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神谷昌明(かみやまさあき)  自己紹介

◆昭和33年岐阜市生まれ 岐阜県立岐山高等学校卒

京都外国語大学外国語学部英米語学科卒；ローターアクトクラブ；第11代会長）

愛知教育大学大学院教育学研究科修士課程英語教育専攻修了(教育学修士）

ロンドン大学 ( QM and Westfield College)留学（文部省長期在外研究員）

日本福祉大学、愛知工業大学などで非常勤講師をつとめる

◆現在: 独立行政法人国立高等専門学校機構

豊田工業高等専門学校（豊田高専）一般学科教授

中京大学非常勤講師(平成22年3月まで）

◆専門分野: 英語史(Philology)、英語学(English Linguistics)、コーパス言語学

◆関心のある分野: 印欧語学、英訳聖書、辞書学、手話学、時事英語、宗教学

◆担当科目：科学英語基礎Ｉ（3年）、英語ＩＩ(5年）、上級英語表現（専攻科2年）

◆クラブ顧問：演劇部、インターアクトクラブ

◆モットー：継続は力なり、Pax Mundi per Linguas(言語を通して世界の平和を）

◆趣味：神社仏閣巡り、スポーツ観戦
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『ウィズダム英和辞典の特長』

コーパスを全面的に活用した国内初の英和辞典

初版 2003年 第2版 2007年

語義配列（単語の意味）・用例は使用頻度順

従来の辞書:単語の意味は語源順

編者・編集委員・主要執筆者の多くは

京都外大の卒業生または教員
(『ジーニアス英和辞典』は神戸市外大)

神谷昌明：語源担当：語源書き下ろし 約5000語
語源囲み記事 20語
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語源情報の取り込み方 指針

「語源書き下ろし約5100語」、「語源 囲み記事 20語」

語源情報を取り込むにあたり、OEDに拠り所を求めOEDの語源

欄を忠実に取り込んだ。

『ウィズダム』では語義配列が高使用頻度順に配列されている

ため語義の派生関係をつかむことが困難な場合が生じる。

そのため語源情報を最初に表示し、各語義の派生関係を理解

しやすくした。英語学習者に歴史的関心を喚起させ、語彙を定

着させるために初出例を一部の語彙に表示した。初出例を表

示した英和辞典は『ウィズダム英和辞典』が最初である。
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語源順 vs 使用頻度順

従来の英和辞典(2003年以前）
単語の意味は語源順

web  ① クモの巣 ② (水鳥の)水かき
channel ① 海峡 ② [テレビ] チャンネル
gay            ① 陽気な ② 同性愛の
drug          ① 薬 ② 麻薬
film           ① 粘膜 ② 映画
kid  ① 子ヤギ ② (～ｓ) 子供
sex            ① 性別 ②性行為
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語源順 vs 使用頻度順

新しい英和辞典（2003年以降『ウィズダム英和辞典』）
単語の意味は使用頻度順

web  ① [コンピュ] ウエブ ② クモの巣
channel ① [テレビ] チャンネル ②伝達経路
gay            ① 同性愛の ② 陽気な
drug          ① 麻薬 ② 薬
film           ① 映画 ② (写真の)フイルム
kid  ① (～ｓ) 子供 ② 子ヤギ
sex            ① 性行為 ② 性別
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語源情報の取り込み方；9つの表記法

(1) 擬声語・擬音語・擬態語 (2) 「語源」の表示

(3) 「原義」の表示 (4) 外来語の由来言語

(5) 成分表示 (6) （語義の）派生関係

(7) 初出例 (8) 英語史の知識

(9) 俗説
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語源情報の取り込み方；9つの表記法

(1) 擬声語・擬音語・擬態語
murmur [擬音語] 
splash [擬音語]

(2) 「語源」の表示
noon [語源は「nineと同源;日の出から数えて9時間
目(午後3時)」]
cabbage [語源は「頭」]
veteran [語源は「年をとった」]
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語源情報の取り込み方；9つの表記法

「語源」と「原義」の違い

「語源」は現在使用されていない元の語義(意味)を表す.

