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ポーランド語における地名ないし

民族名起源の派生語

渡辺 克 義

1. はじめに

フィンランド語では、地名にー lainenないし -lainenを付加すれば、当該地の住民を表

す派生語(名詞および形容詞)が自動的に得られるは o 2通りの接尾辞のうち、どちらが選

ばれるかについては、母音調和の原則に従う D 外国の地名に多く見られる、子音で終わ

るものについては、 -1を付加したあとで、上の原則が適応される。

ところで、ポーランド語では、地名ないし民族名から派生する語舞は時に実に厄介な

問題を引き起こす。フィンランド語のような簡便な表現方法がないわけではないがは}、一

般には新たな語震を生むからである O スターリン時代、クラクフ郊外に NowaHutaとい

う産業地区の建設が始まったが、この形容詞形をめぐって議論が続いたことがある。す

なわち、 nowohutnickiか、 nowohuckiか、 nowohucianskiかとは)。このように、地名ない

し民族名から派生する語鷺はポーランド人にとっても簡単に処理することのできない問

題であり、言語学的研究対象としてもクローズアップされることになる O

ポーランド語が「簡便な」方法を避けて、あえて「簡単に処理することのできない」

造語法に傾斜するというのは、一見、時代に逆行することであり、合理性を欠くことの

ように思われる O しかし、皮面、こうした派生語が存在すると、 トートロジー(類語反復)

