
楽楽英語カテゴリー：神話から学ぶ英語 

（２０１９年から２０２１年４月） 

１：ギリシャ神話で英語（１）～（１５） 

２：北欧神話（１）～（６） 

 

 

 

ギリシャ神話で英語 

 

 

（１）ギリシャ神話で英語：創造から 

 

 

 

（まずは創造から） 

Chaos(混沌)、Gaia(ガイア、地球)、Eros(愛)の 3 神が生まれた。 

Gaia から Uranus が生まれ、彼らから Titans(タイタン達)が生まれた。 

Uranus は Titans を嫌い閉じ込めた。 

その後 Titan である Cronus が父 Uranus をやっつけて、Titans を開放する。 

その後 Cronus は自分の子供たちを嫌い閉じ込めた。 

 

(Titans vs. Gods) 

Cronus の子供 Zeus は隠されて育ち、その後他の兄弟たち（Gods）を開放し、Cronus と

戦う。 

その際に Cyclopses と Hundred-headed Giants を解放してともに戦った。 

その後、Zeus は空を、Poseidon は海を、Hades は冥界を、それぞれ支配した。 

 

（オリュンポス 12 神） 

ゼウス：Zeus was responsible for all weather changes. 

ポセイドン：Poseidon created earthquakes and was the god of horses. 

ハデス：Hades ruled over the underworld. 



ヘラ：Hera was the protector of marriage and women. 

アテナ：Athena was the goddess of wisdom and war. 

「th」の発音になる点に注意。 

アレス：Ares was the cruel god of war. 

アフロディーテ：Aphrodite was the goddess of beauty and love. 

アルテミス：Artemis was the goddess of the hunt and twin sister of Apollo. 

「あーてみす」みたいな発音。 

アポロ：Apollo was the god of many things, such as archery, light, and music. 

「ぽ」にアクセント。 

ヘルメス：Hermes was the messenger of the gods. 

「はーめす」みたいな発音。 

デミテル：Demeter was the goddess of farming. 

「でめたー」みたいな発音。 

ヘパイストス：Hephaestus was the god of smithing and a great inventor. 

「へふぁいすとす」みたいな発音。「ph」は「f」の発音。 

 

 

 

 

（２）ギリシャ神話で英語：ゼウスの愛人たち 

 

 

 

全部で 7 人紹介されている。 

 

①Europa（ユーロパ） 

ゼウスが白牛になって（White bull）近づく。 

彼女をさらって Crete Island（クレタ島）に置き去る。 

 

②Io（アイオ） 



Hera（ゼウスの妻）にばれないように Cow の姿に変えた。 

その後 Hera にさらわれた後で Egypt に連れていかれ 

エジプトでは Isis になったという説も。 

 

③Lamia（レイミア） 

もともとは Poseido の娘。 

Hera（ゼウスの妻）の呪いで蛇の下半身にされる。 

 

④Semele（セミリー） 

もともとは盗賊の王の娘。 

Zeus との間にできたのが「Dionysus」 

 

⑤Leda（リーダ） 

スパルタ国王の妃。 

ゼウスは白鳥の姿に変え Leda と交わる。 

ゼウスとの間にできた子供の一人が Helen で 

トロイ戦争の引き金になる。 

 

⑥Metis（ミーティス） 

メティスとの間に生まれたのがアテナ。 

誕生の方法は、ゼウスの頭の中から。 

 

⑦Calisto（カリスト） 

アルカディア国王の娘。 

Hera の嫉妬により Calisto は Great bear に変えられる。 

その後 Calisto とその子はゼウスのはからいで 

星座になる。（The Great Bear と The Little Bear） 

またはラテン語で Ursa Major と Ursa Minor と言う。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（３）ギリシャ神話で英語：怪物トップ１０ 

 

 

 

10 位：Sphinx 

Depicted with a human face, a lion’s body, and the wings of an eagle 

It challenges the traveler with the riddle: Which creature walks on 4 legs in the morning, 2 in 

the afternoon, and 3 in the evening? 

