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アメリカの ことわざの中の女性
Women in American Proverbs
厨 子 光 政
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抄録 :本 稿 は,ア メ リカの こ とわ ざにお い て女性 が どの よ うに扱 われ て い るか を,男 性 に言及 した こ
とわ ざ と比較対照 させ なが ら考察す る もので あ る。先ず ,女 性 及 び男性 に 関す るアメ リカの こ とわ ざ
を,肯 定 的 こ とわ ざ,否 定 的 こ とわ ざ,そ の どち らで もない 中立 的 こ とわ ざの 3つ に大別 し,次 にそ
れ らをテ ーマ 別 に 5つ の カテ ゴ リー に分類 し,記 述 的考察 とあ る程度 の 数量 的分析 を行 つた。そ の結
果 ,数 の上で は女性 を否定 的 に扱 った こ とわ ざが 男性 の それ よ りもやや多 い程度 で あ るが ,女 性 一般
の特性 を否定 的 に捉 えて い るこ とわ ざの 多 さや ,こ とわ ざか ら読 み とれ る女性 に対す る社 会 的期待
評価基準 を考慮 す る と,数 量 的 に示 され る以上 に,女 性 が 低 く評価 されて い るこ とが 分 か つた。
,

Abstract:This paperis an attemptto exanune how women are descnbed in American proverbsin companson
to the rnen!s place illusmted in them.First,American pЮ verbs pertaining to wolnen(and men)are sorted out
into the groups of"positive,""negative,"or"neu餞
ポ connotation.■ oL classitingthese proverbs under ive
thematic categories,descriptive and soIIle numerical analysis is mde.The"su■
おthat proverbs with negative
attitudes to worHlen number a few mo"山 田 negative pЮ verbs about nlenっ but a tendency to describe negatively
the natw ofwomen in general,and the social desh,and expectation toward women"vealed in■ E content of
the proverbs,indicate that wolnen″ 口
じvalued less than is suggested by the number ofnegative pЮ verbs alone.

定 の方向 にいた らしめる概念 で,善 いか悪 いか

はじめに
日本語や英語 におい て,女 性 が低 く評価 され
た り,男 性 の視点 か ら,否 定的属性 を女性特有

を判定す る判断基準 0と いった厳密 なものでは
な く,も っとゆるやかな,も のの見方・考 え方
といった程度 の意味である。

の もの と決 めつける傾向があ ることが ,そ れぞ

6 Pra″ rbsに
本稿 では,Apただο ッ o/A
̀ガ
収録 されてい るアメリカのことわざ0を 対象 と

れ の言語 の語彙 リス トや男性・ 女性 を表す語 を

し,そ の中 に表 されてい る女性像 を記述的 に考

並列的に使用するときの語順などを根拠 に論 じ
られることがよくある。(1)そ うであれば,そ の

察 し,あ る程度 の数量的分析 を行 うことを目的

言語 を使用 している社会や文化においても同様
の評価がなされているだろうとい う推測が可能

ことわざにも同様 の考察・分析を行 う。

とす るが,そ の際,比 較対照的に男性 に関わる

になる。それを検証するには,そ の社会や文化
の中の,男 女の役割や制度などを調べ る方法 も

手法 (分 類 と問題点 )

あるが,よ り言語 と密接 な関わ りを持つ「こと
わざ」 を調べ ることも有効 な方法の一つであろ

「女 を取扱 つた 〔
英語の〕諺 は男性の視点から
述べ た ものが圧倒的に多 く,冷 やかし気味 に女

う。なぜなら,こ とわざは文化概念 とも相関し,
精神文化の諸側面を示す成句 ② であ り,あ る社

の特性 を拡大・強調 して悦に入つている」0と
する所見 は,ア メリカの女性に関することわざ

会や文化が持 っている価値観 を反映 してい ると

も,多 くの場合,男 性側からの都合の良いお仕

言 えるか らである一一 ただ し,こ こで言 う社会

着せの訓戒・ 忠告 ,あ るい は椰楡 となって,女

や文化の「価値観」 とは,人 間行動 を,あ る特

性軽視 の傾向が強ぃのではないか と直感 させて

アメリカのことわざの中の女性

くれ るが,果 た してその直感 は数量的 にも正 し

性 に関す る語 を含 む ことわ ざは女性 に関 わるこ

い と言 えるだろうか,検 討 してみる余地がある。

とわざと考 えて差 し支 えないが,例 外 もい くつ

そ こで,上 記辞書 の約 15,000の ことわざの中か

かあ る。一つのこ とわざで,女 性 と男性 の両方

ら女性 に関係す る語 (woman,wife,lady,girl,

に言及 してい る場合 (Blessed is the wOman who

mother,daughter,widow,IrlistrOss,female,Inand,

can keep a secret and the man who will nottell his

mdden,sw∝ theart)を 含 む こ とわ ざを抽 出 し,そ

wife。

れ らが肯定 的 で あ るか ,否 定 的 で あ るか ,あ る

も,内 容 は 男性 の 特 徴 に言 及 して い る場 合

いは 中立 的 で あ るか とい う, 3つ の基準 で 大別

(Faint heart never won fair lady。 ),あ

した。 さらに これ らを

逆 の場合 などである。 これ らの場合 も,そ れぞ

,

I.性 格 ,美 徳 ,特 質 などの属性
I.家 庭,家 族,親 子関係
Ⅲ.美 しさ,年 齢 ,化 粧 など容姿 0外 観 に関連
,

,

す るこ とが ら

,

Ⅳ。男女・夫婦関係

),女 性 に関す る語 を含 む ことわざであ って

るい はその

れの ことわ ざの内容 に応 じて判断 した。つ まり
,

その内容が女性 に関す るものであれ ば,女 性 を
表す語 が含 まれてい な くて も,女 性 を扱 ったこ
とわざとして分類 し,男 性 。女性 のいず れにも
関 わるものであれ ば,男 性 を扱 ったことわ ざと

,

その他 (社 会的地位 。評価 など),
の 5つ のカテ ゴ リー分類 した。男性 に関係す る

女性 を扱 ったことわ ざの両方 に含 めた。

語 (man,husband,gentleman,boy,father,son,bach‐

あるか否定的であるか,あ るい はその どち らで

elor,mistr,lover)を 含 む ことわ ざも,同 様 の手

もない中立 的であ るのか とい う判断基準 は微妙

順 で類別 した。

で,あ る程度恣意的 にな らぎるを得 ない。換言

V。

この過程 で い くつ かの問題 が浮 上 して きた。
先ず,女 性

(男 性 )に 関 わる語 を含 む ことわ ざ

で あって も,女 性

(男 性 )の 特徴 を言 い表 して

い ない ものが混在 してい ることが分か つた。例
えば,"■ le

tailors wife is worst clad."や

better unbom than untaught."な

"A boy is

どである。前者 は

,

女性

(男 性 )を 扱 ったことわ ざが,肯 定的で

すれ ば,判 断す る人のス タ ンスや解釈 で,肯 定
的 にも否定的 にも捉 えることができるのである。
・■bree faithml friends;an old wife,an old dog,and

,忠 実 で信頼 のお ける友 として
長 く連れ添 つた妻 を挙げてい るのだか ら,女 性

ready money."は

に関す る肯定 的 ことわ ざと筆者 は判断 したが

,

ぼろをまとった女性 の特性 を述べ てい るわけで

フェ ミニ ス ト的立場 か らは,妻 を大やお金 と

はない し,後 者 も,少 年 の性格やあるべ き姿 を

いった物 と同等 に扱 ってい るので,女 性 を否定

表現 してい るのではな く,教 育 の大切 さを強調

的 に扱 ったことわ ざであるとい う見解 もあ り得

しているに過 ぎない。従 って,こ れ らは考察 の

るか も知れない。そのようなス タンスでの解釈

対象外 とした。また,"man"と い う語 を含 む こと
わざには,"A面 an can die but once."の ように

を否定す るつ もりはないが,本 考察 におい ては
フェミニス ト的立場 は採 ってい ない。 しか しな

"IIlan"が 男性 に限定 されず「人間」とい う意味 で

が ら,女 性 の役割や地位 を男性 よ り低 く狭 める

使用 されてい る場合 が多 いが,当 然 これ らも対

よ うな "m」e chauvinism"が 明 らかに読 み とれる

ナればならない。要す るに,そ
象 か ら外 されな↓

こ とわざは,女 性 を否定的 に扱 ったことわ ざに

,

のことわ ざの内容 が,女 性

(男 性 )に 関わる も

ののみ を対象 とすることにした。

入れ た。"The

father to his desk,the mother to her

dishes."が その典型的例 であ るが,こ

のことわざ

このよ うなふるい分 けの後 で さえも,そ のこ

で さえ,古 い社会的文化的役割 を中立 的 に表現

(男 性 )に 関す る語 を含 むか どう

してお り,当 時 は大多数が当然 のことと して受

とわざが女性

(男 性)を 扱 ったことわ ざであ

け とめてい たはず だっ とい う解釈 が成 り立たな

ると断定す ることはで きない。多 くの場合 ,女

くもない。その意味 では,こ とわざの成立過程

かだけで,女 性
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を考慮 しないで,現 代的価値基準 によつて分類
しているとい う批判は免れ得ないであろう。た

