
はじめに

筆者は『筑波学院大学紀要』第１集（２００６）
において、ことわざ“Oldsoldiersneverdie;
theyjustfadeaway.”の も じ り を“OldXs

NeverDie”と題して、Xの位置にくる専門職
をアルファベット順にaccountantsからwres-
tlersまで１１５種取り上げた。

第２集（２００７）においては、“MoneyMat-
ters”と題して金銭に関わることわざとその
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Introduction

Thisisacollectionofparodiesofproverbsconcerningpeopleandtheirlives.Therearealarge

numberofproverbsconcerningpeopleandtheirlives.Inthispaperthepresentwritertakesupthe

followingproverbsthataremostfrequentlyparodiedorpunned:

・Itisawisechildthatknowshisownfather.
・Childrenshouldbeseenandnotheard.
・Earlytoriseandearlytobedmakesamanhealthy,wealthyandwise.
・Amanisknownbythecompanyhekeeps.
・Toerrishuman,toforgive,divine.
・Hewhohesitatesislost.
・Loveisblind.
・’Tisbettertohavelovedandlost,thannevertohavelovedatall.
・Thecourseoftrueloveneverdidrunsmooth.
・Marryinhasteandrepentatleisure.
・Nomanisaherotohisvalet.
・Afriendinneedisafriendindeed.
・Peoplewholiveinglasshousesshouldn’tthrowstones.
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もじりを扱った。第３集（２００８）においては、
“CatsandDogs”と題して、動物、鳥に関す
ることわざのもじりを扱った。
本稿は「人とその生活」とでも言うべき事

柄に関することわざとそのもじりを取り上げ
る。キーワードとして「子供」、「父母」、「大
人」、「恋」、「失 恋」、「結 婚」、「離 婚」、「友
人」などが絡むものを扱う。
本稿では、ことわざ、そのもじりと日本語

訳、そして必要に応じて、コメントを加える
という形で話を進める。

［１］Itisawisechildthatknowsitsown
father.

（自分の父親を知っている子は賢い子
だ。）

ことわざの元来の意味は「父親と称してい
る人が本当に自分の父親であるという確証は
ない。それにもかかわらず、父親であると
知っている子は賢い子だ」ということ。しか
し、現代では日本語のことわざ「親の心、子
知らず」の意味で用いるようである。
（１）Itisawisefatherthatknowshisown

child.

（自分の子供を知っているのは賢い父親
だ。）
このもじりは、（１）「子供が本当に自分
の子であることを知っている父親は少な
い。知っているのは母親だけだ」（２）
「自分の子のことをよく知っている父親
はいない」の意味である。（戸田（２００３））

（２）It’sawisechildwhoknowslessthanhis
ownfather.

（自分の父親より知っていることが少な
い子供は賢い子だ。）

（３）It’sawisehorsethatknowsitsown
fodder.

（自分の飼葉（かいば）を知っているのは
賢い馬だ。）
Fatherとfodderの（苦しい）しゃれに基

づくもじり。
（３）Plagiarism—Awisecrackthatknowsits

ownfather.

（剽窃－自分の父親を知っている生意気
なせりふ。）
剽窃者は盗んだ原典［父親］を当然知っ
ていて自分のせりふを装う。

（４）It’sawisechildwhoresemblesawealthy
relative.

（金持ちの親戚に似ているのは賢い子
だ。）
金持ちの親戚に「あなたの子だ」と金を
せびりに行けるからである。

［２］Children should be seen and not
heard.
（子供は人前に出るのはいいが話をして
はいけない。）
ことわざの意味は「子供は年長者の前で
話を聞いているのは良いが、口を挟んで
はならない」ということ。まともな家庭
の子供のしつけに関することわざであ
る。

（１）“Littleboysshouldbeseen,andnot
heard,”astheboysaidwhenhecouldnot

recitehislesson.

