Session 001

このセッションのテーマ
「足(foot)」を意味するラテン語源の「ped」を覚えましょう。
「ペダル(pedal)」というのは外来語として日本語の中でも十分なじみのある言葉だと思います。すぐ思い
浮かぶのは、自転車のペダル、自動車のアクセルやブレーキ、クラッチなどのペダル、あるいはピアノのペ
ダルなどでしょう。それら「ペダル」と呼ばれるものすべてに共通しているのは、「足」で踏んで使うということ
ですね。

主に女性が手のつめに塗っておしゃれするのが「マニキュア(manicure)」ですが、それを「足」に塗ると
「ペディキュア(pedicure)」と呼ばれます。
「マニキュア(manicure)」は「手」を意味する「manu」というラテン語に由来する部品が「mani-」とスペ
ルを変えて現れたものに「care（手入れ）」を意味する語幹「cure」が接辞され「manicure /mǽnɪkjʊɚ/」
となったもの。つまり語源的には「手のおていれ」ということになります。
だから同じものを「足」に塗ると「pedicure /pédɪkjʊɚ/」となります。「pedicure」は「足」を意味する
「ped」というラテン語由来の部品が、「cure」に接辞されたものですね。

ではここでまず覚えてください。
		ped- ＝foot （足）

「手＝manu」はまた改めて取り上げますので、無理なく少しずつ、ここでは「ped=foot」だけに集中して
いただいて結構です。
「pedal /péd(ə)l/」は、「ped + -al（形容詞接尾辞）」が元になっており、「足に関する」という形容詞の意
味が大昔あったのが、「things of the foot（足に関するもの）」という名詞の意味だけが現代まで引き継
がれて残りました。
日本語で「百足」と書くと「むかで」と読み、あの足がたくさんついた虫のことですね。ぱっとみて「まるで足
が100本あるかに見える」という印象から「百足」という文字が当てられました。実際に数えてみても100本は
ないそうなのですが、大雑把な印象からそう呼ばれたわけです。
英語では、「むかで」のことを「centipede /séntɪpiːd/」といいますが、面白いことにこの単語は「１００」を
意味する「cent」と、足を意味する「ped」から成り立っており、語源的には日本語で「むかで」を「百足」と
書くのと同じ発想になっています。つまり「centipede = one hundred feet」ということを表しているん
ですね。
「centipede」の「cent」は「１００」を意味し、「century」は「100年」、「centimeter」は「１００集まると1
メートル」というふうに、多くの身近な単語の中にも「１００」を表す部品として見つけることができます。
「100」が「cent」なら、「1000」はどんな部品でしょう？
「100集まって1メートル」になる単位を「centimeter」といいますが、「1000集まって1メートル」になるの
は？そう、「millimeter」です。これは「1000」を表す、「mill（Ｌが２つ）」という部品が「centimeter」の
「centi」と差し替えられたものです。
普通に「1000」を表す単語は「thousand」ですが、その「thousandの1000倍」はなんでしょう？1000の
1000倍、すなわち日本語では「100万」といいますが、英語では「million」です。この「million」は「千の
『1000』倍」という意味を表しているわけです。
「百足」は「centipede」で語源的に「one hundred feet」を表す単語でした。
百足に似ていて、もっと足がたくさんある虫もいます。それぞれの足が２つずつに枝分かれているみたい
になっていて、「まるで足が1000本あるかに見える虫」となりますと、日本語では「ヤスデ」と呼ばれていま
す。これを英語では「millipede /mɪ́lɪpiːd/」というんですね。つまり「one thousand feet」という語源的
意味を込めているわけです。

復 習
１、次の語源要素について、英語でその意味を答えてください。
語源要素
1
2
3
4
5

英語の意味

ped
manu
cent
mill
cure

=
=
=
=
=

正解
foot
hand
one hundred
one thousand
care

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自
然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて
も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

1
2
3
4
5
6
7
8
9

英単語

発音記号

pedal
manicure
pedicure
centipede
millipede
century
centimeter
millimeter
million

péd-dəl
mǽn-ɪ-kjʊɚ
péd-ɪ-kjʊɚ
sén-tɪ-piːd
mɪ ́l-ɪ-piːd
sén-tʃə-ri
sén-tɪ-mìː-tɚ
mɪ ́l-ɪ-mìː-tɚ
mɪ ́l-jən

３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。
ヒント

英単語

1

a bar which you press with your foot

2

care of a person’s hands and nails

manicure

3

care and treamtment of the foot and toenails.

pedicure

4

a creature with ‘one hundred’ feet

centipede

5

a creature with ‘one thousand’ feet

millipede

6

100 years

7

a 100th meter

centimeter

8

a 1000th meter

millimeter

9

1000 times 1000

pedal

century

million

Session 002

このセッションのテーマ
「足(foot)」を意味する「ped」には、「pod」や「pus」といった
形のバリエーションがあります。
「ped」はラテン語に由来する「足」を意味する語幹です。英単語を構成する接頭辞、接尾辞、語幹は古
い英語（OE=Old English）に由来するものもありますが、かなりの数がラテン語(Lt=Latin)、ギリシャ語
(Gk=Greek)などの外国語から取り込まれたものです。何語に由来するかまでは、初歩的な段階ではあま
り気にする必要はありませんが、慣れるに従って、そういう区別もかなりのところまで自然につくようになりま
す。
「足」を意味する語幹としては「ped」の他、「pod (Gk)」や「pus (Gk)」といった形のバリエーションが存在
します。例えばカメラを固定する「三脚」のことを「tripod /tráɪpɑd/」といいますが、これは「triangle」な
どに見られる「３」を表す接頭辞の「tri-」に「pod」が接辞されたもので、「3本の足」という意味です。また「
蛸（たこ）」は英語で「octopus /ɑ́ktəpəs/」ですが、これは「８」を意味する「octo (Gk: okto)」と「足」を意
味する「pus (Gk)」の組み合わせによるものです。
また彫刻や銅像などの土台部分となっている柱のことを「pedestal /pédɪstl/」といいます。つまり全体と
しての「足」に相当する部分ということですね。

tripod

octopus

pedestal

８本足の「蛸（たこ）」は octopus ですが、同じ「octo」を含む「October」は８月ではなく１０月ですね。
これは本来「８番目の月」だったのですが、「ジュリアス・シーザー（Julius Caesar）」と「アウグストゥス
（Augustus）」という２人のギリシャ皇帝がその名を月の名にしたため、その２つ分だけあとの月が実際の
名前よりもずれこんでしまったためです。ですから「September」は本当は「７番目の月」、「October,
November, December」もそれぞれ「８月、９月、１０月」だったのです。
さて「足」を意味する英単語の部品としては、ラテン語に由来する「ped」と、ギリシャ語に由来する「pod,
pus」がありますが、これらは他のどんな単語の中に見つかるでしょうか。
「歩行者」にあたる英単語は「pedestrian /pədéstriən/」といい、これは「足で歩く人」の意味から。
演説をする人が立つ前に置かれる「演壇」を英語では「podium /poʊdiəm/」といいます。「足」というイメ
ージから少しずれる気がするかも知れませんが「土台」というのは「足元」なんですね。
もう１つ、オーストラリアに生息する、アヒルのようなくちばしを持ち、水かきのある足をしたユニークな卵生
哺乳類（哺乳類のくせに卵を産むんですよ）のことを日本語では「カモノハシ」といいますが、これにあたる

英語は「platypus /plǽtɪpəs/]です。面白いことに「platypus」は「platy(=flat) + pus(=foot)」から成り立
っており、語源的には「平べったい足」つまり「偏平足」っていう意味なんですね。

横断歩道は英語で
「pedestrian crossing」
です。しましまの模様が
描かれることから
「zebra crosssing」とも呼ばれます。

podium

platypus
語源的には「偏平足(flat feet)」
の意味

今は「足」がテーマですので、何よりも「ped, pod, pus」という部品を覚えておいてください。これらの部
品が含まれる様々な単語の他の語源要素については、ここで触れたものについては覚えられれば覚えて
いただいて結構ですが、改めて別のセッションでスポットを当てますので、気軽に構えていて大丈夫です。
「ped」は、多くの単語で「足」を意味する部品として使われているのですが、同じ「ped」のスペルが、ギリ
シャ語に由来する「子供（child）」を意味する語幹としても現れます。病院にいくと「小児科」という日本語
表記とあわせて英語で「pediatrics /pìːdiǽtrɪks/」と書かれているかも知れません。そして小児科を専門
とするお医者さんのことを「pediatrician /pìːdiətrɪ́ʃən/」といいます。これらに含まれる「ped」は「foot
(Lt)」ではなく、「child (Gk)」を語源とするものです。ちょっと紛らわしいですが、「ped」はラテン語源で「足
(foot)」を、ギリシャ語源で「子供(child)」を意味するということを、これまでの知識に１つ追加しましょう。
じゃあ、「足」に関する病気などを専門とするお医者さんは何と言うでしょう？「足病学」なんて日本語でも
あまり耳慣れない言葉ですが、そういう専門分野があるんですね。これは英語で「podiatry /pədaɪətri/」
といって、ちゃんとギリシャ語源で「foot」を意味する「pod」が含まれてますね。「podiatry（足病学）」の
専門医は「podiatrist /pədáɪətrɪst/」です。語尾の「-ist」は「artist, dentist, pianist」などにも見つ
かる「専門家」を意味する接尾辞です。

復 習
１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。
1
2
3
4
5
6
7
8

語源要素

例

ped (Lt)
pod (Gk)
pus (Gk)
triocto
platy
ped (Gk)
-ist

pedestrian
podium
octopus
tripod
October
platypus
pediatrician
dentist

英語の意味

正解
foot
foot
foot
three
seven
flat
child
specialist

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自
然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて
も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

英単語

発音記号

tripod
octopus
pedestal
pedestrian
podium
platypus
pediatrics
pediatrician
podiatry
podiatrist

/tráɪ-pɑd/
/ɑ́k-tə-pəs/
/péd-es-t(ə)l/
/pə-dés-tri-ən/
/póʊ-di-əm/
/plǽt-ɪ-pəs/
/pìː-di-ǽt-rɪks/
/pìː-di-ə-trɪ ́ʃ-ən/
/pə-dáɪ-ə-tri/
/pə-dáɪ-ə-trɪst/

３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。
ヒント

英単語

1

three feet

tripod

2

eight feet

octopus

3

the base that a statue rests on

pedestal

4

etymologically the 8th month

October

5

person who goes on foot

6

a small platform a person stands on

podium

7

flat-foot animal

platypus

8

child doctor

9

specialty of a child doctor

pediatrics

10

foot doctor

podiatrist

11

specialty of a foot doctor

podiatry

pedestrian

pediatrician

Session 003

このセッションのテーマ
「足(foot)」を意味する「ped」を含む単語をさらに学びましょう。

「bicycle」は自転車ですが、これは「２」を意味する接頭辞「bi-」に「車輪（wheel)」を意味するギリシャ
語由来の語幹「kyklos」が「cycle」というスペルで英語に取り込まれたものとの組み合わせです。
「bi-」は「２」を意味しますが、「triangle」に含まれる接頭辞「tri-」は「three（３）」を意味しますの
で、bicycleの「bi-」を「tri-」に置き換えると「tricycle」となり、これは語源的に「three wheels」の意
味。すなわち三輪車を指します。tricyleは、子供の乗る三輪車だけでなく、かなり大きな三輪バイクも指し
ますし、フィリピンで庶民の足となっているサイドカータクシーもtricycleと呼ばれます。

