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９月15日（火）

出前授業内容

• 英語は何故国際語？ 英国の正式国名

• 英国（ブリテン島）で起きた３大侵略

• 過去３００年間 英国の公用語はフランス語

• フランス語源の英語

• 1500年前の英語で自己紹介

• Good byの語源 語源アラカルト

• （ローマ帝国の滅亡 言語学から斬る！！）



英語は本当に国際語？
母語話者ランキング （世界には約4000の言語が存在）

1 中国語（北京語） 8億8500万人 中国
2 英語 5億1000万人 英国・米国・カナダなど
3 ヒンディー語 4億9000万人 インド
4 スペイン語 4億2000万人 スペイン・中南米諸国
5 アラビア語 2億3000万人 アラブ諸国・中東・北アフリカ
6 ベンガル語 2億2000万人 バングラディッシュ
7 ポルトガル語 1億7000万人 ポルトガル・ブラジル
8 ロシア語 1億7000万人 ロシア
9 日本語 1億2500万人 日本
10 ドイツ語 9800万人 ドイツ・オーストリア・スイス
11中国語（広東語） 8000万人 中国(香港、マカオ、広東省)
以下省略

（出典:2001年中日新聞 （注意：統計にかなりのばらつきあり） ）



英語はなぜ国際語？

• ビジネス（仕事）
• 科学技術
• インターネット（80％以上が英語）
• 海外旅行 日常会話

約15億人が使用 第一言語（母語）→ 約 5億人
第二言語、外国語→  約10億人

「英語は国際語」の定義 （世界には約4000の言語が存在）
1)第二言語、外国語として利用する人の方が母語話者より多い。

2)広い分野、世界各地・広い地域で使用されている。
なぜ世界各地なの？



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に勝利
●16世紀後半 スペインの無敵艦隊を破る
●16ー17世紀 イギリスに産業革命 重商主義

1620年 清教徒 メイフラワー号でアメリカへ（アメリカ英語）

●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,南アフリカなど）に植民地
大英帝国として君臨 → 英語の普及

●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 連合国の勝利 アメリカ支配

もし、日・独・伊三国同盟が勝利していたらドイツ語が国際語？
日本語は何故国際語にならないの？



イギリスは国の名前？

正式名称は

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

[グレイト・ブリテンおよび北アイルランド連合王国（UK）]

スコットランド

北アイルランド

イングランド
ウェールズ



国旗 オリンピックとワールドカップでは・・・

●現在の連合王国の旗(Union flag)

4つの地域（国）の旗

★現在のイングランドの旗

★現在のスコットランドの旗

★現在のウエールズの旗

★現在の北アイルランドの旗

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Flag_of_England_%28bordered%29.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Flag_of_England_%28bordered%29.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Flag_of_Scotland.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Flag_of_Scotland.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Flag_of_Wales_2.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Flag_of_Wales_2.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Northern_Ireland.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Northern_Ireland.svg


英国で起きた３大侵略

ブリテン島の先住民は？ ケルト人(紀元前2000年ごろ大陸から移動）

紀元前55年、54年 ジュリアス・シーザーの侵略
43-410年 ローマ帝国 クローディアス皇帝の侵略

暦はローマ歴

[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



英国で起きた大事件

ブリテン島の先住民族はケルト人
ケルト語 London(荒地） the Thames(暗い川）

●BC.55年、54年ジュリアス・シーザー (Julius Caesar)

ブリテン島へ侵略

●43-410年 クローディアス皇帝(Claudius)
ブリテン島へ侵略
先住民ケルト人を今のウェールズや北部へ追いやる

ラテン語が使用される ◆暦はローマ暦
410年 ローマ軍撤退



英国で起きた3大侵略その１

450年～ ゲルマン民族の大移動
アングロ族 Angles、サクソン族 Saxons、ジュート族 Jutesが

大陸から大移動を始める

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

注意）ゲルマン民族が話していたゲルマン語（German)とは今のドイツ語
(German)、オランダ語（Dutch)、英語(English)などの祖語

この3言語は同族言語、 歴史的に見れば全く同じ言語（西ゲルマン語）



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！

ロンドン橋が落ちた ロンドン橋落ちた～

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Viking%2C_replica_of_the_Gokstad_Viking_ship%2C_at_the_Chicago_World_Fair_1893.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Viking%2C_replica_of_the_Gokstad_Viking_ship%2C_at_the_Chicago_World_Fair_1893.jpg


童謡「ロンドン橋落ちた」 なぜ落ちたの？

現在（H.27.8.26)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



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。



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
英語とバイキングが使用していた北欧語（古ノルド語;
今のノルウエー語など[北ゲルマン語]）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



英国で起きた3大侵略その３

1066年に大事件が！フランス北部に住んでいた
（フランス語を話す）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（アングロサクソン人））は英語を使用。



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・・・

同じ西ゲルマン語のドイツ語やオランダ語と同じ言語になっていた

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
音と文字の不一致 だから英語の発音は難しい



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（アングロ・サクソン人）

• 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



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 (1)羊、(2)羊の肉)

http://www5e.biglobe.ne.jp/~shops/photo/hitsuji/nenga/hitsuji100.JPG
http://www5e.biglobe.ne.jp/~shops/photo/hitsuji/nenga/hitsuji100.JPG


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 (1)豚、(2)豚肉)



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 (1)ウシ、(2)牛肉）



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



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



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



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



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



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



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？

ゼロ（０）の形が卵に似ているから

卵をフランス語で l’œuf (ルフ)

l’œuf (ルフ)がなまってlove(ラブ）になった。



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



古英語で自己紹介
現代英語：
My name is Masaaki Kamiya.
I live in Toyota City. 
I teach English at Toyota Kosen.
I love you. Thank you.

