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  最近、アルファベットの略語が氾濫していて、意味がよくわからないとお嘆きの方はいらっしゃい

ませんか？ 英語のままだと長くなるし、日本語に訳すと堅苦しくてよけいに覚え辛いし、よく似た配

列の言葉が多くて混同してしまいますね。今回は、紛らわしいけど意味は全く違う英文略語をいろいろ

集めてみました。 

 

１．意味を調べるなら参考図書（辞典・事典など） 
  

 

『現代用語の基礎知識 2017』 自由国民社 2017 年１月 （Ｒ031） 

   新しい時事用語なら年度版で調べるのがお勧め。巻末のＡＢＣ順索引を使えば、略語を探 

すのも簡単。 

例えば、2016年の流行語“ＰＰＡＰ”=Pen-Pineapple-Apple-Pen については、「流行観 

測」というコーナーで「パンチパーマでサングラスのイカツイ男が中毒性の高いフレーズ 

を歌う動画」（p.79）と紹介されている。 

また、2017年にトランプ新大統領が離脱を表明した“ＴＰＰ”についても、言葉の紹介だ 

けでなく、国際経済や外交政策等いろいろな頁で取り上げている。（p.403.451.548etc） 

 

『大きな活字のヴィスタ英和辞典』 三省堂 1998年 9月 （Ｒ833.3） 

    なにはともあれ、英語の辞書で調べてみれば、大概の略語は載っている。この辞書の面白

いところは、ただ単語の意味が並べてあるだけでなく、学習に役立つフォーラム欄がある

こと。例えば、“Ａ.Ｍ.”と“Ｐ.Ｍ．”といえば、『午前』『午後』を表す略語だとい

うのは周知の事実だが、語源はラテン語の ante(=before),meri(=mid),diem(=day)つまり

before midday，before noon と、post(=after),meri(mid),diem(=day)つまり after midday,    

after noon からできた言葉で、after noon と単語の afternoon は表す時間帯が一致しない

といった知識が掲載されている。（ｐ.31） 

 

『カタカナ・外来語／略語辞典』 「現代用語の基礎知識」編集部／編  

自由国民社 2007 年 4月 （813.7） 

     現代カタカナ語の基礎語から最新語までを総解説。ペーパーバックの気楽さでカタカナ語

の宇宙を読む辞典。付録「外来語」言い換え集。年表あり。ＡＢＣのアルファベットで始

まる語は、ｐ.773～ｐ.923 のアルファベット略語集に掲載されている。 

     例えば、上記の“ＰＰＡＰ”に似た言葉“ＡＣＡＰ” =Association of Consumers Affairs 

Professionals は、(社)消費者関連専門家会議。（ｐ.775）さらに、“ＡＣＡＰ”＝as soon 

as possible で、できるだけ早くの略称。（ｐ.783） 

2017 年 3月 25日作成 

ちょっと気になる 

英文略語の意味 
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２．詳しく知るなら図書 
   

★ＡＥＤとＡＴＭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ＮＡＳＡとＮＡＴＯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ＮＰＯとＴＰＯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ＡＥＤ”とは、Automated（自動化された）

External（体外式の）Defibrillator（除細動

器）。心臓停止の時に、電気ショックを与え

る機械のこと。 

『応急手当ミニハンドブック』 

加藤 啓一／監修 少年写真新聞社 

2016 年 1月（374.9） 

信頼できる最新の応急手当を、イラストでわ

かりやすく解説。目の前で人が倒れた時に行

ないたい、心肺蘇生とＡＥＤの使い方や、す

り傷、打撲など日常的なけがだけでなく、虫

や動物による傷の手当や予防法なども掲載。 

“ＡＴＭ”＝Automatic Teller Machine の略で、現

金自動入出金機。電話片手にＡＴＭを操作している

人がいたら、それは振り込め詐欺の被害者かも。 

『恐ろしい「振り込め詐欺師」の話術。』 

角田 浩司／著 マーブルトロン 

           2008 年 12月（368.6 ツノ） 

もはやターゲットは高齢者ではない。超高度情報化

社会を利用して、詐欺はあなたに迫る。実際の事件

で交わされた会話から、詐欺師が仕掛ける言葉の実

例を徹底的に調査・解析し、防衛の鉄則を示した画

期的な決定版。 

“ＮＡＳＡ”=National Aeronautics and 

Space Administration で、アメリカの航空宇 

宙局の略。 

 

『若田光一の絶景宇宙写真と 

ソラからの便り』 

ＫＯＩＣＨＩ ＷＡＫＡＴＡ（若田光一）/著 エクスナレッジ 

2015年 4月（450 ワカ） 

４度目の宇宙飛行、ＩＳＳ長期滞在を成功さ

せた宇宙飛行士・若田光一。本書は、2013 年

１１月から 2014 年５月のＩＳＳ滞在期間に

撮影され、ツイッターにアップされたものを

１冊にまとめたもの。 

“ＮＡＴＯ”=North Atlantic Treaty Organization 

北大西洋条約機構は「集団防衛」「危機管理」「協 

調的安全保障」の三つを中核的任務としており，加 

盟国の領土及び国民を防衛することが最大の責務 

となっている。成立は 1950 年代だが、トランプ米 

大統領の発言で再浮上したキーワード。 

 

『「トランプ時代」の新世界秩序』 
三浦 瑠麗/著 潮出版社  

2017年 2月（450 ワカ） 

トランプ現象の本質を探り、分断されるアメリカの

実像を分析。変わりゆく世界において、アメリカが

いかなる自己イメージをもち、新大統領の外交は何

を目指すのか。外交安全保障を中心に論じる書。 

“ＮＰＯ”=Ｎon Profit Organization 非営

利民間組織。 

 

