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摘  要（四号） 

    在汉语和日语中，像“先生”这样的称呼语非常多，而且很多都是中日共有

的同形类义词。能够正确理解并熟练运用这些同形类义词，不仅对日语初学者来

说非常重要，对专业的日语翻译者而言更是必须要掌握的。本论文通过调查法、

文献研究法、举例分析法等研究方法,从“先生”一词的历史起源着手，对其在

汉语和日语中的具体语义、使用范围、感情色彩、搭配方式、文化背景等多方面

进行对比分析，综合概括出“先生”一词在汉语和日语中的演变发展情况；值得

一提的是，出自中国的“先生”一词自从传入日本后其使用范围不断扩大，在社

会中的作用和使用频率甚至超过了中国。总而言之，语言的发展深受社会的影响，

并在一定程度上体现了社会的发展。希望通过本论文的介绍，能让日语学习者进

一步深入了解此词汇，引起日语学习者对中日同形类义词的重视，加深日语学习

的兴趣，并为专业日语翻译者在翻译“先生”一词时提供必要的提示作用和借鉴

意义。 

关键词：先生；中日；差异；用法；文化 
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要  旨（四号） 

  中日では「先生」のような呼称語がとても豊富で、更に多くの呼称語が中日

での共通語と同形類義語である。よくそれらの語彙を理解してまた十分に使う

ことができるのは初学者にとってとても重要で、翻訳者も把握しなければなれ

ない。本文が調査法、文献研究法、例を挙げて分析法などの研究方法を通して、

「先生」の歴史起源から、「先生」が中日での具体的な意味、使用範囲、感情

色彩、組み合わせ、文化背景などの方面に分析していて、「先生」は中日での

変化発展をまとめる。「先生」が日本へ伝えられた以来、使用範囲がますます

広げている、さらに中国語より社会での作用や頻率が高い。要するに言語の発

展が深く社会の影響を受けて、社会発展を一定体現している。本文を通して読

者に「先生」を深く了解させることが期待できる。同時に読者は同形類義語に

重視することを引き起こす、日本語を学ぶ興味を深める。また専門的な翻訳者

が「先生」を使うとき、必要な啓示作用や参考意義を提供することも期待でき

る。 

キーワード：先生；中日；差異；用法；文化 
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はじめに： 

  中日の学者たちが「先生」に対して深い研究をしていた、研究内容もとても

広い。第一では、例えば、王慶の「“先生”用法刍议」、李中复·鄭素潔の「日

语中“先生”用法分析」、姜徳軍·道尓吉の「汉语社交称谓语“先生”的古今

嬗变」など。これらの学者たちは「先生」が中日での具体的な用法について研

究した、したがって中日の使用差異に研究することが足りない。そして、張継

彤の「中日同形词“先生”的考察」、毛莉の「汉日“先生”一词的对比研究」、

陳静薇の「汉语日语中称谓语“先生”的用法比较」などの文献で、「先生」は

中日での差異に詳しく分析することにもかかわらず、「先生」の歴史起源と変

化発展について研究しない、一定の局限性がある。第二では、例えば、陳晨·

許文平の「汉日同形词对比与语际迁移偏误生成」、張騰飛の「汉日同形类义词、

同形异义词探究」などの文献で、文法から中日の同形類義語が言語間の伝播と

偏差を分析して、「先生」のような呼称語だけに簡単的に言及した。第三では、

例えば、楊蓉麗の「从个别称谓看语言及社会的变迁」、丁安仪の「当代中国社

会关系称谓」、毛娜娜の「从目的论角度看日剧名称的中文翻译」などの文献で、

「先生」を通して例を挙げて、社会背景と時代変化の側面だけで「先生」のよ

うな呼称語を研究した。またいくつかの日本学者たちも、例えば、陳仲鹏の『日

本語と中国語の同形語「先生」について』の中で、「先生」は日本での使用範

囲に総合的に分析する。広い地域と多くの世代に調べことを通して「先生」が

文献での一つ一つ意味の使用頻率に詳しくまとめても、中日の使用差異や使用

方法などの方面を研究しない。 

1 辞典での「先生」の意味  

 「先生」という言葉が中日共有の同形類義語だけでなく、中日の社会で頻繁

に使う呼称語である。「先生」は中国語と日本語で近い意味があるが、使用方

法が全く同じではない。もし十分理解しないと、言語間のコミュニケーション

と学習に邪魔を引き起こした結果をもたらす恐れがある、したがって「先生」

を深く理解したかったら、真っ先に辞典から手に入れて深く理解するはずであ

る。 
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1.1 中国語の辞書での「先生」の意味   

 「先生」は古代の中国に四つの意味がある。これらは「a.父兄、长长。b.

