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0. はじめに 

コロナ禍は、従来の言語使用に多くの影響を与えている。たとえば、英語圏での辞書の

権威である Oxford English Dictionaryにも、1)Self-isolate(自己隔離)2)Self-

quarantine(コロナ感染防止のための自宅待機) 3)Covid-19(新型コロナウイルスによる肺

炎の名前)（coronavirus disease 2019の省略形）などコロナ関係の新語がすでにたくさ

ん項目として追加されている。

https://www.oed.com/view/Entry/88575495?redirectedFrom=covid+19#eid 

 本研究の目的はコロナ禍での日英語ことわざともじりを関連性理論より考察することで

ある。全体の構成は１節、２節ではまずはコロナ禍でよく用いられた日英語（沖縄語を含む）

のことわざを見る。３節では、関連性理論の基本的考え方を導入し、４節からは具体的な日

英語ことわざのもじりの説明を試みる。なお、付録１，２はイタリア語とロシア語のコロナ

禍でよく用いられたことわざである。 

 

1.コロナ禍で用いられた日本語のことわざ 

 

●苦しい時の神頼み 

意味：苦しい時の神頼みとは、日頃は神も仏も拝んだことがない信心のない者が、苦しい時

や困った時や災難にあったりしたときにだけ、神仏に頼って助けを求めて祈ること。 

＜もじり＞苦しい時の自衛隊頼み続く、都内に接種センター

https://www.oricon.co.jp/article/1500550/欧州 

【以下、下線部はもとのことわざから変化した部分を示す】で感染激増「対岸の火事」で

はない 

 

https://www.oed.com/view/Entry/88365061?redirectedFrom=self-isolate#eid
https://www.oed.com/view/Entry/88575495?redirectedFrom=covid+19#eid
https://www.oricon.co.jp/article/1500550/


●対岸の火事 

欧州で感染激増｢対岸の火事｣ではない https://www.tokyo-np.co.jp/article/69722 

●八方ふさがり 

「表層深層」まん延防止追加政権「八方ふさがり」医療脆弱な地方に危機感 

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/799600 

 

●弱り目にたたり目 

新型肺炎 揺れるアジア（4）弱り目にたたり目 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO55576390T10C20A2EA1000/ 

 

●災い転じて福となす（＝災難や不幸を逆に利用して、いい結果に結びつけること） 

意味：悪い出来事があってもくじけないで、それをうまく利用・活用して、か

えって自分の都合のよいようにする―金田一秀補『小学ことわざ・四字熟語辞典』学

研 p.364 

実例：災い転じて福となす、ということわざがある。新型コロナウイルスの感

染が世界中に広まってしまった現在、もはや残された道は、このことわざの確

かさを証明しようとどれだけ私たちが自覚できるかにかかっていると感じる。

https://www.asahi.com/articles/DA3S14404937.html 

●一難去ってまた一難(＝一つの災難を逃れてほっとしている暇もなく、新たに別の災難

が降りかかること。また、次々と災難に見舞われて困惑すること) 

意味：災いや苦しみが次々とやってくること--金田一秀穂『小学ことわざ・四字熟語辞

典』学研,p.30(Cf.時田昌瑞『岩波ことわざ辞典』p.56) 

実例：商品市況の上昇は景気の追い風の一方で物価上昇を招くなど｢一難去ってまた一難｣

の状況が続く https://www.dlri.co.jp/report/macro/162023.html 

●人のふり見てわがふり直せ(＝他人の行動を見て、良いところは見習い悪いところは自

分の振る舞いを反省し、直すべきところは改めよという教え) 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/69722
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/799600
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO55576390T10C20A2EA1000/
http://www.asahi.com/topics/word/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E8%82%BA%E7%82%8E.html
https://www.asahi.com/articles/DA3S14404937.html
https://www.dlri.co.jp/report/macro/162023.html


意味：他人のおこないがよくないときは、自分もそのようなおこないをしていないかどう

か。反省してみるとよいという教え―金田一秀穂『小学ことわざ・四字熟語辞典』学研

p.280(Cf. 時田昌瑞『岩波ことわざ辞典』p.508) 

実例：さて、ニュース等でコロナに罹ってしまった人やその家族、所属する学校の学生、

医療従事者への差別や 誹謗中傷、マスクを着けずに歩いている人へ罵声を浴びせている

人などの話題が取り上げられています。「他人の振り見て我が振り直せ」とよく言います

が、そのような行いをどう思いますか？http://www.matsudo.ed.jp/smtds-

j/index.cfm/7,4538,c,html/4538/20201002-142955.pdf 

●果報は寝て待て 

意味：幸せは人の力ではどうにもならないので、その時期がくるまであせらずに待つのが

よいという教え。―金田一秀補『小学ことわざ・四字熟語辞典』学研 p.81 

幸福が訪れるのは人間の力だけではどうにもならないのだから、焦らずに好機がやってく

るのを待て、という意味 

実例：ここは、果報は寝て待て、あせらず時機を待つことにしたいと考えます。今後の日

程につきましては、新型コロナウィルスの混乱の終息を待って理事会で決定いたします。 

https://www.kotowaza-bunka.org/vote1 

●三度目には馬の鞍（くら）も置き合わされぬ  

https://mainichi.jp/articles/20210422/ddm/001/070/104000c 

意味：３度目の災難は思ったより早く来るので、逃れるために馬の鞍を置くひ

まもない 

感染力の強い変異株では重症化のスピードも増し、重症者に占める若年層の割

合も増えているという。なのに人々のコロナ疲れで、宣言の効果逓減（ていげ

ん）が心配される「三度目」となる。 

 

http://www.matsudo.ed.jp/smtds-j/index.cfm/7,4538,c,html/4538/20201002-142955.pdf
http://www.matsudo.ed.jp/smtds-j/index.cfm/7,4538,c,html/4538/20201002-142955.pdf
https://www.kotowaza-bunka.org/vote1
https://mainichi.jp/articles/20210422/ddm/001/070/104000c


●敵を知り、⼰を知らば百戦危うからず 

実例：「敵を知り、⼰を知らば百戦危うからず」ということわざがあります。私たちは 

敵である新型コロナウイルスと戦っていますが、⼰、つまり対策を知っていれば ウイル

スに⽴ち向かえます。https://www.bureau.tohoku.ac.jp/covid19BCP/images/covid-

19_e-learning_jp.pdf 

●明けない夜はない 

実例：新型コロナウイルスの問題で、日本でも先の見えない状況が続いていますが、そん

な時であっても解決に向けて明けない夜はないと信じて、様々な人が互いに手を取り合っ

て、協力をしていく必要があります。 

https://www.tutitatu.com/%E3%80%8C%E6%98%8E%E3%81%91%E3%81%AA%E3%81%84%E

5%A4%9C%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%8D%E3%81%AE%E4%BD%BF

%E3%81%84%E6%96%B9%E3%82%84%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%80%81%E4%BE%8B

%E6%96%87%E3%82%84%E9%A1%9E/  

●予防に勝る治療なし/予防は治療に勝る 

意味：事態が発生してから元の状態に戻そうとするよりも、問題が起こらないようにして

おくことが大切でというたとえ。Prevention is better than cure.の翻訳―時田昌瑞

『岩波ことわざ辞典』p.626 

実例： 「予防に勝る治療なし」ということわざは多くの国々で聞かれます。この考え方

は 18世紀後半のジェンナー医師が活躍した時代から、人類の健康を一変させてきたワク

チン開発の歴史の中心をなすものです。 

https://www.iks-cl.com/dr_k_view/dr-ks-point-of-view3/ 

●天災は忘れた頃にやってくる 

https://www.f-ikusei.or.jp/leader/2020/07/post-34.html 

https://www.bureau.tohoku.ac.jp/covid19BCP/images/covid-19_e-learning_jp.pdf
https://www.bureau.tohoku.ac.jp/covid19BCP/images/covid-19_e-learning_jp.pdf
https://www.tutitatu.xn--com-6y3b4bg89aab0kwlb8ck43ab7395kjgav79fqjvif2bgtuy6a79ct952d/
https://www.tutitatu.xn--com-6y3b4bg89aab0kwlb8ck43ab7395kjgav79fqjvif2bgtuy6a79ct952d/
https://www.iks-cl.com/dr_k_view/dr-ks-point-of-view3/