（「幼い少年は人前に出るのはいいが話を
してはいけない」とは授業の暗唱ができ
なかったときの少年のせりふ。）

（２）Childrenshouldneitherbeseennorheard
from—everagain.（W.C.Fields）
（子供は目に見えても便りが聞かれても
いけない－二度と再び。）
やっかいな子どもたちはさっさと家を出
で、便りもくれるな、ということ。

（３）Motherheardherchildrenscream.Soshe
pushedtheminthestreamsaying,asshe

pushedthethird,‘Childrenshouldbe

seen,notheard.’

（母親は子供たちが叫び声を上げるのを
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聞いた/そこで彼女は彼らを川に突き落
とし、/３人目を押しながら言った/「子
供は人前に出るのはいいが声を出しては
いけない。」
（２）の親よりさらにひどい親である。

（４）Pedestrian:apersonwhoshouldbeseen,
andnothurt.

（歩行者とは「見えるのはいいが傷つけ
てはいけない人」）
Heardとhurtのしゃれに基づくもじり。

（５）Womenshouldbeobsceneandnotheard.
（GrouchoMarx）
（女性はみだらで口を出さないのがい
い。）
Beseenとobsceneのしゃれが効いてい
る。

（６）WhenCanada’sPrimeMinister,Pierre
Trudeau,appearedtohavemouthedanex-

pletiveinParliament,itwasreportedthat

hepreferstobeobsceneandnotheard!

（カナダの首相ピエール・トルドーが議
会でののしり言葉を発したと思われたと
き、彼は聴いてもらうより卑猥なせりふ
を好むと報道された。）
（５）と同様にbeseenとobsceneのしゃ
れが効いている。

（７）Motherskunktochild:“Childrenshould
besmelled,notheard.”

（母親のスカンクが子供に「子供は臭い
を出すのはいいが、口を出すのはだめ。」

（８）Unlikechildren,punsshouldbeheard,not
seen.（PaulJennings（１９８０））
（子供とはちがい、しゃれは聞くもので、
見るものではない。）
しゃれは音声に頼った言葉遊びであるこ
とを言い得ている。

（９）Children should be seen and not…
spanked.

（子供は人前にいるのはいいが、しりを
ひっぱたかれるべきではない。）

（１０）Fathersshouldbeneitherseennorheard;
that is the only proper basis for

family life.（OscarWilde）
（父親は人前にも出ず、意見も聞かれな
いのがいい。それこそが家庭生活の好ま
しい基盤だ。）
父親不在が家庭の幸福とはいかにも皮肉
屋のワイルドのせりふらしい。

（１１）Celery:Avegetablewhichshouldbeseen
andnotheard.

（セロリ：姿を見るのはいいが、音は聞
きたくない野菜。）
セロリを噛む音はそれほど不快であろう
か。

［３］Earlytoriseandearlytobedmakesa
manhealthy,wealthyandwise.
（早寝早起きは人を健康にし、富ませ、
そして賢くさせる。）
BenjaminFranklinのTheWaytoWealth（『冨

に至る道』）で有名になったと言われること
わざ。
（１）Earlytobedandearlytoriseprobablyindi-

catesunskilledlabour.

（早寝早起きはほとんど未熟練労働を意
味する。）
早寝早起きして長時間働かないと未熟練
労働者は生きていけない。

（２）Earlytobedandearlytorisetakemostof
thezingoutoftheliving.（LeoRosten）

（早寝早起きは生活からほとんどの活気
を奪う。）

（３）Earlytoriseandearlytobedmakesagirl
healthy,wealthy,butsociallydead.

（早寝早起きは女の子を健康に、裕福に
するが、社交的には死んだ状態にする。）

（４）Earlytoriseandearlytobed
Makesamalehealthyandwealthyand

dead.（JamesThurber）
（早寝早起きは男を健康に金持ちにして

豊田一男：PeopleWhoLiveinGlassHouses－ことわざのもじり（４）－

―６３―



死んだ状態にする。）
（５）Earlytobedandearlytorise,andyou’ll

meetveryfewofourbestpeople.（Ade）
（早寝早起きしなさい、そうすれば最良
の友人のほとんどに出会えないだろう。）
（２）～（５）はいずれも、遊んだり、人
と交際する時間がなくなるので、生き甲
斐、活気を失い、死んだも同然になると
言っている。

（６）Earlytoriseandearlytobedisthebest
waytoreadthemorningpaperinpeace

andquiet.