I口

性格口美徳 ,特 質などの属性

だし,こ とわざの多 くは出典が不明であ り,す

<女

べ てのことわ ざを,そ れが最初 に使 われた とき
の意味 に応 じて分類す るのは極 めて困難 であ る

性>

・ 肯定的

こと,さ らには, もし可能だつた として も,最

1.A gracious wmmn retains honor,

初 に使 われた意味が現在 では全 く変 わつて し

2.Onc hair of a woman draws more than a Carn

まっていることわ ざも相当数 あることを,忘 れ

of horses.

"の 今
てはならない。"All men are created equ江 。

3.Discreet w市

cas。

日的解釈 は周知 の通 りであ り,考 察対象 からは
除外 してい るが,独 立宣言 の中の "au

IIlerl"は

白

es have sometimes neither eyes nor

4.A lady is a worrlan who makes it easy for a rrlall

人男性 のみに言及 していたことを根拠 に,男 性

to be a gentleman.

に関す る肯定的 ことわ ざとすれば,別 の考察・分

5.Once a lady,dways alady.

析結果 を生む ことになるだろ う。このように,肯

6.A girl wm∞ tton

定的か否定的か,あ るいは中立 的かに大別す る

stockings never sees amouse.

7.Girls are made of sugar and spice and every‐

ことには,絶対的基準 は存在 しないが,こ とわ

thing dce.

ざの現在使 われてい る意味・ 内容 に応 じて,で

8.Motheris love is best of dl.

きるだけ保守的で もフェミニス ト的で もないス

9.Daughters are brme ware.

タンスで分類す るよ う努 めた。

10. First a daughter, then a son, and the family's

分類 の恣意性 は, I〜 Vの カテ ゴ リーによる
分類 にも付 きま とう。"Nobodyis sweetheart is
u」 y。 "は

Ⅲ (容 姿)に 含 めたが,Ⅳ

(男 女関係

)

wen beguL
H.¶

he father is the head,but the mother is the

L江

.

の範疇 に入 らないわけではない。 もともと 5つ
のカテ ゴ リーその ものがある程度便宜的なもの

1.WomenforgivetturieSbutneverforgetslights。

で あ り,い くつかのカテゴ リー に分けた方 が整

2.WoIIlell and elephantt never forget.

理 しやす いこ とと,そ れぞれのカテ ゴ リー ごと

3.You nevercan ten abOut wOFnen,but ryou can,

に,何 らかの特徴 が数量的 に現 れる場合 がある
こ と以上の意味 はない

.

・ 中立的

you shouldnt。
4 . You can take the girl out of the counffy, but
you can't take the country out of the girl.

以下 カテ ゴリー ごとに,女 性及 び男性 を扱 つ
てい ることわざを,肯 定的,中 立的,否 定的の

5.Our girhood detemines our wolllanhood。

6。

Asisthe mo■ Er,so is me daughter。

順 に例示 しなが ら考察 0分 析 を行 うが,一 次資

7.Betiend the widow and fatherless.

料 が多数 ある場合 は,10題 程度 の典型的例 を示

8.A good mdd sometimes makes a g∞ d

す に止め,残 りは末尾 の付表 に含 めた.ま た,肯

9.Girls w■ l be girls.

定的,中 立 的,否 定的 ことわ ざの小計 を,そ れ
ぞれのカテ ゴ リーの中で,女 性 ,男 性 ごとに示

・ 否定的

した.

1.A womarl ngh撻 宙血her
2. A woman laughs

wife。

″

tongue。

when she can butcries when-

ever she wishes.
3 . Is a woman ever satisfied? No,

wouldn't be a woman.

if

she were she

アメリカのことわざの中の女性
4.Itis a womanis pnvilege to change her mindo
5。

bands.

Women are me ЮotOf allevil.

10。 A gЮ wing

・ 6.AvimouswOmanisrarermanapreciousjewel。
7.A mo■Юr

wants her daugh

(そ の他

l.A man arnong children willlong be a child;a

she is.

child arnong rnen will soon be a rnan.

8,Daughters― in‑law become momers̲in‐

law.

2.A man can beled,but he cant be driven.

9.TЪ Ю fenlale of me species is IIlore deadly than

male.

3.A man never becomes an oratorifhe has any‐

thing to say.

10.Men must work and wornen must weep.

*肯 定 的

13)

O中 立的

r married well,but

her sister doesn't want her inarried better than

(そ の 他

boy has a wolfin his belly.

4.A man is as good as he hasto be;a woman as

60)
bad as she dares。
(H)一 中立 的 (9)一 否定 的 (70)
5。 Manゝ best friend is his dog.
6.Boys will be boys.

ここでの特徴 は,圧 倒 的 に否定 的 こ とわ ざが

7.llle boy is famertO me man。

8.■ Юboy oftoday will be tt rrlan oftomorrow.
9。 You can take a boy out ofthe counり ,but yOu

多いことであるが,大 半が「お しゃべ り・ 口達

「性悪・意地悪」
「心変わ り0不 可解」
「巧妙 0
者」
「 もめ事 。摩擦 の原因」を女性の否定的特
狡猾」

cant take the country out ofthe boy.

10.‐ e son is father to the man.

性 として捉えているようである。しかも,否 定

的ことわざ70の 内,夕 のことわざが "woman", 0否 定的
2つ が嶋nde"と い う語 を持つことは注目に値す
1.A brave man is a fool.
る。つ まり,"mOther","wife"や "gin"な どの特定 2.A man is shy in another man's comer.
の女性を表現する言葉ではな く女性一般 を表す 3.A man may smile and smile and st■ lbe a宙
語で,女 性の否定的属性 を述べているわけで,こ
れは,女 性 という概念その ものが,こ とわざの

4.■ e man who gets h a sttw issm」

中では,否 定的に扱われる傾向があることを示

5。 Many aman is a sailor who never owlled a

1‐

lain。
l potatoes.

Юw‐

boat.

唆 していると言える。

6.Old boys have mett playmings as well as yowlg

<男 性 >

On∝
7.One boプ

・ 肯 定的

l.A man,a horse,and a dog never weaFy Ofeach
other〕 s
2。

sa bO"tWO bOys,a hdf a boy three
boys,■

company.

o boy at all。

8.A bacheloris arnan who didnithave a car when

Men wholove much will work much.

he was in c01lege。

3.A refomed rake makes the best husband.
4.A gentleIIlan never makes any noise。

5.Boys avoid me bees matstung枷 .

9。 ■ ere's a mmy smellin a bacheloris house.

10。

q a brothers a cOmfOrt;a

friend is both.

Nodling wim mh an interesthg intellecmal cOn̲

versation any quickerthan the ttdvd ofa pretり

6.Itis a wise boy mat knOws that he isn't.
7.A fathers a treasЩ

;山 e dffeFnce is ody in tte price.

girl.

(そ の他 28)

*肯

定 的 (23)一 中立的 (10)一 否定 的 (38)

8.h famertO his desk,Jhe momertO her dishes.
9.Happy bachelors are likely to be happy hus‐

男性 を扱 つた こ とわ ざ も,女 性 の場 合 ほ どで
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はないが,否 定的ことわざの方が多い。ただし,

3.Honor yollr father and your mother.