これら全部「tricycle」です
さて「bicycle」の「bi-」は「２」、そして「tricycle、triangle」の「tri-」は「３」を意味する接頭辞ですが、
「bi-」に「ped」が接辞された「biped /báɪped/」は、語源的に「two feet」ですから、「二足歩行動物」とい
う意味になります。
怪我や障害を負っている場合でなければ、動物に「一本足」や「三本足」は存在しません。だから「tripod
[ tri- + pod ]」は、生き物ではなくカメラなどの三脚の意味です。生き物場合、やはり足が左右に配置され
る関係からその本数は偶数であり、二本足の次に多いのは四本足となります。犬、猫など多くの動物は四
本足です。bipedの「bi-」を「quad」という「４」を表す互換の接頭辞形「quadr」に取り替えたのが「quadruped /kwɑ́drʊped/」、すなわち「四足獣」という語です。語源的要素が他の部品に接辞される場合、しば
しばその「継ぎ目」部分にスペルの変化が現れますので注意してください。

pipedの代表は人間ですが、２本足
で歩く動物には、ダチョウや鶏なども
含まれます。

quadruped
tripod [ tri- + pod ]
身近な四足動物といえば、
生き物では自然状態で
三本足の種族はありません。 やっぱり犬・猫でしょうね。

乗り物について言えば「bicycle」は語源的に「two
wheels」の意味で自転車ですが、英語ではこれを短縮し
た「bike」も自転車を指します。日本語で「バイク」というとエ
ンジンのついた「単車（＜これもなぜ「単（＝１）」なんでしょう
ね？）」のことですが、５０ccの小さなエンジンがついたもの
を「原動機つき自転車」、それより大きなエンジンのついた
二輪車を「自動二輪」と呼び分けています。英語では「原動
機つき自転車」を「motorbike」、もっと大きな自動二輪は
「motorcycle」と呼び分けられます。
ちなみに見かけはほとんど自転車で、こぐためのペダルも
あるのに、同時に小さなエンジンもついている、まさに「原動
機つき自転車」というものがあり、これを特に「モペット（moped)」とも呼んでいます。「エンジン、原動機」を
意味する「moter」の頭の部分と「足」を意味する「ped」の組み合わせによる造語です。語源的には「モー
ターつきの足」ということですね。
健康のために日ごろから歩く習慣をつけるのは大変よいことですが、今
日何歩あるいたのかを体の振動を利用して記録してくれる装置があると、
目標を立てやすいですね。そんな装置を日本語では「万歩計」といいま
すが、これを英語では「pedometer /pɪdɑ́mətɚ/」といいます（発音に注
意）。見てすぐ分かるとおり「足」を意味する「ped」に「meter（メーター）」
が組合わさったものです。この「meter」自体が英単語ですが、部品とし
て「measurement（測定するもの、すること）」を意味するギリシャ語源
(metron)の接尾辞（あるいは語幹）としてもよく現れます。そもそも「メート
ル（meter）」という単語は、この語幹のみから成り立っていますね。
「meter」を接尾辞とする英単語は、その直前に強勢が置かれるのが特徴です。
次の例を通じて発音の基本パターンに慣れてください。
speedometer
kilometer		
barometer		
diameter		

/spɪdɑ́mɪtɚ/ 速度計
/kɪilɑ́mɪtɚ/
(/kɪ́ləmɪtɚ/という読み方もあります） キロメートル
/bərɑ́mɪtɚ/ 気圧計、バロメータ [ batos (Gk.=weight) + -meter (Gk. metron) ]
/daɪǽmɪtɚ/ 直径

ただし centimeter は /séntɪmitɚ/、millimeter は /mɪ́lɪmitɚ/ なので「-meter」の直前の音節に強
勢があるというのは万能なルールではありません。

speedometer

barometer

diameter

復 習
１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。
1
2
3
4
5
6

語源要素

例

bitricycle
quad, quadr
ped, pod
meter

biped
tripod
tricycle
quadruped
pedometer, tripod
speedometer

英語の意味

正解
two
three
wheel
four
foot
measurement

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自
然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて
も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。
英単語
tricycle
1
triangle
2
piped
3
tripod
4
quadrupet
5
moped
6
pedometer
7
8 speedometer
kilometer
9
barometer
10
diameter
11
12 centimeter
13 millimeter

発音記号
/tráɪ-sɪ-kl/
/tráɪ-æ̀ ŋ-ɡəl/
/báɪ-ped/
/tráɪ-pɑd/
/kwɑ́d-rʊ-ped/
/móʊ-ped/
/pɪ-dɑ́m-ə-tɚ/
/spɪ-dɑ́m-ɪ-tɚ/
/kɪ-lɑ́m-ɪ-tɚ/
/bə-rɑ́m-ɪ-tɚ/
/daɪ-ɑ́m-ɪ-tɚ/
/sén-tɪ-miːtɚ/
/mɪ ́l-ɪ-miːtɚ/

３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。
ヒント

英単語

1

an animal that walks on two feet

biped

2

an animal that walks on four feet

quadrupet

3

a three-leg stand for camera, etc.

tripod

4

a bicycle with a small motor

moped

5

a device to measure how far you have
walked

pedometer

6

a device which measures air pressure

podium

7

the distance from one side to the opposite
side of a circle

diameter

8

a shape with three angles

triangle

9

shortened form for ‘bicycle’

bike

Session 004

このセッションのテーマ
「足(foot)」を意味する語源要素には「ped, pod, pus」がありま
すが、「手(hand)」を意味する語幹として「manu-」というラテン語
源の接頭辞があります。
これまで「足」を意味する語源的要素「ped, pod, pus」を含む単語を色々見てきましたが、今回は「手
(hand)」にも注目してみましょう。
英語の語源要素の多くはラテン語やギリシャ語に由来し、「足(foot)」を意味する語幹としても「ped, は
ラテン語源、「pod, pus」はギリシャ語源でした。そして「手（hand）」を意味する語幹としてもラテン語源の
「manu」とギリシャ語源の「chiro」という部品があります。
「manu」は、「mani」と少しスペルが変化した形が「manicure（マニキュア）」の中に見られますが、
「manu」のままで「manual /mǽnjuəl/」という単語に含まれています。
「manual」とは「手(hand)」を意味する「manu」に形容詞語尾として広く使われている「-al」という接尾
辞がついたものです。つまり「手の、手動の、手で行われる」という広い意味の形容詞としてまずあり、それ
が名詞としては 「手引書、マニュアル」という意味で用いられます。
書籍などの印刷される前の「原稿」のことを「manuscript /mǽnjuskrɪpt/」といいます。現代ではパソコ
ンのワープロ機能を使って書く人が多いと思いますが、そういう便利な機会がなかった時代に生まれた単
語ですので、語源的意味としては「手で書いたもの」を表します。「manuscript」は「manu- + script」
から成り立ちますが、語幹である「script」は「writing（書かれたもの）」を指す名詞として「原稿、脚本、台
本」などの意味にも用いられます。
タイプライター（typewriter）が発明され、手書きの労力が大幅に軽減されたとき、特にタイプライター
で書かれた原稿を「typescript /táɪpskrɪpt/」と言い分けることもありました。今日ではコンピュータに接
続されたプリンターで印刷した原稿のことも含めて「typescript」と呼ぶこともあるようですが、「manuspcript」のままでも構いません。

ちなみに「script」は「scratch（掻く、引っかく）」と語源的に同じものであり、筆記用具がまだなかった
時代、人々は地面や木、石に「引っ掻いて傷をつける」ことで「文字を記した」ことから「書く」という意味につ
ながっています。
面白いことに日本語の「書く」も「掻く」と語源は同じで、英語と同様の発想を背景にしており、「文字を書
く」意味と「何かを引っ掻く」の意味で「書、掻」の漢字が使い分けられるようになったものです。
機械設備を使って大規模に物を作ることを「manufacture /mǽnjəfæ̀ktʃɚ/」といい、この単語は動詞に

も名詞にも用いられます。現代では近代的機械設備を使って大規模に大量生産するイメージを伴う単語
になていますが、もともとは「manu- + fact(=make) + -ure（名詞語尾）」の成り立ちにより「手で作る」と
いう語源的意味を持った語です。
「manufacture」の語幹「fact /fækt/」は単独で「事実」という意味の英単語にもなっていますが、これ
は「fact, fect, fict」というスペルのバリエーションがあり、すべて「make（作る）」という意味です。
「factory /fǽktəri/」は、「fact(=make) + -ory(する場所）」から成り立っており、語源どおり「工
場」とは「物を作る場所」ですね。また「fect」のスペルは「perfect /pɚ́fɪkt/」は、「per-(=through) +
fect(=make)」という成り立ちで、語源的に直訳すると「貫いて作る、最初から最後まで成し遂げる」という
意味であり、そこから「完璧な」という意味を表しています。
さらに「fict」のスペルは「fiction /fɪ́kʃən/」すなわち「作り話、創作、虚構」は「fict(=make) + -ion（
名詞語尾）」により「作られたもの」が語源的意味です。「fact」は何かが実際に起こることによって作られた
結果（＝事実）の意味ですが、「fiction」は「意図的に作り上げられた（事実ではない）話」のことです。

「手（hand）」を意味するラテン語由来の接頭辞「manu-」は、「manage /mǽnɪdʒ/」の中にも（manuがman-となっていますが）見つかります。「manageする」というのは「経営する、管理する、統率する」な
ど文脈によって様々な訳語が考えられるでしょうが、どんな和訳をするかよりもっと大事なのは「手をかけて
なんとかする」という中心的なニュアンス、イメージなのです。そうやって「手をかけて会社や団体を切り盛り
する人」が「manager /mǽnɪdʒɚ/」です。（語尾の「-er」は「～する人、する物・機械」の意味としてすでに
ご存知でしょう。）
「manage」を名詞にしたのが「management /mǽnɪdʒmənt/」です。（「-ment」は動詞を名詞化する
語尾）
さらに「manu」の母音部分のスペル・発音が変化して「maintain /meɪntéɪn/」という動詞にも含ま
れています。日本人にとってなじみのあるのは、これが名詞化した「メンテナンス（maintenance /
méɪntənəns/）」の方でしょうね。これも「維持、保全、整備」などの訳語を覚える前に「そのままの状態を保つ
ように手をかけること」という英単語本来が持つダイレクトな意味をその語源的成り立ちから感じ取るようにし
てください。

復 習
１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。
語源要素

例

英語の意味

正解

1

ped, pod, pus

pedicure, podium, octopus

foot

2

manu-, man-, main-

manual, manage, maintenance

hand

3

script

manuscript

scratch, write

4

fact, fect, fict

factory, perfect, fiction

make

5

-ory

factory

place where

6

per-

perfect

through

7

-ion

fiction

act of

8

-er

manager

one who

9

-ment

management

result of an action

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自
然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて
も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。
英単語