（早寝早起きは朝刊を穏やかに静かに読
む最良の方法だ。）

（７）Hewhoisnothealthyattwenty,wealthy
atforty,orwiseatsixtywillneverbe

healthy,wealthy,orwise.

（二十歳で不健康、四十で金持ち、六十
で賢いなどという人は決して健康にも金
持ちにも賢明にもならない。）

（８）Earlytoriseandearlytobedmakesaman
healthy（ifheexercises）,wealthy（ifhe
strikesoil）andwise（ifhehasbrains）.

（早寝早起きは人を（運動すれば）健康に
し、（石油を掘り当てれば）金持ちにし、
（頭が良ければ）賢くする。）

（９）Earlytoriseandearlytobed—tillyou
makeenoughmoneytodootherwise.

（早寝早起きしなさい－そうしないで済
むだけの金儲けをするまでは。）

（１０）EarlytoriseandearlytobedmakesJacka
dullboy.

（早寝早起きは男の子を馬鹿にする。）
AllworkandnoplaymakesJackadullboy.

（勉強ばかりして遊ばないと子供は馬鹿
になる）ということわざと表記のことわ
ざのブレンド。

（１１）Earlytobedandearlytorisegetsthe
worm.

（早寝早起きは虫を捕まえる。）

Theearlybirdcatchestheworm.（早起き
鳥は虫を捕える。）ということわざと表
記のことわざのブレンド。

［４］Amanisknownbythecompanyhe
keeps.

（人は交わる仲間によって分る。）
日本語のことわざ「善悪は友を見よ」に当

たる。
（１）Amanisknownbythecompanyhekeeps

avoiding.

（人はその人が避け続ける仲間で分か
る。）

（２）“Father.”
“Well,whatisit?”

“Itsayshere,‘Amanisknownbythecom-

panyhekeeps.’Isthatso,father?”

“Yes,yes,yes.”

“Well,father,ifagoodmankeepscom-

panywithabadman,isthegoodmanbad

becausehekeepscompanywiththebad

man,andisthebadmangoodbecausehe

keepscompanywiththegoodman?”

（「お父さん」「それは何だい」「ここには
「人は交わる仲間によって分る」と書い
てあるけど、そうなの、お父さん？」
「そうだよ、その通りだ」「じゃあ、お父
さん、良い人は悪い人と付き合うから悪
いの？悪い人は良い人と付き合うから良
い人なの？」）

（３）Adriverisknownbythefendershekeeps.
（運転者は自動車に付けているフェン
ダーで分る。）
フェンダーの泥の付き具合、ぶつけた傷
で人柄が分る、ということ。

（４）Amanisknownbythecompanyhethinks
nobodyknowshe’skeeping.

（人は誰も付き合っていることを知らな
いと思っている仲間で分る。）

（５）Amanisjudgedbythecompanyhekeeps,
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andawomanbythecompanyshehasjust

left.

（男は付き合う仲間で判断され、女は見
捨てたばかりの仲間で分る。）

［５］Toerrishuman,toforgive,divine.
（あやまちは人の常、許すは神のわざ。）

「漱石は「ただ賢きは足らず、善きを加え
よ、誤るは人、赦すは神。」と訳している。」
（戸田（２００３））
（１）Toerrishuman;toblameitonsomeone

elseispolitics.

（あやまちは人の常、それを他人のせい
にするが政治。）

（２）Toerrishuman,toblameitonsomeone
elseisdoubles.

（あやまちは人の常、それを他人のせい
にするのがダブルス。）
テニスでもバドミントンでも同じこと。

（３）Tosingishuman…toforgive,divine.
（歌うのは人の常…許すは神のわざ。）
下手な歌は許せないが、神は許してくだ
さる。

（４）Toerrishuman,toforgive,supine.
（あやまちは人の常、許すは怠惰。）
Divineとsupineのしゃれで、韻を踏んで
いる。

（５）Toerrishuman,butitfeelsdivine.（Mae
West）

（過ちは人の常－でも過ちって素敵な感
じ。）（加島（１９８６））

（６）Toerrishuman;toremaininerroris
stupid.

