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異文化理解・上級日本語教材

マンガで読む日本社会:働く女性たち

指導者用解説

因京子



　　　　　　　　　　　　　　　はしがき

　本報告書『ズトーリー・マンガの作品を利用した、異文化間理解教育の教材とプログラムの

開発（基盤研究（C）17530666）』は、科学研究費の助成を受けてこれまでに行った二つ

の研究、「女性・少女漫画を素材とする異文化理解教育の方法開発」（平成11年度一13

年度）、「マンガを素材とする異文化理解教育の方法開発」（平成14年度「16年度）に続

いて、ストーリー・マンガの作品を用いて日本語と日本文化についての理解を進め、異

文化と自文化に対する分析的な態度を談義する方法の開発を目指して行った研究につ

いて報告するものである。

　最初の研究では、マンガ教材化の方法・日本語の話し言葉・日本マンガ研究の方法論

などについて基礎的な研究を行い、具体的な成果として、大学の異文化理解コースや上

級日本語コースなどで使用するための教材を作成した。次の研究では、日本語の語用論

的側面や日本人の言語行動についての分析を更に進める一方、異文化理解教材2点を作

成して、開発者自身が使用すると共に国内外の日本語教育担当者に提供し、教材とその

使用法の妥当性を検証した。これらの活動を通して、ストーリー・マンガの登場人物の

発話や行動の解釈能力を訓練するという方法が、異文化や外国語を眺める視野を拡大す

ることに役立つこと、また、小説やエッセイなど他の分野への応用も可能であることが

明らかになった。しかし一方、開発した教材を開発者以外の教育担当者に提供し有効に

利用してもらうためには、教材だけでなくプログラムについてのより具体的な情報提供

を行う必要があるという課題も見えてきた。そこで今回の研究では、ストーリー・マン

ガ及び小説などの文化的作品を素材として日本語の語用論的特徴の記述を行う基礎研

究を進める一方、これまでに作成した教材に即して学習項目となっている言語的・文化

的特徴を解説した教師用指導書を執筆した。これは、特に非母語話者の教師にとっては

有効なリソースとなるものと期待している。本報告書には、この3年間に発表した論文

や教材、行った口頭発表や講演等の中から、論文の全て、講演やロ頭発表の資料の一部、

教材3種を収録した。

　最初の研究に着手した9年前と比べると、マンガを用いるという方法に関心を示す

人々が驚くほど増え、講演など研究成果について述べる機会もたびたび与えられるよう

になった。筆者らの関心は、他の教材では提示しにくい日本語の特徴や日本文化の側面

を提示することにあり、このためにマンガはまたとない優れた素材であると信ずる。こ

の報告書が、異文化理解教育やマンガの教育利用に関心を持つ人々にマンガによって何

ができるかを僅かなりとも示すことができれば幸いである。

　　　　　　　　　　　　　　　2008年3月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究代表者　因　京子
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本書をお使いになる方へ

　これは、ストーリーマンガを用いた異文化理解・上級日本語教材『マンガで

読む日本社会：働く女性たち』を使って指導なさる先生方のための解説書です。

各課の主要な項目について解説し、各課題の解答例、関連する事象についての

言語的・文化的解説を施しました。

　外国語を用いてコミュニケーションを図るためには、言語の構造や形式の知

識だけではなく、その言語が使われている社会の通念や人々の行動の前提とな

っている信念を知らなければなりません。特定の文化的文脈の中で発せられた

発話を解釈するには、その発話を取り巻く局所的文脈だけでなく、その場面を

取り巻く全体的世界と時間的流れの中にある情報、発話者を含む関係者につい

ての個人的特徴を知らなければなりません。一般的な会話教材で提供されてい

るモデル会話の文脈についての情報は極端に一般化されたもので、そこには、

場面はあっても世界はなく、役割はあっても個人はありません。複雑な要因の

絡み合う現実の世界の中で矛盾する要求の問で均衡をとりながら人間関係を構

築し維持していく「大人のコミュニケーション」がどのように成り立っている

のかを観察するには、「言語のサンプル」ではなく「文化的作品」が必要です。

ストーリーマンガは、社会や人間関係についての総合的な情報と共に多くの発

話とを提示してくれるという点で理想的な教材ですが、ただ表面的にストーリ

ーを追うだけでは異文化観察能力が高まらないばかりか、偏った信念を強化し

てしまう結果を招きかねません。適切なタスクと適切な補足説明は、ストーリ

ーマンガを扱うために必須のものと言えます。本書が、学習者に情報提供を行

う指導者にとって有効なリソースとなるよう願っています。

　尚、本書に示した解答例はあくまでも一つの例です。学習者の答が解答例と

違っていても的を射ていると考えられることもあるでしょう。評価をどうする

かは現場の条件によって様々でしょうが、筆者が行ったコースでは、結果とし

て妥当な見解に辿りついていなくても、具体的な証拠に基づいて分析を行おう

としているものには一定の評価を与えました。正解を知ることよりも、自分の

直観だけに頼らず様々な視点から考えてみようとする姿勢が、異文化への扉を

開くことでしょう。

　　　　　　　2008年1月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　因京子
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予備タスク　『研修医なな子』CASE　1　タスク解説と解答例

指導のポイント：

最初の課題である今回の目標は、日本のストーリーマンガの読み方についての基礎的な知

識を確認することと、何に留意してストーリーマンガを読んでいくのか、全体的な学習目

標についての理解を進めることにある。

　〔マンガの読み方〕の問題1－3はストーリーマンガのコマの進み方と表記の特徴、問題

4はマンガ独特のデフォルメが示す象徴的意味、問題5はストーリーマンガに多用される

擬音語と擬態語、問題6は、文字の絵画的・象徴的側面についての意識を高めるためのも

のである。

　こうした特徴が担っているのは、母語話者が直観的に感じ取り発話解釈への影響要因と

受け止める文脈情報の一部である。個別の要素について十全な理解を進めようとするより

も、日本語では文脈情報が発話解釈に根本的な影響を及ぼすという事実を意識化すること

が重要である。韓国・台湾・タイなど日本マンガがかなり浸透している国の出身者はこう

した特徴が象徴する内容についてはよく知っているが、それでも、それらが発話の字義通

りの意味を凌駕するほどの影響を与えるとは思っていない。

　〔会話のことば〕〔会話のストラテジー〕についての問題1、3、5は、ストーリーマン

ガ読解における学習目標について意識化するためのものである。筋の展開を追うだけに終

わることのないように、観察の観点と目標とを明確に意識化しなければならない。目標と

しては、以下のようなことがあげられる：詳しくは因（2005c）などを参照のこと。

　1．丁寧レベルや尊敬語など、文体マーカーの文脈における効果

　　　　　　　　（丁寧体、尊敬語が必ずしも丁寧とは限らない、など）

　2．発話行為・感情表現の実現形

　3．発話行為を支配する価値観

解答と解説

1．略　（上から下へ、右から左へ）　韓国では、コピーによって作られた海賊版の影響

　　で逆になっている。

2．①K大医学部付属病院。ここでは春になると大学卒業したての研修医たちがいかにも

　　気負った様子でうろつきます、など。

　②あっ、山田先生。おっ、こりや石橋先生、など。

　　③おたがいに先生と呼びあって喜んでいるのはまちがいなく研修医、など。
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3．①は□の枠に囲まれた活字である。

　②は、様々な大きさの楕円の中に活字で記されている。

　③は、手書きの文字で、枠をつけずに書きこまれている。

解説：

1．発話を示す吹き出し（バルーン）と思考を示すバルーンでは、形が異なる。

　　思考を示すバルーンの例：20頁、中段、「ブラシくん？」など。

2．バルーンの形が声の調子を示すことがある。

　　激しいロ調を示す例：p．17の「いて一つ」の爆発したような形

4．④、⑤下のどれか。他にも例はある。

20頁　第2コマ 帽子の上に汗の粒が描かれている。 当惑と緊張を示す。

23頁　下段右。 足の傍に線がある。 ふらふらした足取りを示す。

23頁　下段左。 放射状の線。 大きな音が部屋全体に響い

ｽことを示す。

24頁　第2コマ 帽子の上の途切れた十字の形。 青筋が浮き上がる形。怒りを

ｦす。

25頁　上段。 髪が大きく乱れている。 内面の当惑の表示。

26頁　上段。 緒方医師の頭の上の放射状の線。 何かに気づいて注目したこ

ﾆを示す。

5．

p．22の右下の二つの

Rマ

だらっだらっ

ｳさつ

出ない

oない

汗が流れる様子。

闡≠ｭハンカチを動

ｩす様子。

P．26の下段左のコマ ぱあっ 出ない 光が射すように表情

ｪ明るく輝く様子

6．　＠．　＠

　　　・力強い声であることを示すために、太い字にする。

　　　・余韻を残した口調を示すために、文末に・…　　を用いる。

　　　・ためらいがちに発話していることを示すために、言葉のはじめに・…　を用い

　　　　る（例：「…　　はい」）

　　　・不安定な長い音声を示すために、～～をつける（例：ですね～～～）
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［会話のことば］

1．

男性研修医 ゆっくり入れるな 普通体 大変親しい友人で、

（→男性研修医） ぶすっとやれ 男言葉 同僚。

P．17 何で血を抜くんだっ ざっくばらんな

あ、ごめん （少々乱暴な）言葉

先輩医師 ちょっとここ片づけ 普通体。 指導者→見習い

（→研修医） てね一。 中立的。 話し手が上。

PP．10’11 時々見てね一。 上から下への、丁寧 同じ「医師」グルー

な命令（依頼） プ

看護師 緒方先生、前の患者 丁寧体。 看護師→医師

（→緒方医師） さんのエコーの準 実務的な報告。

P．13 備、できてます （間接的依頼）

看護師 先生、お願いします 丁寧体。 看護師→医師

（なな子） 丁寧な依頼。

P．14

指導のポイント：

　　ここで意識化を進めることができる点として、1）緒方医師のなな子について

のロ調の解釈、2）指示の形式の二つをあげることができる。

　　緒方医師のなな子に対する一見乱暴なロ調は、「敬意の欠如」や「上位者とし

ての立場の表示」というより、「身内意識の表れ」と解すべきである。日本語にお

いては、上位者には選択の余地があるため、その選択を行う動機について推論す

ることが必要とされる。親和的意図があると前提される場合、上位者の普通体使

用はポジティブ・ポライトネス、即ち、親密化への意図の表示と解される。学習

者は、普通体使用を敬意の欠如、あるいは社会的に上位であることの単純な表示

と解していることが多いため、注意を要する。

　　指示の形式として、先輩医師が研修医に対して用いている「て形」による指

示（例「見てね」）と、緒方医師の用いる命令形（例「きいてみろ」）の二つが提

示されている。この二つの基本的意味と、このエピソードにおける人間関係の中

での解釈を確認することが適切である。て形言い切りによる指示は「ください」

省略という点では丁寧度が低く目上に対して用いることはできないが、授受動詞
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の使用を暗示するという点では相手への配慮を示してると言える。即ち、上下関

係は明示しているが、配慮も示している。このように、日本語の丁寧さは、距離

の表示のみによって示されるのではなく、二恩の表示によっても示されることに

注意すべきである。

　　緒方医師と他の先輩医師の後輩に対する発話は、どちらも社会的規範に外れ

るものではなく、また、どちらも親和的意図に基づいていると考えられるが、緒

方医師のほうが丁寧度が低いのは明らかであり、ざっくばらんな物言いをするの

が彼の個性であると解釈できる。

　　形式的丁寧度と話者の心からの敬意や配慮が連動しているわけではないこ

と、日本語におけるポライトネスは、上下関係をマークすることによってだけで

なく、相手の行動を恩恵と捉えること（＝授受動詞の付加）によっても示される

ことを意識化することが大切である。

　　　参考文献：因京子（2005d）「日本語のポライトネス」

2．

①こりや（←　これは）

②いて一つ（←　いたい）

③こわしちゃって（←　こわしてしまって）

3．

にやるほど なるほど 若者語のよう

バイ菌ちゃん

uラシくん

バイ菌

@　｝　　、

tフン

幼児語のよう

使用する理由：

　幼児のような言葉を使ってふざけることによって、緊張を避け寛いだ気分を作ろうとし

ている。

　解説：手術という極度の緊張を要する仕事に臨んで、どうしても高まってくる

緊張をほぐそうとして冗談を言っているのである。緊張をほぐすために冗談を言

うことは普遍的に見られるが、日本語では、内容ではなく文体によって冗談を成

立させる可能性が他言語に比べて大きいと言えるだろう。発話者の人格からずれ

ていて有標と考えられる音声形式や表現形式や語彙を用いることによって文体の

冗談が成立する。（「他人格モード」因（2004a他））
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4．

①他のことをしないでほしい、という気持ち。研修医が他のことに手を出すと、失敗して

大変なことを引き起こす恐れがあるから。

②ようやくうまく行って、それまでの緊張が一気にほぐれ、安心したという気持ち。

③なな子が自分の稚拙な技術について過度に落胆しないように、慰めようとしている。

④なな子の下手な注射によって痛い思いをするのは嫌だが、同僚としてはなな子の要求に

応ずべきである。断りたいが断ることができない、逆に言えば、「いいよ」と言いたいが言

うことができないため、言葉につまっている。

5．4の③の緒方医師の発話や、25ページの同僚たちの発話などが、手術の場で失敗した

なな子に対する「なぐさめ」である。

　　代表的文言としては「気にするなよ」があげられる。発話の内容としては、

　　失敗が本人の責任ではないことを言う　（緒方医師）；

　　心を痛める原因となったできごとにも、評価すべき利点があることを言う（荒巻）；

　　上の利点を例証する（他の研修医たち）。

解答例　あなたの責任ではないことを述べる、その体験も役に立つことがあること

　　　　を述べる、自分も同じような体験やさらにひどい体験をしたことがあるこ

　　　　とを述べる、などの方法が観察される。

解説：医師、弁護i士、教師などの位置づけは、社会によってかなり異なる。学習

者の中には医師、弁護士、教師などは絶対無謬の存在として扱われるべきである

という前提を持つ者があり、こうした人々にとっては、いくら新米であっても未

熟な医師は「愛すべき存在」ではなく「恥ずかしい存在」として認識される。「欠

点があること（及び、それを隠さないこと）は愛すべき人間的なことである」と

いう認識が常識として共有されていない国は思いみほか多いようである。

　学習者の解釈の中には、患者のなな子に対する態度を「寛容さ」ではなく「権

威への絶対服従」と解釈したり、緒方について「高圧的で冷酷な指導者であるが、
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さすがにやりすぎたと思って悔悟の気持ちで最後に食事に誘った」と述べたりし

