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１　Be on guard against thy friends.　Greek

「あなたの友人には、警戒しなさい。」ギリシア

２　An enemy will agree, but a friend will argue.　Russian

「敵は賛成するが、いっぽう、友人は反論するものである。」ロシア

３　Better a good enemy than a bad friend.　Yiddish

「悪い友よりも、良い敵のほうが、はるかにましである。」ユダヤ

４　Beware of your enemy twice, but beware of your friend a thousand times.　Syrian

「あなたの敵には、２回注意（用心）しなさい。されど、あなたの友には、

1000回注意（用心）しなさい。」シリア

５　Consider that a friend may be made out of an enemy.　Latin（Seneca）

「敵が、将来いつの日か、友に変わることがあるかも知れぬということを、

考慮に入れておくがよい。」ラテン（セネカ（４B.C.～ A.D.65）ローマのス

トア派の哲学者・悲劇作家・政治家）

６　Do good to thy friend to keep him, to thy enemy to gain him.　American（Franklin）

「あなたの友に対しては、友情を保つために、よいことをしてあげなさい。

また、あなたの敵に対しても、将来、あなたの友（味方）とするためにも、
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よいことをしてあげなさい。」アメリカ（フランクリン（1706～ 90）米国の

政治家・外交家・著述家・科学者；独立宣言の起草委員・駐仏大使を勤め憲

法制度会議に参加した；避雷針の発明家としても有名）

７　Faithful are the wounds of a friend ; but the kisses of an enemy are deceitful.　Bible

「友人から受けた傷は、真実（誠実）なものであるが、敵からのキッスは、

偽瞞（虚偽）にみちたものである。」　『聖書』

８　False friends are waur [worse] than bitter enemies.　Scottish

「偽りの友というのは、激しい敵意を抱いている敵よりも悪い。」スコットラ

ンド

９　Friends are as dangerous as enemies.　English（De Quincey）

「友というのは、敵と同様、危険な存在である。」イギリス（ド・クインシー

（1785～ 1859）英国の随筆家・批評家）

10　Friends become foe, and foe are reconciled.　Latin

「友は敵になることがあるが、一方、敵とは和解ができることがある。」ラテン

11　He makes no friend, who never made a foe.　English（Tennyson）

「敵をつくったことのない人には、友人はできない。」イギリス（テニスン（1809

～ 92）英国の詩人、桂冠詩人（1850～ 85））

12　He' s a man o' wise mind that o' a foe can make a friend.　Scottish

「敵を友に変えることのできる人は、賢い。」スコットランド

13　If you never tell your secret to a friend, you will never fear him when he becomes 

your enemy.　Greek

「もしもあなたが友人に、あなたの秘密を話さなければ、友人が、もしかり
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に敵になったような場合でも、決して恐れることはない。」ギリシア

14　Peel a fig for your friend, a peach for your enemy.　English

「あなたの友人には、いちぢくの皮をむいてあげなさい。また、あなたの敵

のためには、桃の皮をむいてあげなさい。」イギリス

15　The best friend often becomes the worst enemy.　German

「最良の友が、しばしば、最悪の敵になることがある。」ドイツ

16　The friendship of the wicked changes to fear, and fear to hate.　French

「悪人どもの友情というのは、一転して、恐怖に変わり、そしてまた、その

恐怖が、憎悪に変わるのである。」フランス

17　The greatest enmity is better than uncertain friendship.　Hindu

「どんなに激しい敵意（憎悪）であれ、当てにならない（ふたしかな）友情

よりはよい。」ヒンドゥー

18　There is no formality among friends.　Omani

「友人の間には、（堅苦しい）形式（儀式）なんていうものは、いっさい、要

らない。」オマーン

19　Treat your friends as if they will become your enemies, and your enemies as if they 

will become your friends.　Latin

「あなたの友人には、いつの日か、あなたの敵になることがあるかのような、

扱い方をしなさい。また、あなたの敵には、いつの日か、あなたの友人にな

ることがあるかのような、扱い方をしなさい。」ラテン

20　Your best friend is your worst enemy.［Even your best friend can’t be trusted fu11y ］.

Belizean Creole
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「あなたの最良の友とて、一転すれば、最悪の敵になる。」「あなたの最良の