否定的 と見なされている主な要素 には,脆 弱,無
責任,悪 辣,粗 暴 に加 え"boプ の「未熟 。経験不

4.Irs a wise father who knows his owllSOn.

5。 助 e fatheris the guest who best becomes me
table.

足」や "bache10riの 「悲哀」などもかなり含 まれ
ているので,男 性一般 を否定的に捉 えていると

6.Whars g00d enough for fatheris gOod enough

for me。

言えるほどではない。

7.No advice like a famer:s.

8。

Ⅱ.家 庭 口家族 ,親 子関係

A goodsmヽ me Hgh Of me family.

9.A wise son hears his fathers insmctions.

<女 性 >
・ 肯定的

lo.whO htt llo son hお
の他 5)
(そ

nO satisfaction.

1.A house wmout woman and rrelightislike a ・ 中立的
body without soul or spi五

1.Despise not yollF father when he is old.

t。

2.Men bu」 d houses;worrlerl buttd homes.
3。

Where there is■ o wife there is no homeo

4。

Momer k10ws best.

5。

No rno■ ler has a homely chld.

6。

Men are what tteむ

2.Famer works lom sm to slln,butlllo血
is never done.

3.Like famer,like sOn.
4.No rnan is responsible for his famer.

momers made血

3m.

5。

A son's a son till he gett him a wife;a daughげ

7.Mothers lnake rnen.

a daughter a1l ofher life.

8.A boyis bestttdend is his lnomer.

6。

9。
10。

Honor your famer and your rnomero

H.A sonヽ a son till he gett him a wife;a dauま

A wise son inakes a glad father,but a foolish

7.It is not the fathers anger but his silence his

ters

son dreads.

a daughter an of her life.

8.The son ofthe cat pursues the rat.

9。

・ 中立的

l.Plenty of husbands,but only orle momer.

Ma鴫 りour

son when you please and your

daughter when you can.

2.Marry your son when you please and your

・ 否定的

1.A πliserly

daughter when you can。

father rnakes a prodigal son.

2.A thrifty famer rarely has thFifty sons.

1.A woman,a cat,and a ch価 ey should never

3。 Many a g00d famer has a bad son。

leave the house.

4.To become a fatheris easy,butto be a fameris

2.A womanis place is in the house.
3。

s

son is the heaviness of his lnother.

Every girl is beautiml in her fadleris eye.

・ 否定的

デs work

dirlcult。

¶に daughter ofa spry old wornan makes apoor
housekeepero

*肯 定 的 (H)一 中立 的 (2)一 否 定 的

5。 When a father pralses his son he flatters him―
sel■

(3)

6.A foolish son is the cdarnity ofhis father,and
the contentions of a wife are a continual drop‐

<男 性 >
・肯定的

ping。
*肯

定的 (15)一 中立的 (9)一 否定的

(6)

1.A man is king h his home.
2.Ftter knows best。

女 性 男 性 共 に ,家 庭 。家 族 ・ 親 子 関係 に言 及

アメリカの ことわ ざの 中の女性

した ことわ ざの 中では肯定 的 に扱 われてい る。

but little.

家族 を構成す る一人一人が,家 庭内での人間関

3.Every wonlan keeps a comerin her heart where

係 において も果たす役 割 において も,大 切 な存

she is always twenty‐ one。

在 である とい う認識 の表 れであろ う。 これほ ど

4.Plain women are as safe as churches.

顕著 に,肯 定的 ことわ ざが多いカテ ゴリーは他

5.Tell a woman shds a beauty and me devil will

にない.

tell her ten dmes.
6。

■he longest rlve years in a woman's life is be‐

tw∝ ntwmリ ー
dne

Ⅲ.美 しさ0年 齢口化粧など容姿・
外観 に関連することがら

mdth的

.

7.■ o only secreta womm cm keepお

山江ofttr

agd

<女 性 >

8.■

e ugliest woman can look in the minor and

think she is beautim。

・肯定的
1.A womanヽ

9。

hair is her crowning glory。

Wolllen are like books:too much gilding makes

2. The good‐ looking woman needs no palnt.

men suspicious that the binding is the most

3.A fre scorches from near,a beautiml wOrrlan
fronl near and frorn afar.
4.A ship under sall and a big―

important part,
10。

bellied woman are

glasses.

(そ

the handsomesttwo things thtt can be seen。

Men seldom make passes at giris who wear

5.Ladies young and fair have me gii to know it.

の他

12)

*肯 定的 (9)一 中立 的 (5)一 否定 的 (22)

6.ne first girl up」 l the moming is the best‐

dressed gin thtt day.
7.‐ e

を讃 えるもので,さ すが に美その ものには否定

whisper of a pretty girl can be heard fur‐

therthan the
8。

肯定的 ことわ ざのほ とんどは,女 性 の美 しさ

Юar

of a hon.

的要素 が含 まれない よ うであ るが,恋 人 の贔贋
目を微笑 ましく捉 えてい るものや,恰 幅 のいい

Nobodyゝ sweetheartis u」 y・

9.Genderrlan prefer blondes.

女性 の姿 に威厳 を見 い だ してい るもの もあ る。
一方 ,否 定的 ことわ ざは,美 しくあ りたい,若

・ 中立的
1.A womm should hang orlto her youth,but rlot

while he's driving.

くあ りたい と願 う女性 の気持 ちを,虚 栄心 の表
れ と解釈す る ものがほとんどであ る。

2.Choose a wife on a Saturday ramerthan On a

Sunday.
3。

Noming win min an hteresting intell∝

<男
md con―

・肯定的

versation any qШ ckerthanthe arrival ofa pretty

l.A man is as young as he feels.

」J。

・ 否 定的

4.A woman is as old as shelooks,but a man is
never old ill he quits looking。
5。

性>

l.NobOdy loves a fatrnan。

2.An ugly man never gets a pretty wife.

A woman is no older man she looks.

*肯 定 的 (1)一 中立 的 (0)一 否定 的

(2)

・ 否定的
1.A woman and a cheny are panted forl

士owll

ham。

2.A woman who looks much in the glass spins

女性 と比 較 して,男 性 に関す る この分野 の こ
とわ ざは非常 に少 ない 。年齢 や容姿 は,良 くも
悪 くも,女 性 の価値 を決 め る一 要素 で あ るの に

厨子光政

対 し,男 性の価値基準 には含 まれてない ようで

10。

ある

The rlrst wife is rnatrimony;the second,com‐

pany;the thm,heresy.

.

(そ の 他

Ⅳ 口男 女・ 夫 婦 関係

5)

・ 否定的
1.A woman never forgets her sexo She would

<女 性>

rathertalk with a man than an angel any day.

0肯 定的

2.A womanゝ

1.A wo山 y

woman is me crOwr1 0fher husband。

tions.

3.A wolllan Can throw out tt whdow IIlore man

2.Bchind every great man there is a great wonlan.
3.A good wife and healtt are a rllan's best weal血

a lnan can bring in atthe door。

.

4.A me wife is her husbandis better hali
5。

4.Once a woman has given you her heart,you

Grief for a dead wife and a troublesorrle guest
continues to the threshold,and there is at rest.

6.hefaimml mends;an old wife,an old dog,

can never getrid ofthe rest ofher.
5。

Women are n∝ essary evls.

6。

Wine,v7oIIlerl,and song w■ l get arnan wrong。

7.He who has a fair wife needs more than two

and ready money。

7.The husband is the head ofthe house,but山
wife is the neck― and the neck rnoves the h鍼

8.Le woman who obeys her husband rules him.
9。

■ e Lord makes arnan,butthe wife makes a
husband.

boys callt getrrlarned ttu the gins take a notion。

8.A diarnond daughter mns tO glass as a wife.
9.A neat maiden often makes a dirty wife.
10。

A bacheloris to be admired;a sphster is to be

(そ の 他 53)
*肯 定的 (28)一 中立 的 (15)一 否定的

(63)

18)

・ 中立的

このカテゴ リーに属す ことわ ざは,群 を抜 い

1.A woman cant driVe her husbaind,but she can

are two kinds of worrlen:血 ose who take

what you are and those who take what youhave.