的表現を避けることができるというメリットがある。様々な難点を抱えつつも、ポーラ

ンド語が容易に簡便な表現方法をとらない理由の1つを、ここに見出すことができる。

ポーランド言語学会において造語論研究は、ロズヴァドフスキが1904年に発表した

「単語の二元性 J( dwuczlonowo“wyraiow)という理論(1)1こより、確たる地位を得た。

しかし、研究が飛躍的に進むのは、第2次世界大戦後になってからである。ポーランド語

学のなかでは、比較的後発の研究領域といえるであろう。研究史(引を概観するに、個々の

地名ないし民族名からの派生語を問題にしたものはいくつかあるが、この種の造語法を

体系的に分析しようと試みたものが意外に少ないことに驚かされる。

本稿は、ポーランド言語学会での研究成果も踏まえて、地名ないし民族名から派生す

るポーランド語の語最を抱括的に検討しようとするものである。以下、まず住民名(男性

形)から派生の形態を捉え、次いで住民名(女性形)がどのようにして得られるのかを分

析し、最後に形容詞形と他の形との関連について整理・分類して¥.'く。

2. 住民名(男性形)から見た派生の形態

接尾辞の種類により、次ぎのように分類できる。
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渡辺克義

2. 1. -anin型

派生形容詞中に形態素の一部の -an が現れるか否かにより、 2分できる O

2. 1. 1. 住民名(男・女性形)においては形態素の一部の-anーが現れるが、形容詞形

ではそれが消失するもの

例:Luzyce -Luzyczanin -Luzyczanka -luzycki 

Moldawia -Moldawianin -Moldawianka -moldawski 

Morawy -Morawianin -Morawianka -morawski 

ポーランドの地名の多くがこの型に属す(ヘ

例:Lodz -lodzianin -lodzianka -lodzki 

Szczecin -szczecinianin -szczecinianka -szczecinski 

Tarnobrzeg -tarnobrze土anin-tarnobrze泊 nka-tarnobrzeski 

これに対して、外国の都市については、そもそもこうした派生語がないか、あるいは

あっても-czyk型に属すものが大半であり、-anin型は極めて珍しい。

例:Pary土-p訂 y土anin-paryzanka -paryski 

Rzym -rzymianin -rzymianka -rzymski 

Wenecja -wenecjanin -wenecjanka -wenecki 

2. 1. 2. 形態素の一部の -anーが、派生語のすべての形において保持されるもの

例:Kampucza -Kampuczanin -Kampuczanka -kampuczanski 

Kostaryka -Kostarykanin -Kostarykanka -kostaryka白ski

Meksyk -Meksykanin -11eksykanka -meksykanski 

2. 1. 3. -anin型変種

Azerbejdzan -Azerbejdzanin -Azerbejd加 1ka-azerbejdza白ski

は一見、 2.1.2.型であるかのような印象を与えるが、この場合の-anーは語幹の末尾とも

考えられるので、同ーには扱えない。もしこれが2.1.2.型であるならば、次ぎのように

なっていなければならないはずである。

Azerbejdzan -Azerbejdzanianin -Azerbejdzanianka -aberbejdzanianski 

ポーランドの言語学者クレヤは、この事例に関し、語幹の-anが接尾辞中の-anーと

融合してしまい、一方が脱落したものとして考えている。彼はこれを裏付ける伊!とし

て、 starostwoくstarosta+ stwo、を挙げているがii)、示唆的である。

クレヤはさらに次ぎのように主張する o Ghanaの住民Zパ男性形)としては、 Gha白czyk

とGhaninの両方の形が認められているがは)、 Ghanczykの方を優先すべきであるとしてい

るヘ -anで終わる場合、

Sudan -Suda白czyk-Sudanka -suda白ski

のように、 -czyk型が支配的であることを理由として挙げている (10)O

クレヤの主張を検討するうえで最大のネックは、語幹が-anで終わる地名が存在して

も、多くの場合、派生語は全く形成されず、結果的に、-czyk型が優勢であるのか否か

の判断規準に乏しいことである (11)0 Anszan、Asuan、Cinan、Durban、Erewan、

Medan、Pusan、Wuhanなどは必ずしも小都市ではないが、辞書等で派生語を確認する

ことはできず、派生語は事実上存在しないものと思われる O
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ポーランド語における地名ないし民族名起源の派生語

