
　　　　

１．はじめに

２．各国語での元素名一覧表

原子
番号

元素
記号

日本語名 英語名

1 H 水素 hydrogen водород ｳﾞｫﾄﾞろｰﾄｩ Wasserstoff ｳﾞｧｯｻｰｼｭﾄｯふ hidrogeno ﾋﾄﾞろｹﾞｰﾉ

2 He ヘリウム helium гелий ｷﾞｨェｰﾘｰ Helium ﾍｰﾘｳﾑ heliumo ﾍﾘｳｰﾓ

3 Li リチウム lithium литий ﾘｰﾂｨｰ Lithium ﾘｰﾁｳﾑ litio ﾘﾃｨｰｵ

4 Be ベリリウム beryllium бериллий ﾋﾞりｰﾘｰ Beryllium ﾍﾞりｭｰﾘｳﾑ berilio ﾍﾞりﾘｰｵ

5 B ホウ素 boron бор ﾎﾞｰﾙ Bor ﾎﾞｰｱ boro ﾎﾞｰろ

6 C 炭素 carbon углерод ｳｸﾞﾘ ろ-ﾄｩ Kohlenstoff ｺｰﾚﾝｼｭﾄｯふ karbono ｶるﾎﾞｰﾉ

7 N 窒素 nitrogen азот ｱｿﾞｰﾄｩ Stickstoff ｼｭﾃｨｯｸｼｭﾄｯふ nitrogeno ﾆﾄろｹﾞｰﾉ

8 O 酸素 oxygen кислород ｷｽﾗろｰﾄｩ Sauerstoff ｻﾞｳｱｰｼｭﾄｯふ oksigeno ｵｸｽｨｹﾞｰﾉ

9 F フッ素 fluorine фтор  ふﾄｰる Fluor ふﾙｰｵｱ fluoro ふﾙｵｰろ

10 Ne ネオン neon неон ﾆｵｰﾝ Neon ﾈｰｵﾝ neono ﾈｵｰﾉ

11 Na ナトリウム sodium натрий ﾅｰﾄｩﾘｰ Natrium ﾅｰﾄｩりｳﾑ natrio ﾅﾄりｰｵ

12 Mg マグネシウム magnesium магний ﾏｰｸﾞﾆｰ Magnesium ﾏｸﾞﾈｰｼﾞｳﾑ magnezio ﾏｸﾞﾈｼﾞｰｵ

13 Al アルミニウム aluminium(*1) алюминий ｱﾘｭﾐｰﾆｰ Aluminium ｱﾙﾐｰﾆｳﾑ aluminio ｱﾙﾐﾆｰｵ

14 Si ケイ素 silicon кремний ｸりｪ-ﾑﾆ Silicium ｽﾞｨﾘｰﾁｳﾑ silicio ｽｨﾘﾂｨｰｵ

15 P リン phosphorus фосфор ﾌｫｰｽﾌｫる Phosphor ﾌｫｽﾌｫｰｱ fosforo ふｫｽふｫｰろ

16 S 硫黄 sulfur сера ｽｨｪｰら Schwefel ｼｭｳﾞｪｰﾌｪﾙ sulfuro ｽﾙふｰろ

17 Cl 塩素 chlorine хлор  ﾌﾛｰる Chlor ｸﾛｰｱ kloro ｸﾛｰろ

18 Ar アルゴン argon аргон ｱるｺﾞｰﾝ Argon ｱるｺﾞﾝ argono ｱるｺﾞｰﾉ

19 K カリウム potassium калий ｶｰﾘｲ Kalium ｶｰﾘｳﾑ kalio ｶﾘｰｵ