発音記号

1

manual

/mǽn-ju-əl/

2

manuscript

/mǽn-ju-skrɪpt/

3

script

/skrɪpt/

4

typescript

/táɪps-krɪpt/

5

manufacture

/mǽn-jə-fæk-tʃɚ/

6

factory

/fǽk-tə-ri/

7

fact

/fǽkt/

8

perfect

/pɚ́ ː-fɪkt/

9

fiction

/fɪ ́k-ʃən/

10

manage

/mǽn-ɪdʒ/

11

manager

/mǽn-ɪ-dʒɚ/

12

management

/mǽn-ɪdʒ-mənt/

13

maintain

/meɪn-téɪn/

14

maintenance

/méɪn-tə-nəns/

３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。
ヒント

英単語

1

(adj) done by hand

2

something written by hand

manuscript

3

make a lot of goods in a factory with machines

fanufacture

4

a place where things are made

factory

5

complete; having nothing wrong

perfect

6

a story made by someone

fiction

7

one who handles

8

handling

management

9

to handle

manage

manual

manager

Session 005

このセッションのテーマ
「手(hand)」を意味するラテン語由来の接頭辞は「manu」です
が、ギリシャ語に由来する接頭辞は「chiro」です。

「足（foot）」を意味する接頭辞にもラテン語由来とギリシャ語由来があったように「手（hand）」を意味す
る接頭辞にもラテン語由来の「manu-」の他、「chiro-」というギリシャ語由来の形があります。
手相占いのことは平易な英語で「palm reading」という表現があります
が、「chiromancy /káɪrəmæ̀nsi/」という単語としてもそれを表現できます。
「chiro-」がギリシャ語由来の接頭辞であり、それが「宣託、予言(divination)
」を意味する同じくギリシャ語由来の語幹「mancy」に接辞されたものです。語
源的にはまさに「手による占い」ですね。それを行う人は「chiromancer」とい
います。
「手（hand）」を意味するギリシャ語幹の「chiro」を含む語で比較的、
外来語として日本語の中に定着しているものとして「カイロプラクティック
（chiropractic /kàɪroʊprǽktik/）」があるのではないでしょうか。これ
は訳語として「脊柱指圧療法」と呼ばれており、体の間接、特に背骨の
ゆがみ等を治すことで病気などの治療をする技術です。それを行う人
は「chiropractor /káɪroʊpræ̀ktɚ/（強勢移動に注意）」といいます。
「chirography /kaɪrɑ́ɡrəfi, kɪrɑ́ɡrəfi/」という単語は「chiro(Gk.=hand) + graphy(Gk.=writing)」から成り立っており、語源的意味は「手で書かれたもの」。古くは
「証文」を指しましたが、今では「文字の書体、書法」そして「書道」の意味でも用いられます。いずれも「手
で書く」という意味が引き継がれたまま「何を書くか」の部分が微妙に変化して今日に至っているわけです。
なお日本や中国で行われている「書道」は一般に「(Japanese/Chinese) calligraphy /kəlɪ́ɡrəfi/」と
表現されることの方が多く、こちらは[calli-(Gk. beauty) + graphy(Gk. writing)]の組み合わせで「美
しく書くこと。美しく書かれたもの」の意味。技術としての「書道」を指すことも、個人的な「達筆」の意味として
も用いられることもあります。それを行う人（書道家、達筆な人）は「calligrapher/kəlɪ́ɡrəfɚ/」です。
逆に「字の下手なこと」は「caco(Gk.=bad, ill) + graphy(Gk.=writing)」で「cacography /
kəkɑ́ɡrəfi/」、「字の下手な人」は、「cacographer /kəkɑ́ɡrəfɚ/」という単語があります。
ただ、西洋の「calligraphy」という技術は、日本人がイメージする書道とはかなり違っており、一種のレ
タリング（装飾文字を書く技法）を指しています。

ところで「足病学」という意味の「podiatry /pədáɪətri/」を覚えていますか？これはギリシャ語源の「pod」
を含む語でしたが、主にアメリカ英語で用いられます。それがイギリス英語では「chiropody /kɪrɑ́pədi/」と
呼ばれます。面白いことにこの語は [ chiro-(Gk.=hand) + pod(Lt.=foot) + -y（名詞語尾）]という組み
合わせから成り立っており、ずっと昔は「手と足」の両方を診察したようです。それが「足の専門」になり、名
称としては「chiro」を含んでいますが、chiropody という単語が表す職業の意味から「手」は消えてしま
いました。現代英語では「podiatry（米語）＝chiropody（英語）」の違いだけです。

これまでラテン語やギリシャ語に由来する「手（hand）」を意味する接頭辞を見てきましたが、何もそういう
難しい由来を持つ語ばかりではありません。「hand」という平易な英単語がそのまま他の単語の語幹として
用いられているものも多くあります。「hand」は古英語（OE=Old English）に由来する単語で、ずっと昔
から、「手」を意味する語として用いられてきました。
日本語の語彙にも、「大和言葉」といって古くから日本語であった言葉もあれば、漢語など中国から伝来
した「外来語」を日本語の語彙に取り込んだものがありますね。「大和言葉」は「訓読み」で用いられる語彙
であり、それに対して「音読み」になっているのが主に漢語、すなわち外来語です。
日本人であれば「訓読み」の言葉は耳で聞いて即座にその意味を理解します。しかし音読みの語は、文
字を見ないといつくもある同意語のどれなのか判別できないことがあります。また大和言葉と漢語などの外
来語では、その言葉に接したときの「精神的距離感」が違うと言われており、大和言葉は「もともと日本語だ
った言葉」としての親近感によってストレートに意味を感じるのに対して、外来語は「精神的に距離を感じ
る」言葉であり、大和言葉は簡単で日常的、外来語は難しい響きがあったり専門的だったりもします。
それと非常に似た感覚の違いを英語話者たちは「古英語」由来の単語と「ラテン語、ギリシャ語」などの外
来語由来の単語にも感じています。つまり古英語由来の単語は「身近で簡単」に思え、外来語由来の言葉
は、「ちょっと遠い言葉」に感じているんですね。特にギリシャ語由来は学術用語に多く現れることもあり、専
門的で難しい単語と感じます。
古英語由来で「身近で簡単」に感じられる「hand」を含む語としては、「handy [ hand + -y（形容詞語
尾）]」があり、「便利（useful）」とか「手軽（convenient）」といった意味に用いられます。いかにも「片手
の上にポンと乗っている」イメージや、「手にしっくり合う」感じ、あるいは「手を伸ばせばすぐそこにある」とい
ったイメージをすんなりと感じられる単語です。由来の説明などされるまでもないと感じられますね。「chirography」というギリシャ語由来の単語は、英語話者でも小さな子供は知りませんし、大人でも「ちょっと
難しい単語」に感じます。しかし「handwriting /hǽndràɪtɪŋ/」と聞けば即座に「手書き文字、肉筆、筆跡」
といった意味を理解します。

復 習
１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。
語源要素

例

英語の意味

正解

1

manu-

manual

hand

2

chiro-

chiromancer

hand

3

mancy

chiromancy

divination

4

graph

chirography

writing

5

calli-

calligraphy

beauty

6

caco-

cacography

bad, ill

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自
然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて
も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。
英単語

発音記号

1

chiromancy

/káɪrəmæ̀ nsi/

2

chiromancer

/káɪ-rə-mæ̀ n-sɚ/

3

chiropractic

/kàɪ-roʊ-prǽk-tik/

4

chiropractor

/káɪ-roʊ-præ̀ k-tɚ/

5

chirography

/kaɪ-rɑ́ɡ-rə-fi, kɪ-rɑ́ɡ-rə-fi/

6

calligrapher

/kə-lɪ ́ɡ-rə-fɚ/

7

cacography

/kə-kɑ́ɡ-rə-fi/

8

cacographer

/kə-kɑ́ɡ-rə-fɚ/

9

podiatry

/pə-dáɪ-ə-tri/

10

chiropody

/kɪ-rɑ́p-ə-di/

11

handy

/hǽn-di/

３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。
ヒント

英単語

1

palm reading

chiromancy

2

palm-reading specialist

chiromancer

3

treating pain and injury by pressing a person’s back.

chiropractics

4

specialit of backbone treatment

chiropractor

5

beautiful writing

calligraphy

6

one who writes beautifully

calligrapher

7

bad writing

cacography

8

one with bad spelling and/or bad handwriting

cacographer

9

treatment of foot problems (Latin orgin)

10

treatment of foot problems (Greek origin)

11

useful, convenient

podiatry
chiropody
handy

Session 006

このセッションのテーマ
「足(foot)」を意味するラテン語由来の接頭辞は「ped-」は意外
な単語の中にも見つかることがあります。

ビジネス英語の文書には時として次のような表現が出てきます。
Kindly expedite the processing of my car loan application.
（カーローンの申し込みの処理を急いでください）
計画や予定、仕事などをてきぱきと片付けたり、スピードを上げてはかどらせたり、促進するという意味の
動詞が「expedite /ékspədàɪt/」です。この単語に含まれる語源要素として「ex-」という接頭辞と語幹として
現れている「ped」に着目してください。
「ex-」は「exit/éɡzɪt/（出口）」という単語にも含まれる語源要素で「out（外へ）」という意味を持ちます。
「ped」はこれまで何度も登場しているように「足（foot）」を意味するラテン語由来の語源要素ですが、これ
らが組合わさってなぜ「促進する」の意味となるかといいますと、「足元にある邪魔なものと取り除く」という発
想がこの単語の中にあるからです。すなわち「expedite」とは「前に進もうと思っても、足元に色々な邪魔
者があるとき、それを取り除いてやることで、前進の速度を上げる」という意味を表します。
業務の役割の中で、割り当てられた仕事がきちんと期限までに完了するように管理し、遅れそうなときは
担当部署に「もっと急いで！」と催促したりするのが「納期管理者」とか「促進者」と呼ばれる任務ですが、そ
の担当者は「expediter /ékspədàɪtɚ/」です。そしてそういう促進行為は「expedition /èkspədɪ́ʃən/」と
いう名詞形で表現できます。
ただし「expedition」に関しては、業務の促進というような意味の他に、「ex-(=out) + ped(=foot)」と
いう語源そのままに「外に足を向ける」の意味から「仕事や任務など特定の目的を持って、比較的長期に
渡りどこかにでかけていくこと」という意味も表しこれは「遠征、探検」などに相当します。「旅行」といってもよ
いのですが、単なる観光目的の旅行（trip, travel）とは違い、学術的目的をもってエジプトのピラミッドを調
べにいくとか、他国の紛争を解決するために軍として派遣されるなどの、より明確な任務・目的を伴い長期
的にその地に滞在することを意味します。

