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文法的な誤りに対する学習者の着眼  

山 下  直   

0．はじめに   

文法学習研究が抱える課題の一つに，学習の意義そのものが見えにくいという問題がある（1）。  

文法学習に限らず，どのような内容を何のために学習するのかを明確にするためには，学習者の  

実態をつかむことが重要であると思われる。   

そこで，本稿筆者は，学習者の側から文法学習のあり方を論じる辛がかりを得ることをねらい  

として，学習者が，日本語としておかしな箇所を含む文を改める場合に，文のどこに着眼してど  

のように改めるかの実態について調査した。その結果，多岐に渡る現象がとらえられたが，本稿  

は，そのうちの文法的に問題となる箇所への着眼について，分析結果の概要を述べるものである。  

1．調査対象，実施時期   

調査対象は，中学一年生207名，中学二年生118名，中学三年生195名の計520名（2）である。中学  

二，三年生は2005年7月，中学一年生は2005年9月に実施した。  

2．調査の内容・方法   

例文は，山下（2005）で資料として用いた図書の紹介文（3）の中から，学習者の作文にありがちと  

思われる不自然さを含む文を，本稿筆者の判断で選んだ（4）。学習者は通常自分で書いた文の誤り  

を自分で改めるわけであり，少しでもそれに近い状況で調査を実施したいと考え，実際に中学生  

が書いた文を用いることにした。   

一つ一つの例文については，まず，例文が紹介している作品の題名を示し，その作品を読んだ  

ことがあるか（その話を知っているか）について問うた（回答欄Ⅰ）。これは，作品を読んだこと  

がある者とそうでない者とで，回答のしかたに何らかの違いが認められるかどうかを確認するた  

めである。   

次に，例文に改めるべき箇所があるかどうかについて問うた（回答欄Ⅱ）。ここでは，三つの選  

択肢を用意し，1．改めるべき箇所は特にない。2．改めるべき箇所がある。3．どう改めれば  

よいかわからないがおかしな文だと思う。の中から一つ選ばせた。1．を選択した者はここで回答  

を終えることになる。   

回答欄Ⅱで2．を選択した者には，改めた文を書くように指示した（回答欄Ⅲ）。その際，もと  

の文を二つ以上の文に分けたり，自分で新たに言葉を足したりしてもかまわない旨も指示した。   

回答欄Ⅱで3．を選択した者に村しては，例文のどこがおかしいかを指摘できる者にだけ，その  
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箇所を書くように指示した（回答欄Ⅳ）。   

調査は，本稿筆者が依頼した先生方に，授業時間を使って実施して頂いた。調査を依頼するに  

あたっては，先生方と面談形式での事前打ち合わせも行った。また，稿末の資料にもあるように，  

回答者一人一人にも回答のしかたを説明したプリントを配付した。  

3．調査の結果   

今回の調査のねらいは，学習者が文のどこに着眼し，どのように改めたかの実態をとらえるこ  

とである。そこで，調査結果を集計するにあたっては，正しくできたかどうかを見るのではなく，  

学習者が例文のどこに着眼し，その部分をどのように改めたかを，できるだけありのままとらえ  

ることに最も気を配った。回答欄Ⅲ，Ⅳに記入された内容を一つ一つ吟味し，学習者が例文のど  

の点に着眼しているかを一覧表にまとめて，そこから学習者の着眼の傾向をとらえる方法をとっ  

た。したがって，本稿で示す学習者の着眼点は，本稀筆者があらかじめ設定したものではなく，  

実際の回答の中から抽出したものである。  

3－1．ⅠおよびⅡの人数分布  

ⅠおよびⅡの回答を単純に集計した結果は以下の通りである（5）。  

Ⅱ  

1．   2．  無回答  1．   2．   3．  無回答   

2  515   3   95  290  120  15   

（2）  221  299   0   70  370   72   8   

（3）  110  406   4  125  276  108  

（4）  424   92   4  117  259  139   5   

（5）  62  447  11   45  375   86  14   

（6）  360  156   4  220  210   72  18   

（7）  60  451   9  117  298   83  22   

（8）  19  492   9  130  223  142  25   

（9）  94  410  16  151  271   66  32  

（表中の数字は人数を表す）   

ⅠとⅡの間に明らかな相関を認めることはできなかった。また，Ⅱについては，全ての例文で，  

改める必要があると判断した（2．3．を選択した）学習者の数が，改める必要がないと判断した（1．  

を選択した）学習者の数を上回っている。例文（6）だけは2．を選択した学習者の数が，1．を選択し  

た学習者の数を10名ほど下回っているが，これも3．を選択した学習者の数と合わせれば282名  

（軋2％）に達する。このことから，いずれの例文も，日本語として改めるべき箇所がある文とし  

て扱うことに大きな異論はないと言ってよいと思われる。  

3－2．改めるべきと判断した学習者の着眼の概要  

ここでは，Ⅲで1．の「改めるべき箇所はない」を選択しなかった学習者が，係り受けの不備な  
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ど文の構成を整えるために必要な箇所に，どのように着眼しているのかを見ていく。そのため，  