たりした例がある。

　また、「ああいう注射しにくい患者さんは時々あるものだ」と述べた緒方の発言

について「患者は痛い思いをしたのに、その責任を患者の体の状態に押し付ける、

医師として全く非常識な行為」と非難した例があった。慎重に取り扱えば、実り

のある議論のきっかけとなる得るコメントである。
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タスク1『研修医なな子』CASE　7　タスク解説と解答例

　指導のポイント：

　今回の主たる目標は、様々な文体的特徴が実際の発話の解釈に大きな影響、時には字義

通りの解釈を凌駕するほどの決定的影響を持つという事実を意識させることである。

　文体は、文末レベル、ジェンダー標示表現、方言、非標準的形式、特定の評価やレジス

ターを標示する語彙の選択など様々な要素の総合によって作り出され、認知的意味には影

響を与えないがその発話がどう解釈されるべきかに関する重要な示唆を含んでいる。今回

のエピソードには、特別な自己演出意識を含まず本人自身のペルソナの範囲内での立場や

態度の変化を示す文体の変化の例と、自己演出意識を含む文体の変化の例とが含まれてい

る。前者の例として、木本夕子となな子の会話に見られる普通体と丁寧体の交替、後者の

例としてなな子の克実に対する発話の「権威洋風」の文体をあげることができるだろう。

これは、あまりにもなな子本人とは異なる文体であることによって、この発話を字義通り

にではなく冗談として解釈してほしいという発話者の意図が示されている（「他人格モー

ド」、因2004a他を参照）。

　上のような観察をする前提として、なな子の基本的な話し方を前回と合わせて見ておく

ことが有用であろう。患者や指導医に対する丁寧体基調の話し方、同期の「荒巻」との中

性的な普通体基調の話し方の特徴を観察し、また、前回のエピソードで「荒巻くん、じゃ

なくて、荒巻先生」と呼んだことの意味を確認しておく。

　そのほかに、完全に社会化される以前のこどもの話し方、関心があるが故に憎まれ口を

利く男の子の行動、癌など死に至る可能性のある病についての告知の問題なども、学習項

目として取り上げることが可能である。

　文体の解説を求める課題の評価にあたっては、正鵠を射た解答をするかどうかよりも、

直観的理解だけに頼らず、具体的な言語的特徴や文脈的要因に基づいた推測を行おうとし

ているかどうか、また、それを明確に言語化しているかどうかを重視して評価を行いたい

たい。

解答と解説

①息を強く吐いて笑いだす。〉笑いを堪えられないほどおかしかったという含みがある。

②それほど、そんなに。〉否定辞と共に用いる。

③休憩。休み。

④相手の力に尊敬の気持ちを持っていること。

⑤なまける。（休んではいけないときに）休む。：〉フランス語の「サボタージュ」が語源
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⑥辛く悲しいことにどうしても直面しなければならない仕事。

⑦（冗談、話、演技などが）人に気に入られる、よい評判を取る、面白がってもらえる

⑧（あることに関して）責任がない、関係がない

⑨堪えられない。

指導のポイント：

　辞書の記述を引き写すだけでなく、また、文脈から類推するだけでなく、両方

の作業を行うように指導することが必要である。知っている意味が、あるいは、

辞書で調べて選んだ意味が、その文脈で成立するかどうか考えるように促す。

2．

①椅子に腰かける様子。ためらいを振り切るように、勢いよく腰かけた。

②何かを咀囑するように、ロを動かしている様子。

③一心に眼をそらさずに見つめている様子。

④勢いよく駆け出していく様子。

⑤ただならぬ雰囲気を感じて、息を飲み込んだ音、あるいはその様子。

指導のポイント

　マンガの絵に添えられている音表象が、「音」「様子」「心境」のどれであるかを

意識させることが重要である。学習者は、「ばったり」「で一ん」などの様子の形

容を音声の模写であると誤解することが多い。

3．

出現箇所・発話者 発話 解説

② P．129 そ一んな暗いことばか 悲観的になるなとたしなめることに

なな子 り言ってたらかわいい よって励ましている。患者が心の奥の

息子さんが心配するよ 気持ちをのぞかせたことに応じて、自

分も親身になっている態度を示すた

め、普通体で話している。

③ p．132
いつまでべそべそやつ　　　　　　　　｝ 患者に不安を与えてはいけないとい

先輩の医者 てんだ、他の患者さんが う医師としての基本的姿勢を、厳しい

びっくりするだろ 言い方で教えている。厳しい言い方を

したのは、怒っているからではなく、

泣くのをとりあえずやめさせるため

に、気合いを入れたのである。
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④ 同上 最初からわかってたこ 基本的には上と同様に医師としての

とじゃないか、医者と 心構えを教えている。相手が泣くこと

は・…　　だめなんだ を止めたので緊急の対応をする必要

が薄くなったため、一般的な医師の心

得を説いている。

解説：②の普通体使用、および、「たしなめる」という危険を伴う言語行動選択は・

相手との距離を一気に縮める行動と言えるが、次のような事情によって失礼ではな

く、適切な発話となっている。

　まず、この発話が、患者である年上の女性による内面の吐露、即ち、親密化への

意思表示に同調して行われているということに注意しなければならない。上位者が

接近への意図を示した場合、下位者は何らかの方法で同調を示すのがポライトであ

る（松村・因2000）。ここで、「そんな暗いことをおっしゃらないでください」など

と丁寧な言い方をすれば、相手の接近への意思表示にも関わらず距離を保ったこと

になり、表面的で心のこもらない対応となるだろう。

　次に、「なぐさめる」「勇気づける」という行動は、正統的なやり方をすればそれ

によって埋め合わせをする必要のある「落ち込み」の存在を際立たせることになる

（参考：山路奈保子2006）。そこでなな子は、「叱責する、たしなめる」という「間

違ったこと」の存在を前提とした形式を用い、相手の心配を強く否定したのである。

解説：③と④のような「叱る」という行為は、日本人的解釈と学習者との解釈にず

れが生じやすいものの一つである。「叱られる」というのはどんな場合でも面子を失

墜させる行為であって、それを敢えて行う人の心には「怒り」（および、それに類す

る攻撃的意図）しかあり得ないと無意識に前提している学習者は少なくない。相手

が憎いからではなく伸ばすために叱るという行動パターンが、「心を鬼にして叱る」

という言い回しが成立するくらいに一般的に認識されている日本とは、前提が異な

る可能性があることを認識しておく必要がある。

　一般に、攻撃的意図を親和的言語行動で偽装することの必然性は理解されやすい

が、親和的意図が攻撃的言語行動の裏にあるということを想定しない学習者は思い

のほか多い（因　2004b、2005a）。

　先輩の医師が特に権威主義的な態度をとっているわけでも、怒っているわけでも

ないことを認識させるためには、p．132ページで叱っている医師の顔やその周辺に

大きく描かれている汗が内面の葛藤を示していることに注意を喚起することが有用
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であろう。彼自身も患者の死に心を痛める新人の医師の気持はよくわかっており、

心を鼓舞して叱りつけているのであることが、この汗と彼の表情に表れている。ま

た、「心を鬼にして叱る」という言い回しを提示することも有効かもしれない。

4．

丁寧体の発話：「息子の克己です。」「二一なんですかねえ」

普通体の発話「自分じゃどっこもど一もないのに、寝てるのってしんどいわあ。」

　　　　　　「ただ子どものことだけがかわいそうでねえ」

使い方：医師であるなな子に対しては基本的に丁寧体で話している。自己向けの発話を装

って自分の気持ちを間接的に訴えるとき（「しんどいわあ」）、相手を親類の娘のように信頼

して内面を吐露するとき（「かわいそうでねえ」）など、率直な感情を表現したいときに普

通体を用いている。

解説：「怖くも何ともないんだけど」の部分は複文の従属節であり、普通体レベルが

表示されたとは言えない。これに対し、「かわいそうでねえ」と、文節の切れ目に「ね」

をつけるのは、普通体レベルを表示していると言える。丁寧体のレベルであれば「で

すね」「でしてね」が挿入される。

5．「新米とか言って」の「とか」、「ごめんなさい」など、口語的な形式が使われている。

　　単刀直入で、繰り返しが多い。

　　頻繁に顔を合わせている場合には「お元気ですか」という決まり文句を用いるのは変

であるという判断ができていない。

　　常日頃の親身な対応に対するお礼などが述べられていない。

「杉坂なな子先生、

　いつも母がお世話になっております。先生が親切に看てくださることを、母も、

それから父と僕も、心から感謝しております。

　この度は、先生方に手術をして頂くことになりました。どうか、どうか、母を助

けて下さいますようお願い申し上げます。このようなことを敢えて申し上げるまで

もないことはわかっているのですが、母は私にとっても父にとってもかけがえのな

い人なので、このような手紙を書いてしまいました。どうか失礼をお許しください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉坂克己」
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6．

①たいした代物じゃなかったですばい。

②実ゆ一と私は、若いのに優秀とよく言われるです。

③そのうち：K大一の名医になるに違いないと言われておるっ・・かもしれんのよ。

④私には教授も一目置いておるのですそ。

⑤そんな暗いことばっかり言ってたら、かわいい息子さんが心配するよ。

（冗談めいた口調を示す特徴）

文体的特徴と内容の両方から考えることができる。

①は、文体的に「ばい」というような本人の地とは思えない（自己演出の意識に基づくと

思われる）方言の使用がある。内容も、性的な事柄を話題にしても差恥しない、経験を積

んだ中年男性のような内容であり、真面目に話しているとは考えにくい。②、③、④は、

②には田舎の人のような非標準的な形「言われるです」、③、④には中年男性を思わせる形

式「言われておる」「おいておるのですそ」がある。内容も、自己賛美という通常は不適切

と考えられる事柄であり、大真面目に話しているとは考えられない。⑤も、「目上の人を叱

る・意見をする」という通常では行いにくい言語行動であるため、冗談めい々口調で本気

でやったらまずいことはわかっていることを示す必要があると考えられる。

解説：「冗談」、即ち、発話者が全面的なコミットメントを留保している発話である

ことの表示は、「内容の逸脱」「文体の逸脱」および「誇張された音声」のどれか、

または、全てによって行われる（これらすべての特徴が一致していることが多いが、

どれかの特徴が出現していないこともある）。マンガの場合は音声が表示されないの

で、その代わりに、デフォルメされた絵など視覚情報が与えられることが多い。①

一⑤の場合も、多くは、目や口の形が変形している。

　冗談であるか否かを上の視覚情報と内容の逸脱性・不適切性のみによって判断す

る学習者が多いが、「文体の逸脱」がこれに伴っていることに注意を喚起すべきであ

る。中には、「文体の逸脱」のみによって話者のコミットメント留保が示されている

発話もあり、これを見落とせば重大な誤解につながることもある（因2004aなど）。

7．

ある老人女性の患者が、緒方の指示を誤解して緒方の膝の上に座ってしまった。緒方はそ

の誤解を指摘することなく、患者の肩を叩いたり腰を揉んだりした後、「今度はそこの椅子

に座って」と言ってもともとの指示に従わせた。即ち、患者の誤解に対して、なな子はた
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だ我慢して無視しただけだったが、緒方はあたかも予定されていた手順であるかのように

自然に対応して、相手に少しの不審も与えなかった。

8．省略

指導のポイント：

　この課題は、ストーリーマンガの読解という作業、及び、選択した作品に対する

学習者の受容度などを見ることが目的である。

　学習者の中には、海外で自分が慣れ親しんだ作品を日本語で読むことを期待して

受講する者も多い。「なな子」を来日前に知っていたという学生は少なく、自分のも

っていた「日本マンガ」のイメージ、特に少年マンガのイメージとはかけ離れたマ

ンガを読んでいくことに戸惑いを感じている者もある。そうした者には、学習目的

や学習方法のガイダンスを行った方がいいかもしれない。

　課題が難しすぎると感じている学習者には、該当者に限って特定の問題を予習の

段階では免除するなどの措置を取ることもできる。

　文化的差異についての観察をきっかけに議論を行うことも有用な体験となる。病

院での診察のしかた（服を脱ぐかどうか、更に、裸であることについての意識の文

化差）、こどもの大人に対する口の利き方、更に、社会化の途中にある者と成人の権

利と義務についての認識の違いなどの論点が活発な議論を誘発する。
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タスク2『研修医なな子』CASE65タスク解説と解答例

