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国語科教育における文法指導とその課題
―形式名詞「こと」の事例から―
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０．はじめに

　国語科教育において学校文法ⅰといえば、その在り方
をめぐって長年多くの批判にさらされてきた。主に知識
傾倒、形式・分析重視の指導等ⅱが挙げられるが、指導
項目別に見ていくと、「は」と「が」、「読まない」と「寒
くない」の「ない」の別など、枚挙にいとまがない。し
かし一方では、現行の学校文法に変わる新たな文法の導
入については慎重になるべきだという声ⅲもあり、学校
文法の大規模な転換に伴う現場の混乱も危惧されてい
る。また実際、それに代わる優れた文法があるわけでは
ないという指摘もある。
　学習指導要領に示される国語科教育は、「Ａ話すこと・
聞くこと」「Ｂ書くこと」「Ｃ読むこと」及び〔伝統的な
言語文化と国語の特質に関する事項〕という形で構成さ
れている。本稿で対象とした「文法」はこのうち〔伝統
的な言語文化とその特質に関する事項〕に含まれるもの
であるが、各領域との融合も考察されている。寺田（2013）
は、「Ｃ読むこと」領域の観点から「文法」との結びつ
きを意識した指導について述べており、国語科における
３領域と文法の関連性については国語科教員の中で程度

の差こそあれ意識されてはいる。ただ、「読むこと」を
意識した文法学習とは、接続詞や文末表現に着目したも
のであり、かなり限定されたものである。また、それら
はあくまで各領域が主軸であり、文法は補助的なものに
過ぎない。このことからも分かるように、「読むこと」
の方略としての文法は何かにつけ意識されることはあっ
ても、「書くこと」の手立てとなるようなものはこれま
でなかった。
　本稿では、学校文法の枠組みを前提とした上で「書く
こと」を意識させた指導をする際、どのような手立てが
必要と考えられるのか、形式名詞「こと」の事例からそ
の課題を示し考察していくことにする。

１．問題の所在

　文部科学省は、平成19年度より全国の国・公・私立小
学校６年生と中学校３年生を対象とした「全国学力・学
習状況調査」を実施している。次の表１は、この調査の
うち、中学３年生を対象に「文の照応」という観点から
出題された平成19年度、21年度、22年度の結果を抜粋し
たものである。

　それぞれ①②④については高い正答率であり、概ね問
題ないⅳと思われる。しかしながら、③についてのみ正
答率50.8％で、他の３つと比較するとかなり低くなって
いる。
　このことについて文部科学省は「文章を書く際に、主

語に対応させて述語を適切に書くことに課題がある」と
している。また、安部・橋本（2014）は③に見られる文
を「モナリザ文ⅴ」と呼び、文章表現の課題について国
語学からのアプローチを試みた上で、この文の持つ特性
に着目し、「属性を叙述する文」であることを指摘して

（文部科学省「全国学力・学習状況調査報告書」より筆者まとめ）

表１．「文の照応」の正答率

① 【正答率92.0％】 彼が優勝できたのは、熱心に練習していた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 →練習していたからだ
② 【正答率88.6％】 もし明日、約束の時間に遅れそうになるので、必ず連絡をください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 →遅れそうになったら
③ 【正答率50.8％】 この絵の特徴は、どの角度から見ても女性と目が合います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→合うことです
④ 【正答率90.6％】 そばで聞いていた友達から、「うまくなったね」と言いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 →言われました
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いる。そして、属性を叙述する文は主題部分に抽象的な
名詞が表れるという特徴が見られるため、その抽象的な
名詞に留意させた上でそこから文型を導くことができる
と結論付ける。さらに、学校文法という観点からも、文
型とその意味内容との整合性から「ことだ」の説明を行
うことは穏当であるとしている。
　ところで、これは文部科学省や安部らが指摘している、

「文の照応」という括りの中だけの難しさと捉えてよい
のであろうか。安部らの論考はあくまでも作文指導ある
いは文章作成時の推敲においてであるとしており、文法
指導、あるいは形式名詞という括りでは触れられていな
い。一方、日本語教育等の視点ⅵを鑑みると、結びの「合
うことです」の「こと」「ことだ」の中に生徒たちにとっ
ての文法的な難しさや抽象性がある可能性は否定できな
い。このようなことから、国語科教育の中で、「文の照応」
と「形式名詞」がどのように扱われているのかを見てい
く必要がある。

