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ことばっちの冒険・２０１８（５） 

 
                １ 

毎年この季節、八王子市にある館ヶ丘住宅の小さな会館にお邪魔しています。あと数年

で始めてから２０年になる、ことば遊びの学習会（ラボ）です。わたしと同じ団塊の世代

が中心のグループで、現在では知る人がまれになった雑誌「ひと」の読書会からのつなが

りだそうです。 

９月９日（日）に、１０名足らずでしたが、いつもながら和やかな会になりました。連

音ことばさがし（三文字ことば）、一文字一音の漢字で文づくり、そして本冊子（４）の最

後に紹介した、『潜在能力テスト』の１６文字の＜リポリズム＞を楽しみました。 

今回は、二つ目の遊びについて、詳しく書いておこうと思います。 

一文字の漢字が一音だけの発音で、意味を持つことがあります。発音はいうまでもなく、

音読みと訓読みとがあります。五十音順にたどって、どんな漢字があるのか、どんな意味

があるのかを思い出し、考えてみましょう。 

頭のなかにストックされていた慣用句が、思いがけず引き出されることに気づきます。

五十音順に参加者が探し出したことばを発表しながら、ことわざ・慣用句や使い方を確認

しあいました。この報告を書きながら思い出したものも加えて、五十音順にリストアップ

してみました。なぜか、唱歌や歌謡曲の歌詞がいくつか頭をよぎってしまいました。夜霧

のブルース・・・（笑い）辞典で調べればもっとたくさん見つかるでしょうが、とりあえず、

メンバーとわたしとの共同思考・試行の結果です。 

 

あ行     夷を以て夷を制す、意を決する、意をくむ、異を唱える、 

胃が痛む、井の中の蛙大海を知らず 

〽卯の花の匂う垣根に・・・（夏は来ぬ）、鵜の目鷹の目 

〽絵にも描けない美しさ（浦島太郎） 

玉の緒よ・・・（百人一首）、へその緒、堪忍袋の緒が切れる 

犬が西むきゃ尾は東、 

 

か行      可もなく不可もなく、蚊の鳴くような声、 

    気を許す、気が気でない、気が重い、病は気から、機を見るに敏、 

機が熟す、木を見て森を見ず、奇をてらう、着の身着のまま  

苦にならない、楽あれば苦あり 

よくない卦が出ている、 

老いては子に従え、個を大切に 
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さ行        差をつける、 

不慮の死、『死の棘』、市の予算、詩を作る 

酢は調味料、素のまま、鳥の巣あたま、 

瀬をはやみ岩に・・・（百人一首）、〽波の背の背に（帰り船） 

背に腹は代えられぬ 

 

た行       詩を作るより田を作れ、他を圧倒する 

血を血で洗う、地の利、知に働けば角が立つ（漱石） 

          〽伊勢は津で持つ、津は伊勢で持つ （伊勢音頭） 

手に負えない、手を尽くす、あの手この手、じっと手を見る（啄木） 

筆舌の徒、帰国の途、人のうわさに戸は立てられない、 

 

な行       名を惜しむな、〽菜の花畑に入日薄れ・・・（朧月夜）、 
菜の花や月は東に・・・ 
荷が重い、 

   根も葉もない、根がやさしい、値を上げる、音を上げる、虫の音 

   後は野となれ山となれ、「野に咲く花のように」（ダ・カーポ） 

 

は行      歯に衣を着せぬ、根も葉もないこと、 

飛んで火に入る夏の虫、火に油を注ぐ､非がある、日に日に深まる秋 

 〽赤い灯青い灯道頓堀の・・・（道頓堀行進曲） 

負の数、歩の数、麩の数、〽歩のない将棋は負け将棋（歩） 

腑に落ちない､譜を読む 

屁のかっぱ、百日の説法屁一つ 

イネの穂、得手に帆を揚げる 

 

ま行    間が持たない、間が悪い、魔が差す、好事魔多し 

身から出た錆、身につまされる、身もふたもない 

無から有を生む、 

芽が出ない、目には目を 

喪に服する 

 