2. 2. -czyk型

派生諸中の「繋ぎの形態素 J( morfem konektywny )の有無により、 2分できる。

2. 2. 1. r繋ぎの形態素」が現れるもの

「繋ぎの形態素」の種類により、さらに細かく分類することが可能である。ここでは

主要なものを見てみる O

2. 2. 1. 1. r繋ぎの形態素 J-anーが現れるもの

例:Birma -Birmanczy k -Birmanka -birmanski 

Malta -1¥1叫tariczyk-Maltanka -maltariski 

Tybet -Tybetanczyk Tybetanka -tybetariski 

幾つかの変種が観察できる。

例:Haiti -Haitanczyk -Haitanka -haitanski....・H ・..①

Laos -Laotanczy k -Laotanka -laotariski ....・H ・..②1121

①の場合、地名 Haitiが不変化名詞である点が特殊である。このような-1 で終わる不

変化名詞の場合、 2.2.1.3.型に属するものが圧倒的に多い。

②の場合、語幹で s=刊の子音交替がみられる。

ところで、 2.1.2.型と 2.2.1.1.型との違いは、住民名(男性形)だけであるが、時にはそ

の両方が認められている場合もある O

例:Afryka -AfrykaninlAfrykanczyk -Afrykanka -afrykariski 

この場合、 Afrykaninの方が一般的とされる {13)O

2. 2. 1. 2. r繋ぎの形態素 J-yj -( -ij -)が現れるもの

例:Cypr一 Cypryjczyk-Cypryjka -cypryjski 

Monako-Monakijczyk -Monakijka -monakijski 

Uganda -Ugandyjczyk -Ugandyjka -ugandyjski 

ここでも幾つかの変種がある O

例:lrak -Irakijczyk -lrakijka -iracki ・H ・.，③

Wielka Brytania -Brytyjczyk -Brytyjka -brytyjski ....・H ・..④

③の場合、形容詞形は地名から直接派生している(4.1.参照)。

④の場合、地名の後半部から派生語が出ている 11ti。しかも、語幹に直接「繋ぎの形態

素」が付いているわけではない。なお、 Wielkobrytyjczykや Wielkobrytyjkaなどの形は

認められていないが、形容詞形 welkobrytyjskiは誤りとはされない(IUO

2. 2. 1. 3. r繋ぎの形態素 J-jーが現れるもの

伊'IJ : Bali -Balijczyk -Balijka -balijski 

Gwinea -Gwinejczyk -Gwinejka -gwinejski 

l¥ilali -Malijczyk -Malijka -malijski 

ここでの変種には次のようなものがある。

仔IJ : FidZi -Fidzyjczyk Fidzyjka -fid勾rjski

Tanganika --Tanganijczyk -Tanganijka -tanganijski 

⑤

⑥

 
⑤の場合、派生語で-dzyーという音結合に変わっており、ポーランド語化している。

⑥の場合、語幹の kが落ちている。
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2. 2. 1. 4. その他の「繋ぎの形態素」が現れるもの

以上の他に、-ej -(例:Europa -Europejczyk -Europejka -europejski )、-en-

(例:Genua -genue白czyk-genuenka -genuefiski)、 wIan- 例:Peru -Peruwiaficzyk 

-Peruwianka -peruwiafiski)などの「繋ぎの形態素」が現れるものがあるが、その数は

少ない。

こうした「繋ぎの形態素」の形を決定するうえで、しばしば影響力を及ぼしているの

がそのラテン名である (1ヘ
例:azjatycki <'( Asiaticus 

budapesztefiskiくPestensis

neapolitafiski <，(Neapolitanus 

2. 2. 2. r繋ぎの形態素」が現れないもの

例:Argentyna -Argentyficzyk -Argentynka -argentyfiski 

Ekwador、-Ekwadorczyk -Ekwadorka -ekwadorski 

Pakistan -Pakistaficzyk -Pakistanka -pakistafiski 

次ぎのような変種がある。

例:Dania -Duficzyk -Dunka -dufiski ・H ・..⑦

Luksemburg -Luksemburczyk -Luksemburka -luksemburski ....・H ・..⑧

⑦の場合、語幹で a=刊の母音交替が見られる D

⑧の場合、派生語で語幹の -gが脱落している。

どのようなタイプの地名から「繋ぎの形態素」を必要としない-czyk型の派生語が導

かれるかについては、一般論は得がたい。-gia、-landia、-nlaで終わる地名について

は、そのほとんどが「繋ぎの形態素」を必要としない-czyk型になることが分かってい

るが(1 i )、それ以上については、一定の法則性すら見出せない。例えば、 -naで終わるも

のひとつとっても

Algieria -Algierczyk -Algierka -algierski 

Bulgaria -Bulgar -Bulgarka -bulgarski 

Nigeria -Nigerγjczyk -Nigeryjka -nigeryjski 

など、その派生のパターンは実に多様である。

( 2. 2. 2.型)

( 2. 3. 1. 1.型)

( 2. 2. 1. 2.型)

また、-czyk型と-anln型のどちらになるのかという、より大まかな分類にして

も、 -Jaで終わるものには -czyk型が多い、という漠然としたことしかいえな L、(jヘ
2. 3. -o型

もとになる地名がある場合と、そうでない場合(すなわち、民族名とその形容詞形だけ

しかないもの)とに2分できる。

2. 3. 1. もとになる地名がある場合

住民名(女性形)や形容詞形における「繋ぎの形態素」の有無により、さらに細かく分

類できる O

2. 3. 1. 1.派生語において「繋ぎの形態素」が全く現れないもの

例:Chorwacja -Chorwat -Chorwatka -chorwacki 

Hiszpania -Hiszpan -Hiszpanka -hiszpafiski 
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ポーランド語における地名ないし民族名起源の派生語