２．�形式名詞「こと」の類型と国語科教育における
形式名詞の提示及び指導

　本節では、形式名詞の概要と、研究対象とする「こと」
の類型、さらに国語科教育における形式名詞の提示及び
指導について見ていくことにする。

　2．1．形式名詞とは

　かつて松下（1930）は形式名詞を「形式的意義ばかり
で実質的意義を欠く名詞である」と定義づけている。佐
久間（1940）や三上（1953）は、形式名詞をそれぞれ「名
詞的『吸着語』」、「準詞」と呼び、いずれも何か補充の
語や句を伴い独立して扱うことのできない品詞だとして
いる。一方、寺村（1991）は、形式名詞そのものには触
れず、連体修飾節という枠組みの中で形式名詞を体系的
に捉え、それ自体が構造的にも名詞性が低く実質性が希
薄なもので後続する要素によって接続助詞あるいは助動
詞的な役割を果たすものとしている。また、文末に見ら
れる「ものだ」「ことだ」「わけだ」等については、「形
式名詞＋形式動詞（または指定助動詞「ダ」）」であると
している。つまり形式名詞以外の「連体節＋名詞＋ダ」
とは意味的にも統語的にも同一視はできないということ
である。だが、現行の学校文法において、この区別はさ
れていない。
　このように形式名詞の定義については、解釈に違いが
生じている。各研究者あるいはその立場等によりその立
場を認めるものと認めないものがあり、どこまでを形式
名詞とするかについても議論の分かれるところでもある

がここでは深く立ち入らないことにする。また、それら
の例として「もの」「こと」「とき」「はず」等が挙げら
れている。実際の中学校国語科の教科書でも次のように
説明されている。

〈教育出版〉
「こと・もの・とき」などの名詞が、実質的な意味を
もたず、上に連体修飾語をつけて使われたとき、その
名詞を形式名詞ということがある。

　中学校国語科の教科書あるいはそれに付随する参考書
等では「実質的な意味を持たない」「連体修飾語を伴う」
等が形式名詞であるとされている。この定義が妥当であ
るか否かは先述したようにこれ以上立ち入ることは控
え、教科書の定義をそのまま受けることにする。とは言
え、教科書で提示される定義に従うと、形式名詞の範疇
は実に広く渡るということを窺い知ることができる。さ
らに、名詞の下位分類といえども形式名詞だけが他の名
詞類とは性質を異にしていることは想像に難くない。
　国語科教育のみならず、あるいはその定義を定めずと
も、「名詞でありながら実質的な意味を持たず抽象性が
高い」というのが形式名詞に対するごく一般的な見解で
ある。その形式名詞を文の中に取り入れ表現していくこ
とについて、指導する上でも工夫が必要なのではないか。
日本語学習者が形式名詞を理解・習得しにくいことなど
は既に先行研究からも垣間見ることができるが、母語話
者であってもその発達段階においては同様のことが推測
される。

　2．2．辞書及び先行研究における形式名詞「こと」の類型

　辞書等に見る「こと」の類型は、実質名詞に始まり、
（辞書等では「実質名詞」という表現はされていない）、
次いで形式名詞、体言化用法、副詞化（または副詞的用
法）、その他の用法と続く。一方、先行研究には文法的
な役割という点から荘司（2008）、意味的な役割という
点から坪根（2002）がある。荘司は①代名詞・補文主名
詞②モダリティの助動詞③取り立て詞・形式副詞・接続
助詞の３つに大別し、坪根は22の用法に分類している。
　辞書及び先行研究に見られる「こと」の分類を見ると、
大まかすぎたり、一方では微に入り細に入りの分類だっ
たりすることが分かる。そのため、生徒たちが学習する
際には文法的な面、意味的な面の双方において、困難が
伴うと想定される。

　2．3．教科書における提示及び指導と形式名詞の捉え方

　本節では、中学校国語科で使用される一教科書を取り
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上げ、形式名詞の提示及び指導について見ていくととも
に、生徒たちが形式名詞をどのような観点から捉えてい
るのかということについても言及していく。