＜もじり＞災害は忘れた頃にやってくる 

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/472689/ 

 

＜もじり＞油断大敵、わざわいは忘れた頃にやってくる 

https://www.genki-jp.com/single-

post/2020/09/13/%E6%B2%B9%E6%96%AD%E5%A4%A7%E6%95%B5%E3%80%81%E3%82%8F%E3%81%96%

E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%AF%E5%BF%98%E3%82%8C%E3%81%9F%E9%A0%83%E3%81%AB%E3%82%84

%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%82%8B 

＜もじり＞「人災」も忘れたころにやってくる 

https://www.risktaisaku.com/articles/-/46119 

以下４例は沖縄語のことわざです。  

●イチャリバ,チョーデー(=出会えば兄弟（姉妹）だ)（＝Once we meet and talk by 

chance, we are brothers and sisters）―島袋善光(2020)『諺に見る沖縄の心』22世紀

アート,p.30 

［乗り切ろうコロナ みんなのエール］ 

一人はみんなのために みんなは一人のために 今こそイチャリバチョーデー！

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/568996 

緊急時代宣言解除に伴う（南城）市長メッセージ 2021.10.4 

幸い沖縄には、「イチャリバチョーデー」という言葉があり、「ユイマール」という素晴

らしい精神文化もあります。コロナ禍でこそ、この精神が活かされるべきだと思っており

ます。https://www.city.nanjo.okinawa.jp/shisei/mayor/1588832568/1633323590/ 

●アマイヤ シンゴク シマイ カアイン （＝笑いは千石でも買えない） 

これは千石の価値を持っても得られないほどに価値があるのが「笑顔」であるという沖縄

方言である。笑いは明るさを呼び健康を増進させ、人間関係を和やかにするものであるか

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/472689/
https://www.risktaisaku.com/articles/-/46119
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/568996
https://www.city.nanjo.okinawa.jp/shisei/mayor/1588832568/1633323590/


ら、常に笑顔を絶やさず世の中を渡れ。という意味の沖縄のことわざである。今このよう

な状態だからこそ、笑顔を忘れずに愛する者たちと過ごす毎日を大切にしていき たいも

のである。（参考：『沖縄・宮古のことわざ』）

https://www.city.naha.okinawa.jp/lib/n-toshokandayori/n-

toshokandayori2007.files/202007hantagawa.pdf 

●ニジーぬ あしがどぅ ウフイヨー トゥいる（＝忍耐力の有る者が、大漁は取れる） 魚

釣りでは忍耐力のある者が大漁を釣り上げる。それと同様に、じっとチャンスを辛抱強 

く待つものが、最終的に幸運をつかむことができるという意味の黄金言葉。ワクチン接種

が始まったとはいえ、未だ猛威を振るう新型コロナウイルス。依然としてガ マンを強い

られた生活を行っていますが、明けた後の幸運を願い、今はじっと力をたくわえ ておき

ましょう。（参考：『黄金言葉 ウチナーンチュが伝えることわざ 200 編』）

https://www.city.naha.okinawa.jp/lib/n-

toshokandayori/ESLIBtayori202107.files/202107hanta.pdf 

●かじ ふけー けーせー ふかに （＝台風が吹けば返しは吹かないか） 

台風が吹くと必ずそのあとに返し風が吹く。同じく大事件のあとには 揺り返しがくるとい

う教えである。（参考：『沖縄ことわざの窓』） 

長引く状況下ですが、気を緩めず“うがい・手洗い”で感染予防を続けていきましょう！ 

https://www.city.naha.okinawa.jp/lib/n-toshokandayori/n-

toshokandayori2009.files/202009hantagawa.pdf 

 

 

2.コロナ禍で用いられた英語のことわざ 

●It's better to be safe than sorry. 

意味：後で悔いるより最初から安全でいるほうがよい 

実例：Is it COVID or a cold? Doctors warn it’s better to be safe than sorry（コロナですか、かぜ

ですか？医者は後で悔いるより最初から安全でいるほうがよいと警告する） 

https://www.wlox.com/2021/08/20/is-it-covid-or-cold-doctors-warn-its-better-be-safe-than-sorry/ 

●Cleanliness is next to Godliness. 

意味：きれい好きは敬神に次ぐ美徳 

https://www.city.naha.okinawa.jp/lib/n-toshokandayori/n-toshokandayori2007.files/202007hantagawa.pdf
https://www.city.naha.okinawa.jp/lib/n-toshokandayori/n-toshokandayori2007.files/202007hantagawa.pdf
https://www.city.naha.okinawa.jp/lib/n-toshokandayori/ESLIBtayori202107.files/202107hanta.pdf
https://www.city.naha.okinawa.jp/lib/n-toshokandayori/ESLIBtayori202107.files/202107hanta.pdf
https://www.city.naha.okinawa.jp/lib/n-toshokandayori/n-toshokandayori2009.files/202009hantagawa.pdf
https://www.city.naha.okinawa.jp/lib/n-toshokandayori/n-toshokandayori2009.files/202009hantagawa.pdf
https://www.wlox.com/2021/08/20/is-it-covid-or-cold-doctors-warn-its-better-be-safe-than-sorry/


実例：Cleanliness is next to godliness: 5 deep-cleaning strategies for religious facilities （きれい好

きは敬神に次ぐ美徳：宗教施設を５段階できれいにする方法） 

https://churchexecutive.com/archives/cleanliness-is-next-to-godliness-5-deep-cleaning-strategies-

for-religious-facilities 

 

 

●The early bird catches the worm. 

意味：早起きの鳥は虫を捕まえる 

実例：Coming Out of COVID-19: The Early Bird Catches the Worm(コロナ禍から抜け出すには、

（オンラインの機材など入手したり、授業のコースなど考え直したり）一番はやく対応するも

のが上手く目的を達成する) 

Building and expanding technological capacities and training faculty to rethinking courses and 

curriculum are good ways for the early bird to catch the worm. 

https://blogs.hope.edu/english/faculty/coming-out-of-covid-19-the-early-bird-catches-the-worm/ 

 

●There’s no place like home. 

意味：我が家にまさるところはない 

(Menshakova 他(2021,p.123)―戸田豊(2003)『現代英語ことわざ辞典』リーベル出

版,p.123  

説明：stay homeの注意喚起には（我が家にまさるところはない）のことわざはそのま

までも伝えたい意味はよく伝わるものである。 

実例：There’s no place like home for older and high-risk people to get Covid-19 vaccines （お

年寄りや危険性の高い人がコロナワクチンを打つためには家にまさるところはない）

https://www.statnews.com/2020/10/28/no-place-like-home-older-high-risk-individuals-to-get-covid-

19-vaccine/ 

https://churchexecutive.com/archives/cleanliness-is-next-to-godliness-5-deep-cleaning-strategies-for-religious-facilities
https://churchexecutive.com/archives/cleanliness-is-next-to-godliness-5-deep-cleaning-strategies-for-religious-facilities
https://blogs.hope.edu/english/faculty/coming-out-of-covid-19-the-early-bird-catches-the-worm/
https://www.statnews.com/2020/10/28/no-place-like-home-older-high-risk-individuals-to-get-covid-19-vaccine/
https://www.statnews.com/2020/10/28/no-place-like-home-older-high-risk-individuals-to-get-covid-19-vaccine/


 

●A stitch in time saves nine. 

意味：（今日の一針あすの十針）（<小さなほころびは＞早めに一針縫っておけば九針

縫う手間が省ける）＜やっかいな事になりそうな問題は手早く手際よく片付けよ＞（転

ばぬ先の杖）―戸田(2003:535) 

実例：The point Boris Johnson was going for was that asking bars restaurants 

to shut earlier now (the stitch) will hopefully mean there's not a huge wave 

of coronavirus cases in a month or so (a bigger rip) and a tougher lockdown 

(nine stitches) won't be needed.--https://www.bbc.com/news/newsbeat-54262657 

説明：イギリスのボリス・ジョンソン首相は一針（＝今、早いうちにバーやレストランを

閉めること）が九針（より厳しいロックダウン）をしないですむようにとのたとえでこの

ことわざを用いている。 

●Every cloud has a silver lining. 

