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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 20 年元日 

全国 84 愛好会 本部理事一同 

 

 

流行語大賞 

「どげんかせんと」「ハニカミ王子」=「そ

んなの関係ねぇ!」も入選 

 今年１年の世相を反映した言葉を選ぶ「ユーキャン

新語・流行語大賞」（「現代用語の基礎知識」選）が３

日発表され、東国原英夫宮崎県知事（５０）のキャッ

チフレーズ「どげんかせんといかん」と、高校生ゴルフ

ァー石川遼選手（１６）のニックネーム「ハニカミ王子」

が大賞に選ばれた。 

 東国原知事は「この言葉がノミネートされたのは、日

本社会の地方間格差を如実に表している証左では

ないかと考えている」と分析。「宮崎県民が選んだこと

と思っているので感謝したい」と話した。 

 石川選手は「こんな賞を頂けるなんて思ってもいな

かった。これからも勉強とゴルフのどっちも頑張って

いきたい」と意気込んだ。 

 ほかに入選したのは、海水パンツ姿で人気を集め

た芸能人小島よしおさん（２７）のギャグ「そんなの関 

係ねぇ！」など。バラエティー番組などを通じて広まっ

たヘアメークアーティストのＩＫＫＯさん（４５）の口癖

「どんだけぇ～」も選ばれた。また、昨年は「メタボリッ

クシンドローム」が入選したが、今年は一転して「大食

い」がトップテン入りした。作家渡辺淳一さん（７４）の

著書名「鈍感力」も受賞。社会問題を反映した言葉で

は、社会保険庁のずさんな年金記録問題を反映した

「消えた年金」をはじめ、「ネットカフェ難民」「食品偽

装」が選ばれた。観測史上７４年ぶりに最高気温を更

新した「猛暑日」も入選した。  

-*～*-*～-* 大 賞 -～*-*～*- 

ハニカミ王子 男子プロゴルフツアーに 15 歳８カ月

の最年少記録で優勝した杉並学院高校１年の石川

遼選手の愛称。名付け親は優勝したマンシングウェ

アオープンＫＢＳカップでアナウンサーを務めた多賀

公人（瀬戸内海放送）。  

（宮崎を）どげんかせんといかん 東国原英夫・

宮崎県知事が県議会での所信表明で、「停滞のもと

となった古いしがらみからの解放が必要」と方言を交

えながら説いた。また、「テゲテゲ（いい加減）では地

域間競争に勝ち残れない」とも述べた。 

-*～*-*～-* トップテン *-～*-*～*- 



 2008 年 01 月 01 日 発行 第 06 号   通刊 256 号  毎月 1 日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                        Page２ 