回答欄Ⅲおよび回答欄Ⅳに何らかの回答を書いた者のみが分析の村象となる。回答欄Ⅱで3を選  

択（改めるべきと判断）したとしても，回答欄Ⅳを未記入の場合は対象とはならない。  

3－2－1．例文（1）  

（1）私も，自分の中にある才能や力はあるかどうかが分からないけれど，もしあるとしたら，  

いつになったら，どうやって出てくるのか少し気になっていました。   

例文（1）の対象者には373名（2．…290，3．…83）が該当した。例文（1）では，   

（ア）「自分の中にある」の部分を，「ある」を削除するなどして改める。   

（イ）「才能や力は」を「才能や力が」に改める。   

（ウ）「あるかどうかが分からない」を「あるかどうかは分からない」または「あるかどう  

か分からない」に改める。  

が，文の構成を整えるために必要な着眼として抽出された。人数の分布は以下の通りである。   

（ア）（イ）（ウ）の全てに着眼している者………………… 80名  

（ウ）には着眼していない者…15名  

（イ）には着眼していない者…15名  

（ア）には着眼していない者…41名  

（ウ）には着眼していない者…15名  

（ウ）には着眼していない者…15名  

（イ）には着眼していない者…48名（合計229名）   

（ア）（イ）に着眼したが，  

（ア）（ウ）に着眼したが，  

（イ）（ウ）に着眼したが，  

（ア）に着眼したが，（イ）  

（イ）に着眼したが，（ア）  

（ウ）に着眼したが，（ア）  

（ア）（イ）（ウ）のいずれにも着眼していない者………… 144名   

373名の61．4％にあたる229名が，何らかの形で（ア）（イ）（ウ）に着眼しており，38．6％にあ  

たる144名が（ア）（イ）（ウ）のいずれにも着眼していなかった。  

3－2－2．例文（2）  

（2）この本は，あすかのことをいじめるお母さんがあすかの誕生日に，「あすかなんて生まなき  

やよかった」という言葉を聞いてあすかの声が出なくなってしまう。   

例文（2）の対象者には427名（2．…366，3．…57）が該当した。例文（2）では   

（ア）「あすかなんて生まなきゃよかった」という言葉を聞いたのは「あすか」でなければ  

ならないのに，「お母さんが～聞いて」となっている点を改める。   

（イ）「この本は～」を受ける部分がない点を改める。  

が文の構成を整えるために必要な着眼として抽出された。人数の分布は以下の通りである。   

（ア）（イ）の両方に着眼している者………………… 173名   

（ア）に着眼したが，（イ）には着眼していない者…78名   

（イ）に着眼したが，（ア）には着眼していない者…118名（合計369名）  
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（ア）（イ）のいずれにも着眼しない者……………… 58名   

427名のうち，86．4％にあたる369名が何らかの形で（ア）（イ）に着眼している。ただし，（ア）  

に着眼した251名（173＋78）は，改め方にいくつかのタイプが見られた。それらの類型と人数の分  

布は以下の通りである。  

（2トa「お母さんが～という言葉を言って」型………………‥……・ 49名  

（2トb「あすかがお母さんの～という言葉を聞いて」型…………… 46名  

（2トc「お母さんが～という言葉を言ったのをあすかが聞いて」…121名  

（2）－d「お母さんに～という言葉を言われて」型…………………… 29名  

（2トe 「お母さんの～という発言で」型  

「お母さんが」を受ける「言う」と，「聞く」に係るべき「あすか（が／は）」の両方を補って，全  

ての係り受けを明示するタイプの（2トcが最も多かった。  

3－2－3．例文（3）  

（3）でも，いちごはそんな貴重な経験のおかげで，心も休もいっしょにすくすくと成長してい  

く様が見てとれます。   

例文（3）の村象者には359名（2．…276，3．…83）が該当した。例文（3）の文の構成を整えるため  

に必要な着眼は，   

（ア）「いちごは～見てとれます。」の係り受けを改める  

のみであり，人数の分布は   

（ア）に着眼した者……186名（51．8％）   

（ア）に着眼しない者…173名（48．2％）   

であった。ただし，これも例文（2）と同様に，同じく（ア）に着眼していても改め方にはいくつ  

かのタイプがあり，以下のように類型化された。  

（3トa 「いちごは～成長していきます」塑…………………… 120名  

（3トb 「いちごが～成長していきます」型…………………… 3名  

（3トc 「いちごが～成長していく様が見てとれます」型……40名  

（3トd 「（～成長していく）いちごの様が見てとれます」型…20名  

（3トe その他  

（3トa，bは文末を「いちごは（が）」に対応するように書き換えるタイプで，（3）－C，dはもとの  

文の文末を生かすタイプと言える。圧倒的多数がもとの文の文末を生かさない改め方をしている。  

この点については4－2で述べる。   

3－2－4．例文（4）  

（4）メロスは暴君ディオニスに激怒し，処刑されそうになったので，妹の結婚式をするために   

竹馬の友（セリヌンティウス）を人質にして，三日間の日限を与えられた。  
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例文（4）の対象者には351名（2．…259，3．・・・92）が該当した。実は，例文（4）は他の例文とは異  