友とて、全幅の信頼を置くことはできない。」ベリーズ・クレオール

21　A blazing friendship goes out in a flash.　American

「ぱっと燃え上がるような友情は、ぱっと光って、すぐに消えてしまうもの

である。」アメリカ

22　A faithful friend is an image of God.　French

「誠実な友というのは、神の姿（生ける神）である。」フランス

23　A friend must not be wounded, even in jest.　Latin

「たとえ冗談であっても、友人の心を傷つけてはならない。」ラテン

24　A friend should bear a friend' s infirmities.　English（Shakespeare）

「友人は、友人の弱点に対しては、我慢しなければならない。」イギリス（シェ

イクスピア（1564～ 1616）英国の世界的劇作家・詩人）

25　A friend' s eye is a good mirror.　Gaelie

「友人の目は、よい鏡である。」ゲール

26　A friend' s frown is better than a fool' s smile.　Hebrew

「友人の渋面（しかめっ面）の方が、愚か者の微笑より、はるかによい。」ヘ

ブライ

27　A good friend is better than silver and gold.　Dutch

「良友は、金・銀に優るものである。」オランダ

28　A good friend never offends.　English

「良友というのは、決して友人を怒らせるようなことはしないものである。」イ



友人に関する諺　１２８

－ 4 －

友人に関する諺　１２８

－ 5 －

ギリス

29　A man dies as often as he loses a friend.　English（Bacon）

「人は友を失う度に死ぬ。」イギリス（ベイコン（1561～ 1626）英国の哲学者・

政治家で経験論の祖）

30　A man may see his friend in need that wouldna see his pow ［head］ bleed.　Scottish

「自分の頭から、血が出るのを見られないような気の弱い人でも、友人の困っ

ている様を平気で見ることができる。」スコットランド

31　A new friend is like new wine ; when it has aged you will drink it with pleasure.　

Bible

「新しい友は、新しい酒と同じで、古くなったら、楽しく飲めるであろう。」

『聖書』

32　A quarrel with a friend is like pepper in food-it makes the friendship stronger.　

Hungarian

「友人との喧嘩は、食べ物の中に入っている胡椒と同じで、友情の絆を、よ

り一層強くする。」ハンガリー

33　A stone from the hands of a friend is an apple.　Tunisian

「友人の手から投げられた石は、林檎である。」チュニジア

34　A superior man breaks off a friendship without any unpleasantness.　Chinese

「優れた人というのは、喧嘩をせずに、友情（友人関係）を絶つことができる。」

中国

35　A true friend does sometimes venture to be offensive.　English

「真友というのは、時には、あえて友人を怒らせる場合がある。」イギリス
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36　A true friend is the best possession.　American（Franklin）

「真友は最良の財産である。」アメリカ（フランクリン（1706～ 90）米国の

政治家・外交家・著述家・科学者。独立宣言の起草委員。駐仏大使を勤め憲

法制定会議に参加した。避雷針の発明者。）

37　Above our life we love a steadfast friend.　English（Marlowe）

「私達は、誠実な友というものを、私達の命より以上に、大事にする。」イギ

リス（マーロー（1564～ 93）英国の劇作家）

38　An untried friend is like an uncracked nut.　Russian

「試されたことのない友は、割れていない胡桃みたいなものである。」ロシア

39　Between two friends two words.　French

「２人の友人の間にあっては、２言もあれば十分である。」フランス

40　Beware of a reconciled friend as of the devil.　Spanish

「仲直りした友には、悪魔と同様に、注意（用心）しなさい。」スペイン

41　Beware of fair-weather friends.　American

「順境の時だけの友には、注意（用心）しなさい。」アメリカ

42　Broken friendship may be soldered, but never made sound.　Spanish

「壊れた友情は、修復することはできるが、決して、元通りにはならない。」

スペイン

43　Desert not old friends for new ones.　Hindi

「新しい友のために、古い友を捨ててはいけない。」ヒンドゥー

44　Even the best of friends must part.　American
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「友人の中でも、とりわけ親しい友人であっても、別れなければならぬ時が

