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 Vietnam Artist Marks the Year of the Tiger 

 

mark   示す 

Lunar New Year 旧正月 

aim   目的とする 

be drawn to  惹かれる 

be fond of        好く 

《Vocabulary and Phrase》 

2月 1日に虎の年を祝う準備をベトナムがしているとき/ 芸術家のグエン・タン・

ファットは数百の虎を作るのに忙しい/ 旧正月のために// 次の数か月間、/ ファットは

木材と赤い粘土から 2,022個の虎を作ることを目標としている// ファットはしばしば、

十二支の動物を使って美術品を作っている// しかし彼は、今年の「虎」に特に魅了さ

れていると言った// 「私は動物として虎が非常に好きである/とても雄大だが力強いた

め」と彼は言った// 39歳の芸術家はロイターの記者と話した/ ドンラムにある彼の家で

あり仕事場の/ ハノイ北部にある村// 彼の虎の彫刻は地元の材料で作られている// 

材料には含まれているパラミツの木材と/ 地元の建物によく使われる粘土に似た物質が

// 彼はまた、砕いた卵の殻と貝殻も使う/ いくつかの彫刻の表面に印をつけるために// 

ファットは一つの虎を完成させるのにおよそ６週間かかると言った// 彼は絵の具を塗った

あと保護物質で彫刻を覆わなければならない// 彼は一度に複数の虎をつくり/ 彼を手

伝う人を２、３人雇う// １月 25日にはファットは 800匹より多い虎を完成させてい

た// 完全に終わったら/ 彼は特別なイベントで 2022匹のすべての虎を見せることを

計画している// そのあと彼はそれらを売ろうとしている// ベトナムで Tet として知られて

いる旧正月は/ 以前の年とは違うものになる// ハノイとホーチミン両方の職員は/ 新

型コロナウイルス感染症の影響で伝統的な花火大会は行われないと言った// 

As Vietnam prepares to celebrate the Year of the Tiger on February 1,/ 

artist Nguyen Tan Phat is busy creating hundreds of tigers/ to mark 

the Lunar New Year.// Over the next few months,/ Phat aims to 

make 2,022 tigers from wood and red clay.// Phat often creates art 

with the 12 animals of the lunar calendar.// But he said he is especially 

drawn to the tiger this year.// "I am very fond of tigers as an 

animal,/ as they are so powerful yet so majestic," Phat said.// The 39-

year-old artist talked with Reuters reporters/ from his home and work 

area in Duong Lam,/ a village just north of Hanoi.// His tiger 

sculptures are made from local materials.// The materials include 

wood of the jackfruit tree/ and a clay-like substance commonly used 

in buildings in the area.// He also uses crushed eggshells and 

seashells/ to form markings on the surface of some sculptures.// Phat 

said it takes about six weeks to complete one tiger.// He must paint 

and then cover the sculptures in a protective substance.// He works 

on several tigers at a time/ and employs two or three people to help 

him.// As of January 25, Phat had finished more than 800 tigers.// 

Once he is fully finished,/ he plans to show all 2,022 tigers at a special 

event.// Then he plans to sell them.// The Lunar New Year, known as 

Tet in Vietnam,/ will look different to previous years.// Officials in both 

Hanoi and Ho Chi Minh City/ said there will be no traditional firework 

shows because of COVID-19 concerns.// 

《Linking Logic》 

ex.)  

two or three people to help him 

 

majestic  壮大な 

sculpture  彫刻 

substance  物質 

surface   表面 

protective  保護の 
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