3.Whe and women donit m破
4.Neier seek a wife ti■

て多 く,そ の中で も否定的 こ とわざが圧倒的 に
多 いが,肯 定的 ことわざも,そ の絶対 数 で言 え

lead him。

2.■ ere

eyes.

pitied.

10.Geese on the mill pond,ducks on the ocean;

(そ の 他

whole life is a history of th affec‐

.

you know whatto do wim

her.

5.Who is the wife of one calmot eatthe rice of
two.

6.Hc mat wOuld me daughter win would wim me
mother begin.

ば,か な り含 まれてお り,後 述 の通 り,同 カテ
ゴ リーの男性 を扱 つた肯定的 こ とわざよ りもは
るかに多 いこ とが特徴的である。男女 0夫 婦間
にお ける女性 の主な肯定的要素 は,女 性 を男性
にとって素晴 らしい価値ある存在 とす るものと

,

女性が男性 よ り優 れていて主導権 を握 っている
とす るもの,の 2つ あ りそれ らがほぼ同数 で あ
る。一方 ,否 定的要素 は多岐 にわたるが,男 性
の求める理想 の女性像 にかなわないが故 に,否

7.Observe tt momer and take the daughter.

定的 ことわ ざとなっている傾向が強 く,男 性 の

8.Love enters man through his eyes,woman

稼 い だお金を無駄遣 いする,い つ不貞 を働 くか

9。

through her ears.

信用がおけない,男 性 の 自由を束縛す る,素 晴

A wife is young man's slave and an old rnants

らしい女性が結婚後 はつ まらない妻 になる,な

daring。

どの女性像が浮 き彫 りにされてい る

.

アメリカのことわざの中の女性

<男 性 >

7.Fools are wise rrlen in me affairs of women.

・ 肯定的
1。

8.Any wise man can be fooled by a foolish

Man is a hinter;woman is his garnei

woman.

2.When a rnan inarries,his life beghs。

9。

3.A good husband lnakes a good wife.

10.Husbands are like automobiles:ifyou take care

pitied.

ofthem,you dont have to be gel五 ng new ones

ne tone Ofabachela's voice somds good when

allthe dme.
(そ の 他

it has a ring in it.
6。

Choose your man as you choose your shoes― ―
for comfort and long wear.

4.A bachelor is to be admired;a spinster is to be

5。

30

Wllen a man's single,his pockets w■

ljingle.

)

*肯 定的 (7)一 中立的 (10)一 否定的

(50)

7.A deafhusband and a blind wife are always a

男性 を肯定的に扱 つていることわ ざが意外 に

happy couple.

・ 中立的

少 く,逆 に否定的 に扱 っていることわ ざが極め

1.Love enters man through his eyes,woman

位 な立場 にあ り男性 を支配 してい る様子 が頻繁

through her ears。

2.h the spring a young manヽ

て多 い。男女・夫婦関係 におい ては,女 性 が優

fancy lighay ttns

to thoughts oflove.

に描写 されてい る。この点 にお いては,男 女 関
係 に言及 してい ることわざは,必 ず しも男性 に

3.A lover may sigh,but he must not pu鳳

都合 の良い身勝手 な視点 か らのみ語 つていると

4.Hc mattells his wife news is but newly lmar‐

は限 らない ようで ある。む しろ,

5。

I(属 性 )に

ried.

おいて女性が よ り低 く評価 されてい ると言える

Mostrnen gets as good a wife as they deserve.

の と同 じ程度 に,こ のカテゴ リーでは,や や男

6.Man works誦 Юm slm to slm,but woman's work

性軽視 の傾向があ ると言 えるだろ う。

ls never done.

7.■le
8。

best husbands arent caught,mey!re made。

V.そ の他 (社会的地位・評価など)

A man doesnit want a woman srrlarter then he

く女性>

lS.

9.A man is newly married who tells his wife

・ 肯定的
1.A wolnan is a dish for me gods.

everything.

10.Boys who drive wim one hand usually end up

2.Woman:God bless her by血 江 rlalne,for

in church:some ofthem walk down the aisle,
some oftherll are carned。

it is a

far nobler name than lady.

3.■ e

・ 否定的

conversation of a woman is worth all the

libraries in the world.

1.A ETlan Chases a wornan llntil she catches him.

4.01d wornanis gold is not ugly.

2.A man is only half a IIlan without a wife.

5.Two山 山Es

3.A man minks he knows,buta woman knows

6.A litde house wdi f■ ed,almL land wen tmed,
and a little wife well willed are great riches,

bette■

4.Man pays,but worrlan spends.
5。

6。

goverll dE world―wolrlell and gdd.

7.A lady perstladed againsther wm is ofme same

The husband is the head ofthe house,but the

opinion sdll.

wife is the neck― and the neck movesthe head。

8.Ladies donit smokè

勁 e uglier

9。

man,the better the husband.

Every girl has her day.

厨 子光 政

10。

A lady is known by the productshe endorses.

to alnount to rnore.

・ 中立的

3.Men,like bullets,go farther when polished.

1.Ittakes a smart woman to be a fool.
2。

■F level oft降 worrlan is me leve1 0f」 臨 world.

3.‐ ere
4。

4。 ￢ e bttgerthe man,血

5.You cant afford to snub a man bu」 ton me mn̲

is noming be■ er ttan a good wornan and

lion dollar plan.

nothing worse than a bad woman。

6.■

Woman brings to man me greatest blessing and

oppormnity to show yttrsdf a man.

5.Th五 ftisto a man whatchasity is to a woman.

8.He is he best gendeIIlall who is the son ofhis

6.Need makes the old wife trot.

own deserts.

7.When ladies wear tt breeches,their petticoats

9。 Every rnan must pay his Scot.

lo.Every man must pull his own weight.

oughtto be long enough to hnde℃ m。

8.You musm't msh alady.

(そ

girl always gets cauま

t abad girl knows

l.A man is as big as me ming that bomers him.
2.A man is known by the paper he pays for.

how to avoid it.

・ 否定的

3.A rrlallis oflittle use when his wife is a widow.

1.Women,cows,and hens should notrun.

2.■e
3。

6)

の他

・ 中立的

9.Itis hard to be biddy and lady too。

Ag∞ d

e greater your troubles,the greater is your

7.Husbanis is as husban's done.

the greatest plague。

10。

e better the mark。

4.ryou rnust strike a Fnan from behind,slap him

woman that deliberates is lost.

口に world is■ ■l

on the back.

of wicked worllen.

4.A whisding girl and a cЮ wing

5。 Men must work and women must weep.

hen dways end

6.Like mas

7.A gentleman is broad and fair;the vulgar are

in the devil!s den.
5。

When a girl whisdes,the angels cry.

6。

Maidens should be mild and meek,swiftto hear
and slow to speak.

r,like man。

biased and petty.
8。

Some boys grow with responsibility一

.

7.Bachelors'wives andFnaidSichildren are always

well taughto
8.01d bachelors and dd mands are e■

9.You can tell a lot aboutthe size of a boy by

what he loses his head over.
hertoo good

10.Gentleコ nen cheHsh worth;the vulgar cherish

ortoo bad。

dirt.

9.■ Ю famertO his desk,me mOmertO her dishes.

*肯 定 的 (10)一 中 立 的 (10)一

(そ の 他

6)

°否 定 的

10.01d wives and children make fools,f phySi‐

clans.
(そ の 他 6)

others

just swdl.

1.A man wittoutambi■

on islike a woman wi血 ¨

out beauty.

否 定 的 (16)

2.A man without books is like a king without
money。

<男 性 >

3.A man without money is like a ship without a

・ 肯定的
1.Amanis whathe winds and metides have made
him.

2.A man who really alnounts to someming tries

sail.

4.A man wimout mOney is no man atall.
5。

A man wimout purpoSe islike a ship without a

nddeF.

アメリカのことわざの中の女性

6.Ъ e

man WhO Says it cantt be done is liable to

7.■ e

man who lums against his owrl side soon

(男 性 )に 関 わることわざを,

5

るいはそのどちらで もない中立 的かに分類 して
きたが,そ れを表 にすると次 のようになる.た

flnds both sides against him.

だ し,前 述 した通 り,肯 定 ,否 定 ,及 びカテゴ

8.The lazy man goes to his work like a thiefto

9。

以上 ,女 性

つのカテゴ リーの もとで,肯 定的か否定的か,あ

be knoOked down by someone doing it.

the ga1lows.

