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概要
「北」という文字は二人の人間が背中をそむけ合っている形を示す。「比」は片方が向きを変えた形
である。「臼」は双方が向き合っ

【漢字トリビア】「急」の成り立ち物語. 2017-12-24 (日) 11:00. Twitter · Facebook · LINE · このエ
ントリーをはてなブックマークに追加. 「漢字」、一文字一文字には、先人たちのどんな想いが込めら
れているのか。時空を超えて、その成り立ちを探るTOKYO FMの「感じて、漢字の世界」。今回の
漢字は「急ぐ」、「緊急」「急務」の「急」。今年のうちに済ませておきたい用事に急かされ急ぎ足。そ
んな年末にふと立ち止まり、ひもといてみたい漢字です。 つづきを読む（記事全文）. 「漢字」、一文
字一文字には、先人たちのどんな想いが.
古代文字に触れるきっかけになったのは古代文字学の巨星、白川静先生の本に惹かれたことから
でした。難しい文章であっても、常にその奥に「漢字」を単なる記号としてではなく、血の通った「こと
ば」として熱く語られるその姿勢に惹かれたのかもしれません。 そんなことからいつしか京都の街中を
歩くと「古代文字」を探している自分がいました。このブログはそんな日々の中から生まれたもので
す。 そして、もうひとつ。 このブログには友人である岸田敏志君のラジオ番組で取り上げた「漢字の
成り立ち」についてのコーナーが.

2017年8月7日 . 【ホンシェルジュ】 私たちが普段何気なく使っている漢字。それらの起源や隠された
エピソードを私たちはどれくらい知っているでしょうか？今回はそんな漢字の深遠な世界を味わえる
白川静のおすすめ本5冊をご紹介します。奥深い文字の世界を思う存分お楽しみください。 | むらさ
わりこ.
2017年4月16日 . 漢字にはそれぞれ意味があるが、長い年月の間に異なる意味で使われるように
なったものもある。最近では音の響きや見た目の雰囲気だけで子どもの名前に字を当てる人が増え
たが、案外恐ろしい意味の漢字が使われていることも少なくない。漢字が作られたのは約4000年も
昔の中国。現代の日本人では想像のつかないような成り立ちをした漢字も多い。そこで『本当は怖
い漢字の本』（出口 汪：監修/水王舎）を取り上げる。
言葉. 【意味】 言葉とは、感情や思想を伝える手段として用いられ、社会に認められた意味をもつ
音声や文字。言語。「詞」「辞」とも書く。 【言葉の語源・由来】. 言葉の語源は、「言（こと）」＋「端
（は）」の複合語である。 古く、言語を表す語は「言（こと）」が一般的で、「ことば」という語は少な
かった。 「言（こと）」には「事」と同じ意味があり、「言（こと）」は事実にもなり得る重い意味を持つよう
になった。 そこから、「言（こと）」に事実を伴なわない口先だけの軽い意味を持たせようとし、「端
（は）」を加えて「ことば」になったと考えられる。
2016年4月26日 . 「澪」は一文字で「レイ」や「ミオ」と読めるので、女の子の名前でとても人気のある
漢字です。見た目にも女性的な印象で、響きもかわいらしくスマートな印象を与えてくれますね。この
「澪」の字を使って素敵な名前を考えられるように、漢字の意味や由来、名付けのポイントなどをご
説明します。
阿辻 哲次（あつじ てつじ、1951年7月10日- ）は、日本の中国文学者・言語学者（中国語）、中
国文字文化史研究者。 京都大学名誉教授。 目次. [非表示]. 1 経歴・人物; 2 著書. 2.1 単著;
2.2 共編・編著. 3 脚注. 経歴・人物[編集]. 大阪府出身。家業が印刷工場であり、人名などで
活字にない文字が注文された際に、既存の活字を削るなどしていたのを見て、漢字に興味を抱く。
大阪府立北野高等学校卒業; 1975年 京都大学文学部中国語学中国文学科卒業; 1980年
同大学大学院博士課程中退; 静岡大学助教授; 京都大学.
. 本文デザイン有限会社木村図芸社(香川旭洋)おもな^考資料大漢和辞典大漢語林新漢語林
(大修館書店)学研新漢和大字典新レインボー小字漢字辞典四字熟語辞典(学研)漢字なりた
ち辞典(教育社)漢字んな話(三省堂)白川静さんに学ぶ漢字は楽しい(共同通信社)新明解故事
ことわざ辞典(三省堂)衣食住語源辞典(東京堂出版)曰本語源大辞典身近なことばの語源辞典
(小学館)書けそうで害けない漢字 2000 読めそうで読めない漢字 2000 (講談社)知ってびっくり!漠
字はじまり物語この本に関する各種お間い合わせ先【.
口」のつく漢字の中には、「くち」という意味だけでは字の成り立ちが説明できないものや、矛盾が生
まれるものが数多くあります。 この問題に終止符を打ったのが、漢字研究の第一人者として有名な
白川静博士による「 sai.JPG （サイ）」の発見でした。 sai.JPG とは、祝のりと詞（人が神に願い事を
するために書いた文）を入れる器の形です。白川博士が古代の人々の暮らしをもとに sai.JPG を発
見し、「口」の部分を、神にささげる祝詞を入れる「器」と読み解いたことにより、これまで疑問を持た
れていた多くの漢字の成り立ちや.
2009年12月1日 . 私たち日本人の生活になくてはならない漢字。毎日使っていながら、どうしてその
形・意味になったのかは、なかなか知られていません。複雑で難しそうに見える世界には、一体何が
隠されているのでしょうか？ この本は、漢字学の第一人者白.
2017年2月7日 . サライ』2007年1月4日号の追悼記事より（撮影／高橋曻）。白川さんは逝去の
直前、本誌に次の言葉を寄せてくれた。「年老いては、生活は簡素であることを欲する。規則的で
あることを欲する。また美しく、素直であることを欲する。そして、そのような生活に相応しい読み物を
欲する。『サライ』はその理想に近い雑誌である」（2006年10月19日号）. 中国文学者の白川静（し
らかわしずか・1910‐2006）は、中国の殷（いん）・周の甲骨文（こうこつぶん）や金文（きんぶん）の研
究を通して漢字の成り立ちにおける.
私は、その物語を編んでみようと思いました。本書は、白川先生の尨大な著書の中から「サイ」に関
する文章を抜き出し、組合わせ、各章が一編の詩になるようにして絵を描いた、「サイ」をテーマにし

たアンソロジーです。どうでしょう？ 白川静が語る遠い昔の祈りのものがたりが少しは見えてくるでしょ
うか？ （かねこ・つみえ）○既刊に『絵で読む漢字のなりたち』『漢字なりたちブック 1年生～6年生』
『101漢字カルタ』など。 ［白川静の絵本］『サイのものがたり』. 平凡社［白川静の絵本］『サイのもの
がたり』 金子都美絵・編・画.
