
0.英語教師はどこまで英語力があればよいか、ずぱり小笠原住994)は、いつもの論調ではあるが、この重要な

問題を取り上げた。確かに、「授業を活性化させる名人芸」Dとか「授業のための標準装備:その使い方と考え方」2)

などを読むと、教える場での技術とか創意工夫(アイディアの競い合い、とまでは言いたくはない力りが大きく取

り上げられていて、したがって、そのようなことにのみ目を奪われることになりかねない英語教師を目指す学生や、

あるいは大学院で研修に従事する現職教員を見かけることも少なくないので、本筋を見失うことがないように注意

を強く喚起したい。

近年、中学校・高等学校の英語教師が新刊書評に登場することが多い(例えば、『現代英語教育』(研究社出版)

の「新刊書評」欄など)。このこと自体は極めて有意義なことで、現場教師の研究意欲を高めるものである。だが、

これを読むと、極めて浅薄なものも少なくない。あるいは、限られた情報しか持ち合わせないままの論評であるこ

とに気付く。

例えば、

「
さいふ」は PurSぞか

一英語教師に問われる英語力ー

「さい'、」は PU門e か

「いかす」の意味のgroovyについて。これを記載していた新しい辞書もある、と著者は説明されているが、

LDOCE にも書いてあるが、 old、fashionedで1960年代によく使われていたようだ。最近では、 CO01のような

3)
語が流行っている。

があるが、ιDOC三だけを引き合いに出すが、ιDOCE とはどの版であるのか。ιDOCE.にはこのレーベルは無

く、ιDOC三.になって初めて"oldナ'ash"のレーベルを入れた。ついでに、ιDOCE の略語は好ましくない。ι1)C五.,

ιDC五.などが、簡潔でよい。さらには、「1960年代によく使われていた」という記述は、ιDC三.にも無いから')、

この書き方は誤解を招く。では、このg勿ouy はどのような語であるのか。

元々は、ジャズ界で"in仕legroove"という言い方で使われていたところから生まれた形容詞。現在ではこの語を

使うときには1960年代のヒッピーと結び付けて理解され、その当時のヒッピーの価値観や行動などを軽蔑的に取り

上げて言う場合の語として使われることが多いのである(cf. Li宮hter (1994)など)。、そういう遅れた人で、まだ

平気でξ知0砂という形容詞を使う人をξ勿卯のと呼んでいる。したがって、単に年代を挙げて、その不都合さを評

するのは意味がない。

さらに、 m01が流行っているのは「最近」のことだけではない。もはや、俗語とは言えないほど長く使われてき

ている語である。

あるし斗よ、アメリカ英語のy0記 g1ιyS の用法に触れて、
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イギリス英語ではguyは「男、やつ」の意味であり、女性には用いない。「みなさん、みんな」と軽い呼びか

けにも使う YOUの代りに YouguySを用いていると言えるだろう。 haveの代りに havegot を用いるような
5)

ものではないだろうか。

と言っているが、何のことか分からない。また、
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米語ではgarbage と trashがあり、イギリス英語ではrubbishが一般であるという。 2、 3の辞書を調べて