意味：直訳すると「どの雲にも銀の裏地が付いている」ということですが、その意味する

ところは、「どんなに不幸な状況でも、よい点は何かしらある」というものです。 

新型コロナウイルス感染症の流行で、世界は悲しいニュースやネガティブな話でいっぱい

です。しかしそんな中で見つけた明るい側面が、「silver lining」としてメディアなど

で紹介されています。 

https://ej.alc.co.jp/entry/20200427-news-english-09 

実例 Every cloud has a silver lining. 

Discover how WBA and its inspirational colleagues have continued to make a positive impact during 

the COVID-19 pandemic.(どんな不幸な状況でも、良い点は何かある：コロナ禍でいかにＷ

ＢＡ（Walgreens Boots Alliance,ドラッグストアの会社）とその人の感情をゆさぶる同

僚たちが好影響を与え続けて来たかを見つけてください）

https://www.walgreensbootsalliance.com/news-media/our-stories/every-cloud-has-silver-lining 

今回のことわざ研究・談話室では、コロナ禍での日英語のことわざとその定型表現に、形 

式の変化と語の意味変化を加えたことわざのもじり＜（注）再生ことわざともいう＞ 

(anti-proverbs)を中心に、上記でのべた一般に意味といわれているものを単語の意味か 

らコンテクストでの伝えたい意味までをどのように計算しているかを明確にして、ここか 

らは説明をこころみたい。認知語用論の関連性理論(Relevance Theory以下では RT)から 

考察する。(注)http://www.lit.otsuma.ac.jp/wp-

https://www.bbc.com/news/newsbeat-54262657
http://eow.alc.co.jp/search?q=lining
http://eow.alc.co.jp/search?q=lining
https://ej.alc.co.jp/entry/20200427-news-english-09
https://www.walgreensbootsalliance.com/news-media/our-stories/every-cloud-has-silver-lining
http://www.lit.otsuma.ac.jp/wp-content/themes/twentythirteen_child/pdf/anti-proverb-handbook-2021.pdf


content/themes/twentythirteen_child/pdf/anti-proverb-handbook-2021.pdf  

ことわざもじりの先行研究には、Higashimori(2020), Litovkina (2014), Litovkina and Mieder 

(2019), Mandzuik (2016), Mandzuik (2017), Mieder (2019), Mieder and Litovkina (2002), Mieder 

and Mieder(1981), Mieder and Dundes(eds.)(1981), Norrick (1985), Toews (2019), 

八木橋宏勇(2013), Wieczorek (2019), Wilson and Sperber (1992)［= parody の研究］がある。 

このような惨事の中、世界中で多くのことわざやことわざのもじりがポスターとか広告

とか新聞のヘッドラインなどで使用されている。災害や不幸な状態でも、日英語(ロシア

語、イタリア語など)の世界では人々が定型表現のことわざをもじることで、すばやく、

必要な情報をすこしでもおもしろく伝えようとしている。世界中で、この難局を乗り越え

るために、息の詰まるような日常を創造的ことわざの利用で乗り切ろうとしているようで

ある。以下ではネットからの情報や広告、ポスターの写真などは出典を明記している。 

 

3.RTによることわざとそのもじりの説明に用いる道具立ての説明 

3.1.論理形式(logical form)とは言語的に記号化された通常は不完全な意味

記述を表す。 

例えば、発話 You shouldn’t.の論理形式は 

X(＝聞き手 )shouldn’t do Y(＝動作 ) at (＝時間 ).<X,Y は変項> 

--荒木一雄編(1999)『英語学用語辞典』三省堂 p.331 

 

3.2 表意(Explicature)とは、話し手により意図明示的に伝達。言語表現から聞き手がキャッ

チできる明示的な命題あるいは想定。--中野弘三ほか(2015)『最新英語学・言語学用語辞典

』開拓社,p.203 

●もとのことわざ：一石二鳥 

表意： [一石]*(＝石を一つ投げて） [二鳥]*(＝二羽の鳥）を得ること 

【［ ］*はアドホック概念を表す】；一つの行為から二つの利益を得ること 

＜もじり＞(16)洋 服 の 青 山 ｢ 一 石 五 鳥 テ ク ノ ロ ジ ー

ス ー ツ T V C M ｣ h t t p : / / l - m g . j p / w o r k s / 6 2 9 9 /  

論理形式[一石 X 鳥] 

表意：（洋服の青山で）[一石]**(＝洋服を一着買うと） [五鳥]**(＝５つの利

益：超軽量など）を得ること。 

 

http://www.lit.otsuma.ac.jp/wp-content/themes/twentythirteen_child/pdf/anti-proverb-handbook-2021.pdf


3.3 想定(assumption)とは個人の情報や思考単位などの知識情報を指す。―――推意計算

に用いる聞き手の知識も想定のかたまりである。―中野弘三ほか(2015)『最新英語学・言

語学用語辞典』開拓社,p.192 【上記の５つの利益とは超軽量、washable、即乾、防しわ

、ストレッチのことなどを指す。】 

 

3.4 アドホック概念（ad hoc concept）とは、(表意計算に関わるもので)発話された文の

論理形式に現れる記号化された語彙概念が具体的コンテクスト情報に応じて狭められたり

、広げられたり、その場限りの適切な概念に微調整されたものを指す。―中野弘三ほか

(2015)『最新英語学・言語学用語辞典』開拓社,p.192  

森真紀(2004)の表紙 

●もとのことわざ：覆水盆に返らず 

表意：お[盆]*(＝ものをのせる道具)からこぼした水は[返らず]*(＝もとにもどらない) 

<＝一度起きてしまった事は二度と元には戻らない/いったん離縁した夫婦の仲は元に戻ら

ない>【[]*,[]**,[]***は異なるアドホック概念を示す 】 

<もじり>悪妻盆に帰らず (森 2004) 

論理形式：[X盆に Y(=かえらず) ] 

表意：悪い妻はお[盆]**(＝8月のお盆休み）に [帰らず] **(＝里帰りしない) 

 

説明：もとのことわざの[盆]*(＝ものをのせる道具)ともじりの[盆]**(＝8月のお盆休

み）、[返らず]*(=もとにもどらない)と[帰らず] **(=里帰りしない)は同じ音声である

が、意味の変化が起こっていることを説明し、そのずれがもじりともとのことわざとのず

れで面白さを説明することになる。 

 

3.5 推意(implicature)とは、表意に対して、明示的に伝達されていない命題である推意

を指す。―中野弘三ほか(2015)『最新英語学・言語学用語辞典』開拓社,p.209 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03IuwM1AD7_AY0HYK5wng7Tx93r6w:162143149

6490&source=%20univ&tbm=isch&q=Picture,+All+roads+used+to+lead+to+Rome,+Lufthanz

a&sa=X&ved=2ahUKEwihu4CD79%20XwAhUuGqYKHdK0DikQ7Al6BAgEEAs&biw=1280&bih=578#imgr

c=xrL66v_8S2GJxM 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03IuwM1AD7_AY0HYK5wng7Tx93r6w:1621431496490&source=%20univ&tbm=isch&q=Picture,+All+roads+used+to+lead+to+Rome,+Lufthanza&sa=X&ved=2ahUKEwihu4CD79%20XwAhUuGqYKHdK0DikQ7Al6BAgEEAs&biw=1280&bih=578#imgrc=xrL66v_8S2GJxM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03IuwM1AD7_AY0HYK5wng7Tx93r6w:1621431496490&source=%20univ&tbm=isch&q=Picture,+All+roads+used+to+lead+to+Rome,+Lufthanza&sa=X&ved=2ahUKEwihu4CD79%20XwAhUuGqYKHdK0DikQ7Al6BAgEEAs&biw=1280&bih=578#imgrc=xrL66v_8S2GJxM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03IuwM1AD7_AY0HYK5wng7Tx93r6w:1621431496490&source=%20univ&tbm=isch&q=Picture,+All+roads+used+to+lead+to+Rome,+Lufthanza&sa=X&ved=2ahUKEwihu4CD79%20XwAhUuGqYKHdK0DikQ7Al6BAgEEAs&biw=1280&bih=578#imgrc=xrL66v_8S2GJxM
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03IuwM1AD7_AY0HYK5wng7Tx93r6w:1621431496490&source=%20univ&tbm=isch&q=Picture,+All+roads+used+to+lead+to+Rome,+Lufthanza&sa=X&ved=2ahUKEwihu4CD79%20XwAhUuGqYKHdK0DikQ7Al6BAgEEAs&biw=1280&bih=578#imgrc=xrL66v_8S2GJxM


●もとのことわざ：All roads lead to Rome. 

