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0君はなぜ｢さいていたコスモスの花｣
を｢さびしそう｣と捉えたのか
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山 田 敏 弘

1.はじめに

ある小学校での4年生の授業でのこと,光村図書国語四下｢一つの花｣の7ページ目

で,各自が文章からわかることを書いているとき,0君が,次の文の下線部(教科書は

縦書きであり,0君が引いたのは傍線)に印を付けた｡

お母さんが,ゆみ子を一生けんめいあやしているうちに,お父さんが,ぷいと

いなくなってしまいました｡

お父さんは,プラットホームのはしっぼの,ごみすて場のような所に,わすれ

られたようにさい三上主コスモスの花を見つけたのです｡あわてて帰ってきたお

父さんの手には,一輪のコスモスの花がありました｡

(光村図書国語四下｢一つの花｣)

そして,先生がこの部分からどう感じたか尋ねると,0君は｢さびしそう｣と答え,先

生に｢さいているコスモス｣と｢さいていたコスモス｣がどう違うのか尋ねた｡0君は,

｢さいているコスモス｣ではなく｢さいていたコスモス｣だからこそさびしそうだと捉

えていたのである｡

本考察は,なぜ0君がここで｢さびしそう｣だと感じたのか,それをどうしたら教室

で児童にうまく説明できるのかを,文法レベルと国語教育レベルの2段階において考え

てみようとするものである｡手順としては,まず,過去の一連の考察で数限りなく規上

に上がってきた名詞修飾節におけるテンスとアスペクトを概観しその中で当該の問題点

を位置付けた上で,それらの考察からだけでは上手な説明が施せない0君の質問に答え,

その上で,文法研究のあり方にも言及するという順序を採る｡

2.装定用法と述定用法のテンスとアスペクトの対立

まず,議論の前提として,名詞修飾節におけるテンスの問題について,先行研究を参
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考に整理しておく｡

動作･変化を表す動詞のテンス･アスペクトの体系を簡略化すると,

スル(ル形) シタ(タ形)

シティル(テイル形) シティタ(ティタ形)

となる｡縦軸は,できごとの時間に関する内部的展開のあり方を表すアスペクトの異な

りでありt スルはできごとの外から全体を捉え内部の時間的な変化のありかたに無関心

であるのに対し,シティルはできごとの内部の時間的持続を表す形式として違いを呈す

る｡また,横軸は.できごとをある基準時から捉えた時間的位置付けを表し,相対的に

基準時よりも後であることを表すスルは,基準時よりも前であるシタと対立する｡

このようなテンス･アスペクトの対立は,ある述語が名詞修飾節(あるいは連体修飾

配達体節など)に含まれた場合(以下,寺村秀夫1977はかに倣い｢装定(用法)｣と呼ぶ)

と,主文末で現れる場合(同｢述定(用法)｣)とではl異なりを呈する(Nは被修飾名詞を

表す)｡

述定用法

十一 夕0 ‥1
lテイルイlティん｢

装定用法

三妻‡Hテ;;∵__
以下,本節においては,先行研究を参照し,述定用法と,装定用法の名詞修飾節内の

述語の形式との異なりをまとめておく｡なお,名詞修飾節内の述語が要求する名詞句が

被修飾名詞となっていない,いわゆる外の関係の名詞修飾については,岩崎(1998)な

ど多くの考察で指摘されるように,テンス･アスペクトに閲し,名詞修飾節内の述語が

要求する名詞句が被修飾名詞となっている,いわゆる内の関係の名詞修飾とは異なる制

限があることが知られている｡ここでは,まず内の関係の名詞修飾に限定して論を進め

ていく｡

2.1装定用法で夕N/テイルNの対立がない場合

最初に,これまで多くの先行研究がある｢タN｣と｢テイルN｣が,装定用法で同じ

意味をもつ場合について見ていく｡
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述定用法 装定用法

一見してわかるように,この場合,テンスとアスペクトのずれが見られ,それ故に頻

繁に考察の対象となってきた｡このような例は国語教科書でも多くの用例が見られる｡

光村図書の国語教科書から実例を拾ってみる(以下,教科書の用例はすべて光村図書

『国語/こくご』ならびに『中学国語』より｡学年と教材名のみ示す)｡

(1)小さなぽうしをつかんでため息をついている松井さんの桟を,室ヱ主おまわりさんが,

じろじろ見ながら通りすぎました｡(四上｢白いぽうし｣)

