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ゲール語を通じてスコットランド文化を学ぼう 第 1回 

―ゲール語の概要― 

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 

 

名称について 

正式名称：スコットランド・ゲール語／Scottish Gaelic／Gàidhlig 

 

 日本では、ゲール語というとよくアイルランド語・ゲール語と勘違いされる 

 英国では、Gaelic と言えばスコットランド・ゲール語であり、Irish と言えばアイル

ランド・ゲール語を指す 

 学者の間では、Gaelic を Gáidhlig と発音すればスコットランド・ゲール語 

Gaelige と発音すればアイルランド・ゲール語を指すとされる 

 

スコットランド・ゲール語（ゲール語）とアイルランド・ゲール語（アイルランド語） 

書き言葉であればお互いの言っていることを理解することは可能といわれるが、

話し言葉は難しいとされる。どちらも古アイルランド語から派生した。仲間に

マン島語（Manx）という言語もある。 

 

ゲール語  Dè an t-ainm a th'ort, Is mise ... 

アイルランド語 Cén t-ainm atá ort?, Is mise ... 

   What the name is on-you?, Am I（強意形）..." 

 

ゲール語とスコッツ語 

ゲール語≠スコッツ語 

ゲール語はスコッツとは異なる言語である。スコッツ語は歴史的に見て英語に

近い。 

mailto:lm141027@g.hit-u.ac.jp
mailto:student@gaelic.sakura.ne.jp
http://www.omniglot.com/soundfiles/gaelic/name1_ga.mp3
http://www.omniglot.com/soundfiles/gaelic/mynameis_ga.mp3
http://www.omniglot.com/soundfiles/irish/name1_ga.mp3
http://www.omniglot.com/soundfiles/irish/mynameis1_ga.mp3
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歴史 

紀元後 4 世紀 アイルランドからのスコット人(Scotti)の入植  

      （古アイルランド語時代） 

410 年 ローマ帝国のブリテン島撤退 

563 年 聖コルンバ アイルランドより来訪。キリスト教伝来 

     以降９世紀まで諸氏族の覇権争い 

     ハイランド・フィヨルドにスカンディナヴィア人の入植 

     イングランド全域にアングロ・サクソン・ジュート人入植 

5-11 世紀 多言語混交の時代 正確な史料・文書なし 

12 世紀中頃 『ディアの書』 Book of Deer が書かれる。 

       アイリッシュ/スコティッシュ 分化の開始（諸説あり） 

18 世紀 スコットランド・ゲール語詩人の登場  

     『オシアン』Ossian がジェームズ・マクファーソンによって 

     編纂（あるいは捏造）される。”Discovery of Celtic Hormer” 

19-20 世紀 教会教育を中心にゲール語辞書編纂が行われる。聖書の翻訳。 

1966 グラスゴー大学教授、デリク・S・トムソンによる１６世紀以来の 

   スコットランド・ゲール語の断片史料の収集。 

2005 スコットランド言語法(Scottish Language Act)が発効。公用語の１つに指定 

 

 

 

話者数 

スコットランド国内：5 万 8000 人（2011 年）スコットランド国民のうちの約 1.1% 

 2001 年と比較して、1000 人ほど減少したが、若年層はわずかに増えている。 

 近年は絶滅の危機に瀕している言語と見なされている。 

 単一言語話者がいない。（ゲール語と英語のバイリンガルしかいない。） 

 その他、カナダやニュージーランドなどにも話者が存在する。 
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General 

Register 

Office for 

Scotland - 

Scotland's 

Census 2001 - Gaelic Report. 

