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ゲール語の会 第５回 

2014/11/02 

 

☆前回の復習 

・Càit a bheil thu/sibh a’ fuireach? 

 → Tha ［mi］a’ fuireach ann an  (地名). 

 

・形容詞と名詞の接続 

 男性名詞 ＋ 形容詞 ＝ 名詞 形容詞 

  cù       +  beag    = cù beag 

 

 女性名詞 ＋ 形容詞 ＝ 名詞 形容詞（軟音化） 

  caora     +  beag    = caora bheag 

 

 前置する形容詞 ＋ 名詞 ＝ 形容詞 名詞（軟音化） 

  seann     +  muc    = seann mhuc 

 

・軟音化する音、しない音 

 母音は軟音化しない 

 いつでも軟音化する子音： B/C/F/G/M/P/S 

  普通はするが、chan と bu のあとでは軟音化しない子音：D/T 

 軟音化が表記されないが、発音がかわる子音：L/N/R 

 軟音化できない子音：H 

 軟音化できない子音の組み合わせ：SG/SM/ST/SP 

 

☆今回のポイント 

・職業を尋ねる表現と名詞の定、不定 

・定冠詞と所有冠詞  

・数、月、曜日（一覧表） 
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1. 職業を尋ねる表現と名詞の定、不定 

 Dè an obair a th’agad ? 

   What the work which is on you? 

 → ‘S e tidsear a th’annam. 

   It is a teacher which is on me. 

 

Dè an obair a th’agad/agaibh? 

 → ‘S e ［名詞］a th’ann an ［主語］ 

  

 ただし、ゲール語は無冠詞の場合、不定冠詞（英語の a/an）が付いていると見

なされる。上記の表現は「私は（ある）先生です。」という表現のみ用いられ、

以下の場合は用いることができない。 

 「あなたが件の先生ですか。」→「はい。私がその先生です。」 

 Are you the teacher? → Yes, I am the teacher. 

 このように、定冠詞がついている表現の場合は、以下の強調表現を用いる。 

 An e tusa
1
 an tidsear? → ‘S e, ‘S e mise an tidsear. 

  

 つまり、「［名詞］は［名詞］です。」と表現するとき、その名詞が不定か定冠

詞付きかを区別して表現しなければならない。固有名詞は文法上定冠詞付きと

して扱われる。 

 

 ○不定の場合 

 ‘S e ［不定名詞］a th’ann an ［主語］. 

  eg) ‘S e oileanach a th’ annam 

 

 ○定冠詞付きの場合 

 ‘S e ［主語］［定冠詞］［名詞］. 

 eg) ‘S e mise an t-oileanach 

 

連結詞 

 

                                                 
1
 thu の強意形 thusa は Is 動詞と用いられる場合 tusa と変化する。 

？  An e? 

+  ‘S e 

—  Chan e 
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2.定冠詞と所有冠詞 

 定冠詞は名詞の性、語頭の母音に応じて変化する。以下が表。 

 

男性名詞 

B/P/F/M > am  

 am flat 

 

C/G > an 

 an cat 

 

母音> an t- 

 an t-each 

 

D/T/L/N/R/S > an 

 an taigh 

 

 

 冠詞の使い方については、基本的に英語に準ずる。属格(the sth of sth)の際は英

語と異なる規則を取るが、詳細は与格、属格の回で。 

 

○所有冠詞 

 英語の my, your, etc..にあたる所有冠詞は以下。 

 

 

 

 

 

 

このうち＊のついた３つは後置する名詞に軟音化を引き起こす。また、母音と F

の前では特殊な変化を起こす。その他はそのまま接続させれば良い。 

 

 

女性名詞 

B/P/M/C/G > a’ + 軟音化 

 a’ bho 

 

F > an + 軟音化 

 an fheòil 

 

母音/D/T/L/N/R/SG/SM/SP/ST > an 

 an nighean 

 

S +母音/SN/SR/SL/SN > an t- 

 an t-sràid 

  