　指導のポイント：

　今回の主たる観察対象は、①対者敬語（丁寧レベルの使用）や命題敬語（尊敬語・謙譲

語）の機能、②命題的構造を取らない感情表出の方法、文化的な面では、③日本社会にお

ける上位者と下位者の力関係・協調関係の様相である。

　①「敬語」の解釈においては、学習者の多くは「敬語使用＝尊敬の気持ちがある、敬語

不使用＝・敬意が欠如している」と信じており、敬語がポライトネスの実現のほぼ唯一の手

段であると思っている者も少なくない。敬語がポライトネスの実現に果たす機能を固定的

且つ過大に捉えている結果、敬語以外のポライトネス実現の手段についての意識が十分で

なく、解釈においても発話においても不適切性が生ずることになる（因2004c、因・金2004、

因2005aなど）。

　敬語は、使用動機となった人物と話者との問に距離があるという認識を標示する指標的

表現である。その認識を表示するということが結局は何を示しているかは、その文脈によ

って一つ一つ解釈されなければならない。解釈にあたっては、1）親和的意図と攻撃的意

図のどちらに基づいているか、2）自分指向か相手指向か、を考慮する必要がある。親和

的意図に基づいた相手指向の使用は「相手への敬意の表現」、親和的意図に基づいた自分指

向の使用は「自己の品位の表現」、攻撃的意図に基づいた相手指向の使用は「相手を敬遠す

る意図の表現」、攻撃的意図に基づいた自分指向の使用は「盤勲無礼」と解釈すべきであろ

う（因　2005d）。今回のエピソードでは、敬語が必ずしも相手への心からの配慮に基づい

ているわけではなく「攻撃的」にも用いられ得ること、また、親しい問では単純な言語的

丁寧度の高さだけでなく冗談を言うなどのポジティブ・ポライトネスの手段が用いられる

こと、対者敬語に関しては厳しく基本的な社会的身分の指定するレベルが守られることな

どを観察させたい。

　②「感情表出」は、しばしば、きちんとした文構造でなく感嘆詞や一語文などの形を取

り、それが整った構造を持つ判断の叙述よりも好ましい発話となる。例えば、何かを誉め

る場合、「それはすばらしい○○ですね」と相手向けの整った形を持つ発話として述べると、

冷静な判断を述べていることになり、よい評価であっても評価していること自体が弓始な

印象を与え、相手の領域を侵害する恐れがある。一方、（それを見て）「うわあ…　」な

どと感嘆詞だけの発話、あるいは「うわあ、すごい・・」など形の整わない独り言のよう

な発話は、思わず生の感情が洩れてしまったと解釈され、嘘がないという印象を与えると

共に、相手の領域を侵害する危険も少ない。感嘆詞などはこのように重要な機能を持って

いるのであるが、学習者は、きちんとした形式を持つ発話の付属品、あるいは、劣った代

用品のように思っていて、積極的な機能を認識していないことが多い。「感情表出」として

述べるか「判断の叙述」として述べるかの違いについては、是非とも明示的な提示を行う
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べきであろう。

　③医療の現場においては、医師が主導的立場にあり看護師より上位者と見なされる。し

かし、上位者が下位者に対して絶対の権力者として振る舞うというのではなく、上位者は

下位者の立場に理解を持ち、その協力に対して感謝し、下位者の意見にも耳を傾けるとい

う謙虚な態度を持つことが求められる（少なくとも、表面的にはそのようなポーズを取る

のが一般的である）。また、人間的な弱さを見せる率直さを持っていることも好意的に評価

される。学習者の中には、上位者やリーダーは無謬の絶対者として振舞うのが当然という

文化的前提を持つ者がある。上位者の取るべき態度、上位者と下位者との関係についての

前提は、学習者との問にズレが生じやすい点の一つである。

　医師が未熟で看護師が経験豊富であるなど、制度上の上下関係と実質の力関係に矛盾が

ある場合、あるいは、長年の付き合いで親密な信頼関係が成立している場合などは、対者

敬語のレベルは基本が守られるが、実質的な関係が言語使用にも態度にも反映する。

　医師と看護師では、基本的な所属グループが異なることにも注意すべきである。先輩の

医師は後輩の医師に対してはぞんざいな口を利き、看護師に丁寧度の高い言語を用いるこ

とがある。後輩医師はいわば「家族内」の下位者であるが、看護師は「他家」の人である

という認識を反映している。

　尚、作品中では、「看護i婦」という語が使用されている。現在は正式には「看護i師」であ

るが、看護婦は今でも非公式には使用されることがある。

タスク解答と解説

①主導的立場に立って、物事を適切に処理する。

②何かをするように、強く働きかける。

③さっさと。すぐに。（相手に対し苛立っているニュアンスがある）

④気が合わない。

⑤話の相手をさせられる。

⑥鍛える。訓練する。

⑦ふざけている。真面目でない。

⑧知らせて了承してもらう

⑨何につけても敵対する相手

⑩ふざけた気持で。真剣な動機ではなく、面白そうだという気持ちから。
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2．

出現箇所 語 使い方

② 117頁

?f右

あれっ 予期しなかったことを聞いて驚いたということを示す。

③ 119頁

謔Qコマ

いや一つ 強い感情の高まりを示す。ここでは、「まいった、こまった」

ﾆいう気持ちを示している。

④ 121頁

?i左

もう ①と同じだが、ここでは、「（なな子先生は）困った人です

ﾋえ」という気持を冗談として、親しみを示すために表出

ｵている。

⑤ 124頁

?i

いやはや 驚き、あきれた気持を示す。

3．

出現箇所・発話者 発話 受ける感じ、その理由

③ P．119 杉坂先生っ、時間はお守 丁寧体と尊敬語を用いており、言語的

ベテランの看護師 りにならないと困りま 丁寧度は非常に高いが、非常に厳しく

→若い医師 すっ。後がつかえており 非難している感じがする。医師の行動

ますからつ。 に問題があることを明示しているこ

とと敬語とのコントラストによって、

敬語を使われるような立場にありな

がら実質が伴っていないということ

が示唆されるため。

③ p．122 御自分で立って下さい 丁寧他と尊敬語を用いており、言語丁

ベテランの看護師 つつ 寧度は非常に高いが、冷たい感じがす

→若い医師 る。この尊敬語は、相手指向のもので

はなく、自分が規範をわきまえている

ことを示すために用いている。

「先生、申し訳ありませんが、すぐに内視鏡室に来て下さい。きょうは、先生が当番です」

「はい、先生です」

　事務的で冷たい感じになる。

　「副院長、誠に恐れ入りますが、内視鏡室においでくださいませんか。きょうは、先生

が当番でいらっしゃいます。」「はい、先生です」
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解説：ここでは、言語的丁寧度が心からの敬意を反映するものではないことを理解

することが重要である。①のようにはっきり言ったほうが却って悪意がないという

日本人の感じ方についての理解を促すことが特に重要である。

　①の若い看護師となな子の関係、②のベテラン看護婦と木村医師の関係は、後半

で出ている副院長と婦長とがどんな関係であったかを想像する上で重要である。多

分、副院長と婦長とは、30年ぐらい前に①のような関係であり、②のような関係を

経て、今は最もお互いに信頼できる関係、というよりはむしろ、神経質で実は気が

弱そうな副院長にとって、婦長は母親か姉のように頼れる存在となっているのであ

ろう。

4．

1）

看護師を庇うため。

看護師が検査表をなくすのは何の言い訳もしようのない単なるミスだが、「研究のために持

ち出す」ことは医師ならば十分あり得ることで、むしろ、奨励されるべき行動であるため、

手続き上のミスがあったとしても、死活的ミスとはならない。

2）

看護師仲間を庇ってくれたことのお礼に、面白いことを教えてあげようとしている。なな

子に嫌味を言った副院長の弱みを知ればなな子の気持ちが癒されると主任は思ったのだろ

う。

3）

あまりにも馬鹿馬鹿しい、あり得ない、という気持ち。副院長と婦長とが恋人同士の関係

にあるということについて。二人にはロマンチックな様子は全くなく、姉と弟か、親子の

ように見えたから。

4）

「おもしろい」は、独り言のように、感情をそのまま表出した。「おもしろいっすよ」は、

相手の存在を意識し、相手に向けた発話である。

5）

なな子は、副院長と婦長とが恋人同士であるという説があまりにも突拍子もなくて逆に面
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白いと言ってもいいぐらいだと思っている。一方主任は、本当に二人は恋人同士ではない

かと疑っていて、率直に「面白い」と思っている。なな子が「面白い」と言っているもの

の自分の感じているような意味ではないらしいのが気に入らない。心から興味を感じて、

たとえば「いつごろから二人は関係があるんでしょうか？」とか「あの感じは普通じゃな

いですよね」など、関心を示す質問をしてほしいのである。

5）　6）　7）　8）

略。
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タスク3rおたんこナース』カルテ①　タスク解説と解答例

　指導のポイント：

　今回の素材となっている作品は、医療の現場を舞台とすることは前回・前々回の作品と

同じであるが、新米看護師（作品中では「看護婦」の名称が使われている）が主人公とな

っており、医師と看護師の交流にも前回とは違う側面が観察できる。医師・看護師・患者

という職務上・社会的な関係が指定する言葉遣い（「わきまえ」）が基本的には守られるが、

個人の素顔の関係が前面に出た言葉遣いも散見され、個人的な事情や個性が全く抑制され

るわけではなく、柔軟で多様な表現が行われる実際の言葉遣いの様相を垣間見ることがで

きる。

　主な学習項目として取り上げられているのは、間接的な表現の解釈と「のだ」の解釈で

ある。「のだ」については、認知的意味には影響を及ぼさないが、理由の説明、前提状況の

提示、強調、背景化、一連の談話のまとめ…　　など、多彩な機能を果たすことが知られ

ている。「のだ」の基本的機能は、複数の発話問の関連性の存在の表示、言い換えれば、あ

る発話が他の発話や文脈の中に示される事情と関連付けられるべきであることを表示する

ことである（Chinami　1989）。その関連の質は、「原因と結果」（例：車がすっかり汚れて

しまいました。雨が降ったんです）でもあり得るし、「動機となる背景と働きかけ」（例：

日曜日の午後、時間がありませんか。歌舞伎の切符を2枚もらったんですけど）でもあり

得るし、あるいは、前の聞き手の発話と関連付けることで、待遇的機能を果たす場合もあ

る（例：「素敵なドレスですね」「ありがとうございます。私の国の民族衣装なんです」）。

また、あることを述べて、それから推論される別の事柄の存在を認識することが意図され

ている場合もある（例：「左手は動かしていいのよ」→「左手で処置をしなさい」）。このよ

うに、「のだ」は関連性の質を指定せずに関連の存在を示すだけであり、どんな関連である

かは推論によって演算される。そこに曖昧性、間接性が生じ、たとえば同じ「因果関係」

を示すにしても、明確にそれを指定する「から」に比べて「のだ」及びその「て形」の「の

で」は間接的で、これがしばしば「丁寧」というニュアンスを生む。

　「のだ」の基本的な意味や文脈における機能を、短い例文によって十分に提示すること

は難しい。論文等の明晰さが重視される談話での使用は少ないことが知られており、話し

言葉の具体的な例を用いて機能を提示することが望ましいと考えられる。

解答と解説

1．

①見るからに弱い。

②相手
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③心がこもっていない。誠実さがない。

④全員が出てしまっていて、誰もいない。

⑤許す。義務を免ずる。

⑥「そもそも」相手を非難したり、文句をいったりする前に言う。

⑦実際の弱さを隠すための、強気の発言。

⑧自分の意志を何が何でも通そうとすること

⑨いくらなんでも。信じられない、あり得ないという気持ちを示す。

⑩それらしく行動する。

解説：⑥「だいたい」は、字義通りの意味ではなく、これが特徴的に出現する文

脈への理解を進めることが重要である。談話マーカーとしての機能を持つ語の他

の例としては、

　・自己主張、自己正当化の「だから」

　　　　「だから、言ってるじゃない／いやだってば」

　・言い訳の「だって」

　　　　「だって、知らなかったもの／先にあっちが手をだしたんだ」

解説：⑩は、看護師である人に言っているため、修辞的発話となっている。

2．

①しょうがない（仕様がない）

②短縮できるではないの

③頼まない

④おぼえていろ

3．

①「～やがる」

　　～をする主体を既めている。「さぼった」ことを非難している。

解説：敬語が対象者を高めるための「プラス方向」の待遇表現であるのに対し、

「やがる」は、対象者を財めるために用いられる「マイナス方向」の待遇表現で

ある。日常的に頻繁に使われるわけではなく、また、こうした悪い言葉は誰かを

崇めると同時に話者についても粗野で乱暴な人間だという印象を与えることにな

る。女性によって使われることはかなり稀である。
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②「～ちゃう」

　　「～しまう」のロ語的短縮表現。「甘える」という動作について、「困ったことだ」と

いう軽い非難を表している。

解説：「てしまう」は、当該の動作が、既に完了してしまっていて、二度と元に戻

らないという話者の判断を示す。「困ったことが起こってしまった」という、後悔

や非難などの気持ちが伴うことが多いが、話者にとって喜ばしい事柄について使

われることもある。その場合は、「起こってしまったことなんだから、あなたがど

う言おうと、この事態は変わらないよ！」というニュアンスがある。

　例：「私、先生にほめられちゃった！」

　　　「入社試験を受けたら、3社とも合格しちゃった！」

3．

①「泣けばいいってものじゃないのよ」

　　　→泣いたら許してもらえるわけではないのよ。泣いても許してあげないよ。

②「（さっき先生がやってくれたのは全然痛くなかったけどなあ）やっぱりな」

　　　→やっぱり、おまえは注射が下手で、先生とは全く違う。

③「ヘタなものはヘタなんだから」

　　　→おまえが注射がヘタだということは、どうやっても否定できない事実である。

④「わかりやすいやつ」

　　　→心の動きを全部表面に出してしまうやつ

4．

① 16 飲み薬、飲んでていいんでしょ 単純な質問ではなく、前提の確認であるこ

うかね とを示している。即ち、「飲んでいてもいい

かどうか」を聞いているのではなく、飲ん

でいてもいいと思っているが、それが正し

いかどうか聞いている

② 22 使いそうな物品を持って歩く 発話が文脈の中で示される事態と関係して

ことにしたのよ いることを示している。ここでは、発話の

内容が、ポケットが異様に膨らんでいると
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いう事態と関係づけられて、即ち、説明と

