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はじめに

　ユーモア学の研究者のあいだでは、「笑いは敵を作らず」と言わ

れています。人は自分を笑わせてくれる人に対して敵意を持たない

からです。相手を笑わせることによって、相手を味方につけ、お互

いに好意を持ち、友好関係を築くことができます。その意味でも、

異文化コミュニケーションにおいて、ユーモアやジョークのスキル

は大変重要です。言語や文化にギャップがあると、衝突が起こりや

すいからです。グローバル化が進む現代社会において、国際言語で

ある英語でコミュニケーションをとる際に、これからはますます

ユーモア力や笑いが必要になってきます。

　それは分かっていても、どのようなジョークを英語で言えば相手

にとって面白く、自分にとっても面白くて適切なのか、なかなか難

しいところだと思います。自分ではつまらないと思いながら、どこ

かで覚えたアメリカン・ジョークを言っても自分らしくなくて不自

然だ、と感じる人が増えています。言語も文化もアイデンティティ

です。自分らしさを失ってしまっては、コミュニケーションをとる

ことの意味さえありません。

　本当は、自分自身の失敗談や面白エピソードを話すことがいちば

んのユーモア溢れるコミュニケーションです。世界でも、そういっ

たオリジナルの話のほうがウケがいいようです。本書はその前段階

の練習として使っていただければ、と思います。

　本書では、様々なテーマを切り口にしてジョークや笑い話を英語

と日本語で紹介しています。数ある中でも、世界の誰もが面白いと

思える普遍的なジョークに限りなく近いものを集めています。これ
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は面白い、使えそうだ、と思えるものは是非お試しください。何度

も同じジョークを別の人に言っているうちに、語り口もどんどん上

手になって、やがて自分のものになっていきます。

　英語に関して、単語やフレーズの解説はありません。前後の文脈

から、カンを働かせて意味を考えながらドンドン読んでください。

そうしてオチで笑えたら、ホントに気持ちいいものです。

　話の流れの良さを重視しているので、語り口として英語と日本語

で時制が異なっているものもあります。話によっては、英語では現

在形でジョークを語ると〈臨場感〉が出ることがあります。

　楽しい読み物であると同時に、本書によってコミュニケーショ

ン・ツールとしてのユーモアの役割をご理解いただき、より平穏な

関係が友人、夫婦、親子、兄弟、職場、社会、国家、民族、そして

男女のあいだに構築できることを心より祈っています。

Laugh & Peace

2016年夏

大島 希巳江

＊[本書は、読売新聞の英字紙 The Japan News の連載コラム‘No Laughing Matter’
（2013年4月から2016年3月）に掲載されたものをまとめ、加筆・修正したものです]
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　ユーモアを発信するのは主に30代から50代の男性で、最も笑う
のは10代後半から20代前半の女性である、と言われます。社会と
の関わりが最も深いミドルエイジの男性がユーモアの発信者となる
のは、ストレスも多く、政治、社会、職場、人間関係、恋愛、など
様々な場面でユーモアの材料となるものに多く接しているためとさ
れています。コメディアンやお笑い芸人に男性のほうが多い理由の
一つです。
　女性は男性より30％多く笑うという調査結果がありますが、特
に若い女性は経験の少なさから意外性に対してよく笑う傾向があり
ます。そしてもう一つ、男性が女性を笑わせる理由は〈好かれる〉
ためです。笑いには相手に好意を持たせる効果があり、女性は自分
を笑わせてくれる人を好きになる傾向があります。それを本能的に
知っている男性は、気になる女性を笑わせようとするのですね。
　しかし、男女はお互いに理解し合えない、ということも多く、そ
れをネタにしたジョークがたくさん存在します。

Yesterday, scientists in the States revealed that beer contains 

small traces of female hormones. To prove their theory, they 

笑う女と
笑わせる男 ①
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笑う女と笑わせる男

fed one hundred men twelve cans of beer each and observed 

that 100% of them started talking nonsense and couldn’t 

drive.