(2)ぼくが立っている地面は.かすかな道になり,森のおくへと続いていました｡土の上に

残された大きな足跡を見たとき.急に胸がどきどきしてきました｡(六上｢森へ｣)

(3)するとぼかっとロを0の字に開けている男の子の顔が,見えてきます｡(四上｢白いぼう

し｣) ､

(4)医者には,以前のように走ることはできないだろうと言われた｡足のはうはそのうち治っ

て,一,二年でギプスも外れるだろうが,手のはうはどうなるかわからないということ

だった｡ときどき,首からつっている左手が痛みだすことがある｡(中二｢ゼブラ｣)

(1)～(4)はいずれも,述定用法では｢おまわりさんは太っている｡｣｢土の上に大きな足

跡が残されている｡｣｢男の子が口を0の字に開けている｡｣｢左手を首からつっている｡｣

のように,テイル形を用いて表される｡｢～太った｡｣｢～残された｣｢～開けた｡｣｢～つっ

た｣とタ形で言えば,｢前はやせていたが太った｣のように,以前からの状態が変化し

て異なる状態に変化したことを表すように異なる意味になる｡なぜ,このようなずれが

生じるかといえば,｢｢た｣の元になる｢たり｣は,事が起こり,それが今の状態でも

ある(F日本語文法大辞典』p.423)｣ことで,現代語における結果状態の存続を表すテイ

ルと,名詞修飾節という限定された環境で同じになるためであると考えられる｡

述定用法の｢テイル｡｣が装定用法では｢タN/テイルN｣となるこのような頬は,

何らかの変化を含意し結果状態を含意する動詞が候補となる(もちろん,それらの動詞

が名詞修飾節で用いられた場合にすべてこのような言い換えが可能になるわけではない｡

この点については第3節で述べる)｡
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2.2 装定用法でルN/テイルNの対立がない場合

次に,装定用法の｢ルN｣と｢テイルN｣が,述定用法では｢テイル｡｣に相当する

場合について述べておく｡

図で示せば次の通りである｡

述定用法 装定用法

巨墓]三;N
(5)保存といっても,傷ついた建物だけに簡単ではない｡風や雨,雪に打たれ,振動に旦旦

旦坐旦原爆ドームには,何よりも補強工事が急がれた｡(六下｢平和のとりでを築く｣)

(6)公共図書館は,その地域に住んでいる人や,その地域で働いている人が利用する施設で

す｡(六上｢みんなで生きる町｣)

名詞修飾節内の述語がテイル形になっている(6)はもとより,ル形で表されている(5)も,

述定用法においては｢振動にさらされている｡｣｢人が住んでいる｡/働いている｡｣の

ようにテイル形で表される｡(5)は,特に,持続の形式をとっていないが持続の意味が

含まれていることを読み取る必要がある｡

これが,主節が過去に移されれば,述定のティタ形が装定用法でル形/テイル形いず

れでも表されるということになる｡次の(7)(8)はいずれも述定用法では,｢海草がゆれて

いた｡｣｢ちょうが飛んでいた｡｣という事態を措くことができる｡

(7)太一は海草の些生旦穴のおくに,青い宝石の目を見た｡(六下｢海の命｣)

(8)その上を,おどるように飛んでいるちょうをぼんやり見ているうち,松井さんには,こ

んな声が聞こえてきました｡(四上｢白いはうし｣)

このような類には,比較的長時間にわたって生じる動作や変化を指し示す動詞が含ま

れる｡寺村(1984:199-200)に指摘される｢純粋な関係を表す(同:200)｣語である｢含

む｣｢占める｣｢位置する｣｢属する｣のような述定用法においてもル形とテイル形との

対立が明示的でない動詞群や,工藤(1994)などに指摘される近代以降の変化として述

定用法においてはテイルを用いて持続性を明示的に表すようになった｢兼ねる｣｢飼う｣

のような動詞群が含まれる｡

なお,動作動詞についても,習慣的な動作については,その習慣性を表す時間副詞成
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分と共起する場合,述定用法であってもル形とテイル形の意味的対立が明確ではないこ

とがあるが,この場合には習慣性を表す副詞もしくは相当の句が必要であり,この副詞

がある場合には,述定用法でも同様の対立の解消を見せる｡

(9)中学校を卒業する年の夏,太一は与吉じいさに弟子にしてくれるようたのみに行った｡

与吉じいさは,太一の父が死んだ瀬に,毎日一本づりに行っている漁師だった｡(六下

｢海の命｣)