して、理解されるべきであることを示す。

③ 35 痛いのか 質問が前提の確認であることを示してい

る。即ち、目前に観察される事態（ユキエ

が顔を歪めて立てないでいる）を見て「痛

い」と推定しているが、それが正しいかど

うかを尋ねている。

④ 36 ほかのガラクタに押されてい 発話が、文脈の中で示される事態と関係し

るうちに解体しちゃったんだ ていることを示している。ここでは、発話

なあ。 の内容を、ユキエに注射が刺さったという

事態と関係づけて、即ち、説明として理解

すべきであることを示している。

解説：「のです」が付加されている場合は、その命題だけが単純に提示しているので

はなく、何か別の命題に関連付けて解釈されるべきものとして提示されている。③

の場合、「痛いか」であれば、「痛いか、痛くないか」を単純に尋ねているのである

が、「痛いのか」というのは、「痛いということが、苦しそうな顔をしている理由な

のか」と尋ねているのである。④の場合も、単純に「解体しちゃった」という事実

を告げているのではなく、これを「注射が刺さった」という事態の理由として提示

しているのである。

5．

1）

注射をする対象として乗客の腕が注射をしゃすいかどうかを観察している。「憎い」という

のは、「注射がやりにくそうで憎らしい」という意味である。

2）ユキエが三浦くんを嫌っていたのは、自分の未熟さに対して寛容な態度を示してくれ

ず、文句ばかり言う扱いにくい患者であったから。

　　三浦くんは、過敏性大腸炎を患うぐらいだから大変神経質な人柄であると考えられ、

自分とは全く反対に悩みがあっても伸び伸びとしているように見えるユキエのような明る

いタイプには嫉妬や反発を感じるのであろう。

解説：ユキエの車椅子作戦に協力したことから考えて、三浦がユキエのことを心

から嫌っていたとは考えにくい。むしろ、無意識に魅力を感じているからこそ、
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つっかかってしまうのではないかと感じられるが、学習者の中には、彼の態度の

奥にユキエへの好意が潜んでいるとはとても考えられないと言う者が多い。

　三浦のユキエに対する態度には、「研修医なな子」のケース7に登場する中学

生・克実のなな子に対する態度と共通する面が見られる。「好意を持っている相

手に甘えてちょっかいを出す、わがままを言って気を引く」という幼児的な態度、

「内心憧れを感じている相手に対してやたらにつっかかる」という屈折した心理

が男性の行動の一つのステロタイプとして認識されていること、或いは、それが

特に抑圧すべきことと考えられていないということは、日本に独特な事情と言え

るかもしれない。

3）自分が子供の時と殆ど同じ対応をしていたことに思い当り、大人気ない自分を反省し

たから。

4）車椅子を持ってきてもらってそれに三浦くんに座ってもらい、彼を移動させているよ

うに見せかけて、実は車椅子に寄りかかりながら歩いてトイレまで行き、トイレの中でケ

ガの手当をした。

5）ユキエの注射の技量には満足していず、本心では他の上手な看護婦さんに代わっても

らいたいと思っているであろうが、そう言ってユキエに嫌な思いをさせたりうるさい患者

だと皆に思われたりする危険を冒すよりも、痛いのを我慢したほうがましだと思っている。

解説：この患者は「波風を立てるぐらいなら苦痛を我慢したほうがいい」と思っ

ているらしい。日本人には非常によくわかる行動であるが、これについて、正直

でない、あるいは、偽善的だと評する学習者がある。苦痛を少なくするように求

めるのは患者としての当然の権利であり、それを行使しないのはおかしいという

わけである。

　この患者、及び、30ページで三浦君とユキエの両方をたしなめるおじいさん

は、日本人の多くに共有されている行動様式をよく体現している。日本人が自分

の好みや要求を顕わにしないのは、他の人々の要求と正面からぶつかって全体の

調和が乱れる（波風が立つ）ことが何よりも悪いという文化的価値観があるから

である。それぞれの要求を明確に言わずに、互いに相手の意図を推測し合って、

議論を戦わせることなく合意点に滑らかに到達するように努めるというのが日

本人の伝統的行動様式である。
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6）ユキエは、何となく気になる存在なのであろう。それは、彼自身に欠けている率直さや

強さを彼女が持っているからであり、三浦は、彼女を見ると自分が変わらなければならな

いと感じさせられるのではないだろうか。それに抵抗を感じる半面、心の底では魅力を感

じているのであろう。

6．

心の中での発話

「アタシの精一杯の工夫をもう少し温かい目で見守ってほしいなあ」

「すると、痛い注射はこの逆をやればいいわけだな」

「シバタが三浦君にかわっただけか…　復讐やめようかな一」

「このへんで勘弁してやるとするか」

「だって私は看護婦だもの」

友人のマサ子との会話

「実はアタシ、・今すごく嫌いな患者さんがいるんだ」

三浦君との会話の一部

「そういう言い方をされるとアタシだって努力する気がなくなるよ。」

「心ってなにさ。精神論はやめてよね。文句あるなら具体的に言いなよ」

「そう？アタシは注射をぶすっと刺す感じがして気持ちのいい名前だと思うけど」

解説：基本的に、心の中の発話には対人的配慮はないと考えてよい。親友のマサ

子との会話も、普通体で、ざっくばらんに行われている。患者である三浦に対す

る話し方に彼女の個性が表れている。三浦の話し方は無礼なものであるが、他の

看護婦なら我慢して看護婦としての立場を守り、丁寧体基調のやさしい感じの話

し方を貫くだろう。しかし、ユキエは、一応は看護師として丁寧な接し方をする

が、三浦が攻撃的な態度をとったら、一人の同年輩の女性がするように、「目に

は目を、歯には歯を」という態度で接しており、怒りも率直に表現する。つまり、

他の人々のように三浦に対して「腫れ物にさわるような対応」をしない。

　看護婦としての職業意識に欠けるとも言えるが、この率直な態度が三浦の変

化、治癒を促すことになるかもしれない。

7．率直で奔放な性格。調和のために自分を抑圧することが求められる日本社会の中にあ

って、自分の感情をのびのびと表現しながらしかも皆に嫌われない人物は、ある種の「ヒ
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一ロー」である。主人公としての魅力もこの点にあると言える。

8．9．省略

その他

　＋この作品は、「花」「クラゲ」などのその場にあり得る筈がない物が背景に描かれてい

る。これらが登場人物の心理を象徴するものであることを学習者が理解しているかどうか

を確認しておく必要がある。また、登場人物が心の中で想像した光景まるで現実の一場面

のように描かれている箇所（p．16の下段左など）もあり、混乱する学習者もある。

　※ストーリーや登場人物についての理解に、社会的行動についての前提の違いが影響し

ていると思われることがある。特に、ネガティブな感情を露出することへの許容度には、

かなり差があると感じられる。

　日本のマンガで主人公となるのは、「なな子」「ユキエ」のように、「体面を保つよりも自

分の気持ちに正直で、ちょっぴりドジなところがあり、憎めないタイプ」が多い。主人公

は読者が抑圧している欲望に忠実な行動を取るのであるが、しかし、最終的には道義的な

存在であり、それゆえに、わがままや失敗が「憎めない」欠点として許される。意地悪な

気持などネガティブな感情をある範囲内で暴露し、共有して、それによってカタルシスを

得るという様式が成立していると言える。しかし、学習者の中には、医師や看護師など患

者のために尽くすべき存在が、冗談にせよ患者の息子に対して「かわいくない」と言った

り、最終的には思いとどまるにしろ「注射を殊更に痛くしよう」と思ったりすることに強

い拒否感を示す者がある。そういう気持ちは「無い筈」にしておかなければならないらし

い。「ユキエ」のような看護師は犯罪者であって免許を停止すべきだと述べた者もあった。

　このことは、日本では夫や子供について他愛もない愚痴を言い合ったりすることが世間

話の一部のように考えられているが、同じようなことを外国人に言ったら「夫が嫌なのな

らば離婚すべきだ、相談にのろうか」と真顔で勧められるといった違いを思い起こさせる。

　フィクションと現実とは必ずしも同じではないが、日本では、「欠点を顕わにすること」

が社会的にそれほど決定的な打撃となるとは考えられておらず、場合によっては、正直で

ざっくばらんな人柄であることを示唆することにもつながる。夫の愚痴が言えるのも、夫

婦の絆が基本的にしっかりしているからこそだと解釈される。こうした心理を共有できな

い学習者がいるのは当然だが、そういう人々も、日本人のこうした感じ方の傾向について

知識として理解しておくことが必要であると考えられる。
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タスク4『おたんこナース』カルテ④　タスク解説と解答例

指導のポイント：

　今回の主な学習項目としては、会話において特有の意味を帯びて用いられる語彙・表現、

ジェンダー標示表現、呼称の機能、子供に対する話し方などがあげられる。また、高齢者

の痴呆、それをとりまく家族のようす、前の病院の事情など、社会環境について考えるき

っかけとなり得る要素が含まれている。

　このエピソードには、職場ではあるが業務連絡や正式の会議などではなく雑談に近い話

をしていて、質的には「私的」な場に近づいている場面がいくつか見られる。そこでは、

職務上の関係から少し離れて、素顔の関係で話している様子が観察される。例えば、食堂

で食事をしながら「ミワ」について話している場面では、職務は違うが年齢も近くこの病

棟において新人という位置づけにあることも共通している「ユキエ」「マサコ」「久米」医

師の3人は、対等の男女としてざっくばらんに普通体を基調として話している。女性は中

性的表現が優位で、男性は男性ジェンダー標示形式をかなり用いている。一方、「先輩看護

師」と「久米」では、看護獅のほうが普通体で話し掛け久米は丁寧体で応じている。しか

し、久米に対する呼称は誰もが一貫して「久米先生」という敬称を使用しており、レジス

ターの変化は変更可能な全ての特徴の変化を引き起こすわけではないことがわかる。

　呼称には最も端的に話者と聞き手の関係が現れる。大谷ミワに対して姓を用いて「大谷

さん」と呼ぶのと、名を用いて「ミワ」「ミワちゃん」と呼ぶのとでは、彼女を全く違う人

格として扱っている。

解答と解説

1．

①閉口する。困る。

②率直に肯定できない気持ち。

③割り当てる。

④緊張して、適切な行動がとれなくなる。どうしていいかわからなくなる。

⑤相手に屈して、自説や信念をまげる。

⑥大根役者。芸の未熟な俳優を軽蔑して言う言葉。

⑦「憎らしいと思うほど、すばらしい」の意味。冗談まじりに、相手を持ち上げている。

⑧適切、普通と思われる程度を超えている

⑨こどもが甘えてわがままを言うこと。

⑩感済移入する。心を打ち込む。
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指導のポイント：「まいる」には、「相手の力を認めて屈伏する」という意味もある。

「憎い」は、誇張的修辞的意味が定着したものであり、最近では「やばい」が同様

の意味変化の道すじを辿って「すばらしい」という意味を獲得しつつある。「固まる」

も比較的最近広まった俗語である。

2．

① やあ 101 久米医師 知っている人に会ったとき、最初に発

ｷることば。男性が使用。

② え一と 104 久米医師 適切な表現を考えているときに、問を

揩ｽせるためにいうことば。

③ いや一 105

P14

久米医師

?Lエ

驚き、困惑、嬉：しさなど、何か強い感

薰ｪ高まったことを示す。

④ なにを一 113 ユキエ 「何を言うか」の意味で、相手に喧嘩

�ｵかけるときのことば。

⑤ あの 101

P21

久米医師

?Lエ

相手に言葉を発する前のためらいを

ｦすことば。

⑥ あら一 115 （ベテランの）看

?t

以外なことに接した驚きを示すこと

ﾎ。

解説：「え一と」は相手の存在を前提としていないが、「あの（う）」は前提として

おり、独り言の中で「あのう」ということはあり得ない。「いや一」「いやいや」

は、否定の意味の「いや」、拒否を示す「いや」とは別のものである。「なにを一」

というのは、喧嘩を売るときの決まり文句である。

　上の中には、ジェンダーを示唆するものがある。「やあjは男性的、「あら一」

は女性的である。認知的には大きな意味を持たないように思われるが、ジェンダ

ー指標性を持つ語は、話者の態度についての情報、ひいては、発話をどう解釈す

べきかについての重大なサインを発していることがあるので、注意が必要である

（たとえば、異性語を用いて冗談であることを示す「他人格モード」（因2004c）

など。

3．

①口ほどにもない。

②悩むことないか。
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③何てこと言うんだ。

4．

＊女性的な表現を含むもの

　私も、最初そう思った。

　私も、最初はそう思ったんだけどさ

　じゃ、そのとき、眼中になかったんだわ。

＊男性的な表現を含むもの

　だって、大人の患者さんだぞ。

俺はいやだな。俺は大谷さんって呼ぼう。

俺には三ついたことないそ。

＊中立的な表現を含むもの

　もう一、ミワちゃんにはまいるね。

　この間は氷枕の氷を食べてたよ。

　ミワとかミワちゃんって呼び方、抵抗あるな。

　でも、心は完全に子供だよ。

　ウン、久米先生はそう呼べば？

　「お母さん」とか言われちゃうとさ一

その時によって振られる役が違うんだよね

隣iのおねえさんだったり、ちゃんと看護婦のこともあるし、

　がっかりしないで。

　がっかりなどしてない。

5．

　女性は、文末には多く中立的な表現を使っているが、女性語が全く使われないわけでは

ない。男性は、男性ジェンダーが表示される文末表現をよく使うが、中立的表現も使う。

従って、ジェンダーを明らかに標示する表現は比較的少ないと言える。

　自称には、男女の差がはっきり見られる。男性は「俺」、女性は「私」を用いる。

解説：現代語において自称以外は中立的表現が優位となっていると指摘されてい

る。しかし、ジェンダー標示表現が全く使われないわけではなく、使われる場合

には単に話し手の性を示す以上の機能を負っていることがしばしばある。修辞的

技巧的使用がフィクションだけに限られた現象ではないことは、石川（2008）

などが報告している。
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6．

「だってだって・…　　もん」という、主観的に自己を正当化しようとする表現を用いて

いることと、こどもが拗ねたときのように、指を唖えるようなしぐさをしていることを指

している。

7．

まず、用いる呼称が異なる。こどものときは名前を使って「ミワ」「ミワちゃん」と呼び、

大人のときは姓を使って「大谷さん」と呼ぶ。また、文末のレベルが違う。こどもの彼女

には普通体を用い、大人の彼女には丁寧体を用いている。また、こどもの彼女には「えら

いねえ」など、直接的なことばでほめるが、大人の彼女に対してはそうした行動をしない。

解説：最後にあげられた言語行動の違いは、見落とされがちな特徴である。日本

語では、「ほめ」という言語行動を率直におこなっても安全である文脈はかなり

限られていて、その一つが、相手が子供である場合である。「ほめ」という言語

行動は、相手に何らかの埋め合わせるべき欠落、損傷などが生じていることが前

提となるため、大人が相手の場合にはあまり露骨なほめは行われない。しかし、

子供が相手の場合には、相手が未熟な存在であるため、適切性について問題が生

ずることは少ない。「えらいね一」というのはこどもへの典型的な誉め言葉であ

る。ただし、思春期にさしかかった子供には慎重に行う必要がある。「えらいね

一」などと言われると、子供扱いされたと思って傷つくかもしれない。

8．

1）はじめは、大人の患者として扱おうとしたのだが、相手が自分を子どもと信じて話し

ているため、相手の気分に合わせざるを得なくなり、子供のように扱うことになってしま

った。

2）聞いていたとはいうものの、見掛けとは全く別のアイデンティティを体現している患

者の姿を実際に見て驚いたのと、自分が当初の信念に反してやすやすと相手のペースに巻

き込まれてしまったことにも驚いてしまい、どうしていいかわからなくなったのであろう。

3）ユキエは、ミワがあまりわがままを言うので腹を立てて、ミワを最も傷つけること、

即ち、ミワの一番大切な人を自分が奪ってしまったという嘘をついた。ミワがユキエの想

像以上に深い傷を受けてしまって大変悲しそうな顔になったため、ユキエは慌てて自分の
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言葉を取り消し、自分など相手にされる筈がないと卑下して見せたところ、ミワがあっさ