や行   野に下る、三本の矢、矢も盾もたまらない 

    ○○の湯、湯に入る 

       夜を徹しての復旧作業、余の辞書に不可能という字はない 

      〽愚痴じゃなけれど世が世であれば（大利根月夜唄） 
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ら行    漁夫の利、利がある、理がある、 

竿は三年 櫓は三月 

 

わ行    和を以て貴しとなす、 

 

が行     我を張る、我が強い、蛾が舞う、 

     義を見てせざるは勇なきなり、戯を見てせざるは遊なきなり、 

義に生きる 

     具を入れる、みそ汁の具、愚にもつかない、愚の骨頂 

下の下、 

       碁を打つ、後の先、 

 

ざ行    座を楽しませる、座が白ける 

地が出る、痔が出る、字が出る 

      図に乗る、頭が高い、 

      是とする 

 

だ行    出を待つ 

 

ば行    場を弁えろ！ 

美の壺、微に入り細を穿つ 

分が悪い、 

 

一音の漢字には、音読みだけではなく、訓読みも少なからずあることがわかりますが、

どちらか迷ってしまいがちです。 

この技法・遊びは以上のように、一文字からたちまち慣用句、歌詞などのフレーズを念

頭に浮かべることができる技法で、さほど多くはありません。＜しりとり＞＜アクロステ

ィック＞などの技法も一文字からの連想ですが、＜しりとり＞は単語を引き出すだけです

し、＜アクロスティック＞は単語の連想から文・フレーズを創造的につくる過程が入りま

す。ことわざや慣用句を意図的に並べようと考えない限り、慣用的フレーズへの連想にな

りません。例えば、「ことわざしりとり」とか「しりとり歌合戦」とか・・・・。 

「ことば遊びドリル」でとりあげている、もう一つの遊びは、「〇ん」という２音で、漢字

表記できることば・単語による慣用句探しです。いくつか思いつくままに、例を挙げてお

きます。こちらは、ほぼ音読みだけではないかと思います。    （９・２０） 

運・運の尽き   縁・縁は異なもの味なもの   宴・宴もたけなわ、 

金・沈黙は金、  禁・禁を破る   寸・蛇は寸にして人を呑む、 
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                  ２ 

スーパー、レーザー。ヒーローのように、「〇―〇―」の語形（綴り）になっている四文

字のことばを考えましょうーほぼこのような内容の問題。１０月８日の「潜在能力テスト」

という、フジテレビの番組にあった。これは（４）で紹介した、「１６迷宮」の形式で、「○

―○―」の四文字ことばを、背景の画像をヒントに当てるというもの。ゲームはチームご

とに一人ずつ左上からスタートして、上下につなげていき、右下にたどりつけばゴール。

ここでは画像のヒントを出せないので、正解を書いておく。 

 

オーケー    ヒーター    パーカー    バービー 

シーソー    バーナー    リーダー    バーバー 

チーター    クーラー    ピーラー    ムームー 

ビーバー    ムービー    ソーサ―    メーデー 

 

