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ことばの散歩-7- 

怖い？、愛らしい？クマをめぐって 
図書館長 安村 仁志 

 
 昨年の夏、各地の人里にクマが出没して大きな話題となりました。テレビのニュースを見て

いて、クマがいとおしく思えてなりませんでした。突如身近でクマに遭遇した人たちの驚き、

恐怖感は大変なものだったでしょう。しかし、クマにすれば山に食べ物がなくなり必死の思い

で人里に出てきたのでしょうし、人間が彼らの生活環境を壊してしまったからだと思うと、悲

しくなったわけです。クマは大きくて怖いイメージがありますが、一方でイギリスの小説家ミ

ルン(Alan Alexander Milne 1882-1956)が 1926 年に発表し、今も世界中で愛されている名作

『クマのプーさん(Winnie-the-Pooh)』の主人公などとして、愛くるしいイメージもあります。 
かつて広く森に覆われていたヨーロッパでもクマは、身近な存在として、さまざまの場面で

意識されていました。“Catch the bear before you sell his skin.”という諺が浮かびます。ヨ

ーロッパ各地で同様に表現されていますが、わたしたちの間では「獲らぬ狸の皮算用」にあた

るものです。狸の皮は鞴(フイゴ)の材料として重宝されたようですが、クマの毛皮もそれに通

ずることがあったのでしょう。諺に用いられるということは、いい意味でも悪い意味でも身近

な存在であるということを表しています。 
｢クマは獰猛(どうもう)｣というイメージは広くありますが、中東世界で生まれた『旧約聖書』

でも総じて恐ろしい、獰猛なものとしてたとえられています(1 サムエル 17:34 など)。そこか

らクマということばには、人間が獰猛なものへの恐れの感覚を隠そうとしたさまざまの“工夫”

や、“苦労”の跡がみられます。まず、ヨーロッパの主な言語のクマを表わす語をあげ、グルー

プ分けをしてみます。 
ゲルマン系  
英 bear, ドイツBär，オランダ beer，デンマーク bjørn，ノルウェーbjørn，スウェーデン

björn 
 ラテン系 
  イタリア orso，フランス ours，スペイン oso，ポルトガル urso，ルーマニア urs，     

ラテン ursus 
  スラヴ系 
  ロシアмедведь，チェコ medvěd，セルビアмедвед，クロアチア medvjed， ポーラン 

ド niedźwiedź  
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かなり違っています。どういうことなのでしょう。実は、クマが森の発達度とほぼ並行して

よく出没する(恐怖感も強い)地域ほど、クマという語を taboo word(忌み言葉)としたのです。

スラヴ世界ではクマは｢蜂蜜を食べる奴｣といった呼び方にしました。ゲルマン世界では「茶色

い奴」としました。ヒグマが茶色系の毛皮をしているからでしょう。一方、ラテン系ではほぼ

ラテン語 ursus をそのまま受け継いでいます。古代ギリシア語は άρκτος(arktos)で、サンスク

リットでは rkshas です。これらの共通祖先(原インド･ヨーロッパ語)では*rktho-, *rkto-, 
*rkso-, or *rtko-.あたりではなかったかと推測されており、ギリシア語とラテン語ではこの原

型をとどめていると言われます。となりますと、ラテン系は文字通りラテン語直系で、言い換

えがないということになります。それに対し、英語、ドイツ語に代表されるゲルマン系、ロシ

ア語、チェコ語などのスラヴ系は言い換え(後者の方が強い)がなされているといえましょう。

言い換えたことを示す証拠に、英語に ursine([形]クマの，クマのような)という明らかにラテン

語をもとにした語が残っています。また、クマを表わす語として bruin(オランダ語の｢茶色｣と

同じ)が使われることもありました。中世ヨーロッパに広まった動物物語“Reyard the Fox”の

｢登場人物｣の一つが Bruin the bear でありました。 
 スラヴ圏ではことさらタブー視されていたようですが、それは「破壊者」のイメージとも結

びついており、忌み嫌われたのでしょう。何の破壊者かに関しては、先にあげた原インド･ヨー

ロッパの語は“destroyer (perhaps of beehives)”、つまり｢(恐らくミツバチの巣の)破壊者｣の

意味を持っていたといいます。それでいてロシアでは、クマは一方で非常に親しまれ、ミハイ

ロ・ミハイロヴィチなどの名前まで付けられ(トルストイの童話｢三匹のクマ｣など)、モスクワ･

オリンピックのシンボルともなりましたし、中世の大道芸人スコモローヒの熊使い以来の伝統

で、サーカスの目玉ともなっています。 
 これではまだ終わりません。英語その他の言語で、形容詞｢北極の｣を表わす語を見てみます

とクマが登場してくるのです。英語で見ますと、｢北極の｣ arktic、｢北極地方｣ the Arctic region
となります。ちなみに｢南極の｣は、antarctic ですね。ギリシア語の άρκτος(arktos)に由来する