りとそれを肯定したため、また腹を立てた。

4）既に大人の心を取り戻している彼女には何故医師が自分のことを不適切な呼び方で呼

ぶのかいぶかしく思われ、理由を問いただしたいのだが、その行為が医師の行動を非難す

ることになるかもしれないと思われるため、ためらったのである。

9．前の病院にいるときには寝たきりにされ全く精神的刺激が与えられなかったため、精

神活動が鈍ってボケてしまった。今度の病院に移ってきてから、人々が皆親切に彼女に合

わせて交流し、運動もさせたので、精神活動が活発さを取り戻して、ボケが治ったのであ

ろう。また、彼女に気を使う人だけでなく、ユキエのように生の感情をぶつける者がいた

ことも、精神活動の活性化には役だったであろう。

指導のポイント：ユキエの大人げないとも言える言動が、かならずしも否定的に

評価されるべきものではないことに注意を促したい。「きびしさ」であれ「やさ

しさ」であれ何であれ、あらゆることが両義的に働き得るという事実を承知して

おくことが異文化理解のためには重要である。

10．略

11．損得勘定によって自分の感情を隠したり偽ったりすることのない、こどもだけが持つ

率直さを持っていたからであろう。

指導のポイント：「損得勘定がない」「自己保身に汲汲としない」というのは、重

要な点である。「ユキエ」も、子供らしさを大いに残した、狡さとは無縁の人物

として描かれている。
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タスク5　『㎜』No．　1　タスク解説と解答例

指導のポイント：

　今回の作品は、ロ語的俗語的表現が頻出し、また、男性の話者によるスタイルの操作が

観察できることが大きな特徴である。文化的な面でも、職業観や職業に基づく差別意識な

ど、面白い議論の糸ロとなる要素を含んでいる。いじめ、刺青（及び、そこから連想され

るヤクザの存在）などの現象も学習者の関心を引くかもしれない。

　言語行動の面では、見掛け上の印象と真意が必ずしも一致しない発話についての理解を

進めたい。いわゆる「悪態」（明らかに攻撃性を含んだ発話）の中でも、親しい人間関係の

中での「遊戯性」を含んだものと決定的に失礼なものがあること、また、一見配慮を含ん

だ発話の中にも、「悪態」よりもずっと根の深い攻撃性を秘めたものがあることを意識化さ

せたい。

　この作品では、いわゆる世問的評価と人間としての価値が必ずしも一致しないことが大

きなメッセージとして語られている。郷子の母親は、周りの人々を幸福にし、経済的基盤

も着実に築いている立派な人間である。また、彫師という特殊な職業の男性が登場する。

この職業は特殊であるが、「寡黙で人付き合いが苦手な職人」というのは日本人が了解し共

有しているステ金目イプの一つである。無口で一見気難しそうだが誠実そうなタイプを好

意的に見る傾向も日本人の間にはよく見られるが、学習者が理解しにくいものの一つかも

しれない。

解答と解説

1．

①客の人気によって支えられる、収入の不確かな商売の俗称。料理店、バー、キャバレー、

　スナックなど。

②形式的で真面目で、面白見のないこと

③困難…にくじけない心

④本気で

⑤得になることが多い

⑥物事を処理する手際が悪く、時間がかかる

⑦仕事をする様子、仕事の仕方

⑧依存する

⑨知っていることを敢えて知らないふりをする

⑩今の状況。昔は普通だったことも今はもう期待できないというニュアンスがある。

⑪今。もう遅いというニュアンスがある。
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⑫小さいものがあちこち動き回る様子の形容。

2．

①やつぱ←　やはり

②やな　←　いやな

③つたく　←　まったく

④んじゃ　←　それじゃ、それでは

⑤ンな事←そんな事

⑥あせんなくても　←　あせらなくても

⑦やんなつちょうよ　←　いやになってしまうよ

⑧ばっか←　ばかり

⑨金払や　←　金を払えば

⑩すげ一　←　すごい

指導のポイント：「ん」は、「ない（否定）」の縮約である場合と、「る」の代用

である場合があり得る。「食べんの？」というのは、東京方言では「食べるの？」

に当たり、九州などでは「食べないの？」に当たる。

3

①相手に不平や文句を切り出す。単純な間違いではなく、もともと心得違いがある、と批

　　判ずる気持ち。

②目前にある事態や相手の言ったことを認めない気持ちを、それの正体についての疑問を

　　呈するという形で表明している。

③目前にある事態に大きな驚きを感じたことを示している。「やだ」というのは、戸惑い

　　を示すもので、嫌悪感を示しているのではない。

④次に言うことを強調する気持ち。「何といっても」

⑤「そう言えば」。前の文脈の何かに関連したことを切り出すための決まり文句。

⑥目前にある事態を認めない気持ちを「理解・納得ができない」と述べることによって表

　　明している。

⑦「それはもう」強調する。
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4．〈悪態〉の例

36 女性客 何言っての、おばさんの娘がこんなカワイイわけないでしょ

36 女性客 な一によ、あんた、失礼ね

37 女性客 てめ一は子供の前で熱いってんだよコラあ

44 母 あっそ、そ一ですか、そんじゃい一わよ、一人で食べるから、せっかくおい

ｵいお寿司なのにさ一、郷子のパーカ、べ一だ、べ一だ

55 男性客 なんだずい分セコイ店だな、ちゃんと酒おいてんのか

男性客 うるせ一な、よってちゃいけないってのか

なにとぼけてんだよ、今どきそんなのハヤんね一ぞ、つたく

4－2　本当に険悪なのは、55ページの男性客の発話である。

解説：「悪態を吐く」というのは、相手にとって攻撃的な発話をあからさまに行うこと

である。その中には、相手への心からの悪意に基づいているものと、怒りの気持ちも

あるが本気で相手と決裂するつもりはないものがある。後者はしばしば、攻撃性を殊

更に強調する仕掛けが組み込まれており、遊戯性を含んでいることが多い。その仕掛

けとは、定型的表現であったり、攻撃という言語行動をするのに好都合と思われるペ

ルソナの採用であったりする。例えば、44ページで母は、長音を多用するイントネー

ションを用い、「べ一だ」と言いながら目の縁の皮膚をひっぱる行動を取っている。こ

れは、子供が喧嘩するときの定番の文句としぐさである。また、37ページの幼子を連

れた母親は、他の女性に関心を示す夫を碧めるのに、ひどく乱暴な男性のような言葉

を使っている。ここで、上品な言葉遣いをしたら、裏側にある攻撃性・怒りが、抑圧

されているだけに一層強く感じられることであろう。

　攻撃を行うにあたって、間接性など配慮を示す表現を含めず攻撃性を包み隠さない

こと、即ち話し手が「確信犯」であることを明示することの方が、話し手のフェアな

態度を示し、逆説的に決定的な決別を回避させることがある。

5．

小泉太郎は、母と話す時には男性ジェンダー標示表現をあまり使わず、中立的な表現及び

女性的とも言える表現も使用し、母と同じような話し方をしている。相手との差を目立た

なくし、信頼できる仲のいい友人として接していると考えられる。一方、郷子に対しては、

男性的なことばを使って、普通体基調の話し方をし、身内の年長者（兄）のように振舞っ

ている。仕事をする気分に切り替えるという意図のある部分では、丁寧体を使っている

（p．2　8）
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解説：太郎は、明子の打ち明け話の相手をしているときには、男性的な表現を使わ

ずに「そおねえ」「そこなのね」と女性的な文末を用いて、相手に同調を示している。

「同調」は、下位者が上位者に対して示す典型的なポジティブ・ポライトネス・ス

トラテジーである（松村・因　2001参照）。一方、郷子に対しては、初対面のとき

から普通体基調の男性ジェンダー標示形式を含む話し方をしており、相手に合わせ

るのではなく自分が主導的な立場に立っている。「主導権を取る」という行動も、他

の全ての行動と同様に、根底に親和的意図を想定するか攻撃的意図を想定するかに

よって、異なる解釈が可能である。攻撃的意図の存在を前提に解釈すれば「支配し

ようとしている」ことになるが、ここでは、郷子に対して「保護してやろうとして

いる」と考えるのが妥当であろう。

1．弁護士や医師などの仕事は、困った人を助け皆に尊敬されるから、尊い仕事である。

一方、お酒を飲ませる水商売のような仕事は卑しい仕事である。

2．ごく幼いときは母の仕事を嫌ってはいなかったが、小学生のときに母の仕事が原因で

虐められ転校したことが原因で、上のような考えを抱くに至った。

3．医師や弁護士の家庭に育って一流大学を出て、自分も医師や弁護士の仕事をしている

人。

4．育ちもよく秀才であるが、職業によって人を差別する。そうした自分の偏見について

意識がなく、親の職業を手伝うことが「自分を既める」と言ったりすることが相手に対す

る由々しい侮辱であることに気づいていない。このことから考えると、苦労をしたことが

ないため、人の様々な境遇や感情についての想像力がないのであろう。

5．明子は、スナックの仕事を通して人々の心を癒してきたばかりでなく、経済的にもし

っかりした基盤を築いていた。人間的に郷子よりも一一枚も二枚も上手であって、とてもか

なわないと思ったということ。

6．同年輩の女性にも、若い夫婦にも、人付き合いの下手な男性にも、楽しく心の安らぐ

場を提供している。「人の役に立つ」という点では、弁護士にも医師にも負けない仕事をし

てきたと言えるだろう。
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7．女性の働ける仕事が少なかった時代にひとりで子供を育てようとしていた母にとって、

スナックを経営することは子どもと自分の生活を支えるために必要なことであったのだが、

娘の心を傷つけることになってしまった。手紙をとっておいたのは、自分の仕事が娘を傷

つけたことを忘れず、それを心の戒めとして、いつもちゃんとした生活態度で一所懸命仕

事をしていこうと考えたのだろう。

8．母は、郷子が一流大学に合格し法律家の道を歩き出したことは嬉しく思っているが、

立派な仕事についたからといって他の仕事を軽蔑するような俗物になってもらいたくはな

い・郷子がスナックのママの仕事を体験すれば、この仕事も弁護士とは別の方法ではある

が人々の役に立つのだということに気付き、母の生き方を理解すると同時に、人間的に成

長してさらに立派な弁護士になるだろうと期待した。

9．略

10略
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タスク6　r火消し屋小町』纏1　タスク解説と解答例

指導のポイント：

　今回の作品は、消防士という伝統的には男性専有であった職業に就こうとしている女性

が主人公であり、規律が厳しく上下関係のきっちりした職場が舞台となっている。主人公

の夏子は、「杉坂なな子」（『研修医なな子』の主人公）や「似鳥ユキエ」（『おたんこナース』

の主人公）と同様に、損得勘定よりは自分の信念に忠実で、いい子ぶったところがないの

が最大の魅力である。

　主人公が社会規範の枠の中に収まりきれない奔放さを持ち、硬直した状況に混乱を与え

て新たな活力に満ちた安定を作りだす「トリック・スター」としての役割を帯びていると

いう特徴はフィクションの多くに見られるもので、マンガ独特のものとは言えない。マン

ガだからこそと考えられるのは、主人公が、本当の異端者や反社会的人物ではなく、最終

的には「愛すべき存在」として社会に受容されているということである。マンガは人生に

ついて深く考えさせるというよりは読者の心を解放し明るくすることを大きな目的として

いるため、読者が感情移入することが想定されている主人公は、普通の人より何倍も「困

った奴」で好き放題に暴れ回るが、その反面、普通の人より何倍も「いい奴」でなければ

ならない。この、「ちょっぴりお行儀は悪いが、心のやさしい正義漢」というのが現代のマ

ンガの典型的ヒーロー・ヒロインである。

　このシリーズでとりあげた主人公たちは、女性の伝統的規範、即ち、「美しくてやさしく

て従順で、その存在だけで人々に愛される」という条件には全く当てはまらない。「トリッ

ク・スター」の役割を担う彼女たちは、従来の規範をはみ出した行動をとり教条主義的な

人々の眉を予めさせるが、一方で、教条主義者に欠けている豊かな感情と、打算的な人々

の持ち合わせない強い倫理観・正義感を持ち、周りの人々に対して教科書的礼儀をもって

保身を図るのではなく、硬直した規範を超越した高次の人間関係調整技能を持っている。

　「なな子」にも共通するが、夏子に特に顕著に見られる特徴は、彼女がその時の状況に

合わせて自己演出をすることである。普通のデフォールトの話し方とは明らかに異なる文

体を駆使し、特定のタイプの人物像を演出しようとする話し方は、そのときの彼女の態度

についての情報を発信していている。発話を解釈するには、文脈とともに、言語の字義通

りの意味・音声や表情の発する情報・文体の発する情報を考慮に入れなければならない。

通常は、前者の文脈情報と後者の3要素とは一致しているが、後者のどれかが文脈情報と

ずれている場合がある。例えば、相手が友人なのに、尊敬語を用いている（p．12、19）と

いうような場合である。こうしたずれを知覚し、そこに話者のどんな意図が込められてい

るかを推論する必要がある。
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解答と解説

le

①縁故、及び、それから得られる利得（英語のconnectionから）

②人に先んじて自分の身を捧げる

③いかにも頼りになりそうである

④いかにも勇敢である

⑤まともな、ちゃんとした

⑥　気分を害す、腹が立つ

⑦人の機嫌を取って気に入られようとする

⑧人が隠していることの核心

⑨簡単に負かすことができない

⑩繊細ではなく強い

⑪秘密にしておく

2．　＠

俗語は使えない。言葉の内容の良し悪しの問題ではなくて語彙の文体の問題であ

る。例えば、「死ぬ」の意の「ゴネる」が正式の場面で使えないのは、死ぬとい

うのが望ましくない事柄だからではなく、文体が上品ではないからである。

3 ⑤＠へ

4．

①すごい

②ではないかという

③かきこんだ

④かぶせるんだよ

⑤消えれば

⑥そのかわり

「ん」の原音には複数の可能性がある。①の「ん」は、鼻濁音の鼻音的特徴が強

調されたもの、④は「る」が「ん」となり、名詞化の「の」と同一化されたもの、
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⑥は「の」の母音が省略されたものである。