なり，文の棒成を整えることよりも，作品を読んだことがある（話を知っている）かどうかが，  

許容度の高低や改め方に影響するかどうかを見ることを主なねらいとして選んだものである。  

「メロスは暴君デイオニスに激怒し，処刑されそうになった」の部分は，作品の内容を知らない  

者には，デイオニスに激怒した程度でなぜメロスが処刑されることになるのかがわかりにくいで  

あろう。だが，作品の内容を知っている者なら自分でその部分を補って読めるので，許容度が高  

まるかもしれない。逆に，作品の内容を知っていれば「王の命を奪おうとしたので」などといっ  

た語句を補うことも考えられる。  

「妹の結婚式をするために～日限を与えられた」の部分にも同じようなことが言え，例文（4）全体  

が話の内容を知っている者とそうでない者とで，許容度や改め方に違いが出るのではないかと予  

測した。しかしながら，結果は以下の通りであった。  

Ⅰで1．を選択…424名  Ⅱで1．を選択…104名（24．5％）  

（作品の内容を知っている）   2．を選択…213名（50．2％）  

3．を選択…103名（24．3％）無回答…4名  

Ⅰで2．を選択…92名  Ⅱで1．を選択…13名（14，1％）  

（作品の内容を知らない）  2．を選択…43名（46．7％）  

3．を選択…35名（38．0％）無回答…1名   

これを見る限り，Ⅰで1．を選択した者とⅠで2．を選択した者の間に顕著な違いを認めること  

はできない。例文（4）は，その文だけを見て改めることを前提としていないため，着眼についても  

他の例文と同じように扱うことはできない。例文（4）の着眼については稿を改めて述べたいと思う。  

3－2－5．例文（5）  

（5）私はこの本を読んで，チャーリイの「かしこくなりたい」という気持ちがよく伝わってき   

ました。なぜカ叫   

たため，賢くなれば迎えに来てくれると信じているからです。（下線部のみについて回答）   

例文（5）の対象者には現8名（2．…375，3．…73）が該当した。例文（5）の文の構成を整えるため  

に必要な着眼は，   

（ア）「－ため」の重複を避けること  

のみであり，90．0％にあたる403名がこの点に着眼している。改め方としては，どちらかの「た  

め」を別の語に置き換えるタイプの「～ため～ので」型がほとんどになるのではないかと予測し  

たが，そのように改めたのは35．5％にあたる143名にすぎなかった㈱。   

残りの260名（6生5％）の類型と人数分布は以下の通りであった。  

（5トa「…障害を持っているため，親に捨てられてしまい‥・」塾…67名  
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（5トb「…障害を持ち，親に捨てられてしまったため…」型……… 49名  

（5トc どちらかの「ため」を省くという指摘をするだけ………… 59名  

（5トd「なぜかというと……捨てられてしまいました。」型……… 57名（合計232名）  

（5トe その他  

（5トa～dの232名は，（5トcに端的に表れているように，どちらかの「ため」を省くことで重  

複を避けようとしていると考えられる。ところが，機械的にどちらかを省くだけでは，例文（5）を  

適切に改めたとは言い難い。   

チャーリイが「賢くなれば迎えに来てくれると信じる」のは，「障害を持っているために親に捨  

てられてしまった」からであり，「障害を持っているために親に捨てられてしまった」こと全体  

が，「賢くなれば迎えに来てくれると信じる」ことの要因である。（5トa「親に捨てられてしまい」  

や（5トb「障害を持ち」としてしまったのでは，「障害を持っているために親に捨てられたこと」  

と「賢くなれば迎えに来てくれると信じること」の意味的，論理的関係を適切に表しているとは  

言えない（乃。（5トdは，「なぜかというと……捨てられてしまいました。」で文を切るタイプである  

が，「なぜかというと」を受ける部分がなくなってしまうので，適切な改め方とは言えない。  

3－2－6．例文（6）  

くも （6）カンダタは，生前あらゆる悪事をしていましたが，一匹の蜘蛛を殺さなかったので，地獄  
の血の池にいるカンダタに，お釈迦様は蜘蛛の糸をたらして救おうとします。   

