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新春を迎え皆々様のご多幸をお祈り申し

上げます。 

昨年は皆様の多大なるご支援を賜り、深

謝申し上げます。 

本年も倍旧のご支援のほど宜しくお願い

申し上げます。 

平成十五年 元旦 

 
会  長  ＪＪ３ＵＸＮ 長澤 道一 常任理事 ＪＭ２ＭＺＭ 芹沢 功司 

副会長     ＪＬ３ＣＫＪ 西井 幸男 常任理事 ＪＩ３ＡＹＧ 山口 忠博 

副会長     ＪＦ４ＧＤＲ 今村 勝一 常任理事 ＪＯ３ＭＶＥ 宮野 智章 

財務理事 ＪＯ３ＭＶＥ 宮野 智章 常任理事 ＪＪ3ＸＷＸ 西岡 則雄 

総務理事 ＪＩ４ＪＣＮ 松本 久雄 常任理事 ＪＪ４ＣＦＬ 石原 次夫 

総務理事 ＪＩ４ＴＺＲ 家本 康稔 常任理事 ＪＩ４ＵＣＭ 古川 芳宏 

監  事 ＪＧ４ＪＢＴ 石原 美代子    

 

 

 

 
 

新語・流行語大賞 

年間大賞トップ 10 

タマちゃん 

北極圏に生息するアゴヒゲアザラシが、北海道近

海に流氷とともにやってくることはしばしばあるが、本

州、しかも東京あたりにやって来ることはきわめて珍し

い。そんなわけで、8 月 7 日に東京都と神奈川県を分

ける多摩川丸子橋付近で“突然”発見された「タマち

ゃん」には、大勢の見物客が詰めかけ、夏いちばん

の話題となった。川が汚い、温度が高いなど人間の

勝手な心配をあざ笑うかのようにいったん消えたのち

南下して横浜・鶴見川、帷子川、大岡川に再出没。 

国土交通省は世論を気にして保護会議を開くが、

扇千景大臣の「自然のものは自然に」発言で手出し

せず。 
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一方、9 月 19 日には、宮城県歌津町の伊里前川