「原義」は現在使用されている最初の語義（意味）を表す.（古い意味）

(3)「原義」の表示

『ウィズダム』では使用頻度順語義配列のため、原義が第１語義になると

限らない。そのため原義を示した。

gay [原義は2] 
1 同性愛者の、ゲイの 2 （（やや古））陽気な
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Gayの意味は

1「ゲイの、同性愛者の」

2「陽気な」

gayの最初の意味（原義）はフランス語源の「陽気な」であるが
現在では「同性愛者の，ゲイの」の意味でよく使用される。

「ゲイの」の初例は1935年の Geycat (a homosexual boy) に遡
る。フランス語 (gai, gaie) でも近年「ゲイの」の意味で使用さ
れるが，英語 gay（ゲイの）からの転用である。
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語源情報の取り込み方；9つの表記法

(4)外来語の由来言語
potato [< スペイン]
ad hoc [< ラテン]
bank 2 [ <フランス；「ベンチ」＞「（両替商の）勘定台」]

(5) 成分表示
bicycle [bi(２つの)cycle(輪)]
neighbor [nigh(近くの)boor(農民)] 
company [com(一緒に)panion(パンを食べる仲間)]

(6)（語義の）派生
accessory [「接近(access)」＞「付随」＞「アクセサリー」]
nice [「無知な、愚かな」＞「細かい、精密な」＞「すてきな」]  
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語源情報の取り込み方；9つの表記法

(7) 初出例

英語学習者に歴史的関心を喚起させ、語彙を定着さ

せるために初出例を一部の語彙に表示した。初出例

を表示した英和辞典は『ウィズダム』が最初である。

*campus [「平原」＞「大学の構内」；

(1774年) プリンストン大学(米国)の

構内が最初の例]

12



語源情報の取り込み方；9つの表記法

*speculate [原義は「熟考する」；「投機する」の意味は
1785年 Thomas Jeffersonから]

*technique [<フランス；元は芸術の技法；初例は1817年、
英国の詩人 Coleridgeの詩学の手法] 

*software [soft(柔らかい)ware(陶器);ソフトウエアの初例は
1960年、COBOL]

*sex [原義は2；1の意は1929年英国の小説家・詩人D.H. 
Lawrence の作品 Pansies から]

1. 性交、セックス 2. 性、性別

1人の作家が劇的に単語の意味を変える

もしロレンスが使わなければ、、、 性交は intercourse
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語源情報の取り込み方；9つの表記法

(8) 英語史の知識

*a, an [もとはaはan( =one)の弱形；子音で始まる名詞、形容詞
の前でnが脱落]

多くの教科書、参考書の中では、英語教育的配慮から「不定冠詞anは母

音で始まる単語の前につける」と指導している。これに関して異論はない
が『ウィズダム』では敢えて英語史の観点から説明を加えた。

助動詞shall, willの過去形はそれぞれshould, wouldになるがmust(～しな
ければならない)はhad toにかえなければならない。このような疑問に答
えるために次のような説明を入れた。

*must [語源は「古英語motan(…しなければならない)の過去形;
mustに過去形がないのはこの理由から」]
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語源情報の取り込み方；9つの表記法

(9) 俗説

ある英和辞典では英語学習者のボキャブラリー・ビルディング

を重視して語源不詳(origin uncertain)の語彙も他の語彙と同じ

ように語源情報を取り込んでいる。『ウィズダム』では語源不詳

の語彙に関しては極力語源情報の取り込みを控えた。ボキャブ

ラリー・ビルディングの観点から取り込みが必要な場合は「俗説

では」という表現を付け加えた。

OK [語源は不詳；俗説ではall correct(よろしい)をふざけて
oll korrect と綴ったことから]
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語源囲み記事 20語

3例

◆何故、猫はcatなのか？ katではいけないのか？

（/k/の音を表す c と k の使い分け）

◆Goodbye の語源は？

◆テニスで何故 loveを0点か？
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猫は何故 cat なの？

『ウィズダム英和辞典』 cf. cat

[語源] /k/の音を表す c と k の使い分け

「昔のアルファベットでは Kはまれにしか用いられず、古い英語では

/k/を表わすのに Cを用いていたが、後にKと混用されるようになった。

Cで始まる語はラテン性の特性が強く、Kで始まる語は

ゲンルマン語（本来の英語・ドイツ語）の特性が強い。」

cat, cutは一時期kat, kutとも綴られたが古い綴りに落ち着いた。

古い英語のcing, cindは king, kindに変化した。
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ローマ字 K と C
古英語(OE)
ローマ字 K は、(ラテン語同様)ほとんど使用されない。