2016年8月19日 . 漢字」、一文字一文字には、先人たちのどんな想いが込められているのか。時空
を超えて、その成り立ちを探るTOKYO FMの「感じて、漢字の世界」。今回の漢字は「涙」、「感
涙」「涙腺」の「涙（ルイ）」。亡き人をしのぶお盆、平和を願う祈念の日。そんな季節に、「涙」という
漢字をひもといてみましょう。今回は「涙」に込められた物語を紹介します。 甲骨文字の「涙（眔）」と
いう漢字は、目から涙が垂れている様子を描いた象形文字。 瞳からぽたぽたと落ちる大粒の涙に
は、言葉にならず澱のようにたまった想い.
2015年10月20日 . このブログに掲載した写真の字の「しんにょう」の形が少しおかしかったということ
で、谷蒼涯先生が改めて書き方を教えてくださいました。目下、「道」という字で稽古を続けていると
ころなのですが……、. 201510道. きょうはその書き方ではなく、この漢字のなりたちについてのお話で
す。 ◇◇◇. 「道」を書いていると、思い出すことがあります。実はこれ、意外に怖い漢字なのです。
201510｢道」なりたち · 『常用字解（第二版）』白川静 より. 日本、中国の古代文化、ひいてはひろ
く漢字文化圏全体の文化について.
漢字の成り立ち～手、口、工をめぐる漢字. kanzi-1.jpg. 漢字大テストが終了しましたが、合格点
に達しなかった生徒は再テストを受けています。しかし、一部には漢字に対する苦手意識が払拭で
きず、クリアできていない生徒もいるようです。この大きな理由は、漢字には画数の多い複雑な文字
がたくさんあるため、難しいという先入観があるからではないかと思います。しかし、漢字を体系的に
整理すると、一つ一つ覚える必要はないようです。このことを我々に伝えてくれた人が以前紹介した
白川静氏なのです。 白川氏は中国に.
更に想像を広げるならば独りで興ずる散楽、即ち「独楽」ということから、この漢字を使うようになった
可能性もあります。この場合中国或いは朝鮮からの渡来語、又は日本で作られた和漢字の両者と
もに可能性があります。 また「平戸こま」のしおりに西暦465年雄略天皇の時代、筑紫の国（九州）
に駐屯していた高麗の兵隊たちが「うなりこま」に興じていた。と記されています。この話は大言海の
獨楽の話と同じ出所の物語のように思われます。これらの民話などを総合して楽を「こま」と決め付
けたのかも知れません。この「楽」.
タイトル, 漢字のなりたち物語. 著者, 阿辻哲次 著. 著者標目, 阿辻, 哲次, 1951-. シリーズ名, 講
談社ことばの新書. 出版地（国名コード）, JP. 出版地, 東京. 出版社, 講談社. 出版年, 2000. 大
きさ、容量等, 221p ; 18cm. ISBN, 4062685655. 価格, 1200円. JP番号, 20050096. 出版年月日
等, 2000.3. 件名（キーワード）, 漢字. NDLC, KK24. NDC（9版）, 821.2 : 音声．音韻．文字. 対
象利用者, 一般. 資料の種別, 図書. 言語（ISO639-2形式）, jpn : 日本語.
2000年3月1日 . 北」という文字は二人の人間が背中をそむけ合っている形を示す。 「比」は片方が
向きを変えた形である。 「臼」は双方が向き合った姿を示している。 漢字を分解し、ときに中国の古
文書をひもとき、故事来歴を楽しくつづる、興味つきせぬ文字のなりたち。 麻―麻は「五穀」のひと
つ頭―頭の善し悪し甘―甘は美なり雨―雨降りの占い家―家は神聖な場所息―ゆるやかに息を
する育―育は出産の情景鵜―鵜飼にペリカン馬―馬肥ゆる秋海―海は明るい未来〔ほか〕. 商
品簡介由紀伊國屋書店KINOKUNIYA 所.
大人のための漢字力養成講座（ベスト新書、2005.4）; 人名用漢字の戦後史（岩波新書、
2005.7）; 昭和を騒がせた漢字たち——当用漢字の事件簿（吉川弘文館歴史文化ライブラリー、
2007.10）; 心にしみる四字熟語（光文社新書、2007.10）; 漢和辞典に訊け！（ちくま新書、
2008.12）; 太宰治の四字熟語辞典（三省堂、2009.6）; 常用漢字の事件簿（ＮＨＫ出版生活人
新書、2010.4）; 数になりたかった皇帝——漢字と数の物語（岩波書店、2010.8）; 政治家はなぜ
「粛々」を好むのか——漢字の擬態語あれこれ（新潮.
2017年12月03日 11時00分 TOKYO FM+ · 【漢字トリビア】「与」の成り立ち物語. 「漢字」、一文
字一文字には、先人たちのどんな想いが込められているのか。時空を超えて、その成り立ちを探る

TOKYO FMの「感じて、漢字の世界」。今回の漢字は「与える」の「与」。十二月は「賞与」の季節
でもあります。 「与」という字の古い字体（「與」）は、「興味」の「興」という字に似ています。 真ん中
の「同」という字を「与」に換えると古い字体になります。 「与」という字は、象牙二本を組み合わせた
形といわれ、そのほかの部分は、すべて人.
2017年12月20日 . 猫の由来の有力説と、漢字の成り立ち. 皆さんが . 有名な「源氏物語」の本で
は猫の鳴き声を「ニャーニャー」ではなく、不思議な事に「ねうねう」と「ね」の音で表現されています。 .
猫」という漢字の由来. 猫. では「猫」という漢字の由来はどうでしょうか。漢字の「猫」という字は「け
ものへん」に「苗」という字を書きます。この「苗」という字は、猫の体がしなやかで細い事を表す為の
字と考えられている説、「苗」という字の呼び方が「ナエ」、猫の鳴き声「ミャオ」になぞられた擬声語と
考えられている説があります。
5 日前 . 「漢字」、一文字一文字には、先人たちのどんな想いが込められているのか。時空を超え
て、その成り立ちを探るTOKYO FMの「感じて、漢字の世界」。今回の漢字は「福の神」「祝福」の
「福」。始まったばかりの一年が幸福に満ち溢れますように……、そんな願いをこめて、その成り立ちを
ひもときます。
なぜ、「清」の字には、「青」という色が入っているの？ 成り立ち（字源）を知れば、漢字がちょっと好き
になる。 白川静先生に学ぶ. 漢字が好きになるプリント！ 読み方、書き順の基本的は、「なぞり書
き」「視写（お手本を見て書く）」で、しっかり学習。 さらに、漢字の成り立ちを紹介しています。 どう
やって漢字ができたのかがわかって、漢字がもっと好きになります！ サイズも、大きくたくさんかけるB4
サイズで日々の学習にピッタリです。 978-4-88313-907-1. 【著 者】 桝谷雄三. 【編集協力】 小寺
誠. 【サイズ】 B4. ￥1.800円+税.
