをしたことがあり、私
はその座長をしました。議論白熱で良かったのですが、何が問題だっ
たかと言いますと、それは時差です。その時期には日本とアメリカ東
部の間には12時間の時差があり、ちょうど昼夜が逆転していて、日本
の方が先に進んでいるのです。そのために日本時間の朝9時に開始
しても日本では昼に向かって時間が進むだけですが、アメリカ東部で



は夜の7時開始ですので、基調講演とその後の討論を活発にやって
いたらどんどんと夜がふけていき、終了したのはアメリカ東部では深
夜でしたので彼らは眠そうでした。いくら科学技術が進んでも、世界の
時差だけはどうすることもできません。もっとも、これによって海外旅
行の時にはいつも遠い外国へ来たという実感がしますが。

★ ニューヨークのPace大学のHutner先生・奥様はコロンビア大学教授
の研究室へは、何回も訪問して研究の話などをしていました。そして
先生のお宅へ宿泊させてもらったりもしました。この先生は、超話し好
きで、常にしゃべっていて、止むことがありません。しかし真剣に聞い
ておれるのは１時間くらいで、それ以上は脳が疲れてギブアップとなり
ます。その先生との話で強く印象に残っていることは、次のようです。
イギリスもオーストラリアも、インドも、フィリピンも、英語の話し方にと
ても癖があり好まないが、それに反してニューヨーカーのすっきりとし



たきれいな話し方は聞きやすくて、ニューヨークへ来るとホッとすると
いうようなことを言ったら、『何を言っているか、変な英語を理解できて
こそInternationalな人間なのだ。』と言われて納得しました。それにし
てもKings Englishは元祖なのに、変な癖のある発音ですよねー。もっ
ともアメリカ本土内においても地域によって独特の話し方があります。
東部は、すっきりしていて速いですが、南部は何事もゆっくり・のんび
りしています。たとえば Oklahoma 州では、自分の州の呼び方を発音
記号で書くと【òukləhóumə】であり、ジョン万次郎式に書くと『オゥク

ラァホマァ』と、とてものんびり話します。日本では『オクラホマ』と短く
発音しますが。

★ ずっと以前の話ですが、ちょっと英語に自信のある日本の外務大臣
が、止せばよいのに国連で英語でスピーチをしたところ、それを聞い
ていた人が、『日本語には英語に似た単語がたくさんあり驚いた』と



言ったそうです。英語で話しているのに、日本語だと思ったらしいで
す。

★首相も大いに問題であり、世界の主要国の首脳が集まって重要な話
をするサミットなどでは、本会議の前夜の非公式の夕食会とかで皆さ
んが自由に議論して、翌日の本会議で決めることの大筋を決めるそう
です。日本以外は全員が英語はペラペラなので、ここには通訳はおら
ず、どんどん話がはずむそうです。そしてしばらくすると、日本が何も
発言していないことに気付き、ホスト役の首脳が『日本はいかがです
か？』と聞いても、ニヤッとしているだけで何も意見を言わないとのこ
こと。何も言わずにニヤッとしているだけは見ていて気持ち悪いので
す。会場の外へ行っての記念写真の撮影においても、日本以外の首
脳陣は、和気あいあいと雑談しながらその場所へ行きますが、日本だ
けは誰とも何もしゃべらず、寂しそうにグループから一人遅れて後をト



ボトボ歩いて追っていく姿は、哀れで見るに堪えません。こんなことで
は世界を引っ張って行く世界のリーダーには、とてもなれそうにもあり
ません。日本の外交能力はこの程度のものであり情けない限りです。
英会話能力は基本中の基本です。通訳なしでやらないと、微妙なニュ
アンスが伝わりませんし、通訳を入れると時間が倍以上必要となりま
す。双方が英語で話せば、このような問題は起こりません。

★日本にないような習慣➀Baby Shower： 『x月x日x時からxxxでBaby 
Showerをするので来てください。』との招待状を受け取りましたが、何
のことかさっぱりわかりませんでした。ただベビーに関する何かであろ
うとは思いましたが。後でわかったのですが、ベビーシャワー(Baby 
Shower)とは、出産前に妊婦を祝うパーティーのことです。 これは、妊
娠7～8ヵ月の出産を間近に控えた妊婦さんのために、家族や親戚、
友人や仕事仲間などが集まって安産を祈願するものです。