にワモンアザラシの子ども「ウタちゃん」が現れた。  

Ｗ杯（中津江村） 

正式名称「2002 FIFA ワールドカップ（2002 FIFA 

World Cup Korea/Japan）」。参加 32 チーム。 

2002（平成 14）年 5 月 31 日のソウルでの開幕戦に

始まり、6 月 30 日横浜での決勝で大成功裡に終了。 

観客動員は日本 143 万 8637 人、韓国 126 万 6560

人の計 270 万 5197 人であった。 

大会前に心配されたテロ、フーリガンの騒動もなく、

FIFA をはじめ関係者のすべてから「完璧な組織・運

営」と賞賛され、ブラッター会長からは「微笑の大会」

と命名された。 

日本で予選を行う 16 ヵ国（日本チームを含む）が、

日本各地でキャンプを張ったが、たくさんの自治体が、

“経済効果”をねらってその誘致を行った。なかでも

っとも成功したと思われるのがカメルーン・チーム誘

致に成功した大分県中津江村。 

選手の待遇問題で到着が４日も遅れたことでの騒

動、またその辺鄙な村の健闘を面白がって長期取材

を断行したテレビ局、遅れはしたものの地元との友好

に努めたカメルーンチームの気さくな人柄等々がプ

ラスにはたらいた。 

貸し剥がし 

景気も低迷したままで、銀行は不良債権回収もす

すまない。そんななかでも BIS 規制による自己資本比

率を一定水準以上に保つためには、よりリスクの大き

い中小零細企業への新しい資金貸し出しを渋り、既

に貸しているところからは“引き剥がすように強引”に

資金を回収しなければならない。 

返済の滞ったことのない相手からも性急に元本を

回収しようとする、担保の上積みを要求する…など、

そのような“貸し剥がし”がますます日本経済の活性

を損なっている。 

ちょっとやそっとでは解決できなくなっている不良

債権回収問題の根本の原因が、好況期の「過剰融

資」にあったことの責任など忘れているかのようにだ。 

いっこうに進まない金融機関の不良債権をまえに、

ついに貸出し資金の回収に走り出した元凶。 

その当事者を特定不能のため〔受賞者保留〕とす

る。 

声に出して読みたい日本語 

『日本語練習帳』（大野晋著・岩波新書）あたりには

じまり、2001（平成 13）年からブレイク日本語・日本語

本ブームのなかでも出色なのは同書。 

日本の国語教育で失われつつある名文・音読・暗

誦をすすめる。 

日本語本は、他にも柴田武『常識として知っておき

たい日本語』（幻冬舎）、村松映『日本語力をつける

四字熟語の本』（文香社）、大島清『思いきって使って

みたい楽しい日本語』（新講社）など続々…。  

真珠夫人 

フジテレビ系・東海テレビ制作の、昼のメロドラマの

ヒット作（2002.4.1～6.28）。 

戦後の混乱期を舞台に、旧華族令嬢の波乱に満

ちた悲恋を描いて、主婦層を中心に真珠夫人ブーム

を起こした。 

ヒロイン・瑠璃子（横山めぐみ）は、造船会社の御曹

司・真也（葛山信吾）への純愛を胸に、ほかに嫁して

も貞操を守り、娼婦の館の女王となっても純潔を全う

する。 

彼らと関係する男女は、その異常とも思えるプラト

ニックラブに打ちのめされ、次々に死へと追いやられ

る。 

そういったけれん味たっぷりの展開とどろどろの愛

憎表現が受け、昼の時間帯で、最高 9.8％、平均

6.1％の高視聴率を記録した（ビデオリサーチ関東地

区）。 

ブームは「真珠夫人・完結版」（9.27）のゴールデン

タイムでの放送、菊池寛の原作本の復刊、コミック化、

ビデオレンタルの開始、ＤＶＤの発売へと広がった。

脚本＝中島丈博、演出＝西本淳一ほか。  

ダブル受賞 

お二人は日本人では 3 年連続の 11 人目、12 人目

となるノーベル賞受賞者だが、２人の日本人が同じ年

に授賞されたのは初めてのこと。 

田中さんは「生体高分子の新しい構造解析法の開

発」により、小柴さんは「ニュートリノ天文学」によって

受賞したが、その国民的人気は学問的業績より（じっ

さい受賞理由のほうは難しくてみんなにわかるわけで

はない）、会見等々からにじみ出るその人柄、「変人

らしい」「こつこつ型だ」「現場の人間からの受賞だ」

…ということであった。 

内部告発 

食品の安全・表示事件、リコール事件、医療過誤

事件、牛肉偽装事件、原子力発電所トラブル隠し事

件など、一連の企業の不祥事を明らかにするきっか

けとなった「内部告発」が注目されている。 

アメリカでは、内部の腐敗などを告発するホイッス

ル・ブロワー（whistleblower）を保護する法律を先進

的に制定しており、イギリスでも、1998 年に、公益情

報公開法（Public Interest Disclosure Act 1998）が

成立した。 

日本でも、国民生活審議会消費者政策部会「消費

者に信頼される事業者となるために―自主行動基準

の指針」（平成 14 年 4 月）が「公益通報者保護制度」

について言及している。  

27 年前に勤務していた運輸会社で違法運賃の実

態を内部告発したことから、その後さまざまな嫌がら

せと闘いつづけている。 

ベッカム様 

2002 FIFA Ｗ杯において、日本人の間（ことさら女

性の間）で最も人気の高かったイングランドの選手。 

司令塔といわれる７番のポジションで正確なクロス

に定評があるが、前フランス大会で短気を起こして退

場になってチームが負け、国賊扱い。 

どん底から立ち直った。が、そんなことにはまったく
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関係なく日本女性はその美貌に目がハート。 