ことは明らかです。では、なぜクマが結局、北極と結びつくのでしょうか。そこには古代人の

ロマンがあります。北の空を見上げて北斗七星を含む部分に大きなクマを見出したのです。｢大

熊座 The Great Bear｣です。ラテン語式ではUrsa Major といいます。ことばの結びつきには

興味が尽きません。 
さらに思い浮かぶのがギリシア神話の、クマになったカリストの物語です。ゼウスに言い寄

られて子を宿したカリストは女神アルテミスの怒りを買って追放されます。カリストは独り出

産しますが、ゼウスの妻ヘラに嫉妬され、クマに変えられて子アルカスから引き離されます。

やがて狩人となったアルカスを見たクマのカリストはわが子に近づきますが、子は母だと知ら

ず弓を射んとします。これを見て哀れに思ったゼウスはアルカスをクマに変え、二人は天に引

き上げられ、大熊(座)と小熊(座)となったというお話です。 
ロシアという国は 18 世紀末頃から“クマ”にたとえられることがあります。大きくて、少々

荒々しい国と見られたからでしょう。今日もちょっと乱暴な感じを与えるようなこともある一

方、やさしく近づいていくと憎めない親父さんのようなところもあります。そういうクマ＝ロ

シアに親しみを感じて、少しでもよく知りたいと勉強している私です。 
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辞書を［読む］ 

文学研究科1年   鈴村 友子 
 

昨年の 11 月に、三省堂から『新明解国語辞典』の第 6 版が発売されました。学習用として

有名な辞書の久々の改訂であったため、大々的に広告も打ち出されていました。この辞書には

一風変わった語釈がついており、テレビ番組などでも取り上げられたほどです。例えば、「勉強」

の項目では、「そうする事に抵抗を感じながらも、当面の学業や仕事などに身を入れる意（一）

知見を高め（知識を深め）たり時間を有効に使ったり単位・資格を取得したりするために、今

まで持っていなかった、学力・能力や技術を身につけること。（二）現在素直にありがたいとは

言えないが、将来の大成・飛躍のためにはプラスとなる経験。（三）利益を無視して、商品を安

く売ること。」とあります。「そうする事に抵抗を感じながらも」「現在素直にありがたいとはい

えない」などの妙に実感のこもった語釈に、私はついついニヤリとしてしまいました。また、

新語も多く、「うざったい」「しっちゃかめっちゃか」「コラボレーション」などの語もこの辞書

には載っています。辞書の新たな面白さを発見しました。 

図書館に辞書がある事は、調べ物の第一歩として活用できるという、とても大切な事です。

辞書は分からない単語を調べる時に使うものですが、載っている語釈は辞書によって全く異な

ります。また、辞書と言っても国語辞典・漢字辞典、諸外国語辞典の他にも地名事典に六法全

書、経済などの用語事典に手紙の書き方事典、変わったものでは日・中・英などの3カ国語辞

典や空想上の動物事典など多種多様で、それぞれの興味関心にあわせた辞書を選ぶ事が大切で

す。目的に合ったものでなければ、単語自体掲載されていない事も多々あります。 

しかし、様々な辞書が存在すると言っても、その時々で移り変わっていく自分の興味関心に

即したものを一冊一冊買っていくのは、大変なことですよね。図書館は多くの辞書を配架して

いるので、多くの辞書を比べて調べる事ができます。それはつまり、様々な辞書を［読む］事

ができるという事でもあるのです。 

 もちろん、よく使うものに関しては自分専用の「マイ辞書」を持つ事も大切です。今多くの

電子辞書が出回っています。何冊もの辞書が収録されていて持ち歩きにとても便利ですが、紙

の辞書のように［読む］事ができません。今テレビで話題の『トリビアの泉』のように、新し

い雑学の発見をする楽しみもないのです。かくいう私も電子辞書を持っていますが、紙の辞書

も使っています。初めて見た言葉やよく使う言葉を調べる時は紙の辞書、ど忘れしてちょっと

思い出せない程度の言葉は電子辞書、と使い分けをしています。電子辞書は履歴、ユーザー登

録などの機能で自分の引き易いようにできますし、紙の辞書は読んで新たな意味や用例を発見

したり、よく使う語は印をつけたりなどして覚えるまで何回も引くようにしています。 

それでも、何でもかんでも一冊の辞書の意味で済ませるのではただの丸写しで、勉強と言え

るかどうかはわかりません。辞書によって色々な違いがある限り、やはり多くの辞書の意味を

読み比べる必要もあるのです。辞書を［読む］事で、実際に調べる時に役立てる事もできます。    

 

