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新年あけましておめでとうございます。 

旧年中は格別のご愛顧賜り、誠にありがとうございます。 

本年も相変わらぬご助力のほどお願い申し上げます。 

平成 17 年元日  

 

 

 

 

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   

 

                

 
 

2004 年度の漢字 

 「今年の漢字」は『災』…台風・地震など

災害反映 

１年の世相を表す今年の漢字に「災」が選ばれ、１３

日、清水寺（京都市東山区）の森清範（せいはん）貫主

（かんす）が特大の色紙に揮ごうした。 

 観測史上最多の１０個が上陸した台風や新潟県中越

地震、イラクでの人質殺害など多くの天災、人災を反映

した。 

 日本漢字能力検定協会が全国公募し、過去最多の９

万１６３０票が集まった。「災」は２万９３６票を占めた。２

位は「韓」、３位は「震」だった。 

 「『災い転じて福となす』の期待も込めた人が多かっ

た」と協会。森貫主は「来年こそ平和な世の中を表す明

る い 字 が 選 ば れ て ほ し

い」。 

 

 
今年の漢字「災（サイ・わざ

わい）」を一気に書き上げる

森清範・清水寺貫主（京都

市東山区で） 

 

 

 

 

 

 

流行語 

 



 2005 年 01 月 01 日 発行 第 07 号   通刊 220 号  毎月 1 日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                        Page２ 

2004 年 12 月 1 日午後 6 時、ユーキャン流行語大賞

審査委員会は今年の流行語大賞のトップテンおよび大

賞を発表いたしました。 

 

 

トップテン・大賞  チョー気持ちいい   

アテネオリンピック水泳代表

選手  北島康介 さん 

 

8 月 15 日のアテネ五輪 2

日目。男子 100 メートル平

泳ぎで金メダルを獲得した

北島康介選手がプールか

ら上がって述べた感想。優

勝を確実視されたプレッシャーからの解放感を素直に

吐き出したものだが、ゴール直後には 1 位かどうかわか

らず「応援席の盛り上がりを見てとりあえずガッツポー

ズ」と裏話を披露。 

 

トップテン  気合だー！    

アニマル浜口 さん   

 

ボディビルポーズで前傾姿

勢になり、顔をクシャクシャ

(一生懸命な感じ)にして「気

合だ～！」と心の底から叫

ぶ。娘の浜口京子選手をア

テネ五輪へ送り出すとき、

成田空港で 10 回連続で叫んだ。数年前より、すでに浜

口氏のトレードマークであったもの。 

 

トップテン  サプライズ   

自由民主党幹事長  武部

勤 さん   

 

英語 surprise は「びっくり

させる」の意味だが、小泉

首相に関しては単なる「サ

ービス」の意味で使われる。

第 1 次内閣から田中眞紀子外相など組閣にあたって意

外な女性を採用。このコトバは拡大解釈され 2004(平成

16)年 7 月の参院選前に突然訪朝してジェンキンスさん

を返せと金正日総書記に迫った行動なども、小泉流サ

プライズ。同年 9 月の第 2 次組閣ではついに「ノーサプ

ライズ」とがっかりされる始末。 

 

トップテン  自己責任   

該当者なし   

本来はリスクをとって行動した者が自ら「結果責任」をと

ることをいうが、最近では責任を転嫁する際にしばしば

用いられている。特に自己責任という言葉が頻繁に用

いられたのは、2004(平成 16)年 4 月、戦闘が続くイラク

で発生した武装グループによる日本人人質事件のとき

だった。3 人の日本人人質に対して自己責任という言葉

が向けられたのだ。政府の勧告を無視してイラクに向か

ったのだから、自業自得だという議論だった。彼らが果

たそうとしたイラクの子供たちへの支援や真実の報道と

いう尊い目的は無視され、政府に迷惑をかけたことだけ

がクローズアップされた。全体主義の下で、自ら考え、

独自の行動をした人を切り捨てるための言葉が自己責

任となってしまった。 

 