ある。」アメリカ

45　Fall not out with a friend for a trifle.　English

「些細なことで、友人と喧嘩をしてはいけない。」イギリス

46　Familiar paths and old friends are the best.　German

「歩き馴れた道と旧友とは、最良のものである。」ドイツ

47　Few there are that will endure a true friend.　English

「真友の欠点とて我慢する人は、極めて少なくない。」イギリス

48　Friends are like fiddle-strings ; they must not be screwed too tight.　English

「友人はバイオリンの弦と同じで、あまりきつくしめ過ぎてはならない。」イ

ギリス

49　Friends are the true scepters of princes.　American（Franklin）

「友人は帝王がもつ、真の笏である。」アメリカ（フランクリン（1706～ 90）

米国の政治家・外交家・著述家・科学者。独立宣言の起草委員。駐仏大使を

勤め憲法制定会議に参加した。避雷針の発明者）

50　Friends are thieves of time.　Latin

「友人は、時間の盗人である。」ラテン

51　Friends living far away are not friends.　Greek

「遠くに住む友人は、友人ではない。」ギリシア

52　Friends should be judged by their acts, not their words.　Latin（Livy）

「友人であるか否かは、言葉ではなく、行為で判断すべきである。」ラテン（リ
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ウィウス（59B.C.～ A.D.17）ローマの歴史家）

53　Friends show their love / in times of trouble, not in happiness.　Greek（Euripides）

「友人が愛を示すのは、困った時であって、幸福な時ではない。」ギリシア（エ

ウリピデス（485？～？ 406B.C.）ギリシャの悲劇詩人）

54　Friendship is a furrow in the sand.　Tongan

「友情は、砂の中の溝みたいな（はかない）ものである。」トンガ

55　Friendship excels relationship.　Latin

「友情は親戚に優る。」ラテン

56　Friendship is a plant which must be watered.　German

「友情は、水をやらねばならぬ植物みたいなものである。」ドイツ

57　Friendship is but a name.　Latin

「友情なんて、ほんの名ばかりのものに過ぎない。」ラテン

58　Friendship is love with understanding.　American

「友情は、理解をともなう愛である。」アメリカ

59　Friendship is the marriage of the soul.　French

「友情は、魂の結婚である。」フランス

60　Friendship is the most sacred of all moral bonds.　American

「友情は、あらゆる道徳的絆のなかで、もっとも神聖なものである。」アメ

リカ

61　Friendship that flames goes out in a flash.　English
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「ぱっと燃え上がるような友情は、しょせん、ぱっと光って消えてしまうあっ

けないものである。」イギリス

62　Give out that you have many friends, and believe that you have few.　French

「たくさんの友人がいるということを、公言するのはよいが、心の中では、

極めて少くないと考えるのがよい。」フランス

63　Go a mile to see a sick man, go two miles to make peace between two men, and go 

three miles to visit a friend.　Arabic

「病人を見舞うためには１マイル歩き、２人の男の仲裁をするためには、２

マイル歩き、また、友人を訪ねるためには、３マイル歩きなさい。」アラブ

64　He is my friend that succoureth me, not he that pitieth me.　English

「私を実際に助けてくれる人こそが、私の友人であって、ただ、私を憐れむ

だけの人は、友人ではない。」イギリス

65　He is my friend who grinds at my mill [i.e., who is useful to me].　English

「私の水車場で粉をひいてくれる人（つまり、役に立つ人、実際に助けてく

れる人）が、私の友人なのである。」イギリス

66　 He that trusts a faithless friend has a good witness against him.　Spanish

「不誠実な（信義のない）友を信頼する人は、己に対し不利な証言をする、りっ

ぱな証人を持つことになる。」スペイン

67　He who is everybody' s friend is either very poor or very rich.　Spanish

「すべての人の友人というには、非常に貧しい人であるか、あるいは、大変

な金持ちかのいずれかである。」スペイン

68　If you bear with the faults of a friend, you make them your own.　Latin（Publilius 
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Syrus）