例文（6）の対象者には2弘名（2．…210，3．…44）が該当した。例文（4）同様の趣旨で，話の内容  

を知っている者とそうでない者では，「一匹の蜘煉を殺さなかったので」の部分の改め方に遠いが  

出ることを予測したが，実際にはほとんど差が認められなかった。また，この点に着眼した者も  

90名にとどまり，そのうち「一匹の蜘珠の命を助けたことがあったので」のように改めることが  

できたのは23名にすぎなかった（め。   

例文（6）は係り受けに関して言えば，過不足なくそろっている状態にある。ただ，例えば「お釈  

迦様は」を「地獄の血の他にいるカンダタに」の前に置くなど，もっと整えた方がよい箇所を含  

んだ文でもある。このような点をふまえた上で，例文（6）では   

（ア）「お釈迦様は」を「地獄の血の他にいるカンダタに」の前に置く   

（イ）「お釈迦様は」を「お釈迦様が」に改める   

（ウ）「カンダタに蜘妹の糸をたらして救おうとします」を「蜘蝶の糸をたらしてカンダタ  

を救おうとします」のように改め，「カンダタにたらす」という係り受けを「カンダタを  

救う」という係り受けに変える。  

が，文の構成を整えるために必要な着眼として抽出された。人数の分布は以下の通りである刷。  

（ア）（ウ）に着眼した者  

（ア）に着眼したが（ウ）には着眼しない者……… 76名  

（イ）（ウ）に着眼した者  
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（イ）に着眼したが（ウ）には着眼しない者……… 12名   

（ウ）に着眼したが（ア）（イ）に着眼しない者…31名（合計160名）   

（ア）（イ）（ウ）のいずれにも着眼しなかった者…94名   

2別名のうち63．0％にあたる160名が，何らかの形で（ア）（イ）（ウ）に着眼している。   

例文（6）は，係り受けという面からは日本語として誤った文とは言えないにも関わらず，改める  

べき箇所を具体的に指摘した者が254名おり，そのうちの160名が文の構成に関わる（ア）（イ）  

（ウ）に着眼している。これについては4－2で述べる。  

3－2－7．例文（7）  

（7）真っ白な体の「白」が，友達の「黒」がわなにかかってしまいそうになっているところを，  

自分もやられてしまうと思い，助けずにいた。   

例文（7）の対象者には341名（2．…298，3．…43）が該当した。例文（7）では，   

（ア）「真っ白な体の「白」が」を「真っ白な体の「白」は」に改める。   

（イ）ト・・なっているところを」を「…なっているところを見て」などと改める。  

が，文の構成を整えるために必要な着眼として抽出された。人数の分布は以下の通りである。   

（ア）（イ）の両方に着眼している者……………………… 95名   

（ア）に着眼しているが，（イ）には着眼しなかった者…鍋名   

（イ）に着眼しているが，（ア）には着眼しなかった者…79名（合計263名）   

（ア）（イ）のいずれにも着眼しなかった者……………‥・ 78名   

341名の77．1％に及ぶ263名が，何らかの形で（ア）もしくは（イ）に着眼している。例文（7）を  

改めたほとんどの学習者が，（ア）もしくは（イ）に着眼していることになる。  

3－2－8．例文（8）  

（8）出陣した学生たちが，死ぬ前に家族への思いや，今までの自分の生き方について，詳しく  

書いてあったところ。   

例文（8）の対象者には334名（2．…223，3．…111）が該当した。例文（8）は，   

（ア）「学生たちが」に対して「書いてあったところ」と受けている部分を改める  

ことが文の構成を整える着眼として抽出され，334名のうちの30．2％にあたる101名が着眼した。   

ただし，改め方にはいくつかのタイプがあり，その類型と人数の分布は以下の通りであった。  

（8トa「学生たちが～書いている／いた」型…33名  

（8トb「学生たちが～書いた」型……………… 23名  

（8トc「学生たちの～」型……………………… 45名（合計101名）  

（8卜a，bは「書いてあった」を改めて，「学生たちが」との係り受けを整えるタイプ，一方，  

（8）－Cは「学生たちの死ぬ前の家族への思いや，今までの自分の生き方について，詳しく書いてあ  

ったところ」と改めるタイプであり，「学生たちが」を「学生たちの」と改め「家族への思い」に  
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係る連体成分にする点に特徴がある。   