皆さんも勉強の息抜きや暇つぶしに、今まで手にとったことのないような辞書を［読んで］

みてはいかがでしょうか？ 



新着図書セレクト 
 

筋の面白さは、言ひ換えれば物の組み立て方、 
構造の面白さ、建築的の美しさである。 

By 谷崎潤一郎 

 

  
 
 
 
 ＊ １２～１月の新着図書の中から、お薦めの本をご紹介いたします ＊ 
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『早わかり世界の国ぐに』（辻原康夫著・平凡社） 
請求記号：290／Ts 41，所蔵：ＴＬ 
  
世界１９４の国・地域の国民性や文化、さらに政治・経済までもれなく

紹介。世界各国のお国柄が楽しくわかります。 

『樋口一葉と歩く明治・東京』（野口碩監修・小学館） 
請求記号：910.268／N 93，所蔵：ＬＳＣ 
 
２４年と８か月の短い人生のほとんどを東京に生きた樋口一葉の足跡

をたどり、一葉の人間的魅力と東京という町を再発見するための、ガイ

ド兼ウォーキングブック。 

 
 
 
 
 
 
 
 

請求記号 タイトル・著者・出版社 所蔵 
015／I 57 『図書館に訊け!』（井上真琴著・筑摩書房） 

「調べ、書く」必要のあるすべての人のための新しいバイブル誕生。 
ＬＳＣ 
ＴＬ 

015.2／Mo 45 『文献調査法』（毛利和弘著・毛利和弘発行） 
情報リテラシーの自学自習用として、また図書館現場におけるレフ

ァレンスサービスのマニュアル、レファレンスサービス演習や専門

資料論の講義にも使える、などの視点から作成している。 

ＴＬ 

049／Z 6 『図解雑学 深層心理』（渋谷昌三著・ナツメ社） 
気づかなかった“心の奥”が見えてくる。 

ＬＳＣ 

080／I 95／ 
4-920 

『英語でよむ万葉集』（リービ英雄著・岩波書店） 
英語という鏡に古代日本語の新しい姿を映し出す。 

ＬＳＣ 
ＴＬ 

114／O 42 『人間の本質』（岡本隼人著・明窓出版） 
世界中の名言・格言を引用しつつ、人間の本質を徹底的に探求した

意欲作。 

ＴＬ 

146／Ma 57 『臨床心理学を基本から学ぶ』 
（丸島令子， 日比野英子編著・北大路書房） 

ＬＳＣ 
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請求記号 タイトル・著者・出版社 所蔵 

290／N 71 『いのちの地図帳』（NHK スペシャル「データマップ 63 億人の地

図」プロジェクト編・アスコム） 
寿命、所得、犯罪、感染症…世界と日本の驚くべき現在がわかる！ 

ＬＳＣ 

290.9／Ta 13 『思索紀行』（立花隆著・書籍情報社） 
反戦映画をかついでヨーロッパを放浪した 19 歳の旅に始まる、立

花隆の 40 年間の「旅と思索」を一挙公開！ 

ＬＳＣ 

319.8／Su 33 『ポスト冷戦と軍縮』（杉江栄一著・法律文化社） ＬＬ 
332.8／D 28 『世界の起業家 50 人』（大東文化大学起業家研究会編・学文社） 

世界経済を動かしてきた起業家たちの波乱万丈の生涯を解説。 
ＬＳＣ 

336／G 87 『あらすじで読む世界のビジネス名著』 
（グローバルタスクフォース編著・総合法令出版） 
世界のビジネスバイブル２８冊のエッセンスを１冊に凝縮！ 

ＬＳＣ 

336.2／O 61 『考える技術』（大前研一著・講談社） 
論理思考からアイデアの作り方、先見性の磨き方まで答えのない時

代を生き抜くための知的パワーアップ法。 

ＬＳＣ 

392.53／C 76 『爆弾証言』（リチャード・クラーク著・徳間書店） ＴＬ 
498.583／O 15 『食べて健康になる事典』（落合敏著・日本テレビ放送網） 