大食い（メガ○○） カップ麺、プリン、アイスクリー

ム、ハンバーガーなど高カロリーな「メガ」サイズの食

品の発売が相次いだ。「メタボ対策など健康ブームへ

の反動」「たまにはお腹いっぱい食べたい」「景気回

復の証拠」の声も。 

（消えた）年金 5000 万件ともいわれる基礎年金番

号に統合されていない記録のこと。元経済誌記者の

調査能力を活かし、年金問題を徹底して追及してい

た“ミスター年金”長妻昭議員が国会で質問し、大きく

クローズアップされた。 

ミンチ偽装（偽装食肉） 北海道苫小牧市の食品

加工卸会社ミートホープによる「牛ミンチ」出荷問題。

ミート社の社長が「牛肉のトリミング(くず肉)に豚肉のト

リミングを合わせ、さらに鶏肉などを混入して牛ミンチ

と称して売った」と認めた。 

そんなの関係ねぇ サンミュージック企画に所属す

るお笑いタレント、小島よしおのギャグ。海パンだけを

身にまとい、軽快なリズムに乗せて自分を奮い立たせ

るように「でも、そんなの関係ねぇ！」と連呼する。 

鈍感力 渡辺淳一の同名の著書によって流行語化。

小さなことにあくせくしないで、ゆったりと生きているほ

うが最後に勝ち残ることができるの意味で、とかく社

会から排除される「鈍感」に積極的な意義づけをし

た。 

どんだけぇ～ 「どれほど～なのか、それほどでもな

いだろう」の意味。反語的に使われ嫌味、非難などが

含まれることが多い。これに返す言葉として「いかほど

～」が浸透しつつある？ 

ネットカフェ難民 働いてはいるものの、事情によ

りネットカフェに寝泊まりする人たちがネットカフェ難

民として報道された。日本複合カフェ協会では「難

民」という言葉の使用を控えることを求める緊急アピ

ールを発表した。 

猛暑日 １日の最高気温が35度以上の日を指す。最

近 10 年間に 35℃以上の日が大幅に増え、熱中症等、

暑さにともなう健康被害も目立ってきているため、気

象庁が新用語として導入した。07 年は多治見と熊谷

で 40.9 度を記録。 

 

０７年の世相を表す漢字は「偽」 

日本漢字能力検定協会が全国公募した「今年の漢

字」が 12 日、京都市東山区にある清水寺で発表され

た。2007 年「今年の漢字」は「偽」に決定。清水寺の

森清範貫主が「偽」を揮毫(きごう)し、清水寺「奥の

院」の本尊・千手観音菩薩に奉納する儀式が行われ

た。揮毫された「偽」は清水寺の本堂に置かれ、一般

に広く公開される。 

その年を表す漢字一字を選定する「今年の漢字」は

1995 年より開始。はがきや FAX、インターネット等で

11 月より募集し、毎年 12 月 12 日(漢字の日)に決定、

1 年を振り返るというもの。2007 年は全国から 9 万 816

通が集まった。 

2007 年の「今年の漢字」

は「偽」。同協会によると

偽(ギ・いつわる・にせ)は

(1)いつわる。だます。「偽

悪」「偽証」「偽善」(2)にせ。

にせもの。「偽作」「虚偽」

「真偽」(3)人のしわざ。作

為－を意味する漢字であ

る。応募者の理由によると、

食肉や野菜の産地偽装、加工食品の原材料偽装、

大手菓子メーカーやファーストフード店、名門の老舗

料亭の賞味期限改ざんなど身近な食品に次々と偽り

が発覚したことが「偽」が選ばれた最も大きな要因とさ

れている。 

たしかに、ミートホープの牛肉偽装発覚や、石屋製菓

「白い恋人」賞味期限改ざん、名物菓子「赤福」の 34

年間にわたる消費期限不正表示、船場吉兆による菓

子の偽装表示など、食品偽装の事件は枚挙にいとま

がないという感がある。このほかにも、耐震偽装問題

や人材派遣会社の偽装請負事件、英会話学校の偽

装など多くの業界に偽りが見つかったほか、相撲や

ボクシングなどスポーツ選手にも偽りが発覚。中国に

は有名キャラクターを模倣した「偽」遊園地が堂々と

開園していたことも理由に挙げられた。 

同協会は 2007 年を「身近な食品から政界、スポーツ

選手にまで次々と『偽』が発覚して、何を信じたらよい

か、わからなくなった 1 年」とした上で「来年は看板に

偽りなしの安心できる社会になってほしい」という願い

も「偽」には込められていると結論付けている。 

2 位以下の「食」「嘘」「疑」「謝」も 1 位の「偽」に関連し、

様々な分野で不祥事が発覚したことを受けたもの。6

位の「変」は「総理大臣が変わり、地球温暖化で気温

が変化。不祥事も事件も多くのものが変わった年」と

して選ばれた。また 7 位の「政」は「大臣の自殺、問題

発言、首相交代、政治家の不祥事など政治が乱れた

年」、8 位の「乱」は「食品業界、政界、スポーツ界、人

の心もすべてが乱れた年」、9 位の「暑」は「地球温暖

化が進み、記録的な猛暑が続いた年」、10 位の「心」

は「企業や正解の不祥事など人々の心が病んでいる

と思われた年」としてランクインしている。 

 