みると、 garbage と trashには(主に米)と記してあるが、川bbish にはこのような記述はない。どの語が

どの国でよく使われるかは、辞書も完全に把握していないこともあり、未開拓の分野ではなかろうか。

と言うが、どの辞書を見たというのか。伊」えぱ、ιDcr は明確に英米のレーベルを付しているのではないか。また、

「未開拓の分野」とは何を根拠にそうだと言うのか。いずれにしろ、この書評は、単なる内容紹介であって、しか

も読みにかなりの片寄りがあることが分かる。

例えぱ、次のような点も読み取って、論評に入れるべきである。

①祝ιたア加id を取り上げた項目の中で(PP.75-76)、これを「交通取締官」などという日本語訳を与えて解説

しているが、その訳語も誤解を与えるが、さらにはその業務内容の紹介もよく理解されていない節がある。あるい

は、 Maceを取り上げて「犯罪多発のアメリカでは、女性がレイプの危険からいかに身を守るかは重大問題である。

そこで目をっけた業者が考案したのがMace という武器である。」(P.138)と言うが、そんなはずはない。現実には、

その目的でも宣伝したり、使用されたりしてはいるが、本来は違う。さらには「中からこしょうなどが噴き出てき

て撃退できる」(P.138)というが、本来は違って、そのように生易しい武器ではないのである。目先のことに目を

奪われて、正確な紹介をしていないのである。さらに言えば、この書がアメリカ英語とイギリス英語の差に注目す

る目的だというならぱ、 Maceはアメリカでは甲の意味を持つのが、イギリスでは乙の意味を持つ、というような

立場での取り上げ方が、商品名の場合にも必要なのである(cf.山田(1995)で言及したDureXのイギリス英語と

オーストラリア英語の場合のように)。

(2)あるいは、「物乞いをする人」を表すアメリカ英語のつα%hαπdルナを挙げている(PP.138-39)。しかし、どの

ような意味でこの語を「物乞いをする人」を指すために使い始めたのか、その語源の説明がなけれぱ興味はない。

6)
中途半端な、 seαガ1e post.1πteπ垣eπCιア紙からの引用よりは、そのような語の背景的説明のほうがもっとよい。

フ)
なお、この語は特には「路上や、公共の場」での物乞いをする者と考えてよい(cf.Hayakawa (1968)など)。

さて、日常語として「さい布」を生徒にはどう教えてきたか、ということを考えてみたい。安藤・山田(1995)

は簡潔な解説を心力斗ナたが、実際には以下に紹介するような方言研究をも参究した後の記述であった。いま、なぜ

この表現を問題にするのかと言えば、例えぱ、

ハンドバッグ、力§ま口、さい布: W'omen usuaⅡy keep money in a つ記アSe.女性はたいていお金をハンド

バッグに入れておく。

などの、大ざっぱな記述があるからである(上田ほか(1983), S.V. purse π.1)。

(『ライトハウス英和』)

英和・和英辞典の記述

1 英和辞典の記述
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2 和英辞典の記述

さいふ財布囲 1'生口14米)ach.n各. pur詫.
ι主に英》 a 血.1兜; 1札入札】.智.ⅡEt.ι米).
舗1Ⅱold

(ch."冨是) PU,M 社主{:女性'1用いる小
入れ.4米1で0単なる到"艶 U適例女性用"ン

Fバケグを毒昧するので注意.謝."を1ι工通^ウ折
"で,卞にり」件mの札入n.,1岐ι札の゛i用の財布
U ξ木)でU wa11EI.4英)で0 臥吋艶を川いる

(『ジーニアス英和』)

(『新グローバル英和』)

2. purse とその類義語

DARE は、すでに"W'hat doyoukeepmoney inwhen you carry it aroundwith you?"という質問を出して、

hi1グ0ld, chα光ξe 加?se, coiπつ記Ise, hαπd力αg,加アSe,つOCえetho0え, wauet などの語にっいて検討をしてぃる(ただし、

現時点では V01.1(1985)に収録されている h記ぴold の調査結果が利用できるところで、 V。1.Ⅳに収録されるはず
9)

の Wαルωの調査結果が待たれる)。

軽'イ重い1財布ヨ 1i8htla MavY】Pυ1史.(☆比
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tml] tM fami1γρυJ3e 5trin85.一財布をUたく
●nlplY or冊'$PW3e; S伽tld 0閥'$1盆訊伽'1nY
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●寓'陀J酋臼

2.1 Purse

類語の中ではもっとも古くからある語で、"smaⅡ Pouchorbag ."forca如ingmoney ontheperson"の意味で
1100年以前から用いられている(cf.0三Dり。 DA三はアメリカ英語としては1700年からの使用を確契してぃる。

DAR三の569名の使用回答者を見ると、北東部と沿岸大西洋各州では使用頻度がやや少ない。東部ではっ。虎ιt_
ho0えがつ解おe と同じくらい使われている(395名の使用回答者)。

2.2 Pocketbook

文字通りポケツトに入れて持ち歩く小型手帳。 0三D.によると、 1685年までに、"bookfornotes, mem。randa,

etc・, intended to be carried in the pocket; a notebook; also, a book.1ike case of leather or the Hke, havin