上の101名を除いた233名の中には，（8トa，b，Cと同様に「書いてあったところ」をおかしな  

箇所と感じている者も多い。  

（8トd「学生たちが～書いてある／あった・書かれている／いた」型…83名  

（8トe 文末に着眼するものの，改め方の具体案が示されないもの………… 102名（合計185名）  

（8トdは，文末の「ところ」を省き「書いてある。書いてあった。」としたり，「書いてあったと  

ころがよかった」などとしたりするタイプである。文末への着眼はあるが，「学生たちが」との係  

り受けを整えるような改め方になっていない。（8トeは，Ⅱで3．を選択した者が多く含まれ，お  

かしいと思う箇所や例文に対する論評めいたコメントのみが書かれているタイプである。（8トd，  

eは，文の構成を整える改め方になっていない点で（ア）に着眼しているとは判断しなかった。  

3－2－9．例文（9）  

（9）ハンスはけんかをして罰を与えられた友人ハイルナーの味方をしなかったことで，二人の   

伸が悪くなりました。ハンスは自分が悪い躯碍  

します。（下線部のみについて回答）   

例文（9）の対象者には313名（2．…271，3．…42）が該当した。例文（9）では，ハンスはハイルナ  

ーの味方をしなかったことを「悪いと感じて」いるわけであるから，「何とか許してくれ」と言っ  

ている相手はハイルナーでなければならない。例文（9）は〈ハンスが［ハイルナーを許してくれと］  

塾垂三主税得している〉という解釈になってしまう点に問題がある。文の構成を改めるために必要  

な着眼としては，   

（ア）「ハイルナーを」を「ハイルナ一に」に改める。   

（イ）「ハイルナーを」を「許してくれと」の後に移し，「何とか許してくれとハイルナーを  

説得します」のように改める。   

（ウ）「許してくれ」を「」で括り，「ハイルナーを『何とか許してくれ』と説得します」の  

ように改める。   

（エ）「ハイルナーを～説得します」という係り受けではなく，「ハイルナーが許してくれる  

よう説得します」のように改める。  

が抽出された。これらの着眼に重複はなく，それぞれの分布は，   

（ア）…200名  （イ）…10名  （ウ）…3名  （エ）…4名 （合計217名）   

であり，（ア）への着眼に偏る傾向にある。しかし，「ハイルナーを」を「ハイルナ一に」に改  

めるだけだと「ハイルナ一に～説得します」という形になり，「説得します」を「頼む／謝る」な  

どの語に改めないと正しい係り受けにならない。「ハイルナーを」を「ハイルナ一に」と改めた  

200名のうち，「説得する」を「頼む／謝る」などに置き換えて正しい係り受けの文に改めること  

ができたのは，わずか46名に過ぎなかった。   

また，（ア）（イ）（ウ）（エ）のいずれにも着眼しなかった96名のうち，  
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（オ）誰を説得するのかがわからないという指摘   

をする者が45名いた。（オ）も積極的ではないにしろ，例文（9）の問題点をとらえた指摘ではあ  

る。緩やかにとらえれば，（ア）（イ）（ウ）（エ）に着眼した217名と合わせた262名（83．7％）が，  

何らかの形で文の構成を整えるために必要な箇所に着眼していると言うこ ともできるだろう。  

4．考察一全体の傾向からうかがわれるもの一   

前節では，例文（4）を除く全ての例文について，文の構成を整えるために必要な着眼がどのよう  

になされているかを概観してきた。本節ではその結果から，文法学習でどんな力をつけることが  

必要かを，学習者の側からとらえるための考察を行う。   

4－1．文全体を見渡す姿勢の有無   

前節で分析の対象としたのは，例文のどこがおかしいのかを何らかの形で指摘した看であり，  

（6）を除く全ての例文で300名を超えていた。さらに，それらのうち何らかの形で文の構成を整え  

るために必要な着眼をしていた者は，（3）を除く全ての例文で60％以上という高い割合に達してい  

た。このことは，多くの学習者が文の構成を整えるために必要な着眼を比較的適切に行えること  

を示している。   

ところが，例えば例文（5）では，「ため」の重複に着眼した者は448名の90．0％にあたる403名に達  

しているのに，「～ため～ので」型に改めようとした者は31．9％の143名に過ぎず，着眼すること  

はできてもそれを適切に改めることができない学習者の姿が浮かび上がってくる。   

そこで，それぞれの例文について，何らかの形で文の構成を整えるために必要な着眼があった  

人数をA，そのうち文を適切に改めるのに十分な着眼に至っている人数をBとして結果を整理す  

ると以下のようになる（10）。  

例文（1）373名のうち（ア）（イ）（ウ）に何らかの形で着眼……229名 A：61．4％  

→そのうち，全てに着眼…………… 80名 B：21．4％  

例文（2）427名のうち（ア）（イ）に何らかの形で着眼………… 369名 A：86．4％  

→そのうち，両方に着眼…………… 173名 B：40．5％  

例文（5）448名のうち（ア）に着眼  403名 A：90．0％  

→そのうち「～ため～ので」塑……143名 B：31．9％  

例文（7）341名のうち（ア）（イ）に何らかの形で着眼………… 263名 A：77．1％  

→そのうち，両方に着眼…………… 95名 B：27．9％  

101名 30．2％   例文（8）334名のうち（ア）に着眼  

例文（9）313名のうち（ア）（イ）（ウ）（エ）に着眼…………… 217名 A：69．3％  

→そのうち，（イ）（ウ）（エ）に着眼した者＋（ア）の46名…63名 B：20．1％   

Bの割合に注目すると，例文（2）は40．5％とやや高めではあるが，例文（1X5X7X9）はいずれも20～  

30％程度となっている。このことから，（5）以外の例文からも，文の構成を整えるために必要な着  
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眼はできても，適切に改めることのできない学習者の姿を読み取ることができる。   