右下の４つ、ピーラー、ソーサー、ムームー、メーデーに｛難｝の表示があって、いさ

さか難しく、解答するとおおいに盛り上げる。また、一番右下は最初は画像がなくたどり

着いたときにわかるという仕掛け。この問題では、若いタレントが画像を開けたら、５月

１日の日めくりの画像だった。わたしらの世代は即座に「メーデー」と回答できるが、平

成育ちの、まして芸能界の方々には難問だろうなあ。画像が出た時思わず「わかった」と

言ってしまった、年配の柴田理恵さんが見事クリアー。 

ほかにも引き出せないかと、わたしは、ボーと生きてきた頭を回転させてみた。カータ

ー（大統領）、ガーター、コーヒー、シーザー、シーサー、ターキー、ドードー、ルーキー、

ビーカー、ダービー、クーピー、マーカー・・・。 

これらのことばが引き出される快感を味わいながら、「〇ッ〇―」という形もたくさんあ

るのではないかとフィラメント＝ひらめいた。ざっと引き出されたことばを書き出してみ

たら、たちまちのうちに２０個ほどに成田山＝なった。どんなことばが多いかと眺めてみ

れば、ミッキー、ネッシー、サッチーなどの愛称のような表現、〇ッキ―の語形のものな

どがあるので R。 

・・というにわか分析をヒントに、５分以内に１０個を思い出してください。わたし

の引き出しからの解答例は、最後のページに書きます。 
 

このように語形（綴り）を限定する技法は、「〇んち」ことば、「○ん○ん」ことばの２

例を拙著『ことば遊びセレクション』にとりあげた。ほかにも、○ん○、○の○、〇ん〇

ん〇ん、〇っ〇などの語形をひねり出し、ドリルにしてある。たくさんのことばが出てき

そうなので、「〇ん〇」は〇を濁音・半濁音に限定したりもする。例えば、ダンボ、便秘、

玩具、源氏、ボンド、ビンゴ、談義、銀座・・・。これは思いがけず見つかるので、「がざ

だばぱ」の６行を思い浮かべながら、引き出してみてください。  （１０・１０）           
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      ３ 

日本語には擬声語・擬態語と呼ばれている一群のことばがあって、分厚い辞典も複数発

行されています。例えば、『暮らしのことば・擬音・擬態語辞典』（山口仲美・編 講談社・

発行）は、漫画・コミックにおけるオノマトペ表現までコレクションしています。しかし、

「擬声語・擬態語」という概念・表記は、漢字の画数も多く言いにくいので、教室では、

＜オノマトペ＞と教えることにしています。 

ことば遊びにはうってつけのことばたちですから、「苦しい時のオノマトペ」などと称し、

初期のころから様々な試み・授業をしてきました。拙著『ことば遊びコレクション』（太郎

次郎社・２０１６年）にも、「オノマトペ連想遊び」と「オノマトペカルタ」、二つの技法

をまとめてあります。 

さて、「豊かな日本語、オノマトペの世界」という副題がつけられた、得猪外明さんの『へ

んな言葉の通になる』（祥伝社新書・２００７年）という概説書。そのなかに、＜オノマト

ペ＞のいくつかの構造（語形）が紹介されていますが、なんといっても ABAB の型のもの

が多いとのこと。うかうか、ふらふらなどの繰り返し型オノマトペですね。ここから、う

っかり、うかっとなどの型が派生したそうです。これ以上詳しくはふれませんが・・・。 

そこで、ABAB 型のオノマトペを愉しむ、次のような遊びを６年生の教室で試みました。 

・「こんこんこんにゃく」、「くんくんくんせい」のように、オノマトペの後ろにこ

とばを足して、しりとり風のフレーズにしましょう。 

ほとんどが「オノマトペ＋名詞」という語順のことばになりますが、こうしてできる短

いフレーズを思いついたとたん、様々なイメージが脳内をかけ巡ります。すんなりとイメ

ージが広がるフレーズもあれば、無理やり飛躍させてどうにかこうにかイメージが成り立

つフレーズもあります。子供が探し出したフレーズを拾ってみましょう。 

 

ウルウルウルトラマン もやもやもやし ぶらぶらブラジル はらはらはらっぱ 

スイスイスイカ どんどんどんぐり うきうきうきわ にこにこにっこう  

からからからあげ カラカラカラス ふらふらフラダンス けんけんけんだま 

ころころころっけ サラサラサラダ ぐでんぐでんおでん バラバラばらにく 

 

いくつかのフレーズについて、古希を迎えた私の貧しいイメージを書いてみます。「はら

はらはらっぱ」は例えば、アスレチック風の遊具がある原っぱ、または幼児を遊ばせてい

る親御さんの心境。「スイスイスイカ」は、海にスイカ割りのスイカが流れちゃって、スイ

スイと・・・。「カラカラカラス」は、のどが渇いたカラスのこと、または人間を馬鹿にし

て笑っているカラス、そして声をからす・・・（笑い）。 
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以上のフレーズに使われているオノマトペは、大半がよく使われ、辞典にも掲載されて

