
トイレ関連の英語
と

こぼれ話など



この原稿を始めとするmy HPのアメリカ関係のものは、基本的に主と

してニューヨークを中心とするものであり、そこで40年くらい前から現在

に至るまでの間に実際に見聞し体験したことを元に書いております。ア

メリカは名実ともにとても大きな国で、50もの州がありますが、そのほと

んどへ行ったことがあります。知れば知るほどアメリカは凄い国である

ことがわかります。たとえば、ノーベル賞受賞者数ですが、日本が追い

つき追い越せる日は、いくら待っても来ないでしょう。１週間や２週間の

旅行ではアメリカの真の凄さは実感できませんが、住んでみればよくわ

かります。逆に日本を出て他の国におれば、日本のこともよくわかりま

す。中にいると『灯台下暗し』で、意外とわからないものです。



トイレは、特に海外旅行に行った時には非常に重要であり、場合に
よっては一時の猶予も許されないこともあります。特にニューヨークで
は、安全上のことがあるために、日本のようにいつでもどこでも簡単に
すぐ入れるようなことはないと思った方がよいのです。トイレの英語は
実に様々あり、的確なものを知らないと困ることがあるし、エピソード的
なこともたくさんあって、皆様にわずかでも参考になれば幸いと思いつ
つ以下の原稿を書くことにしました。

日本の古い安物のビル内などによくあるトイレで、欧米と比べて問題
だと思うことは、男女の入口が隣同士にあり、しかも男性が立って用を
足している姿が外から丸見えなのは、国際的に見て絶対によくないで
す。トイレの入口には遮り板を設置して外から内部が見えないようにす
べきです。さらに男女の入口を少しは離すべきです。ニューヨークのデ
パートなどのトイレは、男女のトイレ自体が同一階になくて各階に交互
にあり、しかも目立たないような場所にあるので、探すのが一苦労です。



そこで先ずは、トイレのことを英語でどのように言うかですが：
Toilet, Restroom, Bathroom, Lavatory, Men/Women, Men/Gentlemem, 

Women/Ladies, Men’s Room, Gentlemen’s Room, Lady’s Room, WC

(Water Closetの略ですが今はあまり使いません), Powder Roomなど英
語は実に色々とあります。

Bathroomは個人の家でのことです。家庭ではトイレと浴室が一緒に
なっているので、婉曲にそのように言います。なので、店とかで言うの
はおかしいです。Lavatoryは、男女の区別がないトイレでよく使う表示
で、飛行機の中のトイレとかに見られる表示です。そして空きならば
VACANT、使用中ならばOCCUPIEDとトイレのドアの外側にある小窓
に表示されます。飛行機のトイレの扉の内側には、ラッチ（Latch）と呼

ぶ留め金があり、トイレに入ったらすぐにそれの突起を左へ動かして
ロックしないといけません。そうするとトイレ内の照明が明るくなり、トイ



レの扉の外側にある小窓に”OCCUPIED”と表示されて、誰かが使用中
であることがわかり、いちいちノックして空いているかどうかを確かめな
いことが飛行機のトイレでは常識です。このことを知らない飛行機に乗
り慣れていない日本人のおばちゃんが、ラッチをせずに用を足していて、
扉を開けてお互いがびっくりすることがありますので、注意してください。

Powder Roomは、とても婉曲な言い方です。Powderとは女性が化粧
に使う『おしろい・白粉』の粉末のことで(別説あり)、とにかく女性用トイ
レのことです。しかし、日本では一般的ではありませんので、こんな『気
障（きざ）』な表現はしない方がベターかも。次ページにその実例を示し
ますが、小さ過ぎてその字が読めないと思います。『百聞は一見に如
かず』ですので、実際に行って見てきてください。カナディアンロキーは
実に素晴らしいです。夏が良いと思います。野生の熊がたくさんいます
ので十分注意してください。私は、バンフの山の中で野の花の写真を
撮影していて、熊に追っかけられたことがあります。幸い無事でした。



通路奥に
POWDER ROOM
と書いた案内板
がある

カナディアンロッキーにある名門ホテル Chateau Lake Louise
にある”POWDER ROOM”の表示

ここ

Lake Louise



アメリカの親友の家はとても立派で、ゲストルームが３室もあり、各室
にバス・トイレが付いていますので、お邪魔して長らく滞在させてもらっ
ても、お互いに気を使わなくてもよいので、非常に快適です。特にバス・
トイレはいつでも好きな時に使えるし、臭気なども気にしなくてよいのは
ストレスフリーで最高です。そしてプライバシーの保護も完璧です。日本
の住宅事情では、こんな家は普通では絶対に無理でしょう。