例文（1X2X7X9）を適切に改めるためには，複数の箇所に着眼することが求められる。複数の箇所  

に着眼するためには文全体を見渡す姿勢が必要であろう。このことから，Aのレベルにとどまる  

学習者とBのレベルに達する学習者には，文全体を見渡す姿勢があるかどうかという違いがある  

と考えることができる。例文（5）は複数の箇所に着眼する必要はないが，どちらかの「ため」を機  

械的に省くだけでは十分でないことに気づくためには，文全体を見渡す姿勢が必要である。   

さて，例文（8）では，3－2－8で述べたように，（ア）に着眼しなかった（8）－d．e型の185名を含  

む101名＋185名＝286名が，「書いてあったところ」を改めるべき箇所ととらえている点で共通し  

ていた。このことから，「書いてあったところ」を改めるべき箇所と感じた286名を文全体を見渡  

す姿勢に欠けている者，そのうち（ア）への着眼があった101名を文全体を見渡す姿勢がある者  

と考えることができる。したがって，  

例文（8）334名のうち「書いてあったところ」に着眼……286名 A：85．6％  

→そのうち（ア）に着眼……101名 B：30．2％  

と整理され，他の例文と同様の傾向を指摘することができる。   

以上のことから，文法的におかしな箇所を個々に見つける力はある程度身に付けているものの，  

文全体を見渡す姿勢に欠けているために，文を適切に改められない学習者の姿をとらえることが  

でき，文法の学習において文全体を見渡す姿勢を育成することの重要さが認識される。   

このような調査，分析をさらに進めることで，文法学習で学習者にどんな力をつけさせるべき  

か，文法学習の意義とは何かといった，文法学習研究が抱えている課題の解決のための有効な辛  

がかりを得られることが期待できるものと思われる。   

4－3．例文（3）と例文（6）の着眼が示唆するもの   

ここでは，例文（3）と例文（6）について述べる。まず，例文（3）で興味深いことは，120名という圧  

倒的多数が支持した（3トaが，必ずしも（3トc，dより優れた改め方であるとは言えない点である。  

むしろ，もとの文を生かしている点からいえば3トc，dの方が優れていると言ってもよいくらい  

であろう。にもかかわらず，（3）－aのように改めるものが圧倒的に多いのは，（3）－aが学習者にと  

って改めやすい形で，（3）－C，dが改めにくい形であるからにほかならない（11）。   

圧倒的多数の学習者が「00は××」型に改めることを選択している背景（12）には，学習者に多  

様な表現力が十分に身に付いていないことをうかがわせる。さまざまな文の構成のしかたについ  

ての意識を深めて，多様な表現力を身に付けることが文法学習に求められていると考えられる。   

例文（6）で興味深いことは，Ⅱで1．「改めるべき箇所はない」を選択した学習者が220名と，他  

に比べて際だって多い点である。これは，3－2－6でも述べたように，例文（6）が文の係り受け  

という点からは何の問題もない文であることを考えれば自然なことかもしれない。しかしながら，  

3－1．で見たように改めた方がよいと判断した者は282名おり，3－2－6．ではそのうちの160  

名が（ア）（イ）（ウ）の着眼にしたがって改めていた。このことは，例文（6）が，文法的には誤っ  
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ていないが，文の構成を改める余地を残している文であることを示していると言える。   