「もしもあなたが、友人の欠点に我慢するとすれば、あなたは、その欠点を

あなた自身の欠点にすることになる。」ラテン（プブリリウス・シルス；前

１世紀のローマの滑稽劇作者）

69　It is a difficult thing to replace true friends.　Latin（Seneca）

「真友の代りを見つけることは、極めて、至難の業である。」ラテン（セネカ

（４B.C.？～ A.D.65）ローマのストア派の哲学者・悲劇作家・政治家）

70　I cannot be your friend and your flatterer, too.　American

「私はあなたの友人であり、かつまた、おべっか使い（へつらい者）になる

ことはできない。」アメリカ

71　It is more shameful to mistrust one' s friends than to be deceived by them.　French

（La Rochefoucauld）

「友人に瞞されるよりも、友人を信用（信頼）しないほうが、もっと恥ずべ

きことである。」フランス（ラ・ロシュフーコー（1613～ 80）フランスの著

述家・モラリスト）

72　It is the duty of friends to correct each other.　Latin

「お互いに矯正し合うことは、友人同志の義務である。」ラテン

73　Keep your friendship in repair.　American（Emerson）

「友情の解れは、繕うようにしなさい。」アメリカ（エマソン（1803～ 82）

米国の評論家・詩人・哲学者）

74　Let not the grass grow on the path of friendship.　American Indian

「友情の道の上に、草を生やさないようにしなさい。」アメリカ・インディ

アン
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75　Life is partly what we make it, and partly what it is made by the friends we choose.

Chinese

「人生というものは、一部分は、我々がつくるものであり、また、一部分は、

我々が選んだ友人がつくるものである。」中国

76　Little intermeddling makes good friends.　Scottish

「できるだけ、お互いに、干渉を控えれば、友人関係がうまくゆく。」スコッ

トランド

77　Love your friend an'  look to yourself.　Scottish

「あなたの友人を大事にするのも結構だが、あなた自身をも大事にしなさ

い。」スコットランド

78　Never malign a friend.　Latin

「友人の悪口を言ってはいけない。」ラテン

79　Nothing can be purchased which is better than a true friend.　Latin

「真友より以上のものを、買うことはできない。」ラテン

80 　Nothing is more acceptable to a man, than a friend in time of need.　Latin（Plautus）

「困っている時の友人ほど、愛想がいい者はいない。」ラテン（プラウトゥス

（254？～ 184B.C.）ローマの喜劇作家）

81　Nothing is so dangerous as an ignorant friend.　French

「無知な友人ほど、危険なものはない。」フランス

82　Of many friends there are few on whom a man can rely.　Latin（Plautus）

「たくさんの友人のなかで、人が本当に信頼できる友人というのは、きわめ

て少ない。」ラテン（プラウトゥス（254？～ 184B.C.）ローマの喜劇作家）
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83　Old friends and old wine are best.　French

「旧友と古い酒は、最良（高）である。」フランス

84　One royal friend is worth ten thousand relatives.　Greek（Euripides）

「１人の誠実な友人は、１万人の親戚に値する。」ギリシア（エウリピデス

（485？～？ 406B.C.）ギリシャの悲劇詩人）

85　Our best friends are the source of our greatest sorrow.　French

「私達の最良の友人が、私達の最大の悲しみのもとになることがある。」フラ

ンス

86　Patched-up friendship seldom becomes whole again.　German

「繕われた友情が、元通りになることは、めったにない。」ドイツ

87　Reconciled friendship is a wound ill salved.　Italian

「仲直りした友情は、完全には癒されない傷みたいなものである。」イタリア

88　Sudden friendship is rarely formed without subsequent repentance.　Latin

「突然の友情が生まれた後には、必ず、後悔の念が生じる。」ラテン

89　Sudden friendship, sure repentance.　English

「突然の友情が生まれた後には、必ず、後悔の念が生じることは、確実である。」

イギリス

90　To a wedding wait to be invited ; to a funeral go uninvited.　Irish

「結婚式には、招待されるまで、待ちなさい。しかし、お葬式には、招かれ

ずとも、行きなさい。」アイルランド

91　The tooth often bites the tongue, and yet they stay together.　German
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「歯は、しばしば、舌を噛むことがあるが、両者は、依然として、同居している。」