Wl∞hy -Wl∞h -Wloszka -wloski 

-stanで終わる次のような地名も、この変種として捉えることができるであろう。

例:Afganistan -Afgan/ Afganczyk -Afganka -afganskilafganistanski 

Kazachstan Kazach -Kazaszka -kazachskνkazachstanski 

2. 3. 1. 2. 住民名(女性形)で「繋ぎの形態素」が現れるもの

例:Grecja -Grek -Greczynka -grecki ( r繋ぎの形態素 J-yn-) 

Persja -Pers -Persyjka -perski ( r繋ぎの形態素 J-yj-) 

2. 3. 1. 2. 住民名(女性形)と形容詞形とで、「繋ぎの形態素 J-yj -( -ij -)が現れる

もの

例:Belgia Belg -Belgijka -belgijski 

但し、この場合住民名(男性形)として Belgijczykという形も一応認められている(19)。

クレヤは、「繋ぎの形態素 Jが一一度適応されたならば、派生語のすべての形で保持され

る傾向にある、と主張する (20)。もし彼の説が正しいとすると、将来Belgという形は消滅

することになろう。

ここには、変種として、

Kurdystan -Kurd -Kurdyjka -kurdyjski 

も含めることができるであろう O

2. 3. 2. 民族名とその形容詞形しかないもの

もとになる地名がないものは、すべてこの -0型に属す。

民族名(女性形)並びに形容詞形において、「繋ぎの形態素」が必要か否かにより、さ

らに2分できる O

2. 3. 2. 1. r繋ぎの形態素」が不要なもの

例:Ajnos -Ajnoska ajnoski 

Cygan -Cyganka -cyganski 

Eskimos -Eskimoska eskimoski 

2. 3. 2. 2. 民族名(女性形)と形容詞形とで、「繋ぎの形態素 Jを必要とするもの

例:Drawida -Drawidyjka -drawidyjski ( r繋ぎの形態素 J-yj -) 

Druz -Druzyjka -druzyjski ( r繋ぎの形態素 J-yj -) 

Szerpa -Szerpijka szerpijski ( r繋ぎの形態素 J-ij -) 

上に見るように、住民名(男性形)が aで終わっているものもある。

ここには、次ぎも変種して加えてよかろう O

Zyd -Zydowka -zydowski ( r繋ぎの形態素 J-ow -( ow )) 

2. 4. その他

anin， -czyk、 -0型以外には、

Austria Austriak -Austriaczka -austriacki ( -ak塑)

Czarnogora -Czarnogorzec -Czarnogorka -czarnogorski (-ec型)

Anglia -Anglik -Angliczka -angielski ( -ik型)

Litwa -Litwin -Litwinka -litewski (-in型)

Polesie -Poleszuk -Poleszuczka -poleski( -uk型)
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1ρtwa -Lotysz -Lotyszka -lotewskillotyski ( -ysz型)

などがあるが、いずれもマイナーである O

3. 住民名(女性形)の導かれ方

住民名(女性形)は接尾辞-kaをとるが、住民名(男性形)からの派生のパターンによ

り、次ぎのように分けて考えることができる O

3. 1. 住民名(男性名)にそのまま付加するもの

例:MongolkaくMongol

3. 2. 住民名(男性名)の接尾辞の一部ないし全体を取ってから添加するもの

例:JaponkaくJapo白czyk(接尾辞の全体を交替)

Luzyczankaく Luzyczanin(接尾辞の一部を交替)

3. 3. r繋ぎの形態素」を必要とするもの

{9IJ : GreczynkaくGrek( r繋ぎの形態素 J-yn -) 