答えは「Mankind」 

エジプトにいるイメージだけどもともとはギリシャ神話。 

 

9 位：Satyrs（セイターみたいな発音） 

サチュロス 

These man beasts are companions of the god of wine, Dionysus. 

Depicted in human form but wit horse tail and ears. 

悪魔の原型みたいな感じか。 

 

8 位：Chimera（カイメラと発音） 

キメラ：複数の接合体に由来する生物 

A hybrid creature : Body and head of a lion with a second goat head and a snake’s tail making 

up the rest. 

ドラクエでいう「キメラ」も混合種みたいなモンスターだ。 

 

7 位：Medusa（メデューサと発音） 

メデューサ 

Medusa is a race called the Gorgons who are snake headed sorceresses with the power to turn 

man to stone with a single gaze. 



Defeated by Perseus. 

 

6 位：Cerberus（サバラスみたいな発音） 

ケルベロス 

Cerberus is a triple headed guard dog. 

A gatekeeper of Hades. 

地獄の番犬ケルベロス。 

 

5 位：Centaurs（セントーみたいな発音） 

ケンタウロス 

Centaurs have the lower half of a horse and a human upper body. 

 

4 位：Minotaur（マイノトーみたいな発音） 

ミノタウロス 

Minotaur has the head of a bull. 

Minotaur was held in labyrinth in the kingdom of Crete. 

 

3 位：Cyclopes（サイクロープスみたいな発音） 

一つ目の巨人 

These giants are well-known for excellent building and crafting skills. 

 

2 位：Pegasus 

ペガサス 

Birthed from the blood of the slain Medusa. 

A winged horse. 

 

1 位：Hydra（ハイドラと発音） 

ヒドラ 

A multi-headed water serpent that protected what was said to be a gateway to the underworld. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（４）ギリシャ神話で英語：ゼウス嫁のヘラ 

 

 

 

Zeus fell in love with her. 

Zeus turned himself into a cuckoo to conquer the goddess. 

Hera’s prestige is second only to Zeus. 

「prestige」名声 

「be second only to」～についで 2 番目 

浮気を繰り返すゼウスだが、 

最初はゼウスがヘラに対して恋に落ちたのだ。 

 

Hera is the deity of marriage, motherhood, and the protector of the wives. 

「deity」（多神教の）神 

子供は 4 人、①Ares、②Hebe、③Eileithyia、④Hephaestus 

ローマ神話では「Juno（ジュノ）」と呼ばれている。 

ヘラは女性の味方でもあるが、ゼウスが浮気をした相手には 

徹底的に叩きのめしている。 

 

ゼウスが浮気をした時の一つのエピソードで 

ヘラの復讐がもとでトロイ戦争につながっていった。 

ゼウスの浮気がひどいのでヘラはゼウスに対して反逆を起こしたが。 

Hera orchestrated a rebellion in Olympus against Zeus. 

The attempted coup failed and the goddess was punished and imprisoned. 

「orchestrate」結集する 

「coup」(クウと発音)政変、クーデター 

その後ゼウスに許してもらい解放はされた。 

 

 



 

 

（５）ギリシャ神話で英語：ポセイドンについてポイント５つ 

 

 

 

①Poseidon is also known by the name of Neptune. 

ギリシャ神話とローマ神話 

 

②After the Olympian gods defeated the Titans, Poseidon was given the domain of the seas. 

ゼウスは空を、ハデスは冥界を、ポセイドンは海を統治した。 

 

③He carried his weapon, Trident all the times. 

Trident is a weapon that allowed him to generate earthquakes and create fountains and 

springs. 

トライデント、ゲームとかだと最後の方に出てくる武器だ。 

 

④Poseidon is known for his rivalry with his niece, Athena. 

They vied for control of Athens. 

Athena was the winner. The city became known by the name of Athens. 

「vie for」～の取り合いをする 

ポセイドン対アテナはよくゲームは漫画でも取り上げられる。 

 

⑤Poseidon had a major role in the rebellion against Zeus together with Apollo, but failed. 