ドイツ

92　The vulgar herd estimate friendship by its advantages.　Latin

「一般民衆は、友情を、利益の有無によって評価する。」ラテン

93　There' s no living without friends.　Portuguese

「友人なくして、人は生きることはできない。」ポルトガル

94　Time, which strengthens friendship, weakens love.　French

「時は友情を強めるが、愛の力を弱める。」フランス

95　'Tis great confidence in a friend to tell him your faults, greater to tell him his.　

American（Franklin）

「友人に自分の欠点を打ち明けることは、友人に対する大きな信頼があるか

らであるが、いっぽう、友人に、友人自身の欠点を話すことは、更に大きな

信頼があってこそ、はじめて、可能になる。」アメリカ（フランクリン（1706

～ 90）米国の政治家・外交家・著述家・科学者。独立宣言の起草委員。駐

仏大使を勤め憲法制定会議に参加した。避雷針の発明者）

96　The only gain from the friendship of the great is a fine dinner.　Latin（Juvenal）

「お偉い方々との友情から得る唯一の恩恵（利益）は、すばらしいご馳走に

ありつくことである。」ラテン（ユウエナーリス（55？～？ 140）ローマの

諷刺詩人）

97　To have the same likes and dislikes, therein consists the firmest bond of friendship.

Latin（Sallust）

「好き嫌いが同じであること、その中には、堅い友情の絆がある。」ラテン（サ

ルスティウス（86～ 34B.C.）ローマの歴史家）
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98　To lose a friend is the greatest of injuries.　Latin

「友人を失うことは、精神的打撃の最たるものである。」ラテン

99　To meet an old friend in a distant country is like the delight of rain after a long 

draught.　Chinese

「遠い異国で、旧友に会うことは、長い干魃の後の慈雨に恵まれるのと同じ

ように、非常に喜ばしいことである。」中国

100　True friendship is a plant of slow growth.　American

「真の友情は、成長が遅い植物である。」アメリカ

101　Unless you bear with the fault of a friend, you betray your own.　Latin（Publilius 

Syrus）

「友人の欠点を我慢しないと、あなた自身の欠点を曝け出す（露呈する）こ

とになる。」ラテン（プブリリウス・シルス；前１世紀のローマの滑稽劇作者）

102　Water your friendships as you water your flower-pots.　American

「植木鉢に水をやるように、あなたがたの友情にも、水をやりなさい。」アメ

リカ

103　We can live without a brother, but not without a friend.　German

「私達は、兄弟がいなくても生きてゆけるが、友人なくしては、生きてゆく

ことができない。」ドイツ

104　We die as often as we lose a friend.　Latin （Publilius Syrus）

「私達は、友人を失う度に、死ぬ。」ラテン（プブリリウス・シルス・前１世

紀のローマの滑稽劇作者）

105　We should behave to our friends as we would wish our friends to behave to us.　
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Greek