(9)は,｢毎日一本づりに行く漁師だった｡｣と言っても意味は変わらず,述定用法でも

｢毎日一本づりに行っていた｡｣あるいは｢～行った｡｣と言うことが可能である｡

2.3 装定用法でルN/夕N/テイルNの対立がない場合

2.1と2.2の両方になりうる性質を持ち,述定用法では｢テイル｡｣となる述語が

装定用法では｢ルNJ｢タNJ｢テイルN｣のいずれでも表しうる場合もある｡

述定用法 装定用法

(10)不思議な光景に出会いました｡地面に横たわる古い倒木の上から,巨木が一列に並んて

のびているのです｡(六下｢森へ｣)

(11)あのとき,神田の古本屋で,あの本を手にしていなかったら,僕はアラスカに釆なかっ

ただろうか｡いや,そんなことはない｡それに,もし人生を,あのとき,あのとき……

とたどっていったなら,合わせ鏡に映った自分の姿を見るように,かぎりなく無数の偶

然が続いてゆくだけである｡(中三｢アラスカとの出会い｣)

(10)はt｢地面に槙たわっている古い倒木｣とも｢地面に横たわった古い倒木｣とも言

え,また,(11)は｢合わせ鏡に映っている自分の姿｣とも｢合わせ鏡に映る自分の姿｣

と言うことも可能である｡これらは,述定用法においては,いずれも｢横たわっている｣

｢映っている｣((10)は主節時に合わせれば｢横たわっていた｣)となる｡

2.4 装定用法でルN/夕Nの対立がない場合

前節までは,アスペクトの対立が名詞修飾構造においてどのような中和を見せるかと

(5)



いう点を主に見てきたが,次に見る｢ルN｣と｢タN｣の装定用法における対立の中和

は,テンス対立の中和である｡

述定用法 装定用法

すでに,生成文法理論を主とした理論的考察が多くある次節のテイルN/ティタNの

対立が解消される場合と異なり,状態動詞以外でこのような対立の解消が見られるもの

への言及は少ない｡次の(12)～(14)などは,状態動詞以外での用例である｡

(12)川の上流にも下流にも,いっの間にか,クマがあちこちにいるのです｡今,この森の川

は,サケを食べに丞旦クマの世界でした｡(六下｢森へ｣)

(13)だれでも,ひと目見て即座に,何かの絵と見ているはずだが,そうすると,別の絵と見

ることは難しい｡若い女性の絵だと思った人には,おばあさんの絵は簡単には見えてこ

ない｡おばあさんの絵と見るためには,とりあえず.今見えている若い女性の絵を意識

して捨て去らなければならない｡(中一｢ちょっと立ち止まって｣)

(14)農薬や化学肥料を使わずに,自分たちの也上皇生ごみを肥料として生かしながら,土地

の健康をはぐくんでいく｡(中一｢｢めぐる輪｣の中で生きる｣)

これらの用例では,｢来る｣｢思う人｣｢出す生ごみ｣と言っても,大意は変わらない｡

もちろん,意味がまったく変わらないわけではなく,国語教育での教材解釈では考える

べき差異があるのだが,それについては第3節で詳述することとする｡

2.5 装定用法でテイルN/ティタNの対立がない場合

最後に,｢テイルN｣と｢ティタN｣が,装定用法で同じ意味をもつ場合について見

ていく｡

述定用法

(6)
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第1節に挙げた0君の疑問も,この場合に該当する｡

(15) お母さんのかたにかかっているかばんには,包帯,お薬,配給のきっぶ,そして,大事

なお米で作ったおにぎりが入っていました｡(四下｢一つの花｣)

(16)お父さんは.それを見てにっこり笑うと,何も言わずに,汽車に乗って行ってしまいま

した｡ゆみ子のにぎっている.一つの花を見っめながら-｡(四下｢一つの花｣)

(17)お父さんは,プラットホームのはしっばの,ごみすて場のような所に,わすれられたよ

うにさいていたコスモスの花を見っけたのです｡(四下｢一つの花｣)

(18)それでやっと分かりました｡森の中でときどき見かけた.根が足のように生えた不思議

な姿の木のことです｡その根の間に空いていた穴,それは栄養をあたえつくして消えた

倒木のあとだったのです｡(六下｢森へ｣)

(19)｢ヒロユキは幸せだった｡母と兄とお医者さん,看護婦さんにみとられて死んだのだか

ら｡空襲の爆撃で死ねば,みんなばらばらで死ぬから,もっとかわいそうだった｡｣

家では祖母と妹が,泣いて待っていました｡部屋を貸してくださっていた農家のおじい

さんが,杉坂を削って小さな小さな棺を作っていてくださいました｡(中一｢大人になれ

なかった弟たちに……｣)