Compa血nentsfor papers, bank・notes, bi11S, etc."の意味用法を確認した。 DA五は、アメリカ英語では1816年か

らこの最後の意味用法を確認した。

東部では、つ勿おeと同じくらいの使用回答者がいた(395名)が、西に移るにしたがって少ない

2.3 handba宮

かっては大型のもので、文字通り手に持って旅行に出るときに使うもの[hαπd●α語αgιは現在でも空港での

チエツクィンの際に空港係員が使う語である]。 OED.では1845年、 DA三では1845年の使用を確認してぃる。ただ

(『ニューセンチュリー和英』)
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し、旅行用カバン以外の物を指す例は1907年のものである。

U9名の使用回答者は、全米に広がっているが、しかしMarylandだけでは異常に多い。回答者の88%が、60歳以

上であった。

2.4 Wa11et

"bag for holdingprovisions, dothing, books,etc."(0五Dりの意味ではすでに1386年から使用されている。し

かし、"smaⅡer, aatcontainerforpapermoney and smaⅡ doC峨nents"の,思味用法はアメリカ起源で、 0三D2 に

は1845年、 DA は1834年からの使用を確認した。

先ほどの DAR三のフィールド調査の質問に対して現れた最も頻度の高い 5語ψ記お巳 h記ぴ014 W4記此っOCえet・

600見 h4πd6αg)の中で、 h記グ0ld だけがアメリカでの造語で[1Veがによると、 h記ぴolde影の短縮語]で、 0三DS で

は1895年の初例がある。

山田政美

3. bi"fold と Wa11et

尻グ0ldと Wα記etは、今日ではほとんどのアメリカ人には同義語となっているが、 DARE の調査では1002人の調

査対象者の内、魏ぴ'old を使うと答えた者力巧57人、 Wα1研を使うと答えた者力巧08人で、使用頻度数の高い2位と

3位であった。この二つの品物共に、他の語が意味する物よりは、大きさが小さく、通伊井斤りたたみができるもの

である。主要な用途は、お金を入れることであるが、これを入れることができるより大きな入れ物のアクセサリ

であるだけの場合も稀にはある。

両語共に、全米で使用されて、 DAR三の調査対象者のどの年齢にも、教育の有無の差もなく、人種やコミュニティ

のタイプによっての差もない。

Wα11et は、北東部(New England, New York, New Jersey, pennsylvania)で最も普通に使われ、南部(沿序

部を除く)、南中部ではさほど普通ではないが、ミシシッピー河の西部では一般的であり、カリフォルニアでは再び

広く使用されている。

DAR三の使用分布図を見ると、魏ぴoldがW4記etと相補的に現れているが、北東部ではことに散在している点が
10)

注目できる。

4. bi11folder, folder, fold, folding wa11et

DAR五は、 8 名カミ 6i1グ0ldeアを使用する( 3名は South carolina; North carolina, Kentucky, Missouri, Mis・

Sissippi, New Jersey の各 1名)という結果を得た。

省略形(clipped form)では、ル1d甜が 3 名(Louisiana, Tennessee,W'ashington)、 jold が 1名(Rhode lsland)、

また五)ιdl'πg Wα11et が 1名(pennsylvania)あった。

5.ιAⅣE調査と Br喰ht調査

ιAN三調査では、"slna11 Pouch orsimilar containerfor coins and other money"の意味ではっ記おι力§主要語

として、また"1arger receptade used to contain paper money as we11 as other articles"の,忌味ではっOCえet600え,

h4πdhag, hagが使用されていると報告している力§、 Kurath によると、

" severalinformantsstatethatthe purse is carried inside the pocket book or hand bag ., purse may also

be used as an equivalent ofhand bag; butthe want of a clear definition in many cases makes itimposiible

to separate 杜le tw'o meanings."(maP 368)

と述べていて、これはDARE も同様な問題にぶつかった。
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Bright調査はDAR三に比べると回答者の数ははるかに少ないが、しかし、同様な問題にぶっかった。 42名は

