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ゲール語の会 第６回 

2014/12/07 

 ☆前回の復習 

 ・Dè an obair a th’annad? 

   → ‘S e （職種［不定名詞］）a th’ann an ［主語］. 

 

 ・名詞の定・不定と連結詞（「［名詞 A］は［名詞 B］です。」の文） 

  不定 → 無冠詞 

   ‘S e ［不定名詞］a th’ann an ［主語］. 

 

  定 → 定冠詞 

      ‘S e ［主語］［定冠詞］［名詞］. 

 

 ・定冠詞  

男性名詞 

B/P/F/M > am  

C/G > an 

母音> an t- 

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

 

・所有冠詞 

 

☆今回のポイント 

 ◎今までの会話表現のおさらい 

・「〜が好きです。」「〜が出来ます。」の文 

・一般動詞の現在形 

・前置代名詞の活用 le / do / ann an / air 

 

女性名詞 

B/P/M/C/G > a’ + 軟音化 

F > an + 軟音化 

母音/D/T/L/N/R/SG/SM/SP/ST > an 

S +母音/SN/SR/SL > an t- 

 

mo*  my          ar  our 

do*  your         ur  your(pl) 

a*  his           an/am  their 

a  her 
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◎今までの会話表現の復習 

 ・名前を聞く 

  Dè an-t ainm a th’ort/oirbh?  

  → Is mise __. 

 

 ・調子を聞く 

  Ciamar a tha thu/sibh? 

  → Tha mi 形容詞, tapadh leat/leibh. Agus sibh fhèin? 

     Chan eil mi 形容詞. 〃 

 

 ・出身を聞く 

  Cò as a tha thu/sibh? 

  → Tha mi à/às 地名. 

 

 ・「持っている」の表現 

  Tha 目的語 aig 主語.  e.g) Tha peata agam. 

  Prepositional pronoun(前置詞的代名詞)の活用  

  aig > agam agad aige aice againn agaibh aca 

 

 ・住所を聞く 

  Càit a bheil thu/sibh a’ fuireach? 

 → Tha ［mi］a’ fuireach ann an  (地名). 

 

 ＊各々必要な単語は各回のレジュメ参照のこと。 
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1. 「〜が好きです。」「〜が出来ます。」の文 

 ・「〜が好きです。」 

 ‘S toil leam còcaireachd /kɔːxgɛrʲəxg/.  「私は料理をするのが好きです。」 

  There is a will with me to cook. 

  

 An toil leat Glaschu 「あなたはグラスゴーが好きですか。」 

+ ‘S toil, ‘s toil leam Glaschu. 

-  Cha toil, cha toil leam Glaschu. 

 

 An toil le Jun Gàidhlig? 「淳はゲール語が好きですか。」 

+ ‘S toil, ‘s toil leis Gàidhlig. 

 

 

  

・「〜が出来ます。」 

‘S urrainn dhomh snàmh. 「私は泳ぐことができます。」 

It is possible to me to swim. 

 

 An urrainn dhut seinn 「あなたは歌うことができますか。」 

+ ‘S urrainn, ‘S urrainn dhomh seinn. 

- Chan urrainn, chan urrainn dhomh seinn. 

 

 An urrainn do Mhàiri sgrìobhadh 「メアリーは書くことができますか。」 

+ ‘S urrainn, ‘S urrainn do Mhàiri sgrìobahdh. 

 

 

  

○目的語（動詞）/主動詞がさらに目的語を持つ場合 

 「私は英語を書くのが好きです。」/「私は歌を歌うことができます。」など 

の場合は、主動詞の前に目的語を置き、主動詞を不定詞1に変化させる。 

 ‘s toil leam Beurla a sgrìobhadh.  /  ‘S urrainn dhomh òran a sheinn. 

 

                                                 
1
 ゲール語の不定詞は動名詞と似た形を取るが、今回は立ち入らない。 

 ‘S toil le ［主語］［目的語（名詞/動詞の原形）］ 

 ‘S urrainn do ［主語（軟音化）］［主動詞（原形）］. 
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2.一般動詞の現在形 

 ゲール語の動詞には現在形が動詞単独では存在しない。英語的に言えば、「現

在進行形」（be動詞＋動名詞）の形をもって、現在形と扱う。逐語的な意味は「私

は［動名詞］の状態にある。」という意味になる。 

 

 Tha mi a’ coiseachd. 「私は歩いています。」 

  I am at walking. 

 

 A bheil thu ag obair? 「あなたは働いていますか。」 

+ Tha, tha mi ag obair. 

