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学習日：   月   日 (     )年(     )組(     )番：(                       ) 

ことわざの効用  ぼくは小さいとき、いたずらをして、よくじいさん、ばあさんにしかられましたが、 

そのとき、ことわざを使うんですね。「これこれだから悪い」といった論理的にして明快なしかり方ではな

く、なぞかけのような感じでした。  大岡 信［まこと］『日本語の上手な使い手になるために』（太郎次郎社） 

「なんでこんなことしたの…」「こうでこうでこうだからこういうことになるのよ」と詰問調や理詰めで責めると、初

めのうちは謝ろうと思っていた相手も「売り言葉に買い言葉」で、あらぬ方向に話がすすんでしまう。そしてときには

「窮鼠
きゅうそ

猫を噛
か

む」で、逃げ場がなくなった相手はコトバでは割り切れない思いを暴力という手段で噴出させることに

なりかねない。  

 一方、ことわざはやんわり指すので「逃げ場」を相手に用意する。謎かけのようなフレーズで、緊迫した場がなごむ。

「仏の顔も３度まで」とことわざでたしなめれば、世の中、うまく収まるかも。 

心優しい人になりたいと思う人は「ことわざ」「慣用句」を使えるようになってください。 

① 解釈の違いが話題になることわざ 

☞Quiz「昔と現在で解釈が異なる」と言われている諺です。⒜⒝のどちらが本来の意味ですか。 

「情けは人の為ならず」＝ One good turn deserves another.  

                        ［ワぁン グゥﾄﾞｩ  タァ～ｧン デｨザァ～ｧヴズ ァナぁざｧｧ］ 

 ⒜ 情けは相手のためにならないから、情けをかけるなと牽制。 

 ⒝ 相手にかけた情けがいつか自分に返ってくることもあるから、情けをかけろと奨励。 

② 歌の中に引用されていることわざ（歌詞からことわざになったもの） 

A rolling stone gathers no moss.
［ァ ロォｩリｨンｸﾞ ストォｩン ギｬァざｧｧズ ノォｩ モォス］

「転がる石に苔むさず」［ロックバンド名：Rolling Stones ］

●《英国の解釈》「石の上にも三年」（転職はダメ）、

《米国の解釈》 古びないためにも転職は良い。

Once bitten, twice shy. ワム♪Last Christmas

［ワぁンス ビィトｩン トｩワァｨス シｬァｨ］

一度（犬に）噛まれると、次からは恐がる。

● 「羹［あつもの］に懲［こ］りて 膾［なます］を吹く」（熱いスープで火傷したので、

冷たい酢の物までフーフーと吹いてしまう、過剰に用心深い様子）

Fools rush in where angels fear to tread. 
［フゥールズ ラぁシュ ィン ウェァ エィンヂェﾙズ フィｧｧ トｩ トｩレェﾄﾞｩ］

愚者は天使が踏み入るのを恐れるところへ突進する。

● 「君子［くんし］危［あや］うきに近寄らず」

Ｅ・プレスリー♪Can’t Help Falling in Love

There’s no place like home.
［ぜァズ ノォｩ プレェｨス ラァｨク ホォｩム］

家のような場所はない。♪Home Sweet Home  埴生［はにゅう］の宿［やど］

●「住めば都［みやこ」」「わが家にまさるところなし」
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③ 入試によく出ることわざ  proverb［プロォヴｧｧブ］, saying［セェィｨンｸﾞ］  

 

1. 類は友を呼ぶ 上智大（外・法・総合人間）09 

Birds of (     ) feather flock together.  ① a ② any ③ some ④ the 

2. 急いては事を仕損じる 関西外大（外国語）93  

Haste makes (     ). ① cakes ② waste ③ joy ④ money 

  