白川静『漢字のなりたち［日英対訳］』見本出来！漢字には古代人の思惟や生活が詰まってい
る…豊かな漢字の世界を言語・刑罰・鬼神など14系列100字で巡る対訳入門書…「鬼」は人鬼。
鬼頭の者が蹲踞する形…「異」は鬼頭の者が手を挙げて立つ形…pic.twitter.com/ZjjlCbrECW.
7:18 AM - 11 May 2016. 51 Retweets; 77 Likes; 計算 メ 千年マーチ@冬休み子科電 Yukiyo
Matsushita shino@最遊30日東7・な21b しらゆき nanamitsu 吉永動機 wacky cat. 1 reply 51

retweets 77 likes. Reply. 1. Retweet. 51.
2009年4月15日 . 報告会では，自分たちの研究成果のほかに，研究の発端となったパソコン利用
現場での詳細読みの問題，スクリーンリーダ製品の詳細読みの分析結果，盲学校での漢字指導と
読み，朗読ボランティアの立場から見た漢字の読みについて，それぞれ携わっ ... 阿辻先生の著書：
『部首のはなし１・２』（中公新書） 『漢字の知恵』（筑摩書房） 『漢字三昧』（光文社） 『漢字の
はなし』（岩波書店） 『漢字のいい話』（大修館書店） 『漢字道楽』（講談社） 『漢字のなりたち物
語』（講談社） 『漢字の社会史』（PHP研究所）.
2012年4月1日 . 要約：漢字ブームの一環として「白川静ブーム」があるが，それにはさまざまな問題
点もつきまとっている。本稿では，第一. 節において，白川静ブームの実態および盛衰を，その関連
書籍の多さや，新聞記事での言及などのデータに基づいて述べる。 第二節においては，白川静の
字源説の中心である「サイ」学説について，内在的な形でその批判的な検討を行っている。そし. て
第三節では，白川静への批判の中心であった藤堂明保と白川静の論争を紹介し，また，白川静
ブームにどのような問題点が.
第１話 天から降ってくるもの――雨と漢字のなりたち. 雨の中を出かけるのは、イヤなものだ。 靴の
中にまで雨水がしみこんできたときの、あのぐちゃぐちゃした感触。風に傘を取られてしまったときの、あ
のぶざまな格好。通りすがりのトラックにたまり水でも引っ掛けられようものなら、もう、やりきれない気
分になってしまう。 一方で、部屋の中で雨だれの音を聞いているのは、心地がいい。ガラス窓の向こ
うに降る雨をぼんやりと眺めているのも、気持ちが安らぐ。窓を開けて風に混じる雨の匂いを吸い込
んでみるなんていうのも、.
2004年6月7日 . 若き日の白川さんは読書をして一生を送り切りたいと決断した人である。その読書
も「猶ほ浅きを嫌ふ」という覚悟で臨んだ。そして、それを成し遂げた。 その白川さんについて、ナム
ジュン・パイク（白南準）は「日本の人は白川静を読まなくてはダメよ」とぼくに言っていた。当時、世
界のビデオアートの先頭を切っていたパイクは、『遊』創刊号にいちはやくエールをおくってくれた人であ

る。 そのころ日本のアーティストはおろか、知識人でも白川静を読んでいる者など、ほとんどいなかっ
た。白川静をもちだして話に.
2009年8月27日 . 漢字成り立ち物語・その1 「肛」. ある月の明るい夜のこと。 一人の旅人が、した
たかに酔って歩いていた。 さきほどまで飲んでいた酒場の店主は、無理をせずもう今日はここに泊
まっていけ、と忠告したのだが、酔って気が大きくなっていた旅人は強引に店を飛び出てしまったのだ。
気持ちのよい夜だったので、少し酔い覚ましに歩きたかったのかもしれない。 「どうしてもというのなら
仕方あるまいが、」と店主は最後に旅人に告げた。「途中に広がる沼地にはけっして立ち止まっては
ならねえ。沼地には恐ろしい.
漢字と日本語の歴史、漢字の加工、字源の面白さ、故事成句の蘊蓄、象形文字、漢字の持つ
本来の意味、中国の国家統一と漢字などについて。 関連書籍を探す. 新書リスト | 背表紙から.
謎の漢字 : 由来と変遷を調べてみれば. 笹原宏之著 -- 中央公論社, 2017.4 , 226p. -- (中公新
書 ; 2430). Also in. 漢字文化とコンピュータ · 白川静入門 : 真・狂・遊. 小山鉄郎著 -- 平凡社 ,
2016.12 , 247p. -- (平凡社新書 ; 828). 漢字と日本語. 高島俊男著 -- 講談社 , 2016.04 , 329p.
-- (講談社現代新書 ; 2367). 漢和辞典の謎 : 漢字.
太郎次郎社エディタスの漢字シリーズ特設サイト『漢字なりたちブック』ページです。
漢字語源語義辞典 （東京堂出版 2014.9 821.2/110N/） 人名の漢字語源辞典 (東京堂出版
2009.8 821.2/83N/) 植物の漢字語源辞典 (東京堂出版 2008.6 821.2/76N/) 動物の漢字語源辞
典 (東京堂出版 2007.11 821.2/70N/) 漢字字源辞典 (角川書店 1995.7 821.2/18N/(2))
2014年2月28日 . これだったら、書き順の見当がつくくらいの子どもであれば、絶対に目当ての漢字
にたどり着くはず。 大人にとっても、数えたりする手間が省けるので、ラクちんです。 あと、漢字の成り
立ちについての「かんじのおはなし」も楽しいし、書き順の「となえかた」も役に立ちそう。 もちろん、総
ルビ（ふりがな）つきです。 『白川静博士の漢字の世界へ――小学校学習漢字解説本』（福井県
教育委員会編・発行、平凡社発売）は、学力テストで常にトップクラスの福井県内全小学校で、
2008年から使われている漢字解説.
ルージュエクラ ワイン感覚の新梅酒 ANAのCAさんが開発に協力 ギフト・. 【商品概要】 上品で繊
細な「紅映梅」の梅酒を、ワイン感覚で。 ルージュエクラとは"輝く紅色"という意味のフランス語で、
福井県若狭地方で収穫される梅の希少品種 "紅映(べにさし)" をイメージしています。 皮が薄く肉
厚な?. 社会 キネマと砲声 日中映画前史 91 / 佐藤忠男 著 - 岩波書店. ［内容］日中戦争の時
代、上海と満州での日本の映画工作をめぐる物語。川喜多長政、岩崎昶、亀井文夫、甘粕正
彦…日中の映画人、軍人と転向左翼、抗日.