「足元にある邪魔者を取り除く」ことにより前進スピードをアップさせるのが「expedite」ですが、その逆に
何もなかった足元に邪魔者を置くことでスピードを低下させるのが「impede /ɪmpíːd/」です。
「impede」は「in-(=in 中へ）」と「ped(=foot)」の組み合わせで、「im-」というスペルは、「in-」が「p」な
ど「上下の唇を閉じなければならない子音」の直前に接辞されるときの形です。具体的には /p, b, m/ の
子音の直前では「in-」は「im-」となります。
「impede」は「足元に障害物を置く（入れる）」ことにより通常の速度よりも低下させ、作業効率を下げたり
する意味の動詞です。そのようなことをする障害（物）そのものは「impediment /ɪmpédəmənt/」といいま
す。これは、たとえば実際の道路に大きな石があって前に進めないなどの物理的障害物のことも指します
し、その延長として身体の障害や言語障害などの意味にも用いられます。

「impediment」の語尾「-ment」は動詞に接辞され「その行為（the act of)」や「行為の結果（the
result of an action）」を意味します。日本語の「～すること、～したもの」などに近いと言えるでしょう。
「impede」や「imepediment」の接頭辞「im-」は、「in-」が次に続く音の関係でスペルが変化したも
のですが、「in-」という接頭辞は「in（中へ）」の意味のほか、否定接頭辞（=not）として非常に多く現れま
す。見掛け上は「in（中へ）」の意味のときと区別がつきませんが、一度意味を押さえればまず紛らわしくは
感じないでしょう。
否定接頭辞としての「in-」も、あとに続く音を発音しやすくするための準備としていくつかのスペルの変化
があります。（ここではスペル変化の原則を学ぶだけで構いません）
１、原則的に「in-」		
２、/p, b, m/の前で「im-」
３、/l/ の前で「il-」		
４、/r/ の前で「ir-」		

： incorrect, invisible, inaccesible
： impossible, improper, immoral
： illegal, illeterate, illegible
: irregular, irresponsible, irrelevant

このように次に続く子音の発音準備をしようとして「in-」が「im-, il-, ir-」に一時的に姿を変えることがあり
ますが、それらも意味は「in-(=not)」のままです。
このようなスペル変化の理由を理解していれば、「illegal」や「irregular」のスペルで「 r 」や「 l 」が１つ
だったか２つだったかで迷うことがなくなります。語源を知ることは単語の意味を深く、実感を伴って理解す
るだけでなく、スペルも間違えにくくなるというメリットがあるのです。

復 習
１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。
語源要素

例

英語の意味

正解

1

ped-, pod-, pus-

expedite

foot

2

ex-

exit

out

3

in- (im-)

impede

in

4

in-

incorrect

not

5

-er

expediter

one who

6

-ment

impediment

act of; the result of an action

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自
然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて
も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。
英単語

発音記号

1

expedite

/éks-pə-dàɪt/

2

exit

/éɡ-zɪt/

3

expediter

/éks-pə-dàɪ-tɚ/

4

expedition

/èks-pə-dɪ ́ʃ-ən/

5

impede

/ɪm-píːd/

6

impediment

/ɪm-péd-ə-mənt/

３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。
ヒント

英単語

1

make something done more quickly

expedite

2

one who makes something done more quickly

expediter

3

a long, organized trip for a particular purpose

expedition

4

to slow something down

5

something that makes the movement slower

6

the way out

impede
impediment
exit

４、否定接頭辞の「in-」を次の単語に接続した形を書いてください。
1

corect

2

possible

3

visible

invisible

4

regular

irregular

5

legal

6

accessible

7

literate

8

responsible

incorrect
impossible

illegal
inaccessible
illiterate
irresponsible

Session 006

このセッションのテーマ
「海女」と書けば日本語では「あま」ですが、英語で「海」と「女」
を表す語源要素を組み合わせると「人魚」の意味です。
日本語で「海女」と書けば、海にもぐって貝や階層などを採る仕事をする「あま」のことですが、男性を含
めて「海人」という通性の表記をすることもあるのだそうです。特に男性だけを指す場合は「海士」と書き、そ
れを和製漢字１文字で「塰」とも書くとのこと。ちなみに「海女」を「あま」と読むのは「熟字訓」といって、「海
女」２文字を「あま」と読むのであり、「海」を「あ」、「女」を「ま」とそれぞれ読んでいるのではありません。

英語にはラテン語由来の語幹で「mer, mar, mari」といったスペルで現れる「海」を表す語源要素があ
ります。日本の「海女」の話を最初にしましたが、英語で「海＋女」の組み合わせによる「mermaid [ mer
(Lt.=sea) + maid (OE.=girl)]」は「人魚」のことです。日本語で「あま」に男女別あるいは通性の文字表記が
あるように、「人魚」にも女性だけを指す「mermaid /mɚ́mèɪd/」の他、性別、年齢などごとに実に多くのバ
リエーションがあります。（どの語も「mer-」に第１強勢が置かれます）
（通性）merperson, merpeople
（女性）mergirl, merlady, mermaid, mermaiden, merwoman
（男性）merboy, merguy, merlad, merman
（両親）merfather, mermother
（子供）merbaby, merchild, merteen
このように通常の人を表すあらゆる語彙に「mer-」を接辞して、神話上の様々な「人魚」を造語的に表
現できます。「人魚」のように「人」と「魚」が合体するだけでなく、シンガポールの名所である「マーライオン
（Merlion）」はライオンと魚が合体した姿をしており、もし漢字を当てたら「海獅子」となるんでしょうか？
ところで「海＋ライオン」でも「sea lion」と普通に書くと、それは「アシカ」や「トド」のことです。
じゃあ、「海＋他の生き物」はどうかというと、日本語で「海猿」という映画が「海難救助を行う潜水士」を指
してこの言葉を使いましたが、これはドラマの中での造語です。でも作品がヒットしたのでかなり一般化して
いるようですね。その「海＋猿」をそのまま英語に置き換えて「seamonkey」とすると、「小型の甲殻類、ア
ルテミアを愛玩用・観賞用に改良した品種の商品名」です。

海というのは、時代や国を問わず様々な人々の空想を書きたててきたもので、海という存在それ自体が、
生命の源という大きな母性を感じさせ、それでいて神秘的で、畏れを抱かせる存在でもあったのですね。
海を表すラテン語源の語幹「mer」は、英単語の中に「mar, mari」といったスペルで現れることもありま
す。
「marine /məríːn/」は形容詞として「of the sea; near the sea」の意味。名詞としては「海兵隊員（a
soldier who serves on land or at sea)」を指します。
「mariner /mǽrənɚ/」は、「sailor /séɪlɚ/」の古風な言い方で、詩の中などに今でも現れます。
「marina /məríːnə/」は「マリーナ」と外来語のまま日本語で用いられており、「娯楽用小型船舶を停泊さ
せるための港（a harbour for small boats and yachts）」のことです。

「mer, mar, mari」は基本的に「sea（海）」を意味しますが、そのほか「pool（水溜り）」という小さな規
模を意味することがあります。「湿地帯」を意味する「marsh /mɑ́ːʃ/」は「swamp /swɑmp/」と同義語で
す。
marsh の形容詞は語尾に「-y」をつけた「marshy」です。形容詞接
尾辞「-y」は、OE由来で「full of or characterized by （～に満ち
た、～が特徴的な）」という意味を名詞に添えます。「bloody（血なまぐさ
い）、sexy（性的魅力のある）、cloudy（雲が多い）」などの語尾もこれで
す。
「潜水艦」は「海の下」を行く船です。英単語の「submarine /
sʌ́bmərìːn, sʌ̀bməríːn/」はかなり知られた単語かと思いますが、これは
「sub-(=under) + marine(=sea)」の組み合わせによります。
女性や花の名前で知られる「マーガレット」は、人名としては「Margaret/mɑ́ːrɡərət/」とつづりますが、花の名前では「marguerite/mɑ̀ːrɡəríːt/
」というつづりが用いられ（発音が違います）、どちらにも「mar」が含まれ
ており、これは語源的に「真珠（pearl）」を意味しました。つまり「真珠のよ
うなつぶらで可憐な女性・花」ということですね。
またテキーラ（tequila）とフルーツジュースを混ぜたカクテルである「マル
ガリータ（margatita /mɑ̀ːrgəríːtə/）は、「Margaret」のスペイン語であり、カクテルの名前としてはそのま
まスペイン語のスペルと発音が使われます。

復 習
１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。
語源要素

例

英語の意味

正解

1

mer, mar, mari

mermaid

sea

2

-y（形容詞語尾）

marshy

full of or characterized by

3

sub-

submarine

under

4

ped-, pod-, pus-

biped

foot

5

manu-, man-, main-

manual

hand

6

in-, im-

impede

in

7

in- (im-, ir-, il-)

not

incorrect

8

cure

manicure

care

9

cent

century

one hundred

10

mill

million

one thousand

11

bi-

bicycle

two

12

tri-

triangle

three

13

platy

platypus

flat

14

ped

pediatrics

child

15

cycle

tricycle

wheel

16

quad, quadr

quadrupe

four

17

meter

pedometer

measurement

18

script

manuscript

scratch, write

19

fact, fect, fict

manufacture

make

20

-ory

factory

the place where

21

-er

manager

one who, that which

22

-ment

management

result of an action

23

-ion

fiction

act of

24

per-

perfect

through

25

chiro

chiromancy

hand

26

mancy

chiromancy

divination

27

calli

calligraphy

beauty

28

caco

cacography

bad, ill

29

graph

calligraphy

writing

30

ex-

expedite

out

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自
然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて
も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。
英単語

発音記号

1

mermaid

/mɚ́ -mèɪd/

2

Merlion

/mɚ́ ː-laɪ-ən/

3

sea lion

/síː -laɪ-ən/

4

marine

/mə-ríːn/

5

mariner

/mǽr-ə-nɚ/

6

marina

/mə-ríː-nə/

7

submarine

/sʌ́b-mə-rìːn, sʌ̀b-mə-ríːn/

8

marsh

/mɑ́ːʃ/

9

swamp

/swɑmp/

10

Margaret

/mɑ́ːrɡərət/

11

marguerite

/mɑ̀ ːr-ɡə-ríːt/

12

margarita

/mɑ̀ ːr-gə-ríː-tə/

３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。
ヒント

英単語

1

a creature with a woman’s head and body,
and a fish’s tail

mermaid

2

a mythical creature with the head of a lion
and the body of a fish

Merlion

3

a large seal that lives by the Pacific Ocean

sea lion

4

a soldier who serves on land or at sea

marine

5

old name for ‘sailor’

mariner

6

a harbour for small boats and yachts

marina

7

swamp

marsh

8

adjective deprived from #7

marshy

9

a ship what goes under the sea

submarine

10

a person’s name for ‘pearl’