リーの分類 には恣意的側面 があるので,表 が示

Every time a boy goes wrong,a good man dies.

す数値 は絶対的な ものではな く,あ る程度 の方

loo rbOyS Were meantto moke,血 eyu have chim‐

向性 を示す 目安程度 の ものである。

neys on their heads。

11.Litde boys who play wim matches get meir fm̲

女性

12.C)ld bachelors and old maids are eithertoo good

争
定的―中立的―否定的 計

I

ortoo bad.

*肯 定的 (16)一 中立 的 (16)一 否定的

男性

定的―中立的―否定的 計
肯

gers bumed.

属性
(12)

23‑10‑38

11‑2‑3

15‑9‑6

9‑5■ 22

1‑0‑2

Ⅲ

多 く,男 性 のことわ ざは肯定的なものが やや多

1齢・
容姿

いが,大 きくどち らか一方 に偏 っている とい う

Ⅳ

ほ どではない。女性 の場合 ,否 定的 ことわ ざの

男女・夫婦

中 に,社 会 か ら押 しつ けられる女性 のあ るべ き

V

姿 が多 く窺 えるのに対 し,男 性 の場合 は,肯 定

そ の他

10‑10‑16

的 ことわざと否定的 こ とわざの両方に,男 性 を

計

6囲 1‑174

社会的に評価す る際 の基準が現れてい る。要す

(%)

(24%‐ 14%‑61%)

るに,女 性 には,走 つた り口笛 を吹 いた りしな

90

Ⅱ
え族・親子

女性 を扱 ったことわ ざは否定的 なものがやや

11‑9‑70

28‑15‑63

106

284

7‑1(卜 ‐
50

67

16‑16‑12

黎

62‑45‑108
(29%‐ 21%‐ 50%)

*パ ーセ ンテー ジは,小 数点以下 を四捨五入

.

いで行儀良 く振 る舞 い,従順 で素直 に人のい う
ことを聞 くことが望 まれてい る。一方 ,男 性は

,

この表 の 中 で ,絶 対数及 び比 率 の両方 にお い

世間 にもまれなが ら経験 や実績 を積 み,仕 事 に

て突 出 して い るのは,I(属 性 )に 属 す女性 の否

野心 を持 って積極的 に取 り組 む ことが 良 しとさ

定 的 こ とわ ざで あ る。 そ の次 に 目立 つ のが ,Ⅳ

れてい る。ただ し,こ こには社会 が望む女性像・

(男 女・夫婦 関係 )に 言及

男性像 として,単 純 に一 くくりにはで きない質

わ ざで ,絶 対数 は ,同 じカ テ ゴ リー の女性 の否

的違 いが含 まれてい る ことを見逃 してはならな
い.女 性 に望 まれてい るのは,躾 の レベ ルでの

定 的 こ とわ ざ よ り少 ない が ,比 率 の上 で は 7割

徳 とで もい うべ きものであ るのに対 し,男 性 は

断す る と,女 性 は そ の属性 ,つ ま り女性 的特性

仕事 がで きるか どうか とい う能力・技量 が要求

が 否定 的 に扱 われ ,一 方男性 は,男 女 関係 にお

されてお り,ま さに,"The father to his desk,the
mother to her dishes."の 中 に現 れてい る男性 中心

い て弱 い立場 の者 として扱 われて い る こ とが 半J

主義 による男女 の社会的役割分担 が反映 されて

しか しなが ら,ア メ リ カ社 会 にお い て ,女 性

い るのであ る。このあた りが,女 性 を扱 ったこ

的特性 が低 く評価 され ,男 女 関係 では男性 が 尻

とわ ざが,数 量的 には明確 ではない にせ よ,否

に敷 かれて い る,と 即 断す るのは危険 で あ る。な

定的 に聞 こえる所以 であろう。

ぜ な ら,上 の表 が 示 して い るの は,女 性 の性 格

した男性 の否定 的 こ と

を越 える高 い数値 とな ってい る。 これ らか ら判

る。

厨子光政

や特性 に関わることわ ざには,そ の否定的属性

11.Man is a hunter;woman is his gallne.

に言及 してい るものが多 く,男 性 に関 わること
わ ざでは,男 女関係 にお ける男性 の弱 さに言及
してい るものが多い とい うことであ る。さらに

,

男性
1.Choose yollr rnan as you choose your shoes― for

男性 の属性 を否定的 に扱 つたことわ ざも決 して
少 な くはないこ と,ま た,男 女関係 にお ける女

comfort and long wear.

2.Man is straw,worrlan fre― and the de宙 l blows.

性 を否定的 に扱 った ことわ ざも非常 に多 いこ と

3.Men are born the siaves of women。

を考慮す ると,男 性及 び女性 に関わることわざ

4.Men are like streetcars;thereis always another

は,総 じて否定的 なものが多いこ とが判 る。

corrung along。

女性 に関す ることわ ぎの約 61%が 否定的で

,

5。

男性 を否定的 に扱 った ことわ ざが約50%で ある
ことは,上 述 の通 り絶対的な数値 ではな く,あ

winter and surrmer。

6.Husbands are all alike,but they have different

る程度 の 目安 である。 したが って,こ の H%の
差 に決定的な意味を見 いだす には無理があろ う
.

You never know arnan until you bed with him a

faces so you can tellthem apart.

7.Husbands are like automobiles:if you take care

では,女 性又 は男性 をひど く侮辱 し見下す よう

ofthem,you dont have to be getting new ones all

な ことわ ざ,人 格 の ない物あ るい は性的対象 と

the time。

見 なしてい ることわ ざだけを取 り出 して,男 女
を比較 してみよう。
女性
1.Never mm after a woman or a streetcar,therell be
another along in a few minutes.

2.A skinny womanis like a racchorse:fast and fun,
but no good for work。

3.A woman,a dog,and a walnuttree:」 騰 rrlore you
beat thern,the better they be.

4.A woman is only a woman;a good cigar is a
smoke.
5.All women look」 に same afterthe slm goes dowll。
6。

Women are arnbulating blocks fbr rnillinery.

7.A barn,a fence,and woman always needsrnend…
lng.

8,Gold,women,and linen should be chosen by day‐

9。

10。

8。

A bachelor is a souvenir ofsoIIIle worrlan who has
found a better deal at the last llunute。

ここで も,女 性あ るい は男性 の どちらかが一
方的 に誹謗中傷 を受けてい るとは言えない。数
の上では,や や女性 に関す ることわざの方 が多
いが,そ の母数 の多 さを考慮すれば,こ の差 も
決定的 とは言えないであろう。 しか も,こ れ ら
のことわ ざは,教 訓 を垂れるような真面 目な こ
とわざではな く,一 面的真 実 をユーモ ラス に誇
張 して表現 してい るに過 ぎない。真剣 に受け と
めて腹 を立てるほどの こともな く,遊 び心 の産
物 と考 えればよい。
要す るに,ア メリカのことわ ざで は,男 性 も
女性 も総 じて否定的 に扱 われることが多 いが

,

否定的傾向は女性 に関す ることわざにやや強 い

,

とい うことが半Jる 。しか しなが ら,前 述 の I(属

light

性 )に 言及 した ことわ ざでは,女 性 を否定的 に

A good wife is a perectlady lr1lhe living F00m,a

扱 つたことわ ざが極 めて多 い こと,そ の 中で

good cook in the kitchen,and a harlotin the bed

"woman"や

Ю om。

の特性 を否定的 に捉 えてい るものが多いことは

When a lady says no,she FneanS perhaps;when

すでに述べ たとお りである。(前 述以外 にも,A

"femalげ :と

,

い う語 を使 って女性 一般
,

she says perhaps,she rneans yes;when she says

woman knows a bit more than a Satan./A womanis

yes,she is no lady.

