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Do you like to use emojis? あなたは絵文字を使うのは好きですか？

Emojis were invented In Japan in 1999. 絵文字は1999年に日本で発明されました。

They were inspired by Japanese manga and pictograms, 絵文字は日本の漫画や絵文字からヒントを得て、

and they were made for Japanese cellphones. 日本の携帯電話用に作られました。

Now, emojis are popular all over the world. 今では、絵文字は世界中で親しまれています。

Everyone knows the word"emoji”. 「絵文字」という言葉は誰もが知っています。

In fact, a famous dictionary in the U.K. chose an emoji, 実際、イギリスの有名な辞書では 2015年の「ワード・オブ・ザ・イヤー」として

😂 (Face of Tears of Joy), as its“ Word of the Year”in 2015. 「😂(歓喜の涙の顔)」という絵文字が選ばれています。

About 90% of the world’s online population use emojis. 世界のネット人口の約9割が絵文字を使用しています。
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We like emojis because they show our feelings. 私たちが絵文字を好きなのは、感情を表してくれるからです。

In conversation, we can use facial expression and tone of voice. 会話では、私たちは表情や声のトーンを使って表現することができます。

But showing our feelings in text is sometimes difficult. でも、文字で気持ちを伝えるのは難しい。

That’s why emojis are convenient for everyone. だから絵文字はみんなにとって便利なものなんです。

They are used by lots of people in the world in various situations. 絵文字は、世界中のたくさんの人によって、いろいろな場面で使われています。

There are over 1.800 different emojis, for example, faces, animals. foods, and weather. 絵文字は、顔、動物、食べ物、天気など1,800種類以上あります。

By the way, how do people in other countries use emoji? ところで、他の国の人たちは絵文字をどのように使っているのでしょうか？

Is it the same way as Japanese people do it? 日本人と同じように使っているのでしょうか？

The answer is no. 答えはノーです。

There are some differences. 多少の違いはあります。

What kind of differences are there? どんな違いがあるのでしょうか？

Firstly, some emojis have different meanings in other countries. まず、絵文字の中には、国によって意味が意味が異なるものがあります。

For example, the"folded hands" means "thank you” in Japan, 例えば「手を組む」は日本では「ありがとう」を意味しますが、

but in some other countries, it means clapping, blessed, or praying. 海外では「拍手」「祈り」を意味することもあります。

Another example is the face of"tears of joy”. もう一つの例は、「嬉し涙」の顔です。

It has a positive meaning in Japan, それは日本ではポジティブな意味を持ちますが、

but in the United States, it has both positive and negative meanings. アメリカではポジティブな意味とネガティブな意味の両方を持ちます。
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You have to be careful of these differences because they may cause problems. トラブルの原因になることがあるのであなたはこのような違いに注意しなければなりません。

For example, you should not use the waving hand emoji with friends in China. 例えば、手を振る絵文字は中国の友人には使わないほうがいいでしょう。

It sometimes means “I don't want to be your friend” in their country. 彼らの国では「あなたの友達になりたくない」という意味になることがあります。

Secondly, speakers of different languages have their favorite emojis and use them very often.
次に、異なる言語を話す人々は、お気に入りの絵文字を持っており、それらを非常に頻繁に使用します。

For example, Arabic speakers love flowers, plants, and sun emojis. 例えば、アラビア語圏の人は花や植物、太陽の絵文字が好きです。

French speakers love heart emojis. フランス語圏の人はハートの絵文字が好きです。

The table below shows the favorite emois of each language speaker. 下の表は、各言語を話す人が好きな絵文字を示したものです。

They reflect differences of language and culture. 言語や文化の違いを反映しています。

Emojis were born in Japan, 絵文字は日本で生まれました。

but now they are used by people around the world in different ways. しかし、今では世界中の人々によってさまざまな方法で使われています。

There are a lot of languages and cultures in the world, 世界にはたくさんの言語や文化があり、

and we sometimes misunderstand each other. 私たちはお互いに誤解してしまうこともあります。

We should be careful when we choose our words. 私たちは言葉を選ぶときに気をつけるべきです。

We should be careful when we choose our emojis, too! 私たちは絵文字を選ぶときにも気をつけるべきなのです。