「私達は、友人に対しては、友人が私達に対して、してほしいと望むように

振舞うべきである。」ギリシア

106　When friends meet, hearts warm.　Scottish

「友人同志が出会うと、つい、心が暖まる。」スコットランド

107　Without confidence there is no friendship.　Greek

「信頼がなければ、友情は育たない。」ギリシア

108　You are your best friend-to the end.　American

「あなたが、最後まで、あなた自身の最良の友なのである。」アメリカ

109　You can't live without friends-and quite often you can't live with them.　American

「あなたがたは、友人なくしては生きてゆくことはできないが、非常にしば

しば、友人と一緒に生活できないということもある。」アメリカ

※ここに集録された、友人に関する 109句の諺は、マックファーランド社

（McFarland）より、1997年に出版された、ハロルド　Ｖ．コードリー（Harold 

V. Cordry）編著『広域諺辞典』（The Multicultural Dictionary of Proverebs）から、

編者が抜粋したものである。
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続　友人に関する諺

１　Cherish your friend, and temperately admonish your enemy.　Mich.

「友人を大切にしなさい。また、敵を喩す場合も、穏やかにやりなさい。」ミ

シガン州

２　Fall not out with a friend for a trifle.　Ill., N,Y.

「些細な（つまらぬ）ことで、友人と喧嘩をしてはいけない。」イリノイ州　

ニューヨーク州

３　There' s forever something new to be found in friends.　Miss.

「友人には、絶えず、何かしらん、新しいものがみつかるものである。」ミシ

シッピ州

４　Those who betray their friends must not expect others to keep faith with them.　Ont.

「友人を裏切るような人は、友人が自分に対して、誠実を守るなんていうこ

とを、期待してはならない。」オンタリオ州

５　Thoughtless friends are often a nuisance.　Ont.

「思慮の足りない（軽率な、不注意な）友人というのは、しばしば、迷惑な（困っ

た）存在となるものである。」オンタリオ州

６　It is better to have one friend of great value than to have many friends of little value. 

N.Y.

「つまらぬ友人をたくさん持つよりも、非常にすぐれた友人を１人持つ方が、

はるかに良い。」ニューヨーク州
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７　It takes a year to make a friend.　Ont.

「友人をつくるのに、１年はかかる。」オンタリオ州

８　It takes years to make a friend, but minutes to lose one. Vars. :（a）It takes years to 

make a friend, but you can lose one in an hour.（b）You can hardly make a friend in 

a year, but you can easily lose one in a minute.　Ind., Ont.

「友人をつくるのには何年もかかるが、失くすのは、たったの数分である。」

インディアナ州　オンタリオ州

９　He makes no friends who never made a foe. Var.: He makes no friends who makes 

no foes.　Ala., Ga., Ont., Wis.

「敵をつくったことのないような人には、友人はできない。」アラバマ州　

ジョージア州　オンタリオ州　ウィスコンシン州

10　Keep your friends constantly in repair. Vars.：（a）A man should keep his friendship 

in repair.（b）Keep your friendship in repair.　N.J., N.Y., Ont.

「友情の綻びは、たえず、繕うようにしなさい。」ニュージャージー州　ニュー

ヨーク州　オンタリオ州

11　Have few friends, many acquaintances.　Minn.

「友人は少なく、知人は多く持ちなさい。」ミソネタ州

12　He is my friend that helps me, and not he that pities me.　R.I.

「私を憐んでくれる人ではなくて、実際に助けてくれる人こそが、私の友人

である。」ロードアイランド州

13　Friends slowly won are long held.　N.Y.

「ゆっくりと、時間をかけてつくった友人は、長くもつ。」ニューヨーク州
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14　Have patience with a friend rather than lose him forever.　Ill.

「友人を永久に失うよりは、友人（の欠点）に対しては、極力我慢するのが

賢明である。」イリノイ州

15　True friends, like ivy and the wall, both stand together and together fall.　Ont.
 

「親友というのは、塀にはりつくつたのように、共に立ち、共に倒れる。」オ

ンタリオ州

16　Without a friend the world is a wilderness. Var.: Without friends the world is a 

wilderness.　N.J., N.Y., Ohio., Ont.

「友人がいなければ、この世は荒涼たる荒野である。」ニュージャージー州　

ニューヨーク州　オハイオ州　オンタリオ州

17　Your best friend is yourself.　N.Y., Okla.

「あなたの最良の友は、あなた自身である。」ニューヨーク州　オクラホマ州

18　Your best friend is your dollar. Var.: Your best friend is your money.　Ind., N.Y.

「あなたの最良の友は、あなたがいま持っているお金だ。」インディアナ州　

ニューヨーク州

19　Who seeks a faultless friend rests friendship.　Oreg.

「欠点のない友人を求める人には、友情が永続きしないものである。」オレゴ

ン州

※ここに集録された友人に関する 19句の諺は、オックスフォード大学出版局

（Oxford University Press）より、1992年にウルフギャング・ミーダー（Wolfgang 

Mieder）によって編集・刊行された『アメリカ諺辞典』（A Dictionary of American

Proverbs）から、編者が抜粋したものである。


