
LASCAUX:THE CAVE PAINTINGS OF THE ICE AGE 

監修 ：羅須　浩平

らくらく覚える！みるみる話せる！

これであなたも古代語マスター！

 クロマニョン語研究者、黒 真仁男氏、太鼓判！！

クーカッテ！
 （私も欲しいです！）

出版業界騒然！
クロマニョン語を学ぶなら、まずこの一冊！

私もこれで勉強しています！

ショーコさん（きゅーはく職員）

「話せるようになりました！」

　　　　　（女性 /60 代 / 主婦）

「通勤電車でいつも読んでます！」

　　　　　　（男性 /30 代 / 会社員）

「もう、手放せません！」

　　　　　（女性 /10 代 / 学生）

他、絶賛の声続々！！



クロマニョン人は、

コミュニケーションをとりながら芸術を生み出し、

生活の為の道具を作っていたと考えられています。

LASCAUX:THE CAVE PAINTINGS OF THE ICE AGE 

監修 ：羅須　浩平

☆クロマニョン語、登場人物は架空のものです。



挨拶など

はい　　　　　　　 ルン [Run]

いいえ　　　　　　 メッ [Me`]

こんにちは　　　　 ジュボン [Jubon]

さようなら　　　　 ジュボン [Jubon]

　　　ありがとう　　　　 シー [Si]

ごめんなさい　　　 ショボリンヌ [Shoborinnu]

わかりました　　　 ルッカワ [Rukkawa]

わかりません　　　 ルッカワメッ [Rukkawame`]

ただいま　　　　　 ホム [Hom]

おかえり　　　　　 ホム [Hom]

良いね　　　　　　 ボン [Bon]

悪いね　　　　　　 ボンメッ [Bonme`]

はっ？えっ？　　　 オ [O?]

クロマニョン語日本語

^



人物・主語

私　　　　　　　　クー [Ku]

あなた　　　　　　ロー [Ro]

彼・彼女　　　　　マー [Ma]

友達・家族　　　　クロマー [Kuroma]

恋人・家族　　　　ラブン [Rabun]

クロマニョン語日本語

これ・この　　　　キー [Ki]

あれ・あの　　　　リー [Ri]

それ・その　　　　ミー [Mi]
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Ｔｅｓｔ１（クロマニョン語を訳してみましょう）

ジュボン！　

クー　ロー　クロマー！

ショボリンヌ　ルッカワメッ

(　　　　　　) ！

(　　　　　　　　　　　　　　　) ！

(　　　　　　　　　　　　　　　)

例文：クロマニョン女 「ロー　マー　ラブン？」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（まさか、 あんた、 あの女と浮気してるんじゃない？）

　　　クロマニョン男 「オ？クー　マー　ラブン？」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（は？浮気？）



動物・道具など

鳥　　　　　　　 　パパロ [Paparo]

トナカイ　　　　　 ベント [Bento]

マンモス　　　　 　ドンモ [Donmo]

ケサイ　　　　 　　モシャシャ [Mosyasya]

　　　狩　　　　 　　　　ザグ [Zagu]

針　　　 　　　　　チピ [Chipi]

槍　　　 　　　　　ビュ [Byu]

槍先　　　 　　　　ビュチピ [Byuchipi]

投槍器　　　　　 　ビュビュン [Byubyun]

角　　　　 　　　　カチコ [Kachiko]

骨　　　　　　     ポク [Poku]

肉　　　           ジュワ [Juwa]

食べ物　　　       ムシャ [Musya]

クロマニョン語日本語



服・マント　　　　 ワサー [Wasa]

貝　　　　　 　　　パカッ [Paka`]

石　　　　 　　　　ガン [Gan]

笛　　　　 　　　　ピーポク [Pipoku]

ランプ　　　　　　 チビヒ [Chibihi]　　

プレゼント・　　　 ギフプ [Gihupu]

アクセサリー　　　 　　　　

クロマニョン語日本語
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Ｔｅｓｔ２（クロマニョン語で言ってみましょう）

(　　　　　　)

(　　　　　　)

(　　　　　　)

(　　　　　　)



動作・感情

狩をする　　　　　 ザグ [Zagu]

作る・縫う　　　　 ワクワク [Wakuwaku]

行く　　　　 　　　ウッ [U`]

来る・帰る　　　　 ホム [Homu]

聞く　　　　　　　 ポロロン [Pororon]　　　
寝る　　　 　　　　グースピー [Gusupi]

怒る　　　 　　　　ブッフー [Buhhu]

お腹がすく　　　 　ペコロニス [Pekoronisu]

笛をふく・演奏　　 ピーポク [Pipoku]

食べる　　　　　　 ムシャ [Musya]

寒い　　　　 　　　カチカチ [Kachikachi]

怖い　　　　　　   オロロ [Ororo]

痛い　　　         ロンパス [Ronpasu]

クロマニョン語日本語

^ ^

^

^



欲しい・いる　　　 カッテ [Katte]

いらない　　　　　 カッテ メッ [Katteme`]

大好き　　　　 　　ラブン [Labun]

役立たず　　　　 　シケ [Sike]

　　　

クロマニョン語日本語

動
作
・
感
情

Ｔｅｓｔ３（クロマニョン語で言ってみましょう）

彼女はお腹が空いて、 怒っている。 　

私は狩りをしに行きます。

彼はマンモスが食べたい。

彼はケサイが怖くて、 帰ってきた。

(　　　　　　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　　　　)

(　　　　　　　　　　　　　　　)