話は変わりますが(水回りでは同じ)、アフリカのド田舎から来た人のこ
とを以前にテレビでやっていましたが、彼に日本のお土産は何がいい
かと聞いたら、即答で絶対に蛇口が欲しいと言っておりました。アフリカ
の彼の家では、水を汲みに行くのに２時間もかかり、しかも濁った水だ
そうですが、日本の蛇口からはとてもきれいな水がいくらでも出るので、
ぜひこれをアフリカへ持って帰りたいとのこと。残念なことに、彼は水道
の原理を全く知らないようでしたが仕方ないですねー。



★民家以外でトイレの場所を聞く聞き方：

トイレはどこですか。 → Where is the restroom ?

★民家内でトイレの場所を聞く聞き方：

トイレはどこですか。 → Where is the bathroom ?

★『トイレを借りてもいいですか。』と日本語では言うが、直訳して →

May I borrow the toilet ?とは言わないようにしてください。

borrowは借りて持って行くという意味があり、toiletには便器という意

味があるので、『便器を借りて自宅へ持って行ってもいいですか。』

と一瞬とられることがあるかも。まさか他人の家の便器を借り出し

て自分の家に持って行く人なんていないでしょうからわかってくれる



と思いますが、英文に忠実に解釈するとそうなりますので、便器の

修理屋さんかと思ったりして・・・・・。

★親しい男同士の友達と一緒にいて、『小便したい。』と伝えるには →

Nature calls me. と言うこともできる。これは、ほぼ『小』専用の表現。

★トイレットペーパーのセットの仕方： アメリカでは日本と逆向きにセッ

トされていることが多いようです。すなわち、紙の端が壁際にくっ付い

て垂れ下がるようにセットしてありますが、日本式の手前に垂れがっ

ているのに慣れていると、アメリカ式は使いにくいです。

★使用後にトイレットペーパーの端を三角に折るのは止めたほうがよ



い： なぜなら、用を足して拭いてから手を洗う前に紙に触るのは感染
防止などのためによくないし、手を洗ってからわざわざ湿った手で紙
に触れると紙が波うち見て気持ち悪いし、後の人のためになんて余計
なお世話です。ホテルなどで客室の掃除係がするのはよいが。

★アメリカの大学の研究棟や事務所のような公衆用でなくて、限られた
特定の人のみ用の室内のトイレの個室の扉の下部は40cmくらい何も
なくて広く空いており、誰かが使っていれば足先が見えるので、わざ
わざノックしなくてよいので便利。ニューヨークでは、このようなトイレ
の入口には、安全のために鍵が掛かっており、鍵は研究室にある。