4. 形容調形と他の形との関係

地名ないし民族名から派生する形容詞形は、接尾辞-skiもしくは-ki (もとの語

が、 -c、 -d、-dz、一 tで終わっている場合)を付加することによって得られるは1)。派

生源により、次のような分類が可能である O

4. 1. 地名から派生するもの

例 :Bialorus -Bialorusin -Bialorusinka -bialoruski 

4. 2. 住民名(男性形)から派生するもの

例:Turcja -I辺主主-Turczynka -出立法i
|+  

4. 3. 住民名(女性形)から派生するもの

例:Baskonia -Bask -昆珪地主一 baskiiski

| +  
4. 4. 地名および住民名(男性形)から派生するもの

例:盟主盟主ヱー主主盟主主-Niemka -rlIemiecki 

| t  

4. 5. 地名および住民名(女性形)から派生するもの

例:Bel起一 Belg-匙極陸一単出泣主i
l t 

4. 6. 住民名(男・女性形)から派生するもの

例:Dan血 -D皿2法一 2皿単一血血主i

1+  

- 216-
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ポーランド語における地名ないし民族名起源の派生語

4. 7. 地名および住民名(男・女性形)から派生するもの

例:Ukraina -Ukrainiec -Ukraink.a -ukraiflski 

|t  

4. 8. ポーランドの地名から派生する形容詞形について

ポーランドの地名に関しては、以上のいずれにも該当しないものが少なくな ~\o “予想

外刊の派生語が出てくるのは、歴史的理由や方言の問題などによる。

例えば、 Lesznoの形容詞形は leszczynskiであるが、これなどは、 Lesznoが興った14世

紀には Leszcznoという名であったのが、その後、地名に関しては子音が1つ減り発音しや

すくなったものの、形容詞形については、母音が挿入されることで子音が連続するとい

う難点が克服され、結果的に現在に至るも-czーという音が保たれているのである1221。

ポーランドの地名については、当該地の住民がその形の決定権(すなわち、正しい形を

定めること)をもっ、というのが原則である I2 :1 ) 0 P r 0 s z 0 w i c eの形容詞形としては

proszowickiという形が浸透しているが、地元では proszowskiという形が今も用いられて

いる (2I ，。この場合、少なくとも proszowskiの形を誤りとすることはできないはずであ

る。

babimojskiく Babimost、koneckiく Ko白skie、nIianskiく Nisko、sredzkiく 8roda、

ujejski < Ujazd等、ポーランドの地名の場合、類推では到底その形容詞形を導けないも

のが少なくない。

5. 結びにかえて

以上、さまざまな地名や民族名を例にとり、そこから派生する語鷺について分析を試

みた O 結果として、派生の実態は多様であり、一定の型の存在は認めうるものの、完全

な法則性を導き出せるほどには整然、としたものでないことが明らかである。もっとも、

筆者が目を通した地名や民族名は主要なものに限られており、万全を期すためには、今

後、辞書や百科辞典だけでなく、広く新聞・雑誌等の媒体にも注意を払っていく必要があ

ろう。

ところで、ポーランド人にとってあまりなじみのない地名が、ある時突然身近になっ

た場合、その派生語が存在すると、伝達上都合がよいはずである O そうした時、どのよ

うにして“新語"は生まれていくのであろうか。

1960年からのコンゴ紛争を例にとると、この時ポーランドのマスコミは Kongoの形容

詞形として、 kongijski、kongola白ski、kongowskiなどを用いていたようである 12九この

うち、現在一般に正しい形として認められているのは、 kongijskiだけである例}。すでに

見たように、「繋ぎの形態素 J-ijーは、派生形容詞においてかなり頻繁に用いられてい

る。一 olanーという「繋ぎの形態素」は他に例がなく、 kongolafl skiを正しい形として支

持している言語学者は、管見では、皆無である。 kongowskiについては論争的で、この形

を1つの可能性として支持する研究者もいれば(2i1、どちらかといえば否定的な見解に立つ

者もいる(2ヘ前者の人々は、 lipnowski< Lipno、kutnowskiく Kutnoなどの派生の実例

を挙げ、その根拠を説明している O しかし、 -owーという「繋ぎの形態素 Jは、外国の
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地名においてはほとんど現れることがないことから、拙文の筆者は後者の研究者に組み