（まちがいは人の常、まちがったままで
いるのは愚かなこと。）

（７）ToerrisTruman.（WalterWinchell）
（あやまちはトルーマンだ。）
合 衆 国 第３３代 大 統 領HarryS.Truman

（１８８４-７２））の政策批判。WalterWinchell
（１８９７-１９７２）はアメリカの新聞・ラジオ

のコメンテーター。
（８）Toerrishuman,buttoreallyfoulthings

uprequiresacomputer.

（あやまちは人の常、しかし本当に世の
中を混乱させるにはコンピューターが必
要だ。）
コンピューターは人を誤らせる恐れがあ
る。

（９）Toeatishuman;todigest,divine.（Mark
Twain）

（食べるのは人、消化するのは神のわ
ざ。）
人が何を食べても、神が消化してくださ
る。

（１０）Toerrishuman—tokeepitquietisnot.
（あやまちは人の常—それを黙っている
のは人の常ではない。）
他人のあやまちは黙っていられないのが
人の常。

（１１）Toerrmaybehuman,buttoadmititisn’t.
（あやまちは人の常かもしれない、しか
しそれを認めるのは人の常ではない。）
自分のあやまちを認めるのは甚だ難し
い。

（１２）Toerrishuman;toforgive,unusual.
（Anon.）
（あやまちは人の常、許すはまれなこ
と。）
自分のあやまちはさておき、他人のあや
まちは許せないのが人の常。

［６］Hewhohesitatesislost.
（ためらう者は失敗する。）
ことわざの意味は「（１）異性からのプロ

ポーズにためらっていると、相手は目の前か
ら消えていく。（２）素早い決然たる行動は
成功につながる」ということ。（戸田（２００３））
（１）Hewhohesitatesisadamnedfool.（Mae

West）
（ためらうやつは大ばか者だ。）
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MaeWest（１８９３-１９８０）は女優で脚本家。
当時のセックス・シンボルであった人。

（２）Hewhohesitatesislost—unlesshe’sa
bachelor.

（ためらう男は失敗する－独身でないか
ぎり。）

（３）He who hesitates is lost—excepta
bachelor.

（ためらう男は失敗する－独身者を除い
て。）
（２）、（３）とも、独身者は結婚をため
らっても失敗することはない。なぜな
ら、結婚することが失敗につながるのだ
から、と言っている。

（４）Nowadays,he who hesitatesiscost-
conscious.

（今日、ためらう男は費用を意識してい
る。）
結婚式には金がかかり、結婚しても金が
かかる。当然費用を意識せざるを得な
い。

（５）Hewhohesitatesisnotonlylost,but
milesfromthenextexit.（Anon.）

（ためらう男は道に迷うだけでなく次の
出口まで何マイルもある。）
高速道路でぐずぐずしていると、目的の
出口を通り越してしまう。

［７］Loveisblind.
（恋は盲目。）

（１）Loveisblind—andmarriageisaneye
opener.

（恋は盲目－結婚すれば目が覚める。）
これ自体がほとんどことわざになってい
る。

（２）Loveisblind—andwhenyougetmarried
yougetyoureyesightback.

（恋は盲目－結婚すれば視力は戻る。）
（１）と同じ「こころ」。

（３）Loveisblind,butyourmother-in-lawisn’t.

（恋は盲目、しかし義理の母親は違う。）
義理の母親は娘の相手の男を見損なうこ
とはない、ということ。

（４）Anengagementringprovesthatloveis
notblind,atleastnotstoneblind.

（婚約指輪は恋は盲目だが少なくとも全
盲ではないことを証明している。）
Stoneにはpreciousstone（宝石）の意味
がある。婚約指輪だけはしっかり良いも
のを買わせる、ということ。

（５）It’sagoodthingthatloveisblind;other-
wiseitwouldseetoomuch.