 <http://www.gro-scotland.gov.uk/press/news2005/scotlands-census- 2001-gaelic-report.html> より  
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○身近なスコットランド・ゲール語（以下ゲール語） 

 人名：Mac ~ 

「息子」の意。ゲール語では女性の場合に「娘」である Nic を用いるという点

で、英語と異なる。 

    Donald 

 dómhnall の英語化で、スコットランド有力氏族の１つ、マクドナルド

（MacDhómhnaill）の跡継ぎはこの名前を継ぐ。 

  

 地名：Glen ~ 

 ウイスキーの銘柄などによく見られる。gleann が英語化されたもので、「谷」

を意味する。 

    Ben ~ 

 「山、丘」を意味する beinn の英語化された形。 

 

 一般名詞：Whisky 

  uisge beagha、「命の水」の頭、uisge（水）の部分だけが英語に取り入れられ、

whisky になった。 

 

英語の慣用句：smashing!  (「すげえ！」) 

 is math sin! (That is good!)が転じてスラングになったという説がある。 

       clever!  (学校などで「賢い！良く出来ました！」) 

 glé mhath! (Very good!)が転じて感嘆詞として残ったという説がある。 
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○ゲール語のアルファベット 

基本的にローマ字を用いるが、英語の２６字に対して１８字しか用いない。ア

ルファベットと発音は対応しない。また、母音にはアキュートアクセント(´)を

用いる場合がある。アクセント付きの母音の発音については、共通原則がない

ため、省略。 

 

アルファベット 

ABCDEFGHILMNOPRSTU  (JKQVWXYZ が無い) 

 

無いアルファベットの音の表記方法（例外あり） 

J（ジャ行） d + i/e: dé?  

 

K/Q （カ行）全て C で表記 :ciamar? 

   (ドイツ語の CH 音) ch, gh, などで代用 :chan eil 

 

V（ヴの音）語頭の mh, bh は全て v 音。語中は無音か v 音 :glé mhath! 

 

Y（ヤ行）dh+母音。ただし、日本語のヤ行とは異なる発音のものがある。 

    ：dh’ ith 
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☆Cómhradh (会話) 

 

A:Feasgar math. Is mise Jun. Dé 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 fhéin? 

 

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

 

A: Tha, tha e bréagh an-drásta. Agus tha e bláth. 

 

B: Chan eil e bláth, ach tha e teth! Tha e glé theth an-diugh! 

 

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

 

B: Tíoraidh an-drásta, Jun. 

 

○ゲール語のあいさつと自己紹介 

madainn mhath : おはよう。 

feasgar math : こんにちは。こんばんは。 

oidhche mhath: おやすみなさい。 

 

beannachd leat/leibh: さようなら。（直訳は、「あなたに恩寵を。」） 

tíoraidh!: それじゃ！/またね！ （英語の Cheers!と同義。） 

 

tapadh leat/leibh: ありがとう。 

tha mi duilich/ duilich！: すみません。/ごめん！ （直訳は「私は悲しい。」） 

 

Có thusa? : 君は誰だい。（普通使わない。） 

Dé an t-ainm a th’ ort?：名前はなんだい。（直訳：君の上にある名は何だい。） 

 → Is mise… 
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Có sibhse?：あなた（複数/敬語）は誰ですか。（普通使わない。） 

Dé an t-ainm a th’ oirbh? : お名前はなんですか。（複数/敬語） 

 → Is mise… 

 

Có esan/ise? 彼/彼女は誰ですか。 

 → Is esan/ise… 

Có iadsan? 彼らは誰ですか。 

 → Is iadsan… 

 

Ciamar a tha thu/sibh? : 調子はどうですか。（How are you?） 

→ Tha ［mi］ (形容詞). Tapadh leat. Agus thu/sibh fhéin?  

   I ［am］ (形容詞). Thank you. And you? 

 

＊一般的に、ciamar a tha thu? の応対では主語の mi/mise は省略される。（ほ

かのタイプの疑問文では滅多にされない。） 

＊Agus thu/sibh fhéin? は Agus ciamar a tha thu/sibh fhéin? の短縮形で、 

「元気ですか。」→「元気です。ありがとう。」「あなた自身はどうですか。」 

と、聞いた本人に聞き返すので、self にあたる fhéin が必要になる。 

 

○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?  

 

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。」 

☆連結詞 

‘S e 

chan e 

Is? 
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       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。」 

 

＊ゲール語では、肯定、否定の双方で文頭の肯定句、否定句を２度繰り返す。

最初の句が英語で言うところの Yes/No にあたり、次の句が文の構成要素になる。 

→ Tha, tha e fuar.   Chan eil, chan eil e fuar. 