20 Ca カルシウム calcium кальций ｶｰﾘﾂｨｰ Calcium(#1) ｶﾙﾂｨｳﾑ kalcio ｶﾙﾂｨｰｵ

21 Sc スカンジウム scandium скандий ｽｶﾝｼﾞｰ Scandium ｽｶﾝｼﾞｳﾑ skandio ｽｶﾝﾃﾞｨｰｵ

22 Ti チタン titanium титан ﾁﾀｰﾝ Titan ﾁﾀｰﾝ titano ﾃｨﾀｰﾉ

23 V バナジウム vanadium ванадий ｳﾞｧﾅｰﾃﾞｨｰ Vanadium(#2) ｳﾞｧﾅｰﾃﾞｨｳﾑ vanado ｳﾞｧﾅｰﾄﾞ

24 Cr クロム chromium хром  ﾌろｰﾑ Chrom ｸろｰﾑ kromo(%１） ｸろｰﾓ

25 Mn マンガン manganese марганец ﾏﾙｶﾞｰﾆｯﾂ Mangan ﾏﾝｶﾞｰﾝ mangano ﾏﾝｶﾞｰﾉ

26 Fe 鉄 iron железо ｼﾞﾘｨｪｰｿﾞ Eisen ｱｲｾﾞﾝ fero ふｪｰろ

27 Co コバルト cobalt кобальт ｺﾊﾞｰﾘﾄｩ Cobalt(#3) ｺﾊﾞｰﾙﾄｩ kobalto ｺﾊﾞｰﾙﾄ

28 Ni ニッケル nickel никель ﾆｰｷﾘ Nickel ﾆｯｹﾙ nikelo ﾆｹｰﾛ

29 Cu 銅 copper медь ﾐｨｪ-ﾁ Kupfer ｸﾌﾟﾌｧ kupro ｸｰﾌﾟろ

30 Zn 亜鉛 zinc цинк ﾂｨﾝｸ Zink ﾂｨﾝｸ zinko ｽﾞｨﾝｺ

31 Ga ガリウム gallium галлий ｶﾞｰﾘｰ Gallium ｶﾞﾘｳﾑ galio ｶﾞﾘｰｵ

32 Ge ゲルマニウム germanium германий ｷﾞるﾏｰﾆｰ Germanium ｹﾞるﾏｰﾆｳﾑ germanio ｹﾞるﾏﾆｰｵ

33 As  ヒ素 arsenic мышьяк ﾑｩｨｼﾔｰｸ Arsen ｱるｾﾞｰﾝ arseno ｱるｾｰﾉ

34 Se セレン selenium селен ｽｨﾘｪｰﾝ Selen ｾﾞﾚｰﾝ seleno ｾﾚｰﾉ

35 Br 臭素 bromine бром  ﾌﾞろｰﾑ Brom ﾌﾞろｰﾑ bromo ﾌﾞろｰﾓ

36 Kr クリプトン krypton криптон ｸりﾌﾟﾄｰﾝ Krypton ｸりﾌﾟﾄﾝ kriptono ｸりﾌﾟﾄｰﾉ

37 Rb ルビジウム rubidium рубидий るﾋﾞｰﾃﾞｨｰ Rubidium るﾋﾞｰﾃﾞｨｳﾑ rubidio るﾋﾞﾃﾞｨｰｵ
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38 Sr ストロンチウム strontium стронций ｽﾄろﾝﾂｨｰ Strontium ｼｭﾄｩろﾝﾂｨｳﾑ stroncio ｽﾄｩろﾝﾂｨｰｵ