　このほかに、よく見られるのは「ない」（否定）が「ん」となるものである。

　27ページ、「戻んな」は「戻りな（上がり調子、肯定の命令）であるが、文字に

よる表現の上では「戻るな」（下がり調子、否定の命令）と同一である。

5．南夏子の言葉遣い

女性的な言葉遣いの例

①11頁一体予算がいくら出たのか知りたいもんよね。

②12頁携帯型イコン塑。

③17頁　あとの点検が大変だった埜。

　そのほかに、

　17頁　「あたしの相方がその女でさ一」

　18頁　「公務員なら何でもよかったのよね一」

　20頁　「図星でしょ？」

男性的な言葉遣いの例

①23頁あっちの世界にいくな

②24頁くっそお、手ごわいな

③25頁うれしそ一に廊下に張ってあったぜ

　そのほかに

　25頁わしらは消防士

　27頁　そろそろ戻んな　（←もどりな。「戻れ」という命令形。否定命令ではない）

男のように話すのは、緊急の場面で強く勇ましい気分に自分を追い込もうとしているとき。

　夏子のデフォールトの話し方は、例えば班長たちと話している場面（P．11）、ボ

ーイフレンドに電話をかけている場面（pp．17・18）に見ることができるだろう。

基本的に中性的な話し方だが、女性的な語尾、「（名詞）よね」「（名詞）なの」、更

には「わよ」などを使うこともあり、自称は「あたし・私」である。これに対し

て、火を消す場面（pp．23－26）では、男性的な文末表現を多用し自称には「わし」

を使うなど、男性のような話し方になっている。これは、消火するという危険の

伴う行動をするにあたって、強く勇敢な人物像を演出しようとしているのである。

他者に対して見せるためというより、自分の気持ちを盛り上げるためなのかもし
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れない。

　デフォールトとは異なる文体に移行する現象は、こずえにも見られる。携帯電

話をとりあげで「教官室に届けさせていただくわ」（p．12）、「それがイやならお辞

めになれば」（p．19）と、同等の相手に尊敬語の普通体という、極めて女性的な、

現代の若い女性は用いない文体を用いている。これは、明らかに彼女のデフォー

ルトの話し方ではない。これは「（うるさ型の、権威のある）年長の女性」という

タイプを演出しようという意識の表れとみることができる。

　そうした、デフォールトからの逸脱を含み、特定の気分を盛り上げたり、発話

に遊戯性を付与したりする発話は、デフォールトの文体を持つ発話に混じって出

現する。

6．

（1＞合コン

　　男女同数のグループが付き合う相手を見つける目的で食事などを共にすること。集団

で行う「身合い」のようなものだが、紹介者を通して写真や個人情報を交換してから行う

伝統的な「見合い」のような形式的手続きを踏まない。

（2）だるま

　　仏教の禅宗の始祖と言われる達磨大師に似せてつくられた人形。普通は、顔以外の部

分を赤く塗り、底を重くして倒してもすぐに立つようになっている。開運の縁起物として

用いられ、願いがかなったときに目を入れるという習慣が、最近では特に選挙の時に行わ

れる。

（3）ハローワーク

　　職業紹介所の呼び名。

（4）髪を派手な色に染めて、いかにも遊び好きな感じの、不良っぽい女。

7．

（1）根っから真面目で、先生には気に入られるが学生仲間には煙たがられるような人。

（2）「山田」も「花子」も、名前の典型として例に使われるものであり、本当にそういう

名前をつける親があるとは思えないぐらい平凡な名前である。
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（3）見るからに、誠実な気持でその仕事を志望した筈がないとわかる

（4）本気で消防の仕事に熱意を持っている

（5）あなたの言っていることは正しくない。火事の原因は私がたばこをすったことではな

く、あなたがたばこを捨てたことだ。

（6）現実から逃げないで、火事という現実に対処しなさい

（7）そのかわり、携帯電話のことは、教官には内緒にしてください

［物語］

1．

父親の縁故で就職する筈になっていた会社が倒産し、困っていた時に消防士募集の広告を

偶然目にして、公務員は安定した職業であるからいいと思って応募した。まさか合格でき

るとは思っていなかったが、予想に反して合格したので、消防士になった。

2．

消防士という職業に心から憧れている。

3．

相原は規則を守ることを何よりも大切に思っているので、夏子のようにいい加減なタイプ

が気に入らない。夏子のほうは、毎日の生活の中で行動にいちいち文句をつけられるのが

煩いと思っている。

解説：極端と思えるくらいに規則を守るこずえは、先生や親に気に入られよう

と一生懸命自分の欲望を抑圧してきたのであろう。こういうタイプは、ある程

度認められはするものの、当然の帰結として友人にはあまり人気がない。逆に、

夏子のようなタイプは、教師にとってはいささか問題児であるが、友人には人

気があっただろう。こずえの夏子に対する態度の裏には、彼女に対する嫉妬・

反感とともに、夏子に対するあこがれも潜んでいるようだ。タスク4の素材に

登場する「三浦君」の「ユキエ」に対する態度との共通性を見ることができる。
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4．

夏子と連帯しようとする気持ち。また、夏子の示してくれた好意によって対面ばかり気に

するという自分の欠点に気づき、それを変えようとする気持ち。

解説：作者が読者に期待している最も素朴な解釈は、夏子がこずえを庇おうと

したのであり、「携帯の件」を頼んだのはこずえのプライドを慮って五分五分

の交換条件という形を取ろうとしたのだという解釈であろう。夏子の潔い態度

を見て保身に汲汲とした自分の倭小さに気付いたこずえは、そういう自分を振

り棄てるべく夏子と一緒に火事の責任を引き受けようとしたのである。しか

し、学習者の中には、夏子は単にこずえから「携帯電話の容認」という反対給

付を引き出そうとしたのであって、こずえが旗を踏んだのは夏子に借りをつく

りたくなかったからだと解釈する者がある。

　この解釈のずれの根本には、こずえと夏子のように全く性格が異なる二人を

敵対し続ける存在と見るか最終的に融和する存在と見るかの違い、より具体的

に言うと、彼女たちの関係の根底に家族モデルを想定するかどうかの違いがあ

ると感じられる。日本人にとっては、同期生などの関係のプロトタイプは「兄

弟姉妹」のような関係であり、最終的には助け合うべき存在で、対立しながら

も一緒に成長していくことを想定する。こずえが反発するのは夏子のことが気

になるからであり、その底にはしばしば、相手に自分とは異なる価値を見いだ

しているという事実が潜んでいると見る。（『おたんこナース』第一話の「三浦

君」の態度が思い起こされる）。これに対して、最初は嫌いだった相手と最終

的に融和するという進展を想定せず、敵対するものはあくまでも打ち負かすべ

き存在であると前提する文化背景を持つ人々もある。

　日本人にとっては、「雨降って地固まる」というフレーズに象徴されるよう

に、対立はその後にくる大きな和合の前提となり得るものであるが、対立は「敵

対」であり、戦いは融和でなくどちらかの破滅で終わるという前提を持ってい

る学習者も少なくない。「好きだからつっかかる」「愛しているからこそ苦言を

呈す」という行動が多くの人々に共有されたフレームとなっていることを意識

化する必要があるだろう。

5．こずえが、最も信頼する相手にしか打ち明けないような心の傷、即ち、自分はあまり

人に好かれなかったということを、嫌っていた自分に、突然打ち明けたから。

6．7．省略
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タスク7　『火消し屋小町』纏3　タスク解説と解答例

指導のポイント：

　今回の素材にも、文体的特徴が重要な意義を担っている発話が多く見られ、主人公の夏

子は状況に合わせて「洗練された」「荒々しい」「勇敢な」などと言った性格を演出してい

る。このような文体による演出は、その言語行動を最も巧みに行うタイプの人間に自己を

擬すことによって当該の言語行動の効果的に行える一方、その演技性によってコミットメ

ントを留保することができる。つまり、生の感情表出によって強い効果を与える一方、相

手の不興をかった場合には「今のは冗談、冗談！本気じゃない！」と言ってなかったこと

にもできるという、一石二鳥の効果を狙えるのである。自己を翰晦する程度は人によって

大きく違うが、輪晦の方法にも「ぼかす」だけでなく、「扮する」という手段があることを

認識しなければならない。

　夏子の自己演出は次のような部分に見られる。まず、56頁上段、夏子は「わたくし」と

いう、改まった自称を用いて、重々しく洗練された人物を演出している。次に、60－61頁、

夏子は怒りを爆発させる部分で、自称も文末表現も荒々しい表現（「わしら」「～ってか？」

「つぶせるもんかい（下がり調子）」を用いている。更に、67頁には、放水訓練を始めるに

あたって「10キロぐらいいこ一ぜ」と男性的表現を用いて「勇敢な」自己を演出している。

　また、普通体・丁寧体が聞き手についての想定を示していることが明瞭に観察できる。

58－59頁と67頁で、夏子は大和教官に逆らっている。58－59頁は、普通体を用いているた

め丁寧度が低いと考える学習者が多いのだが、この普通体は相手に向けたものでなく、独

り言のように脇に向かって吐き出された体裁を取るためのものである。一方、67頁の丁寧

体が使われた発話は、明確に相手を意識して馴せられたものと解釈される。こうした「疑

似独言」（独り言の形）や「疑似自発」（おもわず洩れてしまったという形）は、日本語の

会話において頻繁に用いられるストラテジーである。内容は発話者の生（に見せた）感情

を発露するもので、ポジティブ・ポライトネス・ストラテジーと見なすことができるが、

形式の発する意味という点では相手に向けた発話ではなく相手領域を侵さないもので、ネ

ガティブ・ポライトネス・ストラテジーと見なすことができる。即ち、一つのまとまった

形式の中にネガティブ／ポジティブ両方の要素が共存しているのである。このように、日

本語においては文体の発する情報が字義通りの意味と同等ないしそれを凌駕しかねないほ

どの重要性をもっていることは、銘記すべき特徴である。
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解答と解説

①仕事などにありつけない。

②未熟で、他の人が仕事などをやり遂げる効率を落としてしまう人

③やってしまう。しでかす。困ったことをしてしまう。

④結果が良ければ、過程や手順に問題があってもかまわないという考え方

⑤今か今かと待っていること

⑥仕事や訓練などにおいて、厳しさが足りない

⑦うっかりすると、ことによると

⑧足に力を込めて、抵抗する。

⑨体を横たえる。

⑩関係する、影響する

2．

③ 58 じ一ん 心に感激が沁みわたる様子 友の優しいことばにじ一んと

ｵて、思わず涙がこぼれた。

④ 61 ピタ 何かが動きを完全に止める様子

uピタリ」とも言う

たくさん来ていたメールが、

sタと来なくなった。

⑤ 70 うずうず 何かをしたくて、我慢ができなく

ﾈりそうな状態である

弟は、新しいゲームをしたく

ﾄうずうずしている。

⑥ 75 ぐら一り 重みのあるものが、安定を失って、

艪ﾁくり動く様子

ぐら一りと揺れたと思うと、

氓ﾌ瞬間、壁の棚から全ての

ｨが落ちてきた。

3．

①そいで　←　それで

②んなこと　←　そんなこと

③なれってか←　なれというのか

④消防士じゃねえ　←　消防士だねえ

⑤初めての放水訓練にしちや　←　初めての放水訓練にしては
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4．