  Yes, it IS cold.    No, it IS NOT cold. 

 よって、疑問文への答えとして、Tha e fuar. のみは不適切となる。これは、以

降の一般動詞、助動詞句の疑問文でも同様である。 

An urrainn dhut snámh?  「あなたは泳げますか」。 

→＋ ‘S urrainn, ‘s urrainn dhomh snámh.  「はい。私は泳げます。」 

  — Chan urrainn, chan urrainn dhomh snámh. 「いいえ、私は泳げません。」 

 

☆Cómhradh (会話) 

 

A: Có ás a tha thu, A Sheumais? 

 

B: Tha mi á Dún Éideann ann an Alba. Agus thu fhéin, Dómhnall? 

 

A: Tha mi ás na Stáitean. A bheil clann agad? 

 

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

 

A: A bheil? Tha bráthair agam cuideachd.  

 

○出身を聞く疑問文 

Có ás a tha thu/sibh? 

→ Tha ［mi］á/ás （地名）？ 

 

＊có 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
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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 á は一般的な固有名詞の前では á となる。しかし、定冠詞が付

いている地名の前では ás と変化する。 

→ ás na Sáitean: 合衆国（アメリカ）から 

    ás a’ Ghearmailt: ドイツから 

 

○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  

 Dómhnall → a Dhómhnaill(a + 軟音化+ 狭音化) 

  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) 

 Máiri → a Mháiri (a+ 軟音化) 

 Síne → a Shíne  (a+ 軟音化) 

            s は無音 

 Anna → Anna 

 

○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.  

   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。） 

☆人称代名詞（基本形/強意形） 

 mi/mise:私 sinn/sinne: 私たち 

sibh/sibhse: あなたたち（あるいは、あなたの丁寧語） 

iad/iadsan: 彼ら 
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 thus/thusa: あなた 

 e/esan: 彼 

 i/ise: 彼女 

＊ゲール語には男性/女性名詞があり、各性に準じた代名詞で受ける 

 

☆aig: at の活用 

agam: at me 

agad: at you  

aige: at him/it 

aice: at her/it 

 

☆疑問詞 

có?: who? 

ciamar?: how? 

dé?: what? 

cuin a?:when? 

carson a?: why? 

co mheud?: how many/much? 

 

☆固有名詞 

Máiri: Mary      Cailean: Colin     Seumas: James 

Eilidh: Helen     Dómhnall: Donald  Jack: Seoc 

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

 

副詞：時 

an-diugh: 今日 

an-dråsta: 今 

an-dé: 昨日 

a’ bhón-dé: 一昨日 

a máireach: 明日 

☆名詞：家族とペット （.m

は男性名詞 .f は女性名詞） 

cáit an?: where? 

an/am?: 疑問を表す副詞 

 

againn: at us 

agaibh: at you(plural/formal) 

aca: at them 

bó(f.): 雌牛 

caora(f.): 羊 

cat(m.): 猫 

cú(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 

 



 11 

athair (m.): 父 

bráthair(m.): 兄弟 

clann(f.): 子供 

mac(m.): 息子 

máthair(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 

bláth: 暖かい 

bréagha: 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 

sgóthach: 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。) 

 １は霧などにも用いることができるが、２は雨にしか用いない。また２のほ

うが一般的。 

 

 

 

 

 

 

math: 良い 

sgíth: 疲れている 

gu dóigheil: 良い 

gu math: 良い 

tinn: 病気である 

toilichte: 機嫌が良い、happy 
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Puirt á beul (Tune from a mouth) / Óran 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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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 

 

 高い丘の上から 時々 見ているわ 

 あなたを見ようとしているのよ 舟漕ぐ人 

 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？ それはあなた次第なの？ 

 私は 哀しみのため息と一緒に 扉を閉めなければならないの？ 

  

 （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 

 

                        （訳：村山） 

  

  

 