＜もじり＞Before Frankfurt, all roads used to lead to Rome.  

表意：P(＝フランクフルト空港ができる前には、すべての道はローマに通じていた）。 

想定 P(＝フランクフルト空港ができる前には、すべての道はローマに通じていた）なら

Ｑ（＝フランクフルト空港ができたあとは、ヨーロッパすべての都市へはルフトハンザ航

空の本拠地であるフランクフルトから飛行機でいける）。 

推意：表意：P 

想定：Pならば Q 

推意計算：Pと言って、Pならば Qという知識と計算して、結果は Q（=ヨーロッ

パすべての都市へはルフトハンザ航空の本拠地であるフランクフルトから飛行機でいけ

る）。この Qが上記広告の暗に伝えたいことと計算される。 

 

4.コロナ禍での日本語ことわざのもじり 

4.1論理形式で１カ所が変項の場合のもじりの説明 

●もとのことわざ：親しき仲にも礼儀あり 

意味：＜相手がどんなに＞親しくて仲のよい人でも、礼儀<はきちんと守らなくてはいけ

ないということ>―金田一秀穂(2014)『小学ことわざ・四字熟語辞典』学研,p.157 

<もじり>(1)親しき仲にもマスクあり 

表意：どんなに親しくて仲のよい人同士でも、（コロナ禍では）マスクをしていないとい

けない。 

 

https://twitter.com/tottoripref/status/1334056715533262854 

 

https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1228190.htm 

https://twitter.com/tottoripref/status/1334056715533262854
https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1228190.htm


＜もじり＞(2)親しき仲にもソーシャルデイスタンス 

表意：どんなに親しくて仲のよい人同士でも、（コロナ禍では）距離をあけていないといけ

ない。 

https://note.com/nagasenami/n/ne386e6ebd1c2 

●「泣く子と地頭には勝てぬ」とのことわざもあるが、世界的な半導体不足の中でも大きな

影響を受けてこなかったトヨタ自動車でも、猛威を振るう新型コロナウイルスの感染爆発

にはお手上げ状態のようだ。 

https://response.jp/article/2021/08/20/348729.html 

 

＜もじり＞（3）コロナには勝てぬ（トヨタ） 

表意：（トヨタ自動車も）コロナには勝てない 

 

●もとのことわざ：三顧之礼 

表意：（目上の人がある優れた人に仕事を引き受けてもらうために）、三*(＝三回)＜何回

も＞ 顧*(＝訪問して)礼*(＝礼儀)を尽くして)、（たのむこと） 

―参考：金田一秀穂(2014)『小学ことわざ・四字熟語辞典』学研,p.150, 

 

＜もじり＞(4)三個の礼 

表意：（コロナ禍では）三個**(＝３つ)の礼*(＝礼儀)を（守らないといけない）  

 

 

https://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/1344943.html 

 

●もとのことわざ：泣きっ面に蜂 

表意： （苦しんで）[泣きっ面]＊（＝泣いている顔)＜名詞句＞ に、さらに蜂が刺すこ

と（苦しんでいる人に、さらに心配事や苦しみが重なること）―金田一秀穂(2014)『小学

ことわざ・四字熟語辞典』学研,p.239 

 

https://response.jp/article/2021/08/20/348729.html
https://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/1344943.html


 

https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20200414/se1/00m/020/060000c 

 

＜もじり＞(5)泣きっ面にコロナ？！「５Ｇサービス開始」が期待に反して残念な結果に

＝小山安博 

論理形式：泣きっ面に X 

表意： [泣きっ面]**( ＝泣いて苦しんでいる人)に,さらにコロナウイルスに直撃される

こと(=別の悪い目にあうこと） 

●もとのことわざ：転ばぬ先の杖 

表意：［転ばぬ先]*（＝動作として転ぶ前)＜名詞句＞の杖 

a.表意：[転ばぬ先]*の健康診断 

b.表意： [転ばぬ先]*の防災グッズ 

c.表意： [転ばぬ先]**の生前整理 

d.表意：[転ばぬ先]**のスマホ 

ことわざ＜転ばぬ先の X＞という論理形式 

ＲＴでは語彙語用論のアドホック概念形成で、転ばぬ先*,転ばぬ先**として計算され、 

• [転ばぬ先]*は具体的に「動作として転ぶ前」の意 

• [転ばぬ先]**は、「心理的に転ぶ前に、すなわち、失敗する前」の意。 

＜もじり＞(6）転ばぬ先の｢読むワクチン｣転ばぬ先の「読むワクチン」 

https://president.jp/category/c01363 

表意： [転ばぬ先]**（＝心理的に失敗する前）の｢読むワクチン｣ 

＜もじり＞(7)転ばぬ先の「予防接種」 

https://www.health.ne.jp/library/detail?slug=hcl_5000_w5000413&doorSlug=infection 

表意： [転ばぬ先]**(=心理的に失敗する前)の｢予防接種｣ 

 

 

 

 

https://president.jp/category/c01363


5.コロナ禍での英語ことわざのもじり 

コロナの中でのことわざのもじりについての最新の研究としては Menshakova, N. 

N.,Frolova, T. P.,Shlyakhova, S. S.,Kretova, L. N.,Aleeva, G. K.（2021）“COVID-19 ANTI-

PROVERBS IN RUSSIAN.”Laplage Em Revista 7:107-117.がある。 

 

5.1論理形式で１カ所の変項の説明 

●もとのことわざ：An apple a day keeps the doctor away.（一日１個のリンゴは医者を遠ざ

ける）―戸田(2003:510) 

表意：Eating an apple a day keeps the doctor away. (一日リンゴ 1 個で医者いらず) 

論理形式: [X a day keeps the doctor away] 

＜もじり＞(8)A MASK a Day KEEPS the DOCTOR away. 

表意：一日に一つのマスクをつけると医者に行かないですむ 

https://www.redbubble.com/i/mask/A-MASK-a-Day-KEEPS-the-DOCTOR-away-by-

Birdtheman12345/48778606.9G0D8 

＜もじり＞（9）A MASK A DAY KEEPS THE VIRUS AWAY. 

表意：一日に１回マスクをつけとウイルスを遠ざける 

https://cdn0.scrvt.com/5b9bbd140a15e188780a6244ebe572d4/453bc3011c985f22/3d81c6

5952f5/453bc3011c985f22-c21009259140-  

＜もじり＞(10)A grapefruit a day keeps the coronavirus away. 