★日本にないような習慣②： Potluck Lunch： 『x月x日x時からxxxで
Potluck Lunchをするので何か食べ物を持って来てください。』との招
待状を受け取りましたが、これも何のことかよくわからず、自分の食べ
るものを持って行けばいいだろうと思い、手軽なマクドナルドのハン
バーガーを持って行きましたところ、現場へ着いて見たら皆さん手作り
のおいしそうなものを色々と作って来て、それをまるでビュッフェのよう
に並べてありました。それらを皆でビュッフェスタイルで食べるのです。
これは、無知でとても恥ずかしい思いをしました。すぐ隠しましたが。

★少し前のことですが、ドイツのミュンヘンの市庁舎の仕掛け時計が動
くのを前の広場で待っていた時のことです。行動を見ていると、ゆすり・
たかりをしていると思われる人相の悪い男の２人組がヤバいことに私
の所へやってきて英語で ”Do you speak English?” と言いました。私
はなぜかとっさに “Sorry I can’t speak English.”と即答したのです。



そうしたらなんと “OK” と言って私から離れて行き、ホッとしました。で
もこの会話は何か変ですねー、実話ですが。

★これも少し前のことですが、サンフランシスコの街中を歩いていたら、
二階堂という土産物屋の客引きがピタリとくっ付いて歩きながら『土産
物を買いに来て』というような主旨のことをしつこく言って離れないの
です。私は全く相手にせず、無言のまま歩き続けていたところ、急に
英語で “Where are you from?” と聞かれましたので、すぐさま “I’m 
from Hong Kong” と返答したところ、“Oh sorry you are from Hong 
Kong.” と言って離れて行き、ホッとしました。その時の私の服装は、
偶然にもちょうど都合よく中国風でしたので、その客引きは、本当に
私が香港から来たと思ったのではないでしょうか。

★ハワイの土産物屋でのことです。私が英語で話し始めたところ、応対



した現地人の店員が言ったことは、とても流暢な日本語で、『日本語
で大丈夫ですよ。』でした。そう言えばハワイの観光地では英語は必
要でなく、日常会話は日本語でオーケーで、下手な英語は止めてほし
い！なのです。

★ニューヨークのティファニィ本店でのことです。私は英会話の練習に
なるので、アメリカの店などに入ったら、いつも店員と雑談をすること
にしています。その時に受けた質問は、『あなたは何年ニューヨークに
住んでいるのですか。』でした。アメリカに滞在している時は、いつもア
メリカナイズした服装や態度ですので、すでにニューヨークに何年も住
んでいると思ったようです。ちなみにニューヨーカーは “New York” の
発音は『ヌーヨーク』のように話します。

★アメリカの色んな店の店員は、客を無視して店員同士でしゃべりま



くっていることがよくあると思いませんか。それと警官が制服姿でファ
ストフードの店などでよくコーヒーを飲んだりしています。日本では考
えられない光景なので、よく目立ちますが、アメリカにはアメリカのや
り方があるので、とやかく言うような問題ではありませんが。

★アメリカ人のシスターに英会話を習っていたり、ESSに入っていたり、
各種英会話教材で学んだり、海外経験も豊富なので英会話には、あ
る程度自信があるのですが、１回の発音で生粋のアメリカ人に通じ
なかった英単語は、CottonとFilmです。日本語式に『コットン』とか『フ
イルム』なんて言えば絶対に通じないことは最初から明白です。前者
はジョン万次郎式には『カタン』で、『カ』を強く言います。Filmは、Fとl
の発音が問題です。前者はアメリカの大学で助教授と話していた時
のことです。後者はアメリカの田舎町でフイルムがなくなって急きょ補
充するために小さなよろず店へ入ったら、中学生くらいの女性が対応



してくれた時のことです。一般的に言えることは、日本人に比べて
アメリカ人の日本人の英語の発音に対する許容範囲は非常に狭い
ようです。彼らは、英語は誰でも普通に話せて当然と思っているよう
です。日本では、海外から来た留学生の非常に下手な日本語でも、
一生懸命に理解してあげようと何回も聞き直して親切に根気よく対
応しますが、残念ながらアメリカ人にはそのようなところは、あまりな
いように思います。

★上記のことに関連して今、思い出しました。成田からニューヨーク行
の直行便に乗った時のことです。ニューヨークは大雷雨で空港に着
陸できないので、やむを得ずニューヨークの北東約150kmにあるロー
ドアイランド州の州都のProvidence空港に降りるとのこと。ニューヨー
クへは別便で翌朝行くが、搭乗時に預けた荷物はProvidence空港で
は受け取れないとのこと。気象が原因のことは航空会社に責任がな