つまり，改めるべき箇所はないと判断した220名は，より適切な表現に改める余地があること  

よりも，文法的な誤りがないことの方を優先したと言えるだろう。このことは，文法的な規範を  

絶村祝することが，必ずしも適切な表現力の育成に貢献するわけではないことを示唆している。  

例文（6）の着眼からは，文法的規範に対する柔軟な感覚を身に付けることで，その場に最も適切な  

表現を選択する能力を養うことの重要さをとらえることができる。  

5．まとめ   

今回の調査からは，まず，学習者の多くは文法的におかしな箇所を個々に指摘することはでき  

るが，文全体を適切に整える能力は十分に身に付けていない傾向にあることを読み取ることがで  

きた。また，例文（3）の着眼は，文のさまざまな構成について意識を深めることで，多様な表現力  

を身に付けることも文法学習に求められていること，さらに例文（6）の着眼は，文法的な規範を柔  

軟にとらえる感覚を養うことの重要性をそれぞれ示唆していた。   

学習者をどのような点に到達させるべきか，なぜそこを学習の到達点と定めるのかを明確にす  

ることは，学習指導を展開する上で不可欠なことである。ただ，これまでの文法学習研究では，  

学習者をどの点に到達させるべきかということは論じられても，なぜその点に到達させなければ  

ならないのかという議論は今一つ深まっていないように思われる。本稿の調査・分析ほ，そのこ  

とを学習者の側から明らかにしていく試みの一端と位置づけられると考える。   

今後はさらに，本稿で取り上げられなかった着眼の傾向や，文の構成を整えるために必要な箇  

所以外への着眼の傾向も視野に入れ，例文一つ一つを細かく分析することで，文を整えることに  

対する学習者の意識を明らかにしたいと考えている。これらについては塙を改めて述べる。  

注  

（1）例えば，央島正浩「教育の現場で，新しい文法教育をどう進めるか」国文学解釈と教材の   

研究第51巻4号 pp．10－13  

（2）都内の私立女子中学・高等学校の中学一年生，東京大学教育学部附属中等教育学校の二年   

生，筑波大学附属中学校の三年生にそれぞれお願いした。  

（3）2003年の1学期に都内の私立女子中学・高等学校の中学一年生（のベ240名）が書いたも   

の。山下（2005）「中学生の作文に見られる文法的誤りの分析一文法学習のあり方を模索する   

試みとして－」人文科教育研究第32号参照。  

（4）例文は，文の係り受けが整っていない，または文の成分の順序があまり適切ではないなど   

の観点で選び，前の部分を読まなくても整えられる文であることを原則とした。ただし，例   

文（4）はこの限りではない（3－2－4参照）。また，学習者の回答時間が最大でも授業一時間   

分であることを鑑み，例文は九つとした。稿末の軒～匝画参照。  
（5）回答を記入する上で何らかの取り違えがあると思われるものも若干見られた。取り違えて  
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いることが明らかと思われるものについては本稿筆者の判断で修正した。  

（6）「～ため～ので」型は便宜的な呼び方であり，前の「ため」を「ので」に置き換えるもの，   

両方とも変えるもの，「ので」以外の表現に置き換えるものも含む。  

（7）（5トa，bともに書き手の意図が通じるのは，読み手が「障害を持っているために親に捨て  

られたこと」と「賢くなれば迎えに来てくれると信じること」の関係を補って読むからであ  

る。  

（8）例文（4）も含め，話の内容を知っているかどうかの影響を調べるための例文の掲出のしかた  

については，今後さらなる検討の必要があると認識している。  

（9）（ア）と（イ）に重複して着眼した者はいなかった。  

（10）例文（8）はA・Bを表示していないが，これについては本節の終わりにふれる。また，第3   

節の分析対象のうち，（ア）に着眼した者が186名（51．8％）と60％を下回った例文（3）と，分析  

対象が300名を下回った例文（6）は表から除いた。これについては4－2．で述べる。  

（11）このことは例文（8）で「学生たちの」と改める者が少なかったことと併せて分析すべき現象  

であると考えている  

（12）山下（2006）「助詞「は」の用法に対する中学生の意識－アンケート調査の結果から－」岐   

阜国語教育研究第4号 2006．1では「00は××」文型への執着という視点から論じた。  

【謝辞】本稿に関わる調査の実施にあたっては，筑波大学附属中学校の飯田和明先生，東京大学附属中等教育  

学校の鈴木一史先生の御協力を賜った。記して感謝申し上げる。  

【附記】本稿は，平成17年度科学研究費補助金（奨励研究）「言語運用能力の育成につながる新しい文法学習  

のあり方を模索するための調査・分析」（課題番号17902018）の成果をまとめたものである。  

資料1：回答用紙の一部（回答欄の書式は（カ～（少まで同じ．掲載の都合上実際のものより縮小している．）  

学年・t・中学■高校＿年  性別・・・男 ■ 女  

（1） 『感動は心の扉をひらく』（椋 鳩十）  

回答欄Ⅰ…【1．読んだことがある  2．読んだことがない  】  

回答欄Ⅱ…【1．改めるべき箇所は特にない  2．改めるべき箇所がある  

3．どう改めればよいかわからないがおかしな文だと思う  】  

回答棚Ⅲ（Ⅱで2を選んだ人は、改めた文を書いて下さい）  

回答欄Ⅳ（Ⅱで3を選んだ人の中で、どこがおかしいか暮ける人は書いて下さい）  
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資料2：例文（1）～（9）（掲載の都合上，実際は2ページのものを1ページにまとめた）  

