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A Little on Diversityダイバーシティ（多様性）～少し真剣な英語の流行語～

Diversity多样性

近年「ダイバーシティ（diversity）」という言葉
は流行語と呼べるほどアメリカのメディアやビ
ジネスシーンに頻出しています。「ダイバーシテ
ィ」という言葉は日本語にすると「多様性」であ
り、特に「人の多様性」を指すことが多いです。人
はそれぞれ相違点を持っており、例えば、性別や
人種といった生まれつきのものや、生活や仕事の
経験、価値観といった後天的なものもあります。
ダイバーシティというのは、それらの違いを認
め、受け入れ、尊重することです。
アメリカでは、創造性と全面的なサービスを目
指し、男女の均等採用に取り組み、人種や民族な
どのマイノリティ（少数者）を受け入れ、多様性を
活かそうとしている企業が多く、日本でも同じく
ダイバーシティに力を入れている企業が増えて
きています。ダイバーシティを高めることによ
り、グループの視点が広まり、見えなかった問題
点や新たなニーズを認識し、対応できるようにな
ります。
私は日本に来てからたくさんの方に出会い、

「十人十色」という日本語のことわざのように、そ
れぞれの違いを持っている友達ができました。そ
のおかげで新しい発見のある毎日を楽しく過ご
しています。木津川市も住人十色！

Diversity, specifically diversity of people, has 
been a buzzword in American media and the 
business scene these years. Diversity, to put it 
simply, is the state of having different forms and 
types. There are things that make us all different. 
Some of them inherent, such as gender, race, and 
ethnicity; some can be acquired, such as values, 
life and work experience. To embrace diversity is 
to accept, respect, and include these differences.
In business,  diversi ty  can br ing more 

perspectives, tackle problems unseen, and 
address new needs. In the US, many employers 
have been emphasizing diversity in the workforce 
to promote creativity and a more comprehensive 
point of view. Equal opportunity for men and 
women, increasing visibility of racial, ethnic, and 
other minorities, are some ways that employers 
have implemented for diversity. More companies 
in Japan are taking similar steps. 
There is a Japanese idiom on diversity, 十人十

色( junintoiro), usually translated as “so many 
men so many minds.” After coming to Japan, just 
like the idiom, I got to know people with diverse 
backgrounds and personalities. Because of 
diversity, every day is a full with excitement and 
fun to me. Kizuga-ONE LOVE !

多样性（diversity）这几年在美国媒体与商界
是个几乎可以说是流行语的常见词汇。简单的说，
diversity指的就是每个人不同。人们的不同之处有
些是如性别、人种等先天的不同，有些是如人生与
工作经验、价值观等后天的不同。而多样性是尊重、
接受、包容这些不同。
在商界，多样性可以带来更广阔的视野，看见新
问题，并应付新需求。在美国，许多企业雇主开始重
视推广多样性，以提高创造力，发展更完善的观点。
方法包括，性别平等雇用，增加少数人种及民族等
少数族群。许多日本的企业主也开始类似的方案。
如日本谚语“十人十色”所说的，每个人都有不
同。来到日本后，我遇见许多人也结交到许多不同
背景与爱好的朋友。因为不同，每天都有有趣的新
发现。

ブライアンのランゲージ・コーナー
第10回
今回はアメリカの若者がよく使

う流行語を2つ紹介したいと思いま
す。まずは去年から流行り出した「basic」と
いう言葉です。元の意味は「ベーシック」、つ
まり「基礎の」ですが、スラングの意味では、
日本語の「ミーハー」と同じく「流行りもの好
き」という意味となります。
もう1つは「bae（ベー）」という「before 
anyone else （誰よりも大切）」の略語です。
基本的に「baby（ベイビー）」や「honey（ハ
ニー）」と同じく、恋人や親しい友達を呼ぶ言
葉です。使ってみてくださいね。

アメリカの若者の流行語

マンスＬＥＥ・ＢＲＩＡＮ
リ ー ・ ブ ラ イ ア ン第2代

国際交流
員コラム

プロフィール　BRIAN LEE（リー・ブライアン）
26歳　アメリカ（ロサンゼルス）出身
言語：英語、中国語、日本語、台湾（福建）語
趣味：音楽、ホラーゲーム、バレーボール ダイバーシティブライアンズズ