hair is long;but her tongue is longer./A womanisin

アメリカのことわざの中の女性

ての多 くの諺 があるが,女 性 を誉 めた諺 はほと

pain,a womanゝ in woe,a woman isill when she likes
/

んどない」0と しなが らも,ギ リシア人は女性

/Women are

を敬慕 し,民 衆 の歌 (歌 謡曲)な どでは女性 が

alwaysin extremes./Women leave peace behind℃ m

如何 に素晴 らしいかが表現 されてい ることを指

when they go。 /A man is as good as he hasto be;a

摘 してい る。歌 で賛美 しなが ら,こ とわざで否

woman as bad as she dares./Female is one head wi血

定す るのは,ひ ょつとするとその表現形式 に拠

な どが あ り,こ れ らは,女 性 を否定 的

るものなのだろ うか。 ことわざで,人 のあ り方

存在 と して 断定 的 に表現 して い るこ とわ ざの典

や行動 に指針 を示 し,規 範 か らはずれる ことの

型であ る。)こ の こ とと,V(そ の他 )に 見 られ

罪過 を警告す る場合 ,否 定的表現 を採 る方が効

た よ うな,男 女 に対す る社会 的期待 や 評価 の基

果的 なのか も知れない。 ことわ ざに表 された価

準 の違 い を考 え合 わせ る と,ア メ リカの こ とわ

値観 とその表現形式 の相関関係 をさらに検証す

ざの 中 で は ,数 量 的 に表 れ る以上 に,女 性 が男

る必 要がある。

to be so。

/A womanis strength is in her tonguc。

Women and dogs causetoo much stnfe。

two faces。

性 よ り低 く評価 され て い る と言 わ ざる を得 ず

,

女性を扱 つたことわ ざの多 くは否定的であると
い う印象をより強 く与える結果 となっている。

また,上 記 の約 6割 ,約 5割 とい う数 が多 い
のか少 ないのか,そ の他 の言語 のことわざとも
比較検討す る必要があ る。Ho Stomは 女性 に言
及 した 817の 日本語 のことわざを調べ ,"among

ま とめ

the 817 proverbs。
only 29 positivげ

以上 ,A DJc″ οκαり ぽ A

̀ri

P″ ッιルsの 中

.。

331 are negative in nature and

:0と 述 べ てい る。StOrIIlの 場合

は ,男 性 に言及 した こ とわ ざ との比較 が な され

0,筆 者 の考察結果 と単純 に比 較

に収 め られ た女性 に関 わ る 284の こ とわ ざを対

て い ないの で

象 に,ア メ リカの こ とわ ぎにお い て女性 が どの

はで きない が ,日 本語 の こ とわ ざで は女性 を否

ように扱 われてい るかを,男 性 (215の ことわ ざ)

定 的 に扱 つた こ とわ ざが ,肯 定 的 こ とわ ざとの

と比較 しなが ら考察 した。その結果 ,数 の上で

比 率 にお い て ,ア メ リカのそれ よ りも圧倒 的 に

は女性 を否定的 に扱 うことわ ざの方が男性 のそ

多 い ようである。 アメリカの ことわ ざにおいて

れ よ りやや多 い程度 であるが,女 性 一般 を否定

は,女 性 の否定的 ことわ ざと肯定的 ことわ ざの

的 に捉 える ことわ ざの多 さや女性 に対す る社会

比率 がおお よそ 3:1で あ るのに対 し,日 本 の

の期待 ・評価基準 を考慮 に入れ ると,女 性が よ

ことわ ざでは H:1と なっている。ただ し,こ

り低 く評価 されてい ることが判 つた。しか し,こ

とわざ全体 の中では,否 定的 ことわ ざは約

の結論 をアメリカ社会及 び文化 の女性 に対す る

を占めるに過 ぎず,ア メ リカのことわ ざと比べ

評価 としてその まま受 け とめることがで きるか

て意外 に少 ない 。 フ イ ンラ ン ドとア フ リカの

どうかには,さ らに慎重 で多角的 な検討 が必要

オーバ ンボラ ン ドのことわざに表 された女性像

であ る。女性 に関す ることわざの約 6割 ,男 性

を比較検討 した Kuusiは ,分 析結果 の数値 (%)

に関す ることわ ざの約 5割 が否定的であるなら

にとらわれ過 ぎてはならない と忠告 した上 で

数量的結果 はある程度 の 目安 で しかないことを

"Finnish proverbs in general refer to women nega‐

差 し引いて も,ア メリカでは女性 も男性 も否定

dvely,Ovambo pЮ verbs

的 に捉 えられてい ることになって しまうが,本

を見 い だ して い る。Kuusiに 拠 る と,フ イ ンラ ン

「 日本語 と現
当 にそ うなのか疑間の余地があ る。

ドの女性 を扱 つ た こ とわ ざ2087の 内 1363(65%)

代 ギ リシア語 (方 言 )の 諺対照比較研究 (2)一 ―

が 否定 的 で あ り,こ れ はほ とん どアメ リカの こ

素材「女」の見 られる諺 を中心 に一一」の中で

とわ ざが示す傾 向 と同 じで あ る。一 方 ,オ ーバ

,

,

その著者浮田三郎 は,「 ギリシアでは女性 に関 し

posidvely.・

%

,

0)と い う傾 向

ンボ ラ ン ドで は,166の ことわ ざの 内 34(20%)

厨子光政

が女性 に言及 した否定的ことわざのようである。
ただし,オ ーバ ンボラン ドのことわざでは, 7
割近 く(114/166)が「子供 を産む女性」(the vdue
of the birth‐ giver),あ るいは
「母親 としての女性」

Jο ″
α
(4)Mieder,w01fgang,d」 。
,eds.ADた ′
ッa/

Az̀だαtt Pra

月発.New

versity Press,1992.こ

York:Oxford Uni―

の辞書 は,19和 年代

か ら1970年 代末 にかけて,ア メ リカ本土

い う範疇

とカナ ダの一部 (主 に,オ ンタリオ州 と沿

のいずれかに属 し,し かもその中の約 9割 (102/

海州)で 行 われたフィール ド・ リサ ーチに

114)が 肯定的 となっている.こ の当 た りに も

よって,実 際 にス ピーチ レベ ルで使用 され

オーバ ンボラン ドの社会的及び文化的特徴が窺

てい ることが 明 らか になったことわ ざ約

えるとこ とであるが,フ インラ ン ドとアメ リカ

15,000を 収録 してい る。従 つて,英 語 のこ

のことわ ざには この範疇 に入 るものは少 ない。

とわざをすべ て含 むわけではいが,同 時 に

オーバ ンボラ ン ドのことわ ざの分類 か ら,本 稿

You cantjudge a car by its paintjob。

の筆者 が 考察 した カテ ゴ リー に近 い グル ー プ

な新 しい アメリカのことわざが含 まれてい

(the vdue Of a motherto her children)と

(the valuc Of a wife to home and husbandノ

me valuc

の よう

る

.

否定的 ことわざの順 に,22(44%),2(4%),26

(5)上 野景福「英語 のことわ ざ」 言語』第 15
巻第 4号 )1986年 ,
頁
(6)浮 田三郎「 日本語 と現代ギリシア語 (方 言

(52%)と な り,ア メ リカの ことわ ざに見 られる

の諺対照比較研究 (2)一 一素材「女」 の

女性像 と大幅 にか け離れてはい ないい ことが判

見 られる諺 を中心 に一―」(『 広 島大学教育

る。いず れにせ よこのような他言語 のことわ ざ

学部紀要』第 2部 第 37号 )1988年 ,304頁

of a woman as a social agent/mman vduc)の みを

抜 き出す と,肯 定的 ことわ ざ,中 立的 ことわ ざ

,

との比較 は,よ り統一 された基準 で対象 とする
ことわ ざの絞 り込 みや分類 を行 わなければな ら
ず,今後 の課題 であ る。

(編 著)『 社会言語学

への招待』,ミ ネルヴァ書房,1996年

.

)

(7)Stom,HirOko。
AsJ

.

"Women in Japallesc Proverbs."

Лο:たIο ″ Stttics 51(1992):168。

(8)男 性 に言 及 した こ とわ ざは少 な く,女 性 の
こ とわ ざの お お よそ 2/5で あ る こ とを指
摘す るのみで ,男 性 の ことわ ざに関 して
は,肯 定的か否定的か とい う分析 はない。
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アメ リ カの ことわ ざの 中 の 女性
付表

1.(属 性 )
<女 性 >,否 定 的
1.A two― faced woman and aje」 ous IIlan
2.A woIIlan COn∝ als whatshe hows not.

is the cause oftrouble since the wodd began.