- Chan eil, chan eil mi ag obair. 

 

 A bheil Dòmhnall ag ithe? 「ドナルドは食べていますか。」 

+ Tha, tha Dòmhnall ag ithe. 

 

 ○動名詞の変化 

 動名詞の前に付く aは aigの変化形として捉えられるのが一般的である。 

原則として、” a’ + 動名詞”の形を取るが、動名詞が母音で始まる場合のみ “ag”

となる。（一部例外あり。）また、動名詞の多くは原形から形が変化する。英語

の-ingのような規則性はないため、随時辞書などで確認のこと。（動名詞らしい

形というのはそれなりにある。） 

 

3.前置代名詞の活用 

・ le「〜とともに」（with） 

leam  :with me     leinn  :with us 

leat  :with you     leibh  :with you(pl.) 

leis  :with him     leotha  :with them 

leatha  :with her 

・ do「〜へ、〜には」（to/for） 

dhòmh  :to me    dhuinn   :to us 

dhut  :to you    dhuibh  :to you(pl.) 

dhà  :to him    dhaibh  :to them 

dhì  :to her 

・ ann an「〜の中に、〜に於いて」（in） 

annam  :in me     annainn  :in us 

annad  :in you    annaibh  :in you(pl.) 

ann  :in him     annta  :in them 

innte  :in her 

・ air「〜の上に、〜に接して」（on） 

orm  :on me      oirnn  :on us 

ort  :on you      oirbh  :on you(pl.) 

air  :on him      orra  :on them 

oirre  :on her 
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・Tha mi a’dol do の表現と do の変化 

 ゲール語の前置詞は後置される名詞との接続で変化する。詳しくは与格の際

に説明するが、特に doは「私は〜へ行きます。」を意味する tha mi a’ dol do ~ 

の表現の際に多く用いられ、頻繁に変化するため別記する。 

 

(1) 不定の一般名詞に前置される場合 

 軟音化できない子音の前 do 

 軟音化できる子音の前 do + 軟音化  

 母音の前 do + dh’ 

 fの前 do + dh’ fh~ 

  

(2) 定冠詞のついた一般/固有名詞に前置される場合  

軟音化できない子音の前 dhan 

D/T/S の前 dhan 

その他の軟音化できる子音の前 dhan + 軟音化 

母音の前 dhan 

*この際、全ての定冠詞は doに吸収されるため、消失することに注意 

eg) an t-eilean 

  Tha mi a’ dol dhan eilean 

  I am going to the island. 

 

(3) 無冠詞の固有名詞に前置される場合 

軟音化できない子音の前 A 

軟音化できる子音の前 A + 軟音化 

母音の前 A + dh’  

fの前 A + dh’ fh ~ 
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☆動詞：一般動詞 （原形, 動名詞形：意味）の順 

ceannaich, a’ ceannach：買う 

coimhead /kɔ̃jəd/, a’ coimhead：見る（watch） 

coisich, a’ coiseachd：歩く 

dèan, a’ dèanamh：する（do）、作る（make） 

èist, ag èisteachd (ri ~)：聞く listening (to~) 

fuirich, a’ fuireach：住む（stay,live） 

rach, a’ dol：行く（go） 

iarr, ag iarraidh：欲しいと思う（want） 

ith, ag ithe：食べる 

leugh, a’ leughadh：読む 

obraich /obrɪç/, ag obair：働く 

seinn, a’ seinn：歌う 

sgrìobh, a’ sgrìobhadh：書く 

 

☆名詞：食べ物、飲み物 

Deoch(f.)：飲み物 

 bainne(m.):牛乳 

  le bainne：牛乳ありで 

  gun bhainne：牛乳なしで（コーヒーなど） 

 cofaidh(m.)：コーヒー 

 tì(f.)：紅茶 

  cupa(m.)：カップ 

  cupa tì：a cup of tea 

 fìon(m.) /fiən/：ワイン 

  glainne(f.)：グラス 

  glainne fion：a glass of wine 

 leann(m.)：ビール 

  pinnt leann /pĩːNʲdʲ/：a pint of beer 

siùcar(m.) /ʃuːxgər/：砂糖 

 uisge(m.)：水 

 uisge-beatha(m.)：ウイスキー 

 

Biadh(m.) /biəɣ/：食べ物 

 aran(m.)：パン 

 briosgaid(f.) /brʲisgɪdʲ/：ビスケット 

 brot(m.)：スープ 

 buntàta(m.)：ジャガイモ 

 càise(m.)：チーズ 

 cearc(f.) /kʲɛrxg/：鶏肉、家禽 

 càl(m.)：キャベツ 

 feòil(f.) /fjɔːl/：肉 

 ìm(m.)：バター 

 lite(f.)：オートミール（porridge） 

 mìlsean(m.)：甘いもの、デザート 

 teòclaid(f.)：チョコレート 

 sùgh orains(m.)：オレンジジュース 

 ugh(m.)：卵 
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◎Eacarsaich 

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

（スーパーマーケットで） 

 

E: Fesgar math, Màiri. Dè tha thu a’ ceannach an-diugh? 