十大ニュース 

読売新聞社の２００７年「日本１０大ニュース」が決まり

ました。 

～*-*～*-*～-* 日本編 *-～*-*～*-*～ 

1 安倍首相が突然の退陣、後継に福田首相  

・安倍首相が９月１２日、退陣を表明した。夏の参院

選での与党大敗を受け内閣改造に踏み切ったが、

政権浮揚を果たせなかった。 
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2 「不二家」が洋菓子販売休止、老舗「赤福」

など偽装相次ぐ  

・大手菓子メーカー「不二家」は１月１１日、埼玉工場

で消費期限を過ぎた牛乳を使ったシュークリームを

製造、出荷していたとして、洋菓子販売休止を発表し

た。 

3 「年金記録漏れ」５０００万件判明  

・厚生年金と国民年金の保険料で、誰が納めたのか

がわからない記録が約５０００万件あることが４月３日、

社会保険庁の調査でわかった。 

4 参院選で自民歴史的惨敗、民主第１党に、与

党は過半数割れ  

・第２１回参院選が７月２９日に投開票された。自民党

は焦点の２９ある１人区で相次いで敗れ、改選６４議

席を大きく下回る３７議席の獲得にとどまった。 

5 守屋前防衛次官逮捕、ゴルフ接待３８９万円

収賄容疑  

・東京地検特捜部は１１月２８日、守屋武昌・前防衛

次官を収賄容疑で逮捕した。 

6 新潟県中越沖地震、死者１５人  

・７月１６日午前、新潟県上中越沖を震源とするマグ

ニチュード６・８の新潟県中越沖地震が起き、柏崎市

などで震度６強を観測。 

7 松岡農相自殺、「政治とカネ」後絶たず  

・松岡利勝農相が５月２８日、東京都内の議員宿舎で

首をつって自殺した。現職閣僚の自殺は戦後初め

て。 

8 宮崎知事にそのまんま東氏  

・官製談合事件で起訴された前知事の辞職に伴う宮

崎県知事選が１月２１日に投開票された。元タレント

のそのまんま東（東国原英夫）氏が、前林野庁長官

や自民、公明両党が推薦する元経済産業省課長ら

を破り初当選した。 

9 横綱朝青龍に２場所出場停止  

・日本相撲協会は８月１日、けがを理由に夏巡業休

場を届け出ながら、母国モンゴルでサッカーに興じた

横綱朝青龍を２場所出場停止と減俸３０％４か月など

の処分とした。 

10 民営郵政スタート  

・日本郵政公社が１０月１日、政府出資の株式会社

「日本郵政グループ」に生まれ変わり、民営郵政がス

タートした。 

番外 散弾銃乱射２人死亡  

・長崎県佐世保市のスポーツクラブで１２月１４日夜、

男が散弾銃を乱射し、施設内にいた男性と女性従業

員が死亡、女児ら６人が重軽傷を負った。男は車で

逃走し１５日朝、市内の教会の敷地内で死んでいる

のが見つかった。銃で自殺したと見られる 

～*-*～*-*～-* 海外編 *-～*-*～*-*～ 

1 ミャンマーで反政府デモ、日本人映像ジャー

ナリスト死亡  