している。

派生語の中には、ラテン語の影響しているものがあることについては、既に述べた O

ところが、最近用いられるようになった語鷺については、 Kongoの例を見ても明らかな

ように、ラテン名は考慮されておらず、派生語はもっぱら既存の語形からの類推に依っ

ていることは興味深い。

コンゴのケースは、国名が既にポーランド人に知られており、その後住民名や形容詞

形が問題になったという例である O このように地名が出発点になっている場合には、-

anln型 や-czyk型に属するものが圧倒的である。しかし、ポーランド人にとってまず民

族名が知られており、のちにその国名ないし地域名が問題になるという逆のケースもあ

るはずである O 歴史的に見て、ポーランド近隣の諸国家の多くがこれに属するものと思

われるが、この場合、住民名(都市住民を表すものは除く)で-anln型や-czyk型をとっ

ているものは少数である O すなわち、一般論として、地名=争住民名ないし形容詞形、とい

う派生の場合には、-anln型ないし-czyk型になり、民族名(または住民名)=>形容詞形

ないし地名の場合には、それ以外のパターンに属すといえるであろう O

時には、頻繁に出てくる地名であっても派生語が全く用いられない場合もある O 例え

ば、 1972年の冬季オリンピックのあとも、筆者の観察の範囲では、 Sapporo(札幌)の派

生語は出てきておらず、また地理的にもさほど遠くない Osloに対しても派生語はない O

この理由について筆者は研究調査中であるが、少なくともこの2語に関しては、音構造か

らポーランド語化が難しいのだという説明は成り立たないであろう O

本稿では一貫して、単数主格形のみを研究対象にしてきたが、複数や斜格にも目を転

ずると、分類はより一層複雑になる。例えば、

Arnery ka -Arnerγkanin -Arnerykanka -arnerykaII.ski 

Rabka -rabczanin -rabczanka -rabczaII.ski 

は共に 2.1. 2.型に属すが、住民名(男性形)の複数生格では、 Amerykan -ow、

rabczan -oというふうに別の語尾をとっている O

他のスラヴ語との比較検討も興味深い。地名が全く同じでも、派生語や格変化が異な

るといった例は、枚挙に暇がな L、。

本稿では母音交替や子音交替については深入りしなかったが、これらを含めて問題を

検討するならば、さらに正確に派生の実態を知ることができるであろう D

これらについては、今後の研究課題とし、稿を改めて論ずることにした L、。

-;，主ー

文献は[ ]に番号で示す。

1 ruotsalainenく Ruotsi，suomalainenく Suomiの2つだけが例外である O

2例えば、住民名については、 Imieszkaniec (mieszkanka) +地名の生格」で、形容詞

形については、地名ないし民族名の生格で代用することができる。
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3 [1]159頁、 [3]121冊 122頁、 [4J57 4帽 575頁、 [23J25-26頁。 [10J236頁、 [18J532頁、

[19J413頁は、 nowohuckiの形を勧めている。

4詳細は[16Jを参照のこと。

5やや古いが、 [8Jの文献目録を参照されたい。

6 Malbork -malborczyk -malborski は、明czyk型に属する数少ない1つである。 Malbork

は13世紀後半にドイツ騎士団により建てられた町であるが、 ドイツ語では

Marienburgとなる。-burgで、終わる都市は、例外なく-burczyk， -burka， -burski 

になることから、 Malborkの派生の形態は説明できょう。 [24Jを参照されたい。

7 [11J12頁。

8 [19J182頁。

9 [l1J12頁。 [18J(336頁)は、クレヤと同じ見解に立っている。

10 [11]12頁。

11 Phenian -phenianin -phenianka -phenianski (2.1.3型)([18J585頁)

-phenianczyk -phenianka -phenianski (2.2.2型)([19J501頁)