ゼウスに反逆したが失敗した。 

 

5 つのポイントを自分の言葉で話せるようになってみよう。 

 

 

 



 

 

（６）ギリシャ神話で英語：冥界の王ハデス 

 

 

 

内容を英語で 5 つのポイントにまとめたのでスピーキングの練習に使おう。 

 

①Hades is known as Pluto in Roman Myth. 

ギリシャ神話での名前とローマ神話での名前が違う。 

 

②He has his seat in the Council of the gods at Olympus. 

オリュンポス 12 神のうちの一人だ 

 

③Hades was presented by the Cyclops with the helm of darkness, which had the power of 

invisibility. 

有名な「ハデスの兜」になる。 

 

④In one of few visits to the world of man, Hades abducted Persephone, Demeter’s Daughter. 

デメテルの娘をさらったことでデメテルが悲しみ 

作物が取れなくなった。 

一定期間は冥界で過ごすことになったペルセポネ。 

その間だけ寒い冬が始まった。（季節の始まり） 

 

⑤King Sisyphus cheated death with his cunning moves. Hades sent him to Tartarus. 

「Tartarus」は地獄のこと。 

 

以上 5 つのポイントを自分の言葉に変えて簡単に 

説明してみよう。 



 

 

（７）ギリシャ神話で英語：勝利の女神アテナ 

 

 

 

ギリシャ神話の中でも人気が高い神、アテナ。 

アテナについて英語でまとめてみた。 

 

①生まれ 

Zeus swallowed his wife, when she was pregnant with Athena, due to a prophecy that revealed 

that Metis (Zeus’s wife) would have a son and a daughter with Zeus. And the son would be so 

powerful that he would dethrone Zeus. 

ちょっと長くなってしまったが、要するに、預言によると息子に王位を奪われると言われ

たので、子供を産ませないように、妻を飲み込んでしまったのだ。 

One day, Athena emerged from Zeus’s head. 

ある日、アテナはゼウスの頭から生まれたのだ。 

この生まれるシーンは絵画でも描かれている。 

 

②アテナと言えば： 

: Athena remained a virgin for all eternity. 

純潔でまじめなイメージがある。 

: Athena had an amazing intelligence and was consulted by other deities when they needed a 

solution. 

まさに優等生。 

: Rivalry between Athena and Poseidon. 

アテナ対ポセイドンはギリシャ神話では有名な話だ。 

 



 

 

（８）ギリシャ神話で英語：アポロ神 

 

大人気のアポロ神について以下英語をまとめてみた。 

自分の言葉でまとめられるようにスピーキングの練習をしよう。 

①Zeus が父 

The goddess Leto was pregnant from Zeus. 

Hera forbids Leto to give birth in any place where the land was steady. 

ヘラの嫉妬のため。 

Leto Gave birth to 2 children on the floating island of Delos. 

The first one was Artemis and the second came Apollo. 

月の化身アルテミスと太陽の化身アポロ。 

Hera sent the serpent python to kill them. 

ヘラの執念。 

Zeus gave them the extremely powerful bows crafted by Hephaestus. 

アルテミスの弓とアポロの弓。 

 

②ダフネに恋をして 

Apollo messed with Eros’s pride. 

エロスをからかってしまったアポロ。 

Eros made Apollo fall in love with Daphne. 

ダフネは精霊の娘である。 

Daphne transformed herself into a tree, trying to escape from Apollo. 

エロスの弓矢によってアポロを嫌がるようにされた。 

 

③王様の耳はロバの耳 

登場人物、King Midas と Pan (the god of woods)と Apollo 

簡単に言うと、パンとアポロが音楽で争いをして、 

Midas がパンの勝利を宣言したことに腹を立てたアポロは 

Midas の耳をロバの耳に変えた。 



 

 

（９）ギリシャ神話で英語：月の化身アルテミス 

 

 

 

アルテミスについて英語で話せるようにまとめてみた。 

①Artemis, the goddess of the Hunt, is the daughter of Zeus with his lover, Leto. 