(15)(16)は｢かかっていた｣｢にぎっていた｣と言ってもよく,逆に(17)～(19)は｢さい

ている｣｢空いている｣｢貸してくださっている｣と言うことも可能である｡しかし,まっ

たく意味的な差異がないというわけではもちろんなく,次節で詳細に見ていく必要があ

る｡

2.6 まとめ

第2節では,時間表現に関して,述定用法ではひとつの形式としてのみ実現される表

現が,装定用法ではさまざまな形式を取りうる場合について見てきた｡それらは,大き

く,2.1～2.3節で見てきたアスペクト的対立の解消と2.4節と2.5節で見たテン

ス的対立の解消とに分類された｡

アスペクト的対立の解消は,多く,動詞の語彙的性質に依存し,名詞修飾節という属

性付与あるいは背景的情報の付加という状態性を構造的に有す声表現であるところから,

述定用法においてテイル形で表されるところを,他の形式で代用可能であるということ

と蜜とめることができる｡その理由は,テイル形の表す持続性というアスペクトを文法

的に明示することが歴史的に後発の表現であることもおそらく関係しているであろう｡

一方のテンス的な対立の解消は,金水(1994),岩崎(1998)など,多くは生成文法の

アプローチから述べられてきたような,相対的テンス･絶対的テンスと呼ばれる違いに
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よるものである｡これは時間の捉え方が大きく異なる分,表面的には言い換え可能では

あるが,実際には看過できないニュアンスの差を生じている｡

しかし,このような文法的な分類が何のために役立っのかを考えなければ,やはり日

本語研究が机上の空論,すなわち役に立たないものと椰捻され続けていくことは避けら

れない｡本節で見たような分類を基礎に,さまざまな名詞修飾節におけるテンス･アス

ペクト的対立解消の中でも,2.4節ならびに2.5節で見たテンス対立の解消が,実は

解釈,ひいては作品の鑑賞に関わることを述べていく必要がある｡

次節では,もう一度,この0君の質問に答える方法を探っていく｡

3.なぜ0君は｢さいていたコスモス｣を｢さびしそう｣と言ったかに答えるために

3.1文法的解決(1)～テイルNとテイクNの遠い

まずは,内容として初めに挙げた問題に答えるためにはどのようにしたらよいのかを

考える｡もう一度,問題の文を見てみよう｡

(20)お父さんは,プラソトホームのはしっぼの,ごみすて場のような所に,わすれられたよ

うにさいていたコスモスの花を見つけたのです｡(=16)

この文を次のように言うことは可能であろうか｡

(21)お父さんは,プラットホームのはしっぼの,ごみすて場のような所に,わすれられたよ

うにさいているコスモスの花を見つけたのです｡

前節のアスペクト的な対立の装定用法における解消と比べて,このような違いについ

ては,(20)を発話時から捉えた絶対的テンス,(21)を主節時から捉えた相対的テンスと

して位置づけられるだけで,意味的な差については,寺村(1984)以来大きく研究は進

展していないように思われる｡

一見,意味を変えずに言い換え可能に見える(20)(21)は,やはり意味の違いがある｡

寺村(1984:206)は,(20)のような名詞修飾を｢述定を兼ねた装定｣,(21)のような名

詞修飾を｢純粋な装定｣と呼ぶ｡｢述定を兼ねた装定｣とは｢N自身のt 異なるありか

たのいろいろのなかから一つをとりだして他のありかたと区別する特徴づけをする

(ibid.:204)｣名詞修飾で,｢純粋な装定｣とは｢Nを,他のものと比べ,区別する特徴づ

けをする(ibid.)｣名詞修飾と,寺村(1984)は特徴を描く(傍点も寺村)｡

(20)で言えば,｢コスモスの花が咲いていた｡｣と述定用法で描くのに近いありかたが,

装定用法の名詞修飾にもあり,(21)のような｢コスモスの花｣を限定して他とは違う属
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性を付け加える用法とは異なるというわけである｡