トップテン  新規参入   

ライブドア社長  堀江貴文 

さん   

 

近鉄・オリックスの合併で 5

球団となったパ・リーグに、

新たにライブドアと楽天が

参入を表明。業種は両者と

も IT 関連の情報産業。おま

けにライブドアが仙台・宮城球場を本拠地と定めたのに

続き楽天も同球場を指名したために NPB 側は受け入れ

る 1 社をどちらかに決めなくてはならず、公開ヒアリング

を開き選定を急いだ。結果は 2004 年 11 月 2 日のオー

ナー会議で楽天に決定となった。 

 

トップテン  セカチュー   

作家  片山恭一 さん   

 

2001(平成13)年4 月に発売

された片山恭一の小説『世

界の中心で愛をさけぶ』が、

村上春樹の『ノルウェイの

森』の 238 万部を抜いて小

説過去最多部数に。04 年 6 月時点で 306 万部。柴咲コ

ウ、大沢たかお主演で映画化され、興行収入歴代ベス

ト 10 入り。ＴＢＳが 7 月の連ドラに。初恋の人が白血病と

いう純愛ストーリーブームのはしりとされる。なおタイトル

はハーラン・エリスン著のＳＦ『世界の中心で愛を叫んだ

けもの』にオマージュを捧げたアニメ『エヴァンゲリオン』

の最終回(同名)にオマージュを捧げたもの。 

 

トップテン  中二階   

参議院議員  山本一太 さ

ん   

 

次期リーダーのポジション

にいながら、いまひとつ影

がうすい自民党の有力者、

具体的には平沼赳夫前経

済産業相、古賀誠元幹事長、高村正彦元外相、麻生太

郎総務相のビミョーさを表現したことば。小泉首相が使

って脚光をあびたが、考案者は自民党若手で世代交代

の切り込み隊長、山本一太参院議員。実に言い得て

妙。 
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トップテン  って言うじゃない… ○○斬り！ …残

念！！   

波田陽区 さん   

 

って言うじゃない 

ギター侍こと波田陽区（本

名：波田晃）が、ギャグの転

調時にはさむ言葉。着流し

姿でギター一本を持ち現わ

れる波田は、物憂い目つき

で流行を取り上げ、ヨン様「って言うじゃない」と歌い、続

けて「残念!!」と切り返す。「ヨン様と結婚したら、名字が

ペだから、残念！」、と斬る。日テレ『エンタの神様』出

身。 

 

トップテン  負け犬   

 酒井順子 さん   

 

「30 代、非婚、子なし」を女

の“負け犬”と定義したコラ

ムニスト酒井順子のベストセ

ラー『負け犬の遠吠え』から

きている。映画『結婚しない

女』(アメリカ・1977 年)で輸入されたシングルズ・ウーマン

という生き方と、「エンゲージリングは給料の 3 カ月分」と

煽った玉姫殿が作り上げた 3 高結婚との、20 数年に及

ぶ対立への回答。松原惇子の『クロワッサン症候群』は

メディアを恨み、谷村志穂の『結婚しないかもしれない

症候群』はとまどい、林真理子の『花より結婚きびだん

ご』は決定的な本音とされたが、酒井は好んで「負け」ポ

ジションをとることによって安穏と結婚生活を送り、子な

しを批判する主婦をおとしめた。見事な戦略に、負けた

らどうしよう、と本気で悩む女性たちも。 

 

トップテン  冬ソナ   

チュサン役  萩原聖人 さ

ん   

ユジン役  田中美里 さん 

 