つ記郷e は小さいと回答したが、6名は大きいと回答した。決めかねるものが8名いた。11名は一般的な語だとしたが、

6名は hαπdhαξと同義語であり、 4名は古めかしい語だと答えた。結局、 Bright は、 califomia と Nevada の88%

がっ記おe を使い、 48%が ha%d6αg を使い、わずか16%がっOCえιtho0えを使う、と言っている。 Bright はまた、 6αξ

(24%)、 coiπつ記Ise (19%)の回答もあったと言っている(PP.160-61)。

6. coin purse, change purse

DAR三の調査では、 h4πdh4g に次いで、 coiπつ記Ise と Chαπgeつ影おe が現れた。全米に点在する力§、 coiπつ影アSe

は Minnesota と 10wa に最もよく現れ、 ch4πgeつ記おe は南中部に少しぱかり集中する傾向が見られた。 weがには

この両語が収録されていないが、 0三DS には収録されている(ωiπ加おe は主にアメリカ英語であるとし、1908年、

1967年の用例がある。 chαπgιつ記おe の初例は1911年)。

「さい'、」はアU門e か

7 Change pocketbook, hand purse, handbook, pocket bi11fold

DARE調査では、標記の語が1例ずつ得られた。

8. schneidemesser のまとめ

Luanne von schneidemesser (DARE)の結論では以下のようになる:

1)いずれも全米で使われてはいるが、つOchemo0えは東部(北東部と大西洋沿岸部)でより多く使われ、加おe
はそれよりも西の地域で使われる。

2) hαπd力αgは、使用地域を特定できないが、 Marylandでは好まれて使われる語と言えよう。

3) Wα1々t は、北東部と Califomia で耳にすることが多い。

4) 6記グ0ld は、北東部以外の地域で耳にする。

5)ωiπつ記爲ιは、中西部の北部(upper Midwest)での使用頻度が高い。

6) chαπgιつ郡おe は、南中西部(south Midland)でやや使用頻度が高い。

9.イギリスのカタログに現れる Purse/wa//et

9.1 Purse

クレジツトカード、小切手(banknotes)、運転免許証、定期券なども入るようになってぃて、さらに Coinsection

もあるものは加おeとして商品広告にある。女性用。

外見が「がま口」状のものもある。

d1ι此hつ勿おしは、少し大きめのものにっいての呼び名になっている。

9.2 Wa//et

Wαπet を見ると、紙幣、クレジツトカード、運転免許証なども入るほか、'azippedsection forcoins,もあるこ

とが分かる。男性用。

10.アメリカのカタログに現れる Purse/wa//et

10.1 Wa//et

男性用(men'swa11et)では、商品名 RolfS の物をよく見かける。商品説明を読むと、 creditcardslots,cunency

Section(S),removable plasticwindow(S)などがあり、 keyslotS がある物もある。 AHSD の記述では、"forholding

Paper money, coins, cards, photographs, etc."とあり、「写真」が挙がっているの力§面白い。
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女'性用(W'omen'swa11et)には、" comparttnents for checkbook, calculator, credit cards"力§あり、

が付いている。

加ひル1d Wαどeむ th兜ejold Wα記et がある。

11.エピローグ

古い辞書ではあるが、加おeの次の参考記事は捨てがたい

英米では婦人は財布やがま口を持っているが、男はほとんど持たない。英米の男性はバラ銭をそのままポケツ

トへ入れてぃる。その方がチップを出すときにも便利である(手さぐりで必要な小銭を出して与えられる)し、

たいていの買物は小切手ですませるので、現金を持ち歩く必要がないからである。また、アメリカでは、ふつ

う婦人のハンドバッグのことを Purse と呼んでいる。(『MYWORDBOOK (基本英語百科辞典)』 1964、 S.V.

Purse)

山田政美

[j釘

本稿は、 Luannevon schneidemesser(198の," P1ι摺ι and itssynonyms." A?πιhca% Sつeech, V01.55, NO.1, spring

1980, PP.74-76 に基づく。

1)『現代英語教育』第31巻第8号,1994年11月, PP.12-14,21。筆者は原田昌明(江戸川女子短期大学助教授)。

2)『現代英語教育』第31巻第6号,1994年9月, PP.11-13。筆者は渡辺浩行(新潟県立国際情報高等学校教諭)。

さらには、同誌の rわたしの標準装備」 PP.20-26。

3)『現代英語教育』第31巻第10号,1995年1月号, P.58。中村保男『続・英和翻訳表現辞典』(研究社出版)の新

刊書評。評者は杉田直男(鳥取県立岩美高等学校教諭)。

4)ιD三ιC は、 1960年代に流行った語だとしているから、あるいはこれを参照したのかもしれない。

5)『現代英語教育』第31巻第10号, P.59。大石五郎『アメリカ英語とイギリス英語』丸善ライブラリー(丸善)