（恋が盲目であるのはいいことだ、さも
ないと見え過ぎてしまうだろう。）
見え過ぎると結婚などできない。

（６）“Ifyoulovework,whydon’tyoufindit?”
“Alas,lady,loveisblind.”

（「仕事を愛しているなら、見つければい
いでしょう」「悲しいことに、愛は盲目
なんです。」）
怠け者のせりふ。

（７）Lovemaybeblind,butjealousyseestoo
much.

（恋は盲目かもしれないが、嫉妬は見え
過ぎてしまうのだ。）

（８）Neverkissatthegardengate.Loveis
blind,buttheneighboursain’t.

（庭の入口でキスしてはいけない。恋は
盲目でも隣人は違う。）
隣人はちゃんと見ている。

［８］’Tisbettertohavelovedandlost,
thannevertohavelovedatall.
（愛したことがまったくないより愛して
失った方がましだ。）

（１）’Tisbettertohavelovedandlost,than
nevertohavelovedatall—betterforthe

jeweler,florist,andconfectioner.

（愛したことがまったくないより愛して
失った方がましだ－宝石商、花屋、菓子
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屋にとっては。）
恋をしてくれないと商売が成り立たな
い。

（２）’Tisbettertohavelovedandlostthanto
havelovedandmarried.

（愛して失った方が愛して結婚するより
ましだ。）

（３）Bettertohavelovedandlostthanspend
yourwholedamnedlifewithhim.

（愛して失った方がうんざりする全人生
を彼と過ごすよりましだ。）

（４）Bachelor:achapwhobelievesit’smuch
bettertohavelovedandlostthantohave

togetupforthe２a.m.feeding.
（独身者：愛して失った方が午前２時に
起きて赤ん坊に乳を飲ませるよりましと
信じる男。）

（５）’Tisbettertohavelovedandlostthanto
dothehomeworkforthreekids.

（愛して失った方が３人の子供の宿題を
やるよりましだ。）

（６）Itisbettertohaveloafedandlostthan
never to have loafed atall.（James
Thurber）
（ぶらぶら過ごして失う方が全くぶらぶ
ら過ごさなかったよりまし。）
Lovedとloafedのしゃれになっている。

（７）Hollywoodmotto:’Tisbettertohave
lovedandlostthannevertohavehadany

publicityatall.

（ハリウッドのモットー：愛して失った
方が全く知られなかったよりまし。）
人気が落ち目になると恋のスキャンダル
で再び人に知れ渡る。

（８）It’sbettertogobrokethannevertohave
lovedatall.

（全く愛さなかったよりすっからかんに
なった方がまし。）

（９）’Tisbettertohavelovedandlost,than
nevertohavelostatall.

（SamuelButler,TheWayofAllFlesh）
（愛して失った方まったく失わなかった
よりましである。）

（１０）’Tisbettertohavelovedashortgirlthan
nevertohavelovedatall.

（背の低い人を愛した方が背の高い女性
を愛さなかったよりまし。）
Atall（girl）とatallのしゃれに基づくも
の。

（１１）’Tisbettertohavepunnedandbegroaned
atthannevertohavepunnedatall.

（駄じゃれを言ってうめかれる方が駄
じゃれをまったく言わなかったよりま
し。）
駄じゃれ好き（punster）のせりふ。

［９］Thecourseoftrueloveneverdidrun
smooth.
（真の愛がすんなりと進んだことはな
い。）

出典はShakespeareの『夏の夜の夢』（A
MidsummerNight’sDream）
（１）Trueloveneverrunssmoothly.Itpulls

overtothesideandparks.

（真の愛はすんなりとは行かない。道の
端に寄せて駐車しなければならない。）

（２）The course oftrue love neverruns
smooth—exceptwhenit’sself-love.

（真の愛はすんなりとは行かない－自己
愛のとき以外は。）

（３）The course oftrue love neverruns
smooth—itusuallyleadstomarriage.