★京都の有名な会社を商談で訪問したアメリカ人がRestroomはどこか

と聞いた時に、会社の案内人はトイレとは思わず、社内を見学しまくっ

て疲れたので休憩したいのかと思い、応接室へ案内してコーヒーを出



したそうです。『コヒーよりも早くトイレ！』と叫びたかったことでしょう。

★有料トイレの話： 特にヨーロッパの観光地に多い。コインを入れない

とトイレのドアが開かないようになっている公衆トイレがあり、お札や

クレジットカードを持っていてもトイレが使えず、とても困ることがある。

★アメリカの高級レストランなどにある有料トイレ： 例えばグランドセン

トラル駅の地階にあるシーフードレストランのOyster Barは、トイレに

係員がいて、チップをあげるとペーパーナプキンをくれる。しかし、チッ

プを渡さなくても利用できる。ここは高級なクラスではないですが。

★ニューヨークの劇場のトイレ： ニューヨークには多数の有名な劇場



があります。しかし、その収容人数に対してトイレの数が少なすぎて、

幕間の20分くらいでは、女性はとても大変です。男性は早く済みます

ので大丈夫ですが。座席の前後の間のスペースが狭すぎて、開演中

にトイレに行くことは不可能です。シティ・バレーへ『くるみ割り人形』を

見に行った時の休憩時間に女性トイレに大勢が並んで順番を待って

いたら、突然 “Emergency!” と叫んで飛んできた女性がいたそうです。

早速、皆がその人を一番前にしてあげたと家内が言っておりました。

トイレで順番を待つ時は、入口が先頭の人で、その後ろへ順に一列に

並んでいます。そして個室の空いた所へ前から順に行って入ります。

これだと効率が良いです。日本でもこの並び方を見かけますが。



★ニューヨークの地下鉄の駅のトイレ： 安全確保のためにニューヨー

クの地下鉄の駅にはトイレはありません。ごくわずかにあったとしても

ロックされていて使えません。これは日本と全く違いますので、駅へ

行ってからトイレに行けばいいやなんて決して思わないようにしてくだ

さい。五番街でトイレに行くのなら、ティファニーの南隣にある例のトラ

ンプさんのトランプタワーの地下にあるトイレが一番です。周辺全体

が金ピカの非常に豪華なものです。ぜひ一度行ってみてください。そ

の入口付近の写真を次ページに示します。内部も金ピカです。ここは

五番街のトイレの穴場です。彼が大統領の時は、このビルの警備は

厳重で、このビルに入るには、まるで飛行機に搭乗する時のような検

査がありました。このビルの最上部にトランプ家の自宅があります。



ニューヨーク・五番街にあるトランプタワー地階の金ピカと大理石のトイレの入口



1983年に竣工したトランプ・タワーは高さ202メートル、58階建てです
が、上にアトリウムがあるために最上階は68階と表示されています。
最上階から3フロア（約3000平米）は物件価値1億ドル（約110
億円）とも言われるトランプ氏の住居スペースで、ダイヤモンド、24

金、大理石で装飾されるとともに、イタリア風の天井画や噴水が配さ
れた豪華ペントハウスとなっているそうです。そのペントハウスから数
階下に位置する63階の4ベッドルーム、4バスルームのコンドミニアム
（約350平米）は、近年の事例では2300万ドル（約25億円）で売りに出
されたようです。いずれにしろトランプさんは凄いですねー。そのトラ
ンプタワーの写真を次ページに示します。



Trump Tower

Louis Vitton

Tiffany

Trump Towerの吹き抜けの様子
(一番下は地階)

← 五番街 →



このロゴは私にはトイレのマークです。

ニューヨークから高速道路を走ってカナダへ
紅葉を見にいくとかの遠出をする時には、途
中でトイレに行きたくなります。そこでトイレ探
しとなりますが、どうするかと言うと簡単で、こ
のマクドナルドの大きなマークがあちこちの高
い鉄柱の上にあり、回転しているものもあって、
とても目立つ色合い・デザインで、遠くからで
も非常に見つけやすく、見つけたら、我慢して
いたトイレにやっと行けると思いホッとします。
なのでこれは救世主的なありがたい存在です。
ニューヨークの街中ではスタバのマークです。

このマクドナルドのマークは、ほとんどの人がMcDonald’sの頭文字のMをデザインしたものと
思っているでしょうが、それは間違いで全く関係ありません。実は、第１号店の店の外観のデザ
インの左右に離れている２本の大きなアーチの『ゴールデンアーチ』に由来したものなのです。



カナダ・メープル街道の雄大な紅葉 (３回見に行きました)



以下は、『多面的健康長寿法の開発の研究』を長年続けている健康
法師としての本来のメインの仕事に関することで、今回は特にトイレ関
係のことを中心に書きます。

★大腸がん検診について： シニア層で、ここに述べる大腸がん検診を
受診したことのある方は多いのではないかと思います。毎年とかも。
とにかく健康長寿には、特に『がん』について、まず予防、次に早期発
見と早期治療が最も重要です。食事の欧米化にともなって、大腸がん
が増加しておりますので注意が必要です。大腸がんのリスクが高い
人は、➀脂っこいものが大好きで頻繁に食べている、②かなりひどい
便秘、③家族歴がある。この全てに該当する人は特に注意しないとい
けません。脂っこいものが大好きで便秘がひどいとなぜ大腸がんにな
りやすいのかは、次の理由によります。脂っこいものをたくさん食べる



と、それを消化するために胆汁がたくさん分泌されます。これに腸内
細菌が作用して発がん物質ができます。便秘がひどいと、大腸の中
に便が長時間滞留するために、大腸の内面とその発がん物質が長時
間触れていますので、大腸がんになりやすいというメカニズムです。
なので、食事で脂っこいものを減らし、毎日排便できるくらいに繊維質
の多い野菜をたくさん食べ、水分をたっぷり摂るなどしてください。人
によって個人差がありますが、カスピ海ヨーグルトやビタミンＣ、酸味
の強い食品などによって便秘が解消したり軟便になって困るという人
が身近に何人かおります。これを参考にして、独自の便秘解消食品を
見つけてください。とにかく長期間ひどい便秘が続くのはダメです。