表意：一日に１個のグレープフルーツをたべるとコロナウイルスを遠ざける 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7947709/A-grapefruit-day-keeps-

coronavirus-away-Desperate-Chinese-resort-using-FRUIT-face-masks.html 

 

＜もじり＞(11) A cup of Kadha a day, keeps COVID away! 

https://odishabytes.com/fun-amid-pandemic-have-you-read-these-covid-inspired-

proverb-twists-yet/ 

表意ハーブの多くを持つ kadhaと呼ばれるアーユルヴェーダ薬のホットカップを一日に一

杯飲むとコロナを遠ざける 

＜もじり＞(12)A Pandemic Proverb A Day Keeps Uncertainty And Fear Away. 

https://www.forbes.com/sites/bryanrobinson/2020/05/05/a-pandemic-proverb-a-day-

keeps-uncertainty-and-fear-away/?sh=685952827b71 

https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/?lang=pt&q=au:%22Menshakova,%20N.%20N.%22
https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/?lang=pt&q=au:%22Menshakova,%20N.%20N.%22
https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/?lang=pt&q=au:%22Frolova,%20T.%20P.%22
https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/?lang=pt&q=au:%22Shlyakhova,%20S.%20S.%22
https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/?lang=pt&q=au:%22Kretova,%20L.%20N.%22
https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/?lang=pt&q=au:%22Aleeva,%20G.%20K.%22
https://www.redbubble.com/i/mask/A-MASK-a-Day-KEEPS-the-DOCTOR-away-by-Birdtheman12345/48778606.9G0D8
https://www.redbubble.com/i/mask/A-MASK-a-Day-KEEPS-the-DOCTOR-away-by-Birdtheman12345/48778606.9G0D8
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7947709/A-grapefruit-day-keeps-coronavirus-away-Desperate-Chinese-resort-using-FRUIT-face-masks.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7947709/A-grapefruit-day-keeps-coronavirus-away-Desperate-Chinese-resort-using-FRUIT-face-masks.html
https://odishabytes.com/fun-amid-pandemic-have-you-read-these-covid-inspired-proverb-twists-yet/
https://odishabytes.com/fun-amid-pandemic-have-you-read-these-covid-inspired-proverb-twists-yet/
https://www.forbes.com/sites/bryanrobinson/2020/05/05/a-pandemic-proverb-a-day-keeps-uncertainty-and-fear-away/?sh=685952827b71
https://www.forbes.com/sites/bryanrobinson/2020/05/05/a-pandemic-proverb-a-day-keeps-uncertainty-and-fear-away/?sh=685952827b71


表意一日に一つのコロナのことわざを見ると不安や恐れを遠ざける 

 

●もとのことわざ：Actions speak louder than words. 

表意：行動は言葉を話すよりも[SPEAK LOUDER]*(=重要である) 行為はことばよりも雄弁

である 

論理形式: [X speak louder than Y] 

＜もじり＞(13)Masks speak louder than words. 

https://newyorktheater.me/2020/10/11/static-apnea-disorienting-but-safe-theater-then-orienting-but-

unsafe-theater/masks-speak-louder-than-words/ 

表意マスクはことばよりも[SPEAK LOUDER]**(=役に立つ) 

●もとのことわざ：It is better to be born lucky than rich.（金持ちの家に生まれるより幸福

に生まれた方がいい）―戸田(2003:615) 

 

＜もじり＞(14)Better to be poor & healthy than being rich & sick.  

表意お金持ちで（コロナで）病気になるよりは、貧しくても健康がよい。 

●もとのことわざ： All roads lead to Rome. （すべての道はローマに通ず）［ある目的を

達成するのに方法・手段はいくらでもある］―戸田(2003:413)  

 

表意：[all roads]＊(＝すべての道)はローマに[lead to]＊（＝通ず） 

論理形式: [All roads lead to X] 

＜もじり＞(15)All roads lead to Wuhan. 

https://corporate.nordea.com/article/55701/week-ahead-all-roads-lead-to-wuhan 

 

表意：[all roads]**(＝すべてのコロナ)は武漢に[lead to]**(＝原因がある) 

＜もじり＞(16)All roads lead to coronavirus. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32160122/ 

表意：[all roads]***(＝すべての感染拡大)はコロナウイルスに[lead to]**(＝原因がある) 

＜もじり＞(17) All roads lead to a bumpy Covid recovery. 

https://www.thetimes.co.uk/article/all-roads-lead-to-a-bumpy-covid-recovery-

tw5tcrn2p 

https://newyorktheater.me/2020/10/11/static-apnea-disorienting-but-safe-theater-then-orienting-but-unsafe-theater/masks-speak-louder-than-words/
https://newyorktheater.me/2020/10/11/static-apnea-disorienting-but-safe-theater-then-orienting-but-unsafe-theater/masks-speak-louder-than-words/
https://newyorktheater.me/2020/10/11/static-apnea-disorienting-but-safe-theater-then-orienting-but-unsafe-theater/masks-speak-louder-than-words/
https://corporate.nordea.com/article/55701/week-ahead-all-roads-lead-to-wuhan
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32160122/
https://www.thetimes.co.uk/article/all-roads-lead-to-a-bumpy-covid-recovery-tw5tcrn2p
https://www.thetimes.co.uk/article/all-roads-lead-to-a-bumpy-covid-recovery-tw5tcrn2p


表意：[all roads]***(＝すべての感染拡大)は揺れのあるコロナからの回復に[lead to]***(＝

至る) 

 

＜もじり＞(18)All Roads Lead to Delay in the Time of COVID-19. 

https://www.packworld.com/issues/business-intelligence/article/21124090/all-

roads-lead-to-delay-in-the-time-of-covid19 

表意：[all roads]***(＝すべての感染拡大)はコロナ禍における（物流の）遅れに[lead 

to]***(＝至る) 

 

 

＜もじり＞(19)All roads lead to international co-operation. 

https://www.iol.co.za/news/partnered/all-roads-lead-to-international-co-

operation-f316e67c-36d0-4e37-8272-c96c24f813b8 

表意：[all roads]***(＝すべての感染拡大)は国際協力に[lead to]***(＝至る) 

 

●もとのことわざ：Two heads are better than one.（二人のほうが一人よりもよい。三人寄れば

文殊の知恵） 

＜もじり＞(20)CDC study finds two masks are better than one vs. COVID-19. 

https://apnews.com/article/cdc-study-2-masks-better-against-virus-

90ef98d5047318c2e95fafc1e78f594e 

表意：CDC（米国疾病管理予防センター）の研究によるとマスクを２枚するほうが一枚よ

り効果がある。 

●もとのことわざ：Rome wasn’t built in a day.(ローマは一日にしてならず)―戸田：

2003:331) 

表意：[Rome]*(=ローマ帝国)は一日でできたのではない 

＜もじり＞(21) Rome wasn’t infected in a day.  

https://brainly.in/question/26840800 

https://www.packworld.com/issues/business-intelligence/article/21124090/all-roads-lead-to-delay-in-the-time-of-covid19
https://www.packworld.com/issues/business-intelligence/article/21124090/all-roads-lead-to-delay-in-the-time-of-covid19
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-health-europe-germany-54b1aecc3cd04973bdb99e92cd36214f
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-health-europe-germany-54b1aecc3cd04973bdb99e92cd36214f
https://apnews.com/article/cdc-study-2-masks-better-against-virus-90ef98d5047318c2e95fafc1e78f594e
https://apnews.com/article/cdc-study-2-masks-better-against-virus-90ef98d5047318c2e95fafc1e78f594e
https://brainly.in/question/26840800


表意：[Rome]**（＝ローマの人たち）は一日で（コロナに）感染したのではない 

●もとのことわざ：Honesty is the best policy.（正直は最良の策）―戸田(2003:434) 

＜もじり＞(22) Home stay is the best policy!  

https://brainly.in/question/26840800 

表意：ステイホームが最善の策 

●もとのことわざ：As you sow, so shall you reap.（蒔いたとおりに刈り取るべし）―戸田

(2003:482) 

表意：蒔いたら、[reap]*(=刈り取る)べきである 

https://brainly.in/question/26840800 

＜もじり＞(23)As you spray, so shall you reap. 

表意：（コロナウイルス）をばらまいたら、［reap］**(＝撲滅させる)べきである 

 

●もとのことわざ：Don’t count chickens before they are hatched.(雛を数えるのは卵から孵

ってから)―戸田(2003:208) 

 

＜もじり＞(24)Don’t count chickens before next March!  

https://brainly.in/question/26840800 

表意：来年３月までは［count chickens］**(＝コロナ克服した)とは言うな 

 

●もとのことわざ：What goes around comes around.（出て行った者は戻ってくる）--戸田

(2003: 499） 

＜もじり＞(25)Cough goes around comes around! 

https://odishabytes.com/fun-amid-pandemic-have-you-read-these-covid-inspired-

proverb-twists-yet/ 

表意：口からでた（コロナの）咳は(コロナ再拡大で)またもどってくる 

●もとのことわざ：Laughter is the best medicine. 