（真の愛はすんなりとは進まない－通常
それは結婚に進む。）
そして、それから先もスムーズには行か
ない。

［１０］Marryinhasteandrepentatleisure.
（あわてて結婚しゆっくり後悔せよ。）

（１）Advicegiventoaratherlazygirl:‘Marion,
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hasteandrepentatleisure!’

（少し怠惰な女の子への忠告：「マリオ
ン、あわててゆっくり後悔しなさい。」
Marionとmarryの駄じゃれ。

（２）Agossipisapersonwholistensinhaste
andrepeatsatleisure.

（おしゃべりとはあわてて聴いてゆっく
り繰り返す人。）
「ここだけの話」を繰り返す。

（３）Menloveinhaste,buttheydetestat
leisure.（LordByron）

（男はあわてて愛するがゆっくり大嫌い
になる。）

（４）Marryinhaste,andrepentatyourmother-
in-law.

（あわてて結婚して義理の母の家で後悔
せよ。）
母親を見れば妻の将来が見える。まず相
手の母親を観察せよ、ということ。

（５）Usedcar:somethingyoubuyinhasteand
repaintatleisure.

（中古車：あわてて買ってゆっくり塗り
直すもの。）
最近では塗り直す必要のない美しい中古
車があふれている。Repentとrepaintの
しゃれが言いたかったのである。

（６）Inthiscrazy,mixed-upera,peopledon’t
repentevenatleisure.

（この狂った混乱した時代では、人々は
ゆっくり後悔すらしない。）
後悔している暇もない、ということ。

［１１］Nomanisaherotohisvalet.
（どんな人もその召使にとっては英雄で
はない。）

社会的にどんなに高い地位にある人でも、
召使から見れば、ただの人にすぎない、とい
う意味のことわざ。
（１）Nomanisaherotohismother-in-law.

（義理の母親にとってどんな男も英雄で

はない。）
（２）Nowomanisabeautytohermaid.

（お手伝いにとってはどんな女性も美人
ではない。）

（３）Noauthorisaherotohisproof-reader.
（校正係にとってはどんな作家も英雄で
はない。）
日本語では「校正［後世］恐るべし」と
いう。

（４）Everymanisahero,exceptthosewho
havevalets.

（あらゆる男は英雄だ、ただし召使のい
る男は別。）

（５）Concerningthestatementthatnomanisa
herotohisvalet:Thisisnotbecausethe

heroisnohero,butbecausethevaletisa

valet.（FriedrichHegel）
（どんな人もその召使にとっては英雄で
はないという意見に関して：これは英雄
が英雄でないからではなく、召使が召使
だからである。）

［１２］Afriendinneedisafriendindeed.
（まさかの友こそ真の友。）
Inneedは「金に困っている」の意味である

から、afriendinneedは「金に困っている友」
の意味のはずだが、ことわざでは「金に困っ
ている時に助けてくれる友」の意味で用いら
れる。しかし、もじりの世界では圧倒的に前
者の意味で使われる。inneedとindeedは
しゃれになっている。
（１）Afriendinneedisnofriendofmine.

（まさかの友は私の友ではない。）
（２）Afriendinneedisafriendyoudon’tneed.

（まさかの友は必要のない友。）
（３）Afriendinneedisafriendtokeepaway

from.

（まさかの友は近づくべきでない友であ
る。）

（４）Afriendinneedisafriendtoavoid.
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（まさかの友は避けるべき友だ。）
（５）Afriendinneedisapestindeed.

（まさかの友はまったく厄介者である。）
（６）“Youheardthesaying:Afriendinneedis

afriendindeed?”

“Yes,stranger.”

（「「まさかの友こそ真の友」ということ
わざを聞いたろう」「聞きましたとも、
見知らぬお方」）

（７）Afriendnotinneedisafriendindeed.
（困っていない友こそ真の友である。）

（８）Afriendinpowerisafriendlost.（Henry
Adams）
（権力を持つ友はいなくなった友であ
る。）
権力の座に着くと昔の友達を見向きもし
ない、ということ。

［１３］People who live in glass houses
shouldn’tthrowstones.
（ガラス張りの家に住む者は石を投げて
はいけない。）

自分の欠点、過失などを棚に上げて他人を
批判してはいけない、ということ。
（１）Teacher:Finishoffthissentence.People

wholiveinglasshouses…

Sarah:Shouldnotundresswiththelight

on.

