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ゲール語の会 第２回 

2014/08/24 

 

☆前回の復習 

 

A:Feasgar math. Is mise Jun. Dè an t-ainm a th’oirbh? 

B:Feasgar math. Is mise Yuji. Ciamar a tha thu an-diugh? 

A:Tha gu math. Tapadh leibh. Agus sibh fhèin? 

B: Chan eil mi dona. Tapadh leibh. Tha e brèagh an-dràsta, nach eil? 

A: Tha, tha e brèagh an-dràsta. Agus tha e blàth. 

B: Chan eil e blàth, ach tha e teth! Tha e glè theth an-diugh! 

A:Tha. Beannachd leat an-dràsta. Yuji. 

B: Tìoraidh an-dràsta, Jun. 

 

A:こんにちは。私は淳です。あなたのお名前は何ですか。 

B:こんにちは。私は裕慈です。今日の調子はどうですか。 

A:元気です。ありがとうございます。あなたはどうですか。 

B:悪くはありません。ありがとうございます。今はよい天気ですね。そうでは

ありませんか。 

A:そうですね。今は良い天気です。そして暖かいですね。 

B:いえ、暖かくはありません。暑いです。今日はとても暑いです。 

A:そうですね。では、ごきげんよう。裕慈さん 

B:それでは。淳さん 

 

☆今回のポイント 

 ・出身地を聞く表現 

 ・ゲール語の状態を表す be 動詞(tha, chan eil, a bheil)の使い方 

 ・ゲール語の have、「持っている」の表現と前置詞＋代名詞の人称変化 

 ・ゲール語の呼格（vocative）と軟音化/狭音化 

 ・基礎的な単語の発音と意味 
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☆Còmhradh (会話) 

 

A: Cò às a tha thu, A Sheumais? 

 

B: Tha mi à Dùn Èideann ann an Alba. Agus thu fhèin, Dòmhnall? 

 

A: Tha mi às na Stàitean. A bheil clann agad? 

 

B: Chan eil clann agam. Ach tha bráthair agam. 

 

A: A bheil? Tha bráthair agam cuideachd.  

 

1.出身を聞く疑問文 

 

Cò às a tha thu/sibh? 

→ Tha ［mi］à/às （地名）？ 

   Tha mi à Iapan. 「日本から来ました。」 

 

＊cò はゲール語で who にあたる疑問詞なので、この文は直訳では who are you 

from?となる。これは、ゲール語が話されていた地域では氏族と支配領域が定ま

っており、どの家族出身かを聞けば出身地が分かったという歴史に由来する慣

用表現である。 

＊from にあたる à は一般的な固有名詞の前では à なる。しかし、定冠詞が付い

ている地名の前では às と変化する。 

→ às na Stàitean: 合衆国（アメリカ）から 

    às a’ Ghearmailt: ドイツから 

 

2. 状態動詞と連結詞（「A は B です。」を導く動詞、be 動詞） 

現在の否定、肯定、疑問 

    状態動詞         

＋：  tha 

—  :  chan eil 

？： a bheil?  

☆連結詞 

‘S e 

chan e 

Is? 
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例文: A bheil thu gu math? 「あなた（の調子は）は良いですか。」 

   Are you well? 

→ ＋ Tha, tha mi gu math. 「はい。私は（調子が）良いです。 

  —  Chan eil, chan eil mi gu math. 「いいえ。私は（調子が）良くありません。」 

    

   A bheil e fuar? 「（天候は）寒いですか。」 

       Is it cold ? 

→＋ Tha, tha e fuar. 「はい。（天候は）寒いです。」 

  — Chan eil, chan eil e fuar. 「いいえ。（天候は）寒くありません。」 

 

3. have の表現 

 

 ゲール語には「持つ」にあたる動詞が存在しない。代わりに、「（名詞）が私

のところにある。」（There is something at me.）という表現を取る。 

→ Tha athair aig Anna. 「アンナには父がいます。」（Anna have a father.） 

   Tha (名詞) aig (主語). 

