
平成１９年度 西条市市民大学卒業記念 

第２回 西条市文化講演会 

～「心地よい日本語」～ 
 

日時：平成20年3月2日(日)13：50～15：17 

場所：西条市中央公民館 

講師：金田一秀穂(杏林大学外国語学部教授) 

 

注：メモ内の赤字は日本語の間違いの例文をあらわしています。 

 

自己紹介 

・愛媛県は二回目。１年半ほど前に今治に講演に来た。 

・｢金田一｣という名前で、祖父が｢金田一京助｣で国語辞典を作っていた、父が｢金田一春彦｣でや

はり国語辞典を作っていて、たまたま自分も｢金田一｣という名前で、日本語をやっていて、テ

レビなどから声がかかる。 

・最近は｢日本語が乱れている、日本語がおかしい｣と、テレビで日本語クイズをやっている。正

解を紹介する役で出演依頼が来るが、自分は回答者のほうが楽しい。 

・(皆さんは)国語の先生をどう思っていますか。漢字をよく知っているとか思っているのでは・・・。

国語の先生は漢字なんて知らない、漢字を知っているのは中国語の人、日本語にはたいして漢

字は無いし、今はワープロが漢字を出してくれる。 

 

正しい日本語とは 

・(自分は)正しい日本語なんて｢どうでも良い｣と思っている。 例をあげましょう。｢アボカド｣、

｢アボガド｣、どっちが正解でしょう。外国にあったときは外国語だったものが、日本に入って

きて｢外来語｣となると、これは日本語であり、ＮＨＫのアナウンサーがどう発音するのか、新

聞にはどう書くべきなのか、「正しい答え」が出来る。どちらでも、誰も、困らないのに。 答

えは｢アボカド｣ 

・突き当りの三叉路のことをどう呼ぶか。 「ティー字路」か、「テイ字路」か？ これは、甲乙
こうおつ

丙丁
へいてい

の「丁字路」が語源であって、「Ｔ字路」ではない。 正解は｢テイ字路｣ 

・｢シュミレーション｣と｢シミュレーション｣では？ 正解は｢シミュレーション｣ 

・３問とも正解の人は？ 会場にいる４００名の参加者の中で４名のみ。 １%しか正解者がいな

い。むしろ、１%しかいないこの人の方がおかしいといえるのでは。「正しい日本語」とはそう

いうもの。正しいから偉い、すごいものでは無い。 

 

心地よい日本語とは 

・｢心地よい日本語｣とは。 八百屋に行って、｢アボガドください｣と言う客に、｢うちにはアボガ

ドはありません。アボカドならあります｣と言うより、｢はい、アボガドです｣とアボカドを渡

してあげることが｢心地よい日本語｣です。 
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・正しい日本語は存在しないのではないか。 

・日本語を間違えるキッカケを作るのは、アナウンサーではなく、報道記者(言葉の勉強、訓練を

受けたアナウンサーではない)や料理番組の先生。 ｢花にお水をあげます｣ → 「花に水を

やる」 ｢サツマイモを煮てあげます｣ → ｢サツマイモを煮る｣ ていねいに花に水を注ぐこ

とを言いたくて「あげる」を使っていると思う。 

 

相手・場面・自分の三つを考えて 

・ＮＨＫのアナウンサーのようにキチットしていればいいか？ 家に帰り、奥さんとの会話まで

アナウンサー調（正しい日本語）だったら、気持ち悪い、心地悪い、居心地が悪い 

・「相手・場面・自分」の三つを考え、もっとも適切なものを考え、それが「正しい日本語」であ

る。 

「視聴者・ニュース・アナウンサー」 → アナウンサーの話し言葉 

 「奥さん・家・亭主」 → リラックスした会話  どの日本語も、その組み合わせに対して

正しい。 

・小さい（話し始めた）子供は、ひとつの言葉しか知らない。 「ママ、おなかすいた」 

 幼稚園にあがる頃には二種類の言葉を知。 「クソばばあ！」 新しい言葉、場面で使い分け

るようになる。 

 