小学校6年生の配当漢字181字。もともとのことばの意味も、文字からわかる。
2014年3月8日 . 説文解字』には約9,300字が収められているが，許慎はすべての字について「六
書」によって文字の成り立ちを説明し，あわせてその文字がつくられたときの最初の意味（本義）を述
べた。字形の解釈には小篆を基礎とし，さらに「古文」と「籒文」で補足して解釈の正確を期した。こ
の『説文解字』に，清の段玉裁（1735～1815）が詳細な注釈を加えた書が『説文解字注』である。
下図右：段玉裁撰『説文解字注』（世界書局 , 1962， 嘉慶13刊の影印）下図右：許慎撰『说文
解字』（中華書局 , 1963， 同治12年陳.
2017年5月7日 . タイトルの記事. <Yahooニュース>【漢字トリビア】「伸」の成り立ち物語（TOKYO
FM＋）. 本日は上記の記事から、「伸」という漢字の成り立ちを紹介したいと思います。 「伸」という
字は、にんべんに「申」と書きます。「申」は、稲妻の形を描いた象形文字。縦線を軸にして右や左に
光が屈折して伸びる様子を表しています。そこに、人の動作や様子を表す部首であるにんべんをあ
わせ、人が「のびる・のばす」という意味の漢字となったそうです。 春から夏に向かって雷の日が増える
この季節は、ちょうど、稲が伸び.
2017年11月26日 11時00分 TOKYO FM+ · 【漢字トリビア】「民」の成り立ち物語. 「漢字」、一文
字一文字には、先人たちのどんな想いが込められているのか。時空を超えて、その成り立ちを探る
TOKYO FMの「感じて、漢字の世界」。今回の漢字は「国民」「民意」の「民（ミン）」、「民（タミ）」
とも読む漢字です。 漢字の起源は、今からおよそ三千年前、中国古代王朝・殷の時代にさかのぼ
るといわれています。 当時、人々はみな神を崇拝し、神とともに生きていたため、政治もまた、神の

存在をうまく利用して執り行われました。
2016年2月23日 . 漢字の成り立ちを表す古代文字のフォント「春秋-tsu」が無料公開された。
それぞれのカテゴリーのイラストをクリックして各ページにお入りください。 ○☆ お問い合わせ、お仕事の
ご依頼などはこちらまで。☆○. 《漢字の物語『一字一絵』》. 『一字一絵』. 漢字のなかに閉じ込め
られた様々な古代の風景を、そのかたちやなりたちからイメージで描く一字一絵の文字場面集で
す。 《物語の世界》. 神話や民話、伝説におとぎ話、魅力溢れるはるか昔の物語たち。 心に響いた
シーンを絵にしてみようという試みのページ。 《猫事記-ねこじき》. nekojiki. 猫たちとの日常の暮らし
を落書きのような.
京都大学が東京・品川の「京大東京オフィス」で開く連続講座「東京で学ぶ 京大の. 知」（朝日新
聞社後援）。シリーズ１「王朝文学の世界」の３回目となる２４日は、京大. 大学院文学研究科の
大槻信准教授が「王朝時代のことばと文字」と題して講演した。 平仮名と片仮名という２種類の仮
名が生まれた王朝時代を中心に、世界一複雑だと. 言われる日本語の文字表記が成立した過程
や背景に迫った。 ○日本語は複雑か. 「つい数年前まで、入学シーズンにはサー. クルの入会勧誘ビ
ラを渡されていました」. ４２歳、２児の父で.
2016年12月18日 . エホバの証人（ものみの塔聖書冊子協会）は「船という漢字が，「舟の中の8人」
という考えに由来している」と述べ、ノアの箱舟物語が本当であることの証拠であるとしています。
*** 洞‐1 328ページ ノアの日の洪水 *** 船という漢字が，「舟の中の8人」という考えに由来してい
るのは興味深いことです。これは，箱船の中で大洪水を生き残ったノアとその家族の8人に関する聖
書の記述と非常によく似ています（ペテ一 3:20） 舟 + 八 + 口（つまり人） 船. しかしこれはデマであ
り、事実とは異なります。 実際には「『.
説漢字の歴史〔普及版〕大修館書店, 1989. 9. 教養の漢字学大修館書店, 1993. 10. 漢字のな
りたち物語出版者講談社, 2000. 11. 漢字の字源講談社現代新書第1193 冊出版者講談社,
1994. 12. ブーの漢字学講談社, 2004. 13. 漢字のいい話大修館書店, 2001. 14. 中国漢字紀行
大修館書店, 1998. 15. 漢字の知恵筑摩書房, 2003. 16. 漢字三昧光文社, 2003. 17. 部首の話
2: もっと漢字を解剖する中央公論新社, 2006. 18. 知的生産の文化史: ワープロがもたらす世界丸
善, 1991. 19. 知っておきたい漢字の知識出版.
要旨. 中国における日本漢字研究を見てみると、音読み或いは国字に関する研究が多く、訓読.
みに関する研究はほとんどない。そこで、本研究は現在一般に行われている漢字とその訓. 読みの
対応関係がどのように出来上がったのかを考察し、言語情報学的な研究手法を用い. て考察する
ことで、その歴史的変遷を明らかする。平安時代を中心に各時代における資料. を介して「常用漢
字表」（1981）を基準に一般の社会生活で最もよく使われる漢字とその. 訓読みを調査範囲として
その歴史的変遷を調べた結果、平安時代、.
白川静文字学に学ぶ漢字なりたちブック ３年生：本・コミックならセブンネットショッピング 。 7net、西
武・そごう、イトーヨーカドー、アカチャンホンポ、LOFTが集結した「オムニ7」。nanacoポイントが貯まり
セブン-イレブンでの店舗受取・返品が可能、セブン＆アイの安心安全なネットショッピングです。
学年別漢字配当表で 「友」 は2学年、 「達」 は6学年に配当されて. いる。 一般社会ではどうかと
見ると、 「常用漢字表ー に下のように載る。 とも 友. このように 「友達」 は社会的に承認されてお
り、 今さら問題とするところはないようであるが、. 看過できないところがある。 まずは意味である。
「友だち」 の 「たち」 は複数を示す接尾語であっ. たはずであり、 「A君は僕の友だちだ」 と単数を指
す用法は後の転成であろうが、 その事情は如. *The meaning and f。rmati。n 。f “T伽。d伽九
づ"一 A study 。f Educati。naー f。undati。
2016年4月29日 . 「漢字」、一文字一文字には、先人たちのどんな想いが込められているのか。時
空を超えて、その成り立ちを探るTOKYO FMの「感じて、漢字の世界」。今回の漢字は「遊ぶ」、
「遊戯」「遊興」の「遊」。春の陽気に誘われ.