 

 ゲール語の前置詞は代名詞を取って活用するため、（前置代名詞）aig + 代名

詞は一語で表される。（活用表は別紙。） 

 ( aig + mi = agam / aig + thu = agad, etc) 

→ Tha athair agam.  「私には父がいます。」（I have a father.） 

  Chan eil clann aige. 「彼には子供がいません。」（He does not have a child.） 

  A bheil cù agad? 「君は犬を飼っていますか。」（Do you have a dog?） 

  A bheil Gàidhlig agaibh? 「あなた（たち）はゲール語を話せますか。」 

             （Do you have Gaelic? / Can you speak Gaelic?） 

4.呼格と狭音化/軟音化 

 

 ゲール語の呼格(vocative) 

 ゲール語には人の名前を呼ぶ際に用いる格(case)があり、独特な変化を持つ。 

 ・男性の場合 (a + 軟音化+ 狭音化) 

 Seumas → a Sheumais (a + 軟音化+ 狭音化)  

               s は無音  

 Dòmhnall → a Dhòmhnaill(a + 軟音化+ 狭音化) 
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 Iain → Iain 

 (母音の前に a はおかない。母音は軟音化しない。語尾の in はすでに狭音。よ

って変化しない。) 

 

・女性の場合 (a+ 軟音化) 

 Màiri → a Mhàiri (a+ 軟音化) 

 Sìne → a Shìne  (a+ 軟音化)          

 Anna → Anna 

 

☆狭音化 caolachadh / slenderisation 

ゲール語では、単語末の音声を変化させることで単語の意味を変化させること

がある。 

 

特に多いのが、広母音で挟まれていた子音を狭母音で挟みなおし、子音の音質

を変化させることである。これを狭音化という。 

 

☆軟音化 sèimheachadh / lenition 

ゲール語では、単語の頭の子音が変化することがある。この変化を軟音化と呼

ぶ。 

スペルの最初の子音の後に h が入っていれば、その単語は軟音化していると考

えてよい。 

 

☆ゲール語のスペリングルール 

leathann ri leathann ´s caol ri caol / caol ri caol ‘s leathann ri leathann 

広きは広きと、狭きは狭きと 

 

ゲール語で母音（をあらわす文字）a, i, u, e, o は、次の 2 つのグループに分けら

れる。 

a, u, o：広母音 (fuaimreagan leathanna / broad vowels) 

i, e：狭母音 (fuaimreagan chaola / slender vowels) 

 

ある単語の中で、子音（をあらわす文字）は広母音と広母音で挟まれるか、あ

るいは狭母音と狭母音で挟まれる。広母音と狭母音で挟まれたりすることは原

則ない。 
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例 

feasgar   tapadh   ciamar  

Mairi  smaoineachadh（「考える」の動名詞形） 

例外：Dihaoine: 金曜日 

 

広母音で挟まれた子音（broad consonant）と狭母音で挟まれた子音（slender 

consonant）では、同じ文字であっても音質が異なる。 

 

例（ゲール語には実在しない単語であることに注意） 

usa ウサ  ese エシェ 

ato アト  ite イチェ 

 

※狭母音で挟まれた子音のことを音声学では口蓋化子音と呼ぶ。口蓋化palatalise

とは、舌の前の面が口の中の天井に向けて盛り上がることである。先に触れた

狭音化は、口蓋化と言われる現象の一種と考えて差し支えない 

 

☆aig: at の活用 

agam: at me 

agad: at you  

aige: at him/it 

aice: at her/it 

 

☆疑問詞 

cò?: who? 

ciamar?: how? 

dè?: what? 

cuin a?:when? 

carson a?: why? 

co mheud?: how many/much? 