いるものです。しかし、次にまとめるフレーズは、前半、あまり聞いたことのないオノマ

トペが使われています。たぶん、先に名詞が浮かんで、後から繰り返しのオノマトペを操

作的に書き足したのではないかと思われます。でもよく読めば、とりあげられた名詞にあ

る種のイメージが付与されているように感じませんか。 

 

ねずねずねずみ だるだるだるま しらしらしらす めだめだめだか  

ミキミキミッキー ハンハンはんこうき コスコスコスメ ねまねまねまき 

とんとんとんぼ ひらひらひらがな まざまざマザコン するするするめ 

てんてんてんどん むしむしむしめがね まだまだまだら だんだんだんご 

 

後半は、聞いたことのあるオノマトペですが、つながった名詞とでイメージがつくりに

くい感じがします。しかし、フレーズにリズムがあり、声に出して読むとなかなかおもし

ろい！そういえば、テレビが草創期だった１９６０年代に「とんま天狗」という番組があ

って、その主題歌が「とんとんとんまの天狗さん・・・」で始まるものでした。 

さらに、面白いことに気づかされました。「ざらざらザラメ」というフレーズがありまし

たが、「ザラメ」は、ざらざらしている大粒の砂糖のネーミングになっています。子供の作

品には「わんわんわんこ」や「ぶらぶらぶらりたび」「がらがらがらがらへび」などのフレ

ーズもありましたが、よくよく考えますと、いずれも名詞の初めの音がオノマトペからの

＜しりとり＞になっていることが分かります。 

この着想でいきますと、フラダンスは、「ふらふら」と踊るから、ばら肉は「バラバラ」

になっている感じの肉だからと思ってしまいますが、実は違うんですね。フラダンスの「フ

ラ」は、踊りを意味するハワイ語、ばら肉「バラ」は、あばら骨！・・・と、調査結果を

NHK の人気番組「チコちゃんに叱られる」の口真似で回答しておきます。 

 

 もう一つ、＜オノマトペ＞を活用したことば探しを愉しみましょう。 

  ・ぺんぺん草、だんだん畑のように、オノマトペが入ったことばを見つけましょう。 

この遊びは、例にあげたようなことばをときどき見聞きしていましたので、さっき上げ

た「ガラガラヘビ」もそうですが、集めてみたらどうだろうと思いつきました。６年生の

教室で試みました。かなり苦労しながら、多い子で１０個近く書いていました。見つかっ

たものをいくつかに分けてみます。すぐ分類したがるのが、ボクの悪い癖・・・。 

まず、鳴き声や出している音（擬音）が入っているネーミングがあります。子供だけで

なく、わたしがひらめいたことばも少なからずありますので、ご了解ください。「チンチン

電車」などは、ちょっと教室では言い出しにくい・・・。 

 

 



 7

ミンミンゼミ ニイニイゼミ ツクツクホウシ ガラガラヘビ ホロホロ鳥 

ガラガラうがい ガリガリくん チンチン電車 ポンポン蒸気  

ちゃぐちゃぐ馬っこ 

 

次に、擬態語＋名詞のことば・ネーミングをあげてみましょう。 

 

キラキラネーム つるつる温泉 ペロペロキャンディ サラサラ肌 バラバラ事

件 ピカピカ眼鏡 ぐるぐる巻き だらだら坂  ちゃんちゃん焼き コロコロ

コミック 

 

いくつかコメント。「つるつる温泉」は、都下日の出町にある入浴施設。「コロコロコミ

ック」はいうまでもなく、小学館が発行している小学生向けの月刊漫画雑誌。 

このような技法を『へんな言葉の通になる』では、＜オノマトペ＞の「接頭語的用法」

としてまとめ、「ぐるぐる巻き」をはじめ、きりきり舞い、のろのろ運転、ひそひそ話、が

ぶ飲み、びしょ濡れ、どん底などのことば・表現を紹介。「がぶ飲み」など三つは、オノマ

トペの繰り返しがなくなったもので、「ザラザラ」の「ザラ」を活かして「ザラメ」とする

ような技法です。私が脳内ストックから引き出した、いくつかのことばを書いておきます。 

 