The early bird catches the worm.
［でィ ア～ｧリィ バァ～ズ キｬァチィズ ざｧ ワァ～ｧム］

早起きの鳥は虫を捕まえる。worm［ワァ～ｧム］ミミズ、回虫、毛虫・芋虫など

● 「早起きは三文［さんもん］の得［とく］」

There is no accounting for tastes.
［ぜァ ィズ ノォｩ アカァｩンティンｸﾞ フォｧ テェｨスﾄｩ］

好みは説明できない。

● 「蓼［たで］食［く］う虫も 好き好［ず］き」

A drowning man will catch at a straw. 
［ァ ドｩラァｩニｨンｸﾞ マァン ウィﾙ キｬァチ ァタｧ ストｩロォー］

溺れかけている人はワラ（のような頼りないもの）にさえ手を伸ばそうとする。

●「溺れるものは藁［わら］をもつかむ」

It is no use crying over spilt milk.
［イツ ノォｩ ユース クラァｨンｸﾞ オゥヴｧ スピィルﾄｩ ミィルｸ］

こぼれたミルクについて嘆いても無駄だ。

● 「覆水［ふくすい」 盆［ぼん］に返らず」

＊中国の周の呂尚（太公望）が読書に耽(ふけ)ってばかりいたので、妻が愛想を尽かし

て離縁して去っていった。しかし後に呂尚が斉に封じられると復縁を求めてきた。その際、

呂尚は盆を傾けて水をこぼし、その水を元に戻したら希望に応じようと言ったという故事。

Birds of a feather flock together.
［バァ～ズ オヴｧ フェざｧｧ フロォク トｩゲェざｧｧ］

同じ羽の鳥は群れる。

● 「類は友を呼ぶ」「類は類を呼ぶ」

Haste makes waste.
［ヘェｨスﾄｩ メェｨクス ウェｨスﾄｩ］

急ぐことは無駄になる。

● 「急［せ］いては事［こと］を仕損［しそん］じる」
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■聖書の一節からことわざになったもの／神に関することわざ 

