
イギリスとは？ イギリスと
言えば？

イギリスと言えば、

みなさんは何を思い

付きますか？





イギリスとは

そもそもイギリスとは何語なのか？

「イギリス」は英語？

「イングランド」は何語？

「ブリテン」は何語？



今井宏「イギリス」
イギリスは、江戸時代に始まる日本との交
渉の初期から＜ぶりたにあ＞＜あんぐりあ
＞と呼ばれ、＜貌利太尼亜＞＜諳厄利亜
＞など種々の漢字があてられた。その後し
だいにポルトガル語のイングレスInglêsお
よびオランダ語のエンゲルスEngelsからな
まって＜エゲレス＞＜イギリス＞という呼
称が広く用いられるようになり、＜英吉利＞
の漢字があてられ、そこから＜英国＞とい
う通称が生まれた。



森本哲郎監修『世界の国ハンドブック』（1993）

イングランド（アングル人の国の意味）
がポルトガル語のイングレスを経て日
本に紹介された慣用的俗称。アング
ルとは、かれらの先住地がドイツ北部
のシュレスビッヒ地方アングル（土地
の隅の意）であったことに由来。総称
のブリテンは、先住民ブリトン人にち
なむもので「騒々しい人々」の意。



近藤久雄「『イギリス』は『イングランド』か？」

実は英語の「イギリス人」あるいは「イギリス人の
」を意味することばである。“English”に対するポ
ルトガル語は「イングレス(Inglez)」であり、オラン
ダ語は「エンゲレス(Engels)」である。おそらくこれ
からのことばから「エンゲレス」という呼称が生ま
れ、それが後に「イギリス」となったと考えられる。
この「イギリス」に漢字を当てて「英吉利」とし、そ
れを短くして「英国」あるいは「英語」という日本語
の呼称が生まれたのである。



イギリスの正式名称

グレートブリテンおよび北アイル

ランド連合王国

The United Kingdom of 

Great Britain and Northern

Ireland



ヨーロッパとイギリスの位置

緑の部分がイギリス

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/LocationUnitedKingdom.png


イギリス
スコットランド

イングランド

ウェールズ

北アイルランド

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/f/f8/Uk-map.png




イギリスの国旗＆王室の紋章

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Coat_of_arms_of_the_United_Kingdom.png


スコットランド Scotland

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Flag_of_Scotland.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Arms_of_Scotland.gif


イングランド England

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/England_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Flag_of_England_%28bordered%29.svg


ウェ－ルズ Wales

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Flag_of_Wales_2.svg


北アイルランド Northern Ireland

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Northern_Ireland.svg


英国王室の紋章



Kingdom of England  イギリス 930～
The Commonwealth of England

1649～1660

Kingdom of Great Britain 1707～

United Kingdom of Great Britain and Ireland 

1801～

United Kingdom of Great Britain and

Northern Ireland    1922～



ロンドン London

ロンドンの歴史はローマによるブリタ

ニア支配にさかのぼる。ローマ人は紀

元43年にテムズ川北岸にロンディニ

ウムを建設し、これをブリタニアの首

都とした。

イギリスはローマ帝国に支配されて

いた時代があります。



「ロンドン」 について

「イギリス」という言葉の変遷を辿れば、歴
史的な背景を理解することにつながること
がわかった。そこで「イギリス」の中で、こ
こでは「ロンドン」(London)に注目して行き
たい。ロンドンは西暦43年にローマのクラ
ウディウス帝の侵入と

共に、ローマの属州の

歴史が410年まで続く

ことになる。



川北稔「ロンドン」

イギリス、イングランド南東部にある同国の首都。
ニューヨーク、東京などと並ぶ世界最大の都市の
一つで、国際的な政治、経済、文化の中心地であ
る。かつての大英帝国、現在のイギリス連邦の中
心でもあり、近代においてはしばしば国際会議、
国際条約締結の舞台となった。地名はケルト語で
<荒れた>を意味するロンド londoに由来し、ロー
マ時代にはロンディ二ウム londiniumまたはロン
ディ二オン Londinionと呼ばれた。日本では<倫
敦>と表記することもある。



蛭川久康編『ロンドン事典』（2002）

ローマ時代のロンドンはロンディ二ウ
ム(Londinium)と呼ばれ、紀元後43年
のクラウディウス帝の侵入とともに始
まる。紀元前55年と54年にユリウス・
カエサルの侵入後97年目である。

イギリスは他国の支配を受けていた
歴史がある。



ロンドン市内に残るローマ時代の
通称ロンドン・ウォールと呼ばれる

石の遺跡



ロンドンの街並みの大きな変化

ロンドン大火（The Great Fire of London）と
は1666年にロンドンで起こった大火のこと。以
降、木造建築が禁止されることになる。

こうした火事を予防するために石造り、レンガ造
りを推奨するために作られたと思われるような
お話しがありますが、みなさんが知っているお
話があります。それは何でしょうか？