頁 発話 誰　⇒　誰 観察　⇒　そのねらい

① 57 スミスに命令できるの

ﾍスミスだけ

スミス→

@　　上官

上官の命令に従わないということ

�A誰の命令にも従わないと一般化

ｵて言っている→英雄的な雰囲気

�oす

② 58・9 そ一お？それって、教官

ｪ古いだけじゃないで

ｷか。い一と思うよ、今

ﾇきは。結果オーライな

轤ｳ。

夏子→教官

續ｼは、

ﾄ子→自分

半分は教官に向けた発話として発

bして、半分は自分の内省のように

ｭ話している。→相手に直接向ける

ｭ話を減らすことによって、挑戦的

ﾈ感じを減らす

③ 59 考えるな 教官→学生

ｽち

相手の発言を途中でさえぎって、理

Rなども説明せずに断定的命令文

�ｭしている。→高圧的に自分の意

}を相手に押し付けている。

④ 59・

U0

なんじゃそりゃ一 学生たち→

ｳ官

内容は相手の発言に対する反発を

ｼ裁に示しているが、自分が通常使

墲ﾈい文体を用いている→自分の

C持を示す一方、他者の発言である

ｩのようにすることによって、直接

ｫを緩和している。

⑤ 60 バカになれってか？ロ

{ットになれってか？

ﾁ防士って、んなもん

ｩ？

夏子→自分

i同期生た

ｿ）

〈バカになる〉、及び〈ロボットに

ﾈる〉ことを要求しているのかと

｢う、答が否定でしかあり得ない質

竄�趨¥な省略のある普通体で発

ｵている→自分に言うという形式

�謔驍ｱとによって普通体の強い

齟ｲの疑問文を使うことを可能に

ｵ、怒りの気持ちを生々しく表現し

ﾄいる。

⑥ 67 え一、そんな！差別しな

｢でください。男子と同

ｶにやれます。

夏子→教官 丁寧な表現で要求を示している。→

ｽ発の気持ちを表出するのではな

ｭ、要求を堂々と教官に伝えてい
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る。

⑦ 67 5キロだぞ？想像して 教官→学生 断定的命令形で意図を押し付けて

みろ。5キロの米袋がド たち いるが、同時に、その命令の根拠を

一ンとぶつかってくる 説明している。→学生の正面からの

ことを。へたすりゃ後ろ 要求に応えて、相手の理解を助ける

に吹っ飛んで大けがだ。 という配慮を示している。

上官命令！3キロでや

れ

解説：

　②普通体の発話は反発の気持ちの存在を間接的に伝えただけで、教官にちゃんと

伝えてはいない。決定的な対立を回避しようとする意図があるとも言えるが、遠く

で不平を鳴らして相手に汲み取ってもらおうという甘えた態度だとも言える。これ

は、「ウチ」の範囲でよく用いられる意志表示の方法である。教官は、その気持ちに

対して対応をしていない。これに対し⑥の丁寧体の発話は、矛先をずらさずに反発

の気持ちを教官に伝え、対立の姿勢を明瞭に見せている。これは、「ソト」に向けた

意志表示であると言える。教官は、それに対して根拠を説明するという対応を見せ

ている。それとなく示された意志を汲み取ることをせず、社会性を帯びた意思表示

にのみ対応を見せるというのは、大人としての対応であると言えよう。

　「なんじゃそりゃ一」というのは、人気ドラマの中で俳優の松田優作（故人）が

発した印象的なせりふとして記憶される。名文句、決まり文句、誰かの口癖など、

他のコンテクストへの言及を含む発話は、発話者の地そのものを顕わにした発話と

は態度が異なり、修辞的で自己輪晦を含んでいる。

（物語）

1．これまで消防の訓練に全く熱意を示していなかった夏子が急に消防の仕事に興味を見

せたから。

2．司令官の命令に絶対服従すること

3．議員に対して平身低頭していること

4．以前に田山弓造が寄贈した校旗を訓練生（夏子）が燃やしてしまったこと
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5．「今度は」という言葉から、また前と同じようなものを持ってくるのではないかと予想

して、そんなことになったら困る、嫌だ、と思った。

6．相手を許可を与える権威を持つ存在として認める表現である「させていただく」を用

いているが、文末は丁寧体ではなく普通体である。「寄贈させていただく」というのは、丁

寧な形をとっているが、自分の意志を相手に無理にも呑ませようとする意図を示している。

7．班長は最もそういうことをしそうにない人であるという信念が含意されている。

8．水圧をあげてみたい

9．権造がだるまの下敷きになってしまうのを防いだことは確かだが、そもそも、それをし

　　なければならなくなったのは、夏子が水圧を勝手に上げてしまったことが原因だから。

（社会背景）

1．この議員が学校に配分される予算の決定に影響を及ぼす力があるから。

2－6　省略
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タスク8　r雲の上のキスケさん』Part　lタスク解説と解答例

指導のポイント：

　今回の素材である『雲の上のキスケさん』の主人公「眉子」は、会社員で、しかも、伝

統的な女性社員の位置である「事務」から伝統的には男の領域であった「営業」へと移っ

た、実力もやる気もある女性である。医師、看護師、消防士などに比べれば会社員の地位

や仕事内容は明確でないため、二子は公私にわたって日本社会の伝統的な女性観の影響に

苦しむ。この作品は、日本社会の因習的な面とそのような中で傷つきながらもまっすぐに

自分の道を歩いていこうとする現代女性の姿とを非常に具体的で現実味のあるエピソード

を通して描いており、登場人物の人物造型も巧みで、現代社会に生きる様々な人々の姿を

知ることができる。また、ジェンダーに基づく差別についての説得力のある描写が見られ

ることもこの作品の大きな魅力である。既に言い古された感もある制度上の不平等を指摘

したり、女性の権利を主張したりするのではなく、日常の平凡な行動の中に潜む弱い者に

対する差別行動をリアリスティックに描き、また、女性自身が加害者であり得ることや、

悪気のない軽率な行為の中に決定的暴力性が潜んでいることを描き出している。

　中心的論点は、瑛と二子の関係が壊れてしまった原因をどう考えるか、特に、鼠子の行

動をどう評価するかであろう。瑛の心の狭さを頭から批判する学習者も少なくない一方、

息子が「ごめんなさい、自分ばっかりでいて」と言ったことを根拠に、二人の破局は高子

が自己中心的な性格だったからだと主張する者がある。作品を率直に読めば、瑛も眉子も

誠実な人間として描かれており、どちらもいい人なのにうまくいかなくなることの背景に

日本社会独特の因習が描かれていることに気づくであろう。

　瑛は、愚子が事務職で終わるには惜しい実力を持っていることを見抜いて営業職に挑戦

することを勧めたくらい、高子の優秀さを愛していた。また、このエピソードの最後では、

傷ついた二子を人の目を気にせずに慰めに来るだけの潔さと優しさを持っている。しかし

そんな彼でも、自分が恋人の女性よりも仕事で劣るということには耐えられない。優秀な

女性は好きだが自分の恋人にはしたくない、恋人は少し自分より能力が低い者がいいとい

う考えに本音では共感を覚える男性が日本にはまだ少なくないだろう。

　眉子について、本人の反省の言を根拠に「自分でそう言っているのだから、この人は自

己中心的なのだ」と判断するのは、柳か単純すぎるだろう。日本では一般に、自己の非を

認めることができるのは大きな美点と評価され、だからこそ「率直に謝罪すれば許すべき

だ」という考えがあり、「すぐ謝る」ことが大切な社交術とされてきた。「反省」「謝罪」へ

の評価は日本人と学習者との解釈が異なる典型的な側面であり、外国人と日本人との問に、

（日本人の立場に立った言い方をすれば）「ちょっと謝罪すれば何の問題にもならなかった

のに、くどくどと言いわけしたために問題がこじれた」という事態が起こることは珍しく

ない。この考え方の違いを知っておくことは日本人にとっても外国人にとっても極めて重
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要なことである。このエピソードを是非有効に活用したいものである。

　言葉遣いの面では、今回は多彩な語彙の解釈がポイントである。個々の語の知識の獲得

というよりも、認知的意味と文体的評価を別々の側面として捉えるべきことを再確認する

ことが目標である。

事物解説

p．27　「結婚チャンス何とかってハガキ」

　　結婚紹介を行う会社の中には、広告活動の一つとして書籍購入の際にその会社への登

録申し込みや説明書請求を行うための葉書を配布するところがある。書店のレジ係の店員

が、代金をもらって書籍を渡す時に袋に一緒に葉書を入れるのである。申し込みに際して

は、自分の希望や考えについての質問に答えることになっている。

p．29　オニガワラ

　　日本の多くの家の屋根は瓦で葺かれているが、棟の両端には、恐ろしい鬼の顔のつい

た瓦が使われる。これを「鬼瓦（おにがわら）」と言う。家の中に魔が入らないように防ぐ

ためのまじないである。

p．41ハナヂブー（鼻血ブー）

　　興奮して鼻から血を流すこと。この文句は谷岡ヤスジの漫画の中で使われて流行語に

なった。

p．45　にっぽん昔話

　　日本で長年テレビ放映されている児童向け人気番組。日本各地に伝わる昔話をアニメ

ーションにしたもので、ほのぼのとした味わいが愛され、永年にわたって放映されている。

俳優の常田富士男、市原悦子の二人が声を担当している。

p．50　リクルートスーツ

　　就職先を探して会社訪問や面接などを行っている大学生などが着る、地味な色で真面

目そうに見えるスーツ。

解答と解説

1．

①ぐずぐずと文句を言って自分の意図を通そうとする。（本来は「こてる」が正しく、「ご

ねる」は「死ぬ」の意）

②他を大きく引き離す。

③内面の動揺を隠して、対面を整える。自分を真実以上に良く見せようとする。
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④腹が立つ。いらいらする。（ムカムカする、から発した）

⑤古くなって使えなくなったもの。

⑥都合の悪い状況展開である。

⑦「当たり」の意味。

⑧明らかにわかること。明白である。

⑨自己防衛をしている。

⑩可能性を探る。

⑪どうしょうもない。

⑫女性などを誘惑する目的で声をかける。

⑬女性の働きで食べている情夫。

⑭パニックに陥る。

⑮悪い目的の人につけ入られる油断がある。

⑯きちんと整っていて気持ちがいい。

⑰あざけってわらう。

⑱通常でない、少々皮肉的な視点から、物事を眺める。

⑲平気で見ていられない。干渉しないでいることができない。

⑳全く正しくない予測に基づいていること。

×＠N　＠N　＠

A　＠．　＠．　＠．　＠

解説：基本的に、絶対使ってはいけないのは、まだ全員に理解されるほど常用と

なっていない語である。新しい造語（例：パニクる）は、危険度が高い。また、

殆どの人が理解するにも関わらず、俗語という位置づけが確定しているものも正

式の場では受け入れられにくい（例：ムカつく、やばい）。また、媒体による違

いもある。△のついた語（例：ゴネる、ぶつちぎる、ミエミエ、ナンバ）などは、

話し言葉であれば、例えば業務上の会議の場で使ってもそれほど墾遭は買わない

であろうが、報告書や論文など、文書の中では全く不適切である。

　語彙の適切性の判断については、「不愉快な内容を示す」ことと「文体的不適

切性」を混同しないことが大切である。話し言葉などで不愉快な内容の事柄（例：

しぬ）を直接言うのを避けて別の言い方をする（例：なくなる）のと、文体的理

由からある語を忌避するのとは、区別して考えるべきである。また、個人の考え

によっても差があり得ることを理解しておく必要がある。

2．

①120階のビルの最上階から遠くを眺めていい気分だったが、真下を見下ろしたとたんにク
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うっとした。

②電車を降りて、財布やクレジット・カードを入れたハンドバッグを置き忘れたことに気

づいたとたん、その場にへなへなと座り込んでしまった。

③ぐっすり眠っているようだった彼女が、むくりと頭を持ち上げた。

④田中さんのことを素敵な人だと思っていたが、たばこの吸い殻を歩きながらぽいっと捨

てたのを見て、嫌いになった。

⑤あの映画の戦いの場面は、矢がひゆんひゆん飛び交って、迫力があった。

3．

①（体が）言うことをきかない

②がんばる

③恨みをかう

④ヤケを起こす

⑤心当たりがある

⑥宙に浮く

⑦他をあたる

⑧スキがある

⑨真実味を帯びる

⑩見栄をはる

⑪強がる

⑫見かねる

⑬見下す

⑭見返す

4．

①営業部、彼女より長くその仕事をしている瑛よりもずっとよい成績を上げたこと

②何をしても絶対に批判されず、受容される場。絶対に自分の優位が脅かされない場。

③本当にしたいわけではないが、会社の上司や日頃お世話になっている人など、断りにく

い人の紹介であるため、紹介者の顔を立てるために行う見合い
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④自分が誘おうとしていた途中で話に割り込んで、相手を連れて行ってしまったこと。

⑤物事が自分の思い通りになったことが嬉しくてたまらない様子

⑥眉子の胸が豊かであること

⑦「眉子の大きい胸に思わず眼がいってしまう」、つまり、大きい胸に関心があるというこ

とと、「子供の裸なんか見たってなんとも思わない」、つまり、胸には関心がなく裸を見て

も平気だということの、どちらが本当かわからない。

5．

①この小学生が男の先生を興奮させてしまうほどの魅力的な胸を持つことが不愉快で、そ

ういう女を「淫蕩な女」と決めつけようとしている。

②二子が自分よりも仕事ができるという事実を明が認められなかったからである。

③「藤田さん」と「セクハラ大尽」は本質的に同じである、ということ。セクハラ大尽は

女性を男性よりも低いものと思うからこそ失礼な態度を取るのであるし、藤田さんは男性

よりも低く弱い立場に甘んじることによって得をしょうとしている。どちらも、男女の本

質的対等を認めていない。

6．7．8　省略
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タスクg　r雲の上のキスケさん』Part　3タスク解説と解答例

指導のポイント：

　今回の素材は、登場人物の性格や行動、物事に対する考え方という点で、重要な観察対

象となるものが多く含まれている。特に、「店長」と「眉子」の関わり方、教わる人として

の「八百」、さらには、日本人の「職業観」を観察することが重要である。眉子は、このエ

ピソードの中でエステティシャンという技術者になるべく修業を始めているが、なかなか

身が入らず、気持の緩みを店長に厳しく叱責される。しかし、それにいじけたりめげたり

することなく店長に謝罪し、また、恋人との交際を小休止させてまで仕事に打ち込もうと

決めた。この店長と眉子の行動の背後には、労働力の売り買いの関係という以上の、教育

的関係が前提されていることに注意しなければならない。

　日本人にとっては、少なくとも伝統的には、職業は単に生活費を稼ぐ手段ではなく、そ

れを通して成長を遂げていく「修養」の場である。特に「職人」の世界には「修養モデル」

が顕著にあてはまる。また、手に職のあることは日本では伝統的に尊ばれてきた。店長の

言葉の厳しさの底には指導者としての責任と愛情があるが、これを想定しなければ、店長

は「意地悪で威張っている人」、眉子は、「滲めな仕事に就いて、お金のために上の言うこ

とに従わざるを得なくなった人」ということになる。

　日本の職業観は、最近まで終身雇用が一般的で職場が家族的モデルで認識されてきたと

いう事情の中で培われたものであり、学習者には必ずしも共有されていない。日本人の若

い世代にも共有されなくなっているかもしれない。しかし、まだ多くの日本人の認識の奥

底に残っており、日本人の行動や心理に影響を与えていると思われるので、学習者にこの

知識を与えておくことは重要である。

　発話の解釈の面では、攻撃的意図を秘めながら表面的には配慮を含む表現の解釈、逆に

攻撃的意図を包み隠さないこと、更には殊更に強調するという行動の意味の解釈がポイン

トとなる。教科書では対立の場面は殆ど取り上げられない上、日常生活でもそうした場面

を直接観察する機会は少ないだろう。また、たとえ直接体験があったとしても、自分や友

人の身に降りかかったことについて客観的に判断して冷静な議論を行うことは難しい。作

品中の事例をよく観察し考察を深めていくことが、現実の場面でも複眼的客観的態度を獲

得することにつながると期待される。どの解釈が正しいかにこだわるよりも、様々な見解

を出し合い、自分自身の文化圏での判断基準とは異なる判断基準があり得るかもしれない

ということを認識するよう促すことが大切である。

ストーリー解説

　眉子の転職

　前回のエピソードから今回のエピソードまでの間に、眉子は結局会社を辞め、今は、高
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校時代からの親友で香港出身のマニーの紹介でエステ・サロンに就職し、エステティシャ