『あなたのキャリアのつくり方』 

浦坂純子／著 筑摩書房 

2017年 2月（366.29 ウラ） 

フルタイムで終身雇用、はもう古い。自由自

在に自分らしいキャリアをデザインできる

道を知っておこう。社会とつながるＮＰＯで

働く選択肢の可能性と現実からさぐる、ワー

クもライフも幸せな働き方。 

“ＴＰＯ”=Time(時), Place(場所),Occasion(場

合)に合った服装や振る舞いを指す和製略語。 

 

『冠婚葬祭お金とマナー大事典』 

主婦の友社 2016年 10月（385） 

冠婚葬祭の伝統的なしきたりや慶弔のお金の目

安、表書き、マナー、贈答、手紙など、大人とし

て知っておきたい常識のすべてがわかる、決定

版・冠婚葬祭事典。人生の節目に必要な事柄を、

イラストや写真で解説。 
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★ＵＮＩＣＥＦとＵＮＥＳＣＯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．見て楽しむなら DVD 
 
『ユネスコ世界遺産 新たなる旅へ』1 巻～10 巻 
    早稲田大学/監修 2004 年 日本語音声 カラー 一巻約 60 分 （D709 ユネ） 

 
 
４．新しい情報を得るなら新聞・雑誌 
 

★ＰＫＯとＰＴＡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ＰＫＯ”=Peace-Keeping Operations of the 

UN 国連の平和維持活動。日本の PKO の在

り方は、「後方支援」から「駆け付け警護」

へと徐々に任務が付加されている。 

 

新聞各紙の記事【2017 年 3月 11日付】 

安倍晋三首相は１０日夕、官邸で記者団に

対し、南スーダンの国連平和維持活動（ＰＫ

Ｏ）に参加している陸上自衛隊の施設部隊に

ついて、５月末を目途に撤収させる考えを明

らかにした。 

 首相は、南スーダンでの活動が今年１月に

５年を迎え、施設部隊の派遣としては過去最

長となったことを挙げ、「自衛隊が担当して

いる首都・ジュバにおける施設整備は、一定

の区切りをつけることができると判断した」

と述べた。 

“ＰＴＡ”=Parent-Teacher Association）

とは、各学校で組織された、保護者と教職

員による社会教育関係団体のこと。 

 

「ＡＥＲＡ」2017年 3月 20日号 

             朝日新聞社 

掲載記事「ＰＴＡ「退会」ブームで変

わるか」 

 

「法学セミナー」 2016 年７月号 

日本評論社 

  掲載記事「ＰＴＡと憲法論― 入退会

自由の任意団体か？ 

 

“ＵＮＩＣＥＦ”=United Nations 

Children’s Fund 国連児童基金。ユニセフ親

善大使に任命された人は、黒柳徹子、ジャッ

キー・チェン、リオネル・メッシ、ノバク・

ジョコビッチ等。 

『トットちゃんと 

トットちゃんたち １９９７－２０１４』 

黒柳徹子／著 講談社 

2015 年 5月（367.6 クロ） 

ユニセフ親善大使就任３０周年を迎えた黒柳

徹子。３４万部のベストセラーとなった前作

から１８年、１８カ国を訪問した彼女が、1998

年から 2014 年までの活動を報告。子どもたち

と目線を合わせ語り合う本。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fund 非営利民間組織。 

 

“ＵＮＥＳＣＯ”=United Nations 

Educational, Scientific and Cultural 

Organization 国際連合教育科学文化機関。 

諸国民の教育、科学、文化の協力と交流を通じ

て、国際平和と人類の福祉の促進を目的とした

国際連合の専門機関。 

『和食とは何か』 

熊倉 功夫／著 思文閣出版 

2015年 11月（596.21 クマ） 

和食文化の基本的なキーワードを解説しなが

ら、「和食とは何か」という根本的な部分を明

らかにした１冊。あわせて、和食がユネスコ無

形文化遺産に登録されるまでの経緯を辿り、今

後の保護継承を見通して提言する。 
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５．たくさんの情報を集めるならインターネット 

 
★ＷＨＯとＷＷＦ 
 

「パンデミック」で知られた“ＷＨＯ”= World Health Organization 世界保健機関 

   人間の健康を基本的人権の一つと捉え、その達成を目的として設立された国際連合の 

専門機関である。 

 公益社団法人日本ＷＨＯ協会   www.japan-who.or.jp/ 
   ＷＨＯ(世界保健機関)憲章の精神を広く普及することを目的とした公益法人。 

イベント案内、活動報告等を掲載。 

 
「パンダマーク」でおなじみ“ＷＷＦ”=World Wildlife Fund 世界自然保護基金 
   世界最大規模の自然環境保護団体である国際的 NGO。 
 ＷＷＦジャパン        https://www.wwf.or.jp/ 
   ＷＷＦは、人類が自然と調和して生きられる未来を目指し、約 100 カ国で活動して 

    いる環境保全団体。WWF ジャパンは、日本国内および日本が関係している国際的な 

問題に取り組んでいる。活動内容、パンダショップ等を掲載。 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪お問合せ先≫ 

  枚方市立中央図書館 参考資料室  

     〠573-1159 枚方市車塚 2 丁目 1-1 

   MAIL：toshokan5-1@city.hirakata.osaka.jp 

   TEL ：050-7105-8151        

FAX ：050-7105-8152 

「パスファインダー」とは、「道（path）」を「見つける人（finder）」という意味で、 

知りたいことを調べるのにどのように資料を探したらよいかを示す手引きのことです。 

mailto:toshokan5-1@city.hirakata.osaka.jp