●フランス語の諺、内田樹（たつる）さん 

●ＮＨＫラジオ第２放送のフランス語講座で、 

Avec des si, on mettrait Paris en bouteille.「もしも、ということなら、パリだって瓶に入れられる」 

（仮定の話なら何でも可能である）ということわざをはじめて知った。 

Une hirondelle ne fait pas le printemps.「1 羽のツバメがきたからといって春だと思ってはいけない」 

（たった１つの例からだけでは一般的な結論はだせない）というのも以前の講座で言っていた。 

論理を重んじるフランスらしく、安易に「exaggerate（エグザァヂャレイｔ：誇張する）」「generalize（ヂェネラライズ：一

般化する）」ことを牽制する諺だと思う。日本語・英語以外の言語の諺にも関心を持って欲しい。 

●内田樹さんのブログ記事「小学生にはむずかしい文章」（http://blog.tatsuru.com/2009/02/23_1501.html）で 

「もしも」という話題で展開していた。ご一読をお勧めする。 

引用：私たちひとりひとりの、ごくささいな選択が、実は重大な社会的変化を引き起こす引き金となり、未来の社会の

ありかたに決定的な影響を及ぼすかもしれない、その可能性について深く考えることです。もしかするとほかならぬ

この自分が起点になって歴史は誰も予測できなかったような劇的な転換を遂げるかもしれない。そういう想像をする

ことはとてもたいせつです。何より、「私ひとりががんばって善いことをしても、何が変わるわけでもない」とか「私ひ

とりがこっそり悪いことをしても、何が変わるわけでもない」というふうに自分の歴史への参与を低く見積もって、な

げやりになっている人に比べて、今この瞬間においてはるかに人生が充実しているとは思いませんか。 

Do not cast your pearls before swine.
［ドォｩンﾄｩ キｬァスﾄｩ ユァ パァ～ｧﾙズ ビフォｧｧ スワァｨン］

豚の前にあなたの真珠を投げるな。

● 「豚に真珠」新約聖書マタイ伝７章７節

Ask, and it shall be given you.
［アスｸ ァンﾄﾞｩ イﾄｩ シｬァﾙ ビィ ギィヴン ユー］

求めなさい、そうすればそれはあなたに与えられるだろう。

● 「求めよ、さらば与えられん」新約聖書マタイ伝７章７節、ルカ伝１１章９節

Man shall not live by bread alone.
［マァン シｬァﾙ ノォﾄｩ リィヴ バァｨ ブｩレェﾄﾞｩ ァロォｩン］

人はパンだけで生きるのではない。

（物質的なもの［食べ物］だけではなく精神的なもの［信仰］が必要）

● 「人はパンのみに生［い］くるにあらず」新約聖書マタイ伝４章４節

God helps those who help themselves.
［ゴォﾄﾞｩ ヘェﾙプス ぞォｩズ フゥー ヘェﾙプ ぜｪムセェﾙヴズ］

神は自分自身を助ける人々を助ける。

●「天は自ら助［たす］くる者を助［たす］く」
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■形容詞の比較級・最上級のあることわざ 

 

■地名の出てくることわざ 

■ The pen is mightier than the sword.
［マイティァ］

ペンは剣より強い。＊慶應義塾の校章はペンと剣のデザイン

● 「ペンは剣より強し」

Hunger is the best sauce.
［ハぁンガｧ イズ ざ ベェスﾄｩ ソォース］

空腹は最も良いソースである。

● 「空腹は最上のソース」「空き腹にまずいものなし」

Truth is stranger than fiction.
［トｩルゥーす イズ スﾄｩレェｨンヂｬｧｧ ざァン フィクシｮン］

真実は空想よりも奇妙だ。

● 「事実は小説より奇なり」

He knows not England that only England knows.
［ヒィー ノォｩズ ノォﾄｩ インｸﾞラｧンﾄﾞｩ ざぁﾄｩ オゥンリｨ インｸﾞラｧンﾄﾞｩ ノォｩズ］