　2．3．１．言葉の単位と「文の成分」

　学校文法では一番初めに、言葉の単位について学ぶ。

言葉の単位とは、端的に言えば言葉というものを大きい
順に「文章－段落－文－文節－単語」と分けたものであ
る。図１を参照されたい。このうち、学校文法の主な扱
いとなるものは、「文―文節－単語」であるが、中でも「単
語」がその多くを占めることに着目しておきたい。

表３．名詞の性質とはたらき

名詞
　名詞は、人や物・事柄などを指します。助詞をともなって主語や修飾語になったり「だ（です）」をともなって述
語になったりすることもできます。
　○花がさいた。
　○秋は運動会の季節だ。

　　　　　　　～中略～

　名詞は、次のように分けられます。
普通名詞… ある種類に属する人や物・事柄全てを表す。（学生・桜・月・運動会・友情・平和）
固有名詞… 人名・地名・元号などのように、同じ種類に属する個々の人や物を、他の人や物と区別して表す。（山田

健一・東京・イギリス・平成・万葉集）
代 名 詞… 人や物・事柄を指し示す。（私・これ・いつ・どこ）

の他の用法と続く。一方、先行研究には文法的な役割という点から荘司（2008）、意味的
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（筆者作成）

図１．言葉の単位

　その後、文の主語や述語を含む文構造について学習す
る。文構造については文の成分として説明されることが
多いがまとめると表２のようになる。

表２．文の成分

＋　（　　　　　）　＋　　　　　
何が・何は等　　どのように等　　どうする・何だ・ある等

主　部 修飾部 述　部

・　
文をつなぐ接続詞等　　　感動・呼びかけ・提示等

接続部 独立部

＋

（筆者作成）

　2．3．2．品詞
　これらの構造を学習した後に、各品詞に入る。品詞の
概念は中学１年で学習するが、各品詞の具体的な性質や
働きについては、その殆どを中学２年で学習することに
なっている。形式名詞について言えば、名詞の下位分類
に括られ、それらは普通名詞・固有名詞・代名詞・数詞・
形式名詞であるとされている。
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　形式名詞は名詞の下位分類として括られ、表３に示す
ような説明が加えられている（代名詞についてはさらに
人称代名詞・指示代名詞の解説もあるがここでは省略す
る）。これらを見ていくと、名詞の中で形式名詞だけが
他の４つの名詞類とは性質を異にしていることが分か
る。このことは、他の名詞類がその多くを暗記によって
理解するのに対して、形式名詞は暗記のみでは理解につ
ながらない可能性があるということを示しているのでは
ないだろうか。日本語教育等の現場から、日本語学習者
が形式名詞を理解・習得しにくい要因として抽象的概念
であることやその用法が多岐にわたることなども挙げら
れていることを考慮すると、国語科教育の中にあっても

「書く」ための文法指導を考えるとき、表１の説明に見
られる実質的な意味をもたない形式名詞を取り入れ、ど
のように表現していくかということも指導上の工夫を要
するところではないだろうか。
　また、教科書等で提示される形式名詞の多くは「体言
化用法」に限定されているが、実際の形式名詞、例えば

「もの」「こと」等の用法は大きく８つに分類ⅶされてい
る。また、生徒たちが日々見聞する形式名詞を用いた用
法は「体言化用法」に限定されているわけではないこと
も付け加えておきたい。

　2．�3．3．「文法学習に関する調査」から見られる形
式名詞－生徒は形式名詞をどう捉えているか－

　筆者は2013年４月に、中学生を対象とした「文法学習
に関する調査」を行い、形式名詞を含む調査を実施した。
その中で、教科書で示される「形式名詞」を形として理
解している生徒がどの程度いるのかを把握するため、与
えられた７つの文の中で形式名詞ではないと思うものを
選ばせ、その理由を記述させる問題を作成した。調査か
ら得られた結果は表４に示すとおりである。

　表４の例文番号①から⑦のうち、文の働きの異なるも
のは①、⑥である。この２つは中学校国語科の教科書で
は「実質名詞」として提示されるもので、②、③、④、
⑤、⑦が「形式名詞」として提示されるものである。そ
れにも関わらず、中学生の正答率は①が17％、⑥が22％
であった。また、①⑥二つとも正解した者は全体の８％
であった。表２中の選択率からも分かるように、文の働
きが異なるものとして「そんなはずはない」「食べると
きは静かにしましょう」を挙げている者が多い。
　このことから中学生にとっては、「形式名詞は実質的
な意味が薄れ、連体修飾語を受けた上で名詞としての機
能を果たす」というところが抜け落ち、「形式名詞は○
○や△△などである」というところだけが活きていると
いうことが示唆される。特筆すべきは、それらを選択し
た理由としてほとんどの生徒が「なんとなく／勘／無回
答」等で答えており、具体的理由を回答している者の多
くが先述した「『もの』『こと』ではないから」という記
述だったということである。