第1回 自然の形（１） これから学ぶ漢字は、自然の中から生まれたものです。その多くは、自然の
姿・形を写し取っています。このような文字を象形文字といいます。文字が生まれたころの自然は、
今よりもっと荒々しく、もっと神秘的でした。古代の人は、その大きな自然をどのようにとらえ、どのよう
に表現したのでしょうか。

2017年12月17日 11時00分 TOKYO FM+ · 【漢字トリビア】「柚」の成り立ち物語. 「漢字」、一文
字一文字には、先人たちのどんな想いが込められているのか。時空を超えて、その成り立ちを探る
TOKYO FMの「感じて、漢字の世界」。今回の漢字は「柚（ゆず）」。冬至につかる柚子湯、鍋もの
の薬味に添える柚子の皮。つやつや輝く黄色い実は、目にするだけで冬の寒さを和らげます。 「柚」
という字は、木へんに理由の「由」と書きます。 この「由」という字は象形文字。 瓢箪やユウガオなど
の実が熟して溶け出し、中身がからっぽ.
2007年11月1日 . 手元にある白川静著の『字通』をひも解いてみますと、イと読ませるのは、中で離
れるやつで、字訓として、「はなはだ、やむ、すでに」とあり、コとキと読ませるやつは、みな離れる字で、
字訓は「おのれ、つちのと」です。そしてすべてくっつくやつが、シと読ませ、字訓は「やむ、ああ、み」と
なっています。これは象形では、蛇の形だそうです。ただし説文解字でも、中で離れるやつで、「やむ
なり」と読ませ、ついでにすべてくっつくやつで「すでに」とも読ませています。そして、中で離れるやつと、
すべてくっつくやつと.
我々が普段使っている漢字がどうして出来上がったのかということには、誰もが一度は興味を抱くの
ではないかと思います。昨今の日本語ブームに加え、白川静『字統』などの字源を解説した辞書の
出版の影響もあって、漢字の字源を自分なりに考えてみようという人も多くなっているようです。 とこ
ろが漢字の成り立ちというものは、言うほど単純なものではありません。白川静氏は漢字の多くを呪
術や宗教儀礼と結びつけて解釈していますが、これも好き勝手な空想で言っているのではなく、古
代文学や甲骨・金文の研究から.
お探しのページが見つかりません。
差別意識に気付いた時、漢字を置き換えることは過去にもあった。例えば中国南部に住むヤオ人、
チワン人はかつて「 」、「 」と書かれた。見て分かるとおり、これらは「 （ けものへん ） 」を含む蔑称であ
る。現在はそれぞれ「瑤」、「壮」という漢字に置き換えられている。今まで使われた事実は、今後も
使うべきだという主張の助けとはならない。 以下は「女」を含む漢字の考察である。ついでに「男」を
含む漢字も考察した。字源については、現在最も信頼性が高い白川静の「字統」に依拠した。異
体字情報と画像は今昔文字鏡を用.
安泰、の「泰」の字は、白川静氏の字統によれば、「水のなかから、おぼれている人を救い出す大き
な手」を形にしたものだとのことです。 ところで、「泰」という文字は、泰山という名称にもつながり、三
皇五帝のうち…
白川静 漢字暦 2018. 漢字の魅力満載の壁掛け式暦。贈物にも最適. 著者：白川 静 著. 文字
講話 Ⅳ. 著者の文字学の根本と将来を語る５話を収録. 著者：白川 静 著. 古代文字トート付
『漢字の成り立ち』. 古代文字トート＆『漢字の成り立ち』セット. 著者：白川 静 著 アラン・スウェイ
ツ 訳 ミルキィ・イソベ デザイン. 文字講話 Ⅲ. 医術・歌舞・人の一生などがテーマの５講話. 著者：
白川 静 著. 文字講話 Ⅱ. 宗教・国家・戦争など５テーマの講話を収録. 著者：白川 静 著. 白川
静 漢字暦 ２０１７. 漢字の魅力満載の壁掛け暦。贈り物に.
漢字はどのようにしてできたのか，漢字にはなぜ音読みと訓読みがあるのかなど，漢字そのものへの
関心を引き出す内容がいっぱいです。 書き取りなどの反復練習とあわせて活用することで，より効果
的な漢字学習が期待できます。 「鳴く」という漢字の成り立ちの紹介（高学年用「漢字はじめて物
語」より）. 字形の変遷を示す場面では，独自のアニメーションにより，漢字のもつ. 平成27年度版
小学校教科書準拠・平成28年度版 中学校教科書準拠 指導 · みつむら web magazine. 授業
のヒント，エッセイなど，ひと息ついて，.
【立命館大学】. □ 白川文字学講座「白川静と東洋文字文化の世界∼基礎編∼」. ・日 時：4 月
17 日（土）、5 月 15 日（土）、6 月 13 日（日）、7 月 31 日（土）、. 8 月 28 日（土）、9 月 18 日
（土）＜全 6 回＞. ・場 所：ふくい南青山 291（東京都港区青山）. ・講 師：久保裕之（立命館大
学専任職員（立命館大学白川静記念東洋文字文化研. 究所文化事業担当））. ・主 催：立命
館大学白川静記念東洋文字文化研究所、福井県、福井県教育委員会、. 文京教育サポー
ターズ.
皆さんは、漢字2文字で書く「員弁」の歴史をご存知ですか？ 「員弁郡」という郡名 . 員弁のすがた
と東員町のなりたち. 東の端（地図の右側）に「大長村」「稲部村」「神田村」の文字が見えます。 こ

の3つの村が1954年（昭和29年）11月に合併して「東員村」ができました。 翌年2月に久米村中上
地区が東員村に編入され、1967年（昭和42年）4月、 町制施行により、東員町 . しました。全三
巻。上巻は神代の物語が、中巻は神武天皇から応神天皇までの記事が、下巻は仁徳天皇から
推古天皇までの記事が収められています。
漢字のなりたち物語/阿辻哲次 (著)（言語・語学・辞典） - 「北」という文字は二人の人間が背中
をそむけ合っている形を示す。「比」は片方が向きを変えた形である。「臼」は双方が向き合った姿を
示している。漢.電子書籍のダウンロードはhontoで。
【漢字トリビア】「瞳」の成り立ち物語. 10月7日(土) 19:00. 提供：. TOKYO FM+ · 【漢字トリビア】
「瞳」の成り立ち物語. 「漢字」、一文字一文字には、先人たちのどんな想いが込められているの
か。時空を超えて、その成り立ちを探るTOKYO FMの「感じて、漢字の世界」。今回の漢字は
「瞳」。十月十日は目の愛護デー。目の健康を気遣いながら、「瞳」という字をひもといてみましょう。
「瞳」という字は「目」の横に、「立つ里」と書く「童（わらべ）」と書きます。 独特の世界観をもって漢字
のなりたちに迫った白川静博士は、「童」という.
