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第 382回 例会 

2021年 11月日 13:00～ 

■司 会 岩崎幸弘 例会・出席・親睦委員 

■斉 唱 君が代、我等の生業 

■出席報告 出席者数 16 名 / 27 名 

 出 席 率 59.25 % 

■ゲ ス ト 株式会社えいかつ  

代表取締役 村瀬里江子 様 

■ビジター  

ニコボックス 

〇 菊地富士子 会長 

村瀬様、本日は卓話、楽しみにしておりますの

で宜しくお願い致します。 
 

〇 山田智博 幹事 

村瀬さん、お久しぶりです。本日、宜しくお願い

致します。 
 

〇 安井忠 ロータリ財団委員長 

久しぶりにあんた（澤田さん）の顔見た！！ 
 

〇 藤谷猛 クラブ戦略・公共イメージ委員長 

菊池会長、山田幹事 ガバナー補佐訪問・公式

訪問そして地区大会と続き、大変ご苦労様され

た事と思います。本当にお疲れ様でした。 
 

 

〇 荒山久美 米山奨学委員長 

ホセ・カレーラスのコンサートに行ってまいりまし

た。サービス精神があり５回もアンコールしてま

した。岩崎さん、よいお席をありがとうございまし

た。 
 

〇 岡本聡哉さん 会計・理事 

今月、四捨五入すると６０代の仲間入りです。今

後も宜しく願い致します。 
 

〇 深見和久 例会運営委員長 

地区大会にご出席の皆様、大変お疲れ様でし

た。村瀬様、ご多忙のところ、本日の卓話ありが

とうございます。 
 

11月度 誕生日お祝い 

21日 山田智博さん 27日 岡本聡哉さん 

30日 伊藤善子さん   

会 長 挨 拶 

こんにちは。本日は第 382 回例

会です。皆様出席いただきありがと

うございます。先月 27 日にガバナ

ー公式訪問合同例会を無事終え

ることができました。ホストクラブとし

て多数の会員に出席いただき、ま

たやむを得ず欠席された方にもご

協力いただいたおかげであり大変

感謝しております。ありがとうございました。反省点はい

くつかございましたが、次回の成長につなげてまいりま

すのでどうぞよろしくお願いします。先日 6 日 7 日にお

いて地区大会がそれぞれ名鉄グランドホテル、名古屋

国際会議場で開催されました。 

RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会では コロナ禍という

ことで出席人数を縮小するため今回は会長のみの出席

となり開催されました。四宮孝郎 RI会長代理はとても魅

力的な紳士的な方であられ、いただいたご挨拶におい

てもロータリーの縁・そして人生の友についてなどつい

ついお話に引き込まれました。とても有意義な時間とな

りました。大会 2 日目は穏やかな日となり、まさに「秋日

和」です。また大会講演者である森永卓郎さんは「アフ

ターコロナの日本経済と SDGS」とについてお話されま

した。ご参加くださった会員の皆様 長時間お疲れ様

でございました。 

BIG BOSS「監督って呼ばないでください。BIG BOSS

でお願いします。」「優勝は目指しません」と話された方。

プロ野球・日本ハムファイーターズの新庄剛志監督で

す。彼は阪神タイガーズでプロ入りし、ニューヨークのメ

ッツで活躍されていました。監督就任会見では彼の個

性が満ち溢れていました。人々を笑顔にさせ、楽しませ、

野球に興味がない人まで引きつけました。選手として大

切なことはとの記者の質問に「人間性というものが大切

であり、人の悪口を言わない。いただきます。ありがとう

ございました。を言える人を育てていきたい。」またシー

ズンオフの過ごし方も大切であり、野球ができればよい

というわけではないと仰っていました。実践に関しては、

振り方・タイミングの取り方・足の運びや腕の使い方・力

の入り方とかを指導していくと、力の入れ方のバランス

についても仰っていました。昨年引退した中日ドラゴン

ズの吉見投手もバッティングアドバイスでバックは 1でフ

ォロー9 とおっしゃっていました。BIG BOSS こと新庄監

督はジョニーデップの様ないでたちでの会見でしたが、

内なる真の監督の姿がみえました。気楽に SNS に挙げ
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るまさに現代の監督です。テスラのイーロンマスク氏も