/ k /の音は C で表記

古英語 現代英語
cat → cat ｋ、ｑ、ｖ、ｗ、ｚは12世紀以降に

cing           →    king
cind           → kind

6世紀のアルファベットは 23文字 ( æ Þ קはルーン文字）

a æ b c d e f g h i l m n o p r s t Þ ð u ק y
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K と C
Cはラテン語(ロマンス語)の特徴

英語 （英語は本来ゲルマン語派だが ラテン語の影響大??）

猫 cat ケーブル cable 資本 capital
カメラ camera コーヒー coffee      来る come
文化 culture       接触 contact

Kはゲルマン語の特徴
ドイツ語
猫 Katze ケーブル Kabel 資本 Kapital
カメラ Kamera コーヒー Kaffee       来る kommen
文化 Kultur        接触 Kontakt
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Ｋで始まる文字のことばあそび

Kはゲルマン語の特徴

ドイツの女性に対する３K

(1) Kinder (kids子供) 

(2) Küche (kitchen料理)キュッヒェ

(3) Kirche (church教会)キルヒェ

日本は「さしすせそ」母さんが理想？
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Ｋで始まる文字のことばあそび
日本の３K
●結婚条件 ３K

高学歴 高身長 高収入
●結婚条件 新３K

志 感性豊か 心配り
●職場環境 ３K

きつい 汚い 危険
●職場環境 新3K

きつい 帰れない 給料が少ない

●日本の新４K （豊田高専 末松校長発案）
Koban（交番） Kaizen（カイゼン) Kanban（カンバン）
Kosen（高専） [(Karaoke（カラオケ）] 21



テニス（tennis)の語源は

テニスは 13世紀フランスから

フランス語で Tenez ! の意味

ｔenir (とる）の命令形

レシーブせよ！ （球をとれ！）

フランス語でもテニスは tennis と綴る
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テニスの得点 forty-loveは？

テニスで０点はlove(ラブ）愛と呼ぶ 何故？

『ウィズダム英和辞典』 cf. love

[語源] loveはなぜ０点か

「テニスは１３世紀にフランスよりもたらされたが、ゼロ（０）の形

が卵に似ているから、フランス語で l’œuf (ルフ)と呼ばれるよう

になり、それが英語のloveと混同された。」

補足説明

フランス語で卵は le œuf (ウフ)

l’œuf (ルフ)がなまってlove(ラブ）になった。
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悲しい別れ？ Good-by

『ウィズダム英和辞典』 cf. good-by(e)

「[語源] God be with you ((別れたあとも）神があなたのそばに

いますように)が短縮されgod-b-yeとなり、Good morningなど

からの類推で語頭がgoodに変化した。」

僕は今、君と別れなければならないけど、

神が君のそばにいて守ってくれるから

泣かないでくれ！

昔はGod bless you と同じ意味
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教養としての英語史 明日から現場で使えるネタ

英語が世界へ普及何故？英語の普及＝戦争の歴史

●14～15世紀 フランスとの百年戦争 イギリス、大陸から撤退

●16世紀後半 スペインの無敵艦隊を破る
●16～17世紀 産業革命 重商主義

1620年 清教徒 メイフラワー号でアメリカへ
●18～19世紀 産業革命で国力増大（世界の工場）

世界各地（インドなど）に植民地 英語の普及
大英帝国として君臨

●20世紀 イギリスに代わってアメリカの台頭
第2次世界大戦の勝利 アメリカ支配？

（日本語は何故国際語にならないの？→ 複雑な文字体系）25



ブリテン島の先住民は？

• ケルト人

紀元前２０００年頃ヨーロッパ大陸からブリテン島へ

ケルト語は１０語ほど地名などに残るのみ

London(荒地） the Thames（暗い川）
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紀元前2000年1500年頃 ケルト人の代表的な遺産
ウィルトシャー地方 ストーンヘンジ（Stonehenge)

宗教的な目的で建設？
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ローマ人による征服(Roman Conquest)