すでに四半世紀を経ても色相せない内容の深い記述であるが,では,(20)のような述

定を兼ねた装定とは,実際どのようなありかたであるのか｡また,どんなことばを足し,

どんな方法を取れば,教室で0君にその違いが伝えられるのであろうか｡

本稿を成す以前に,まさにその教室において0君と話したのは,｢さいているコスモ

スの花｣だと,そのままでもいいけれど,｢さいていたコスモスの花｣だったらどうか

ということであった｡そこから考えてもらったのは,｢さいていたコスモスの花｣だっ

たら,｢どこに｣とか｢どのように｣と考えたくなるのではないかということであった｡

寺村(1984)の考えに沿って説明すると,｢さいているコスモスの花｣では,寺村

(1984:206)にも述べられているように名詞修飾節の機能が｢他のコスモスの花から当該

の性質をもつものを取り出す｣という限定的な性質が強い｡一方の｢さいていたコスモ

スの花｣では,テンス分化があり描き方が個別的であって,状況を詳しく描く働きが名

詞修飾節にはあるため,｢どこに｣や｢どのように｣ということばで表されるような状

況を表すことばがつなげやすいということになる｡主節に近い情景の描き方がなされる

｢さいていたコスモスの花｣であるからこそ,感情移入がされやすく,｢さびしそう｣だ

とつながっていったのである1｡

当該教室では,授業後,参観者である山田が0君と話し,｢さいているコスモスの花｣

と比較して,このような｢さいていたコスモスの花｣が,情景としての｢さびしさ｣に

どのようにつながると思うか(感じるか)を,このように問いかけ,小学4年生の0君の

理解を得ることができた｡

3.2 文法的解決(2)～ルNと夕Nの遠い

個別の現象が説明できたからと言って,日本語学の知見がすぐさま国語教育に全面的

に役立っことにはならないことは言うまでもない｡2.4節で見たような(12)～(14)も含

め,もう少し,装定用法のル形とタ形の意味の違いについて一般化しておく必要があろ

う｡

(22)川の上流にも下流にも,いっの問にか,クマがあちこちにいるのです｡今,この森の川

は,サケを食べに来るクマの世界でした｡(六下｢森へ｣)(=12)

(23)だれでも,ひと目見て即座に,何かの絵と見ているはずだが,そうすると,別の絵と見

1寺村(1984:201ff)においては,このようなテイルN/ティタNの違いについて,｢人によって両

形とも許容される場合もある｡そのどちらかがより自然だとされる場合も,平等に許容される場合

もある｡(ibid.:201)と述べられている｡すべての日本語母言吾話者が共通に持ちうるニュアンスの差

であるというよりも,もっと微細な違いでしかない場合もあることには注意が必要である｡
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ることは難しい｡若い女性の絵だと思った人には,おばあさんの絵は簡単には見えてこ

ない｡おばあさんの絵と見るためには.とりあえず,今見えている若い女性の絵を意識

して捨て去らなければならない｡(中一｢ちょっと立ち止まって｣)(=13)

(24)農薬や化学肥料を使わずに,自分たちの出した生ごみを肥料として生かしながら,土地

の健康をはぐくんでいく｡(中一｢｢めぐる輪｣の中で生きる｣)(=14)

(22)に関しては,3.1節の(21)と同じく,現在目の前に存在するクマではなく,潜在

的･普遍的な｢サケを食べに来る｣という属性を持ったクマが提示されていると考えな

ければならない｡前節の｢さいていたコスモスの花｣とは逆に,ここでは森で繰り返さ

れる普遍的現象として捉えられているのであって,個別の事態として｢クマがサケを食

べに来た｣ことが描かれているわけではない｡

では,(23)(24)はどうか｡これらは,｢思う｣｢出す｣と言い換え可能であるとしても,

ル形を用いた場合にはタ形はどの継起性が出てこない｡このように,名詞修飾節におけ

るタ形は,基本的にはできごとを時間的前後関係にしたがって並べる役割を担っており,

一見,ル形でもタ形でも言えると見えても,それらは異なる時間関係に位置付けられる

ことに注意しなければならないのである｡つまり,次のような用例に見られる動作･変

化を表す場合と基本的には同様である｡

(25)ある晩,事故でなくなった親友を送って,天井の国まで旅してしまう少年の物語｡(六

下｢イーハトーヴの夢｣)

(26)取っ手は,使う人を考えて,取り付ける高さを工夫しなくてはいけません｡(六上｢多

くの人が使えるように｣)