いので、原則としてそれによる損害の保証や面倒を見てくれないこと
に航空規約でなっていますが、交渉すれば交渉次第でかなり面倒を
見てくれることを知っていたので、 Providence空港の係員に交渉して
夕食とホテル宿泊のクーポンをゲットすることに成功しました。たまた
ま同じ飛行機に乗っていた日本人女子大生の２人組が寄って来て、
助けを求めてきましたので、とりあえず夕食と宿泊のクーポン券をそ
このカウンターへ行ってもらってくるように言いました。長蛇の列でし
たが、やっと彼女らの番になり、必死で頼んでいるのですが、英会話
は得意でないようですし、許容範囲の狭いアメリカ人の対応と、後ろ
に長蛇の列なので、少し対応してくれたのですが、何を言っているの
かわからず、すぐに無視されて手を外へ振る追払うジェスチャーをし
ながら手 “Next” と言われてしまいました。再度ヘルプを求めてきま
したので、助けてあげて彼女ら２人もめでたく夕食と宿泊にありつけ
ました。個人の海外旅行では、トラブった時には英会話ができないと



困りますねー。団体旅行ならコンダクターに任せればいいのですが。
個人旅行では全部自分でやらないといけませんから。でも何とかな
るものです。何かの縁があったのでしょう。翌々日には、ニューヨーク
の五番街で偶然にも彼女らに再会しました。

★英会話上達法で言い忘れていたことがあります。それは何かと 言い
ますと、英語で話したいことをまず頭の中で日本語で作文し、次にそ
の日本語を英訳してから実際に話すというようなことはしない方がよ
いのです。慣れてきたら、日本語を中間に入れずに、いきなり英語で
話せるようになります。これができないと生きた講演などできません。

★車の免許証のことですが、日本のを持っておれば、国際免許証を作
成してもらって、それを持って行けばアメリカでも運転できますが、短
期の旅行者ならいいのですが、長期間滞在とか住む場合には、アメリ



困りますねー。団体旅行ならコンダクターに任せればいいのですが。
個人旅行では全部自分でやらないといけませんから。でも何とかな
るものです。何かの縁があったのでしょう。翌々日には、ニューヨーク
の五番街で偶然にも彼女らに再会しました。

★英会話上達法で言い忘れていたことがあります。それは何かといい
ますと、英語で話したいことをまず頭の中で日本語で作文し、次にそ
の日本語を英訳してから実際に話すというようなことはしない方がよ
いのです。慣れてきたら、日本語を中間に入れずに、いきなり英語で
話せるようになります。これができないと生きた講演などできません。

★車の免許証のことですが、日本のを持っておれば、国際免許証を作
成してもらって、それを持って行けばアメリカでも運転できますが、短
期の旅行者ならいいのですが、長期間滞在とか住む場合には、アメリ



カの免許証を取らないといけません。事故の際などに不慣れだからと
なり、不利になるからです。アメリカで免許証を取るには、まず筆記試
験を受けます。それに合格すれば１週間以上して実地試験を受けま
す。日本と大きな違いは、自分のとか友人の車で試験場へ行きます。
実地試験は、その車の助手席に試験官(警察官)が乗り、公道へ出ま
すが、出る前に安全のために色々と車の点検の指示が出ます。たと
えばクラクションを鳴らしてみなさいとか、方向指示器をオンにとか。
それが済むと、いよいよ公道へ出て色々な指示に従って運転してい
くのですが、試験官の話す英語が早口で声が小さく、聞き取るのに苦
労します。日本人には車の運転技術をチェックされているのか英語の
リスニング力を調べられているのかわからないくらいです。実際に何
回も聞き直して、それで落ちた日本人を知っています。この実地試験
に合格すれば、いよいよ免許証が発行されます。ここで日本人には
厄介なことがあります。それは自分の体のことです。すなわち、身長



をフィート・インチで、体重をポンドで、眼の色も聞かれます。こんなこ
とを突然聞かれたら、すぐには答えられません。眼の色は黒かなと
思ったらブラウンだと教えてくれました。こうして全て完了したら、日本
円換算でわずか約1800円くらい払うだけで、めでたくアメリカの免許証
がゲットできます。ただしこれは、かなり以前に私が払った金額です。

★最後に、これは書くべきか書かざるべきか、かなり迷いましたが、今
回の原稿のように英会話上達法のようなことを書きましたので、肝心
の私はどうなんだと思っている人もおられるでしょうから、ちょっとだけ
書いておきます。私の実際の英会話の様子を見聞きして、『あなたは
英語がうまいですねー。どこで習ったのですか。』とアメリカ各地など
で、今までに何回も言われました。その一番の極めつけは、アメリカ
の大学のセミナーで話した後に質問コーナーがあり、厳しいことで有
名な偉い先生が真っ先に挙手されましたので、心臓が止まるのでは