漢字のなりたち物語 - 阿辻哲次 - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料！購入毎に「楽天
スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
古代の世界観を映す漢字のなりたちが、絵でわかる本。魅力あふれる切り絵調の絵と、白… Ponta
ポイント使えます！ | 絵で読む漢字のなりたち 白川静文字学への扉 | 金子都美絵 | 発売国:日本
| 書籍 | 9784811807386 | ローチケHMV 支払い方法､配送方法もいろいろ選べ､非常に便利で
す！
白川静(しらかわしずか）先生の大発見！ 今から約１，９００年前の西暦１００年に、中国の後漢
時代の学者、許慎（きょしん）が『説文解字（せつもんかいじ）』をつくりました。『説文解字』とは、その
頃使われていた漢字のなりたちや意味を記した字書であり、その考え方は、今に至るまで長い間信
じられてきました。 しかし、許慎が知らなかった漢字の世界がその前の時代にあったのです。 「甲骨
文字（こうこつもじ）」という漢字のもとといわれる古代文字が発見されたのは1899年、青銅器に見ら
れる「金文（きんぶん）」という文章も、.
2017年4月1日 . それだけに、母国の表記には納得できないそうだ。 （小野沢健太）. シュミッツさん
は、ドイツのデュッセルドルフ大学で哲学や西洋、日本の歴史を学んでいた一九九七年、漢字研
究の第一人者の白川静さん（一九一〇～二〇〇六年）のインタビュー記事が載った日本の新聞を
読み、説得力を感じた。 その後、東京大の研究生だった二〇〇三年に白川さんを訪ねた際、著書
の漢字字典「常用字解」の出版前の原稿を見せてもらった。常用漢字の成り立ちと奥深さの分かり
やすい解説に感動し、翻訳を決意した。
2017年11月5日 . 「漢字」、一文字一文字には、先人たちのどんな想いが込められているのか。時
空を超えて、その成り立ちを探るTOKYOFMの「感じて、漢字の世界」。今回の漢字は「囲炉裏
（いろり）」「炉端（ろばた）」の「炉」.(1/3)
2014年2月3日 . しかし、学問のある学者や役人たちは、この優しい文字を馬鹿にして、 相変わら
ず、難しい漢字を使っていました。 けれども、紀貫之などのように、進んで仮名文字を使った男の人
もいました。 紀貫之の書いた「土佐日記」は、仮名文字の文学作品として知られています。 仮名
文字が広まるにつれて、今の小説に近い「物語」というものが出来るようになりました。 「竹取物語」
「伊勢物語」「大和物語」「宇津保物語」などや、 有名な「源氏物語」がそれです。 竹取物語」
は、かぐや姫のお話として、よく親しまれて.
姉や柿の旁は｢市（シ）｣だが、肺の旁はもともとはそうではなく、縦の線が上から下まで一体となった、
別の成り立ちを持つ字形「 haitukuri_50px.png(247 byte) （ハイ）」である。その証拠に、手元の辞
書（「漢語林」）によると、肺と同音の沛は７画、 u4f02@7.50px[1].png(355 byte) は６画で、旁が
市（５画）である場合より１画少ない。おそらく、戦後の国語改革の際、当用漢字となった肺の旁
は、似た字体である姉や柿の旁と同じ形に変えられ、当用漢字に入らなかった沛や
u4f02@7.50px[1].png(355 byte) は、旧来の字体.
白川静の絵本] サイのものがたり （金子都美絵・編/絵）, 平凡社, 1800円. 白川静文字講話[4]
〔平凡社ライブラリー〕, 平凡社, 1300円. 白川静文字講話[3] 〔平凡社ライブラリー〕, 平凡社,

1300円. 白川静文字講話[2] 〔平凡社ライブラリー〕, 平凡社, 1300円. 白川静文字講話[1] 〔平
凡社ライブラリー〕, 平凡社, 1300円. 白川静 漢字のなりたち(日英対訳) アラン・スウェイツ訳※在
庫セズ, 平凡社, 1600円. 同訓異字 詳細はAmazonへ, 平凡社, 2300円. 文字答問〔平凡社ライ
ブラリー〕, 平凡社, 900円. 白川静を読むときの辞典（.
2013年4月7日 . こわい漢字（34） 自分の名前の漢字の成り立ち「丑」. ここのところ週末に採上げ
ている漢字の話は『白川静さんに学ぶ 漢字は楽しい』（小山鉄郎著、共同通信社、¥1,050）から
のもの。廉価版（¥420）で新潮文庫からも出ている。 とにかく、こわいかどうかはともかく、普段日本
人が何気無く使っている漢字が古代中国殷の風習に色濃く立脚しているものであることは知ってい
て損はない。買いの一冊だ。 この本を読んで、さらに漢字が知りたくなったら、上記の本のネタ本に
なっている『新訂 字統（普及版）』（.
なるほど漢字物語. 文化勲章を受けた漢字学者の白川静さん(故人)の研究を基にして、漢字の
体系的な仕組みを楽しく伝える企画です。 . 番外編１）「儒」 雨乞いをする人たち. 人の生きる道を
求めて、中国の春秋時代の思想家・孔子（こうし）が開いた教えが「儒教（じゅ . （２９８）「平」 手斧
で削って平らに. やっぱり漢字って、面白いな。旧字（きゅうじ）のほうが分かりやすい字もあるなと思っ
たのは、「平」という字の説明を白川静さんの字書で知った時です。 「平」は「于（う）」と「八」を合わ
せた形の文字です。「 . [続きを読む].
ったのが民俗学・神話・文学を包括し、漢字の成り立ちを紐解いた. 古代中国文学者、故白川静
氏でした。漢字の由来（字源）に、ある. 一つの文字の新解釈を発見、その後、紐解かれていく漢
字の物語 …それが、「白川文字学」。そうとも呼ばれる膨大な知識体系を築. いた氏の功績は日
中両国で認められ、その学問的な成果は、漢字. 学や書の世界だけでなく、日々の生活や心がけ
を見直していくう. えでも大いなる教えを告げてくれていると宇佐美氏はいいます。 さらに、オフィスに
つながる理想の空間の「場づくり」においても.
2017年6月20日 . 漢字は、古代中国で生まれた表語文字で、現代でも使われている文字の中で
最古の文字体系です。漢字には「象形文字」や「会意文字（かいいもじ）」、「仮借文字（かしゃくも
じ）」などがあります。 今回は「美」と、美がついた「躾」の2つの漢字についてご紹介します。 ＜美＞
大きいものは善いもの、美しいものである.