3. A wonlan is the greatest conmdictiOn ofaⅡ

.

4.A woIIlan knOws a bit more than Satan.
5。

A woIIlan'S hairis long;her tongue is longer.

6. A womanisin pan,a woIIlanゝ

7.A womanゝ sength

in woc,a worllan is im when she likes to be so.

is in hertongue.

8. A woman is only a"oIIlan;a good clgaris a smoke.

9. AⅡ women and cats are black in darkness.
10。

Any woman can keep a secret but she generally needs one omer woIIlan to help her.

H o As great a pity to see a woIIlan weep as to see a goose go barefoot.
12. Blessed is the wonlan who can kep a secret and the nlall who will nottell his wife.

13.Handle宙 th

care women and glass.

14.Ten a wolnatl and you ten the world.

15.The fewerthe women,the less the troublet
16. There was never a conflict without a woIIlan.
17. Thereis hardly a strife in which a wonlaIL haS nOt been a prlme mover

18. Two woIIlen in the same house can never agree.
19。

When a woman is speaking,listen to what she says with her eyes.

20。

Whereverthere is a woman,there is gossip。

21。

Woman is a rnystery to lnen,but women are wise to cach other.

22. WoIIlan wlⅡ have both her word and her way。
23. WoEnen and dogs cause too lnuch strife.

24. Wonlen are alwaysin ex

Ines.

25:Women 3E as ictte as April weather。
Women are saints in church,angels in the streeL devls in the kitchen,and apes in bed.

26。

27. Women are strong when they arIIltheIIIselves with their weaknesses.
28。

Women atlust are a contadiction.

29。

Women leave peace behind℃ m when they go.

30。

Women solnetimes exaggerate a little,and thisis an important pointto be renlembered by men and wOmen.

31。

Wolnen will have the last word.

32, You can never pin a woIIlan down to an answer.
33. You get a woIILan lnad and her blood good and hot betterlet her blood cool fbr shelll sho'hurt you.

34.Children,chickens,and women never have enough.
35.Frailty,your narneお woman.
36. Hell knows no wrath Hke a womall scoHled.

37.No house was ever big enough fortwo wolnen.
38. Ten IIImures oftalk were sent down■ om heaven,and wolnen took nme.
39.One tongue is enough forlwo wolnen.
40.Ittakes two old women to make a cheesc:one to hold and the other to squceze.
41. What a woman has to say above a whisperisnit worth listerung to.

乾 . Keep the ladies busy and that k"ps them out ofmischiei
43. To change nluld is a lady's pnvilege.
44.Any girl can handle the beastin a man if sheis cagey enough.

.Donit mtt a girl who wants smwberiesin Jan田 呼
46.One girl is a girl,two girls are half a girl,and仙

47.The mother‐

in―

.

鴎 e週 餌 S2E nO girl at all.

law relnembers notthat she was a daughter― in‐ law.

48.An undutiml daughter will prove an unnlallageable宙 fe.
49。

A bad daughtcr‐

in‐ law

is worse than a thousand devils.

50. He that mrries a widow and fbur childm maFieS ibur thieves。

51.Never mav a widow unless her誦 厖t husband was hanged.
52. Female is onc head with two faces.
53. C)ld maids fancy nobody k■ ows how lo bring up children butthern.

厨子光政
54.Praise a maid in the monling and the weatherin the evenlng.
55. A dog's nose and a nlald's knee tt always cold.
56. The worst store is a mald unbestowed.
57. A nlan is as good as hc has to be:a wolllan aS bad as she dares.
58。

Motherless husband makes happy wife.

59. Do not̲an heress unless her father has been hanged.
60。

A foolish son is the cal面 ty ofhis fathet and the contentions ofa wife are a continual droppng.

く 男 性 >,肯 定 的
1.A IIlan makes ofhiIIIselfwhat he will.

2. A good son mkes a good husband.
3. It always pays to be a gentleman.

4.Once a gentleman,always a gendeman.
5. It is not the gay coat ttlat makes the gentlernan.
6。

Education begins a gendemaELi COnVemtion completes hm.
―useful as 19ng as there's soIIlething in him.

7. A boy is like a fbuntain―

8. The boys wont go wherethe cobwebs grow.
9. The father is the head,but the rnother is the heart.
10。

He that gathers in the sullmeris a wise son.

H o Rather keep bachelors hallin hen than gO tO board in heaven。
12.The rllan who leaves the■ ock must ight wolves.
13.A small boy is an appetic with skin dmwn overit.

く男性 >・ 否定的
1.A man surp五

sed is halfbeaten.

2.All men are fools,but all fools are not IIlen.

3.Men are hke steeL When they lose theirtempet they are no good.

4. Some men,like b題 應債Is,only show up when the work is done.
5。

The best ofrnen are butrnen ater all.

6. me worse the rnan the betterthe sddier.

7. Bad men leave their mark whereverthey go.
8。

A foolish IIlan despises his mother.

9. Any IIlan can be a sa1lor on a cahn sea.
10. In a calm sea every lllan is a pilot.

11. A bad husband cannot be a good lnan.
12. Sorrow for the husband is like a paul lllthe elbow,sharp and short.

13. A bad boy goeslike atop― only when kメ s wnpped.
14. A boy cant do a IElall's work.

15. Bad boyslnake bad men.
16. Bad boys and books do not nllx.
17. Dont send a boy to do a IIlan'sjob。

18. Ifyou wantto keep a boy out ofthe muこ

blacken his boots.

19.On∞ a bad boy and dways a bad boy.

´

'

20.The boy who does a smke and stops wiu never a ratIIlan be:
21.The least boy always carnesthe mteSt iddle.
22. Little boys are mЩ le ofFatS and snails and puppy― dog tails.
23. Windy boys live stomy lives.

24.A lewd bachelormakes ajealous husband.
25。

An old bacheloris a poor cntter.

26.An old bachelor is缶 sy

bullsc he has never had a wife to fuss at him。

27.Ifyou wantto keep your misttr,dont introdu"the baby sister.
28. A two‐ faced wonlan and ajealous IElallis the cause oftrouble since the world began.

E.(家族・ 親子 関係 )
く男性 >,肯 定 的
1. An old nlan in a house is a good sign.
2. You cannot choose your fコ

山rr,but you choose your fathers son.

3. It is a wise child that knows its own father.

´
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4. Itis a wise son that knows I丘
5。

s own father.

A bachelor oftentilnes has lnore children than the father of rnany.

Ⅲ 。 (年 齢・ 容 姿 )
く 女 性 >,否 定 的

1.A womall overthirけ

WhO Will tell her exact age will teu anything.

2. Au womenl。 。k the sarne aterthe sun goes down.
3. Gold,wornen,and linen should be chosen by daylight.
4. No worllan should ever be quite accurate about her age:it loOks so calculating。
5。

■ at women is young that does notlook a day olderthan she says she is.

6. ■ e best‐ dressed

wonlarl usually arrlves with the least.

7, Women are ambulating blocks ibr millinery.

8.Wornen are wacky,women are vain:they'd rather be prew than have a gOod brain.
9.Arrns,woIIlen,and locks should be looked at ddly.
10. ■ e hell ofwomen is old age.
11. A little bit ofpowder and a litde bit ofpaint nlakes a woman look like what she ainit.

12.Boys seldom mke passes for girls who wear glasses.
Ⅳ 。 (男 女・ 夫 婦 関 係 )

<女 性 >,肯 定 的
1. A woIIlan reinembers a kiss long aner a rnan has forgotten.

2.A wise woman never outsmmtt her husband.
3.An aversion to women is hke an aversion to life。
4. Ittakes a wise woman to be an old maid.
5。

Let the woEElen Wear the breeches.

6. A good wife mkes a good husband.

7. A kind wife mkes a fainl husband.
8,A quiet wife is mighty prety.

9. A me wifeis her husband's■ ower ofbeauty.
10。

A true wife is her husband!s heart!s treasure.

11.Who flnds a wife flnds a good thing.
12.A girl worth kissing is not αsily kissed.
13.The best chaperone a gin can have is to be in love with another fe1low.
14.Man gets and forgets;wornan glves and forgives.
15。

Man's woJk lasts till set ofsun;a woman's work is never done.

16。

A nlan thinks he knows,buta woman k■ ows better.