紀元前55年、54年 ブリテン島へ
ジュリアス・シーザー（Julius Caesar) の侵略

43-410年 （４１０年に撤退）
ローマ帝国 クローディアス皇帝の侵略
350年間 ラテン語が使用される
先住民ケルト人を今のウエールズや北部へ

暦はローマ歴
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現代英語に残るラテン語

• ウイルス virus       uirus （毒、刺激臭）

• ボーナス bonus (良い物）

• データ data（与えられたもの）

• ミニ minimum  マキシ maximum

• アリバイ alibi（他の場所に） など多数
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英国で起きた３大侵略

[1] 450年～ ゲルマン民族の大移動 英語の始まり

[2] 8世紀末～北欧 バイキング（デーン人）の襲来

[3] 1066年 ノルマン人の征服
英語史上最大の事件
約300年間フランス語が公用語

1337-1453   フランスと百年戦争 英語の復活
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英語の歴史的分類

• 古英語（アングロ・サクソン語） 450年～1100年

ゲルマン民族の大移動（450年）

バイキング襲来（8世紀末）

• 中英語 1100年～1500年

ノルマン人の征服（1066年）

• 近代英語 1500年～1900年

• 現代英語 1900年～現在
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英国で起きた3大侵略その１

ゲルマン民族の大移動 ゲルマン語 ↓

• アングロ族 Angles アングロ・サクソン語

• サクソン族 Saxons （古英語）

• ジュート族 Jutes

英語 England（English）の語源は

「Angle’s land （アングル人の土地）」

ドイツ北部にAngeln（アンゲルン）と言う地名がある。Angeln
は釣り針（angle)を意味する。英語は「釣り針の形をしていた
ドイツ北部の地形に住んでいた人たちの言語」と言う意味
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英国で起きた3大侵略その１

[1] 450年～ ゲルマン民族の大移動
英語の始まり

[豆知識]
英語・ドイツ語・オランダ語は元は同じ言語 （西）ゲルマン語
（アングロ・サクソン語）
ゲルマンを英語で書くとGERMAN (ゲルマン、ジャーマン）

[豆知識]
英国におけるキリスト教の始まり

597年 聖オーガスティン(St. Augustine)
カンタベリーで布教開始

（世界遺産：聖オーガスティン修道院跡）

by Captain Kait 33



英国で起きた3大侵略その２

[2] 8世紀末～ 北欧の海賊

バイキング（デーン人）の襲来

バイキングは海賊の意味 バイキング料理は英語ではビュッフェ
(buffet)

上陸したデーン人の北進を阻止するためにテムズ川の橋を爆破

彼らは叫んだ！ ロンドン橋落ちた 落ちた
34
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童謡「ロンドン橋落ちた」 なぜ落ちたの？
現在のロンドン橋 1710年のロンドン橋

ロンドン橋は約2000年前に架けられた。
バイキング襲来（8世紀～）と関係有
1013年、侵略してきたデーン人たちを分裂させるためにエゼル
レッド2世によって焼き落とされた。この事件が、よく知られる
「ロンドン橋落ちた」が生まれた背景??

出典（写真共に）：ウイキペディア
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童謡「ロンドン橋落ちた」落ちないために何を？

Mother Goose （イギリスの童謡） London Bridge（ロンドン橋）

London Bridge is falling down,
Falling down, falling down,
London Bridge is falling down,
My fair lady.  以下略

子供二人でアーチを作り、他の子供がその下を次々にくぐり抜けて、歌を歌い終
わった所で「さ～あ～落ちた」（日本にはおそらく明治時代、イギリスでは17世紀
頃から行われていた。）

俗説：
My fair lady はロンドン橋が2度と落ちないよう
に、人柱として犠牲になった女性。
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英国で起きた3大侵略 その２

[2] 8世紀末 バイキング(デーン人）の襲来
英語と北欧語（古ノルド語;今のノルウエー語
など）の言語衝突
北欧語が英語の中に入る。約900語

window, sister, skin, husband, knife,
happy, call, get, give, take, want,  
they,  their,  them など
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英国で起きた3大侵略その３