「北」という文字は二人の人間が背中をそむけ合っている形を示す。「比」は片方が向きを変えた形
である。「臼」は双方が向き合った姿を示している。漢字を分解し、ときに中国の古文書をひもとき、
故事来歴を楽しくつづる、興味つきせぬ文字のなりたち。
1 図書 数になりたかった皇帝 : 漢字と数の物語. 円満字, 二郎. 岩波書店. 7 図書 IT革命を読み
解く : インターネットとeビジネスの未来を探る : 特別講義. 岩村, 充(1950-), 國領, 二郎(1959-), 会
津, 泉(1952-), 石黒, 一憲(1950-), 前川, 徹(1955-), 牧野, 二郎(1953-), 伊藤, 穣一. 技術評論
社. 2 図書 昭和を騒がせた漢字たち : 当用漢字の事件簿. 円満字, 二郎. 吉川弘文館. 8 図書
漢字のなりたち物語. 阿辻, 哲次(1951-). 講談社. 3 図書 漢字なりたち辞典 : 藤堂方式・小学生
版. 教育社. 教育社. 9 図書 絵画の発見 : 「かたち」.
漢字教育士”という新たなプロフェッショナル. 講座の受講イメージ. 漢字の成り立ちから歴史背景ま
で、 漢字の魅力を伝え、体系的に教える力がつく新たな資格が生まれました。 漢字教育士は、漢
字の「教える力」が身につく唯一の資格です。 漢字教育士という新たなのプロフェッショナルにあなた
も挑戦してみませんか？
漢字の本来の意味(成り立ち)・歴史を学習する事で理解力を高められます。子供/大人の学習教
材として活用下さい。
2015年3月1日 . 童 ・元々は､目を刃物で突きぬいて見えなくした男の奴隷 ・また､男の罪人を奴
隷としたもの 道 ・首を手にたずさえる形から生まれた ・それは道なき荒れ地のたたりや災いを成す邪
霊を 祓い清めるために首を用いたことから 真 ・災により命を落とした死体を表した漢字 ・元の形は
「眞」と書き、上部「匕」は逆さまになり倒れている死体、 下部「県」は逆さの生首から髪の毛が垂
れ下がっている様子を表してる おまいら子供に名前付ける時は気をつけろよ。 よく調べないととんで
もない成り立ちの漢字を使う事に.
2013年10月1日 . 口』人が大きな口を開いているカタチではない. 第１回 「クチー口」. アルファベット

は表音文字なので、AやBのカタチにさして意味はありませんが、表意文字である「漢字」は、その字
のカタチに意味を持っています。 小学校で習いましたね、漢字は自然物や人の身体などのカタチか
らできあがっていると。 「人が大きな口を開いているカタチが『口』という漢字の意味と成り立ちなんだ
よ」。 授業で先生は、「口」という漢字で成り立ちとその意味をこんな風に説明してくれました。 すご
い！と思った私は、家に帰って.
2017年6月22日 . 日常に“学び”をプラス 漢字カフェ 教育・子育て 「第5回白川静漢字教育賞」漢
字指導法、教材、文芸作品など広く募集中！～ 福井県は、漢字教育の効果的な実践や漢字
文化の普及に向けた優れた教材の開発を行った個人や団体を表彰する、「白川静漢字教育賞」
の募集を開始しました。 この賞は、
近年、中国では考古学の発掘が飛躍的に進み、謎に包まれてきた文明誕生の歴史が次々と明ら
かになりつつある。 発見された遺跡や出土文物から、中国文明 . 第２集 漢字誕生 王朝交代の
秘密. 紀元前１６００年頃、「夏」を倒して新しい王朝を建てたのが「殷（商）」である。 「殷」は漢字
の原点である甲骨文字を生み出すなど高度な文化を持ち、強力な軍事力で周辺の部族を圧倒
した。 だが、その「殷」は、「牧野の戦い」と呼ばれる天下分け目の決戦で、「周」にあっけなく敗れ去
る。 勝敗を分けたのは何か？二つの王朝の差.
【漢字トリビア】「旅」の成り立ち物語. TOKYO FM+. 2017.03.26 11:00. 「漢字」、一文字一文字
には、先人たちのどんな想いが込められているのか。時空を超えて、その成り立ちを探るTOKYO
FMの「感じて、漢字の世界」。今回の漢字は「旅」。春の陽気に誘われて、旅に出たくなる季節で
す。 「旅」という字は、ふたつの文字から成り立っています。 向かって左側の部分は、「方向」の
「方」。古い字体ではそこに「人」という文字を添えて、吹き流しをつけた旗竿を意味しています。 この
旗… さらに見る · さらに見る · アプリで見る.
そのような方法論が提示されなければ、ある漢字の字源を研究して白川博士と同じ結論に達しえ
る保証はどこにもないからである。以下、このような事態が不可避であることを「左」と「右」を例に紹
介してみよう。 「左」と「右」の分析で問題となるのは「工」と「口」が何を表しているかという点であ
る。手の左と右は、左図上の字体（甲骨文）が示すように最初は手の向きのみで表されていた。左
図下の小篆に至ってもその特徴は維持されている。手の向きによってすでに左右が表わされている
以上、新たに加えられた「工」と「口」の.
類書中最大級の親字3,200。 全常用漢字，全人名用漢字，よく使われる表外漢字を収録。 漢
字が探しやすい見やすいレイアウト。 すべての漢字にふりがな付き。1年生から使える。 漢字の意味
ごとに熟語を分類，字のイメージをとらえやすく応用力がつく。用例を重視，例文で実際の使い方が
わかる。 新開発［部首スケール］で，探している漢字が見つけやすい。 学習に役立つコラムや付録
が満載。 故事のはなし，ものしり巻物，文字物語，例解使い分け，漢字パズル，漢字のなりたち，
漢字の組み立て，中国書名物語…
最初の形と、もともとの意味。魅力あふれる漢字の世界を子どもに伝える。小学校1年生の配当漢
字80字がぜんぶわかる。
なるほど漢字物語 白川静文字学入門/小山鉄郎」の通販ならLOHACO（ロハコ）！ ミネラル
ウォーター、お茶、ティッシュ、おむつなどの日用品から、掃除機、冷暖房器具などの生活家電まで、
アスクル個人向け通販ならLOHACO（ロハコ）。翌日以降お届け、1900円以上で基本配送料無
料です。
2014年11月25日 . 人」の文字の成り立ち. 漢字には必ずその成り立ちがあり、その過程の一部をま
とめて書体と呼ばれております。 辞書を見るとこんな感じですね。 漢字の種類. 実際はこれは全て
歴史順になっています。 古い方から. 甲骨文字→篆書→隷書→楷書→行書. 甲骨文字→篆書
→隷書→草書. の２つ流れ。 今回は楷書までの流れなので関係ないのは省き、歴史順にわかりや
すく書き直してみますとこんな感じ. 人の字の変遷. つまり漢字の基本となる甲骨文字≒篆書が「人
間を真横から見た形」になり、支え合って.