  

mo*  my          ar  our 

do*  your         ur  your(pl) 

a*  his           an/am  their 

a  her 
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○所有冠詞の類型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆名詞：職業に関わるもの 

bean-taighe(f.): 専業主婦 （主夫は対応語なし） 

croitear(m.): 農民（小作） 

dotair(m.): 医者 

fiaclair(m.) /fiəxgLɛrʲ/: 歯医者 

ministear /minɪʃdʲɛr/ (m.): （プロテスタント）聖職者、大臣 

nurs(m.): （男性の）看護師 

banaltrum(f.): （女性の）看護師 

neach-lagha(m.): 法律家、弁護士 

neach-nai[e]dheachd(m.): ジャーナリスト 

neach-deasachaidh(m.): 編集者 

oileanach(m.): 学生 

sagart(m.): （カトリック）聖職者 

seinneadair(m.): 歌手 

tidsear(m.): 教師 

 

 

 

 

F の前  （例：fìon） 

m’ fhìon    ar fion 

t’ fhìon     ur fion 

fhìon       am fion 

a fion 

 

軟音化できる子音の前 （例：cat） 

mo chat   ar cat 

do chat    ur cat 

a chat     an cat 

a cat 

母音の前  （例：athair） 

m’ athair     ar n-athair 

t’ athair      ur n-athair 

athair        an athair 

a h-athair 
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・数(àireamh) 月(mìos) 日(latha) 

1-20 

0 neoni    

1 aon     11 aon deug 

2 dhà     12 dhà dheug 

3 trì      13 trì deug 

4 ceithir   14 ceithir deug 

5 còig     15 còig deug 

6 sia      16 sia deug 

7 seachd   17 seachd deug 

8 ochd     18 ochd deug 

9 naoi     19 naoi deug 

10 deug    20 fichead 

 

20-100 

20 進法（伝統的） 

20 fichead  

21 a h-aon ar fhichead 

22 a dhà ar fhichead 

23 a trì ar fhichead  

30 deich ar fhichead 

31 a h-aon deug ar fhichead 

40 dà fhichead 

41 dà fhichead ‘s a h-aon 

42 dà fhichead ‘s a dhà 

50 dà fhichead ‘s deich / leth cheud 

60 trì fichead 

70 trì fichead ‘s a deich 

72 trì fichead ‘s a dhà dheug 

80 ceithir fichead 

90 ceithir fichead ‘s a deich 

100 ceud 

10 進法（英語による影響で変化） 

20 fichead 

21 fichead ‘s a h-aon 

22 fichead ‘s a dhà 

23 fichead ‘s a trì 

30 trìthead 

31 trìthead ‘s a h-aon 

40 ceathrad  

41 ceathrad ‘s a h-aon 

42 ceathrad ‘s a dhà 

50 caogad 

60 seasgad 

70 seachdad 

72 seachdad ‘s a dhà 

80 ochdad 

90 naochad 

100 ceud 

 

 

曜日 

月 Diluain/dʲɪˈLuəNʲ/ 

火 Dimàirt 

水 Diciadain /dʲɪ'kʲiədɪNʲ/ 

木 Diardaoin/dʲəR'dɯːNʲ/ 

金 Dihaoine 

土 Disathairne 

日 Didòmhnaich/dʲɪˈdɔ̃nɪç/（カ

トリック） 

 Latha na Sàbaid （その他） 

月 

1 am Faoilteach 

2 am Gearran 

3 am Màrt 

4 am Giblean 

5 an Cèitean 

6 an t-Ògmhìos 

7 an t-Iuchar 

8 an Lùnastal 

9 an t-Sultain 

10 an Damhair 

11 an t-Samhain 

12 Dubhlachd 
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Puirt à beul (Tune from a mouth) / Òran beag 

 

Fear a Bhata (A boatman) 

 

Séist: 

Fhir a' bhàta, na hóro eile 

Fhir a' bhàta, na hóro eile 

Fhir a' bhàta, na hóro eile 

Mo shoraidh slàn leat 's gach àit' an téid thu 

 

'S tric mi sealltainn on chnoc as àirde 

Dh'fheuch am faic mi fear a' bhàta 

An tig thu 'n-diugh na 'n tig thu màireach 

'S mar tig thu idir gur truagh a ta mi 

(Séist) 

 

Tha mo chridhe-sa briste brùite 

'S tric na deòir a ruith o m' shùilean 

An tig thu nochd na 'm bi mo dhùil riut 

Na 'n dùin mi 'n doras le osna thùrsaich? 