の新刊書評。評者は松田幸一(山梨県立都留高等学校教諭)。

6)もっとも、語源には 2説ある:

i) a ),.つα%ha?2dle礼 a tertn possibly suggested by the beggar's outstretched arm and hand.(Mish 1989, S.V.

tramp).

b ) apparently because beggars held out tin pans in requesting alms.(chapman 1986, S.V. panhandle)

C ) A つ4πhα11dleア., A111erican slang for a street・beggar, perhaps from carrying a pan or tin for the

reception of any oddments he may be given.(EvanS 1981, S.V. panhandle)

ii) Pαπhαア2dルア is said to derive from the spanish つα?2, meaning both bread and money.(Hendrickson 1987,

S.V. panhandle".

あるいは、その他の語源辞書を参照のこと。あるいは、一般の辞書の語源の記述を参照のこと。興味深いこと

に、学習英和辞典でも『ラーナーズプログレッシプ英和』は「差し出した手がフライパンの柄にイ以ていること

より」と、はっきりと書いている。

フ) Metropolitan Transportation Authority (New York)は、"panhandHng in the subway"というノξンフレツ

トを作成して、地下鉄の列車内や地下鉄周辺(プラットホーム、階段、通路)でのルπ加光dh'πgが禁止されてい

る行為であることを訴え、この行為について一般の人の意見を求めている。

Many subway beggars are neither homeless nor needy. According to the Transit police and inves・

tigauve new's reports, a lot ofthe come・ons are scalns, and much ofthe money c011ected goes for alcoh01

Coi?21)記アSe
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and drugs. subway customers often give because they feel hassled and frightened.

We've been trying to stop this intimidation.1n the past year, the police have arrested 90o of the most

aggessive repeat panhandlers. Butthe police can't be everyw'here at once. They need your help. The best

Way to help end panhandHng on the subway is not to give.

The courts have held 杜lat begging anywhere in the subway -trains, stairs, corridors- is against the

Iaw. Make sure that it doesn't pay. D011't ξiτ1ι??1011ιy to S3ιhway つ4%hα11dlel・S.

8)この事典を紹介して、"この辞典[原文のまま]は中高の教師向きのもので、文化を含め多方面の情報が満載さ

れている。(中略)この辞典[原文のまま]はその性格上収録語暈は多くないが、現場の英語教師としては必ず備

えたい辞書の 1つである。」(早川 1990:91)のようなものがあるが、この紹介執筆者は必ずしも信頼できるもの

ではない。また、同事典には疑義のある記述も少なくない。

9) A?πιガC4%Sつιech で、かって hαπdhag,つ記Ise,つOCえe功00えの地域的分布にっいて質問が寄せられた(V01.53,

NQ 3, P.209)。

1の Kurath 住939-43)と、 Bright (1971)の両者共に、 DARE の調査結果と一致する。 Kurathの調査では、

'1eatherbHHold'の意味で W4記et を使う、と答えた者も数名いたという。 Bright の調査では、 76%が Wαπet を使

い、 30%が h記グ0ld を使っていた。

「さい'、」は Purse か
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〔補注〕 DAREが示す hi研'014 配グ0尻のの記述は以下の通りである

bi11fold n widespread, butleast freq in NEast, paci6C see Map
Cfwe11et

A pocketbook to carw folded paper money; a wa11et.
1950 IVEιSrlvhaldoy01ιkeep,110,1eyih H,hehyoucarr),ilarouhd"'ilh
you?/ 46 1nf、, WI, Biulbld.1965-70 D'RE (QU. U3の 557 1nfs,
Bi11熊)1d.
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bi"folder n [b槻fold +元ra伍X] chienysth,SMidl Espa"10πg
B1αCkspeakers
=bnlfold.

1909 Poder opti0加 35 NYC,圦rhen he drew out his bi11Jdderto pay
thecabman you couldn't helpseeing hundredsand thoU訟nds ofd011a門
in it.1965-70 D亙RE(QU. U30,1Vhαιdoy0ιιkeep"10heym whehy0ιι
Can・y il arouhd wilh y01ιみ lnf、 KY94, MS60, M023, NC50, NJ22,
SC26,55,63, Bi11制der.{50f81nfs BlaC将

(やまだまさよし・学校長・島根大学教授・英語学)
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