Margaret

11

a flower’s name for ‘pearl’

marguerite

12

tequila based cocktail, meaning ‘pearl’

margarita

Session 007

このセッションのテーマ
「足」を意味するラテン語源の「ped」と同じスペルで、ギリシャ
語源の「子供」を意味する語幹があります。
すでに「足」を意味するラテン語に由来する語幹として「ped」があり、ギリシャ語源では「pod, pus」という
スペルもあるということを学びました。
このラテン語源の「ped」と同じスペルではあっても、ギリシャ語源で「子供」を意味する「ped」もあるので
少々紛らわしいかも知れません。ギリシャ語源の「子供」を表す語幹は「pedo」が基本形ですが、接続形と
しては「ped-」という形でも現れます。
「小児科医」は、ごく簡単な英語で「a children’s doctor」と表現しても構
いませんが、医学用語としては「pediatrician /pìːdiətrɪ́ʃən/」といいます。
「子供」を意味するギリシャ語幹「pedo」が接続形として「ped-」の形で用い
られ、それに「-iatrics」という「（診療科目（branch of medicine）」を意味
する接尾辞がついたのが「pediatrics /pìːdiǽtrɪks/」（小児科）という名詞で
す。医学や学問分野を表す名詞は、複数形の語尾 -s がついてきますが、文
法的には単数として扱います。（数学の「mathematics」なども同じです）
診療科目を表す接尾辞には「-iatrics」と「-iatry」の２種類があり、これは
単語によって使い分けられています。自由にどちらの語尾を用いてもよいわけ
ではないのでこれは注意が必要です。
先に出た「足病学」という医療分野は「podiatry [ pod(Gk.=foot) + -iatry(Gk. healing)]でした。
「podiatry」の専門家医は「podiatrist」で、語尾に「専門家」を意味する「-ist」がつきます。
一方、「pediatrics」は、複数語尾を一旦外して「pediatric」の単数形にしてから「人」を表す「-an」
を接辞しますが、「c」で終わる単語に「-an」が接辞されるときは「i」を間に挟むので結果的に「pediatrician」となります。（同じパターンが「musician, beautician, physician」などに見られます。）この造
語のパターンは細かいことを覚えなくても「-ician」という語尾で何かの専門家を表すと理解して構いませ
ん。
ちなみに「小児科」という診療科目は常に複数形「pediatrics」であり、単数形の名詞として使われること
がありません。しかし、「小児科の」という形容詞として使うときは複数語尾の -s を落とした「pediatric」の
形が使われます。たとえば「pediatric surgery（小児外科）」などという場合ですね。
pediatrics			
（診療科目）小児科
pediatrician		 （専門医）小児科医
pediactric			
（形容詞）小児科の
さて、これらに含まれる「ped」は、ギリシャ語由来の「pedo(=child)」です。他にも「子供」の意味のギリシ
ャ語幹「pedo」に関係する語を見てみましょう。ギリシャ語由来となると、どうしても学術用語や日常生活に
はあまり現れない専門用語が多くなってしまいますが、身の回りに注意を払っていると案外、そういう言葉も
使われているものです。
「pedagogy /pédəɡɑːdʒi/」は「the study of teaching methods（教育学）」のこと。これは [ pedo
(Gk.=child) + gogy (Gk. =to lead)]により、「子供を導くこと」に由来します。

「学校の先生」は通常「teacher」といいますが、これを古風、あるいは堅い表現で「pedagogue /
pédəɡɑ̀ːɡ/」といいます。ただしこの単語は日常会話の中では「偉そうに先生ぶっている人」というような侮蔑
的な意味合いに用いられます。この単語もまた [ pedo (Gk.=child) + gogue (Gk. leader) ]により、語
源的には「子供を導く人」です。
「encyclopedia /ɪnsàɪkləpídɪə/」は、日本語で「百科事
典」と言われていますが、これは語源的に見ると[ en- (=in)
+cycle (Gk.=wheel, circle) + pedia (Gk.=child
training) ]から成り立っており、「輪になって子供たちを訓
練（教育）すること」というから、「総合教育(general education)」を表します。つまり「特定の科目だけでなく、あらゆる
科目を網羅した教育のための本」として「百科事典」と日本
語では呼ばれているわけです。「encyclepedia」なんてず
いぶん長い単語で覚えにくいと思うかも知れませんが「子供
たちが輪になっている様子」を「en-(inの変化）＋cycle +
pedo 」という語源要素と絡めると記憶のきっかけになること
でしょう。
ウラジーミル・ウラジーミロヴィチ・ナボコフ (Владимир
ВладимировичНабоков(Vladimir Vladimirovich Nabokov))というロシアに生まれヨーロッパとアメリ
カで活躍した作家の作品に『ロリータ』(Lolita /loʊlíːtə/)という小説があります（1955年刊）。パリで初版が
発刊され、ポルノまがいとの批判もありながら、1958年にアメリカで出版されベストセラーとなり、今では「ア
メリカ文学の古典」として高い認知を受けている作品です。
その作品のヒロインの愛称が「Lolita」であり、それに由来して特に年齢の割りに性的な魅力のある若い
少女を指す普通名詞に転用されるようになりました。そしてそういう少女にのみ性愛的興味を持つことを「
ロリータ・コンプレックス（Lolita complex）」というようになりましたが、ほぼ同じ概念を先の「pedo (Gk.
child)」を含む単語で「pedophile /píːdoʊfaɪl/（小児性愛癖者）」といいます。これは単なる「子供好き」と
は違う、１つの病的傾向性のことです。
「pedophile」は [ pedo (Gk. child) + phil (Gk. love) ] の組み合わせによります。

復 習
１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。
語源要素

例

英語の意味

正解

1

pedo

pediatrician

child

2

-iatrics

pediactrics

branch of medicine

3

-iatry

podiatry

branch of medicine

4

ped, pod, pus

biped

foot

5

-ist

podiatrist

specialist

6

-ician

musician

specialist

7

gogy

pedagogy

to lead

8

gogue

pedagogue

leader

9

en-

encyclopedia

in

10

cycle

bicycle

wheel, circle

11

phil

pedophile

love

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自
然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて
も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。
英単語

発音記号

1

pediatrician

/pìː-di-ə-trɪ ́-ʃən/

2

pediatrics

/pìː-di-ǽt-rɪks/

3

pediatrician

/pìː-di-ə-trɪ ́ʃ-ən/

4

pedagogy

/péd-ə-ɡɑː-dʒi/

5

pedagogue

/péd-ə-ɡɑ̀ ːɡ/

6

encyclopedia

/ɪn-sàɪ-klə-pí-dɪ-ə/

7

Lolita

/loʊlíːtə/

8

pedophile

/píːdoʊfaɪl/

３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。
ヒント

英単語

1

a children’s doctor

2

his specialty

pediatrics

3

adjective of #2

pediatric

4

healing of feet

podiatry

5

foot doctor

podiatrist

6

the study of teaching method

pedagogy

7

teacher

pedagogue

8

book(s) about all subjects

9

a person who is sexually attracted to children

pediatrician

encyclopedia
pedophile

Session 008

このセッションのテーマ
ギリシャ語源の「phil」は、英語の「love」を表します。

小児性愛者という病的な性癖を持つ者を「pedophile [ pedo (Gk. child) + phil (Gk. love) ]」とい
いますが、その語源的構成要素の「phil」は「love」の意味として多くの英単語の中に見つかります。
「哲学」という学問分野は、かなり新しいもので、英語圏にすら、その単語がギリシャ語から取り込まれたと
き、それにあたる英単語がなかったため、ギリシャ語源のまま「philosophy /fɪlɑ́səfi/」として英語の語彙に
なりました。
その単語が日本に入ってきたのは明治時代の初期で、当時の
東京大学の 西 周 （にし あまね）[1829年3月7日-1897年1月31日]
が、「philosophy」という単語の訳語として「希賢学（きけんがく）
」という名称を最初に考え出しました。これは「philosophy」の語
源である「philos (Gk. love) + sophy (Gk. wisdom）」の構成
を踏まえ、「賢きを希（こいねが）う学問」という意味で名づけたもの
です。それをその後「希哲学」という名称に変更し、さらに「希」の文
字を落として「哲学」という今の名称に落ち着いたという経緯があり
ます。今のようにインターネットもなければ、辞書すらほとんどなか
った時代において偉大な先人は、ギリシャ語源に遡り、その単語の
本来の意味を汲み取り、それを正しく伝える日本語訳を苦心して
考え出したのです。
英語の語彙としてはギリシャ語のスペルを英語のアルファベット
に置き換えた「philosophy」がそのまま用いられ、「哲学者」は、
語尾に「人」を表す「-er」をつけた「philosopher」で表します。
男性だけに発症する血液凝固異常（わずかな傷でも出血が止まらないなど）の病気に「血友病」という
ものがあります。これは英語で「hemophilia /hìːməfɪ́liə/」といいます。「hemo (Gk.blood) + philia
(Gk. love)」で、まるで「血が好き？」なんて組み合わせに見えますが、この場合の「philia」は「love」の
意味の拡大として「tendency of（～の傾向性）」という意味が適用されたもの。つまり「血を流す傾向性の
ある病」という意味を表しています。
ちなみに「小児性愛者」という「人」は「pedophile」でしたが、そういう傾向性、性癖は「pedophilia /
pìːdəfɪ́liə/」です。語尾が「-phile」なのが「lover（それを愛する人）」、語尾が「-philia」だと「love（それを
愛する傾向性）」の意味です。
「pedophilia（小児性愛）」は異常性癖の１つとされますが、さらに異常性の強いものとして「necrophilia /nèkrəfɪ́liə/（死体嗜好症）」です。察しがつくと思いますが、[ necro (Gk. death) + philia (Gk.
love) ]の組み合わせによる単語です。そしてこの性癖を持つ人を「necrophile /nékrəfaɪl/」といいます。
フィラデルフィア(Philadelphia /fɪ̀lədélfjə/)は、アメリカ合衆国ペンシルベニア州南東部にある都市の
名ですが、その名は [ phil(Gk. love) + adelphos(Gk. brother)]により「兄弟愛の町」という意味を表
します。

「交響楽団」にあたる英語は「philharmonic orchestra」で、「フィルハーモニック・オーケストラ」と外来
語でも呼ばれていますが、この「philharmonic」の発音
は、 /fɪ̀lɚːmɑ́ːnɪk/ とカタカナ表記とはかなりかけ離れた音
で読まれます。あえてカタカナで英語の発音らしいものを
書こうとすれば「フィラーマニック」という感じになります。た
だし /fɪ̀lhɑːmɑ́ːnɪk/ という読み方でもＯＫなので、こちらは
カタカナ表記に「hが発音されている」分少し近いですね。
それでも強勢の位置に注意してください。（ orchestra
の発音は /ɔ́ːrkɪstrə/で、やはり強勢の位置に注意してく
ださい）
「philharmonic」は [ phil (Gk. love) + harmonic (Lt. relating to music)]という「ギリシャ語
源＋ラテン語源」の組み合わせです。語源的に直訳すれば「音楽的であることを愛する」という意味です
ね。
「philanthorpy /fɪlǽnθrəpi/」は、[ philos (Gk. love) + anthropos (Gk. mankind)] の成り立ち
から「博愛（主義）、慈善」のこと。その形容詞は「philanthropic /fɪ̀lænθrɑ́ːpik/」と強勢の位置や母音の
質が変わりますので、このような派生パターンにもよく口を慣らしてください。
「andro」というギリシャ語源で「man, male（男性）」を表す語幹があり、それに「phil」が接辞した
「philander /fɪlǽndɚ/」という動詞があるのですが、これは「多くの女性と関係を持つ」という意味。語源的
には、 [ phil (Gk. love) + andro (Gk. man) ] で「loving man」つまり「恋する男性」、「恋人」という
特に悪い意味を含まない名詞に由来するのですが、それが今では「（男性が）好色な振る舞いをする」とい
う悪い意味にのみ用いられます。そして「philander」に「～する人」の意味の接尾辞をつけた「philanderer」は、「多くの女性と関係を持つ男＝女ったらし」のような非難めいた意味の名詞です。
観葉植物の１つに「フィルデンドロン（philodendron /fɪ̀lədéndrən/）」と
いうものがあります（右の写真）。
これは [ phil (Gk. love) + dendron (Gk. tree) ]により「loving
tree」の意味を表しますが、それはこの植物が「木にからみつくように生え
る」ことから「木を愛する植物」と名づけられたものです。