39 Y イットリウム yttrium иттрий ｲｯﾄりｰ Yttrium ｲﾕｯﾄｩりｳﾑ itrio ｲﾄｩりｰｵ

40 Zr ジルコニウム zirconium цирконий ﾂｲるｺｰﾆｰ Zirconium ﾂｨるｺｰﾆｳﾑ zirkonio ｽﾞｨるｺﾆｰｵ

41 Nb ニオブ niobium ниобий ﾆｵｰﾋﾞｰ Niob ﾆｵｰﾌﾟ niobo ﾆｵｰﾎﾞ

42 Mo モリブデン molybdenum молибден ﾓﾘﾌﾞｼﾞｪｰﾝ Molybdän ﾓﾘｭﾌﾟﾃﾞｰﾝ molibdeno ﾓﾘﾌﾞﾃﾞｰﾉ

43 Tc テクネチウム technetium технеций ﾁﾌﾆｨェｰﾂｨｰ Technetium ﾃﾋﾈｰﾂｨｳﾑ teknecio ﾃｸﾈﾂｨｰｵ

44 Ru ルテニウム ruthenium рутений るﾂｨｪｰﾆｰ Ruthenium るﾃｰﾆｳﾑ rutenio るﾃﾆｰｵ

45 Rh ロジウム rhodium родий ろｰｼﾞｰ Rhodium ろﾃﾞｨｳﾑ rodio ろﾃﾞｨｰｵ

46 Pd パラジウム palladium палладий ﾊﾟﾗｰｼﾞｰ Palladium ﾊﾟﾗｰﾃﾞｨｳﾑ paladio ﾊﾟﾗﾃﾞｨｰｵ

47 Ag 銀 silver серебро ｽｨりｪﾌﾞろｰ Silber ｽﾞｨﾙﾊﾞｰ arĝento ｱるｼﾞｪﾝﾄ

48 Cd カドミウム cadmium кадмий ｶｰﾄﾞｩﾐｰ Kａｄｍｉｕｍ(#4) ｶﾄﾞｩﾐｳﾑ kadmio ｶﾄﾞｩﾐｰｵ

49 In インジウム indium индий ｲﾝｼﾞｰ Indium ｲﾝﾃﾞｨｳﾑ indio ｲﾝﾃﾞｨｰｵ

50 Sn スズ tin олово ｵｰﾗﾊﾞ Zinn ﾂｨﾝ stano ｽﾀｰﾉ

51 Sb アンチモン antimony сурьма ｽりﾏｰ Antimon ｱﾝﾃｨﾓｰﾝ antimono ｱﾝﾃｨﾓｰﾉ

52 Te テルル tellurium теллур ﾁｨﾙｰる Tellur ﾃﾙｰｱ teluro ﾃﾙｰろ

53 I ヨウ素 iodine иод (&1) ｲｵｰﾄｩ Jod ﾖｰﾄｩ jodo ﾖｰﾄﾞ

54 Xe キセノン xenon ксенон ｸｽｨﾉｰﾝ Xenon ｸｾｰﾉﾝ ksenono ｸｾﾉｰﾉ

55 Cs セシウム caesium(*2) цезий ﾂｪｰｽﾞｨｰ Cäsium ﾂｪｰｽﾞｨｳﾑ cezio ﾂｪｽﾞｨｰｵ

56 Ba バリウム barium барий ﾊﾞｰりｰ Barium ﾊﾞｰりｳﾑ bario ﾊﾞりｰｵ

57 La ランタン lanthanum лантан ﾗﾝﾀｰﾝ Lanthan ﾗﾝﾀｰﾝ lantano ﾗﾝﾀｰﾉ

58 Ce セリウム cerium церий ﾂｪｰりｨｰ Cer ﾂｪｰｱ cerio ﾂｪりｰｵ

59 Pr プラセオジム praseodymium празеодим ﾌﾟらｾﾞｵｼﾞｰ
ﾑ

Praseodym
ﾌﾟらｾﾞｵﾃﾞｨﾕｰ
ﾑ

prazeodimo
ﾌﾟらｾﾞｵ
ﾃﾞｨｰﾓ

60 Nd ネオジム neodymium неодим ﾆｵｼﾞｰﾑ Neodym ﾈｵﾃﾞｨﾕｰﾑ neodimo ﾈｵﾃﾞｨｰﾓ