＜もじり＞(26) Self-quarantining is the best thing to do. 

https://odishabytes.com/fun-amid-pandemic-have-you-read-these-covid-inspired-

https://brainly.in/question/26840800
https://brainly.in/question/26840800
https://brainly.in/question/26840800
https://odishabytes.com/fun-amid-pandemic-have-you-read-these-covid-inspired-proverb-twists-yet/
https://odishabytes.com/fun-amid-pandemic-have-you-read-these-covid-inspired-proverb-twists-yet/
https://odishabytes.com/fun-amid-pandemic-have-you-read-these-covid-inspired-proverb-twists-yet/


proverb-twists-yet/ 

 

表意：自主隔離が最善の策  

●もとのことわざ：One’s meat is another man’s poison. 

表意：あるひとにとっての[meat ]*(＝食べ物)は別のひとにとっては[poison ]*(＝毒)で

ある。戸田(2003:454)［ものの価値は絶対的なものではない］［ひとそれぞれに好みは違

う］ 

 

＜もじり＞(27)One man’s mask is another man’s poison.―戸田(2003:454) 

https://brainly.in/question/25695812 

表意：ある人のマスクは（はずしたりすると）別の人の［poison］**(＝迷惑になる) 

 

5.2 論理形式で二カ所の変更 

●もとのことわざ：All work and no play makes Jack a dull boy. 

表意： [ work]*（＝勉強）ばかりで遊ばなければジャックは[ a dull boy ]*(=

 馬鹿になる)―戸田(2003:732)[よく学びよく遊べ] 

＜もじり＞(28)All Work And No Play Make Us Dull Companies During Lockdown, 

https://www.forbes.com/sites/johnnywarstrom/2020/04/27/all-work-and-no-play-make-us-dull-

companies-during-lockdown/?sh=496be05a426f 

表意：[work]**（＝仕事）ばかりで遊ばなければコロナでロックダウン中は退屈になる 

＜もじり＞(29)All work and no play makes remote workers an unhealthy bunch. 

https://www.independent.co.uk/independentpremium/lifestyle/remote-working-coronavirus-

employee-health-b1870737.html 

表意：[work]**（＝仕事）ばかりで遊ばない（＝気晴らしがない）とリモートワークをす

る人たちを不健康にする。 

●もとのことわざ：A stitch in time saves nine.（早いうちの一針は九針の労を省く）―戸田

(2003:535) 

＜もじり＞(30)A sneeze in time infects nine!  

https://brainly.in/question/26840800 

表意：一回のくしゃみで９人に感染させる 

https://odishabytes.com/fun-amid-pandemic-have-you-read-these-covid-inspired-proverb-twists-yet/
https://brainly.in/question/25695812
https://www.forbes.com/sites/johnnywarstrom/2020/04/27/all-work-and-no-play-make-us-dull-companies-during-lockdown/?sh=496be05a426f
https://www.forbes.com/sites/johnnywarstrom/2020/04/27/all-work-and-no-play-make-us-dull-companies-during-lockdown/?sh=496be05a426f
https://www.independent.co.uk/independentpremium/lifestyle/remote-working-coronavirus-employee-health-b1870737.html
https://www.independent.co.uk/independentpremium/lifestyle/remote-working-coronavirus-employee-health-b1870737.html
https://brainly.in/question/26840800


●もとのことわざ：Curiosity kill the cat.（好奇心は猫を殺す）―戸田(2003:254) 

＜好奇心を持つのもほどほどにせよ＞ 

＜もじり＞(31)Curiosity kills the doc.  

https://brainly.in/question/26840800 

表意：好奇心で（コロナに感染すると）医者を殺すことになる 

●もとのことわざ：When the cat’s away, the mice will play.（猫がいないと鼠は騒ぐ）［に

襲われる危険がない時、鼠は巣穴から出てしたい放題のことをする。主人や上役がいない

時、使用人や部下は息抜きをする］。―戸田(2003:364) 

 

＜もじり＞(32)When the cough is away, you can come out & play. 

https://brainly.in/question/26840800 

 

表意：（コロナで）咳が出ていないときには外に出て遊ぶことができる  

●もとのことわざ：All that glitters is not gold.（光るものすべて金ならず）―戸田

(2003:246)［外見の良さは中身の悪さをかくしていることがある。外面に気をとられて内

面を見誤るな］ 

＜もじり＞(33)All that sniffles has caught a cold!  

https://brainly.in/question/26840800 

 

表意：鼻をすすってグズグズさせている人は皆風邪を引いている 

●もとのことわざ：An idle brain is the Devil’s workshop.（怠け者の頭は悪魔の仕事場）

［働く意欲もなく、ぶらぶら過ごしている人は、何かに専念するということを知らないか

ら、あれこれろくでもないことを考え、ろくでもないことに手を出す。］―戸田

(2003:769) 

＜もじり＞(34)An unmasked guy is the Covid’s workshop. 

https://brainly.in/question/26840800 

表意：マスクをしないやつはコロナ製造所だ 

●もとのことわざ：We must eat a peck of dirt before we die.（死ぬまでに多くのゴミを

口にしなければならない）―戸田(2003:60)［飲食物についたゴミやほこりに神経質にな

るな、生きている限り、不快なことを経験しなければならないし、屈辱にも耐えなければ

ならない。］ 

＜もじり＞(35) Eat your vitamins before COVID takes your breath away. 

https://brainly.in/question/26840800
https://brainly.in/question/26840800
https://brainly.in/question/26840800
https://brainly.in/question/26840800


https://www.google.com/search?q=Eat+your+vitamins+before+COVID+takes+your+breath+away.

&oq=Eat+your+vitamins+before+COVID+takes+your+breath+away.&aqs=chrome..69i57j33i160j3

3i21.1081j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

表意：コロナで息ができなくなる前にビタミンをのみなさい 

5.3 さらに多くの処理労力が関わる場合について 

語順の入れ替えなどによる表意、推意の違いの説明などがかかわる場合。 

●もとのことわざ：United we stand, divided we fall.(団結すれば立ち分裂すれば倒

る。 )[人々の団結を呼びかけるために欧米で歴史的に度々用いられてきた

標語、団結すれば立ち、分裂すれば倒れる］［集団がまとまっていれば安

全であるが、中に内紛があれば敵対者によって一人また一人と切り崩され

ていく］―戸田(2003:807) 

 

＜もじり＞(36)Divided we live, united we die!  

https://www.youtube.com/watch?v=5i4fKoPDvl4 

表意：（コロナでは）隔離されれば生きて、一緒に(感染者が)まとめられると死ぬ 

【もとのことわざの united, divided の入れ替え、さらに動詞 stand, fallも live, die

と入れ替えがされているので、かなりの処理労力がいる。】 

 

5.4 情報を追加したことわざ 

 

●もとのことわざ：An early bird catches the worm.  

<もじり>(37)The Early Bird RMD Doesn’t Get the Tax Relief Worm. 

https://www.ruderware.com/covid-19-focus-team/the-early-bird-rmd-doesnt-get-the-tax-relief-worm/ 

 

表意：（コロナで）（Required Minimum Distribution =RMD）必要最小限の分配すると減

税の［worm］*(＝恩恵 )を受けられない  

●もとのことわざ：Two heads are better than one. (二人で考えるのが一人よりよい、三人

寄れば文珠の知恵) ― 戸田(2003:176) 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=5i4fKoPDvl4
https://www.ruderware.com/trusts-estates/the-early-bird-rmd-doesnt-get-the-tax-relief-worm/
https://www.ruderware.com/covid-19-focus-team/the-early-bird-rmd-doesnt-get-the-tax-relief-worm/


 

<もじり>（38)Two heads – one and half metres apart – are better than one– at 

least one and a half metres from each other. 

表意：1.51メートル離れた二人は一人よりもよく、少なくともお互いが１．５メートル離

れるのがよい  

5.5省略を伴う場合の処理の説明 

●もとのことわざ：All work and no play makes Jack a dull boy. 