 

☆固有名詞 

Màiri: Mary      Cailean: Colin     Seumas: James 

Eilidh: Helen     Dòmhnall: Donald  Jack: Seoc 

Sìne: Jane/Jenny  Iain: John/Ian      Alexander: Alasdair 

càit an?: where? 

an/am?: 疑問を表す副詞 

 

againn: at us 

agaibh: at you(plural/formal) 

aca: at them 
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副詞：時 

an-diugh: 今日 

an-dràsta: 今 

an-dè: 昨日 

a’ bhòn-dè: 一昨日 

a màireach: 明日 

 

☆名詞：家族とペット （.m は男性名詞 .f は女性名詞） 

athair (m.): 父 

bràthair(m.): 兄弟 

bean(f.): 妻 

clann(f.): 子供 

duine(m.): 夫（あるいは一般的に「男」） 

mac(m.): 息子 

màthair(f.): 母 

nighean(f.): 娘（あるいは一般的に「女の子」） 

piuthar(f.): 姉妹 

teaghlach(m.): 家族 

 

☆形容詞：天気と体調 

blàth: 暖かい 

brèagha: 良い、美しい 

dona: 悪い 

fliuch: 雨が降っている、濡れている 

fuar: 寒い、冷たい 

teth: 暑い、熱い 

gaothach: 風が強い 

grianach: 晴れている 

sgòthach: 曇っている 

tioram: 乾いている（雨が降っていない） 

 

＊ゲール語で「雨が降っている」は２通りの表現がある。 

1. Tha e fliuch. (天気は濡れています。) 

2. Tha an t-uisge ann. (天気には水が含まれています。) 

math: 良い 

sgìth: 疲れている 

gu dòigheil: 良い 

gu math: 良い 

tinn: 病気である 

toilichte: 機嫌が良い、happy 

 

bò(f.): 雌牛 

caora(f.): 羊 

cat(m.): 猫 

cù(m.): 犬 

each(m.): 馬 

eun(m.): 鳥 

iasg(m.): 魚 

muc(f.): 豚 

 

 

接続詞：等位接続 

agus:順接 and 

ach:逆接 but 

no: 択一 or 
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◎Eacarsaich  (練習問題) 

 1.Cuir Gàidhlig air na seantansan seo.  (以下の文をゲール語に訳しなさい。) 

 ＊Leth-fhacal (ヒント：二人称のあなたと君の違いに注意する。) 

 

 T: おはよう。調子はどうだい、ジェームズ君。 

 D: おはようございます、ドナルドさん。僕は疲れました。あなたはどうです

か。 

 T: 私は元気だよ。今日は寒いね。君は病気なのかい。 

 D: 私は病気ではありません。でも今日は本当に寒いですね。それに風が強い

です。違いますか。 

 T: そうだな。ではまた、ジェームズ君。 

 D: ごきげんよう。ドナルドさん。 

 

 2. Sgrìobh mu sibh fhèin, mu ur teaghlach agus peata. Cò as tha sibh? A bheil 

teaghlach no peata agaibh?  

  （あなた自身、あなたの家族とペットについて書きなさい。あなたの出身は

どこですか。家族やペットはいますか。） 

 

3. Cuir Iapanach air na seantansan seo. （以下の文を日本語に訳しなさい。） 

 

  Is mise Màiri. Tha mi às na Staitean. Tha athair, màthair agus bràthair agam. Is iadsan, 

Iain, Eilidh agus Alasdair. Tha Gàidhlig againn. Agus tha cù againn. Is esan Cailean. 

Ach chan eil Gàidhlig aige! 

 

Dùbhlan. (チャレンジ) 

 Sgrìobh mun an duine uirsgeulach agus Cuir an aithne dhuinn e/i. 

 (架空の人物について書き、彼/彼女を私たちに紹介しなさい。) 
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Puirt à beul an-diugh. （本日の歌） 

 

A bhanarach chaoin 

 

O’s gille na gruth, bainne nam bò 

O’s gille na gruth, bainne nam bò 

O’s gille na gruth, bainne nam bò 

A bhanarach chaoin, ‘s gille thu na càch 

 

Seist: 

A hù a hò, dheogail na laoigh 

A hù a hò, dheogail na laoigh 

A hù a hò, dheogail na laoigh 

A bhanarach chaoin, dheogail an t-àl 

 