61 Pm プロメチウム promethium прометий ﾌﾟろﾐｪｰﾂｨｰ Promethium ﾌﾟろﾒｰﾃｨｳﾑ prometio ﾌﾟろﾒﾃｨｰｵ

62 Sm サマリウム samarium самарий ｻﾏｰりｰ Samarium ｻﾞﾏｰりｳﾑ samario ｻﾏりｰｵ

63 Eu ユウロピウム europium европий ｲｳﾞろｰﾋﾟｰ Europium ｵｲろｰﾋﾟｳﾑ eŭropio ｴｳろﾋﾟｰｵ

64 Gd ガドリニウム gadolinium гадолиний ｶﾞﾄﾞﾘｰﾆｰ Gadolinium ｶﾞﾄﾞﾘｰﾆｳﾑ gadolinio ｶﾞﾄﾞﾘﾆｰｵ

65 Tb テルビウム terbium тербий ﾂｨｪｰるﾋﾞｰ Terbium ﾃｱﾋﾞｳﾑ terbio ﾃるﾋﾞｰｵ

66 Dy
ジスプロシ
ウム

dysprosium диспрозий ｼﾞｽﾌﾟろｰ
ｽﾞｨｰ

Dysprosium
ﾃﾞｨｭｽﾌﾟろｰ
ｽﾞｨｳﾑ

disprozio
ﾃﾞｨｽﾌﾟろ
ｽﾞｨｰｵ

67 Ho ホルミウム holmium гольмий ｺﾞｰﾘﾐｰ Holmium ﾎﾙﾐｳﾑ holmio ﾎﾙﾐｰｵ

68 Er エルビウム erbium эрбий ｴｰﾙﾋﾞｰ Erbium ｴるﾋﾞｳﾑ erbio ｴるﾋﾞｰｵ

69 Tm ツリウム thulium тулий ﾂｰﾘｰ Thulium ﾂｰﾘｳﾑ tulio ﾄｩﾘｰｵ

70 Yb イッテルビウム ytterbium иттербий ｲｯﾂｨｪるﾋﾞｰ Ytterbium ｲﾕｯﾃるﾋﾞｳﾑ iterbio ｲﾃるﾋﾞｰｵ

71 Lu ルテチウム lutetium лютеций ﾘｭﾂｨｪｰﾂｨｰ Lutetium ﾙﾃｰﾃｨｳﾑ lutecio ﾙﾃﾂｨｰｵ

72 Hf ハフニウム hafnium гафний ｶﾞｰふﾆｰ Hafnium ﾊﾌﾆｳﾑ hafnio ﾊふﾆｰｵ

73 Ta タンタル tantalum тантал ﾀﾝﾀｰﾙ Tantal ﾀﾝﾀﾙ tantalo ﾀﾝﾀｰﾛ

74 W タングステン tungsten вольфрам ｳﾞｧﾘふらｰﾑ Wolfram ｳﾞｫﾙﾌらﾑ volframo ｳﾞｫﾙふらｰﾓ

75 Re レニウム rhenium рений りｨｪｰﾆｰ Rhenium れｰﾆｳﾑ renio れﾆｰｵ

76 Os オスミウム osmium осмий ｵｰｽﾐｰ Osmium ｵｽﾐｳﾑ osmio ｵｽﾐｰｵ

77 Ir イリジウム iridium иридий ｲりｰｼﾞｰ Iridium ｲりﾃﾞｨｳﾑ iridio ｲりﾃﾞｨｰｵ

78 Pt 白金 platinum платина ﾌﾟﾗﾂｨｰﾅ Platin ﾌﾟﾗｰﾃｨｰﾝ plateno ﾌﾟﾗﾃｰﾉ

79 Au 金 gold золото ｿﾞｰﾗﾀ Gold ｺﾞﾙﾄｩ oro ｵｰﾛ

80 Hg 水銀 mercury ртуть るﾄｩｰﾁ Quecksilber ｸｳﾞｪｯｸｽﾞｨﾙﾊﾞｰ hidrargo ﾋﾄﾞｩらｰるｺﾞ

81 Tl タリウム thallium таллий ﾀｰﾘｰ Thallium ﾀｰﾘｳﾑ talio ﾀﾘｰｵ