年长有学问的人。c.老师。d.妇女称丈夫。」1である。これらの意味から見れ

ば、「先生」は中国語での起源がとても早く、意味も豊富である。 

 そして、「先生」は今の社会に八つの意味がある。これらは2「a.尊称。b.

称老师。c.旧时称以相面、卜卦、卖唱、行医、看风水等为职业的人。d.旧时称

妓女。e.旧时称担任文书或管理职事的人。f.称别人的丈夫或对人称自己的丈夫。

g.一般人之间的通称。h.对足球、排球等运动项目中经评选产生的最佳男运动员

的称呼。」である。 

 『古代漢語辞典』より『現代漢語大辞典』の方が「先生」の意味が四つの意

味を超えるから、「先生」は中国語で絶え間なく発展していて、意味がますま

す豊かになっている。  

1.2 日本語の辞書での「先生」の意味 

 「先生」は日本の権威の辞典に五つの意味がある。これらは3「a.学問・技芸

などを教える人。b．学芸に長じた人。c．師匠・教師・医師・弁護士・国会議

員などを敬って呼ぶ語。d．親しみやからかいの気持ちを込めて、他人を指す

語。e．自分より先に生まれた人。」である。 

  また「先生」は他の辞典にもこういう意味がある。4「指導者として自分が

教えを受ける人。（狭義では教育家・医師を指し、広義では芸術家や芸道の師

匠などをも含む。）」という意味もある。したがって日本語での「先生」が最

初の意味が傾いて、すなわち自分よりも先に生まれたり自分より知識がある人

だったり敬称する呼称である。「先生」は辞典の中での具体的な意味を了解し

てから、「先生」の起源を研究する。 

2「先生」の歴史起源    

2.1「先生」の出典 

                                                     
1 张双棣，殷国光.『古代漢語辞典』(第二版）.商务印书馆，2014 
2 吕叔湘.，丁声书.『現代漢語大辞典』(2012版)，商务印书馆，2012 
3 松村明.『大辞林』（第三版）.三省堂，2006 
4 金田一京助,倉持保男,山田明雄,酒井憲二,山田忠雄等. 『新明解国語辞典』（第六版）.三省堂，2004 
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 中国語では「先生」の出典は西周後期の『詩経・大雅・生民』の「诞弥阙月，

先生如达。」の中で、この「先生」は辞典でこういう5「先生，始生之子，犹

今言头生。」という解釈がある。でも、「先生」は西周時期に固定的に使用す

る単語ではなく、臨時の代替呼称とするだけで、原始の字面の意味に留まる。

「先生」は最初に呼称語としては戦国時期の『礼記・曲礼上』の「从于先生，

不越路而与人言。」である。戦国後期になって特に前漢に、さらに頻繁にたく

さんの文献に出現した。単に前漢の『史記』の中で、「先生」は6134 回に出現

したから、前漢時期まで「先生」がすでに正式的な呼称語になった。 

2.2「先生」のもともとの意味 

西周後期に「先生」は最初の意味が「真っ先に生まれた赤ちゃん」である。

春秋時期になって「先生」の意味が発展した、すでに「父と兄」のような年齢

層の人に代替して呼称する。 

 例えば:   

 a.『尓雅』による「先生为兄，后生为弟。」とある。 

 b.『論語・為政』による「有酒食，先生馔。」とある。 

 c.『論語集釈』による「先生，谓父兄。」とある。 

  歴史の発展につれて、前漢に「先生」は年上また知識がある人に呼称される

ことができる。「先生」が頻繁にこれらの文献で尊敬を示す人称代名詞として

使われた。 

 例えば:  

 a.『文選·黄甫谧<三都詩賦>』による「玄晏先生曰：‘古人称不歌而颂谓之 

赋’。」とある。 

 b.『史記·三代世表序补』による「张夫子问褚先生。」とある。 

 c.司馬貞による「褚先生名少孙。」とある。 

 