ベッキンガム宮殿なるゴージャスな邸宅や元スパイ

スガールの夫人を大事にする様が写真集の売れ行

きに拍車をかけた。金髪を頭頂部で盛り上げたベッ

カムヘア（ベッカミ＝ソフトモヒカン）もおこぼれに預か

りたい若者に大流行。 

イングランドがキャンプを張った津名町町長は、誘

致のため竹下内閣ふるさと創生 1 億円で買った金の

延べ棒を潰す覚悟をしたが、決勝進出できず無事だ

った。  

ムネオハウス 

あっせん収賄、受託収賄、議院証言法違反、政治

資金規正法などの容疑で逮捕、起訴、追起訴されて

いる鈴木宗男・元北海道沖縄開発庁長官は、「疑惑

のデパート」とよばれた。 

北方四島支援事業に絡む「友好の家」（ムネオハウ

ス）建設の不正入札問題はじめ、ディーゼル発電所

不正入札問題、国有林の無断伐採の製材会社「やま

りん」から収賄…。 

鈴木議員が、報道や部外者のみならず支援や利

益を受けている側からも「鈴木」ではなく鈴木議員が、

報道や部外者のみならず支援や利益を受けている

側からも「鈴木」ではなくカタカナの「ムネオ」であるの

は、強引な利権誘導・金権政治というスタイルがもは

や少々古いということ、所作・行動が少しこっけいな

印象を与えるからであろう。 

拉致 

「拉致」は、辞書的には「無理に連れて行くこと」の

意であるが、2002 年の意味としてはもっぱら「北朝鮮

工作員による日本人拉致問題」となる。 

2002（平成 14）年 9 月 17 日に平壌で行われた小

泉・金会談の直前に北朝鮮側は、日本が求めていた

拉致被害者の安否にかかわるリストを提示した。 

それまで否定していた「拉致」を認めたわけであ

る。 

日本側が捜索を依頼した 8 件 11 人について、生

存者が蓮池薫さん（拉致当時 20 歳）、奥土祐木子さ

ん（22）、地村保志さん（23）、浜本富貴恵さん（23）、

曽我ひとみさん（19）の 5 人。死亡者が横田めぐみさ

ん（13）、田口八重子（朝鮮名 李恩恵）さん（22）、市

川修一さん（23）、増元るみ子さん（24）、原敕晁さん

（43）、 有本恵子 さん（23）、松木薫さん（26）、石

岡亨さん（22）の 8 人と北朝鮮側は述べた。横田めぐ

みさんについては娘が平壌市内で生活していること

が明らかにされた。 

生存者の 5 人は、02 年 10 月 15 日に日本への一

時帰国を果たした。 

なお警察庁によれば、数十人が同様に拉致された

疑惑がある。 

この言葉は今年の日本を震撼させた一語として記

録するものであり、これに関する人物の選定などは行

わない。 

特別賞 Godzilla 

2002 年シーズンまで読売巨人軍で 4 番打者をつと

めた松井秀喜選手は、シーズン後、FA 資格を獲得し、

次シーズンから米メジャーリーグでプレーする意向を

表明した。 

愛称・ゴジラは、高校時代からのもの。その「ゴジラ

＝Godzilla」は、1954 年東宝製作の特撮怪獣映画で

あり、米国にも輸出されヒット、米国人にもひろく知ら

れる。 

この度 49 年ぶりに“輸出される”「ゴジラ」も、日本と

共通の「Godzilla」のニックネームでよばれ、活躍する

だろう。  

「日本新語・流行語大賞」とは 

この賞は、1 年の間に発生したさまざまな「ことば」

のなかで、軽妙に世相を衝いた表現とニュアンスをも

って、広く大衆の目・口・耳をにぎわせた新語・流行

語を選ぶとともに、その「ことば」に深くかかわった人

物・団体を毎年顕彰するもの。 

1984 年に創始。毎年 12 月に発表。『現代用語の

基礎知識』読者審査員のアンケートから、上位語がノ

ミネート語として選出され、そこから審査委員会によっ

てトップテン語、年間大賞語が選ばれる。 

この審査委員会は、藤本義一（審査委員長）をは

じめ、『現代用語の基礎知識』編集長らによって構成

される。 

 

国内外 10 大ニュース 

数字は得票数、カッコ内は有効投票に占める割合％ 

国内 10 大ニュース （投票の集計結果） 

①ノーベル物理賞に小柴昌俊さ

ん、化学賞には田中耕一さん 
10,384（95.17） 

②史上初の日朝首脳会議、金総書

記「拉致」認め、被害者 5 人帰国 
10,349（94.85） 

③サッカーＷ杯、初の日朝共催で

日本ベスト 16 
9,765（89.50） 

④巨人が日本一、松井秀喜選手大

リーグへ 
8,112（74.35） 

⑤鈴木宗男衆院議員をあっせん収

賄容疑で逮捕 
7,443（68.22） 

⑥牛肉「偽装」事件相次ぐ 7,315（67.04） 

⑦高円宮さま、ご逝去 6,568（60.20） 

⑧秘書給与流用疑惑で辻元清美、

田中真紀子両衆院議員が辞職 
5,664（51.91） 

⑨日本総領事館内で中国武装警察

が亡命者連行 
5,382（49.33） 

⑩小泉首相が田中真紀子外相を更

迭 
5,086（46.61） 

国外 10 大ニュース （投票の集計結果） 

①モスクワで劇場占拠事件 4,597（74.64） 
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②バリ島で爆弾テロ 4,271（69.18） 