2002 年 1 月から 3 月に韓国

ＫＢＳテレビで放送された人

気ドラマ「冬のソナタ」は、日

本でも 03(平成 15)年 4 月からＮＨＫ‐ＢS2 で放映され、

好評を博した。そのため、04 年 4 月からはＮＨＫ総合テ

レビでも放映され、最高 15％の視聴率を記録した。純

愛物語や映像の美しさが中年女性層の強い支持を受

け、同年 6 月には日本経済新聞社が「ヒット商品番付」

西の大関に主演の「ヨン様」(ペ・ヨンジュン)を選定した。

ドラマ挿入歌は日本語に翻訳され、ドラマの舞台が韓国

観光の目的地になった。「ヨン様」が来日した際には、羽

田空港に 7000 人ものファンが押し寄せる騒ぎになるな

ど一種の社会現象となった。ペに加えて、イ・ビョンホン、

チャン・ドンゴン、ウォンビンは「四天王」と称され、「韓

流」の象徴的存在となった。 

 

１０大ニュース 

☆☆☆ 国 内 ☆☆☆ 

１位 潟中越地震  

 １０月２３日午後５時５６分ごろ、

新潟県中越地方を震源とするマ

グニチュード６・８の地震が発生、

川口町では震度７を観測した。小

千谷市や十日町市などでも相次

いで震度６強を観測。死者は４０

人に上り、負傷者も４０００人を超

えた。全半壊建物は約１万３０００棟。  

 得票率 92.69％  得票数 10,158   

  

２位 アテネ五輪メダルラッシュ  

  夏季五輪アテネ大会で、日

本選手団は金１６、銀９、銅１２

の計３７個と史上最多のメダル

を獲得し、日本中を大いにわ

かせた。     

得 票 率  85.32 ％   得 票 数 

9,350   

  

 

 

３位 プロ野球界大揺れ、５０年ぶり新球団   

 新球団参入問題で、日本プロ野球選手会が日本プロ

フェッショナル野球組織（ＮＰＢ）との交渉決裂で、９月１

８、１９の両日、史上初のストライキを決行。第２波ストは

回避された。     

得票率 72.06％  得票数 7,897   

   

４位 イチローが大リーグ年間最多安打記録更新   

 米大リーグ、シアトル・マリナー

ズのイチロー選手が１０月１日の

テキサス・レンジャーズ戦で、３安

打を放ち、大リーグのシーズン最

多安打記録（２５７本）を８４年ぶり

に塗り替えた。大リーグ挑戦４年

目の快挙達成で、最終戦までに

記録を「２６２」に伸ばした。 

得 票 率  68.07 ％   得 票 数 

7,460   

   

５位 小泉首相再訪朝、拉致被害者家族が帰国  

 日朝首脳会談が５月２２日、平

壌で行われた結果、拉致被害者

の蓮池さん夫妻と地村さん夫妻

の子供が帰国し、１年７か月ぶり

に父母との再会を果たした。     

得 票 率  61.63 ％   得 票 数 

6,754   

 

６位 陸上自衛隊本隊、イラク入り  

  陸上自衛隊の本隊第１陣が２

月８日、イラク南部サマワに到着

し、復興支援活動を本格化させ

た。復興支援は、給水、公共施
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設の補修工事の指導・監督、病院の技術指導が三本柱

で、航空自衛隊も輸送業務にあたっている。  

得票率 58.33％  得票数 6,392   

  

７位 過去最多の台風上陸で被害多発  

 今年、日本列島に上陸した台

風は１０個と、観測史上最多を記

録した。  

得 票 率  55.63 ％   得 票 数 

6,096   

  

８位 「冬のソナタ」など韓流ブーム  

  ＮＨＫで放送された韓国ＴＶド

ラマ「冬のソナタ」が人気を集め、

「韓流」ブームが吹き荒れた。  

 得 票 率  45.79 ％   得 票 数 

5,018   

  

９位 紀宮さま婚約内定  

  天皇家の長女紀宮さまが、東

京都職員の黒田慶樹さんと婚約

されることが内定。一般の結納に

あたる「納采（のうさい）の儀」を経

てご結婚となる。 

得 票 率  38.23 ％   得 票 数 

4,190   

  