表４．形式名詞の正答と他の選択率

例　　文 選択率
○①通路にものを置いてはいけない。 正答 17％
　②何か書くことはありませんか。 ６％
　③そんなはずはない。 22％
　④食べるときは静かにしましょう。 18％
　⑤何か書くものはありませんか。 ７％
○⑥ 当時の私にはことの重大さが分

かっていなかった。
正答 22％

　⑦新聞に書いてあることは真実です。 ８％
（「文法学習に関する調査」より筆者作成）

数　　詞… 人や物・事柄の数量や順番を表す。（一人・一つ・三回・四番）
形式名詞… 「こと・もの・とき」などの名詞が、実質的な意味をもたず、上に連体修飾語をつけて使われたとき、

その名詞を形式名詞ということがある。
　○おもしろいことになった。
　○私の書いたものを読んでください。
　○帰るときは声をかけてくれ。
　○来るはずがない。

●形式名詞は平仮名で
　形式名詞は仮名書きするのが普通だ。
（例）困ったときは電話してね。（形式名詞）
　　　時がたてば忘れられる。（普通名詞）

（『中学国語２ 伝え合う言葉』pp222-223 より）
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　3．2．「文の成分」という観点から
　前述した表２「文の成分」の定義をもとに形式名詞の
用例ⅷを分類すると表５のとおりになる。なお、用例は
形式名詞「こと」を中心に、接続部に該当する用法に関
しては「もの」から収集した。
　①～⑤から、「こと」（⑤のみ「もの」）が文の各部に
出現することが分かる。学校文法の「文の成分」による
類型は、前述した辞書及び先行研究の分類と重なる部分
もあるが、特筆すべきは「文の成分」という形を意識さ
せた上で理解を促すことができるという点にある。しか
し教科書ではこのことについてはほとんど触れられてい
ない。つまり、「文の成分」→「品詞」の順で学習する
にも関わらず、これらが相互を意識した説明はされてい
ないのである。特に安部・橋本が指摘するように、述部
に表れた場合、主語との整合性を鑑みることも必要であ
る。さらに、学校文法では扱いが手薄になっている（あ
るいは全く扱っていない）が、中には助動詞化用法も含
まれており、主語との整合性だけではなく文脈や文意を
踏まえた上での表現指導が必要とされる。

４．まとめ

　以上を踏まえ、形式名詞「こと」を一事例として、国
語科教育における効果的な文法指導をするにあたって、
一つの方策を見出すことができる。
　現行の学校文法は、品詞論を中心としすぎているとい

う批判がある。これはもっともなことであり、文法問題
などで品詞分解や品詞の説明はできるが、適切な表現や
作文を不得手とする生徒もいる。実際に、文部科学省の
調査では、図（絵）を説明するものとして適切に形式名
詞が使われていない、あるいは、主述の合致する文が書
けていないということが指摘された。また、発表者が行っ
た調査（2013）と文部科学省の調査の分析では、
　① 暗記に頼る傾向が強く「文の成分」といった構成上

の特徴を掴むに至っていないこと
　② 何らかの事象を説明するにあたって適切な使用が認

められないこと
の２点を示したが、その要因の一つとして、文の成分と
品詞の学習の関連性が薄いことが考えられる。何かと批
判されがちな学校文法だが、実は、国語科教育において
主に古典読解につなげることができるという意義が認め
られている。同様に、日本語学習者を対象とした日本語
教育の現場から荘司（2008）も、日本語を外国語として
扱う際にまず必要となる形式や承接という客観的視点を
与えるという点で学校文法を取り上げ、積極的な支持は
しないもののその有効性について相当の価値があるとし
ている。学校文法という枠、そしてその長所を活かすと
いう観点からも「文の成分」⇔「品詞」を取り入れた効
果的な文法指導が必要であると言えよう。