（1）『感動は心の扉をひらく』（椋鳩十）の紹介文より   

私も、自分の中にある才能や力はあるかどうかが分からないけれど、もしあるとしたら、いつになっ   

たら、どうやって出てくるのか少し気になっていました。  

（2）『ハッピーバースデー』（青木和雄）の紹介文より   

この本は、あすかのことをいじめるお母さんがあすかの誕生日に、「あすかなんて生まなきやよかっ   

た」という言葉を聞いてあすかの声が出なくなってしまう。  

（3）『いちご』（倉橋耀子）の紹介文より   

でも、いちごはそんな貴重な経験のおかげで、心も休もいっしよにすくすくと成長していく様が見てと   

れます。  

（4）『走れメロス』（太宰治）の紹介文より   

メロスは暴君ディオニスに激怒し、処刑されそうになったので、妹の結婚式をするために竹馬の友  

（セリヌンティウス）を人質にして、三日間の日限を与えられた。  

（5）『アルジャーノンに花束を』（ダニエル・キイス）の紹介文より   

私はこの本を読んで、チャー」ノイの「かしこくなりたい」という気持ちがよく伝わってきました。建   

というと、このチャーリイは障害を持っているため、親に捨てられてしまったため、賢くなれば迎えに   

束てくれると信じているからです。（この問題は下線部分についてだけ回答して下さい）  

くも （6）『蜘妹の糸』（芥川龍之介）の紹介文より   

くも カンダタは、生前あらゆる悪手をしていましたが、一匹の蜘妹を殺さなかったので、地獄の血の池に   

いるカンダタに、お釈迦様は蜘蛛の糸をたらして救おうとします。  

（7）『白』（芥川龍之介）の紹介文より   

真っ白な体の「白」が、友達の「黒」がわなにかかってしまいそうになっているところを、自分もやら   

れてしまうと患い、助けずにいた。  

（8）『きけ わだつみのこえ』の紹介文より   

出陣した学生たちが、死ぬ前に家族への思いや、今までの自分の生き方について、詳しく暮いてあ   

ったところ。  

（9）『車輪の下』（ヘルマン・ヘッセ）の紹介文より   

ハンスはけんかをして罰を与えられた友人ハイルナーの味方をしなかったことで、ニ人の仲が悪く   

なりました。瑚  

（この間題は下線部矧こついてだけ回答して下さい）  

－25－   



資料3：学習者に示した回答要領（掲載の都合上，実際のものより縮小している．）  

＊アンケートを始める前に必ず読んで下さい。  

＊ アンケートに協力して下さる皆さんへ   

私は、国語教育の研究をしている 山下 直（やました なおし）と申します。   

このたび、皆さんの教科担当の先生にお顔いして、私の研究のために必要なアンケート調査を  

お願いすることになりました。テストではありませんので、皆さんが思った通りのことを、あり  

のまま応えて下さい。   

アンケート用紙には、（1）～（9）の文（文章）が示されています。これらは、ある中学生が、「自  

分のおすすめの一冊」という課題で書いた文章から、その一部を抜粋したものです。  

以下、次の手順に従って、アンケートに応えて下さい。よろしくお願い致します。   

調査の結果を研究目的以外に用いることはありません。また、御協力いただきました方々のプ  

ライバシーには最大限に配慮致します。  

Ⅰ・回答用紙に、あなたの学年、性別を串入して下さい。中学・高校の別および性別は、該当   

する方を○で囲んで下さい。  

Ⅱ．アンケート用紙に掲載した（1）～（9）の文には、それぞれの文が何の作品の紹介文から抜粋し   

たものかがわかるように、最初に作品の題名を書いています。その作品を読んだことがあをし   

またはそ御を、読んだことがない、またはそ   

卿2㌧を、○で囲んで下さい。  

Ⅲ■ 次に、抜粋されている文を読んで下さい。その文を読んでみて、このままで特に問題はな   

く、改める必要がないと感じた人は国書棚m．のL を、改めるべき箇所があると感じた人   

遁旦」を、また、実際にどのように文を改めるべきかよくわからないけれども、㈱   

咽阜阜㌧を、それぞれ○で囲んで下さい。（なお、（5）と（9）については、下線   

を施した文についてだけ回答して下さい。）  

Ⅳ・回答欄Ⅷの2．を0で囲んだ人は、改めた文を回答欄Ⅲ．に書いて下さい。改めた文を書   

く場合には、もとの文を二つ以上の文に分けたり、自分で新たに青葉を足したりしてもかま   

いません。（なお、（5）と（9）については、下線を施した文についてだけ回答して下さい。）  

Ⅴ■回答欄Ⅱの3．を○で囲んだ人の中には、実際に改めた文を書くのは難しいが、抜粋され   

た文のどこがおかしいのかを指摘することはできるという人もいると思います。そのような   

人は、抜粋された文のどこがおかしいのかを、回答欄Ⅳ．に書いて下さい。   

3・を○で囲んだ人の全員が書く必嘗はあり私書ける人だけで結構です。   

（なお、（5）と（9）については、下線を施した文についてだけ回答して下さい。）   

上記Ⅱ～Ⅴの手順を、（1）～（9）まで繰り返して下さい。  

アンケート終了後、回答用紙とともに、この冊子も回収します。  
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