10 位 相次ぐ振り込め（おれおれ）詐欺  

  身内や警察官を装う電話で、交通事故の示談金など

を名目に口座へ入金させる「おれおれ詐欺」が相次い

だ。手口が一層巧妙化し、被害総額は１―１０月で１５０

億円にも上った。  

 得票率 37.83％  得票数 4,146   

  

☆☆☆ 海 外 ☆☆☆ 

１位 アテネで１０８年ぶりに五輪開催  

  第２８回夏季五輪アテネ大会が８月１３日開幕し、史

上最多の２０２か国・地域から、約１万人の選手が２８競

技に参加した。紀元前７７６年から１２００年近く続いた古

代五輪を経て、１８９６年の第１回近代五輪大会以来、１

０８年ぶりの歴史的なギリシャ開催。古代五輪発祥地オ

リンピアのスタジアム遺跡で男女砲丸投げが行われ、故

事にのっとったマラソン競技が第１回大会と同じコース

で実施されるなど、五輪の過去と現在を結ぶユニークな

大会となった。  

 得票率 88.54％  得票数 5,346   

   

２位 米大統領にブッシュ氏再選  

  １１月２日投票の米大統領選は、共和党のジョージ・

ブッシュ大統領が民主党のジョン・ケリー上院議員を破

り再選を果たした。 

 得票率 87.68％  得票数 5,294   

   

３位 露・北オセチヤで学校占拠事件  

  ロシア南部の北オセチヤ共和国で９月１日、小都市

ベスランにある中等学校を武装集団３２人が襲撃。始業

式に臨んでいた児童、親、教師ら１１５０人以上を人質

にとった。露特殊部隊は３日、学校に突入、制圧した。

銃撃戦により、１７２人の子供を含む３３０人が死亡。一

昨年１０月のモスクワ劇場占拠事件を上回る大惨事とな

った。  

 得票率 75.60％  得票数 4,565   

   

４位 アラファトＰＬＯ議長死去  

  パレスチナ解放機構（ＰＬＯ）議長でパレスチナ自治

政府議長のヤセル・アラファト氏が１１月１１日、パリ郊外

の軍病院で死去した。７５歳。半世紀近くにわたり、パレ

スチナ民族解放闘争を率いた議長の死は、世界に衝撃

を与えた。 

 得票率 71.17％  得票数 4,297   

   

５位 鳥インフルエンザで死者相次ぐ  

  １月１３日、ベトナム・ハノイ地域で鳥インフルエンザ

ウイルス（Ｈ５Ｎ１型）に感染した３人の死亡確認が発表

されて以降、同国やタイで感染者の死亡が相次いだ。 

得票率 57.06％  得票数 3,445   

   

６位 スペインで列車爆破テロ  

  マドリードで３月１１日朝、通勤列車を狙った同時爆

破テロが発生し、約１９０人が死亡、１０００人以上が負傷

した。     

得票率 47.25％  得票数 2,853   

   

７位 イラクで外国人拉致相次ぐ  

  ４月８日、バグダッド近郊で武装勢力が韓国人牧師

一行を拘束。翌日、解放されたが、以降、日、米、伊、

仏人ら外国人拉致が相次ぎ、拉致被害者は１１月末ま

でに約３０か国の１５０人以上に上り、うち約３０人が殺害

された。     

得票率 42.71％  得票数 2,579   

   

８位 北朝鮮で貨物列車爆発  

  北朝鮮北西部・竜川（リョンチョン）で４月２２日、貨物

列車爆発事故が発生、１５０人以上が死亡、１３００人以

上が負傷した。     

得票率 33.77％  得票数 2,039   

   

９位 ＮＹ原油が史上最高値を更新   

 ニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場

は９月に初の１バレル＝５０ドルを突破、１０月２５日、同

５５．６７ドルの史上最高値を記録した。     

得票率 32.28％  得票数 1,949   

   

10 位 モスクワで地下鉄爆破テロ   

 モスクワの地下鉄内で２月６日朝、爆破テロが起き、３

９人が死亡、１３０人以上が負傷した。 

得票率 32.20％  得票数 1,944 

 