定番の１５０の食材、その栄養素と健康効果、最適の料理法をわか

りやすく紹介。 

ＴＬ 

518.85／Ka 21 『まちに森をつくって住む』（甲斐徹郎著，チームネット著・OM
出版） 

ＬＳＣ 

674.3／W 45 『これ，誰がデザインしたの？』（渡部千春著・美術出版社） 
定番デザインの秘密を探る。 

ＬＳＣ 

775／Ka 66 『ペーター・ハントケの演劇』（狩野智洋著・学習院大学） ＮＬ 
813.7／O 73 『消えゆく日本の俗語・流行語辞典』（大迫秀樹編著・東邦出版） 

天寿をまっとうした言葉、志半ばにして力つきた言葉、刹那に輝き

散った言葉、変貌を遂げ再生した言葉…、そんな流行語・死語・懐

古語たちの「聖典」。 

ＴＬ 

837.8／P 58 『とっさの英会話小辞典』（PHP 研究所編・PHP 研究所） 
日本語 50 音順に引ける、使える英会話文例集。 

ＬＳＣ 

910.261／U 32 『明治の結婚小説』（上田博編・おうふう） 
１４の名作に見る明治の結婚事情。 

ＬＳＣ 

913.5／To 35 『近世近代小説と中国白話文学』（徳田武著・汲古書院） ＮＬ 
914.6／O 18 『「話して考える （シンク・トーク）」と「書いて考える （シンク・

ライト）」』（大江健三郎著・集英社） 
骨太でいながら、こまやかで、深味のある情報も、ユーモアにもみ

ちている、大江さんの話を、活字でお届けする。 

ＬＳＣ 

 
  ※所蔵の【ＮＬ】は名古屋図書館、【ＬＳＣ】はライブラリー・サービス・センター 

      【ＬＬ】は法学文献センター、【ＴＬ】は豊田図書館です。 
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ベストリーダー (１１月～１月)      

                                                                        
【名古屋図書館】 学部生の方も図書館書庫利用願の提出で 3日間に限って、閉架書庫に入庫が

できます。 

（貸出）  （閲覧）  

 群書類従   081／H28  心理学研究  P140／Sk 

 ノーベル賞文学全集 908／N91  教育心理学研究  P371.4／Ks 

 E.M.Forster   930.28／E11  心理学評論  P140／Sh-k 

 井上円了選集 121.908／I57  国文学  P910／Ko 

 精神分析の基礎理論   145.9／B72  カウンセリング研究  P146.3／Kk 

                        

【豊田図書館】 社会学・体育・情報科学関係の資料が充実しています。 

（貸出）   （閲覧）  

 別冊宝島   P049／Bt  出版年鑑  P025／Sn 

 外務省執務報告 319.102／G14  BT:美術手帖  P700／Bt 

 Jリーグ10年の軌跡 783.47／B39  陸上競技マガジン  P782／Rk 

 お天気50年   451.91／Sh49  タッチダウン  P783.46／To 

 歴史ウォッチング   215／R25  日本子ども資料年鑑  P371.45／Nk 

 

【ＬＳＣ】 英語教材のほか小説、さまざまな学習図書が利用されています。 

（貸出）   

 Just good friends     837.7 ／ C14 ／ J 

 Love story     837.7 ／ O93 ／ L 

 Two lives      837.7 ／ C14 ／ T 

※上記３タイトルの他にも『Oxford Bookworks library』『Cambridge English readers』 

等の英語教材シリーズの利用が多数みられました。 

 ダ・ヴィンチ・コード     933.7  ／ B 77  

 レポートの組み立て方     816.5  ／ Ki 46  

 雨の日のイルカたちは     913.6  ／ Ka 84 

 ﾊﾘｰ・ﾎﾟｯﾀｰと不死鳥の騎士団     933.7  ／ R 78 

 

【法学文献センター】 政治・法律関連の図書・雑誌・マイクロ資料が所蔵されています。 

（貸出）   （閲覧）  

 法史学への旅立ち  322.16／I76  労働判例   P328.6／Rh 

 逐条帝国憲法講義  323.13／Sa85  金融・商事判例   P328.1／Sk 

 死刑再考論  326.41／Sa25  家庭裁判月報   P327.123／Ks 

 世界諸国の少年法制  327.8／Sa96  自治研究   P318／Jk 
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図書館ホームページ、システムが全面リニューアル 
 この春、図書館のコンピュータシステムとホームページを、一新して公開しました。準備の

ため３月にはホームページの休止や休館など、長くご利用の皆様にご不便をおかけしました。

ご協力ありがとうございました。利用者の方々の学習、研究が今まで以上にできるように、さ

らに工夫を重ねていきます。図書館が気軽に効果的にご利用いただけることを願っています。 
 
図書館＜新＞ホームページのＵＲＬも変りました 
図書館ホームページのＵＲＬが変わりました。図書館の新ホームページは中京大学ホームペ

ージの図書館へのリンクボタンから入れます。または下記ＵＲＬを入力してお入りください。 
図書館新ＵＲＬ ： http://www.chukyo-u.ac.jp/tosho/index.html  