M: Fesgar math, Eilidh. Tha mi a’ ceannach feòil, buntàta, agus ìm. Agus thu fhèin? 

E:Tha mi a’ ceannach iasg, dhà chàl, aran, bainne, siucar agus càise. 

M: A bheil? Tha e mòran. An urrainn dhut coisich?  

E: ‘S urrainn, ‘s urrainn dhomh coisich. Tapadh leat! 

 

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

（レストランで） 

 

S:ドナルド君はビールが好きかね。 

D:はい。私はビールが好きです。ですが、今日はワインが欲しいです。 

S:私もワインが欲しいね。肉は好きかね。 

D:私は肉を食べることができません。魚を食べます。 

S:ではジャガイモは食べるかね。 

D:はい。ジャガイモは頂きます。ありがとうございます。 

 

Dùbhlan. (チャレンジ) 

 Sgrìobh mu sibh fhèin, dè an toil leibh? Agus dè an urrainn dhuibh? 

 

 

◎Freagait an eacarsaichean anns a’ chlàs sa chaidh. 

 (前回の練習問題の解答) （2：形容詞の接続から） 

 i. cnoc mòr 大きい丘 

 ii. abhainn fhada 長い川 

 iii. caora dhubh 黒羊 

 iv. tràigh bheag 小さい砂浜 

 v. seann chù 老犬 

 vi. baile bàn 綺麗な町、村 

 vii. each òg 仔馬 

viii. dearbh mhuc 正真正銘の豚 

ix. muir liath 灰色の海 

x. beinn sgoinneil 素晴らしい、雄大な山 

xi. creag dhonn 茶色の岩 

xii. craobh ìosal 低い木 

xiii. seann athair 年老いた父 

xiv. seann bhràthair 年老いた兄弟 
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1. Eisimpleir(解答例) 

S: おはようございます。お名前は何ですか。 

A: おはようございます。私はアンナです。そちらのお名前は何でしょうか。 

 

S: 私はジェーン（シーネ）です。ご機嫌はいかがですか、アンナさん。 

A: 元気です。ありがとう。そちらはどうですか、ジェーンさん。 

S: 悪くないです。ありがとう。 

 

A: 今日は雨ですね、違いますか。 

S: 今は雨が降っていません。（空気に水が含まれていません。） 

A: あら、そう。良かった。 

S: そうですね。 

 

A: ところで、出身はどちら。 

S: イングランドのロンドン出身です。あなたはどちら。 

A: スコットランドのグラスゴー出身です。 

 

S: 兄弟か姉妹はいるの。 

A: 兄弟と姉妹がいます。ドナルドとヘレンと言います。君は誰かいるの。 

S: いえ、でもペットなら飼ってるわ。 

A: どんなペットを飼っているの。 

S: 羊と、犬、馬、豚、それから雌牛ね。 

A: 本当に！たくさん飼ってるのね。 

 

S: そうよ！ ではごきげんよう、アンナ。 

A: さようなら、ジェーン。 
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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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O’s gille na gruth, bainne nam bò2 

 

・O’s：O 〜だから /  Is の何らかの表記形？3 

 gille：より白い （形容詞 geal の比較級） 

 na：〜より than (接続詞) 

  gruth：クラウディー （男性単数主格） 

 bainne：牛乳 （男性単数主格） 

 nam bò：雌牛たちの （男性複数属格の定冠詞＋男性複数属格） 

 

クラウディーよりも白いのは、雌牛たちの乳 

Whiter than crowdie is the milk of the cows. 

 

A bhanarach chaoin, ‘s gille thu na càch 

 

・A bhanarach：乳搾りの娘よ！ （女性単数呼格） 

 caoin：優しい 適度な （形容詞） 

 ‘s：Is 

                                                 
2
 今回より、同じ歌に既出のもので特記する必要のないもの、mi, thu などの初

歩的な単語は全て省略した。 
3
 https://www.youtube.com/watch?v=wd0m_AbLks0 では、Is で歌っているように

聞こえるため、ここでは’S gille na gruth~ として訳している。 

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。 

https://www.youtube.com/watch?v=wd0m_AbLks0
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 na：〜より than (接続詞) 

  càch：他の誰か （代名詞単数主格 other/another/others） 

 

優しい乳搾りの娘よ 君は誰よりも白い。 

Oh, Gentle milk-maid, you are whiter than the other. 