以下に述べる検便によって大腸がんを予備的にスクリーニングする
方法は簡便なので、人間ドックや市町村の大腸がん検診で広く実施
されています。すなわち、大便の表面を専用の細いプラスチックの棒



の先端のギザギザ部分でこすり、ごく少量の便を採取して、専用の容
器に入れて提出します。やり方や注意事項は、提出容器に添付され
ている説明書に書いてあります。その実物の写真を２ページ後に示し
ますので見てください。文字が小さくて見にくい場合は、画面を拡大し
てご覧ください。これは便の表面に付着している微量の血液の有無を
調べるのです。大腸にがんができていると、その部分を便がこすれて
移動するので、潜血反応が陽性になり、大腸がんの疑いありとなりま
す。この検査は、感度が高いので、肉眼で血液が全く見えなくても微
量の血液があれば陽性になります。この検診の原理からわかるよう
に、大腸がん検診とは言っても、便の表面の潜血の有無を調べてい
るだけであり、大腸がんそのものを診ているわけではありませんので、
陽性でも大腸がんとは限りません。たとえば痔でも陽性になりますし、
女性の生理の時でも便にごく少量コンタミすることもありますので、生



理中は採便しないようにとの注意書きがあります。これらの点に注意
して再度検診しても陽性ならば、大腸カメラで調べます。これの長所
は、百聞は一見に如かずで、直接肉眼で患部を見ますし、疑わしい部
分の細胞を採取して、がん細胞があるかどうかを調べて確定されま
す。短所は、大腸内を完全に空にしないとカメラで見るにはよくないの
で、下剤入りの液体約２リットルを検査の直前に飲まないといけない
のです。そして飲んで少しすると、自覚症状や前兆がほとんどないの
に、水のような激しい下痢に次々と見舞われて、とても大変で、トイレ
から出られません。その後にカメラを肛門から挿入して大腸内を隅々
まで調べますが痛みはありません。その映像は、ライブでモニターで
見せてくれます。以上は、便の検査で陰性でしたが、健康法師でもあ
りますし、自分で体験して皆さんに様子をお知らせしようと大腸カメラ
をしてもらいました。幸いなことに、大腸内は全く異常なしでした。確か
にモニターで一部始終見ていましたが、全てきれいな映像でした。



1回目採取用 2回目採取用

赤枠の部分のギザギザで便の表面をこす
り、容器の中へ突っ込んで蓋をして提出。

大腸がん検診用採便キット



さらにこの提出用袋に入れて提出する



★尿検査について： 尿は食品が消化吸収されてその成分が体内に
入り、代謝された果ての代謝産物や老廃物などが尿中に排泄されま
す。尿の基本的な検査項目は、➀潜血、②タンパク質、③ブドウ糖で
す。潜血は、腎臓から膀胱までのどこかで出血していないかを調べる
ものです。がんができているとか結石が動いて粘膜を傷付けると出血
します。タンパク質が出ているとなると腎障害が考えられます。ブドウ
糖が出ていると糖尿病が疑われます。これらの検査はとても簡単で、
採尿紙コップに一定量の尿を取り、次ページに示すような特殊な試薬
を塗ったテストピースを尿にひたすと、試薬の部分の色が変化したり
して、その色の濃さで異常の程度がわかるようになっています。とて
も簡単なものです。以上の他に、尿の濁度や細菌数を調べることもあ
ります。さらにとても重要な検査に血液検査がありますが、今回のトイ
レのテーマと直接関係ありませんので、別項として後日やる予定です。



上から順に

潜血

タンパク質

ブドウ糖

陰性であれば色に
変化がないが、陽性
だと程度に応じて色
が濃くなる。色見本
と比較すれば、どの
程度悪いかわかる。

容器正面 容器裏面



★排泄後に、『便器には、トイレットペーパー以外のものを流さないで
ください。』との掲示があるのに気付いた。この通りに解釈すると、す
でに出したものはどうすればよいのか？！



この原稿がほぼ完成した11月19日は、ほとんど皆既の『部分月食』の日でしたので、それを
高性能レンズで撮影してみました。この写真は18時11分に奈良市内の自宅前から撮影したも
のです。この前後にも多数撮影しました。



終り