オオカミは何を表して
いるのでしょうか？

そういえば、『赤ず

きんちゃん』にもオ

オカミが登場しま

したね。



イギリス文化

スポーツにおけるこの国の寄与
は、美術におけるフランス、イタリ
ア、音楽におけるドイツに匹敵す
る。サッカー、ゴルフ、テニス、ホ
ッケーなど、ほとんど世界中で行
われているスポーツは、すべてこ
の国で誕生した。



イギリスとスポーツ

スポーツという語の語源は“disport”だと辞
書は教えてくれる。これは“dis”(分離や剥
奪の意味を表す接頭語)と“port”（「運ぶ」
「担う」の意味）が結合しもので、「気持ちを
運び去る」「気晴らし」「慰めるもの」「遊び」
「娯楽」くらいの意味だった。その頭の部分
の“di”がいつの間にかすり切れて、“sport”
になってしまった、とのことである。



池田潔『自由と規律』（1949）

基本的な自由を與えられながらも、パブ
リック・スクールの学生はまず規律を身
につけるため劇しい訓練を受けるが、そ
の手段としてもっとも重視されているの
が運動競技であることは周知の事實で
あるスポーツはイギリス人にとって信仰
であるともいわれるが、ある意味では決
して誇張ではないといえる。



ラグビーでよく言われるAll for 

One, One for Allはfair playの精
神と共によく語れるところである。
イギリスはこうしたスポーツマンシ
ップさえも文化アイテムとして世界
に広めたことになる。



スポーツの正体を知るため
には１５世紀のイギリスが
大きな鍵のようです。スポー
ツが広まるきっかけは「ラフ
プレー・暴力」「動物いじめ」
と無関係ではなかったよう
です。



スポーツを教育に取り入れ、
ひとつの形を作ったのはどこ
の国のどんなシステムでしょ
うか？





パブリックスクールとはどのような
ものか知っていますか。

public school
アメリカでは公立学校ですが、
イギリスでは私立学校の意味
です。イギリスの公立学校は
state schoolという表現になり
ます。



では、私立学校は英語では何と言
うのでしょうか？

アメリカ private school

イギリス independent

school



イギリスのパブリック
スクールはエリートを
養成するための全寮
生の学校です。
ハリーポッターのホグワーツを思い出
して下さい。





パブリック・スクールとスポーツ」

クーベルタンが着目したように、イ
ギリスの教育の語る上で、パブリッ
ク・スクールとスポーツを抜きにす
ることはできないだろう。橋口稔
編『イギリス文化事典』（2003）で
は、次のように説明されている。



パブリック・スクールで
は、学業以上にスポー
ツによる肉体と精神の
鍛錬が強調されたが、
これも一般から見れば
特殊例であった。



一部特権階級の楽しみ
であったスポーツが一般
化したのは、19世紀、
とくにその後半におい
てのことである。



スポーツにおけるこの国の寄与
は、美術におけるフランス、イタ
リア、音楽におけるドイツに匹敵
する。サッカー、ゴルフ、テニス、
ホッケーなど、ほとんど世界中
で行われているスポーツは、す
べてこの国で誕生した。



パブリックスクールの対抗戦をす
るためにルールの統一化へ

気晴らしで行っていたものが、
統一ルール化されたことでスポ
ーツ大会の実施が可能となっ
た。スポーツがより教育との連
携により学校で盛んになる。



スポーツの原点

→ 気晴らし、娯楽

トランプ（ポーカー）、チェス、
釣り、狩猟、乗馬、サッカー、

ゴルフ等



スポーツの原点（気晴らし、娯楽）

上流階級

広い敷地を持つ上流階級の人

釣り、狩猟、乗馬、テニスなど

を気晴らし、娯楽として行う。

気晴らし・娯楽 → 趣味



趣味の一般化

上流階級から一般庶民も行うように
なると、そこに競技大会実施の方向
が出てくる。競技性の強いもの、注
目を浴びたものが大会開催などに
繋がり、運動競技（スポーツ）として

定着していく。



ラグビー、ゴルフ、テニス、
ホッケー、バレーなどの中で
ゴルフとラグビーだけが異
なっています。それは何故
でしょうか？



ゴルフは何が異なって
いるのでしょうか。何か
がいません？



ラグビーでは特に
昔からの名残があるの
ですが、それはなんでし
ょうか？ヒントは写真です。実はサッ
カーも同じです。

パブリック・
スクールの
名残でしょう
か？



国会議事堂（時計塔は通称ビッグベン）



ロンドン市内（ピカデリー・サーカス）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Routemaster_Bus%2C_Piccadilly_Circus.jpg


ロンドン・アイ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:MillEye.jpg


ヘンリー八世

政治的にも宗教的にもイギ
リスのトップに君臨した初め
ての国王がヘンリー八世だ。
エリザベス一世の父親。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Hans_Holbein_d._J._049.jpg








さて次の写真は誰、
又は何でしょう？







デイヴィッド・

ベッカム





















さて何でしょう？























◼ロンドン旅行ガイド | エクスペディア –
YouTube

◼ https://www.youtube.com/watch?v=MNyL
Mub3HeE

https://www.youtube.com/watch?v=MNyLMub3HeE


◼ https://www.youtube.com/watch?v=13k2
h0YKhx0











何という作品でしょう？