例文：クロマニョン男 「クー　ワクワク　ビュビュン　ビュ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベント　ドンモ　ザグ　ルン！」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（僕が作ったこの槍投器と槍があれば、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トナカイだってマンモスだってイチコロだよ！）

　　　クロマニョン女 「ベント　サグ！ペコロニス！」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（じゃあトナカイ任せたわよ！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もうお腹ぺっこぺこなんだから！）



様子

大きい　　　　　 　ガバガバ [Gabagaba]

小さい　　　　 　　チュクチュク [Chukuchuku]

速い　　　　 　　　ツーツラー [Tutura]

たくさん　　　　 　ドッサ [Dossa]

とても　　　　　　 ムー [Mu]　　　
同じ・そっくり　　 クリッソ [Kurisso]

ある　　　 　　　　ルン [Run]

ない　　 　　　　　メッ [Me`]

今　　　　 　　　　ナン [Nan]

過去　　　　　　   コカ [Koka]

未来　　　         ライ [Rai]

クロマニョン語日本語

良い　　　 　　　　ボン [Bon]

悪い　　 　　　　　ボン メッ [Bon me`]

^ ^

^



疑問詞

どう？　　　　　 　ホ？ [Ho?]

なに？　　　　 　　ホ？ [Ho?]

なぜ？　　　　 　　ホ？ [Ho?]

どこ？　　　　 　　ホ？ [Ho?]

いつ？　　　　　　 ホ？ [Ho?]　　　
だれ？　　　 　　　ホ？ [Ho?]

クロマニョン語日本語

様
子
・
疑
問
詞

語尾を上げると、疑問形になります。

黒 真仁男先生の
ワンポイントアドバイス



クロマニョン単語番外編

キッチンde☆骨笛

・骨付きの鶏肉（もも肉だとなお良い）

・入れ歯やパイプの洗浄剤･･･軟骨を溶かす

・除光液（アセトンが含まれているもの）…骨の油分を抜く

・オキシドール、または漂白剤（酸素系）…骨を白くする

クロマニョン人は、楽器の一つとして、動物の骨で笛を作っていました。

なんとその笛は、キッチンにあるものでできちゃうんです！

そこで、手に入りやすい鳥の骨でかんたんな笛を作ってみましょう。

～作り方～

!?
１.食べる
出来るだけ身を残さないように、きれいに食べます。

手羽先よりも、もも肉の方が骨が太く、加工がしやすいです。

・肉、軟骨を取る…ピンセット、つまようじ、わりばし、

 　　　　　　　　ワイヤーブラシなど

・骨を削る…糸のこ、やすり、きり、ルーターなど

オススメ！

材料

道具



４.軟骨を取る
入れ歯もしくはパイプ用洗浄剤に２．の骨を浸します。

洗浄剤によって、残っていた肉や軟骨が取れやすくなります。

浸す時間は骨のサイズや洗浄剤の種類等により異なりますが、

ポリデントの場合だと、１日浸すと取れやすくなります。

浸した後、ぷるぷるになった軟骨や残っている肉を好きな道具で取り除きます。

３.肉を取り除く
煮たことで肉がほぐれているので、これを用意した道具で取り除きます。

骨を折らないように丁寧にとりましょう。

５.骨の脂を抜く
瓶に骨を入れ、骨がひたひたになるまで除光液を注ぎます。

除光液が揮発するのを防ぐため、瓶のフタはしっかり閉めます。

骨によりますが、1日～ 3日程度で骨の脂がアセトンに染み出してきます。

２.煮る
深めの鍋に水を沸騰直前まであたため、1. の骨を入れて１時間程度煮込みます。

鶏肉があげてあるものは、2時間程度煮込むと油がだいぶ落ちるようです。

鳥の骨は、空を飛ぶために

中が空洞になっていて薄いから、

加工がしやすいんだよ。

番
外
編

※お湯を沸騰させると
　骨がもろくなってしまいます！



７.漂白する
６．までで骨はだいぶ白くなっていますが、より白くしたい場合は

漂白剤に浸してください。このとき、塩素系だと刺激臭がするため、

酸素系をおすすめします。

８．加工する
糸のこなどで骨の両端を切り落とし、きりやルーターなどで

骨の中に詰まっている髄を出来るかぎり取り除いて空洞にします。

音が鳴るように穴を開け、やすりなどを使って整えれば完成！

６.干す
除光液を水で洗い流し、天日干しにします。カラスやネコに捕られないよう、

ネットに入れておくなどしておくといいでしょう。

天日干しにすることで、薬品や骨自体のにおいが取れます。

１週間以上干せば、においはやわらぐようです。

違う薬品に浸すときは、
しっかり水で洗い流しましょう。

有毒なガスがでる可能性があります。

黒 真仁男先生の
ワンポイントアドバイス

他にも、豚足や鹿の骨で作れます！

骨付き肉を食べることがあったら、作ってみてね！

↑笛の断面図



Ｔｅｓｔ１

（こんにちは） ！

（私とあなたは友達です） ！

（ごめんなさい、 わかりません）

Ｔｅｓｔ２

（パパロ）

（ビュビュン）

（ジュワ）

（パカッ）

Ｔｅｓｔ３

（マー　ペコロニス　ブッフー）

（クー　ザグ　ウッ）

（マー　ムシャ　カッテ　ドンモ）

（マー　オロロ　モシャシャ,　ホム）

※体全体を使いましょう。

解答

制作：ラスコー展教育普及チーム

解
答
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