Buidhe mar òr, cuailean mo ghaoil 

Buidhe mar òr, cuailean mo ghaoil 

Buidhe mar òr, cuailean mo ghaoil 

A bhanarach chaoin, ‘s tusa mo ghràdh 

(Sèist) 

 

Snuadh an ròis, gruaidhean na h-òigh 

Snuadh an ròis, gruaidhean na h-òigh 

Snuadh an ròis, gruaidhean na h-òigh 

A bhanarach chaoin, adhbhar mo dhàin 

(Sèist) 

 

M’ ulaidh ‘s mo rùn, cailin nam bò 

M’ ulaidh ‘s mo rùn, cailin nam bò 

M’ ulaidh ‘s mo rùn, cailin nam bò 

A bhanarach chaoin, m’ ulaidh gu bràth 

(Sèist) 
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優しい乳搾りの娘 （Gentle milk-maid） 

 

クラウディー1よりも白いのは 雌牛の乳 

クラウディーよりも白いのは 雌牛の乳 

クラウディーよりも白いのは 雌牛の乳 

優しい乳搾りの娘さん！君は誰よりも白い。 

 

（コーラス） 

アフーアホー 子牛たちが飲んでいた（愛する人が飲んでいた）2 

アフーアホー 子牛たちが飲んでいた（愛する人が飲んでいた） 

アフーアホー 子牛たちが飲んでいた（愛する人が飲んでいた） 

優しい乳搾りの娘さん！若いのが飲んでいたよ。3 

 

金みたいにブロンド 私の愛する人の髪4 

金みたいにブロンド 私の愛する人の髪 

金みたいにブロンド 私の愛する人の髪 

優しい乳搾りの娘さん！私の愛する人。 

（コーラス） 

 

ばらのような様子 君の頬は 

ばらのような様子 君の頬は 

ばらのような様子 君の頬は 

優しい乳搾りの娘さん！私の詩の源。 

（コーラス） 

 

私の宝物で 私の愛 牛追いの娘さん 

私の宝物で 私の愛 牛追いの娘さん 

私の宝物で 私の愛 牛追いの娘さん 

優しい乳搾りの娘さん！ずっと私の宝物。  

（コーラス） 

                                                 
1
 スコットランドの軟質チーズ。カテージチーズのようなもの。 

2
 laoigh の原義は子牛(calf)だが、呼格で「愛しい人よ！」の意になる。 

3
 àl は「孕まれた子、血」が原義で、転じて「子、孫」を意味する。 

4
 cuailean は cùl「髪」の複数系の古形。一般的には cùiltean 
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おすすめウェブサイト 

☆ゲール語の歌、歌詞関係 

BBC ALBA Bliadhna nan Òran 

http://www.bbc.co.uk/alba/oran/?lang=gd 

 

Celtic Lyrics Corner  

(歌詞の対訳、スペリングは誤りが目立つサイトなので、辞書併用を推奨) 

http://www.celticlyricscorner.net/index.htm 

 

Tobair an Dualchais 

(口承をオンラインデータベース化しようとしている学術よりのサイト) 

http://www.tobarandualchais.co.uk/en/ 

 

☆ゲール語の音声学関係 

Fuaimean na Gàidhlig 

http://akerbeltz.org/index.php?title=Fuaimean_na_Gàidhlig 

 

おすすめ辞書（和—ゲール語辞書が無いため、英語力が前提となります。） 

Edit. Robertson. Boyd, MacDonald. Ian, Essential Gaelic Dictionary, (2012, 

Oxford.) 

Edit. Watson. Angus, The Essential Gaelic-English English-Gaelic 

Dictionary, (2012, Edinburgh.) 

 

参考文献 

 Bauer. Michael, Blas na Gaidhlig: The Practical Guide to Scottish Gaelic 

Pronunciation. (2011, Glasgow.) 

（初回レジュメ記載分省略） 

  

講師連絡先 

村山 淳（一橋大学言語社会研究科修士１年）lm141027@g.hit-u.ac.jp 

新保 裕慈（千葉大学大学院人文社会学研究科博士前期課程 1 年）  

                     student@gaelic.sakura.ne.jp 
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