[3]1066年 （フランス語を話す）ノルマン人の征服

英語の歴史上 最大の事件 もしこの事件がなければ・・・

英語とフランス語の言語衝突
多量のフランス語が入る。
約1万語。その内7500語が現代英語に残る

フランス語との言語衝突の結果
●男性名詞・女性名詞・中性名詞の衰退
●格（主格・所有格・間接目的格・直接目的格）の衰退
●音と文字の不一致 だから英語の発音は難しい
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ノルマン人の征服

[3] フランス北部に住んでいた
ノルマン人がブリテン島を支配

１０６６年以降、約300年間、
英国の公用語はフランス語になる
政治、裁判、料理、芸術用語などはフランス語

上流社会ではフランス語が使われる。
下流社会（農民）は英語を使用。
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この家畜は英語で？

羊は農民のことば（英語）で

sheep

料理されると

領主のことば（フランス語）で

mutton（羊肉）

[フランス語：mouton [ムートン] ①羊 ②羊の肉] 
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この家畜は英語で？

豚は農民のことば（英語）で

swine, pig

料理されると

領主のことば（フランス語）で

pork（豚肉）

[フランス語: porc [ポール] ①豚 ②豚肉]
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この家畜は英語で？

牛は農民のことば（英語）で

ox,  cow 

料理されると

領主のことば（フランス語）で

beef （牛肉）

[フランス語： bœuf [ブフ]  ①牛 ②牛肉]
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家畜名は英語、料理名はフランス語

• 家畜名は農民のことば、英語で表現

下流階級

• 上流階級の領主(ノルマン人）の食卓に上
がるとフランス語になる

• → 料理名になる
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フランス語から来た英語

料理名

beef（牛肉） pork (豚肉）mutton（羊肉）
spice（スパイス） salad (サラダ） jelly （ゼリー）

★supper (夕食) = soup (スープ)
当時のフランス人はスープが夕食の定番

★salad(サラダ）=sauce（ソース）＝sausage(ソーセージ）
塩味(salt)を付けたもの
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フランス語から来た英語

政治・行政用語

court (裁判所） emperor（皇帝）

tax (税金） palace（宮殿） など
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フランス語から来た英語

宗教用語

service（礼拝）

英語でmorning serviceは

朝の礼拝

miracle (奇跡）paradise（楽園、天国）など
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フランス語から来た英語

服装

fashion(ファッション） dress（ドレス)

coat （コート） button (ボタン）

gown （ガウン） lace （レース）など
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フランス語から来た英語

商用語

bargain(バーゲン） money (お金）

price(値段） customer（お客さん）

など
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（重要）同じ意味の2つの単語

本来語[ゲルマン語] ラテン語源[フランス語]

一般（口語） 正式（文語）

買う buy  （買う） purchase（購入する）

始める begin,  start (始める） commence（開始する）

会合 meeting conference

労働者 worker employee

我慢する *put up with                endure

降参する *give in surrender

（結婚 wedding                      marriage）

*句動詞(phrasal verb)は現代英語の特徴 49



日本語では？

やまとことば 一般（口語）

かあちゃん 血が出た～ マジで痛いよ～

漢語（漢字） 正式（文語）

母上、血液流出 激痛
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言語衝突 → 英語 音と文字の不一致

walk (歩く） ウォーク work(働く） ワーク

know(知っている） ノウ

音と文字の一致（50％ ?） 例外が50％ ?

英英辞典・英和辞典 発音記号が必要

イタリア語 文字をそのまま発音

pasta(パスタ） Italia(イタリア）など
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YAHOO の発音は

ヤホー ？ ヤフー ？

ナイツは偉い
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英米人 スペル正答率

英国 米国

１. 偶然に accidentally 

74 ％ 66 ％

2.  ミレニアム（千年） millennium 

57 %                 41 %

3.  恥ずかしい embarrassed  

46 %                 32 %

恥ずかしい結果
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Sex (セックス） , Gender（ジェンダー）

Sex 生物学上の性別 (male, female)  [ラテン語源]

[man, woman はゲルマン語源]