のように、辞書により見解が分かれているものすらある O

12 Laos -Laosyjczyk -Laosyjka -laoski (2.2.1.2.型変種)のような派生を認めている辞書

もある([19J290頁)口

13 [5J538頁、 [18J202貰、 [19J6頁。

14 i形容詞+名詞」型の地名の場合、各要素を合わせたものが派生語になることが普

通である。

例:Jelenia Gora -jeleniogorzanin -jeleniogorzanka -jelenio瞬間ki

Nowy SCicz -nowosCideczanin -nowosCideczanka -nowosCidecki ([18]378頁および533

頁)なお、 [2]240頁、 [3]121頁も参照のこと。

15 [19]863頁。

16 [13]204司 205頁、 [14]561頁を参照されたい。

17 [11]9-10頁。かなり確率の高い法則と思われるが、それでも

Norwegia -Norweg -Norwezka -norweski 

Holandia -Holender -Holenderka -holenderski 

Slowenia -Sloweniec -Slowenka -slowenski 
などのような例外がある。

18 [7J51頁。

19 [19J37頁。

20 [11]14貰。

21 [9J71頁。

22 [5J554白 555頁、 [12]190-191頁、 [15]183-184頁、 [17]128貰。

23 [13]189頁。

24 [3Jl19頁、[4]576頁。

25 [20J337-340頁。
26 [6]96頁、 [10]175頁、 [18]411頁、 [19]261頁。かつて、 kongoskiが唯一の正しい形と

されていた頃もある([21]139頁、 [22]222頁)。

27例えば、 [3]123頁、 [5]553頁、 [20]337-340貰など。

28例えば、 [13]206貰。
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Derivatives of Geographical Names in the Polish Language 

Katsuyoshi WATANABE 

Derivatives of geographical names in Polish are sometimes very controversial， because 

there aren't simple and easy ways in word-formation. The method of these derivatives is the 

subject of this artic1e. 

Roughly speaking， there are four types of the male forms of inhabitants: (1) -anin (ex. 

Kampuczanin， l¥10rawianin， szczecinianin)， (2) -czyk (ex. Cypryjczyk， Ekwadorczyk， 

malborczyk)， (3) -o (ex. Ajnos， Chorwat， Pers)， and (4) the others (ex. Anglik， Austriak， 

Litwin). They can be classified into smaller groups， if we take into account “connective 

morphemes.円

The female forms of inhabitants always have the suffix 二主主・ Thereare three types of 

derivation: (1)ι主主isadded directly to the male form (ex. HiszpankaくHiszpan)，(2)ι主主 lS

added after the changing of a part or the whole of the suffix of the male form (ex. 

olsztynianka <{、 olsztynianin)， and (3)“connective morphemes" are needed (ex. 

Greczynka <-Gre k). 
As for adjectives， we can c1assify them into seven types: (1) adjectives directly derivative 

from geographical names (ex. litewskiくLitwa)，(2) adjectives derivative from the male 

forms of inhabitants (ex. turecki <{ Turek)， (3) adjectives derivative from the female forms of 

inhabitants (ex. baskijskiくBaskijka)，(4) adjectives derivative from both geographical 

names and the male forms of inhabitants (ex. niemiecki <{ Niemcy， Niemiec}， (5) adjectives 

derivative from both geographical names and the female forms of inhabitants (ex. 

belgijski <{ Belgia， Belgijka}， (6) adjectives derivative from both forms of inhabitants (ex. 

du n skiくDun czyk， Dunka)， and (7) adjectives derivative from all the other forms (ex. 

ukrai白ski<<:; Ukraina， Ukrainiec， Ukrainka). Adjectives of Polish geographical names 

however often have “unexpected" forms from their historical or dialectal reasons. 

The influence of the Latin language is often observed in derivatives (ex. 

azjatycki<CAsiaticus)， but there aren't such examples in the recent derivative v∞abulary of 

foreign geographical names. Theyare produced just on the analogical basis. 
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