17. A deafhusband and a blind wR are always a happy couple.
18. A boy should ask,and a girl deny.

<女 性 >,中 立 的
1. A vimous wOnlan is a source of honorto her husband;a vicious one causes him dお

2.He that has a good宙 fe

has an angel by his side;he that has a bad one has a de宙

grace.
l at his elbow.

3.The happiest wife is not she that gets the best husband but she that makes the best ofthat which she gets.

4. The blind nlan's wife needs no painting.
5.The more a girl runs,the harder a boy chases.

<女性 >・
1。

否定的

Good wives and good plantations are made by good husbands.

2. A worrlan,a dog,and a walnuttree:the rnore you beat them・

3.God help the rllan who wont mtt unt」

the beterthey be.

he inds a perfect woman,and God help him stiⅡ

4. Go down the ladderfbr a wife;go up the ladder for a mend.
5。

Good will,like a good wolnan,is hard to get and easy to lose.

6. Itis betterto dwellin the comer ofa housetop than with a bFaWling woman in a wide house.

7.Lots of men get wornen,but few get wives,
8。

Never quarel with a woman。

9. Never run aier a woIIlan or a stttcarither'1l be another along in a few minutes.
10. The worHlan wholl kiss and tell is smJl as the litde end ofnothing.

H.The wonlan you keep keeps you.

IIlore if he inds her.
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12。
13。

Wolnen are the devil's nets.

Wornen would be lnore chaming ifone could fall into thett agns without faning into their hands.

14. Getting kisses out ofa woIIlan is l」 c getting oLves out ofa botde:the施 雛 may be de宙 ush difflcult,but the rest coIIle
easy.
15。
16。

Do right and fear no nlan;donit w」 te and fear no women.
A light wife makes a heavy husband.

17. A no‐ account wlfe takes ad宙 ce■ onl everyone but her husband.

18.Fat wives mke lean husbands.
19. He thattakes a wife ttbs care.
20. He who loves his wife should watch her.
21.Itis cheaperto ttnd a wife than to feed a wife.
22. Never pralse your wife until you have been mrried ten years.

23.Nextto no wife,a good宙
24。

fe is best.

Rule a wife and have a宙 fe.

25.They au know whatto do with a bad wife but he whoゝ got one.
26.Take a mend for what he does,a wife for whtt she has,and goods for whatthey are wo血

.

27. A good IIlald sometilnes nlttes a bad wife.
28. You calmot pluck roses without fear ofthoFIIS nOr enJoy a fair wR without danger ofhoms.
29. He that goes a g寝 雄way for a宙 fe is either cheating or mealls to cheat.

30.AⅡ

are good girls,but wheFe dO the bad宙 ves come from?

31.Itis as casy to love a五 ch girl as a poor one.
32. Kissing a gin for the ttsttime is like getting the irst ol市
33。
34。

35。

e nЮ m ajar:a■ er the irst one,they come

Юlling

out.

¶he girlthatthinks no man is good enough for heris dght,but sheis lei.
When you get one girl you better ty tWO,Cause there aint no tening what one11l do.
When a lady says no,she nlealls perhaptt when she says perhaps,she rllealls ycs when she says yes,she is no lady.

36.It iS harder to̲a daughter wellthan to bring her up well.
37. If you can kiss the IIns■ ess,never kiss the nlald.
38。

Mdds want nothing but husbands,and when they have them they want eve甲 血 ng.

39. A malden dlttis in love grows bolder without knowing it.
40. Ifone wili not another wiⅢ ,soを 口じall Ellaldens wed.
41. Love is the l力 山
ng thatlies in a worrlanis eyes,and lies,and lies,and lies.

42. Everybody'ssw∝ 山eartis

nobody!s wife.

43. Every IInan would live long,but no woman would be old.
44. Man pays,but woIIlall spends.
45。

Man is a hunter;wolnan is his gamc.

46. It!s a lonesolne washing that has not a IIlan's shirt in it.

47. ■ c

husbandis the last one to know.

48. Ifyou hate stOm and stFife,lead a bachelors life.
49。
50。

■le second wife always sits on the五 ght knee.
A nice Wife and a back doo■ o■ do make a FiCh mall poor.

51.■ le

wife can throw more out dle back window in a sp∞ n ttan a man can bring h the fbnt door with a shovel.

52. Many a rHlan sees a wolfatthe door becausc his wife saw a n」 nk in the window.
53。

When the husband eanls well,the wife spends well.

<男 性 >・
1。

否定的

A Inan who is wise is only as wise as his wife thinks he is.

2.A nlan without a wonlan is like a ship without a sail.
3. Every IIlan call talne a shrew but he that has one.

4. Honestrnen maw soon,wise inen not at all.
5。

Man gets and forges wonlaEL glveS and forgives.

6.Man has his Will,but wonlarl has her way.

7.Man reigns,but woman rules.
8。
9。

・

Men are always wooing goddesses and mawing mere mortals.
Men are bestloved furthest ofR

10. One man in the aparmentis worth two on the street.
H.The way to a IIlan's hem is thrOugh his飩
12。

OIIlach.

When a IIlall IIlameS,his troubles begin;when a man dies,his tЮ uble ends.
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13. When a lllan takes a wife,he ceases to dread heu.
14. Y9u cant liVe with lneni ncither can you live without thein.
15。

Betterto have a husband withoutlove than withjedousy.

16. Each husband gets the infldelity he deServes.

17. Ifthe husband had every other child,there would be no second child in the fmily.

18.Ifyou would know abad huSband,look at his wife's∞ untenance.
19.Geese o五 the mim pond,ducks on the ocean;boys can't get maFied tulthe gins take a notion。
20.Ifyou wantto get a boy,ruh away from him.
21. A bacheloris a rnan who has never inade the sarne nllstake once.
22. An old bacheloris only hdfofa palr ofscissors.

23. Love intoxicates a IInan;― age SObers him:
24. The loveris o■ en lost in the husband.
25.Blessed is the woIIlan who can keep a secret and the rrlall who w11l not tem his宙
26。

fe.

When a worrlall hows a lnan over,he usually lands on his knees to another woIIlan.

27.He knows little who wiu teu his wife all he knows.

28.He that has■ ot got a宙 fe

iS■ot yet a complete EElaEl.

29。

He who hasnt anningtO do pulls his宙

30。

When a nlallis a fool,his wife will rule.

31.Faint tt never won fatrlady.
32, Man is劇 瞳auら woIElan FE―and the
33.Men are bom the slaves ofwomen.
34. Men a【 〕like
35。

s籠 ℃
etcars;theFis

eyes out.

feゝ

)

devil blows.

always another conung along.

You never know a nlan until you bed宙

th him a winter and sunlrner.

36.Husbands are au alike,but they have direrent faces so you calltellthem apart.
37.A bacheloris a souventr of some woIIlan WhO has found a better deal atthe last ninute.

38.The cahnest husbands make the stomiest wives.
39.A boy should asL and agirl deny.
40.The IILOre a girl ruELS,the harder a boy chas

.

V.(そ の他 )
<女性 >.否 定的
1. A barn,a fence,and woman always needs mending.
2.A woIIlan iS known by her w』 dng and drinlcing.
3. A skimy woman's like a racehorse:fast and iln,but no good for work.
4. A good wife is a perfectlady in dI)li宙 ng roont a good cook in the kitchen,and a harlotin the bed room。
5。

Wolnen's clocks wEll Walk with every wlnd.

6.Ladies in slacks should not mm their backs.

く男性 >・ 肯定 的
1. No rnan is so tall but what he sometmes has to reach.
2.EveFy IInall must slcin his owEI Skunk.

3.Every IElan must sow his w■

d oats.

4.Every nlan should measu"himelfby his own foot ralle.
5。

Every nlan stamps his value upon himel■

6.Irs betterto be an old man!s slave.

<男 性 >・

中立 的

1.■ m■ is

to a IIlan what chasity is to a woman.

2. A nlan is a product ofhis words.
3. Act like a rnan ofineans,not like a lnean lnan.

4.No lnan et∝ was glo五ous who was notlaborious.
5。

No IIlan is more than his brotherifhe does not do mo"than his bЮ

6.Dontjudge a IIlan till his work is done.

ther.