コミュニケーション能力とは 

・「コミュニケーション能力が高い」 ← 相手、場面を読み、使い分けれれる能力、空気を読め

ること。 

・大阪のおばちゃんのコミュニケーション能力は高い。 「バン！」と言うと、５人中３人は「ウ

ッ！」と（撃たれた真似を）やってくれる。しかし、この大阪のおばちゃんが国語力が高いか

どうか、全く関係無い。 

・芥川龍之介 国語力はきっと高かろう。しかし、苦虫を噛み、家に閉じこもり、手紙を書くの

は上手（国語力は高い）いだろうが、私達は話しかけたいとは思わない。コミュニケーション

能力が高いとは思えない。たぶん。 

・正岡子規 彼は特別、国語力とコミュニケーション能力共に高かろう。人を集められる人だっ

たし、あれだけの病気のもと笑ったり、ユーモアのセンスもあり、感心してしまう。まれな例

だろう。 

・コミュニケーション能力を高める方法は、わからない。 総じてコミュニケーション能力が高

いのは女性。英語の習得も、こんな（本日のような）講演会に参加するのも、老人ホームで元

気なのも女性。 

・正しい日本語は「相手」と「場面」による。 

 

言葉は変わっていくもの、言葉は生きている 

・「ぜんぜん大丈夫」、「ぜんぜん平気」 → 「ぜんぜん良くない」 「ぜんぜん」の言葉は否定

的な言葉に付くのが正しい。 と言う人がいるが、「ぜんぜん」の使い方が変わっただけだと

思う。 

・言葉は変化する。 明治時代に、二葉亭四迷が、「ぜんぜん良い」「ぜんぜん良くない」と否定

にも肯定にも双方正しいものとして使われていた。それが大正時代になり、否定形にのみ使う

ようになった。 
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・「ら抜き言葉」 「食べれる」「見れる」 大正年鑑で志賀直也が使っている。書物で「ら抜き」

を目にするとまだ気になるが、話し言葉では気にせず使っている。 

・おっちょこちょいが面白半分にわざと間違えた。 「だらしない」 → 「しだらない」 

・江戸時代には「だらしない」事を「しだらない」と言っていたが、ふざけて「しだら」をひっ

くり返したら、もっと「だらしなく」感じられ、喜んで使われた。今では、正しい語源（しだ

らない）を誰も知らない。 

・言葉が変わっていくのは言葉が生きているから。１億２千万人の人が使っているのだから、変

わっていくのが自然、正しいこと。 

 

若者言葉、若者はアクセル 

・今の若い人の言葉で「ムカッ」とすることがある。若い者が言葉を作っていく世代であると思

っていても・・・。 

・「あっざーす」 → 「ありがとうございます」 研究室に学生と一緒にいて、時間がたち夕方

となり、おなかがすいてきたところで  先生の「腹減ったなぁ」に対して、学生が「あっざ

ーす」 「先取りのお礼」である。 

・「先取りのお礼」とは、子供たちの草野球でボールが外に飛び出し、ボールのそばにいたあなた

に対して、「ありがとうございます」と言われると、ボールを拾って投げ返してやらないわけ

にはいかない。良い大人になったなあとの思いをねじ伏せて、ボールを拾ってやらないでいる

のは難しい。 

・コンビニのトイレの張り紙 「いつもきれいにお使いくださいまして、ありがとうございます」 

この前もきれいに使ったけど、今回もきれいに使おうと思ってしまう。 

・「このトイレに不純物を流さないでください」 ← どうすれば良いのかっ？ 「もう一歩前へ」 

← なんか腹がたつ！ 

・「先取りのお礼」は良いが、なぜそれが「あっざーす」か。 腹が立つ。 

・これもしかたないこと。日本語の伝統、文化は、言葉を短くすることにある。 「オッス」 → 

「おはようございます」 すし屋の「らっしゃい」 → 「いらっしゃいませ」 御用聞きの

「ちわ」 → 「こんにちは」 

・「あっざーす」に腹を立てるなら、もっと悪い言葉の「オッス」に腹を立てなければならない。 

・「あっざーす」を嫌い、腹を立てる人は、日本人の伝統、文化、魂を嫌うことになる。 

 