アルテミスは狩りの神。 

②Artemis is Apollo’s twin sister. 

アポロンは太陽の化身で、アルテミスは月の化身だ。 

③Artemis remained pure for all eternity. 

アルテミスは節操を守っていた。 

以下アルテミスにまつわる有名なエピソードを２つ 

Once Artemis was bathing in a fountain, she was spotted by the hunter, Actaeon. Artemis 

turned him into a deer, and then he was chased by his own hunting dogs who shattered him. 

fountain: 泉 

spot: ～に気づく 

Actaeon: アクティオン 

shatter: 粉々にする 

裸を見られたアルテミスは猟師を殺したという話。 

 

Artemis was fond of Orion, a talented and giant hunter. But Orion was killed by Artemis after 

a trick pulled by Apollo who deceived Artemis jealous of that relationship. 

be fond of: ～を好む 

pull a trick: だます 

オリオンに恋したアルテミスだったが、 

双子の兄にはそれが気に食わなかったらしい。 



 

 

（１０）ギリシャ神話で英語：軍神アレス 

 

 

 

軍神アレスについて英語で語れるようになろう。 

 

Hera gave birth to Ares. 

ゼウスと正妻ヘラの子供だ。 

 

Ares was offered a stunning army and a golden helmet. 

金の兜とかかっこいい。 

 

His strive for conflict horrified the other gods, so he had a bad reputation among the deities. 

争いを好む性格のため他の神からは避けられていた。 

 

Athena was the only one who strongly opposed the bloodthirsty gods. 

アテネ対アレス、アテネ対ポセイドンなど神々同士での戦いは有名だ。 

 

Only Aphrodite could calm him. 

アフロディーテの恋人だった。 

 

 

 

 

 

 



 

 

（１１）ギリシャ神話で英語：神々の伝令ヘルメス 

 

 

 

今回のスピーキング練習で使うのはたったの 8 文。 

覚えて、自分の言葉としてヘルメスについて話せるようになろう。 

 

①Hermes carries the message of the gods throughout the universe. 

②With his winged sandals, he crosses the sky at a incredible speed. 

「winged sandals」これこそが有名な「ヘルメスのサンダル」である。 

③He is the son of Zeus and Maya, daughter of Atlas. 

④Right after Hermes was born, he stole Apollo’s cows. 

⑤Hermes gave Apollo lyre. 

「lyre」発音は「ライア」みたいな感じ。琴みたいな楽器。 

⑥Apollo gave Hermes golden staff as retribution. 

「retribution」お返し 

「golden staff」金の杖とは「ケーリュケイオン」のことである。 

「ケーリュケイオン」は英語で「Caduceus」（カドケイウス）という。 

柄（つか）に二匹の蛇が巻き付いた感じの杖で「商業」のシンボルでもある。 

⑦Hermes had several children with his lovers. 

⑧One of them was with Aphrodite. 

ヘルメスは美の神「アフロディーテ」のことが大好きだった。 

 

 

 

 



 

 

（１２）ギリシャ神話で英語：豊穣の女神デメテル 

 

 

 

それではデメテルに関するエピソードで英語のスピーキング練習をしてみよう。 

 

①Erysichthon enraged Demeter by knocking down the woods devoted to the goddess. 

Erysichthon: エリ-シク-トン（トンは th の発音で） 

やる気をなくしてしまいそうな名前だ。。。 

②Erysichthon became hungry forever. 

③He used all his fortune. 

④He even sold his daughter as a slave. 

⑤Poseidon pitied her and turned her into a donkey to escape. 

⑥She returned to his father. 

⑦He sold her again. 

⑧Poseidon turned her into a butterfly. 

⑨But he couldn’t stop his hunger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（１３）ギリシャ神話で英語：美の神アフロディーテ 

 

 

 

①Aphrodite is the goddess of love. 

②Hephaestus, a husband of Aphrodite, was an absent husband. 