(Séist) 
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Fhir a' bhàta, na hóro eile 

 

・Fear：男  (男性単数呼格)   

  am bàta：舟 the boat （定冠詞 男性単数属格） 

  na hòro eile（かけ声、意味無し） 

 

 舟人よ ナホーロエーレ 

 oh man of the boat, na horo eile 

 

Mo shoraidh slàn leat 's gach àit' an téid thu 

 

・Mo：私の （所有冠詞） soraidh：別れ （女性単数主格2） 

 slàn ：完全な、全体の、complete（形容詞） 

 leat（前置代名詞 le thu）’s （短縮形 agus） 

  gach：全ての、every（形容詞） 

  àite：場所（男性単数主格） 

 an： that, which （関係代名詞 a） 

 tèid: 行くであろう（不規則動詞 rach［行く］ 直接法能動相未来） 

                                                 
2
 意味上は対格などの場合でも、ゲール語の格（主格、属格、与格、呼格）に沿

って表記しているため、漏れている分類は全て主格と表記した。 

凡例： 

［原文］ 

 ・［品詞分解］ 

［日本語訳］ 

［英語逐語訳］ 

 の順で表記した。品詞分解は原則として単語ごとに区切り、 

名詞は［原形：意味（性 単複 格）］複数形 

動詞は［文中形：意味（原形［意味］法 相 形）］ 

短縮形は［文中形：（文法分類 原形）］ 

その他は［意味（文法分類 ［必要なら原形］）］ 

 を示し、適宜、補足と脚注を付した。 
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 thu：あなた （人称代名詞 二人称単数主格） 

 

私の別れ3が どこへでも あなたとともにある（ありますように） 

My complete farewell with you and every place that you will go. 

‘S tric mi sealltainn on chnoc as àirde 

 

・’S （Is 動詞 強調構文）/ tric：時折、しばしば（副詞） 

 mi：わたし（人称代名詞 一人称単数主格） 

 sealltainn：見ている（動詞 seall 動名詞） 

 on：〜から（前置詞短縮形 bhon (bho an) ［from the］4） 

 cnoc：丘（男性単数主格） 

 as àirde：最も高い（形容詞 àrd 最上級） 

 

何度も何度も 高い丘から見つめている 

So often, I am seeing from the highest hill. 

Dh'fheuch am faic mi fear a' bhàta 

 

・Dh’ fheuch：感じる 確かめる （動詞 feuch 不定詞） 

 am ：〜かどうか （接続詞） 

  faic： 見る （不規則動詞 faic の直接法能動相未来） 

 mi：わたし（人称代名詞 一人称単数主格） 

 fear a’ bhàta：舟人（１行目に準ずる。） 

 

舟人が見えるかどうかを確かめようと 

to feel whether I will see the boatman 

 

 

 

 

                                                 
3
 slàn leat/leibh で farewell の意であるが、さらに soraidh を付けることで強意

になり、韻律を整えている 
4
 augmented preposition（前置詞増補形？）と呼ばれ、韻文中で多く見られる。 
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An tig thu 'n-diugh na 'n tig thu màireach 

 

・an tig：来るの？ （不規則動詞 thig 直接法未来疑問） 

 ‘n diugh：今日 （副詞 thu の影響で a が脱落） 

 na ‘n tig ：あるいは、来るの？（no an tig  発音上の問題で表記変化） 

 màireach：明日 （副詞 a màireach の a が thu の影響で脱落） 

  

あなたは今日くるのか それとも明日なのか 

Will you come today or will you come tomorrow? 

