Reality Show
We have many TV programs which show the real case in a court and a dispute between two
people in the U.S. There usually are a lot of audience who are watching and yelling in these
shows. We can see such TV programs every day in this country and they are called “reality
show.” They are not happy show at all.
Of course, we have many fun shows, too. I usually watch fun reality shows which make me
laugh and give me a happy feeling. So it’s hard for me to enjoy watching court case and
people’s conflicts. They are not fun at all. However, there are some people who look really
enjoy watching people’s nasty argument---they are the audience in the shows. The most
appalling thing for me when I watch these shows is the attitude of the audience. Their attitude
----yelling and pouring oil on the flame of anger----is showing people’s nasty side very well.
Reality show is also a very good source of information to know what kind of thing is
happening in recent world. We can see what bothers people’s life. Usually, their concern is
money. They raise their voice---- “I want that money back!”, “You damaged my car, you have
to pay for it!” , “ I thought that you gave me the money to help me. Why I have to return it to
you?!” and so on---their biggest concern is money. Through this show, we can learn that we
have to be careful how to use money. If we made a mistake in that point, bad fallout ---hatred--would come to us. We can learn that we always have to be clean on money matter. This is the
lesson that I’ve learned from a reality show.
Why the audience in the show like to see other people’s argument? They laugh when the
argument is at its peak. When I hear their laughing, I really feel like saying “Hey, this is not fun
part! How dare you laugh at them?! We should stop their argument!” Well, if somebody would
stop it, the show would be considered as “ruined.”

TV company shows us such scene

intentionally. They know well that they can make big profit by showing people’s quarrel.
Behind a nasty program (this is my personal opinion, though), there are people who manipulate
our interest very well. I’ve also learned about that through the TV program.
While I’m watching a reality show, I always think that our world was not that bad when I
was a kid. There are a lot of strife in our world recently. Showing the reality show in which we
are controlled to see people’s hostilities would not bring us the best way that we can solve a
problem peacefully and fairly. Instead, a poor way of thinking would be implanted in our mind
without a thought. I really miss our good old days when we grew up. I really wish we could
have a TV program that can show us people’s right side and inspire our good way of pouring oil
on the troubled waters.
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リアリティショー
実際の裁判や二者の争いを見せるテレビ番組が、アメリカにはあります。こういった
ショーには大抵観覧し、大声を上げる視聴者がいます。この国では毎日このような番組
を見ることができ、これらはリアリティショーと呼ばれています。これらはあまり面白
いとは言えません。
当然のことながら、楽しいショーも多くあります。私は普段は笑えて、楽しい気分にな
れるリアリティショーを見ています。だから裁判とか、人々の争いを見て楽しむなんて
ことはとても難しいことです。まったく面白くないです。ですが、人々が口汚く罵り合う
のを見るのを楽しんでいる人々がいるのです。つまり、ショーの中にいる視聴者たち
です。私が一番ぞっとしたのがその人たちの態度。彼らの態度というのは叫んだり、怒り
の炎に油を注ぐようなことをしているわけで、人間の汚い側面をよく見せてくれます。
またリアリティショーは、最近世の中でどんなことが起きているのかを知る、良い情
報源でもあります。どんなことが人々を悩ませているのかを目にすることができるわけ
です。大抵の場合、人々の関心事と言えばお金のことです。
「お金返して！」とか、
「あんた
が車をダメにしたんだからあんたが払ってよ！」とか、
「私を助けるためにくれたお金で
しょ？なんで返さなきゃいけないの？」などと声を張り上げています。彼らの最大の関
心はお金なのです。このショーを見ることで、私たちはお金の使い方に気をつけないと
いけないとわかります。その点で間違うと、悪い結果――憎しみ――がやってきます。私
たちは常にお金の使い道でスッキリしていないといけないんです。これは、私があるリ
アリティーショーから学んだ教訓です。
ショーの中にいる視聴者たちはどうして人々の争いを見たいのでしょうか。争いがい
よいよ本格的になってくると、彼らは大笑いします。彼らが笑っているのを耳にすると、
私はいつも「おいおい、ここは楽しい場面じゃないよ。どうして笑えるの？争い事は止め
なきゃ」と言いたくなります。まぁ、もし誰かが止めに入ったなら、そのショーは「台無し
になった」と思われてしまうことでしょう。テレビ会社はそういった場面を意図的に見
せているわけで・・・。彼らは人々の喧嘩を放映することで大きな利益を出せると知っ
ているのです。汚い番組（これは私の個人的な意見ですが）の裏には、私たちの関心を
うまく操る人々がいるんですね。私はこのことも番組を通して学びました。
リアリティショーをみていると、私の子供時代の世の中はそんなに悪いものではなか
ったと思うのです。この頃、世の中にはたくさんのもめ事があります。人々の憎しみ合い
を見るように操作された番組を見せることは、問題を穏やかに、そして公平に解決する
最良の方法をもたらしてはくれません。その代わり、知らず知らずのうちに、稚拙なもの
の考え方が植えつけられてしまいます。私たちが育ったいい時代が本当に懐かしい。
人々の良い側面を見せ、問題解決をするための良い方法をひらめかせてくれるテレビ番
組があればよいのに、と切実に思います。
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Words and Expressions for the article of “Reality Show”

1. case

18. ruin

裁判、審判
2. dispute

台無しにする
19. intentionally

争い、紛争
3. yell

意図的に、わざと
20. quarrel

叫ぶ、大声を上げる
4. conflict(s)

喧嘩、いさかい、口論
21. manipulate

争い、対立
5. nasty argument

操作する、あやつる
22. strife

汚い喧嘩、罵り合い
6. appalling

争い、不和、敵対
23. hostility (-ies)

（形容詞）ぞっとするような、ひどい
敵意、反対、対立
7. pouring oil on the flame
24. solve a problem
火に油を注ぐ
8. source of information

問題を解決する
25. a poor way of thinking

情報源
9. bother

まずい考え方、稚拙な考え方
26, implant

（動詞）煩わせる、悩ます
10. concern
(名詞)関心、懸念、心配
11. fallout

埋め込む、植えつける、吹き込む
27. without a thought

副産物、付随的な結果
12. hatred

鼓舞する、影響を与える、もたらす
29. pouring oil on the troubled water

（名詞）憎しみ、嫌悪、憎悪、恨み
13. audience

知らず知らずに
28. inspire

問題を解決する

聴衆、観衆、観客、視聴者
14. argument
言い争い、議論、意見の衝突
15. at its peak
最高点で、頂点で
16. feel like ~ing
～したいような気分
17. dare
敢えて～する、わざわざ～する
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