3.3 教材解釈への応用とその取り扱い方

3.1節および3.2節における考察から,名詞修飾節におけるテンスの対立は,動作･

変化を表す動詞であればIできごとの時間的前後関係を考えることが重要であること,

一方,テイル形･ティタ形の対立を含む状態性の述語であれば,状態的であるが故にで

きごとを時間的前後関係で位置付ける必要がない(位置付けられない)ため,主節事象

と同様に描かれるティタ形の名詞修飾節からは情感も読み取っていく必要があるという

ことがわかる｡

小学校国語の教科書に取り上げられている教材は,通常の文章とは比べものにならな

いはど多くの推敲を,筆者自身の手によっても,そしてそれを教材として用いる多くの

教師･児童生徒によってもなされてきたものである｡そのすべての表現に特定の意図を

読み取るというのは,逆に穿った見方となる可能性もあろうが,しかし,やはり選ばれ
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た表現の意図を看過せず十全に伝えるための教材研究は必要であろう｡少なくとも,考

えてみることを経て,ここでは敢えて取り上げる必要がないと判断するものがあるとい

うことと,まったく気付かないこととは異なることである｡

｢一つの花｣の当該文において,児童としては,なぜ｢さびしそう｣と感じたかの理

由はともかく,そのような情感を味わえたことが大切なのである｡文法的にどうしてこ

うだということを説明されても,まだ理解されないかもしれない｡しかし,文法の用語

を用いなくても説明できることもある｡また,教師も児童と同じレベルでt なんとなく

｢さびしそう｣と味わうのではなく,｢なぜさびしそうと感じうるのか｣を知ることは無

駄ではない｡このことが｢一つの花｣のこの場面で,お父さんの行動の背景として描か

れているこの名詞修飾節に意味を与え,全体の味わいを深めていくことに役立っのであ

れば,やはり国語の授業の中で教師の側は押さえておきたい箇所となる｡

4.国語教育における文法のあり方

最後に,このようなひとつの事例の考察を通じて見えてきた,文法研究そのもののあ

り方と教師の学び方について,少しばかり考えておきたい｡

日本語の研究は,より古い状態への連続性を主として姐上に載せてきた国語学から,

一つの言語としての日本語のあり方を研究対象とする日本語学へと,この100年という

単位で見れば,大きく重点の置き方が変化した｡しかし,理論的解明の重要性は否定し

ないまでも,国語教育への応用は,言語学研究会のような独自の方法を用いて限定され

た教育機関でおこなわれるものを別にすると,永野賢民ら,教育における文法の応用を

考えるはんの少数の研究者と実践者が考えてきたにすぎないといっても,けっして過言

ではない｡日本語学,特に文法研究についてはt 近年外国人に対する日本語教育に益す

るものとして発展したが,国語教育にもっと利益を還元していくことを考えなくともよ

いのだろうか｡それとも,それは,｢国語学｣の役割であると,知らぬ存ぜぬを通して

いくことが最良の方法であるのか｡国語教育が相変わらず言語教育の面を充実し得ない

でいるのは,日本語学の不作為にこそ責任があると問われてもいたしかたないと筆者は

考える｡

一方で,現在は,あたかも基礎的な理論を学ぷ学問が実践的(で表面的)な｢教育力｣

を身につけることはど役に立たないかの如く軽んじられる風潮から教育界は抜け出せて

いない｡この何年かに大学を卒業し教壇に立っようになった,あるいはこれからなって

いく先生たちは一 相当の努力をして理論をも併せ持っていくことを心がけていかなけれ

ば,教科書にちりばめられたことばの魔法に気付くこともなく,本を読ませたり動作化

させるだけの商っペらな授業を繰り返していくことになるだろう｡それは,折しも始ま

ろうとしている免許更新制度の中で教科の基礎力の向上がどれはども重視されていない
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ことからもわかるように,是正される方向にはない｡そして,気付いたときには,言語

力も,それを基礎とする思考力もないようなことばだけが世の中に漂っている｡空恐ろ

しいことである｡

では,どうしたらよいのか｡

文法は言語事項としてだけ教えるものではない｡実際の教材の中でこそ手段として用

いられるべきものである｡しかし,手段として用いるためにはその基礎が理解されてい

ないといけない｡今の大学での教育では,基礎をやるだけで精一杯である｡であれば,

現職の国語教師が継続的に文法という手段を理解しようとし,それを支援する場がこれ

から重要になってくるであろう｡もっとわかりやすく,使える文法にする努力を研究者

もするべきなのである｡

本考察の端緒となった0君の授業は,岐阜県教委の10年終了者研修(岐阜県では12年

目研修)の一環としておこなわれた大学研修の一部として参観したある小学校でおこな

われたものである｡このような場を通じて,研究者と現場の教師とが手を携え共に児童

生徒のためになる文法のあり方を考える機会が増えることを期待したい｡
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