 

表意： [ work]*（＝勉強）ばかりで遊ばなければジャックは[ a dull boy ]*(=

 馬鹿になる--戸田(2003:732)[よく学びよく遊べ] 

 

<もじり>(39) Coronavirus: All Work And No Play. 

https://www.npr.org/2020/03/11/814540036/coronavirus-all-work-and-no-play 

論理形式: [All work and no play X（省略）] 

表意：コロナウイルス： [ work]** (＝仕事)ばかりで、遊ばなければ、〔①頭がおかし

くなる/②仕事がはかどらない/③鬱になる・・・] 

【ことわざの最初の名詞句を残す例は多い：例えば、An early bird/An apple a day 

など。この(39)のように動詞句全体を省略した場合の意味を復元するには①②③のような

揺れができて、かなりの処理労力(processing effort)が必要となる。】 

 

●もとのことわざ：Every cloud has a silver lining. 

＜もじり＞(40)‘Homestays have been a silver lining of the pandemic cloud.’ 

https://www.livemint.com/companies/people/homestays-have-been-a-silver-lining-of-the-pandemic-

cloud-11635793064686.html 

表意ステイホームすることがコロナ禍（コロナの雲）でしてきた良い点（銀の裏地）であ

る 

【この例ではもとのことわざの論理形式：X has a silver lining.の a silver lining

のみが単独で用いられ、もとのことわざ全体を暗に示す。処理労力の多い例で、もとのこ

とわざの目的語名詞句のみで用いられる珍しい例である。】 

 

https://www.npr.org/2020/03/11/814540036/coronavirus-all-work-and-no-play
http://eow.alc.co.jp/search?q=lining
https://www.livemint.com/companies/people/homestays-have-been-a-silver-lining-of-the-pandemic-cloud-11635793064686.html
https://www.livemint.com/companies/people/homestays-have-been-a-silver-lining-of-the-pandemic-cloud-11635793064686.html


6. 句概念の揺れによる違いの説明 

句語用論（Phrasal Pragmatics）(句により表現され複合概念を語用論操作で、意

味理解を説明する分野)によるもじりの意味理解が説明できる。 

 

Vega Moreno (2007:203) 

The stored meaning of an idiomatic expression is generally a broadening of the compositional 

meaning….this broader (metaphor or hyperbolic) concept may itself  sometimes need to be 

pragmatically adjusted into a new ad hoc concept which contributes to the truth-conditional 

content and warrants the expected implicatures.     

(41) Since the Paddington derailment, trains run at a snail’s pace.（パデイングトンでの脱線の

あと、列車がのろのろ運転している） 

句概念（Phrasal CONCEPT）: [AT A SNAIL’S PACE ]*(｢カタツムリの速さ｣－＞｢のろの

ろと｣＝very slowly)＜前置詞句＞ 

(42)In all modesty Morris imagined he must be the biggest fish in the backwater.—Romero and 

 Soria(2010)（控えめに、モリスは自分がそのよどみの中では最大のさかな（－＞｢イ

ギリスで一番優秀な学者｣）に違いにと思った）  

句概念: [THE BIGGEST FISH IN THE BACKWATER]*（＝イギリスで一番優秀な学

者）＜名詞句＞ 

●もとの句概念：[二足のわらじを履く]*(＝一人が二つの仕事をする)＜動詞句＞—金田一

秀穂(2014)『小学ことわざ・四字熟語辞典』学研,p.247 

<もじり>（43）訪問看護ステーション file #043  3 足のわらじを履く私のコロナ禍 9 か月

の出来事—管理者、連絡協議会会長、学生として https://www.jnapc.co.jp/products/detail/3856 

表意 3足のわらじを履く（＝一人が３つの仕事をする） 

●もとの句概念：[Bark up the wrong tree]*(＝｢間違った木に向かって吠える｣――＞まった

く見当違いをする. 本人は正しいと思って何かをしたり、言ったりしてるんだけど、実はそ

れは見当はずれ) ＜動詞句＞Cf. 東信行・諏訪部仁(1989)『研究社―ロングマンイデイオム

英和辞典』研究社 p.513 

 

https://www.jnapc.co.jp/products/detail/3856


(44) COVID-19-Related Stroke: Barking up the Wrong Tree? 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32526743/ 

表意コロナ関連の発作：この主張は[Bark up the wrong tree]**（＝見当違いか）？ 

(45) The Government is barking up the wrong tree with Coronavirus SME scheme “enhancements.” 

https://www.linkedin.com/pulse/government-barking-up-wrong-tree-coronavirus-sme-

scheme-neil-slonim 

表意政府がコロナウイルス中堅・中小企業強化政策で[Bark up the wrong tree]***（＝間違

った対応をしている） 

●もとの句概念：[Say no to ]*(=～に対してノー［嫌だ］と言う、～を嫌だと言う、～を断る

［拒む］) <動詞句>https://eow.alc.co.jp/search?q=say+no+to 

Cf. Say no to drugs. (薬物乱用は絶対だめ) 

<もじり> (46)Say no to handshake.（握手は絶対だめ） 

https://twitter.com/metrorailnagpur/status/1390554741231456256 

 

 

●もとの句概念：[Keep calm and carry on.]*(＝平静を保ち、普段の生活を続けよ)＜動

詞句＞ 

1939 年、来るべきナチス・ドイツとの大戦でパニックが起こるのを防ぐため、イギリスの

情 報 省 に よ っ て 作 成 さ れ た ポ ス タ ー

https://ja.wikipedia.org/wiki/Keep_Calm_and_Carry_On  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32526743/
https://www.linkedin.com/pulse/government-barking-up-wrong-tree-coronavirus-sme-scheme-neil-slonim
https://www.linkedin.com/pulse/government-barking-up-wrong-tree-coronavirus-sme-scheme-neil-slonim
https://eow.alc.co.jp/search?q=say+no+to
https://ja.wikipedia.org/wiki/1939%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%81%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%9C%81_(%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9)&action=edit&redlink=1


 

<もじり> (47) Keep calm and wash your hands.（平静を保ち、手洗いをしましよう） 

https://www.pinterest.jp/pin/66428163243172208/ 

 

●もとの句概念：[in the same boat]*(＝同じ苦しい境遇にいる)＜前置詞句＞Cf. 東信行・

諏訪部仁(1989)『研究社―ロングマンイデイオム英和辞典』研究社 p.45 

「私たちは同じボートに乗っている」→｢私たちは運命共同体だ。私たちは同じ苦しい境遇（状

況）にある。私たちは運命を共にしている｣。 

＜もじり＞(48)We are in the same storm, but not in the same boat.（私たちは同じ［storm］*(=コ

ロナの困難)の中にあるが、[in the same boat]*(＝同じ苦しい境遇にいる)のではない。） 

https://institute.mercy.org.au/wp-content/uploads/2020/07/We-are-not-in-the-same-boat_-A-poem-

about-COVID-19.pdf [否定語句が追加されている] 

＜もじり＞（49）'We Are Not All In The Same Boat.' Covid Poster & Poem Win Internet; Here's 

Their Story.(｢私たちはコロナで[in the same boat]*(＝同じ苦しい境遇にいる)のではない｣) 

 https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/we-are-not-all-in-the-same-

boat-story-behind-viral-post-and-poem.html 

＜もじり＞（50）Same Storm, Different Boats: COVID-19 and Indigenous Communities.(同じ

［storm］*(=コロナの困難)の中にあるが、［Different Boats］*(=異なった苦しい状況であ

る)；コロナと現地のコミュニティ) 

https://carleton.ca/align/2021/same-storm-different-boats-covid-19-and-indigenous-communities/ 

https://www.pinterest.jp/pin/66428163243172208/
https://institute.mercy.org.au/wp-content/uploads/2020/07/We-are-not-in-the-same-boat_-A-poem-about-COVID-19.pdf
https://institute.mercy.org.au/wp-content/uploads/2020/07/We-are-not-in-the-same-boat_-A-poem-about-COVID-19.pdf


 

<もじり>(51)COVID-19: Same Ocean…Different Boats.(同じ［ocean］*(=コロナ禍)にあるが

Different Boats］*(=異なった苦しい状況である))[same が different に変化している] 