・ミャンマー軍事政権は９月２６日、燃料費の大幅値

上げに端を発した反政府デモを続ける僧侶や市民

への武力制圧に踏み切り、数日間で約３０００人を拘

束した。２７日には最大都市ヤンゴンで取材中の映像

ジャーナリスト、長井健司さんが射殺された。 

2 ニューヨーク原油、最高値９９．２９ドル記

録  

・ニューヨーク商業取引所の原油先物相場で１１月２

０日、国際的な指標であるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）

の価格が一時、１バレル＝９９・２９ドルの史上最高値

を記録し、１バレル＝１００ドルの大台に迫った。 

3 中国産品から有毒物質、安全性に不安高まる  

・米国で３月、使用禁止物質を含む中国産原料を使っ

たペットフードを食べたペットの死が相次いだ。さらに中

国産の野菜や魚介類、化粧品、おもちゃなどから有害

物質が検出された。 

4 サブプライム問題で米経済失速  

・米国で３月、使用禁止物質を含む中国産原料を使

ったペットフードを食べたペットの死が相次いだ。さら

に中国産の野菜や魚介類、化粧品、おもちゃなどか

ら有害物質が検出された。 

5 米大学銃乱射で３２人死亡  

・米バージニア州立バージニア工科大学で４月１６日、

２３歳の在米韓国人男子学生が銃を乱射し、学生、

教職員３２人が死亡した。犯人の男子学生も自殺した。

学校で発生した銃撃事件としては米史上で最悪とな

る３３人もの死者が出た。 

6 北の核「無能力化」に向け共同文書採択  

・北朝鮮の核問題を巡る６か国協議は２月１３日、北

朝鮮の核放棄に向けた「初期段階の措置」として、寧

辺（ヨンビョン）の核施設を停止・封印し、他の５か国

が見返りのエネルギー支援などを行うことを盛り込ん

だ共同文書を採択した。 

7 スマトラ島地震で８０人超死亡  

・インドネシア・スマトラ島中西部で３月６日、マグニチ

ュード６クラスの強い地震が相次いで発生し、８０人以

上が死亡、多くの建物が倒壊した。２００４年に死者１

０万人超の大地震が起き、国際社会の支援も得て対

策に取り組んだが、不十分な点も指摘されていた。 

8 仏大統領にサルコジ氏  

・フランス大統領選の決選投票が５月６日に行われ、

保守与党・民衆運動連合総裁のニコラ・サルコジ氏

が当選した。当選後には訪米し、イラク問題で疎遠と

なっていた米国との関係を修復したほか、リビアのカ

ダフィ大佐と会談するなど外交面でアピールした。 

9 ノーベル平和賞にゴア前米副大統領ら  

・ノーベル賞委員会は１０月１２日、ノーベル平和賞を

ゴア前米副大統領と国連組織「気候変動に関する政

府間パネル（ＩＰＣＣ）」に授与すると発表した。ゴア氏
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は地球温暖化対策で米中両国の取り組みを名指し