アメリカの科学者たちによって昨日、ビールには微量の女性ホルモンが

含まれていることが明らかになった。これを立証するため、100人の男

性にビール12缶ずつを飲ませて観察したところ、100％の確率でワケの

分からないことをしゃべり出し、運転ができなくなることが分かった。

　男性にとっては、なぜ女性があんなにしゃべり、運転が下手な
のか、理解できないといったところでしょう。人類史上最も古い
ジョーク、つまり最初のジョークは男女に関するものであり、世
界で最も数が多いのも男女に関するジョークであると言われていま
す。それだけ、お互いに関心がありつつも、円滑な関係を保つのは
難しいのです。男女の違いをアダムとイブの創られ方に答えを求め
るジョークもいくつかあります。

Months pass after God created Eve for Adam. God asks 

Adam, “How is your woman?” Adam replies back, “God, she 

is nice and beautiful. She is great, except… why did you make 

her so stupid and ignorant?” God replies back to Adam, “So 

she would love you.”

神様がアダムのためにイブを創ってから数か月後。神様がアダムに聞

きました。「女性はどうかね？」。アダム「神様、彼女はとてもステキ

で美しい。素晴らしいのですが…なぜあんなにおバカで無知にお創りに

なったのですか？」。神様「そうすれば、お前のことを愛するだろうと

思って。
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　男女のコミュニケーションは、外国人同士のコミュニケーション
よりも難しいとさえ言われます。そもそも、男女では会話の目的が
異なるのです。一般的に、男性が口を開くのは、何かを伝える、尋
ねる、話し合って決めるときです。女性は違います。会話をする、
もしくは続けるということ自体が目的となって会話をします。話に
行きつくところはなく、おしゃべりをしているという状態を保つた
めにしゃべるのです。女性にとっては無駄なことではなく、人間関
係を構築し、維持するのに重要な行為です。この違いがあるため、
男性は無駄に思える女性のおしゃべりについていけない、と考える
のです。
　そんな男女差もよくジョークのネタになります。

A guy sits down at the bar and orders drink after drink rapidly. 

“Is everything okay?” the bartender asks. “My wife and I got 
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笑う女と笑わせる男

into a fi ght and she said she isn’t talking to me for a month!” 

Th e bartender says, “Well, maybe that’s kind of a good thing. 

You know, a little peace and quiet?” “Yeah. But today is the 

last day.”

男がバーで次々に飲み物を頼んでいる。「大丈夫ですか？」とバーテ

ンダーが聞くと、男は、「かみさんとケンカしちゃってね。１か月間、

オレとは口をきかないって言うんだよ」。バーテンダー「まあ、それは

ちょっといいことかもしれませんね。ほら、静かで平和でしょう？」。

男「ああ。それも今日が最後だ」。

　世に男女間のトラブルは尽きません。何しろ、地球上の誰よりも
文化がかけ離れている同士なのですから。残念ながら、男女のコ
ミュニケーションにこれというユニバーサルな解決策はありませ
ん。お互いを火星人、金星人だと思うほうが気楽かもしれません。
だからこそ、こうしたジョークで笑い飛ばすのでしょう。
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　英語のジョークは社会を映す鏡だと言われています。たとえば、
最近は高齢化社会を表現したジョークが多い気がします。

Th ree sisters, aged 92, 94, and 96, live together. One night 

the 96-year-old draws a bath. She puts one foot in and pauses. 

“Was I getting in the tub or out?” she yells. Th e 94-year-old 

hollers back, “I don’t know, I’ll come up to see.” She starts up 

the stairs and stops. She shouts, “Was I going up or going 

down?” Th e 92-year-old is sitting at the kitchen table having 

tea, shakes her head and says, “I sure hope I never get that 

forgetful,” and knocks on wood for good measure. Th en she 

yells, “I’ll come up and help both of you as soon as I see who’s 

at the door.”