③対イラクで安保理決議、米は攻撃

準備進める 
4,143（67.10） 

④欧州で１５０年ぶりの大洪水 3,813（61.76） 

⑤「ユーロ」の現金流通開始 3,579（57.97） 

⑥北朝鮮が核開発継続認める 2,763（44.75） 

⑦ブッシュ米大統領「悪の枢軸」発

言 
2,711（43.91） 

⑧中国共産党大会で胡新指導部発

足 
2,440（39.52） 

⑨イスラエル軍がパレスチナ自治区

へ大規模侵攻 
2,377（38.50） 

⑩北朝鮮住民２５人が亡命 2,262（36.64） 

読売新聞 

 

2002 年ヒット商品番付 

今年２００２年は、前半には景気回復の兆しが見ら

れたものの、その後、アメリカの景気回復の遅れや日

本国内の構造改革の遅れなどから、後半には株価も

大幅に下落し、本格的な景気回復の足音が遠のい

てしまった。 

このような経済環境のなかで個人消費も盛り上がり

を欠き、大型のヒット商品が少ない一年となった。 

しかし、それぞれは小粒ながらも、今年の番付には

なにか昨年までと違うものが感じられる。 

それは「夢」ではないだろうか。「こんなものがあれ

ばいいのに…」という消費者一人ひとりの「夢」を実現

する商品が目立ち始めた。 

日本から２名のノーベル賞受賞者が選ばれた今年

２００２年の番付は、５年ぶりに、横綱以下のすべてが

勢ぞろいとなった。 
 

東 

 横綱 『ハリー･ポッター』シリーズ 

 大関 「写メール」 

殊勲賞 関脇 ブロードバンド 

 小結 ネット予約 

技能賞 前頭 1 薄型テレビ 

 同 2 「アミノサプリ」 

 同 3 “お茶飲料”戦争 

 同 4 ＭＰ３携帯プレーヤー 

 同 5 日本語に関する本 

 同 6 「コリャ英和！」シリーズ 

 

西 

 横綱 「ＦＩＦＡワールドカップ」 

 大関 「Ｓｕｉｃａ」 

 関脇 コンビニＡＴＭ 

敢闘賞 小結 『ワダツミの木』 

 前頭 1 ハイブリッド・ビデオ・レコーダー 

 同 2 「Ａｇ+」 

 同 3 “玩具菓子”戦争 

 同 4 食器洗い乾燥機 

 同 5 『ベラベラブック Vol.1』 

 同 6 コラボレーション企画商品 

 

今年の漢字 

財団法人「日本漢字能力検定協会」（本部・京都

市）は１２日、今年の世相を表す漢字を「帰」と発表し

た。 

朝鮮民主主義人

民共和国（北朝鮮）

に拉致された５人が

２４年ぶりに帰国し

たことや、日本経済

がバブル前の水準

に戻ったこと、昔の

歌が再び流行する

などの回帰現象が

起きたことなどが反

映された。 

こ の 日 、 京 都 市

東山区の清水寺で

発表会があり、森清

範（せいはん）貫主

が大きなパネルに「帰」と筆で一気に書いた。全国か

ら過去最多の６万１４４通の応募があり、うち３５１８通

（５．９％）が「帰」だった。２位以下は「北」「拉」「愛」

「蹴」と続いた。  

森貫主は「ほっとするような字になった。政治も経

済も教育も、すべて元に帰ろうという思いが一つの漢

字に帰着したと思う」と話した。 

「今年の漢字」は９５年に始まり、昨年は米国の同

時多発テロなどを反映した「戦」だった。  

なにかとお酒をいただく機会が多い時期で

すが、飲酒運転の罰金が高くなっています

ので、運転にはご注意ください。最高５０

万円の罰金ですヨ。お気をつけてください

ネ。 

 