82 Pb 鉛 lead свинец ｽｳﾞｨﾆｨｪｰﾂ Blei ﾌﾞﾗｲ plumbo ﾌﾟﾙﾝﾎﾞ

83 Bi ビスマス bismuth висмут ｳﾞｨｰｽﾑﾄｩ Bismutum(#5) ﾋﾞｽﾑｰﾄｩﾑ bismuto ﾋﾞｽﾑｰﾄ

84 Po ポロニウム polonium полоний ﾊﾟﾛｰﾆｰ Polonium ﾎﾟﾛｰﾆｳﾑ polonio ﾎﾟﾛﾆｰｵ



85 At アスタチン astatine астатин (&2) ｱｽﾀﾁｰﾝ Astat(#6) ｱｽﾀｰﾄｩ astateno ｱｽﾀﾃｰﾉ

86 Rn ラドン radon радон らﾄﾞｰﾝ Radon らｰﾄﾞﾝ radono らﾄﾞｰﾉ

87 Fr フランシウム francium франций ふらﾝﾂｨｰｲ Francium ﾌらﾝﾂｨｳﾑ francio ふらﾝﾂｨｰｵ

88 Ra ラジウム radium радий らｰｼﾞｰ Radium らｰﾃﾞｨｳﾑ radiumo らﾃﾞｨｳｰﾓ

89 Ac アクチニウム actinium актиний ｱｸﾂｨｰﾆｰ Actinium ｱｸﾃｨｰﾆｳﾑ aktinio ｱｸﾃｨﾆｰｵ

90 Th トリウム thorium торий ﾄｰりｰ Thorium ﾄｰりｳﾑ torio ﾄりｰｵ

91 Pa
プロトアク
チニウム

protactinium
протактиний ﾌﾟﾛﾄｩｱｸﾂｨｰ

ﾆｰ
Protactinium

ﾌﾟろﾄｱｸﾃｨｰﾆ
ｳﾑ

protaktinio
ﾌﾟろﾄｩｱｸ
ﾃｨﾆｰｵ

92 U ウラン uranium уран ｳらｰﾝ Uran ｳらｰﾝ uranio ｳらｰﾆｰｵ

93 Np ネプツニウム neptunium нептуний ﾆﾌﾟﾂｰﾆｰ Neptunium ﾈﾌﾟﾄｩｰﾆｳﾑ neptunio ﾈﾌﾟﾄｩﾆｰｵ

94 Pu プルトニウム plutonium плутоний ﾌﾟﾙﾄｰﾆｰ Plutonium ﾌﾟﾙﾄｰﾆｳﾑ plutonio ﾌﾟﾙﾄﾆｰｵ

95 Am アメリシウム americium америций ｱﾐりｰﾂｨｰ Americium ｱﾒりｰﾂｨｳﾑ americio ｱﾒりﾂｨｰｵ

96 Cm キュリウム curium кюрий ｷｭｰりｰ Curium ｸｰりｳﾑ kuriumo ｸりｳｰﾓ

97 Bk バークリウム berkelium берклий ﾋﾞｪるｸﾘｰ Berkelium ﾍﾞるｹﾘｳﾑ berkelio ﾍﾞるｹﾘｰｵ

98 Cf
カリホルニ
ウム

califonium калифорний ｶﾘﾌｫｰるﾆｰ Californium ｶﾘﾌｫるﾆｳﾑ kalifornio
ｶﾘﾌｫるﾆｰ
ｵ

99 Es
アインスタ
イニウム

einsteinium эйнштейний ｴｲﾝｼｭﾂｪｨ
ﾆｰ

Einsteinium
ｱｲﾝｼｭﾀｲﾆｳ
ﾑ

ejnŝtejnio
ｴｲﾝｼｭﾃｲ
ﾆｰｵ

100 Fm フェルミウム fermium фермий ふｪｰるﾐｰ Fermium ﾌｪるﾐｳﾑ fermio ﾌｪるﾐｰｵ

101 Md メンデレビウム mendelevium менделевий ﾐﾝｼﾞﾘｨｪｰ
ｳﾞｨｰ