Hephaestus：ヘパイストス 

ヘパイストスはアフロディーテの夫で鍛冶の神とされる。 

さまざまな伝説の武器・防具が彼によって作られた。 

「absent」家にいない 

③When he went to his powerful forge, that was inside the volcano, Ares visited Aphrodite in 

their marriage bed. 

「forge」鍛冶場 

④Hephaestus put a trap of mesh in the bed. 

⑤When the couple went in the bed, they were caught. 

⑥Hephaestus called the other deities to have them witness such a shameful scene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（１４）ギリシャ神話で英語：鍛冶の神ヘパイストス 

 

 

 

①Hephaestus is a son of Zeus and Hera. 

②Hera was disheartened and claimed that he was not her son and threw him from the god of 

the Olympus into the ocean. 

「dishearten」落胆させる 

「claim」主張する 

③He was rescued by Thetis, a sea nymph. 

「nymph」（ニンフ）精霊、妖精 

④He developed an unmatchable ability in the art of metallurgy. 

「unmatchable」無比の 

「metallurgy」（メタルジー）金属学 

⑤He could create the most powerful weapons and the most beautiful jewels. 

⑥He offered a golden throne for Hera. 

「throne」王座 

⑦When Hera sits on it, she finds herself stuck in the thrown. 

⑧In order to free her, Hephaestus requested to return to Mount Olympus and to marry 

Aphrodite. 

 

 

 

 

 

 



 

 

（１５）ギリシャ神話で英語：ディオニュソス 

 

 

 

その生まれとは？ 

ディオニュソスはゼウスと人間の子どもである。 

当然ヘラは激怒。 

ヘラの目を盗んで何とか人間界にディオニュソスを逃がすゼウス。。。 

 

Dionysus was the child of Zeus and Semele.（セメレー：人間） 

While Semele was pregnant, Hera found out about the baby. 

（ヘラに見つかったから大変！） 

She appeared as an old woman, and put seeds of doubt in her mind. 

「seeds of doubt」疑心の種 

Semele was uncertain whether Zeus was the father of the baby and demanded him to reveal 

himself. 

Mortals（人間） could not look upon undisguised（変身していない） god without dying. 

（直接神を目にするとエネルギーが強すぎて人間など死んでしまう） 

She persisted and Zeus gave in. 

（結果セメレーは死んでしまう） 

Zeus rescued the baby by serving him into his thigh. 

（太ももに隠すとは、さすが神） 

A few months later, Dionysus was born. 

 

（ヘルメスのおかげで。。。） 

Hermes took the baby to king Athanas and Ino, sister of Semelo. 



Hermes asked them to raise him as a baby to hide from Hera’s wrath. 

「Hera’s wrath」ヘラの逆鱗 

（ヘラから隠れて人間界で暮らすことに成功するディオニュサス） 

 

（カルト集団？） 

His procession was made up of wild female followers called Maenads. 

「Maenad（ミナード）」ディオニュサスを信仰している女性たち 

They fed the dead through blood offerings. 

（血なまぐさい儀式を行っていたらしい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

北欧神話で英語 

 

 

（１）北欧神話で英語：世界の始まりをたったの７文で話す 

 

 

 

①In the beginning there was just emptiness known as Ginnungagap, which separated the 

kingdom of fire of Muspellheim from Niflheim, the icy land of mist. 

②The icy mist continued to fill the void of Ginnungagap and formed a large iceblock. 

③Inside the ice, Ymir and a large cow began to emerge. 

最初に生まれたのは巨人族の祖であるユミルである。 

④The cow licked the ice and a new creatures emerged. 

次に生まれたのがアース神族の祖たちである。 

⑤The new creatures brought to Odin, Vili, and Ve (ヴェイ). 

アース神族がどんどんと生まれてくる。 

⑥Odin and his brothers defeated Ymir. 

傍若無人な巨人たちに不満を持っていたオーディンたち。 

⑦The oceans were born from the spilled blood, firm land emerged from Ymir’s flesh, and 

chains of mountains were made from the bones. 