‘S mar tig thu idir gur truagh a ta mi 

 

・’S （短縮形 agus）/ mar：〜なら （接続詞 as ifに近い） 

 tig ：来る （不規則動詞 thig 直接法未来） 

 thu：あなた （人称代名詞 二人称単数主格） 

 idir：全く〜ない5 （副詞） 

 gur： （肯定の従属節を導く接続詞 that） 

 truagh：哀れ 惨め （形容詞） 

 a ta mi ： a tha mi の変化とされている6。 

 

もしあなたが決して来なければ 私は哀れだ 

and if you will not come at all, pity I am. 

Tha mo chridhe-sa briste brùite 

 

・Tha 名詞 形容詞 の構文 

 mo：私の （所有冠詞 一人称） 

 cridhe：心 （男性 主格 単数） 

 -sa：（強調語尾。mise の se, thusa の sa と同様。） 

 briste：壊れた（形容詞 動詞 bris の派生） 

 brùite：へこんだ つぶれた （形容詞 動詞 brùth の派生） 

                                                 
5
 通常、否定形と用いられる。ここでは mar cha tig thu idir が詩的濫用によって

変化したものと思われる。 
6
 tha > ta の変化は管見の限りこの例のみ。 
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私の心はへこんでぼろぼろだ 

My own heart is broken, bruised. 

'S tric na deòir a ruith o m' shùilean 

 

・’S （短縮形 agus）/ tric：時折、しばしば（副詞） 

 na：定冠詞（男性 複数） 

 deur：涙 （男性複数主格）deòir 

 a ruith：流れている （動詞 ruith の現在能動分詞） 

 o：から （前置詞 bho の短縮形） 

 m’ ：私の （所有冠詞 一人称） 

 sùil：目 （女性複数主格）sùilean 

  

幾度も私の目から涙が流れる 

And often, the tears running from my eyes. 

An tig thu nochd na 'm bi mo dhùil riut 

 

・an tig：来るの？ （不規則動詞 thig 直接法未来疑問） 

 nochd：今晩 （副詞 a-nochd thu の影響で a が脱落） 

 na ‘m bi：あるいは〜なの？ （no am bi の短縮形） 

 am bi：〜なの？ （Is 動詞 直接法未来疑問） 

 mo：私の （所有冠詞 一人称） 

 dùil：望み 期待 （女性単数主格） ri を伴って「〜を望む」7 

 riut：あなたへ （前置詞的代名詞 ri ［to］+ thu） 

 

あなたは今夜来るのか それとも待ち望まなければならないのか 

Will you come tonight, or will I expect for you? 

Na 'n dùin mi 'n doras le osna thùrsaich? 

 

・na ‘n dùin ：あるいは、閉めるの？（no an dùin 発音上の問題で表記変化） 

 an dùil：閉めるの？ （動詞 dùin 直接法未来疑問） 

 an doras：戸 （定冠詞 男性単数主格） 

                                                 
7
 Tha dùil aig 主語 ri 目的語 : 主語 expect for 目的語. 
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 le：with 

osna：ため息、風のそよぎ （女性単数与格） 

tùrsach：悲しみに満ちた （形容詞） 

 

あるいは 私は悲しみのため息をもって戸を閉めなければならないのか 

Or will I close the door with sorrowful sigh? 

 

舟漕ぐ人 

 

（コーラス） 

 舟漕ぐ人よ ナホーロ エーレ 

 舟漕ぐ人よ ナホーロ エーレ 

 舟漕ぐ人よ ナホーロ エーレ 

 私の別れがいつも どこへでも あなたと共にある 

 

 一番高い丘から 見つめている 

 あなたが見えるかどうかを 知るために 

 あなたは今日くるの？ それとも明日なの？  

 もしあなたが決して来なければ 私はどれほど惨めかしら 

 （コーラス） 

 

 私の心はバラバラにくだけてしまった 

 何度も何度も 目から涙が流れる 

 あなたは今夜くるの？ また待ち焦がれなければならないの？ 

 私は 哀しみのため息で 扉を閉めなければならないの？ 

 