Mendelevium ﾒﾝﾃﾞﾚｰｳﾞｨｳﾑ mendelevio
ﾒﾝﾃﾞﾚ
ｳﾞｨｰｵ

102 No ノーベリウム nobelium нобелий ﾅﾋﾞｪｰﾘｰ Nobelium ﾉﾍﾞｰﾘｳﾑ nobelio ﾉﾍﾞﾘｰｵ

103 Lr ローレンシウム lawrencium лоуренсий ﾛｳりｪﾝｽｨｰ Lawrencium ﾛｰれﾝﾁｳﾑ laŭrencio ﾗｳれﾝﾂｨｰｵ

104 Rf
ラザホー
ジウム

rutherfordium резерфордий りｼﾞるふｫｰ
るｼﾞｰ

Rutherfordium るｰﾀｰﾌｫｰ
ﾃﾞｨｳﾑ

ruterfordio
るﾃるﾌｫる
ﾃﾞｨｰｵ

105 Db ドブニウム dubnium дубний ドｩｰﾌﾞﾆｰ Dubnium ﾄﾞｩﾌﾞﾆｳﾑ dubnio ﾄﾞｩﾌﾞﾆｰｵ

106 Sg
シーボー
ギウム

seaborgium сиборгий ｽｨﾎﾞｰるｷﾞｰ Seaborgium ｾﾞｱﾎﾞｰｱｷﾞｳﾑ seborgio ｾﾎﾞるｷﾞｰｵ

107 Bh ボーリウム bohrium борий ﾎﾞｰりｰ Bohrium ﾎﾞｰりｳﾑ borio ﾎﾞりｰｵ

108 Hs ハッシウム hassium хассий ﾊｯｽｨｰ Hassium ﾊｯｼｽｨｳﾑ hasio ﾊｽｨｰｵ

109 Mt
マイトネリ
ウム

meitnerium мейтнерий ﾐｪｲﾄﾆｰりｰ Meitnerium ﾏｲﾄｩﾈりｳﾑ mejtnerio
ﾒｲﾄｩﾈりｰ
ｵ

110 Ds
ダームスタ
チウム

darmstadtium дармштадтий ﾀﾞるﾑｼｭﾀｰ
ﾂｨｰ

Darmstadtium
ﾀﾞるﾑｼｭﾀｯﾃｨ
ｳﾑ

darmstatio
ﾀﾞるﾑｽﾀ
ﾃｨｰｵ

111 Rg
レントゲニ
ウム

roentgenium рентгений りｨｪンﾄｩｹﾞｰ
ﾆｰ

Röntgenium れﾝﾄｩｹﾞｰﾆｳﾑ rentgenio
れﾝﾄｩｹﾞ
ﾆｰｵ

112 Cn
コペルニ
シウム

copernicium коперниций ｶﾋﾟｨｪｰるﾆｰ
ﾂｨｰ

Copernicium ｺﾊﾟﾆﾂｨｳﾑ kopernicio
ｺﾍﾟるﾆﾂｨｰ
ｵ

113 Jp? ｼﾞｬﾎﾟﾆｳﾑ？ japonium？ (унунтрий)  (ｳﾝｳﾝﾄﾘｳﾑ) (Japonium?)  (ﾔﾎﾟｰﾆｳﾑ?) (ĵaponio?) (ｼﾞｬﾎﾟﾆｰｵ?)

注意１　英語名　次の書き方もある。

注意２　ロシア語名　次の書き方もある。

注意３　ドイツ語名　次の書き方もある。

注意４　エスペラント語名　次の書き方もある。
(%1) kromio

３．補足事項

(*1) aluminum　　(*2) cesium

 (&1) йод　　(&2) астат

(#1) Kalzium　　(#2) Vanadin　　(#3) Kobalt　　(#4) Cａｄｍｉｕｍ　　(#5) Bismut,　Wismut　　(#6) Astatin



４．終わりに
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⑤ NHK　Вводный курс русского язNippon Hoso Shuppan Kyokai

