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1 6 月 10 日は何の記念日でしょう？ 

 

 

What kind of a day of commemoration is 

June 10th?   

時の記念日：時間を尊重し、生活の改善・合理化を進

める目的で、1920 年（大正 9）設定された記念日です。 

 

Commemoration of time. A day of commemoration 

which was set in 1920 (Taisho 9) with the purpose of 

respecting time as well as improving and 

rationalizing daily lives. 

 

2 なぜ 1 日は 24 時間なのですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

Why are there 24 hours in a day? 

月は満ちたり欠けたりしながら、３０日ほどでもとに

もどります。 

これを 12 回繰り返すと 1 年になります。このため 1

日を分けるのも 12 という数字を使うようになりまし

た。のちにエジプトの人達が昼と夜をそれぞれ 12 に

分けるようにしました。 

これが、1 日 24 時間になった由来です。 

 

The moon changes from full, half, crescent and then 

to new moon, and returns to full in about 30 days. 

When this is repeated 12 times, it will be one year. 

For this reason, the number 12 is used to divide the 

day. Later, the Egyptians split the day and the night 

into 12 hours each. 

That's the reason why there are 24 hours a day. 

 

3 ではなぜ 1 時間は 60 分なのですか？ 

 

 

 

Then, why are there 60 minutes in an 

hour? 

 

60 は 2、3、4、５、６で割り切れます。時計が初めて

作られた当時、「10 進法」の概念はなかったため割り

算に便利な「60 進法」が使われました。 

 

60 is divisible by numbers 2,3,4,5,6.  When the 

clock was first made, there was no concept of 

decimal system, so the 60-base system which was 

convenient to perform division was used. 
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4 「時は金なり」とはよく聞く格言ですが、

もともとは誰が言った言葉ですか？ 

 

 

 

 

Time is money is a proverb that we hear 

often, but who said it originally? 

アメリカ合衆国建国の礎を築いたベンジャミン・フラ

ンクリンが言った言葉です。外交家、政治家、物理学

者、作家、発明家、気象学者といろいろな分野にわた

って活躍し、100 ドル札紙幣にも描かれています。避

雷針や遠近両用メガネなどを発明しました。 

 

The words of Benjamin Franklin, who laid the 

foundations of the founding of the United States. He 

was active in various fields, and served as   

diplomat, politician, physicist, writer, inventor, and 

meteorologist.  He is also depicted on $ 100 bills, 

and invented lightning rods and bifocal glasses. 

 

5 「時は金なり」の本当の意味を教えてく

ださい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please explain the true meaning of time 

is money. 

本来の「時は金なり」という言葉は「時間を浪費すれ

ばその分賃金は減る。だから時間は金である」という

ことを表現しています。 

例えば、時給 1,000 円のバイトを 7 時間やれば 7,000

円儲けることができます。それを休んで娯楽に 1000

円費やした時の損失はいくらか？ 

1,000 円の損失ではなく、本来休まずにバイトをして

いれば 7,000 円儲けることができたので、合計 8,000

円損しているとことになります。 

 

The original words "time is money" indicates that 

"the more time you waste, the less your wages will 

be. So, time is money." 

For example, you can earn 7,000 yen if you work 7 

hours at 1,000 yen per hour. What will be the loss if 

taking time off to spend 1,000 yen on 

entertainment? 

It will not be a loss of 1000 yen, since if you worked 

as scheduled, you could have made 7000 yen, so the 

total loss will be 8000 yen. 
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6 ベンジャミンフランクリンはその名言集

で有名です。彼は、人生の秘訣をどのよう

に言っていますか？ 

 

Benjamin Franklin is famous for his 

quotes. What does he say about the 

secret of life? 

 

明日やらなければならないことを、今日の内にやって

しまうこと。今日という一日は、明日と呼ばれる日の

二日分の価値があることを意味します。 

 

Do what you have to do tomorrow today. It means 

that one day today is worth two days of day called 

tomorrow. 

7 あなたにとって、早く時間が過ぎるのは

どんなときですか？反対に時間が過ぎる

のが遅いときはどんなときですか？ 

 

 

 

When does the time pass quickly for 

you? Conversely, when does the time 

pass slowly? 

時間が早く過ぎるのは、自分にとって楽しいことをや

っているときです。面白い本を読んでいるときや面白

い動画を見ているときなどです。遅く過ぎるのは、自

分にとっていやなことをやっているときです。体がし

んどいのに、働かなければならないときなどです。 

 

Time passes quickly when doing something 

enjoyable for oneself, such as when reading 

interesting books or watching interesting videos. It 

passes slowly when doing something unpleasant for 

oneself, such as having to work, even when the body 

is feeling sluggish.  

 

8 2019 年の日本人の平均寿命は何歳でしょ

う？ 

 

What is the average life expectancy of 

Japanese in 2019? 

 

男性 81.25 歳(世界第 3 位)、女性は 87.32 歳(世界第二

位) 

 

81.25 years for men (3rd in the world) and 87.32 

years for women (2nd in the world). 

. 

9 バケットリストとは何ですか？ 

 

 

 

 

What is a bucket list? 

死ぬまでにやりたいことのリスト。 

昔、首吊り自殺する時に踏み台にしていたのがバケツ

で、首に縄をかけてから“kick the bucket”して、窒息

して死んだということに由来しています。 

 

List of things you want to do before you die. 

In the past, a bucket was used as a springboard 

when committing suicide by hanging and died of 

suffocation while putting rope around the neck and 
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kicking the bucket, and this was how the term has 

derived.   

  

10 あなたにとってのバケットリストを 3 つ

教えてください。 

 

 

 

Please tell us 3 of your bucket lists.   

クルージングツアーに出かけて、トランプ三昧するこ

と。 

四国 88 か所遍路の旅に出かけること。 

母を看取ること。 

 

Go on a cruise and play cards. 

Go on a pilgrimage to 88 sites in Shikoku 

Be present at my mother’s deathbed.   

 

 