イングランドを知らない、イングランドを知っているだけでは。

（イングランドだけを知っている人はイングランドを知っていることにはならない）

比較してはじめて知ることが出来る。

● 「井の中の蛙［かわず］ 大海［たいかい］を知らず」

When in Rome, do as the Romans do.
［（ホ）ウェン イン ロォｩム ドゥー アズ ざｧ ロォｩマｧンズ ドゥー］

ローマにいるときは、ローマ人たちがするようにしなさい。

● 「郷［ごう］に入っては 郷に従え」

Rome was not built in a day.
［ロォｩム ワｧズ ノォﾄｩ ビィﾙﾄｩ ィンナｧ デェｨ］

ローマは１日で建設されなかった。

● 「ローマは一日にして成らず」

All roads lead to Rome.
［オーﾙ ロォｩヅ リィーﾄﾞｩ ﾄｩ ロォｩム］

すべての道はローマに至る。

（同じ目的を達成するにもいろいろな方法がある）

● 「すべての道は ローマに通［つう］ず」

The pen is mightier than the sword.
［ざｧ ペェン イズ マァｨティｧｧ ざァン ざｧ ソォーﾄﾞｩ］

ペンは剣よりも強い。※慶應義塾の校章はペンと剣のデザイン

● 「ペンは剣より強し」
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■動物の出てくることわざ 

■子どもに関することわざ 

■仕事・人生に関することわざ 

Let sleeping dogs lie. 
［レェﾄｩ スリィーピｨンｸﾞ ドォグズ ラァｨ］

眠っている犬は横たわったままにしておけ。

● 「寝た子を起こすな」「薮［やぶ］をつついて蛇を出す」⇒ 薮蛇［やぶへび］

Every dog has his day. 
［エヴりｨ ドォグ ハァズ ヒィズ デェｨ］

すべての犬に盛時がある。（だれにも得意なときはある）

● 「犬も歩けば棒にあたる」行動すれば、思わぬ幸運に出会う。

Who will bell the cat?
［フゥー ウィﾙ ベェﾙ ざｧ キｬァﾄｩ］※イソップ物語からの引用。

誰が猫に鈴をつけるか？（誰が難局に当たるか？）

●「火中［かちゅう］の栗を拾う」

安部公房「プルートーのわな」のモチーフ。『水中都市／デンドロカカリヤ』所収。

Spare the rod and spoil the child.
［スぺェｧｧ ざｧ ロォﾄﾞｩ ァンﾄﾞｩ スポォｨﾙ ざｧ チｬァｨﾙﾄﾞｩ］

鞭［むち］を惜しめば、子どもをダメにする。

●「かわいい子には旅をさせよ」

All work and no play makes Jack a dull boy.
［オーﾙ ワァ～ｧｸ ァンﾄﾞｩ ノォｩ プレェｨ メェィｸス ヂｬァｸ ァ ダぁﾙ ボォｨ］

仕事ばかりで遊ばないとジャック（＝子ども）を愚かにする。

●「よく遊びよく学べ」

Make hay while the sun shines.
［メェｨｸ ヘェｨ ホワァｨﾙ ざｧ サぁン シｬァｨンズ］

太陽が輝く間に干し草をつくれ。（好機を逃すな）

Strike while the iron is hot.
［ストｩラァｨｸ ホワァｨﾙ でィ アィｧン イズ ホォﾄｩ］

鉄を熱い間に打て。（好機を逃すな）

●「鉄は熱いうちに打て」
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■仕事・人生に関することわざ 

Too many cooks spoil the broth.
［トゥー メェニｨ クゥｸス スポォｨﾙ ざｧ ブｩロォーす］

料理人が多すぎるとスープを台無しにしてしまう。

● 「船頭［せんどう］多くして 船［ふね］ 山に登る」

A stitch in time saves nine.
［ア スティｯチ ィン タァｨム セェｨヴズ ナァｨン］

（手遅れにならないうちに）１針縫っておけば、後で９針縫う手間が省ける

● 「今日の一針［ひとはり］、明日の十針［とはり］」

The road to hell is paved with good intentions.
［ざｧ ｩロォｩヅ トｩｰ ヘェﾙ イズ ペェｨヴﾄﾞｩ ウィず グゥﾄﾞｩ ィンテェンシｮンズ］

よい願望だけを抱いていてもそれを実行しなければ何の役にも立たない。

●「地獄への道は善意で敷き詰められている」

The end justifies the means.
［でｨ エンﾄﾞｩ ヂｬぁステｨフｧｨズ ざｧ ミィーンズ］

目的は手段を正当化する。

●「目的のためには手段を選ばない」

Look before you leap.
［ルゥｸ ビｨフォｧｧ ユー リィーﾌﾟ］

※大江健三郎の小説『見る前に跳べ』の題名は、このことわざのパロディ。

●「跳ぶ前に見よ」

(Even) Homer sometimes nods.
［（イーヴン）ホォｩマｧｧ サぁムタァｨムズ ノォヅ］

ホメロスでさえ、ときどき居眠りする。※ ホメロス：紀元前８世紀の詩人。

ギリシアの叙事詩「イリアス」「オデュッセイア」を書いたと言われる。

●「弘法［こうぼう］も筆［ふで］の誤［あやま］り」

弘法大師［こうぼうだいし］：空海［くうかい］（774-835）は真言宗の開祖

Ignorance is bliss. 無知は至福である。

［イグノｫラｧンス イズ ブリィス］ ●「知らぬが仏［ほとけ］」

① 真実・真相を知らないので平静でいられる。

② 話題の人が真実・真相を知らないことを周囲があざけっていうことば。

③ 当事者が真実・真相を知らない方がよい場合もある。
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■対比を使ったことわざ 