表５．「文の成分」による形式名詞の類型

①主部
　 大事なことは 、身近な出来事にいかに関心を持つかである。
②述部
　 たいせつなのは 交通事故がおきる前にその可能性を見抜き危険を避けることです。
③修飾部
　計算の手段として 道具を使うことを 考えてきた。
④独立部
　 そんなある日のこと 、水車屋のトルトリが、みまいに来ました。
⑤接続部
　 冗談であることは わかっていたものの 、彼女の胸はちくりと痛んだ。

（「書き言葉コーパス」より筆者作成）

３．学校文法に見られる課題

　形式名詞の教科書分析と、中学生に実施した調査よ
り、そこには大きな乖離が見られることが示唆された。
このことは、文法教育の目的とされる「作文や読解」の
妨げとなる可能性もある。具体的にはどのような課題が
あるのか。以下の観点から見ていく。

　3．1．形式名詞は名詞の下位分類であるという観点から
　形式名詞は、現行の学校文法では名詞の下位分類とさ
れているが、単独での職能を持たず、直前の用言を体言
化するための名詞にすぎないのであろうか。逆の見方を
すれば、普通名詞よりも表現が多岐に渡るということを
示している。しかし、教科書等での説明は従来の品詞論
の枠に収まったままであり、生徒たちの表現や書き言葉
の伸長につなげることは難しい。
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５．おわりに－今後の課題－

　文法教育の目的については「言語を客観的に捉え、作
文や読解といった学習に活かすもの」というところで
多くの研究者及び教師の意見が一致しているが、田中

（1981）は、文法教育と文章理解力の直接的な関連性に
疑問を呈し、むしろ文法教育が活かされるところとは「正
しく書く」時であるとしている。同様に山室（2005）も
無意識のうちに身につけた話し言葉による言葉の在り様
を書き言葉によって再認識させるところに文法教育の一
つの目的があるとしている。
　このような観点から文法教育を語るとき、現行の学校
文法は真に機能するのだろうか。例えば、次のような文
がある。

　学校文法の「文の成分」に当てはめるのであれば、こ
れらは「述部」としての働きを持つものであろう。しか
し、文脈や文意を踏まえると「述部」と一括りにした指
導ではなく、個別の表現指導が必要とされる。つまり、
特に述部に表れる「こと」をめぐっては、主部との絡み
や名詞の特殊性、さらには助動詞化した用法にまで跨る
ということを念頭に置いておかねばならない。一方、国
語科の中で文法に割ける時間は限られており、その中で
いかに効果的な文法指導を図るかということは今後も課
題となるであろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ⅰ　�いわゆる学校文法とは、正式な定義があるわけではな

いが、一般的に学校の教科教育の中で行われている文
法を指している。学校文法に関して、糸井（1992）は
橋本進吉の文法体系がそのまま学校文法として行われ
ているわけではないが学校文法というと橋本文法のこ
とを指すことが多いと述べている。

ⅱ　�影山（1998）。
ⅲ　�松崎（2003）、森山・矢澤・安部（2011）。
ⅳ　�「全国学力・学習状況調査報告書」では、正答率80％以

上のものに関しては「相当数の生徒ができている」と
いう見解を示し、指導の工夫の必要性については説い
ていない。このことから、本稿でも各調査において正

答率80％以上のものについては「概ね問題ない」もの
とする。

ⅴ　�出題文が、モナ・リザの絵を提示した上で「これは、
レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた「モナ・リザ」とい
う絵です。この絵の特徴は、どの角度から見ても女性
と目が合います。」であることによる。

ⅵ　�石田（1996）、坪根（2002・2003・2004）等。
ⅶ　�寺村（1991）。
ⅷ　�用例はすべて「現代日本語書き言葉均衡コーパス」

による。
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Some Problems with Grammar Teaching in Japanese Language Education：
With Special Reference to the Formal Noun- “KOTO”

Akiko　KONO

　This paper analyzes numerous examples of the use of the formal noun koto, as a means of highlight-
ing some problems that need to be addressed with the teaching of Japanese grammar. -In the process of 
examining these examples, I found a gap between students’ awareness of koto and what teachers expect 
them to learn.
　In these instances, an effective measure would be to encourage students to improve their under-
standing of the relationship between the components of a sentence and the various parts of speech.This 
would help them construct sentences with greater ease and better understand the relationship between 
the subject and the predicate. -Koto has various usages, so teachers should inform their students of the 
need to be careful of the context in which it is used.
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