度々ツイッターに投稿しツイラーと交流されています。

新庄新監督の経済効果 59 億ともいわれていますが、

今後も伸びてゆくでしょう。これからの野球を楽しみにし

ています。 

本日は「はしゃぎながら夢をかなえる世界一簡単な

法」の著者である本田晃一さんの言葉を引用して会長

の挨拶とします。「人間は iPhone のようなものだ。もとも

とは同じ性能でもどんなアプリを入れるかで全く違った

人生になります」 

いい仲間に出会い良い経験をし,そして気に入った

アプリインストールしたり,またはアップデートしたりして

幸せになり楽しく夢をかなえていきましょう。 

卓 話 

株式会社えいかつ 代表取締役 村瀬里江子 様 

「数字で見る英語環境の変化」 （要旨） 

① 10人に 1人から 5人に 1人へ 

英語を話す人の数が 10人に 1人から 5人に 1人へ

と変化。これは、英語を話す人⼝

の数の変化である。1800 年では

0.4 億人、1900 年には 1.2 億人、

そして 2000 年には 15 億人とここ

100 年で⾶躍的に伸びている。そ

の理由は、第二言語として実用レ

ベルで英語を話す人が増えたから

だ。英語を話す人のうちネイティブ

は全体の 25％に過ぎず、残りの 75％は⾮ネイティブで

ある。ネイティブ話者の数は中国語が⼀位、次いでスペ

イン語、三位に英語である。ネイティブ話者よりも日ネイ

ティブ話者が多いが故に、英語が世界共通語になって

いるとも言える。ちなみに、日本おいて実用レベルで英

語を話す人の割合は日本人口の 2 割に満たないので

はないかと言われている。 

世界基準では 100 カ国中 55 位。アジアでは 24 カ

国中 9 位。中国・韓国・シンガポール・フィリピン・インド

よりも下である。頑張ろう日本！頑張りますえいかつ！ 

② 毎年 30語中 5語以上 

流行語にノミネートされる英語の数である。過去６年

間を調査、日英混在の言葉や略語も含んでいる。2016

年には「レガシー（leagacy）」や「都民ファースト」、2017

年には「ワンオペ育児」「フェイクニュース」「J アラート」

がノミネートされている。ワンオペはワンオペレーション

の略語。one（1 人で）operation（活動、運営）という意味

を持っているが、これは和製英語であり、英語では

「solo(1 人で) parenting(育児)」という。2018 年には「育

児ハラスメント」「e スポーツ」「ブラックアウト」、2019 年

には「サブスク」「キャッスレス」「◯◯ペイ」がノミネート。

セクハラが先駆けとなり「ハラスメント(harassment)」は実

によく耳にする。「嫌がらせ」という意味を持っている。コ

ロナ禍を経て「リモートハラスメント」などという言葉も出

てきている。そして、「ブラックアウト（停電）」は北海道地

震で大規模停電が起こったことからノミネートされている。 

このように 2016 年から 2019 年までは全体の 2 割

程度の流⾏語に英語が含まれていたが、2020 年は様

子が違った。「ステイホーム」「クラスター」「オンライン

◯◯」「ニューノーマル」「テレワーク/ワーケーション」

「ソーシャルディスタンス」「エッシェンシャルワーカー」

など、実に１/３以上が英語を含んでいる。これは新型コ

ロナウイルスの⼤流⾏が影響している。 

そして今年は先週発表されたが「ピクトグラム」「S D 

Gs」「N F T」「ヤングケアラー」「フ 2021 年 11 月 10 日

名古屋アイリスロータリークラブェムテック」というように５

語程度がノミネートされている。この流行語から見えるこ

とは２つ。１つは、日本にはカタカナがあるため、日本語

と英語が混在した⾔葉は多いということ。カタカナが多

いが故に日本人は英語が上達しにくいとも言えるが、

味方を変えれば、日常にあるカタカナも発音を少し正し

くするなど工夫をするだけで英語として十分通じるもの

がたくさんある。そういう意味では私たち日本人は他国

にはない英語との付き合い方ができるのではないだろう

か。 

2 つ目は、S N S の普及や、英語学習者の増加など

により、これから日英混在の言葉は益々増えてくると思

われる。実際、2020 年にノミネートされている「ワーケー

ション」は work(働く)と vacation(休暇)を掛け合わせた造

語であるが、日本語なのか英語なのかと SNS 上で議論

されたことがある言葉である。 

③ 2017年で 200語 

英語になった日本語の数である。オックスフォード英

語辞書出典に限る。「emoji(絵文字)」「kawaii(可愛い)」

「 anime(アニ メ ) 」 「 geisha( 芸者 ) 」 「 sushi(寿司 ) 」

「Shogun(将軍)」「bon(盆)」「tatami(畳)」「tsunami(津波)」

などが掲載されている。辞書は改訂されているため、現

在は載っていないが過去には「ひきこもり」「外人」などと

いうその時期流行った言葉が掲載されることもある。し

かし、やはり、長く掲載されるのは日本の文化や歴史に

関連したことや世界に大な影響を与える⾔葉が多い。

そして、注目すべき事に、今年は韓国語が 26 語も掲

載された。韓国料理の副菜を指す、banchan(バンチャ

ン)・韓国風巻き寿司、kimpa(キンパ)・韓国語で素晴ら

しいを意味する、daebak(テバク)などである。どの言葉

は将来的に長く辞書に掲載されるのか興味深い所であ

る。 

このように英語は今度益々身近に日常に溢れてくる

のではないかと考える。変化を受け⼊れ、アプリやオン

ライン、A I などの技術を活用しながら学ぶことを楽しむ

ことで人生がより豊かになるのではないだろうか。 