(1) ロシア語では、 P(ｐ)の文字は巻き舌であるのでひらがなのら行で読みを表記した。また、太文字のところを強く長
く読む。名詞には性があり、語尾が子音、й、ьで終わるものは男性名詞、а、я、ьで終わるものは女性名詞、
о、е、мяで終わるものは中性名詞である。ьで終わるものは男性名詞と女性名詞の両方にあるが、これは一つ
一つ覚えなくてはならない。元素名はほとんどが男性名詞であり、女性名詞としてはS、Cu、Sb、Hg、Ptが、中性名
詞としてはFe、Ag、Sn、Auがある。いずれも古くから知られている元素であるという特徴がある。1つの名詞は主格、
生格、与格、対格、造格、前置格と６通りの格変化をし、複数もあわせると12通りである。形容詞にも格変化があり、
一つの形容詞は次に来る名詞の性別と数により24通りに変化する。多くの元素の末尾ийは形容詞の語尾と似て
おり、形容詞のような格変化をする。このようにロシア語の格変化は複雑で例外も多く、「極寒のロシア語」と言われ
るのも無理はない。なお原子番号104番以降の元素は参考文献にはなかったが、インターネットで検索して綴りを確
認した。

(2) ドイツ語では、名詞の頭文字は全て大文字であるため、どの単語が名詞かはすぐに分かる。R（ｒ）の読みは喉彦
を震わせるというのだが、筆者は学生時代に巻き舌で指導された。ドイツでも地方や年齢により異なるとも聞く。時代
の流れによる変化かもしれない。これもひらがなのら行で読みを表記した。また名詞には男性名詞、女性名詞、中
性名詞の区別がある。元素名はほとんどが中性名詞であるが、H、C、N、O、P、S、Tiが男性名詞である。女性名詞
はない。なお名詞の性別と複数形は個々の単語を調べなければ分からないので、全ての元素名について辞書にあ
たり確認した。しかし原子番号104番から後の元素は掲載されておらず、インターネットで綴りを確認し、性別につい
てはより若い原子番号の元素名を参考にしたので誤りの可能性もある。

(3) エスペラント語では、名詞は全てoで終わる。oが名詞を示す語尾であるため名詞の判別はすぐにできる。R（ｒ）
の発音は巻き舌である。これも例によってひらがなのら行で読みを表記した。他の多くのヨーロッパの言語と異なり、
名詞に性の区別はないが、例えば父はpatro(ﾊﾟｰﾄｩろ)、母はpatrino(ﾊﾟﾄりｰﾉ)のように男女を区別するため女性に
は-in-を挿入して言うことが多い。アクセントは全て後ろから２番目の音節にある。従ってアクセントの位置を示す必
要はないのだが、太文字にして一応付けてみた。

(4) 英語以外の言語のアルファベットは下記の通りである。大文字と小文字及び文字の名称のカタカナ表記を記し
たが、関心のある方は関連の書物(参考文献など参照)で確認していただくことを期待する。