なぜ腹が立つか？ 自分のアイデンティティを汚されるから 

・なぜ腹が立つか？ 言葉で見、言葉で感じ、言葉で考え、私達は「言葉」で出来上がっている。

この私達を作っている日本語は、自分が若い頃（２０代まで）の日本語で出来ている。しかし、

この日本語は時代と共に勝手に変わっていくと、アイデンティティが汚される、自分たちを汚

されていると感じ、思うから。だから、言葉が変わることに対して腹が立つ。 

 

ブレーキ役 

・ブレーキの役をする。 若者は言葉を変えていく「アクセル」である。ポルシェが良い車と言

われるのはエンジンが良いからではなく、ブレーキが良いから安全に走れること。ブレーキが

あるから健全な（言葉の）変化が起きる。ブレーキはブレーキの役を果たしながらも、アクセ

ルの力が強いので（言葉が）変わっていく。 

・世の中には腹を立てるべきことがたくさんある。言葉に怒るより、そのようなことに怒ろう。 
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・上の世代は怒っていた。 「すごく素敵」「すごく可愛い」「すごく涼しい」 → 「すごく寒

い」 「すごく」は、悪いことにしか使ってはいけない。 「だんぜん素敵」 「だんぜん」

は、二つのものを比べて、こちらが良いときに使うもので、今では「とても」の意味で使って

いる。 

 

団塊の世代が言葉を変えてきた 

・団塊の世代が言葉を変えてきた。 敬語テストを行うと、30 代、70 代の成績は良く、20 代、

50代は成績が悪い。 団塊の世代の５０代は、敬語の勉強をしてきていないので、今の２０代

と同レベル（敬語を使えない）。 「申されます」「ございますでございます」 

・「かわいーいぃ」は小さい子に使うのは正しい。 この花（演台わきの大きな生け花）を見て「か

わいーいぃ」は間違い。 「立派な花」「素晴らしい花」「美しい花」と言うべき。 

・これら若い人達がおばあちゃんになったときに「かわいーいぃ」と言っていたら、その時代の

子供たちから「おばあちゃんは古―い」と言われる。 

 

美しい日本語？ 敬語 

・「正しい日本語」は無くても「美しい日本語」があるだろうと言う人がいる。「敬語は美しい」

と言う。 

・美智子皇后陛下が、被災地の避難所の人達にかけるお見舞いの言葉は美しい。家を無くし、家

族を無くし、生きる希望を無くしている人達に対しては、その言葉で生きていこうとの思いを

持たせる → 素晴らしい日本語 

・じゃあ、みんなが（美智子皇后陛下の敬語を）使えばいいのか？ 相手と、場面が同じでも、

「自分」が異なるので、同じ言葉でも何の力にもならない。 「そんなことを言っている暇が

あったら、水を持ってこい、食料を持ってこい、早く家族を探せ、家を直せ」となる。 

 

丁寧でありさえすれば良いのか？ 

・世間の人は、言葉さえしていれば良いと思っている。なんでも丁寧にしとけばいいと思ってい

る。 

・悪いひとつの例 叶野姉妹 姉妹は二つのエラーをしている。 ①人は「見た目が７割、言葉

は３割」なのに、あのルックスに対して、言葉（敬語）がマッチしていない。 ②敬語は目上

の人に使って、相手を称える言葉であるが、生まれ、暮らしの良さが伝わってきてしまい、（そ

の暮らしの良さが）嫌味に聞こえる。 姉妹はそんな偉そうな（育ちの良い）人ではないと思

っているので違和感がある。 

 