「北」という文字は二人の人間が背中をそむけ合っている形を示す。「比」は片方が向きを変えた形
である。「臼」は双方が向き合った姿を示している。漢字を分解し、ときに中国の古文書をひもとき、
故事来歴を楽しくつづる、興味つきせぬ文字のなりたち。

2013年8月6日 . 夏休み特別企画として、紀伊國屋書店新宿本店の書店員さんに、夏休みに読
みたい漢字の本を紹介していただきました。 . 見開きページの左側に見出しの漢字が、右側には漢
字の意味をあらわすイラストと、読み、意味、熟語、なりたちが一覧できるようになっています。 鬼沢
「五味太郎さんの味わいのあるイラストについている . 物語を読み進めると、ページのところどころに
扉型の切り込みが入っており、その扉を開いて漢字の理解を深めるというしかけ絵本になっています。
鬼沢「漢検（日本漢字能力.
従来、顔のパーツの口と考えられてきた口（サイ）は実は神に祈り、誓う時の祝詞を入れる器の形。
。文字はあまりにも当たり前に存在する。が、ひとたび観点を変えると宇宙に広がる星座みたいで面
白い。『ことばには空間も時間もない。ことばを文字として形象化することによって空間を持ち、持続
する。もっとも重要なことはことばの持つ呪的な機能をそこに定着し永久化すること』先人たちが文字
を持ちたかった動機は神と交信すること。彼らの祈りがサイに閉じ込められ現代にまで届けられた祈
り。蓋を開く。そんなことを考える.
2017年4月24日 . 漢字を覚えるのは大変だ。うちの息子は小学校３年生の漢字が少しつまずいて
いた。だから、うんこ漢字ドリルでは、４年生なのに、３年生の復習をやらせている。 noriyasukatano.hatenablog.com すでに漢字を覚えて何度も読み書きしている側としては、漢字が覚えられ
ないことが不思議に思えるかもしれないが、漢…
何万枚も写すうちに、文字の成り立ちやつながりを、体で感じ取れるようになりました。 そして、45歳
のとき、「口」が「くち」ではなく、神への手紙を入れる器「サイ」であることを発見したのです。この発見
によって、漢字の成り立ちに、納得のいく説明ができるようになりました。白川静先生は、およそ2000
年間、正しいとされてきた漢字の解説書「説文解字」とは違った学説を構築することになりました。誰
もが考えつかなかった発見だったため、反対説を唱える学者も多くいました。 孤独な研究でしたが、
ひとり学問の道を極めることを.
Amazonで阿辻 哲次の漢字のなりたち物語 (講談社ことばの新書)。アマゾンならポイント還元本が
多数。阿辻 哲次作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また漢字のなりたち物語
(講談社ことばの新書)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
感じて・・・、漢字の世界」。 今日の漢字は「爽やか」。 「爽快」「颯爽」の「ソウ」です。 眺めている
だけで風通しのよい姿をした「爽」という漢字ですが、 実は、そのなりたちにはこんな物語があるといい
ます。 「爽」という漢字は「大」という字の両脇に、 カタカナの「メ」のような×印を二つずつ、書き入れま
す。 白川文字学でおなじみの白川静博士によれば、 「大」の字は手足を広げた人を正面から見た
姿を描いたもの。 もし、この人型が手を広げて横たわっている 女性だとしたら・・・、 この×印、はちょ
うど、乳房のあたりに位置してい.
生涯現役を貫いた著者白川静が、七十年に及ぶ研究で確立した体系的な文字学。漢字の初形
初義から解き明かす。 ¥6,480 レビュー件数:9 (評価平均 [5点満点]:4.89) 【平凡社】, 漢字なりた
ちブック（全6巻セット） 伊東信夫/金子都美絵 ¥8,856 レビュー件数:0 . 中国古代人の生活や文化
を背景に、甲骨文や金文、および漢字が形づくられるまでの過程をたずね、文字の生い立ちとその
意味を興味深く述べる。 ¥842 レビュー件数:3 (評価平均 [5点満点]:3.0) 【岩波書店】, 〔白川静
の絵本〕サイのものがたり 白川 静/金子 都.
中国語の日本語への影響. 劉 明. 鷲 尾 紀 吉. 〈目 次〉. はじめに. 1 ．漢字伝来の起源. 2 ．日
本文字への影響. 2 ．1 ．漢字. 2 ．2 ．ひらがな. 2 ．3 ．カタカナ. 3 ．言葉への影響. 3 ．1 ．飲食
から見る. 3 ．2 ．習慣から見る. 3 ．3 ．古典文学から見る. 3 ．4 ． .. 日本人が自分たちの言葉を
捨てて，外国語である中国語にかえてしまうこ. とはできなかった．中国語の単語を借用し，漢語の
造語法に習熟するに従い，. 和製漢語を造るようになったのである．その造語法をみると，まず，漢
字で. 表記した大和言葉を音読したものが.
単に無意味に漢字を暗記するのではなく、漢字の成り立ちを調べ、その字解をし、統一的に覚えて
しまおう……
2017年8月18日 . ひらがなやカタカナが作られる前は、難しい漢字だけが使われ、公的な文書や学
問をする人だけが文字を書いていましたが、ひらがなやカタカナが使われるようになると、より多くの
人々が読み書きできるようになりました。 特に、これまで学問は必要ないとされていた女性たちが読

み書きできるようになり、源氏物語（紫式部・平安時代）や枕草子（清少納言・平安時代）など、
宮中に仕える女性の手によって多くの作品が作られました。 そして明治33年（1900年）に、小学校
令施行規則の第一号表に48種の.
2017年11月26日 . 【漢字トリビア】「案」の成り立ち物語. 2018-01-14(日) 11:00. 「漢字」、一文字
一文字には、先人たちのどんな想いが込められているのか。時空を超えて、その成り立ちを探る
TOKYO FMの「感じて、漢字の世界」。今回の漢字は「案ずる」の「案」、「提案」「案内」の「案」
です。センター試験も始まって、本格的な受験シーズンの到来。努力の成果を「答案」にして、夢が
叶う日はもうすぐ、そこまできています。 詳しくはこちら.
2016年3月29日 . 今回は、「笑」という漢字の由来について解説します。最初に、笑うの上の「竹」
は竹かんむりではありません。では一体何なのか。実はこれは何と、、、