Gender （元の意味は文法用語（男性名詞・女性名詞））

社会的・文化的に形成された性別

（固定観念） 初出例（文献上）は1963年

社会（国）により異なる

[日本の場合]（職業）例：一昔 男は仕事、女は家事（子育て）

一昔 男は医者、女は看護婦

(言動） 男だから泣くな！ 男のくせに力ないのね

（衣装） 男は黒っぽい地味な服、女は赤い華やかな服
54



Sex(セックス） , Gender（ジェンダー）

色の固定観念

女児は赤 男児は黒 特にランドセル

色のイメージ （固定観念）

日本文化 ピンク ピンクレディー 桃色芸者

青 青空 青春

欧米文化 pink baby, healthy

blue blue Monday,   blue film

ジェンダーは性差別に繋がる 対処法は？
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Sex (セックス） , Gender（ジェンダー）

Mr.（未婚・既婚）, Miss(未婚）,  Mrs.（既婚）→ Ms.（1952年）

職業： chairman, chairwoman      → chairperson (1971年）

steward, stewardess           → flight attendant （1947年）

policeman, policewoman  → police officer

host,  hostess    → 女性も host を使う

職業：看護婦, 看護士 → 看護師 (教師は教師)

保母 ,保父 → 保育士

極端な例：奥さん, ご主人 →

つれあい,配偶者

「奥さん」,（「ご主人」）は呼びかけで使うから何と呼ぶの？

「おばさん」は怒られるし、「おねいちゃん」はセクハラだし、、、、
56



Sex (セックス） , Gender（ジェンダー）

Unisex （衣装、色など男女の区別をしないこと）
（初出例：1968年 雑誌ＬＩＦＥから）

◆衣装：女性が黒い服、男性が赤い服

女性が男性の下着を

男性が女性の下着を

◆トイレ表示

男は青、女は赤

色を使わない
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Sex (セックス） , Gender（ジェンダー）

男 ⇔ 女

草食男子 肉食女子

(herbivorous man) (carnivorous woman)

弁当男子 ホルモン女子

家事男（カジオ君）

（昔はアッシー君）

58



辞書編纂とジェンダー

辞書における使用頻度： he     >    she   

son   >    daughter 

ジェンダー論から見て差別？

辞書編纂上、紙面の節約のため、文字数の少ない単語を選択

近年の辞書では he, she等の割合をほぼ同一に、、、?

用例：

She takes care of three children.   He takes care of ～.

She enjoys cooking.    He enjoys cooking.

大学の教材・論文等では He / She enjoys cooking.                 

She / He enjoys cooking. 

(または Ｔｈｅ person enjoys cooking.)
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英語の語源の話 YAHOO 「神谷昌明」検索

60



母校への想い(母校愛） 京都外大＝命

研究者・教育者になるきっかけ （昭和５２年４月 入学）

昭和54年 言語学・変形文法への関心 市川郢康先生に相談

小野隆啓先生（京都外大教授）との出会い

変形文法（生成文法）の勉強会 第１回→ 神谷の下宿（西京区上野）

京都外大 学術研究（英語学）２大看板

小野隆啓ファミリー（生成文法・『英語の構造』(金星堂)）：

小野尚之（東北大学大学院教授）、松岡和美（慶応義塾大学教授）

近藤真（静岡大学教授）、野村昌司（中京大学准教授）

槙田裕加（中部大学准教授）、蔵藤健雄（立命館大学教授)…..（多数）

赤野一郎ファミリー（コーパス言語学・『ウィズダム英和辞典』(三省堂)）：

井上永幸（広島大学大学院教授）、吉村由佳、有吉淳一郎（花園大学講師）

阪上辰也（名古屋大学大学院特任助教）、由手口幸恵………  （多数）
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京都外大西 京都大会 3年ぶり9回目の優勝 目指せ全国制覇
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ローマ帝国の滅亡

ローマ帝国は、紀元前27年（帝政の開始) から1453年
東ローマ帝国滅亡まで、地中海世界一帯を支配した
帝国 （出典：ウイキペデイア）

世界史の教科書

●395年 テオドシウス帝 帝国を東西に分割

●476年 西ローマ帝国滅亡
ゲルマン人オドアケルに滅ぼされる

●1453年 東ローマ帝国(ビザンツ帝国）滅亡
オスマン帝国に滅ぼされる
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ローマ帝国の滅亡
言語学から斬る ローマ字を用いていたから滅亡！

ローマ帝国の公用語はラテン語（文字はローマ字）

広大な領土であったため、方言化が加速し

お互いに意志の疎通がとれなくなる。

ラテン語は各方言へ分化 → ロマンス語

イタリア(方言)、フランス(方言)、スペイン(方言)、

ポルトガル(方言)、ルーマニア(方言)などへ分化

それぞれ現在、独立した言語となる（国家になる）。
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ローマ帝国の滅亡