特别提醒： 

                                                     
5 商务印书馆编辑部.『辞源』（修订版）.商务印书馆，2011 
6 陳仲鵬.『日本語と中国語の同形語「先生」について』により引用したデータである。 
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本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已经

被论文数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因为这

些论文是不可能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过购买时

间限度或不符合新的论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 

另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一

性，切实维护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5 月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的

写手在写作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论文。

这是我们现成论文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买使

用。对于要求比较高，或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的

论文，我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同

一个省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断

版权，只要出 500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，6000 字以上的 600

元），即同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再

买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目

录等基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找

老师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买

论文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某

一部分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有重

复的论文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服

务。 

 

 

3 中日の「先生」の発展過程 

3.1 中国語における「先生」の発展過程  
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 「先生」は中国語で最初の意味が「兄」という意味である。 

 言語研究を行う際に、大まかに言って、形式主義と機能主義という二つの立

場がある。高見健一(1995:4)による「形式主義は、文法、つまり統語論を中心

に据え、文法に内在する原理や原則のみによって言語事実を説明しようとする。

機能主義は、言語使用の立場から言語事実を捉え、文法に外在的な要因にその

説明を求めようとする。」とある。従来は、ヴォイスについての研究は、形式

主義の立場から捉え、統語上から文要素を考察するものが多く見られる。しか

し、言語というものは、ただの文要素の組み立てではなく、言語から人間の思

考、価値観などといった世界の見方を垣間見ることができる。(1)と(2)が示し

ているように、言語現象の本質を理解するには、統語上の特徴だけではなく、

社会においてその言語をどのように使用しているのか、どのように伝達される

のかなどの言語運用面(認知プロセス)を解明しなければならないということ

が分かる。 

 日本語のヴォイスについての主な先行研究を、以下に挙げる。 

 佐藤琢三(2007) 

 佐藤琢三(2007)は、プロトタイプ論の観点から、ヴォイスについて解釈して

いる。ヴォイスの機能を形態、意味、統語という三つの側面から分析して、ヴ

ォイスのプロトタイプの特徴を示した。具体的には、以下のようなものである。 

 概念規定： 主語を中心とした事態の関与者と述語の表す動きの意味的関係

を示すカテゴリー。 

（a） 形態：2 つの文に格に交替を伴いうる述語の形態的対立が認められる。 

（b） 統語：2 つの文の主格の名詞句が義務的に異なる。 

（c） 意味：2 つの文がともに動きを表す。 

                        (佐藤琢三(2007:193)) 
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                                男性と少数の女性 

  男性            男性            

                     

   

前漢         元明清        五四       文化大革命 

                               

男性                           男性                                 

                                        

現代             改革開放           文化大革命 

                           【図 1】 

尊敬程度の変化：                             

           尊敬、中性 

 尊敬      尊敬、中性   マイナス      マイナス        尊敬、中性     

前漢      元明清       五四       文化大革命      改革開放      現代 

3.2 日本語における「先生」の発展過程 

   645 年から日本は大化の改新を始め、革新の内容は中国の『礼記』、『論

語』などの著書が大学の教材として取り入れられた。したがって大胆に「先生」

は日本へ伝播する時間が約 645 年を推断した。『大辞林』の中で「先生」は 5

つの意味があって、その一つの意味は「自分より先に生まれた人」である。こ

のような意味の例がとても多い。 

 例えば:   

 a.『鳥衣･戯八亀』による「年の賀も祝はれず、先生にはあるまじきことな

り。」とある。 

 b.『紗石集･二』による「先生の事を知りたく覚えて大師に祈念する。」と

ある。  

尊称、教師、人相

見などの職業、娼

妓、文書や管理職

事などの人、夫 

基本的に使

わない、,少

数の知識人 

尊称、丈、一般

的な人、地域や

業界の代表 

 