Out of sight, out of mind. 視野の外、心の外。

［アゥﾄｩ ォヴ サァｨﾄｩ アゥﾄｩ ォヴ マァｨンﾄﾞｩ］

Seldom seen, soon forgotten.
［ セェﾙダｧム スィーン スゥーン フォｧゴォﾄｩン］

ほとんど見られず…、すぐに忘れられ…。

●「去る者 日々に疎［うと］し」

To err is human, to forgive divine.
［ﾄｩー アｧｧ イズ ヒューマｧン ﾄｩー フォｧギィヴ デｨヴァｨン］

間違えることは人間のこと、許すことは神のこと。詩人のAlexander Popeのことば。

●「過［あやま］ちは人の常［つね］、許すは神の業［わざ］」

So many men, so many minds.
［ソォｩ メェニｨ メェン ソォｩ メェニｨ マァｨンヅ］

そんなに多くの人、そんなに多くの心。

●「十人十色［じゅうにんといろ］」

Nothing venture, nothing have.
［ナすィング ヴェンチャァ ナすィング ハｧヴ］

何も危険にさらさなければ、何も手に入らない。

●「虎穴［こけつ］に入［い］らずんば虎児［こじ］を得ず」

Where there is a will, there is a way.
［（ホ）ウェｧ ぜェｧリィズ ｧ ウィﾙ ぜェｧリｨズ ｧ ウェｨ］

意思があるところには、道がある。

●「意志あるところに道あり」

Where there is a smoke, there is a fire.
［（ホ）ウェｧ ぜェｧリィズ ｧ スモォｩク ぜェｧリｨズ ｧ ファｨｧｧ］

煙があるところに、火がある。

●「火のないところに煙は立たぬ」

All’s well that ends well.
［オーﾙズ ウェﾙ ざァﾄｩ エンヅ ウェﾙ］

良く終わる全ては良い。

●「終わりよければすべてよし」※シェークスピアの劇の題名
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■友情に関することわざ 

■恋愛・結婚に関することわざ 

 

  

Prosperity makes friends, adversity tries them.
［プｩロスペェリテｨ メェｨｸス フｩレェンヅ アﾄﾞｩヴァ～スｨテｨ トｩラァｨズ ぜェム］

●「繁栄［はんえい］は友を作り 逆境［ぎゃっきょう］は友を試す」

A friend in need is a friend indeed.
［ァ フレェンﾄﾞｩ イン ニィーﾄﾞｩ イズｧ フレェンﾄﾞｩ インディーﾄﾞｩ ］

困っている友は本当に友である。

●「まさかの時の友こそ真の友」

Marry in haste and repent at leisure.
［マァｩリｨ イン ヘェｨスﾄｩ ァンﾄﾞｩ ｩリｨペェンﾄｩ ァﾄｩ リィージｬｧ］

急いで結婚しなさい、そして暇なときに後悔しなさい。

●「あわてて結婚し、ゆっくり後悔せよ」

Love me little, love me long.
［ラぁヴ ミィ リィトﾙ ラヴ ミィ ロォンｸﾞ］

1980年代、サントリーレッドウィスキーのテレビコマーシャルで

女優の大原麗子さんが言って有名になったことば。

●「少し愛して、長く愛して」

Love is blind.
［ラぁヴ イズ ブラァｨンﾄﾞｩ］

愛は目が見えない。

●「愛は盲目［もうもく］」「あばたもえくぼ」「惚［ほ］れた欲目［よくめ］」

Keep your eyes wide open before marriage,

and half shut afterwards.
［キィープ ユァ アィズ ワァｨﾄﾞｩ オゥプン ビィフｫｧｧ マァｩリｨヂ

ァンﾄﾞｩ ハァーフ シｬぁﾄｩ アフタｧワｧｧヅ］

●「結婚前は目を大きく見開き、後は半分閉じよ」
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■ワークシート  ことわざ      

１）プリントの中で気に入った「ことわざ」はどれですか？ その英文を抜書きしてください。 

 

 

 

 

  気に入った理由を書いて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

２）あなたの好きなことわざや格言、好きな言葉を教えてください。またその言葉についてのコメント（理由、

エピソードなど）もお願いします。日本語でも英語でも OK です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）今日の授業の感想（または、今後の要望など）を書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

（ ）年（ ）組 （   ）番 名前（              ） 

 


