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E-mail はシンプルに
E-mail の書き方は手紙よりも簡単です。
不必要なレトリックはすべて排除して、
本当に伝えたいことのエッセンスだけを簡

To:************
Subject: Introducing Myself
Cc:
Bcc:

潔な文章で書く。それがE-mail ですから。
まず、基本的なことですけど、英文の

Mike,

1 行は60 字程度が一番いい、とされてい
ます。
それと、メッセージは1 ページに収まるホ
ントに端的なものがいいみたい。これは 、
毎日 E-mail 攻めにあってる相手にも、興
味を示してもらって最後まで読んでもらう
ための条件ってことでしょう。
では、試しに、わたしの自己紹介をEmail 風に書いてみましょう。receiver は
仮に、O.J.シンプソン裁判に詳しい弁護
士のマイク、としておきますね。

I'm interested in communicating
with you. My name is Marie
Nishimori.
I was a TV news
anchor-person for 5 years till
last July.
Now I work as a
radio/magazine reporter stationed in Holland. I cover both
politics and showbiz, but not
business nor sports.
I'm hooked on the O.J. trial.
Will you please tell me why the
defense cannot use Mark Furhman's
psychiatric file?
Bye,
Marie

be stationed in ... は「〜に駐在してい
る」、cover は「取材する」、be hooked
on ... は「〜に夢中、〜中毒」という意味

【訳】あなたとコミュニケイトしたいと思って

です。

います。私の名前は西森マリー。去年の7 月
まで、テレビのニュースキャスターを5 年間や
っていました。今はラジオ／雑誌のリポーター
としてオランダに駐在しています。私の取材対
象は政治とショウビジネスで、 経済とスポー
ツはやりません。

日本語の対訳を見る限り、何の美辞麗
句も季節の挨拶もなくて、あまりにそっ
けなく

相手に失礼なのでは？ と思わ

れるかもしれませんが、そんなことは全然
ありません。この際、日本語の手紙の礼

O.J.裁判の中毒です。被告側がどうしてマー

儀はキッパリ忘れてください。
何回もしつこいようですが、E-mail は

ク・ファーマンの精神分析の記録を使えない
のか教えてください。
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自己紹介をE-Mail で
わたしの職業はあまりに突拍子もない
ものなので、みなさんが自己紹介する場
合の参考にならないと思いますので、次
に、ひな型になりそうな自己紹介文の本
文を書いてみましょう。

I'm Yasuo Takano, a thirtysomething accountant, male,
not-yet married. My favorite
pastime is playing Nintendo.
I also like playing the guitar.
I live in a suburb of Tokyo with
two dogs and a cat.
My greatest concern these days
is the habitat preservation.

でも、コンピュータ・デートをしたい方

んが、フォーラムなどに参加する、という

には、年齢、性別が必要な情報かもしれ

場合は、特定の人物に対しての呼び掛け

ないので、その時こそ上記の

ができないので、Greetings,で始めること

書き方

をお役立てください。
not-yet married は文字通り「まだ結婚

一昔前の手紙だと、不特定多数に宛て

していない」ということなので、「そのう

る呼び掛けはDear Sirs,とか、Ladies and

ち結婚したい」というニュアンスをメタ・

Gentlemen という硬い表現が一般的でし

メッセージとして伝えることができる、ち

たが、E-mail では男女を区別するなんて

ょっとトリッキーな表現です。

ナンセンス！

単に事実として「結婚していない」と

性、まだ結婚していません。一番好きな娯
楽はニンテンドーのゲーム。ギターを弾くの
も好きです。東京の郊外に犬 2 匹、ネコ1
匹と一緒に住んでいます。

わたしの自己紹介文はアメリカ人に宛

いう現状を伝える場合は、single とお書

てたもの、という仮定で書いているので、

きください。

be hooked on ... というアメリカのスラン

就職のための履歴書ではないので、家

グを使っていますが、相手が英語を母国

族構成を書く必要はさらさらありません

語としない人の場合はスラングの使用は

が、 相手とより親密な関係を築くために

避けて、I've been following the O.J. trial

自分が結婚してるかどうかを明らかにした

「O.J 裁判をフォローしている」などと書

い場合は、married「結婚してる」、married with two children「結婚して子供が

【訳】僕は高野康夫、30 代の会計士で、男

をおススメします。

き換えましょう。
相手に何かリクエストをするときは、

2 人いる」、single「独身」、divorced

Will you please ...?という形で、ハッキリ

「離婚した」などを状況に応じてお使いく

とお願いをしたほうが分かりやすいでしょ

ださい。同じ境遇の人とお友達になれる

う。これをI want you to ... とすると、I を

かもしれませんよね。

何度も使うことを避けられないばかりか、
感情を伝えにくいスクリーンの上では威圧

今の一番の関心事は野生動物が生息する環

ちょっとした工夫でメールに変化を
My favorite pastime is ... は「私の一番

境の保護です。

的に響いてしまう危険もあります。
最後の挨拶ですが、 挨拶

に凝る礼

好きな娯楽は〜です」という意味ですが、

儀正しい日本人の目にはBye なんてあま

もちろんMy hobby is ...やMy hobbies are

りに失礼だと映るかもしれませんが、早さ

thirty-something は「30 いくつの、30

... でも大丈夫です。I like ... でもかまいま

が勝負のE-mail ではこれで十分です。従

代の」という意味。はっきり年齢を言う

せんが、前後の文がすべてI で始まってい

来の手紙みたいにSincerely yours なんて

必要がないときに、この**-something は

るので、マンネリを避けるためにこういう

まどろっこしい挨拶は、スペースと時間の

便利です。

表現を使ってみました。

無駄遣いですから。

「15 歳の高校生」はa 15 year-old high

E-mail はコミュニケイトをする場ですの

school student、「26 歳の数学教師」は a

で、今自分が一番興味のあることを、パ

26 year-old math teacher、
「38 歳のサラ

ラグラフを変えて独立した1 つの文章にす

リーマン」ならa 38 year-old office work-

ると、あなたの関心事をより鮮明に相手

er です。

に伝えることができます。

「〜歳の」は、このようにyear-old と

My greatest concern is ... は、I'm real-

ハイフンでつなぐと次にくる名詞を修飾す

ly interested in ... と同じ意味ですが、I を

る形容詞として使うことができるので、I

多用することを避けるためにこの表現を使

am a teacher and I'm 26 years old とI'm を

ってみました。

繰り返して使わなくても済むんですよね。
male「男性」、female「女性」を付け

フレンドリーさが第一

加えるのは、外国人には日本人のファー

ハナシが前後しちゃいますけど、もう一

スト・ネームから男女の区別をつけること

度わたしの自己紹介を例に、他の注意事

が不可能だからです。

項をチェックしましょう。

ただ、PC のスクリーンを 人種、宗

まず、出だし。フレンドリーな雰囲気

教、年齢、性別から解放された純粋な知

を出すために、たとえ初めてE-mail を出

的生命体同士の交信の場 と定義するほ

す相手に対してもファースト・ネームで呼

うが妥当なので、年齢や性別は明らかに

び掛けることをおススメします。

する必要はないんですよね。

では、 また来 月 お会 いしましょう。
Bye!

E-mail とは直接関係ないかもしれませ
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西森マリー（Marie Nishimori）
CNN モーニングのニュースキャスターを5 年
務めた後、オランダに移住。
著書に『あの映画をもう一度見るときに役立
つ本』
（ジャパン タイムズ刊）などがある。
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