　①ロシア語　Алфавит 　②ドイツ語   das Alphabet   ③エスペラント語　 Alfabeto

 А а  (ｱ-)　　　　　　Р　р (ｴる) A a 　 (ｱｰ)　　        S s    (ｴｽ) A a 　 (ｱｰ)　　       N n    (ﾉｰ)
 Б б （ﾍﾞｰ)            С с  (ｴｽ) B b　　(ﾍﾞｰ)           T t　　(ﾃｰ) B b　　(ﾎﾞｰ)          O o　　(ｵｰ)
 В в　(ｳﾞｪｰ)          Т т　(ﾃｰ) C c　　(ﾂｪｰ)          U u　　(ｳｰ) C c　　(ﾂｫｰ)          P p    (ﾎﾟｰ)
 Г г　(ｹﾞｰ)            У у　(ｳｰ) D d　　(ﾃﾞｰ)           V v　　(ﾌｧｵ) Ĉ ĉ　  (ﾁｮｰ)          R r  　(ﾛｰ)
 Д д　(ﾃﾞｰ)            Ф ф  (ｴふ) E e　　(ｴｰ)            W w　 (ｳﾞｪｰ) D d　　(ﾄﾞｰ)           S s　　(ｿｰ)
 Е е　（ｲｪｰ)           Х х　(ｴｸｽ) F f　 　(ｴﾌ)            X x　　(ｲｸｽ) E e　　(ｴｰ)            Ŝ ŝ　　(ｼｮｰ)
 Ё ё　(ｲｮｰ)            Ц ц　(ﾂｪｰ) G g　  (ｹﾞｰ)           Y y　　(ﾕﾌﾟｼﾛﾝ) F f　　 (ﾌｫｰ)　　　　 T t　　 (ﾄｰ)
 Ж ж　（ｼﾞｪｰ)          Ч ч　(ﾁｪｰ) H h　  (ﾊｰ)            Z z　　(ﾂｪｯﾄｩ) G g  　(ｺﾞｰ)           U u　　(ｳｰ)
 З з　（ｾﾞｰ)            Ш ш　(ｼｬｰ)  I  i  　(ｲｰ)            Ä ä(ｱｰ･ｳﾑﾗｵﾄｩ) Ĝ ĝ 　 (ｼﾞｮｰ)          Ŭ ŭ    (ｳｫｰ)
 И и　（ｲｰ)             Щ щ　(ｼｼｬｰ) J  j　  (ﾖｯﾄｩ)          Ö ö(ｵｰ･ｳﾑﾗｳﾄｩ)　 H h    (ﾎｰ)          　V v　 (ｳﾞｫｰ)
 Й й　 (*1)　           Ъ ъ　(*2) L  l  　(ｴﾙ)            Ü ü(ｳｰ･ｳﾑﾗｳﾄｩ) Ĥ ĥ 　 (ほｰ)           Z z    (ｿﾞｰ)
 К к　(ｶｰ)              Ы ы　(ｩｲｰ) M m 　(ｴﾑ)               ß　　(ｴｽﾂｪｯﾄｩ)  I  i 　 (ｲｰ)             　
 Л л　(ｴﾙ）             Ь ь　(*3) N n  　(ｴﾇ) J  j  　(ﾖｰ)
 М м　(ｴﾑ)              Э э　(ｴｰ) O o  　(ｵｰ) Ĵ  ĵ    (ｼﾞｮｰ)
 Н н　(ｴﾇ)              Ю ю　(ﾕｰ) P p  　(ﾍﾟｰ) K k 　 (ｺｰ)
 О о　(ｵｰ)             Я я　(ﾔｰ) Q q　  (ｸｰ) L  l     (ﾛｰ)
 П п　(ﾍﾟｰ) R r　  (ｴﾙ) M m 　(ﾓｰ)
(*1)　ｲ　ｸらｯﾄｩｶﾔ　(短いイ) ※末尾のｔは通常ﾄと表されるがここで

はﾄｩで表し、発音がﾄでないことを表し
ている。ßは小文字しかない。

※５つの母音A,E,I,O,U以外の文字の
発音は全てｵｰで終わる。(*2)　ﾄｩﾋﾞｮｰるﾄﾞｩｲ ｽﾞﾅｰｸ　(硬音符)

(*3)  ﾐｬｰﾌｷｰ ｽﾞﾅｰｸ　(軟音符)

   筆者は化学が専門だが、いくつかの外国語に興味を持ってきた。化学徒としては当然、それらの言語では元素名
がどのようなものなのか興味を持ってしかるべきなのだが、今までそういう発想が起こらなかった。浅学のなせる技で
ある。しかしこの度ようやくそういう発想に至り、ここに一応結実した。もっと早く気づけば良かったと思うが、ロシアの
 諺にЛучше поздно,чем никогда.(ルーチシェ  ポーズナ,　チェム　ニカグダ、遅くともやら
ないよりまし。)があり、その言葉が支えとなった。だがいずれの言語もこれからさらなる学習を積むべき段階のため、
誤りや不適切表現が多いであろうことを承知して、勇気を持ってまとめたのがこの稿である。それゆえ問題点につい
てはぜひご指摘をいただきたいと思う。より良い一覧表ができれば、なにがしかの利用価値もあるのではないかと期
待される。
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