まさに世界はユミルの体から作られたのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（２）北欧神話で英語：世界樹の木「ユグドラシル」と北欧神話の世界をたったの１１文 

 

 

 

（ユグドラシルとは？） 

 

北欧神話に登場する世界の中心にある木。 

その大きさはとてつもないスケールであり、 

さまざまな世界をつないでおり、 

さらに空間と時間を超越する存在であり 

まさに絶対神的存在である。 

基本的に 9 つの世界をつないでいるとされる。 

 

（ユグドラシルについてたったの 11 文で話せる） 

 

①Yggdrasil is the tree of the worlds in Norse Myth. 

読み方が難しいが、「イグドラシル」みたいな感じだ。 

ドラクエに出てくる「世界樹の木」もこの単語を使用している。 

②It’s roots are so profound that reach the three most distant worlds, which are Jotunheim(ヨ

トゥンヘイム), Niflheim(ニルヘイム), and Helheim(ヘルヘイム). 

大きな三つの根っこに支えられており、それぞれ 3 つの世界につながっている。 

③Jotunheim is the frozen kingdom. 

ヨトゥンヘイムは氷の世界。 

④Niflheim is a desolated and shadowy world, where the giant dragon lives. 

ニルヘイムは影の世界でドラゴンが住んでいる。 

⑤Helheim is the kingdom of Hella, also known as the world of the dead. 



更に地下の世界の死の世界（ヘルヘイム）にも通じている。 

⑥Nidavellir, the land of the dwarves is located above these three kingdoms. 

ニダヴェリールとはドワーフたちが住む土地。 

彼らは鍛冶に優れている。 

⑦Right above Nidavellir is Midgard, the land of men and women. 

ドワーフの土地のすぐ上に位置するのがミッドガルドで、 

人間が住んでいる。 

⑧There’s also the world of Alfheim, the kingdom of light-elves. 

アルフヘイムには妖精が住んでいる。 

⑨Muspelheim is the world of fire giants. 

ムスペルヘイムとは炎に覆われた世界で 

炎の巨人たちが住んでいる。 

さらに彼らのボスがスルト。 

⑩Vanaheim is the home of the Vanir, the land of the gods. 

ヴァナヘイムとはヴァン神族が住む王国。 

オーディンの治めるアース神族とは対をなす。 

⑪In the highest parts of Yggdrasil is the Asgard, the kingdom of the gods where Odin rules. 

最も高いところに位置するのがアース神族の住むアスガルド。 

 

 

 

（３）北欧神話で英語：北欧神話の主神オーディン 

 

 

 

神々の国アズガルドを統治する神々の王。 

（神話に出てくる神々とは宇宙人のことだと思う。） 

片目がつぶれているのは、もう一つの目を犠牲にして知識を得たから。 



アズガルドの神殿から世界を見渡していると言われる。 

肩には 2 匹の渡り鳥（raven）がとまっており、 

世界中の情報をオーディンに届けてくれるという。 

足元には 2 匹の狼がおり、 

オーディンは彼らに食事を与え、自らは葡萄酒（ぶどうしゅ）だけを飲んでいる。 

戦死者の魂をヴァルハラ宮殿に集めて、訓練をしている。 

そして最終戦争ラグナロクに備えているらしい。 

 

（オーディンについてたったの 6 文で話す） 

 

①Odin is the most important god of Norse, known as the father of all. 

ギリシャ神話で言うところのゼウスみたいな存在。 

②As the supreme god, Odin reign in his Asgard throne, from there he was able to look at 

everything. 

「reign」君臨する 

「throne」王座 

③Odin is often depicted while holding his spear accompanied by 2 Ravens and 2 wolves. 

「His spear」とはグングニルの槍のことだ。 

「raven」はオオガラスのこと。 

④Odin has only one eye. 

⑤The other eye was sacrificed in his quest for wisdom. 

これも有名なエピソードなのでいずれ取り上げたい。 

⑥The souls of those who perished with bravery in the battle fields were taken by Valkyries 

and welcomed by Odin in the hall of Valhalla where they would stay until the arrival of 

Ragnarok. 