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



悲しい別れ Good-by

キリスト教 語源は God be with you   

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

でくれ！



McDonald’s のMcは何？

• Mc-は「息子」「子孫」を表す son of ～

Mc-（Mac-) ケルト系

McDonald, MacArthur,Mckenzie

-ing アングロ・サクソン系

Browning, Pershing, Rowling

-s アングロ・サクソン系

Jones, Williams, Lions 



McDonald’s の ’sは何？

• McDonald’s

• Denny’s

• Jonathan’s

• Kentucky (Fried Chicken) Kentucky’sとは言わない

’sは特定の家や店を表す（～さんちのお店）

Colonel Sanders （本名 Harland Sanders）

最初はThe Sanders Court & Caféを経営 （theは家を表す）



ドーナツ なぜ穴があいてるの？

doughnut （アメリカではdonut )

doughnut は「パン・パイなどの生地（dough）で

作られたもの」

オランダ語で oliebol

[オリーボル（油玉；油で揚げた丸菓子）]

穴の空いたドーナツ 1847年

生臭さを消すために、穴をあける



マラソン（marathon)の語源は？

• 紀元前490年、ギリシャ軍がペルシャの大軍
を撃破した古戦場マラトンに由来する。

伝令がこの地からアテネまで走って勝利を伝
えたことがマラソン競技の起源

マラソンの距離は４ ２．１ ９ ５ km

死にに行く ゴー



イチゴを英語で

• strawberry  

straw(わら） berry(小果実）

straw 1 麦わら、わら ２ ストロー

語源：

実を保護するためにわらの上に置いた



Rival(ライバル）は何を競うの？

• rival（ライバル）はriver（川）と同じ語源

「川の土手に住んでいる者」

↓

「同じ川の水を農業に使っている者」

「水利権を争うもの」

「敵対する者」 → ライバル



WhiskyとWhiskey

語源は「生命の水」；酒の名前としての初例

1715年 Scotch whisky      

1846年 (アメリカ) Bourbon County, Kentucky

バーボン（bourbon)ウイスキーwhiskey

コーンを主原料とするウイスキー

[俗説１] ウイスキーは大変珍重され、鍵のついた箱に保管さ
れていたという伝説。カギ＝Keyで、バーボンの綴りにはeが
入る。

[俗説2] whiskyは登録商標 アメリカ人のパクリ whiskey

似ている？ 東京オリンピックのエンブレム問題と同じ？



companion と company

companion

com（一緒に）panion(パンを食べる人）

company

com（一緒に）panion(パンを食べる仲間）

パンはフランス語のpain（パン）から

英語でパンは bread



A toast 乾杯しよう！

• toast  トースト

• toast 乾杯、祝杯

Let’s have a toast to you. (君に乾杯しよう）

語源：

風味を増すために祝杯に一片の

焼きパンを入れたことから



Ｘ’ｍａｓは正しい英語なの?

Christmas  (キリストの祝日(mass)の意）

Xmasが正しい表記 初例は１５５１年

Ｘはギリシャ語 Χριστός （Ｘｒｉｓｔｏｓ）の頭文字
（油を注がれたもの） Χはギリシャ文字22番目 キー

俗説：Xはキリストが十字架にかけられた十字架（クロス）を表す。



最後に：国際人になるための第１歩
多種多様（異文化）への理解 日本人？ アメリカ人？

日本人の多くは

黄色人種 日本民族 日本語 仏教

世界的に見て極めて珍しい事象

アメリカ人は？

英語を話す白人を連想？ これは大きな偏見

実際は（１例）：人種は黒人、民族はユダヤ系、
言語はスペイン語 宗教はユダヤ教

「人種」と「民族」と「言語」と「宗教」がバラバラ



参考 （上級学習）英和辞典

• 『ウィズダム英和辞典』 第３版 三省堂

単語の意味・用例はすべて使用頻度順

語源担当：神谷昌明
語源囲み記事20語
語源書き下ろし5000語



歴史学から 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



言語学から ローマ帝国の滅亡

• 言語学

ローマ帝国の公用語はラテン語

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。

ラテン語の方言である

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)などは

それぞれ現在、独立した言語となる（国家になる）。



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

文字はラテン文字（ローマ字） 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



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



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

file:///E:/sozai8/cat1/summer/rainy_season/pages/rainy_season009.htm
file:///E:/sozai8/cat1/summer/rainy_season/pages/rainy_season009.htm


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

• 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。



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



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・・・



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。



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
うにいい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。



Hostの意味は？

• １ 主人、主催者、主催国、開催地

• ２ (テレビ・ラジオ番組の）司会者

• ３ （動植物の）生息地

• ４ [やや古い] 宿屋の主人

日本語で言うホスト(若い男）は和製英語に近い

客を接待する男性であり若くなくてもいい。



猫は何故catなの？

/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。

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。



ローマ字 K と C

• 古英語
ローマ字 K は、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



K と C

Cはラテン語の特徴
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



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？



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 前校長発案）

Koban（交番） Kaizen（カイゼン) Kanban（カンバン）
Kosen（高専） [(Karaoke（カラオケ）]



変な和製英語？

ポカリスエット Pocari sweat
キンキキッズ kinki kids 

→  kinky kids
カルピス Calpis 

→ Cow piss 
国内はナショナル National
海外はパナソニック Panasonic 

Pan(全、あまねく）＋sonic（音） 松下電器の音をあまねく世界中に

豊田工業高等専門学校（豊田高専）Toyota National College of Technology