復 習
１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。
語源要素

例

英語の意味

正解

1

ped, pod, pus

pedicure

foot

2

pedo

pedophile

child

3

phil

philosophy

love

4

sophy

philosophy

wisdom

5

hemo

hemophila

blood

6

adelphos

Philadelphia

brother

7

harmonic

philharmonic

relating to music

8

anthropos

philanthropy

mankind

9

andro

philander

man, male

10

dendron

phildendron

tree

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自
然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて
も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。
英単語

発音記号

1

philosophy

/fɪlɑ́səfi/

2

philosopher

/fɪlɑ́səfɚ/

3

hemophilia

/hìːməfɪ ́liə/

4

pedophilia

/pìːdəfɪ ́liə/

5

pedophilia

/pìːdəfɪ ́liə/

6

necrophilia

/nèkrəfɪ ́liə/

7

necrophile

/nékrəfaɪl/

8

Philadelphia

/fɪ̀lədélfjə/

9

philharmonic

/fɪ̀lɚːmɑ́ːnɪk, fɪ̀lhɑːmɑ́ːnɪk/

10

orchestra

/ɔ́ːrkɪstrə/

11

philanthorpy

/fɪlǽnθrəpi/

12

philander

/fɪlændɚ/

13

philanderer

/fɪlǽndərɚ/

14

philodendron

/fɪ̀lədéndrən/

３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。
ヒント

英単語

1

love of wisdom

philosophy

2

disease to easily lose blood

hemophilia

3

love of the dead body

necrophilia

4

city of brotheren love

Philadelphia

5

music-loving

philharmonic

6

love of humankind

philanthropy

7

tree-loving plant

philodendron

Session 009

このセッションのテーマ
「年」を表すラテン語幹には「ann」と「enn」の２つがあります。

「year」を表すラテン語源の語幹「ann, enn」はスペルとして「anni, annu, enni」という形で英単語に
含まれます。 「ann」も「enn」も「Ｎが２個ある」というのがポイント。ラテン語で２個あったＮは、英単語の部品
となったあとも２個のままです。
「year」を意味する「ann」を含む語としておそらく多くの人が知っているのは「anniversary /
æ̀nɪvɚ́ːsəri/」でしょう。英和辞典には「記念日」という訳語例が真っ先に出ていると思いますが、「日」のこと
を指しているというより、「ある日から数えて１年だ」という「年」がその意味の中心です。
「anniversary」を語源的に分解すると [ anni-(Lt. year) + vers (Lt. turn) + -ary（名詞語尾）] と
なっており、語源的直訳は「１年の区切りを折り返すこと」なんです。この語に含まれる「vers」は「vert」とい
うスペルで現れることもあり、「reverse（裏返す=turn back）」や「revert（復帰させる=turn back)」など多く
の英単語に含まれている語源要素です。
何かの日から数えて最初の１年目を迎えた日は「the first anniversary」、２年目なら「the second
anniversary」、その後、the third anniversary,...と序数を添えていくらでも表現できます。
「１年につき１回」何かが起きるとします。例えば会社や団体が「年次報告書」を書くとそれは「annual
report」となります。[ ann (Lt. year) + -ial (形容詞語尾）]で「年１回の」という形容詞です。「annual
income」なら「年収」。「annual plant」は「１年生植物」、年中行事なら「annual event」というふうに
何かが「１年に１度」発生することを指す形容詞が「annual /ǽnjuəl/」です。
「bicycle」の「bi-」は「２」を表す接頭辞でしたね。それを「annual」につけて「biannual /bàɪǽnjuəl/
」となり、これは「１年につき２回の」という意味。同様に「３」、「４」を表す「tri-」、「quadr-」をつけてれば、
「triannual /tràɪǽnjuəl/（１年に３回の）」や「quadrannual /kwɑdrǽnjuəl/（１年に４回の）」などと言い
表すことも可能です。ただし現実には「annual」や「biannual」くらいはよく見聞きするのですが、それ以
上の回数については「every four months（４ヶ月に１回＝年３回）」とか「every three months（３ヶ
月に１回＝年４回）」のような言い回しの方がよく用いられています。
「biannual」は「１年につき２回の」という意味です
が、「ann」を「enn」に取り替えた「biennial /bàɪénjəl/
（-ialの語尾にも注意）」は「２年に１回」の意味です。ち
ょっとした違いですが、大きな意味の違いになりますの
で、まずこの２つをしっかり区別してください。
「biennial」以降、「～年につき１回の」はたくさんの表現
が用いられます。
triennial
/tràɪéniəl/		
quadrennial /kwɑ̀dréniəl/
centennial /sènténiəl/		
bicentennial /bàɪsenténiəl/

３年に１回の
４年の１回の
１００年に１回の
２００年に１回の

「centipede [ cent (Lt. 100) + ped (Lt. foot) ]＝百足」で出てきた「cent」がつながれば「centennial」という語ができ、その前に「bi-, tri-」をつければ「２００周年」、「３００周年」を「bicentennial,
tricentennial」と表現できます。
１７７６年に建国したアメリカ合衆国は１９7６年に「bicentennial」を迎えました。そして２０７６年の「tricentennial」を今の若い人たちなら実際に迎えることができるでしょう。
英語には「１０年(ten years)」を１語で表す「decade /dékeɪd, dekéɪd/」という単語があります。「decade」は、それで１０年という意味なので複数の「two decades」とすれば「２０年」の意味ですね。この単
語「deca」は「December」の「dec」と同じ語源要素で、「１０」を意味します。「dec」が「１０」を意味するの
に「December」が１２月である理由はすでにお話しましたね？忘れた人は、Session 2 を復習してくださ
い。
１０年を１単位とする「decade」があるように、「１００年」を単位とする単語が「century /séntʃəri/」です。
「century」にもしっかり「cent (=100)」という語源要素が含まれていますね。
「銀河鉄道９９９」などで知られる松本零士のＳＦアニメに「１０００年女王」
という劇場作品がありました。地球が１０００年ごとに交代する女王によって
支配されており、卑弥呼やクレオパトラも実は１０００年女王の１人であり、
それが現代でもごく普通の女性に身を隠して１０００年女王は存在してい
たというストーリーです。
その日本語タイトルには英語で「Queen Millennium」と書かれて
いました。「millimeter（ミリメートル＝１０００分の１メートル」や「millipede（ヤスデ＝足が１０００本あるように見える虫）」で取り上げた「１０００」
を表す「mill」がここでも出てきます。[ mill (Lt. 1000) + enn (Lt. year)
+ -ium ( Lt. period)」で、「１０００年の期間」という意味が「millennium
/mɪléniəm/」です。
「bi-, tri-, quadr-」は「２，３，４」という数字を表しましたが、英語には面白いことに「1.5」という半端な数
字を表す「sesqui-」という接頭辞があります。「sesquicentennial /sèskwɪsenténɪəl/」とすれば「１５０年
目の記念日、１５０年に１回の」という意味を表せるんですね。
「ped」は「足」を意味しますが、「foot」は「手足」の「足」という意味以外に「フィート」という長さの単位でも
あります。単数形が「foot」で、複数形が「feet」ですね。そして「sesquipedalian /sèskwɪpedǽːlɪən/」と
いう単語は、「sesqui-(=1.5) + ped (foot) + -al + -ian」という組み合わせで、直訳的には「1.5フィートの」
という意味なのですが、これは「短く簡単に言えるものをわざわざ長くて難しい単語を使いたがる」という意
味の形容詞なんです。簡単にいえば「長ったらしい」ということですね。そういう表現を好む人、つい長った
らしい文章を書いたり、難しい専門用語ばかりつかたがる「人」のこともそう呼びます。またそういう「難しくて
長ったらしい専門用語などをやたら使いたがること（文章や表現上の習慣）」を「sesquipedalianism /
sèskwɪpedǽːlɪənɪzm/」といいます。まあ、この単語を使って文章を書くこと自体が「sesquipedalianism」
だと言えますけどね、、、。

復 習
１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。
語源要素

例

英語の意味

正解

1

ann, enn

annual

year

2

vers

anniversary

turn

3

re-

reverse

back

4

bi-

bicycle

two

5

tri-

triangle

three

6

quadr-

quadruped

four

7

dec, deca

decade

ten

8

cent

century

one hundred

9

mill

millennium

one thousand

10

sesqui

sesquicentennial

one and a half

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自
然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて
も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。
英単語

発音記号

1

anniversary

/æ̀ n-ɪ-vɚ́ ː-sə-ri/

2

annual

/ǽn-ju-əl/

3

biannual

/bàɪ-ǽn-ju-əl/

4

triannual

/tràɪ-ǽn-ju-əl/

5

quadrannual

/kwɑd-rǽn-ju-əl/

6

biennial

/bàɪ-én-jəl/

7

triennial

/tràɪ-én-jəl/

8

quadrennial

/kwɑ̀ d-rén-i-əl/

9

centennial

/sèn-tén-i-əl/

10

sesquicentennial

/sès-kwɪ-sen-tén-i-əl/

11

bicentennial

/bàɪ-sen-tén-i-əl/

12

decade

/dék-eɪd, de-kéɪd/

13

century

/sén-tʃə-ri/

14

millennium

/mɪ-lén-i-əm/

15

sesquipedalian

/sès-kwɪ-pe-dǽː-lɪ-ən/

16

sesquipedalianism

/sès-kwɪ-pe-dǽː-lɪ-ə-nɪzm/

３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。
ヒント

英単語

1

one year after a special day

2

happening once a year

annual

3

happening twice a year

biannual

4

happening once in two years

biennial

5

happening once in three years

triennial

6

happening once in four years

qadrennial

7

happening once in 100 years

centennial

8

happening once in 200 years

bicentennial

9

happening once in 300 years

tricentennial

10

happening once in 150 years

sesquicentennial

11

10 years

decade

12

100 years

century

13

1000 years

14

practice of using long words

15

one who likes to use long words

anniversary

millenium
sesquipedalianism
sesquipedalian

４、これまでに学んだ単語を使って次の文を完成させてください。
1

You press the ______ with your foot.

2

The manicure is for the nails, the _______ for the toenails.

3

One thousand times one thousand is a ________.