ないかと思うほどにドキッとしましたが、その怖い先生の質問に先立
つコメントは、なんと『あなたの英語はうまいですねー。』でした。これ
で一時停止していた心臓が無事に鼓動を再開したような気分でした。
本当に良かったです。

以上に書いた色々なことに注意して実践すれば、Japanese Englishか
らネイティブに少し近付いた英語の発音ができるようになるでしょう。
頑張ってください。とにかく失敗した数に応じてうまくなりますから。 完

【追伸】この原稿を書き上げた日に、偶然の一致でチケット購入済みの
クリスマスコンサートに行ってきました。欧米の慣例行事の『くるみ割り
人形』の曲も演奏されました。この曲はサックスとよく合います。この曲
は、クリスマス関連の内容なので、欧米では年末には必ず演奏されま
すが、日本の年末はそうではなく、なぜ第九なのでしょうか。その他大勢



のかき集めた多数の合唱する人の知り合いが大勢チケットを買ってくれ
るので、普通のコンサートより儲かるからと聞いたことがありますが、そ
んな低レベルの理由ですかねー？。

関連して、以下にニューヨークの年末の『くるみ割り人形』のバレーの
公演について少し紹介しておきます。



➀
②

③

ニューヨーク・リンカーンセンターにある： ➀New York City Ballet, 
②Metropolitan Opera House, ③New York Phil. 本拠地、②と➂の間を
右(北)に行けば、すぐにJulliardがある。この付近は音楽の殿堂集合地。



ニューヨークの凄いことの一つは、劇場・ホールが、それぞれのジャン
ルに完全に特化していることです。すなわち、ジャズ、ミュージカル、バ
レー、オペラ、クラシック音楽などが、それぞれに専用のホールで上演
されます。しかし日本では、そんな余裕がありませんので、✕✕市文化
会館で、『天童よしみ歌謡ショー』も『綾小路きみまろお笑いショー』も、
『地元の○○大学吹奏楽団定期演奏会』なども全てが同じ会場で開催
されます。さらに特徴として、そこで催し物がある時は、駐車場に軽トラ
が何台も駐車していることに気付きました。



全景
玄関の上部

ここで毎年、年末にチャイコフスキーのバレー組曲『くるみ割り人形』が生演奏の
生バレーで上演され、毎年鑑賞に行っているが、今年はコロナで断念しました。

Nutcrackerとは『くるみ割り人形』のこと



本場ロシアのマリンスキー劇場でもこの『くるみ割り人形』を鑑賞した
ことがありますが、ニューヨークのと比べると、全体的にずっと地味です
が、バレー自体は専門家向きで本格派でさすがです。。ニューヨークの
は、舞台などがとてもきれいで見ていて楽しく、子供も多く来ていて喜ん
でいるようです。素人でも十分に楽しめます。いずれにしろバレーは、セ
リフがなく踊りと音楽のみですので、言うまでもなく英語などのリスニン
グ能力は必要ありません。上記のメトロポリタン・オペラハウスで、英語
以外の言語のオペラが上演される時は、座席前にある横長の液晶パネ
ルに英訳したセリフが表示されますが、それを見ていると、本来のオペ
ラの動作が楽しめません。ワーグナーのオペラなどは素晴らしいです
が、長編作品が多く、ずっと座席に座っていると尻付近がしびれてくるの
が私には問題です。飛行機のビジネスクラスのような快適な座席がどこ
のホールにもないのは不思議です。高価なS席といっても座席自体は普
通席と同じもので、ただ位置が前方の中央付近というだけです。



ワグナーの楽劇(彼が考案したオペラの一形式)：
『ニュルンベルクのマイスタージンガー』の30cm LPレ
コード5枚組の写真で、総演奏時間は約4時間20分。
ワグナーの作品は、壮大なものが多く、これはその例
ですが、他にも大作を何セットか持っています。

このようなレコードを、SPU-Aカートリッジ、SMEアー
ム、ベルトドライブでモーターとターンテーブルがセパ
レートのドイツ製レコードプレーヤー、マッキンの管球
式プリとパワーアンプ、タンノイのフロア型大型スピー
カーで聴いていますが、雄大で素晴らしい音です。歌
詞はもちろん全てドイツ語で、歌詞カードが付いてい
ます。レンジが広くて超低音が出る雄大な音が私は
好きです。特にドイツなどの古くて大きな教会のパイ
プオルガンでバッハの曲などの演奏が。そのようなソ
フトはたくさん持っています。



The End