92歳、94歳、96歳の姉妹が一緒に住んでいた。ある晩、96歳の長女が

風呂に入ろうと片足を入れたところで叫んだ。「あたしは風呂に入ろう

としてたんだっけ、出ようとしてたんだっけ？」。94歳の次女が「分か

らないわ。今行くから待って」とどなり返し、階段を上がろうとしたと

ころ、「あたしは階段を上がろうとしてたんだっけ、降りようとしてた

時代を表わす
ジョーク ②
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時代を表わすジョーク

んだっけ？」と大声を上げた。食卓でお茶を飲んでいた92歳の三女は、

首を振りながら「あんなに忘れっぽくはなりたくないわねえ」と言い、

厄除けに食卓をコンコンと叩いて立ち上がった。「今二人とも助けに行

くから。…玄関に誰が来たのか確認してからね」。

 “knock on wood”は、悪いことが起きないように木を叩いて魔
よけをすることから、「幸運を祈る」という意味の熟語にもなって
います。ここでは、姉たちのように物忘れがひどくなりたくないと
思った三女が木のテーブルを叩いたわけですが、それを忘れ、「誰
かがドアをノックしている」と勘違いしたのです。
　最近はパソコンを扱えないと仕事にならない社会ですが、それに
ついていけない社員やまたその上司が苦労するという現象もジョー
クで表現されます。

During a recent password audit by a company, it was found 

that an employee was using the following password: “Mick

eyMinniePlutoHueyLouieDeweyDonaldGoofySacramen

to.” When her boss asked why she had such a long password, 

she rolled her eyes and said: “Hello! It has to be at least 8 

characters long and include at least one capital.”

ある会社で最近パスワードの検査をしたとき、従業員の一人が、Mick

eyMinniePlutoHueyLouieDeweyDonaldGoofySacramentoという、

とても長いパスワードを使っていることが分かりました。上司がなぜそ

のようなパスワードを使っているのか問いただすと、彼女は目を丸くし

て、「あら！ だって、パスワードって最低8個のキャラクターと首都を

1つ含んでなきゃいけないんでしょ」。
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　「文字」の意味のcharacterと、アニメなどの「キャラクター」
を取り違えた上に、「大文字」の意味のcapitalを「首都（州
都）」とカン違いしたというワケです。
　「社会の鏡」の代表格と言えば風刺ジョークです。風刺は庶民の
不満のはけ口として大いに役立つと同時に、歴史記録としての機能
もあります。たとえば、米国と旧ソ連の冷戦時代には多くのジョー
クが語られ、当時の両国の関係や緊張感を現代に伝えてくれる良い
材料になっています。
　
A young man working at a TV factory in the Soviet Union 

said to a friend one day. “I’m so broke, I can’t even buy a TV 

set even though I work at a TV factory.” His friend said, “You 

should take different parts of a TV home every day. Then 

you can build a TV at home.” The young man thought it 
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was a good idea, so he started taking parts from the factory. 

About a month later, he gathered all the parts. He put all the 

parts together and built a machine gun instead of a TV.

ソ連のテレビ工場で働く青年が、ある日友人に言った。「テレビ工場

で働いているのに、お金がなくてテレビも買えないんだ」。すると友人

は提案した。「毎日違う部品を一つずつ持ち帰ればいい。そうすれば家

でテレビが組み立てられるじゃないか」。それは良い考えだと、青年は

工場から部品を持ち帰るようにした。1か月後、すべての部品がそろっ

た。青年が自宅で部品を組み立ててみると、テレビではなく機関銃が出

来上がった。

　日本では、現代川柳やサラリーマン川柳も「社会の鏡」としての
役割を持っていると思います。上司に不満のある部下、できの悪い
部下を持つ上司、孫のハイテクの話についていけない祖父母、昔よ
りも生意気な子供、若づくりに夢中の母親――そんな社会現象をず
ばり表わしたものが多いですね。