4

Humans are _____s, and cats and dogs are _______s.

5

The sea creature with eight feet is an ________.

octopus

6

A statue rests on the _______.

pedestal

7

A _________ goes on foot.

pedestrian

8

A _________ is a foot doctor.

podiatrist

9

A _________ reads your palm.

chiromancer

10 The distance from one side to the opposite side of a circle is a _______.

pedal
pedicure
million
biped, quadruped

diameter

11 Your handwriting is so beautiful! You are a ___________.

calligrapher

12 I can’t read your bad handwrting! You are a ___________.

cacographer

Session 010

このセッションのテーマ
「言語」を意味する「language」は語源的に「舌」と関係があります。

「母国語」は英語で、native language と言ってもいいですが、簡単な単語で「mother tongue」とも
いいます。直訳すれば「母の舌」ですね。言語の本質は音声にあり、その音声は舌だけでなく多くの発音
器官によって作り出されますが、イメージとしてその中心にあるのはやはり「舌」なのです。「言語」を意味す
る「language /lǽŋɡwɪdʒ/」という単語自体、「lang」という部分がラテン語源の「舌（tongue)」を意味する
語幹です。
ラテン語の「lingua」という単語が「舌」を意味しており、その
当時から同時に「話し言葉、言語」という意味を持っていました。
元のラテン語の形により近い「ling」のスペルも英単語に引き継
がれており、「言語学」は英語で「linguistics /lɪ̀ŋɡwɪ́stɪks/」と
いいます。「mathematics（数学）, pediatrics（小児科）」な
どと同様に、学問や医療分野の名称は複数形語尾の-sがつい
た状態で単数扱いです。「-s」が取れた単数形「linguistic/
lɪ̀ŋɡwɪ́stɪk/」は名詞ではなく形容詞としてのみ用いられます。そ
して「linguistic」から副詞が派生するときは「-al」をはさんで
から副詞語尾の「-ly」をつけ「linguistically /lɪ̀ŋɡwɪ́stɪkəli/」
という語形になります。
「linguistic」に形容詞語尾「-al」をつけただけの「linguistical」という語形も用いられないわけではないようですが、アメ
リカ国内の英語サイトのみを対象にyahooで検索してみましたと
ころ
linguistic
約18,900,000件
linguistical
約45,000件
という圧倒的なヒット数の差がありましたので、「linguistics」の形容詞は「linguistic」の語形が標準的
と言えると思われます。
「ling」は「tongue, language」を意味する語
幹です。よく聞く言葉で「bilingual /bàɪlɪ́ŋɡwəl/
」は２ヶ国語を同等に使いこなせる人のことを指
します。語源的成り立ちが [ bi- (Lt. two) +
ling (Lt. tongue) + -(u)al」なのはもうお分か
りですね？語源的発想としては「２枚の舌」を持
っているという意味であり、それは日本語の「二
枚舌」が「１枚の舌で本当のことを、もう１枚の舌
で嘘をつく＝嘘つき」という意味であるのと大きく
違います。ただし英語でも「double-tongued
/dʌ́bl-tʌ̀ŋd/」という言い方をすると日本語の「二
枚舌の」と同じ「嘘つきの」という意味になるところ
が面白いですね。

２ヶ国語を同等に操れる人を「bilingual」といいますが、３ヶ国語を同様に使える人は何と言うでしょう？
これまで学んだ接頭辞を使えば、「trilingual /tràɪlɪ́ŋɡwəl/」と表現できますね。４ヶ国語なら「quadrilingual /kwɑ̀dləlɪ́ŋɡwəl/」と言えます。それ以上も様々数字を表す接辞を付けて単語を作れますが、大雑
把に「沢山の言語を話せる」という形容詞なら「multilingual /mʌ̀ltilɪ́ŋɡwəl/[ multi- (Lt. many) ]」と
いうことができます。「many」をあらわすラテン語由来の接頭辞「multi-」は外来語の「マルチ」としても日
本語に入っていますので知っている人も多いでしょう。
こんなジョークがあります。
アメリカである人が「二ヶ国語を話せる人は、biligualだね。３ヶ国語なら trilingualだ。じゃあ一ヶ国語
しか話せない人は何と言う？」と尋ねました。
するとそれに対する友人の答えは、「Amercian!（アメリカ人だ）」というものでした。
これは単なるジョークですが、本当は「monolongual /mɑ̀nəlɪ́ŋɡwəl/[ mono- (Lt. one)]」という単語
があります。
人と会話していても相手の人が俗語や若者言葉を多く含みすぎる言葉遣いをすると何を言ってるのか分
からなかったりします。あるいは専門用語を多く混ぜられすぎてもやっぱり意味がつかめなかったりします
し、自分の知らない外国語の単語を相手にとっては普通に外来語を使う気持ちで織り交ぜられても何を言
ってるのかつかめません。まして聞いたこともないような外国語で話されたらまったく理解できません。
そのような「俗語、専門用語などを多く含む（ために理解できない）言葉」や「（理解できない）外国語」とい
った意味で「lingo /lɪ́ŋɡoʊ/」という単語があります。特定の業界の人同士でないと理解できないような言
葉、それもlingoです。
パスタの麺で普通の断面が丸いスパゲティではなく、きしめんのよ
うに平べったいタイプのものがあります。この麺のことを「linguine /
lɪŋɡwɪ́ːni/と呼びます。語源はこれまでと同じく「ling」ですが、まさに
「tongue（舌）」のように平べったい麺という意味から来ています。
ちなみに英語ではなくフランス語のおかしに「ラングドシャ」というのが
あります。これはフランス語で「langue de chat」と書き、英語に置き換え
ると「tongue of a cat（猫の舌）」です。

復 習
１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。
語源要素

例

英語の意味

正解

1

ling

linguistics

tongue, language

2

bi-

bilingual

two

3

tri-

trilingual

three

4

multi-

multilingual

many

5

mono-

monolingual

one

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自
然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて
も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。
英単語

発音記号

1

language

/lǽŋ-ɡwɪdʒ/

2

linguistics

/lɪ̀ŋ-ɡwɪ ́s-tɪks/

3

linguistic

/lɪ̀ŋ-ɡwɪ ́s-tɪk/

4

linguistically

/lɪ̀ŋ-ɡwɪ ́s-tɪ-kəl-i/

5

bilingual

/bàɪ-lɪ ́ŋ-ɡwəl/

6

trilingual

/tràɪ-lɪ ́ŋ-ɡwəl/

7

multilingual

/mʌ̀l-ti-lɪ ́ŋ-ɡwəl/

8

monolongual

/mɑ́n-ə-lɪ ́ŋ-ɡwəl/

9

lingo

/lɪ ́ŋ-ɡoʊ/

10

linguine

/lɪŋ-ɡwɪ ́ː-ni/

３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。
ヒント

英単語

1

another expression for a native language

2

study of language

linguistics

3

adjective of #2

lingusitic

4

adverb of #3

5

speaking two languages

bilingual

6

speaking three languages

trilingual

7

speaking four languages

quadrilingual

8

speaking many languages

multilingual

9

speaking only one language

monolingual

10

language of a certain group

lingo

11

flat pasta

mother tongue

linguistically

linguine

Session 011

このセッションのテーマ
「bi-」や「tri-」以外の数字を表す接辞について申す込み学びましょう。

ラテン語由来の数字を表す接頭辞で、非常に身近なものとしては「bicycle」に含まれる「bi-(=2)」と「triangle」に含まれる「tri-(=3)（ギリシャ、ラテン語ともに同形）」がありますが、すでに皆さんは「１」を表すギリ
シャ語由来の「mono-」と「４」を表すラテン語由来の「quadr-」も学びました。
語源要素を学ぶときはできるだけ「すでに多くの人が知ってい
る」身近な単語を通じて、それに含まれる部品に「気づく」ことから
スタートすると学習が容易になります。
アメリカ国防総省は、その建物の形状が５角形であることから
「ペンタゴン（the Pentagon)」と呼ばれていることはよく知られ
ています。「pentagon /péntəɡɑn/」は [ penta-(Gk. five) +
gonia (Gk. angle) ] の組み合わせにより「５つの角」という意味
を表します。
図形としての形が存在するためには、辺または角が最低でも３つ必要です。辺・角が最も少ない図形
は三角形ですね。二角形は描きようがありませんから。三角は「triangle」と [ tri-(Lt. three) + angle
(Lt. angle, corner) ] の組み合わせで「角」の数が３つという着眼点による名称です。日本語の「三角」と
いう名称もそうですね。
「四角」については「square /skweɚ/（正方形）」、「rectangle /réktæŋɡl/（長方形）」あるいは「parallelogram /pæ̀rəléləɡræ̀m/（平行四辺形）」、「diamond /dáɪəmənd/（ひし形）」、「trapezoid /
trǽpəzòɪd/（台形）」と多くの種類がありますが、辺の長さや辺と辺の角度などに無関係で、とにかく「４つの
辺」から成り立つということだけに着目した単語として、「quardilateral /kwɑ̀drɪlǽtərəl/」という語がありま
す。この語は[ quadr-(Lt. four) + lateral (Lt. side)]の組み合わせによるもので、「辺」の数が「４」であ
りさえすれば正方形でも台形でも全部含みます。
よく考えてみると「三角(triangle）」や「五角形（pentagon)」は、語源的構成としても「角」を数えている
のに、四角形の総称である「quadrilateral」だけは語源的に「four sides」を意味しており、唯一「辺」
を数えているという例外的な単語です。しかし「角」を数えた「quadrangle /kwɑ́dræŋɡl/ [ quadr- (Lt.
four) + angle (Lt. angle, corner)]」という単語もちゃんと存在します。これは日本語にも「四辺形」と「
四角形」という両方の言い方があるのと同じで
すね。
四角形（四辺形）の１つである「rectangle」
は、[ rect- (Lt. right) + angle (Lt. angle,
corner)] の組み合わせによるもので、角がす
べて「直角（right angle)」であることが条件で
す。（だから正方形(square)も長方形の一種
であり、長方形の中でもすべての辺の長さが等
しいものを特に正方形(square)と呼ぶわけで
す。）

平行四辺形（parallelogram)は、「平行」という意味の「parrarel /pǽrələl/」と「gram(=graph [Gk.
to write])」が組合わさったものですが、その「parallel」は「para-」と「allelois」というギリシャ語から成
り立ちます。「para-」は「beside, against」の意味で、「allelois」は「each other」の意味です。つまり
「parallel」は [ para- (Gk. beside, against) + allelois (Gk. each other) =互いに対して隣り合っ
て]の意味から「平行」を表します。以上をまとめますと「parallelogram」とは、「２つずつの辺がそれぞれ
に対して（平行に）並び合って書かれた図形」という意味を表すものです。

「parallel」の「para-」は、パラシュート（parachute /pǽrəʃùːt/）ので出しのpara-と同じものです。パ
ラシュートは、 [ para-(Gk. against) + chute (Fr. fall)] というふうにフランス語で「落下」を意味する
「chute」との組み合わせにより「落下に対して（の防御）」という発想から作られた単語です。