教師、兄、

尊称、夫 

 

教師、兄、

尊称、夫、

人相見など 
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 時代の発展につれて「先生」が日本語でまた二つの意味を出現した。第一は

「学問・技芸などを教える人」で、第二は「学芸に長じた人」である。その二

つの意味がもう日本人の生活で頻繁的に使う呼称語になっている。 

 例えば:   

 a.『日漢大辞典』による「先生に宛てて手紙を出す。」とある。 

 b.『日漢大辞典』による「先生に搾られる。」とある。 

 c.『超級クラウン中日辞典』による「あの先生は授業の準備が周到だ。」と

ある。 

 d.『日漢大辞典』による「校長先生の耳に達する。」とある。 

 e.『日漢大辞典』による「先生の門に入る。」とある。 

 f.『日本語文型辞典』による「相手が偉い先生だからと言って、あえてへり

くだる必要もない。」とある。 

   明治維新以降に「先生」の使用範囲がさらに広くになって、新しい職業を

指すことができる。『大辞林』に一つの意味がある、すなわち師匠・教師・医

師・弁護士・国会議員などを呼称する。ここで「先生」は社会で地位が高い人

を指す。 

 例えば：  

 a.『超級クラウン中日辞典』による「王先生は 3 年間外科で勤務している。」

とある。 

 b.『日漢大辞典』による「今度の裁判では、先生のおかげで勝つことがでま

した。ありがとうございます。」とある。 

 c.『漫談“先生”的用法』による「うちの先生は昨夕選挙区へ帰りました。」

とある。 

  最近にはあるとき、「先生」が特に尊敬の呼称語からからかう意味になる

感じて、『大辞林』に「先生」が一つの解釈がある、それは「親しみやからか

いの気持ちを込めて、他人を指す語」である。 

【表 1】ヴォイスのプロトタイプと諸類型 

 原型的ヴォイス 非原型的ヴォイス 
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受動・使役・自他 相互 可能 希望 テアル 

(a)形態 ○ ○ ○ ○ ○ 

(b)統語 ○ × × × ○ 

(c)意味 ○ ○ × × × 

                                                          (佐藤琢三 (2007:197)) 

 

例えば:   

 a.『新世紀日漢双解大辞典』による「先生ご執心のようだな。」とある。 

                            

                          男性及び女性 

      男性 

              

約 645 年                        明治維新                       現代             

【図 2】 

日本語で尊敬程度の変化： 

     特に尊敬              尊敬、中性 

約 645 年               明治維新              現代 

3.3 中日差異の原因 

 中国は「先生」という言葉が封建社会、資本主義社会、文化大革命、改革開

放などの歴史時期を渡した、「先生」の意味や使用方法もどんどん変わった。

しかし終始に原始の意味に沿って、個別尊敬から全体尊敬までの道路を発展し

ていた。これは中国の伝統的な儒教思想や現在の民主文化にかかわる、ちょう

ど時代の発展を体現する。  

学問・技術など

をおしえる人、

自分より先に

うまれた人 

学問・技術などをおしえる

人、自分より先にうまれた

人、いくつの職業の敬って

呼ぶ語、親しみやからかい

の気持ちを込める他人を

さす語、学芸に長じた人 
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  日本では稲作文化の影響を受けて、すなわち昔からの社会等級を強調する思 

想また自己を弱める意識のもとで、「先生」が依然に最初の意味を保持して、

広さの程度がなかなか低い。これらを通して社会環境は言語の進化に深い影響

がある道理を感じ取っていた。 

終わりに 

  

 要するに自然環境や民俗風情などの要素が言語発展に対する大きな影響を

了解して、日本語を学ぶ時にこの特徴を心に焼き付けるべきである。社会文化

の差異によって誤って使いを避けよう。また「先生」が中日での詳しい比較を

通して、読者に一廉の役に立つ参考資料を提供する。 

 

 

 

 

 

7【図 4】 
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7 これは陳仲鵬の『日本語と中国語の同形語「先生」について』により改作した図である。 
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