 

A hù a hò, dheogail na laoigh 

 

・A hù a hò：かけ声 意味なし 

 dheogail：吸っていた（動詞 deoghail / deothail4  直接法能動相過去） 

 na：複数主格の定冠詞 

 laogh5：子牛（男性複数主格） 

 

アフーアホー、子牛たちが飲んでいた 

A hu a ho, the calves sucked 

 

A bhanarach chaoin, dheogail an t-àl 

 

 ・an t-：男性単数主格の定冠詞 

  àl：血、孕まれた子、哺乳類/鳥類の幼獣 （男性単数主格） 

   

 優しい乳搾りの娘よ 子牛が飲んでいた 

 Oh, Gentle milk-maid, the young sucked 

 

Buidhe mar òr, cuailean mo ghaoil 

 

 ・buidhe：黄色（形容詞） 

  mar：〜のように、同様に（前置詞 like ~） 

  òr：黄金 （男性単数与格） 

                                                 
4
 文中では deogail と hが抜けているが、これは文法的な理由ではなく、表記の

ゆらぎである。 
5
 ただし、呼格 a laoigh! で「愛しい人よ！」の意味があり、ここでは前置詞の 

aの音と併せて、これが含意されていると思われる。 
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  cùl：髪（男性単数主格）6 

  gaol：愛/愛する人 （男性単数属格） 

   

 黄金のように黄色い、私の愛する人の髪は 

 Blonde like a gold, the hairs of my love 

 

 A bhanarach chaoin, ‘s tusa mo ghràdh 

  

 ・’s ：Is 

  tusa：thuの強意形 

  gràdh：愛 （男性単数主格）7 

 

 優しい乳搾りの娘よ あなたが私の愛 

 Oh, Gentle milk-maid, it is you who are my love 

 

Snuadh an ròis, gruaidhean na h-òigh 

 

 ・Snuadh：容姿、様態（男性単数主格） 

  an：男性単数属格の定冠詞 

  ròs：薔薇 （男性単数主格） 

  gruaidh：頬 （女性複数主格） 

  na h-：女性単数属格の定冠詞 

  òigh：処女、乙女（女性単数属格） 

  

 薔薇のあり様、乙女の頬は 

 Appearance of the rose, the cheeks of the maiden 

 

 

 

 

                                                 
6
 cuailean は cùl「髪」の複数系の古形。一般的には cùiltean 

7
 gaol はより物的な、実体の見える愛を指す一方で gràdh は愛という感情を指す

意味合いで使われる。 
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A bhanarach chaoin, adhbhar mo dhàin 

 

 ・adhbhar ：原因、理由 （男性単数主格） 

   dàn：詩 （男性単数属格） 

 

  優しい乳搾りの娘よ 私の詩の原因8 

  Oh, Gentle milk-maid, the cause of my poem 

 

M’ ulaidh ‘s mo rùn, cailin nam bò 

 

 ・ulaidh：宝、財宝（女性単数主格） 

  ‘s：agus 

  rùn：愛（男性単数主格）9 

  cailin：娘 （女性単数主格） 

  nam：男性複数属格の定冠詞 

   

 私の宝物で 私の愛 雌牛の娘10 

 My treasure, my affection, the girl of the cows 

 

A bhanarach chaoin, m’ ulaidh gu bràth 

 

 ・gu bràth：永遠に （副詞）11 

 

 優しい乳搾りの娘よ 永遠に私の宝物 

 Oh, Gentle milk-maid, my treasure forever. 

 

 

 

                                                 
8
 banarach と adhbhar を同格として理解する。 

9
 gaol, gràdh に対して rùn は望む対象として、欲望の方向としての愛を指す。 

10
 全て同格 

11
 guは前置詞 to（形容詞を副詞化する gu ではない。）、bràth は「審判」を指す

名詞。逐語的には「審判のその日まで」という意味になり、現世での永遠を指

す言葉として使われるようになった。 
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優しい乳搾りの娘 （Gentle milk-maid） 

 

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 

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） 

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！ちびさんが飲んでいたよ。 

 

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 

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 乙女の頬は 

ばらのような様子 乙女の頬は 

ばらのような様子 乙女の頬は 

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） 

 