平行四辺形を意味する「parallelogram」に含まれる「parallel（平行）」はこれ単独でも英単語です。
それに含まれるギリシャ語由来の語幹「allelois」は珍しく原語の語形を示しました。英単語の語彙力をつ
ける目的で、ラテン語やギリシャ語の本来の語形までは覚える必要はありませんが、ときとして原語の語形
を知ることで英単語のミススペリングの防止に効果があります。「parallelogram」なんてただでさえ長い
単語ですし、「r」と「l」が入り混じって現れる上に「l」が２個の箇所と１個の箇所があって、しばらく復習して
いないとすぐ「あれ？ここは r だったかな？ l だったかな？ l は１個だったかな？２個だったかな？」と確
信が持てなくなるものです。そんなとき「parachute」の「para-」をしっかり覚え、「each other」の意味の
ギリシャ語幹「allelois」を覚えていれば、その組み合わせとして、r/l の区別や、l の個数を確信を持って
覚えることができます。

復 習
１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。
語源要素

例

英語の意味

正解

1

bi- (Lt.)

bilingual

two

2

tri- (Lt.)

tricycle

three

3

quadr- (Lt.)

quadruped

four

4

penta- (Gk.)

pentagon

five

5

gonia (Gk.)

pentagon

angle

6

rect- (Lt.)

rectangle

right

7

para- (Gk.)

parachute

against, beside

8

allelois (Gk.)

parallelogram

each other

9

gram, graph (Gk.)

parallelogram

write

10

chute (Fr.)

parachute

fall

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自
然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて
も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください。
英単語

発音記号

1

pentagon

/pén-tə-ɡɑn/

2

square

/skweɚ/

3

rectangle

/rék-tæŋ-ɡl/

4

parallelogram

/pæ̀ r-ə-lél-ə-ɡræ̀ m/

5

diamond

/dáɪ-ə-mənd/

6

trapezoid

/trǽp-ə-zòɪd/

7

quadraletral

/kwɑ̀ d-rɪ-lǽt-ə-rəl/

8

quadrangle

/kwɑ́d-ræŋ-ɡl/

9

parralel

/pǽr-ə-ləl/

10

parachute

/pǽr-ə-ʃùːt/

３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。
ヒント

英単語

1

three angles

2

four angles

quadrangle

3

five angles

pentagon

4

four sides

quadrilateral

triangle

5

square

6

rectangle

7

parallelogram

8

diamon

9

trapezoid

10

a device which saves you from falling

11

at the same distance apart at each point

parachute
parallel

Session 012

このセッションのテーマ
図形で五角形よりも角の数が多いものについてみていきましょう。

これまで「triangle, quadrilatetal (quadrangle), pentagon」と、三角形、四角形、五角形まで学
んできました。それよりも角の数が多い図形の名称を学びつつ、重要な語源要素を見ていくことにしましょ
う。
個別の名称に入る前に「多角形」全部をまとめて何んと言うかを知っておきましょう。「多角形」は「多い
＋角＋かたち」ですね。英語に置き換えれば「polygon /pɑ́lɪɡɑn/ [ poly- (Gk. many) + gon (Gk.
angle) ]です。語源に沿って英単語に置き換えれば「many angles」ということですね。もうちょっとちゃ
んと「polygon」を定義すると「a flat shape with three or more straight sides（３本以上のまっ
すぐな辺を持った平面図形）」となります。
「polygon」の「poly-」は「ポリ袋」、つまり「ポリエチレン」の「ポリ」なのであり、「ポリエチレン（polyethylene /pɑ̀lɪéθlíːn/」は化学的に「エチレン重合体」というのだそうで、難しい話を飛ばすと「エチレンという
単位が沢山」集まってできた素材です。ちなみに日本語で「ポリ袋」とか「ビニール袋」と素材の種類を化学
的用語で細かく表現しますが、英語ではどちらも「plastic bag」です。日本語で「プラスチック」といいます
と、硬い素材だけを思い浮かべますが、英語の「plastic /plǽstɪk/」は化学的に合成・成型された素材を
広く指します。そしてビニールも plastic の一種です。ビニールは英語で 「vinyl /vaɪ́nəl/」ですから日本
語の「ビニール」の発音ではまったく通じませんし、多くの英語話者にとって「polyethlene」や「vinyl」と
いう特定の化学素材の名称は専門用語であり、日常的にはあまりなじみのある言葉ではありません。
さて「多角形（polygon）」が分かったら、具体的に六角形以上の名称を見ていきます。
六角形：hexagon
七角形：heptagon
八角形：octagon
九角形：nonagon
十角形：decagon

/héksəɡɑn/
/héptəɡɑn/
/ɑ́ktəɡɑn/
/nóʊnəɡɑn/
/dékəɡɑn/

[
[
[
[
[

hexa- (Gk. six) + gon (Gk. angle) ]
hepta- (Gk. seven) + gon ]
octa- (Gk. eight) + gon ]
nona- (Lt. nine) + gon ]
deca- (Gk. ten) + gon ]

上記で「九角形」だけ、ラテン語源の「nona-」が現れていますが、実は九角形についてもギリシャ語源の
「enneagon [ ennea- (Gk. nine) + gon ]」という形がないわけではありません。しかしなぜかこの単
語が使われているのは聞いたことがなく、もっぱら「nonagon」ばかりが目や耳につきます。実際、英和
辞典には「enneagon」も出ていたのに対して、英英辞典には「Oxford Learner’s Dictionary」にも
「Cambridge Onlone Dictioanry」にも収録されていませんでした。特に理由はないようで、単に「習
慣上の定着」の問題だけです。
また逆に他のギリシャ語源の要素で成り立っている多角形についてラテン語由来の語源要素でその名
称を「作り出す」こともできるのですが、やはり上記の呼び名が一般的なので、使われない名称は紹介する
のを控えます。
ちなみに「９」を表すラテン語由来の「nona」は、「お昼」の意味の「noon」の語源でもあります。すなわち
「noon」とは語源的に言うと「夜明けから９時間後」という意味なのだそうです。（季節や土地によって当然
違いがあるのですが、この単語の成り立ちとしてはそういう発想なのです。）こんな余談でも「nona=9」を
覚える記憶のきっかけにはなるでしょう。

「６」を表す「hexa-」については以前、テレビで「クイズ・ヘキサゴン」という６名の解答者が互いに問題を
出し合うという形式の番組があったので、それをご存知の方にとっては、なじみあるギリシャ語接頭辞では
ないでしょうか。
その番組を知らない方は、他の記憶のきっかけを差し上げましょう。「昆虫」というのは特に「足が６本」の
虫を狭く指すことがあるのですが、その意味では「hexapod /héksəpɑd/[ hexa-(Gk. six) + pod(Gk.
foot)]」とも言われます。これは「六脚類」という専門用語的な言葉で、より一般的に「昆虫」を指す言葉は
「insect /ɪ́nsekt/」です。こちらは「 insect [ in-(OE. in) + sect(Lt. cut)]」という成り立ちにより、「体
の中に切れ目がある生き物」という意味です。ラテン語幹「sect」が「cut」の意味を持つことについては
「section /sékʃən/」＝「セクション、全体をいくつかに切った部分の１つ」が記憶のきっかけになるでしょ
う。
「７」を表す「hepta-」は、ラテン語で「sept-」です。ちょっと似てますね。「September」が最初は７月だ
ったという話を覚えていますね？
「８」の「octa-」は、ラテン語で「oct」。ほとんど同じで、「octopus [ oct (=8) + pus (Gk. foot)]」は覚
えていることでしょう。
ギリシャ語源に混じって唯一ラテン語源なのが「９」の「nona」ですが、さきほど「noon」が「夜明けから９
時間後」の意味に由来することをお話しました。

「１０」を表すギリシャ語源の「deca」は「decade（１０年）」にも使われていますし、今は「１２月」の意味で
ある「December」がもともとは１０番目の月だったお話を覚えていますね？
また１リットル（liter）の１０分の１の分量のことを１デシリットル（deciliter /désəlìːtɚ/）といいますが、この
「deciliter」の「dec」も「deca」の「a」が脱落しただけで同じものです。（つまりここでは「１０分の１（onetenth)」の意味です。）

復 習
１、次の語源要素について、例を参考にして英語でその意味を答えてください。
語源要素

例

英語の意味

正解

1

bi-(Lt.)

bilingual

two

2

try-(Lt.)

tricycle

three

3

qadr-(Lt.)

quadruped

four

4

poly-(Gk.)

polygon

many

5

gon(Gk.)

pentagon

angle

6

penta-(Gk.)

pentagon

five

7

hexa-(Gk.)

hexagon

six

8

sept-(Lt.)

septangle

seven

9

octa-(Gk.)

octagon

eight

10

ennea-(Gk.)

enneagon

nine

11

nona-(Lt.)

nonagon

nine

12

deca-(Gk.)

decagon

ten

13

sect(Lt.)

insect

cut

14

pod(Gk.)

hexapod

foot

２、次の単語の発音練習をしてください。最初は「音節」を丁寧に意識してゆっくり読み、慣れるに従って自
然な速度でも発音できるよう、繰り返し十分に口を慣らしてください。ここでは単語の意味が思い出せなくて
も構いません。単語を見て即座に正しい発音ができるようになってください
英単語

発音記号

1

polygon

/pɑ́lɪɡɑn/

2

polyethylene

/pɑ̀ lɪéθlíːn/

3

vinyl

/vaɪ ́nəl/

4

plastic

/plǽstɪk/

5

hexagon

/héksəɡɑn/

6

hexapod

/héksəpɑd/

7

heptagon

/héptəɡɑn/

8

octagon

/ɑ́ktəɡɑn/

9

nonagon

/nóʊnəɡɑn/

10

decagon

/dékəɡɑn/

11

deciliter

/désəlìːtɚ/

12

insect

/ɪ ́nsekt/

３、ヒントを見て、このセクションで学んだ英単語を思い出してください。
ヒント

英単語

1

a flat shape with 3 or more angles

polygon

2

a flat shape with 6 angles

hexagon

3

a flat shape with 7 angles

heptagon

4

a flat shape with 8 angles

octagon

5

a flat shape with 9 angles

nonagon

6

a flat shape with 10 angles

decagon

7

9 hours from the daybreak (etymologically)

8

a creature with six feet

9

a creature with a body divided into three parts

10

a sea creature with eight feet

octopus

11

10 years

decade

12

one-tenth liter

deciliter

noon
hexapod
insect

４、ヒントを見て、これまでのセクションで学んだ英単語を思い出してください。
ヒント

英単語

1

a creature with 100 feet

centipede

2

a creather with 1000 feet

millipede

3

care of foot

pedicure

4

a three-foot stand

5

100 years

6

1000 years

millenium

7

100th anniversary

centennial

8

200th anniversary

bicentennial

9

150th anniversary

sesquicentennial

10

an Australian flat-footed animal

11

a children’s doctor

12

a foot doctor

13

a two-foot animal

biped

14

a four-foot animal

quadruped

15

a place where things are made

factory

16

an invented story

fiction

tripod
century

platypus
pediatrician
podiatrist