・目上の人に使うのが「敬語」なら、美智子さんが国民に対して敬語を使う必要が無いはずだ。 

我々は、美智子さんに教養や人柄、育ちの良さを求めているので、美智子さんの敬語に嫌味を

感じない。 

 

・では、ぞんざいなら腹が立つか？ 八百屋で「らっしゃい、奥さん若いね、きれいだね」 「も

ってけ泥棒、３個で百円」 泥棒呼ばわりされているのに喜んでいる。ていねいでない言葉も、

市場という「場面」で、客と売り子との関係にマッチしている。 警官が泥棒に対して「お待

ちくださいませ」ではおかしい。 
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コンビニ敬語、中間の言葉として生まれた？ 

・コンビニ敬語 「こちらコーヒーになります」 → コーヒーになる前は何だったんだと聞き

たくなる。 

・正しい言い方には、「コーヒーです」「コーヒーでございます」の二つしか無い。しかし、「です」

ではぞんざいな感じがするし、「ございます」と言うほど素晴らしいコーヒーを出しているわ

けでもない。このあいだを言いたくて、「なります」を使っている。 

・「うれしゅうございます」が「うれしいです」に、敬語を無くし、簡単にしようとしてきた時代

がある。真ん中（あいだ）が無くなった。 

・標準語は１５０年の歴史しか無い。 「駅はどちらですかね」に対して「あちらになります」 

→ 「あちら」の前はなんだったんだ？ Ｑ：出口はどちらですか Ａ：あちらになります 

Ｑ：「あちら」の前はなんだったんだ？ Ａ：入り口でした。 

 

おそるべしマニュアル言葉！ これだけやっていれば良いという言葉はない 

・マニュアル通りにするのが気に入らない、嫌だ。これだけ使っていれば良いなんて言葉は無い。

「いらっしゃいませ」を交響曲第９番のリズムでやると、「いらっしゃいませー」がコンビニ

言葉になる。心をこめていると疲れちゃうから、コンビニ言葉を使う。 

・学生への差し入れにハンバーグを３０個買いにマックに行ったときに、「お持ち帰りになります

か、こちらでお召し上がりになりますか？」と聞いてくる。オレは大食いチャンピオンじゃあ

ない。 

・マニュアルはヤクザにも負けない！ ヤクザが買いに来ても同じ言葉、口調。コンビニ言葉は

強い！ 

・ヤクザにむかって娘さんが「いらっしゃいませ、お飲み物は何になさいますか？」 ヤクザが

「お飲み物はコーヒーだ！」「お持ち帰りだ！」 ヤクザはヤクザらしく日本文化を守ってく

れ。 

・「お水大丈夫ですか」 この水には毒でも入っているのかと心配になる。 「お水を足しましょ

うか」と言え。 

・電気器具の量販店で1,850円の電気スタンドをカードで購入したとき、店員が「支払いは一回

で大丈夫ですか？」 オレはそれほどみすぼらしく、金が無いと思われているのか、失礼だろ

う。 

・これさえやっていれば大丈夫という言葉は無い。相手、場面、自分の三つから、適した言葉を。 

 

コミュニケーションが成り立つ言葉が「心地よい日本語」 

・「ルール違反」 若者同士、老人同士が自分達の言葉で話し、意思が伝わっているのはいいが、

若者が若者言葉を老人に、老人が老人言葉を若者に使ってはいけない。 

・「仲間言葉」 犬を飼っている人の言葉 自分の飼っている犬を「うちの子」と呼ぶ。 

・自分達の言葉が相手に通じるだろうか。通じるかどうかわかっていない仲間言葉に過ぎない。

役所の人が「アメニティー」「コミュニティ」、これも同じ、役所仲間言葉でしかない。 

・相手に通じなければコミュニケーションにならない、相手に対して失礼、心地よくない、この

事を考えることが日本語を大切にすること。 

 

１５：１７終了 

― 以上 ― 