文字体系 表音文字 vs 表意文字

●ローマ帝国はラテン語

文字はローマ字(ラテン文字） 表音文字

●日本は日本語

文字は漢字 表意文字

ひらがな・カタカナ 表音文字
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表音文字・表意文字
●表音文字→ 一つの文字で音を表すにすぎない。

文字（音）の連鎖で初めて意味を表す。

例) k, b, d, o, g     dogの連鎖で初めて意味が出る

●表意文字→ ひとつひとつの文字が意味を表す。

文字の一つ一つに意味があるため、ある文字を
一つ見るだけで伝えたいことが理解できる。

例) 犬、神、山、海、猫
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表音文字（ローマ字）・表意文字（漢字）

表音文字（ローマ字・ひらがな・かたかな）

音が変われば対応する文字も変わる

/にじ/ → niji /ぬじ/→ nuji    /めじ/→ meji

表意文字 (漢字） 音が変わっても文字は変わらない

/にじ/ → 虹 /ぬじ/→ 虹 /めじ/→ 虹
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言語学から検証 ローマ帝国の滅亡

表音文字のローマ字を使ったから滅亡

もし、表意文字の漢字を使っていたらローマ
帝国は滅亡しなかったかもしれない。

表意文字（保守的）

表意文字を用いれば国家統一がしやすい。

中国は漢字(表意文字）を用いているので崩壊しない。

（文字を見れば意思の疎通ができる）
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日本語の文字体系

漢字（表意文字）

薔薇

ひらがな（表音文字） ばら

カタカナ（表音文字） バラ

ローマ字（表音文字） Bara

絵文字 （表意文字）

世界で一番複雑な文字体系を操る国民
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日本語の文字体系

漢字を覚えることは大変

ひらがな・カタカナ・ローマ字で表記したら

（１）方言が分化していく 別の言語になる？

（２）日本語は同音異義語が多い

もし、ひらがなで表現すると・・・
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同音異義語

（１）ももえさんはももにももとももおいた。

百恵さんは、股に、桃と藻も、置いた。

（２）うんこのうらにわにはにわにわにはにわに
わとりがいる。

うん、この裏庭には、二羽、庭には、二羽、ニワ
トリがいる。
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同音異義語

（３）たいしょうじだいにたいしょうがたいしょうて
きなさゆうたいしょうのたいしょうをたいしょう
にしてたいしょうをかけてたたかわせた。りょ
うぐんともたいしょうにいたらずたいしょうは

たいしょうした。

• 大正時代に大将が対照的な左右対称の
隊商を対象にして大賞を賭けて戦わせ
た。両軍ともに大勝に至らず大将は大笑
した。 72



一番多い同音異義語は？

• 「たいしょう」？

• 答えは

「こうしょう」全部で49語（広辞苑）

交渉 厚相 口承 鉱床 高尚 公証

考証 公傷 公称 工商 興商 好尚

康正 高唱 校章 など
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同音異義語

日本語は同音異義語が多い

漢字が視覚的に意味を表す

ひらがなだけでは意味が不鮮明

句読点が必要

同音異義語には漢字が適している。
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いくつ単語を覚えなきゃいけないの？

• Aランク *** 中学必修相当語彙 約900語

• Bランク ** 高校必修相当語彙 約2800語

• Cランク * 大学生社会人に必要な語彙

約3700語

(注：平成24年中学 1200語程度）
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読み書き

Ａ ランク*** 発音ができて、書くこともできる

center  price  doctor drink enjoy

Ｂランク** 発音ができて、書くこともできる

relax  swim  sweet  compare 

Ｃランク* 発音ができ意味が分かれば良い

global  imperial  pulse  swamp

注）検定済教科書により異なる
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古英語で自己紹介

My name is Masaaki Kamiya.
I live in Toyota City. 
I teach English at Toyota Kosen.
I love you. Thank you.

Min nama biÞ Masaaci Camiya.
Ic lybbe in Toyota byrig.
Ic tæce Englisc æt Toyota Cosen.
Ic lufige eow. Ic Þancige eow.
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