ンになるべく修行中である。エステティシャンという職業は日本の中では比較的新しいも

のでその位置づけは明確ではないが、日本には一般的に手や肉体の技能を使う職人を卑し

む風潮はない。料理人、工芸士、大工などをはじめ、獲i得するのに年月のかかる難iしい技

能を身に付けている人は尊敬される。

　キスケと藪（編集者）

　キスケは売れないマンガ家であるため、編集者から作品の内容に不本意な注文をつけら

れても強く言い返せない立場にある。しかし、「シシャモ」の話など一見よく意図のわから

ない捻りの利いた話によって反論するといった間接的な行動は、立場が弱いからそうする

というよりは、キスケの個性によるところが大きいだろう。彼は、自己を客観的に見る意

識が強い人間で、剥き出しの感情を暴露することに照れてしまうタイプだと考えられる。

藪が信じていることが必ずしも正しいとは限らないと言うために「君がいつも食べている

シシャモはシシャモじゃなくてキャペリンだ」と指摘したことだけでなく、「仕事に集中し

てヒット作品を出し、藪なんかに文句をつけさせないようになろう」という決心を「下界

とおさらばして、戦地に行く」というようなお話に仕立てて語っている。自己批評性の強

い人間は、自己轄晦のために芝居がかった話し方をする傾向がある。（「四十万部川のむこ

うの百万部村に住んでるってよ」というのは、映画の中で主人公について町の人が噂して

いるセリフのようである。四十万部、百万部というのは、作品の売り上げ部数のことであ

る。四十万部、百万部というのが、まんが家の格付けが変わる基準なのであろう）

　マニーと岡ちゃん

　マニーと岡ちゃんは、眉子の高校時代の同級生であり、三子も含めて3人の問には兄弟

姉妹のような関係が成立している。マニーは社会情勢や人間関係を冷静に分析する鋭い知

性の持ち主で、自信に溢れているのだが、かつて自分の恋人を岡ちゃんに取られたことが

二度ある（岡ちゃんは性的にはバイセクシュアルである）。それをマニーは肉体的な関係の

せいであると考えているが、岡ちゃんに「やさしさがないから」と指摘され、それが自分

の最も痛いところを突いていたためにショックを受ける（P．43、「マニー崩壊」）

解答と解説

①自分の恋人や夫・妻との伸が睦まじいことを得意になって話すこと

②一度別れた男女が再び元に戻る

③了解する。納得する。

④「なんという」の、古い形。驚いたり呆れたり怒ったりする気持ちがこもっている。

⑤集中できない。
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⑥引け目を感じる。自信が持てず、積極的になれない。

⑦後にわずらわしい関係などが残ること

⑧苦労のため二二して、容貌が見苦しくなる。

⑨恐ろしい夢などをみて苦しそうな声を立てる

⑩見込み。将来への見通し。

⑪人に与える印象

⑫最近

⑬評価

2．

①あなたの悪い癖ですよ。

②「いらっしゃいました一」と返事する客はいないでしょ

③それからね

④おなじみさんの気持ちだね

⑤人間、歳を取ると育つものが大好きになるらしいよ

⑥フェイシャルの練習をやってみて

1．標準語で「ない」の使われるところに「へん」を使う

2．標準語で「ね」の使われるところに「な」を使う

3．標準語で「よ」の使われるところに「で」を使う

4．標準語で「だ」の使われるところに「や」を使う

解説：丁寧体基調の話し言葉では地方性はほとんど問題にならないが、普通体で

はかなり色濃く地域の特徴が現れる。マニーと眉子と岡ちゃんは神戸の高校で同

級生だったという設定であるため、3人は高校のとき関西弁で話していたと考え

られる。マニーが高校以来の友人に対し高校の時と同じ関西弁を用いるのはごく

自然なことである。

　眉子は東京での歳月が長くなり、友人や恋人とも東京言葉で話しているため・

東京言葉で話すのが自然になってしまったのであろう。あまり融通の利かない性

格だと思われるので、相手によってあれこれ使いわけることができないのかもし

れない。

　出身地以外の地域に住んでいる人には、自分の出身地の地方語の特徴をずっと

維持する人となるべくその土地の特徴に合わせようとする人とがある。マニーは

典型的に前者のタイプとして描かれている。関西弁を話す女性のステロタイプ的

イメージは、自己の主張が明確で、明るく、積極的、ざっくばらん、と言ったも

のであろう。
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2．

（1）普通体・女性的

②「石井さん」

（3）

頁 表現 種類

① 7 石井さん、きょうはこっち出てこなくていいから C

② 8 あなたは奥に行ってなさい。そろそろお客様が着くから A
③ 17 1　仕事は集中しておぼえなさい

Q　私が三日間の講習で覚えてきたことを同じ3日でやれとは言わ

@　ないからせめて一カ月なら一カ月と決めて徹底してやりなさ

@　い

R　それができないのなら徹底して雑用の人になりなさい。そのか

@　わり技術はもう教えない

S　よそ見する人は、よそに行ってくれていいわ

　A

④ 24 じゃあさっそくこれの清書からお願いね B
⑤ 24 前後の文章から推察しなさい A
⑥ 25 自分で考えろっ D

（4）

　②と③一4とは、一見「許可」、即ち、聞き手のしたい行動をとることを許すという、聞

き手にとって歓迎すべき発話としての形式をとっているが、実質的には②は禁止、③一4

は解雇という聞き手にとって不愉快な内容を伝えており、皮肉的で冷たい感じを与える。

　逆に、⑥は、高圧的な命令形式を取っているが、店長の地の文体から逸脱した男性的文

体で攻撃性を殊更に明らかにしていることによって「冗談」の要素が加わっており、温か

みを感じさせる。

解説：

　単純に考えると、①「出てこないでいいから」というのは、例えば「出てこな

いでね」というよりも相手の持っている要望を理解していることを前提とした表

現であるためより一層丁寧であるように感じられるが、実際にはこの場合相手は

「出てこない」ことを望んでいない。この逸脱を有学な特徴として感知し、ここ

に「皮肉」という鋭い攻撃的意図が含まれていることを理解しなければならない。

　逆に、⑥の「考えろっ」というのは、表面的にはつけつけとした命令形で、言

い方も「っ」があることから乱暴であることがわかる。しかし、乱暴さは明らか

に店長のデフォールトの話し方の範囲を逸脱したものであり、ここには遊戯性、
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冗談味が感じられる。冗談で「喧嘩」「言い合い」をすることは、親しさを深める

手段である。

　　②、③一1，2などの発話は、上司としての立場を明白に打ち出しており、

和らげようとする工夫も付け加えられておらず、非常に冷静で取り付く島もない

発話のように感じられる。この店長の態度を「冷たく、強圧的だ」と感じる学習

者が多いが、「潔い、公平な態度だ」という解釈も成り立つのであり、少なくとも、

眉子は後者の解釈を取ったと考えられる。即ち、この店長は、自分のしているこ

とが相手に対して愉快でない性質のものであること承知しているが、これを行う

のが自分の義務であるという確信があり、叱ったことによって跳ね返ってくるか

もしれない反発や非難も甘んじて引き受ける覚悟をしているため、緩和手段を講

じずに直接的な表現をしていると考えられる。「緩和表現」は、相手への「配慮」

でもあり得るが、一方では「保身」でもあり得る。相手への攻撃を行うかわり、

自己防衛も一切しないという潔癖さは、極端な場合には露悪的な行動に結びつく

ことさえある。「配慮」が「保身」でもあり得ることを意識してそれを嫌うような

自己批評性は、行動の裏に相手の意図を読み合うことが当然となっている日本社

会の中で発達した自意識に根ざすものであり、日本人の行動を理解する上で非常

に重要である。

（5）

　　眉毛は、注意を受けた時、その場では一言も言葉を発しなかった。店長の指摘した通

り自分に非があったため、何も言えなかったのである。しかし、その後、自分の方から態

度を改めるという決心を店長に告げ、どんな仕事でもいいからさせてくれるように頼んだ。

解説：確々がその場で何の反論も説明もしなかったことについて、「店長の意地悪

な言葉に傷ついていたから」という解釈をする学習者があるが、その前後の彼女

の言動を考えると、多子は店長の言うことは無理もないことだと納得していたの

だと考えられる。

　一般に、叱られたり非難されたりしたとき、自分の方に非が少しでもある場合

には、その重大さの程度に比べて叱責が厳しすぎると感じられる場合でも、言い

わけしたり説明したりはしない。

㈲省略

4．

眉子：前の職場では男性に交じって働いていたため、女性、特に、自分の母親くらいの年

齢の中年女性と接した経験が少なく、お客たちにどんな話をすればいいのかわからない。
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佐々木さん：以前に結婚していた時、夫の母とうまくいかなかった経験があるため、お客

で同じぐらいの年齢の中年女性には嫌われまいとして、自分の意見と違っていても我慢し

てひたすら相手に合わせる。しかし、我慢が限界に来た時には爆発してしまい、それまで

の態度から佐々木は自分と意見が同じだと思っていた相手を傷つけてしまう。

5．

客から自然に言葉を引き出せるような話しかけ方をしたほうがいい。

客に今の自分の未完成な部分を見せて、成長過程を見てもらうようにすること。

6．

失敗して叱られたあと、率直に非を認め、叱った相手の指導を続けて受けようとすること。

7．

佐々木は客の山村と家事のやり方について同じ考えであるかのように話を合わせていたが、

途中で我慢できなくなって自分の気持ちを一挙に吐き出してしまい、山村に深い疎外感を

味わわせてしまった。

8．

解説：相手と考えが違うのを当たり前だと考えて、それが表面化するのを気にしな

い文化圏もあるが、日本は一般に、意見の違いが表面化するのを避けようとする人

が多い。違いが表れないようにするためには、自分の考えを抑えて相手に合わせる

のが最も手っ取り早い。しかし、当然ながら我慢には限界があるので、お互いに譲

り合っている関係であれば長続きするが、一方だけが我慢している関係であると、

多くの場合最後には爆発してしまうことになる。

9． 12．　省略
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マンガで読む日本社会「働く女性たち」





予備タスク　なな子1

1．

（1）じゃあ　わかりました

（2）とりあえず　大丈夫です

（3）ところが　大変ですね

（4）もちろん　そんなことで

（5）じゃないの　でしょう　なるほど

2．

（1）うろつかれる （2）はずして　（3）しでかしても　（4）ひいて　（5）きいては

タスク1　なな子7

（1）新米　　いちいち

（2）骨やすめ　だって

（3）余計　　これ　　しかし

（4）やっぱり　不思議

（5）徹夜　だからって　　だから

2．

（1）積んで　（2）からむ （3）告げる　（4）受ける　（5）出る　（6）届け

タスク2　なな子65

（1）尻をたたく

（4）目の敵にして

（2）手が空いている

（5）腹が立っても

（or手が空いた）　（3）それが合わない

2．

（1）仕切って

（2）気になった　もまれた　くつろぐ

（3）つかえて　　込んで　　料金

（4）見当たらない　乗せていた

（5）はさまれて　　苦労
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タスク3　おたんこナース　1

1．

（1）自由　（2）かよわく　（3）みっともない　（4）弱い

2．

（1）変わった　　立て直し　見通し　わけ

（2）ささる　　はずさない

（3）ねらった（or　ねらう）　見守って

（4）くせに　　ふさがっている　　くれた

（5）勝手な

タスク4　おたんこナース　4

（1）まったく　　なにを一　　まあまあ

（2）いやあ　　あのう

2．

（1）寝たきり　　かえって　　状態　　ぼける

（2）求めた　　くせに　　ほどにも

（3）のだから　　こと　　落ち込ま　　出せ

（4）はめて　とれる

1
．

（1）つけて　　（2）はじまらない　　（3）まとめて

2．

（1）とりあえず

（2）正直言って

（3）そういえば

（4）言つと．くけど　　だいたい

（5）しかし　せっかくだけ

（4）なって　（5）する　（6）はれる
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タスク6　火消し屋小町　1

（1）それほど取り組まない入れる

（2）めでたく　まきか　させられる（orやらされる）

（3）こんな　　わざわざ　申し上げたら　（or言ったら）

（4）休んだ　この　なんで

（5）なんだ　そういう　たっても　出られる

（6）取り入る　たった

（7）する取り入れる

タスク7　火消し屋小町　3

1．

（1）おしこめられている

（2）勝手に

（3）なまぬるい　与える

（4）区別

（5）受け付けて　指示　通り

2．

（1）差別

（2）作業

（3）命令

（4）希望

止
断
従
用

禁
油
餌
採

タスク8　雲の上のキスケさん　1

（1）おびて　（2）あたって （3）かぎって　（4）つまって　（5）ちぎっては　ちぎっては

2．

（1）とにかく　　なすこと

（2）はんぶん　うのみ

（3）ろくな　さぞ

（4）まとも　だって　そりゃ
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タスク9　雲の上のキスケさん　7

　L

①優先

②設定

③過程
④見積り

⑤算段

⑥専念

2．

①うなされる

②よそ見する

③ひっかかって

④やつれて

⑤のみこんで

⑥ほったらかさない

⑦散って

⑧わめいて
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