お気に入りやブックマークに登録されていた方は新しいＵＲＬに変更をお願いします。 
 
使いやすく見やすい画面構成に 
 ホームページの基本構成は、どの画面に飛んでもサイトマップを兼ねた左フレームが表示さ

れており、常に見たいページ、使いたい機能に直接アクセスできるようになっています。 
左フレームは、機能ごとにグループ分けし、内容と使い方の説明のページを設けました。 
よくわかっていて直接リンク先へ飛びたい方は、直接目的の画面に飛ぶこともできます。 
利用案内、説明、ヘルプ画面も随所に大幅に増やし、ホームページの中で図書館の使い方や

資料検索の方法が大変わかりやすく、使いやすくしました。 
検索機能が充実 
 パソコンもシステムも最新になり、従来はキーワード検索とタイトル・著者関係の前方一致

検索にほぼ限られていた検索方法が、あいまい検索、全文検索、絞込み検索、多言語検索など

いろいろ可能になり、必要な資料のヒットする確率や、的確な資料の識別などの能力が大幅に

上がります。また検索スピードもグンとアップしました。 
便利な機能(マイライブラリ)もいっそう充実 
図書館の利用証登録者（中京大学の学生、院生の方は自動的に登録されています）はご自分 

の借りている資料の返却期限や予約資料、複写依頼などの状況もパスワードを使って、自宅な

ど、どこからでもホームページのマイライブラリでお確かめいただけます。 
また、中京大学の学生、教職員の方は、今までカウンターまで出向いていただいていた、他

大学などへの複写依頼や図書の借用依頼も、ホームページのマイライブラリからできるように

なりました。ご来館いただく手間が少し楽になります。 
さらに、マイライブラリからは、学生の購入希望図書申請も試験的に始めました。 

図書館内の利用者端末の使用はカウンターへ申し出ていただくことに 
蔵書検索などでパソコン端末を利用される場合は、カウンターで利用申請をしていただき、

ＵＳＢキーを受け取り、指定したパソコンを使用していただくことになりました。 
昨今、コンピュータのセキュリティ対策が厳しくなっています。その対策の一環として利用 

者端末の利用を厳しくしました。多少ご面倒になりますが、ご理解とご協力をお願いします。 
                                              

http://www.chukyo-u.ac.jp/tosho/index.html
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本学教員著作の寄贈図書   

  

請求記号 タイトル 出版社 著者 所蔵館 
217.6 ／Ku77 黒瀬町史 資料編 黒瀬町 経営学部 阿部英樹 NL 
319.8 ／Su33 ポスト冷戦と軍縮 法律文化社 法 学 部 杉江栄一  LL 

323.96 ／Y23 客観訴訟の法理 勁草書房 法 学 部 山岸敬子 LSC 
335.5／To79 社会経営学の視座 

 
文眞道 ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究

科 村山元英 
LSC 

375.1／Su33 バズ・単元見通し学習の理論と実践

事例 
一粒社 教 養 部 杉江修治 LSC 

375.13／Su33 学び合い、高め合う授業の創造 一粒社 教 養 部 杉江修治 LSC 

367.9／A41 グローバル・セックス 岩波書店 教 養 部 風間孝（訳） TL 

930.278／I85 ローラ・インガルス・ワイルダー KTC中央出版 経済学部 磯部孝子 LSC 

＊敬称略                  

☆ご寄贈ありがとうございました 
      

図書館カレンダー                

                        

  4  月      5  月      6  月    

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土  

    1 1 1 ○2  1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4  

3 ○4  ○5  ○6  ○7  ○8 ○9  8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11  

10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  

17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  

24 25 26 27 28 29 30  29 30 31      26 27 28 29 30      

                        

  7  月                    

日 月 火 水 木 金 土  無印は通常開館です。          

    1 1 1 2  通常開館時間  平    日    土曜日  

3 4 5 6 7 8 9  名古屋図書館 ９：００～１８：００  ９：００～１２：３０ 

10 11 12 13 14 15 16  豊田図書館  ９：００～２０：００  ９：００～１７：００ 

17 18 19 20 21 22 23  ライブラリー  ９：００～２２：００  ９：００～１７：００ 

24 25 26 27 28 29 30  サービスセンター           

31            法学文献センター ９：００～１８：００  ９：００～１２：３０ 

 
  は休館日です。                  

〇 の開館時間（平日 ９：００～１７：００  土曜日 ９：００～１２：３０） 
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