「perish」滅びる、死ぬ 

「Valkyrie」ワルキューレ（戦場で亡くなった勇敢な兵士の魂をヴァルハラの館へ連れて

いく） 

「Valhalla」ヴァルハラ（最終戦争ラグナロクでオーディンのために戦う兵士を育てる訓

練場） 

「Ragnarok」ラグナロク（オーディン軍たいロキ軍の最後の戦い） 

 

 

 

 

 



 

 

（４）北欧神話で英語：女王フリッグ 

 

 

 

フリッグはオーディンの妻であり、豊穣の神でもある。 

良き妻であり、神々の母という存在でもあるフリッグだが、 

もちろん別の顔もある。 

ある時は、オーディンを陥れようとしたり、 

またある時は他の男と関係を持ったり。 

そしてある時は、息子のバルドルを守ろうとする姿も。 

そんなフリッグについて英語で語れるようになってみよう。 

 

（フリッグについてたったの 5 文英語で説明！） 

 

①Frigg is the mother god of Norse Mythology. 

②She is Odin’s wife and is acknowledged as a figure with great authority. 

まさに女王という感じだ。 

③Frigg was a peacemaking figure and so she was constantly trying to mediate conflicts, hence 

being deemed the goddess of peace. 

ギリシア神話のヘラは嫉妬深いキャラクターで描かれていたが。 

「mediate」仲裁する 

「hence」これゆえに 

④The children of Frigg and Odin include the popular god, Baldr. 

太陽の神としてみんなを幸せの光で包む存在がバルドルである。 

⑤Friday bears her name, meaning “Frigg’s Day”. 

曜日は北欧神話の神々からつけられている。 



 

 

（５）北欧神話で英語：フレイとフレヤ 

 

 

 

フレイ（Frey） 

フレイは、変わった宝物を数多く所有している。 

一人で戦ってくれる剣。 

どんな障害物も飛び越える馬。 

敵の目をくらますことができる黄金の猪。 

たたんでポケットにしまうことができる舟。 

Frey is the bearer of stunning artifacts, for instance, a sword that fights by itself, a horse 

capable of trespassing any obstacle, a golden boar whose brightness blinded enemies in battle, 

and a large boat that could be folded and stored in his own pocket. 

「bearer」担う人 

「artifact」工芸品 

「trespass」逸脱する 

 

フレヤ（Freyor） 

フレヤは、北欧神話におけるヒロイン的存在だ。 

その美しさは、ギリシャ神話でいうところのアフロディテ的存在だ。 

その美しさゆえに数々の恋愛話などが伝えられている。 

Freyor is the goddess of love and beauty. 

She often prompted several clashes, capable of arousing the lust of everyone. 

She had numerous love relationships with other deities. 

She was also the leader of Valkyries. 

「prompt」引き起こす 



「clash」対立 

「arouse」欲情させる 

「lust」情欲 

「Valkyrie」ワルキューレ（戦死した勇敢な兵士をバルハラ宮殿につれていく女神たち） 

 

 

 

 

 

（６）北欧神話で英語：最強の雷神トール 

 

 

 

トール（Thor）：発音は「ソア」みたいになるので日本語に引っ張られないようにした

い。 

トールは主神オーディンの子どもである。 

トールは北欧神話最強であるが、中でも有名なのが 

神具ミョルニルである。 

ミョルニルを投げると百発百中で敵を倒してトールの手元に戻ってくる。 

Thor, son of Odin, is indeed the most popular God of Norse Mythology. 

The Thunder God was acclaimed as the champion among gods in other words, he was the best 

warrior among all the gods of Asgurd. 

Making use of his hammer Miolnir, he never missed his target. 

And his magic belt gave him an incontinent durable strength. 

「incontinent」抑えることができない 

「durable」耐久性のある 

He was invincible in combat. 

「invincible」無敵の 

Thor was the defender of the world. 

Thor walked to heavens using his goat-pulled chariot. 

 