ごろね バタ足 ピカチュウ ガサ入れ ダラ幹 コソ泥 バラ売り ガラ空き 

 

また、オノマトペがそのまま名詞として使われているものがあると、授業中に気づきま

した。ほかにもあるのでしょうが、とりあえずいくつか、気づいたものを書いておきまし

ょう。 

しゃぶしゃぶ  バンバン  コロコロ  ガチャガチャ  ギシギシ 

 

知ったかぶりのコメントをしておきます。「しゃぶしゃぶ」は言わずと知れた肉料理の

一つで、大阪のスエヒロが命名したそうだ。「バンバン」は NHK の「がんこちゃん」に出

てくるワニをイメージしたキャラクター、「コロコロ」は、株式会社ニトムズの登録商標で、

髪の毛やホコリを取る粘着クリーナーの商品名。「ガチャガチャ」は、丸いケースに入った

玩具出てくる装置。「ギシギシ」は植物名で、葉っぱをこすり合わせると出る音が名前の由

来。（田中修『雑草のはなし』中公新書より） 

ところで、得猪さんの著書（５頁）に次のような記述があります。 

≪オノマトペは非常に単純で幼児的な言葉だが、問題の核心をついた表現ができる

ので、非常印象にのこる。≫ 

「ガチャガチャ」などもそうですが、幼児のことばに「わんわん」や「ブーブー」などが

あり、パンダの名前が ABAB 型のオノマトペ風になっていることもうなづけますね。 
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                  ４ 

ABAB 型のオノマトペを分解してみますと、AB の２音だけで意味があることばになって

いる場合がある。サラサラ→サラ（皿）、クラクラ→クラ（倉）、バラバラ→バラ（薔薇）

などがとっさ思い浮かぶ。この遊び、かなり前に授業でとりあげたことがあるなあ・・・

と回顧するも、資料が散逸してしまっている。 

ところで、１４日（日）だったかの「笑点」で、この遊びを活かした文づくりの試みを

見ることができた。即興ではないにしても、なかなかうまくこしらえるなあと感心する。 

 

焼き立てパン、食べ過ぎておなかがパンパン （小遊三） 

ペットボトルがカラ、のどが渇いてカラカラ （三平） 

赤ちゃんの返事はハイ、お母さんの所へハイハイ （三平） 

女だけのむら（村）、思わずむらむら （小遊三） 

ふるさと納税を競うまち（町）、景品はまちまち （円楽） 

酒を飲ませるにはバー、飲んでいるのはバーバー （木久扇） 

発見したドキ（土器）、自分が埋めたのでドキドキ （木久扇） 

 

木久扇さんの回答は、２０００年に毎日新聞がスクープした、旧石器遺跡ねつ造事件だ

が、すっかり忘れていた。「神の手を持つ」とまでいわれた考古学者・藤村新一氏の功を焦

った勇み足だった。このようなフレーズをこしらえようと頭をひねったが、意外に AB に意

味のあるオノマトペが少ないことが分かった。拙い試作品をいくつか。 

 

ワカサギをツル（釣る）、足元が滑ってツルツル。 

卵を割ったら黄身がニコ（二個）、思わずニコニコ。 

寒い日にタラチリをたらふく食う、汗がタラタラ。 

ハラ監督、久しぶりの采配にハラハラ。 

このズケ丼まずいじゃないか！ズケズケ文句を言う客。 

 

（１０・２７） 

 

 

●４ページ目の「〇ッ〇―」ことば、解答例。 

ポッキー、ラッキー、ロッキー、ベッキー、マッキー、バッキ―、アッシー、セッター、

カッター、バッター、サッカー、キッカー、スッチー、グッピー、ミッチー、クッシー 

★バッキ―・・・かつて阪神タイガーズに在籍した投手 

★ミッチー・・・政治家・渡辺美智雄、歌手三橋美智也の愛称 

★クッシー・・・屈斜路湖に現れたという未確認生物 
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