Worldwide - we are all in the ocean of COVID-19. However, we are definitely not in the same boat. 

https://esperanca.org/covid-19-same-oceandifferent-boats/ 

 

７.なぜ、広告の見出しやヘッドラインにことわざ・もじりを使うか 

 

Mieder, Barbara and Wolfgang (1981) “Tradition and Innovation: Proverbs in Advertising.”In 

Wolfgang Mieder and Alan Dundes (eds.)(1981)The Wisdom of Many: Essays on the Proverb. The 

University of Wisconsin Press. pp.309-322. 

i）The proverb certainly satisfies the demand for shortness and simplicity, but even  more importantly, 

it inspires trustworthiness in the advertised product by awakening positive traditional feelings in the 

consumer. After all, proverbs express apparent truths and an advertiser wants to tell the “truth” about 

his product. --Mieder and Mieder (1981, p. 310 )（結局ことわざを商品の広告に用いるのはこと

わざは物事の本質をついているからで、ことわざを用い広告された商品には本物であると

読み手に伝える効果があるからである） 

ii）the headline is the most important single factor of an advertisement, for “on the coverage, five 

times as many people read the headline as read the body copy.”—--Mieder and Mieder (1981, p.311)

（広告の見出しは最も重要な要素で、表紙に書いてある内容説明を読む人に比べてヘッド

ライン・見出しのみに目をやる人が五倍もいる――だから見出しにことわざを用いる） 

iii）the headline must be as clear and concise as possible; it must telegraph the message of the 

advertisement, and “it must telegraph it in plain language.” --Mieder and Mieder (1981, p.311)（広告

の見出しはできるだけわかりやすく、コンパクトでなければならない。広告のメッセージは

やさしい言葉で伝えないといけない） 

iv) This is where the proverb is useful, often even in its original form. --Mieder and Mieder (1981, 

p.311)（それゆえに、広告の見出しにはことわざが役立ち、しばしば、もとのことわざの形

式でも用いられる） 

 

 

 

 

https://esperanca.org/covid-19-same-oceandifferent-boats/
https://esperanca.org/covid-19-same-oceandifferent-boats/


８.おわりに 

 

日英語などコロナ禍で用いられたことわざのもじりでわかったことは以下のようになる。 

1)日英語ことわざもじりの説明では Parodyとは一般的には統語的形式を保ち、違う

語句で入れ替えたもの、すなわち論理形式 X,Yが入れ替わるという記述となるが、

このような理論化では意味の点では記述が不十分であることがわかった。 

２）日英語ことわざもじりではもとのことわざの１カ所のみ入れ替えた変項 1 箇所

の例多く、2 箇所のものの頻度が少ない。これは処理労力が関係する。 

3) 日英語ことわざもじりの意味を正確に理解するには、X,Yを変更する問題以外

に、ことわざに用いられたもとのことわざの語の Ad hoc 概念、句の句概念のゆれも

正確に記述するメカニズムが必要であることがわかった。RTの語彙語用論や句語用

論が役立つことがわかった。 

4)もとのことわざと、ことわざのもじりとの違いを読み手が頭の中で処理すること

で面白みが理解できるという枠組みが必要である。RTの主張では処理労力がかかる

と、認知効果が増すので、ことわざのもじりは読み手にユーモアの感情を伝える効

果となることがわかった。 

5)RTでは、これまでにある表意計算、推意計算などのシステムを用いてことわざの

もじり（拡張用法、創造的用法）の説明が可能であることがわかった。 

6)RTでは広告商品、サービスなどに関する想定(assumption)（すなわち知識）を演

算に取り込みことが可能な語用論であるので、さまざまな計算が可能であることが

わかった。 
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＜付録１＞コロナ禍で用いられたイタリア語のことわざ 

● L'importante è non mollare/arrendersi mai!  

意味：大事なのは決して諦めないこと（＝Never give up/surrender） 

諦めずに努力をする事で報われる。 

https://www.aredore.jp/wp/technic_c12/ 

 

●Chi sta vicino 'o sole nun sente friddo.（ナポリ方言のことわざ）

https://www.aredore.jp/wp/technic_c12/ 

Chi è protetto è tranquillo.（＝イタリア標準語で対応することわざ） 

意味：日あたりにいる人は寒さを感じることはない 

備えあれば憂いなし。前もって準備を整えておけば、何が起きても心配はいらない。 

●Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. 

意味：美しいものは必ずしも美しくなく、好きなものこそが美しい(＝beauty is in the eye of 

the beholder OR beauty is as beauty does )  

他人の評価ではなく、自分が好きだと思う気持ちが大事。 

https://blogs.transparent.com/italian/italian-popular-sayings-a-quiz/ 

 

Quando parliamo di bellezza dobbiamo necessariamente accordarci sul fatto che sia soggettiva. Anche 

quando parliamo di canoni di bellezza come ideali estetici accettati e riconosciuti dalla società 

dobbiamo riconoscere che anche questi sono soggetti a cambiamenti nel corso del tempo e che, quasi 

sicuramente, non sono condivisi da tutti i membri della società. http://www.nowartv.it/non-e-bello-

cio-che-e-bello-ma-e-bello-cio-che-piace/ 

 

●Roma non fu fatta in un giorno.（＝Rome was not built in a day.） 

意味：ローマは 1 日にしてならず 

千里の未知も一歩から。成功を手に入れるには、小さな努力の積み重ねによってなされる。

Usiamo questo proverbio per dire che qualcosa necessita di tempo e pazienza per essere portata a 

termine, o che comunque, con l’impegno e la meticolositá si ottengono le grandi opere. 

https://www.inmsol.com/it/proverbi-spagnoli/roma-non-e-stata-costruita-un-giorno/ 
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<付録２>ロシア語のことわざのもじり 

●もとのことわざ：Friendship is friendship, and service is service.  

意味：友情は友情、仕事は仕事 

<もじり>Friendship is friendship, and one and a half metres apart （友情は友情、

１．５メートル離れて） 

https://english.spbu.ru/news/4718-friendship-is-friendship-and-one-and-a-half-metres-apart-linguist-

at-st-petersburg-university-speaks-about-a-new-dictionary-of-russian-covid-related-anti-proverbs 

●もとのことわざ：They are met by their clothes, they are escorted by their minds.  

意味：人は着ている外見のみでわかるのみでなく、複雑な内面をもっている 

The proverb “they are met by clothes - they are escorted by the mind”, the meaning 

of which is too literally perceived by some people, has made many people acquire a 

huge amount of complexes. In general, most young men and women are c apable of 

being critical of their appearance. But often they forget that their deep inner world 

cannot be seen right away. As a result, these guys gain courage and purposefully go 

to get acquainted with often much more successful / beautiful / rich members  of the 

opposite sex.  -- https://en.public-welfare.com/3924624-meet-on-clothes-escorted-by-

the-mind-is-it-so  

<もじり>They are met by a mask, they are escorted by temperature.（人はマスクの

みでなく、体温をもっている） 

●もとのことわざ：One in the field is not a warrior. https://moscsp.ru/en/chto-oznachaet-

vyrazhenie-odin-v-pole-ne-voin-chto-oznachaet-vyrazhenie.html 

意味：戦場にいる人は戦士ではない 

"One in the field is not a warrior" - usually in this way, with regret, comment on the struggle without 

a chance of winning one person with superior forces, for example, with the system.--  

<もじり> One in the field is not sick (戦いの場にいる人は病気ではない) 

●もとのことわざ：Do not have a hundred roubles, but have a hundred friends. 

意味：１００ルーブルを持たないで、１００人の友達を持ちなさい 

The relationship between Russians and money has never been an easy one. We have a saying – “Do 

not have a 100 Rubles, have a 100 Friends”. Now, when a 100 Rub is approximately $1.80 it totally 

makes sense. But even when 100 Rub was a lot of money – a true Russian would choose friends 

instead of money  

<もじり>Do not have a hundred roubles, but have an antiseptic.（１００ルーブルを持たない

で、消毒するものを持ちなさい） 

https://understandrussia.com/money/ 
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