で批判して注目されるなど、精力的な活動を続けた。 

10 タリバンが韓国人２３人誘拐、牧師ら２人

殺害 

・アフガニスタン南部ガズニ州で７月１９日、韓国人教

会関係者らボランティア２３人がアフガン旧支配勢力

タリバンに誘拐され、男性２人が殺害された。他の２１

人は８月末までに解放された。韓国内では行動が準

備不足で軽率だったなどとして議論が起こった。 
 

2007 年の流行語 

米辞書大手が選ぶ 2007 年流行語大賞は

「w00t（やった!）」 

米 国 の 英 語 辞 書 大 手 メ リ ア ム ・ ウ ェ ブ ス タ ー

（Merriam-Webster）は12日、「2007年の流行語」の1

位は「w00t」だと発表した。 

 同社ウェブサイトのユーザーによく使う単語を投票

してもらった結果、オンラインゲーム愛好家たちがよく

使用する単語「w00t」が見事本年の 1 位に輝いた。何

かを勝ち取ったとき、あるいは全く理由もない場合の

喜びを表わす感嘆詞で、「yay（やった）」に似た意味

だという。「w00t！コンテストで優勝したよ」などのよう

に使う。アルファベットの「o（オー）」の代わりに数字の

「0（ゼロ）」を使用している。オンラインゲームで「We 

owned the other team（敵を征服した）」を意味する頭

字語だとも考えられている。 

 メリアム・ウェブスターによると、「w00t」は辞書に載

っていないが、2007 年の流行語に選ばれたことで、

辞書に掲載される可能性は「やや高まった」という。 

「w00t」は、オンラインゲームのフォーラムでよく使用

される独特の表現の 1 つ。オンラインゲームの愛好家

は、例えばアルファベットの「E」を数字の「3」で、「A」

を「4」で代用するなど、独自の表記を使う傾向があ

る。 

 2 位にランクインしたのは、有名なソーシャルネットワ

ーキングサービス（SNS）「フェースブック（Facebook）」

を動詞化した「facebook」だ。ウェブサイトの自己紹

介ページに写真や、さまざまな情報を掲示することを

意味する非公式な表現。 

 このほか、まだあまり浸透していない「blamestorm」

「 sardoodledom 」 な ど が ト ッ プ 10 入 り し た 。

「blamestorm」は、締め切りに間に合わなかった理由

や、プロジェクトが失敗した理由、誰の責任なのかな

どを、集まって議論するという意味。「sardoodledom」

は、英国人劇作家ジョージ・バーナード・ショー

（George B. Shaw）がフランス人劇作家のビクトリアン・

サルドウ（Victorien Sardou）を批評したことに由来し、

ドラマのわざとらしいプロットやステレオタイプな登場

人物などを意味する。 

落とし物ネットで検索可能に 

落とし物や忘れ物はネットから検索が可能

に、改正遺失物法が施行 

 落とし物の早期の発見と返還について定めた遺失

物法が改正され、１２月１０日に施行された。６カ月間

だった拾得物の保管期間を３カ月に短縮するほか、

落とし物情報をインターネットで公表するなど約半世

紀ぶりの大改正。県警ではリーフレットなどを配布し、

周知を図っている。 

 県警会計課によると、０６年に県内の各警察署など

へ、拾得物として現金計約１億８４４０万円、物品約１

１万４５８０件が届けられた。物品ではキャッシュカード

などの証明書類や傘などが多数を占める。現金２９０

万円やイグアナ、位はいなどもあった。現金の約７割

が落とし主に戻る一方で、物品は約４割にとどまって

いる。 

 ＪＲや名鉄など公共交通機関を管内に持つ岐阜中、

大垣、多治見署などは毎週、駅からの大量の拾得物

が届けられ、専用倉庫で保管している。「傘を取りに

来る人はめったにいない。また持ち主が現れるのは、

ほとんどが３カ月以内」（同課）が現状だ。 

 ◇保管の期間も３カ月に短縮 

 改正法では、落とし物の保管を３カ月に短縮する。

また、傘や衣類など安価な上に大量に届けられるた

め保管費用がかかる物は、持ち主が２週間以内に現

れない場合、売却可能になる。携帯電話やカード類

などは、個人情報保護の観点から、落とし主が見つ

からない場合は即廃棄される。 

 県警は、ホームページに拾得物情報を随時公表し、

日時や場所なども記載され、検索が可能になる。同

課は「他都道府県で物を落とした場合でも問い合わ

せが容易になる」と期待する。 

 だがホームページでの公表は、「落とし主」を名乗る

人が複数現れ混乱する可能性もある。同課は「落とし

物の金額や特徴などの詳細は公表せず、特徴を知

っている持ち主へ確実に返したい」と話している。 

 

ＥＬトレンド指数 

今年の注目キーワード 10 

1）洞爺湖サミット 2）大統領選挙 3）総選挙 

4）排出量取引 5）原料高 6）レアメタ

7）ＮＧＮ(次世代ネットワーク)*1 8）北京五輪

9）ワーク・ライフ・バランス*2 10）再生医療

*1 インターネットをはじめ、回線や速度など多様であったすべ

ての通信データの出入り口を、インターネット・プロトコル（ＩＰ）

を主軸とした 通信インフラを構築し、シンプルな次世代ネット

ワーク構造にしたものを指す 

*2 仕事と生活の調和された働き方、生き方のことを指す。 

 