（先生「次の文を完成させなさい。「ガラ
ス張りの家に住む者は…」」セアラ「「明
かりをつけたまま服を脱いではいけな
い」です。」）

（２）Peoplewholiveinglassblousesshouldn’t
showbones.

（ガラスのブラウスを着て生活する人は
骨を見せてはいけない。）
Housesとblousesのしゃれ。

（３）Peoplewholiveinglasshousesshouldn’t
throwparties.

（ガラスの家に住む人はパーティーをし

てはいけない。）
Throwには「（パーティーなどを）行う」
の意味がある。

（４）Peoplewholiveinglasshousesshouldun-
dressinthedark.

（ガラスの家に住む人は暗闇で服を脱ぐ
べきである。）

（５）Peoplewholiveinglasshousesmakethe
mostinterestingneighbors.

（ガラスの家に住む人は最も興味ある隣
人になる。）

（６）Peoplewholiveinglasshousesshouldbe
fullyinsured.

（ガラスの家に住む人は十分保険を掛け
ておくべきだ。）

（７）Peoplewholiveinglasshousesshouldbe
exhibitionists.

（ガラスの家に住む人は露出狂のはず
だ。）

（８）Peoplewholiveinglasshousesshould
pulldowntheblinds.

（ガラスの家に住む人はブラインドを下
げるべきだ。）

（９）Peoplewholiveinglasshousesshould
takebathsinthebasement.

（ガラスの家に住む人は地階で入浴すべ
きだ。）

（１０）Peoplewholiveinglasshousesalways
havetoanswerthedoor.

（ガラスの家に住む人はいつも玄関に応
答に出なければならない。）
居留守が使えない。

（１１）Agardenerwhowasbroughttotrialfor
stealingachairbelongingtothekingand

hidingitinhisgreenhousewassentenced

tojailonthegroundthatpeoplewholive

inglasshousesshouldn’tstowthrones.

（王様の椅子を盗みそれを自分の温室に
隠したために裁判にかけられた庭師が牢
屋入りの宣告を受けたのはガラスの家に
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住む人は玉座をしまい込んではならない
という理由だった。）

（１２）ThechieftainofanAfricantribehaddied,
andhisheavyandelaboratethronewas

hoistedtothetopofhisloftygrass-

thatchedroyalhutinordertokeepitout

ofthewayuntilhisheirshouldreachthe

agewhenhemightproperlysituponitin

fulladultregalia.

Unfortunately,theyoungheirwasplaying

undertheplacewherethethronehad

beenstowedforsafekeepingatjustthe

momentwhentheropebroke.Thefalling

thronekilledtheboy.

Moral:Peoplewholiveingrasshouses

shouldn’tstowthrones.

（あるアフリカの種族の族長が死に、重
い、手の込んだ作りの王座が高い草ぶき
の族長の小屋の天辺に引き上げられたの
は、跡取りが完全な成人の王位の印をつ
けて正当に王座につく年齢に達するまで
手の届かない所にしまって置くためだっ
た。
不幸なことに、幼い後継ぎが王座が保管
のためにしまい込まれていた場所の下で
遊んでいるとちょうどその時王座を縛っ
ていた綱が切れた。落ちてきた王座のた
めに少年は死んでしまった。
教訓：草ぶきの家に住む人は王座をしま
い込むな。）
（１１）（１２）ともthrowstonesとstowthrones
のしゃれが落ち（punchline）になってい
る。

終わりに

そもそも、ことわざは人の人生、生活に関
して、その指針、教訓、風刺などを扱うもの
である。本稿で取り上げたものはそのほんの
一部にすぎない。いずれにせよ、ことわざが

ジョーク集、名言集の中に登場することから
も英米人の生活の中にことわざが今も生きて
いることが垣間見える。ことわざのもじりで
笑いを誘うジョークの一形式を今後も追い続
けるつもりでいる。
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