
人物の外見描写表現
『長 くつ下のピッピ』における文型対照調査 (日 ･独 ･スロヴェニア語)

ゲーテ大学 重盛 千杏 仁

0.はじめに

中級日本語 (作文)の授業で人物の外見栴'-等'･の練習をしていると､学生が作る文の中に

次のような誤用例があった｡

1⊇*Aさんは小さくて丸い鼻を持っています｡

これは､∫-の状態 ｡性質を備えている'という意味で,人の体の部分にも言い及ぶこと

のできる印欧語の動詞 habenく独〉/iⅢetiくス〉/hayeく英〉 を日本語の r持つ｣に直訳

して､外見描写の表現に使ってしまった例で､印欧諸国の学生によくある誤用であるO日

本語では､次のような文にしたほうが自然だろう｡

23｡Aさんは鼻が小さくて丸いです,

2b｡Aさんの鼻は小さくて丸いです｡

2C｡AさんはJl､さくて丸い鼻をしています｡

ここでは､作文 (または較似の中級程度)の授業を進める上で､このような誤用を減 ら

すために,特に海外で日本語を教えている者が学習者のためにどんなことができるかを考

える｡さらに～ここで考えたことをある程度サポー トできるかと思われる文型調査と教材

調査をしてみた｡その結果を述べるo

1.中級作文授業の進め方 (一例)

海外で日本語を学習している者は､リスニングや会話の練習の機会があまりないまま､

短期間で日本語文法の基礎を学び､限られた語塵や参考資料を方区侵 して r作文｣の授業に

挑まなければならないのが現状である｡たとえは､ヨーロッパの多 くの日本学科の学生は､

Fj本譜を勉強しはじめて数年問 (またはわずか数学期間)は､語学コース (いわゆる語学

演習)の時間数が比較的おおいが､その後は各専門分野のゼミ形式講義などの比重が多 く

なり､語学力の持続及び向上は､個人の努力や､L]本留学のチャンスの有無などに左右さ

れる｡そんな中で､ r作文｣や ｢中級会話｣などの授業を受け持つ語学講師は､限 られた

時間内で､なるべ く効率よく彼らの能力を伸ばしたいと願っている.

筆者が毎年受け持っている ｢現代日本語Ft1披｣の授業は週二コマで､学期末の試験には

学生が作文を書 くことになっているご授業を進める上では_大体次の図のような手順を頭

に描いているo

上⊂造言重要⊂⊂互望立夏〕二重璽監コ 1
⊂宝表的文型旦塵義コ⇔[二遜三選覚遜五重直す天打だ粛軍コ

L→ ⊂重亙畳三コ←｣

授業で話題として取り上げる事項を教える側が提示､または学生の希望するものの中か

ら話し合いで決めた後,その トピックに関係する教材を用意するo 学生は最終的には文を
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書 くわけだがーこの中途段将では､なるべ く視覚や聴覚に訴える物を用意して､謹責時蘭

を活気あるものにしたい.たとえば人物外見描写の場合披､誰誌や新聞から切り抜いた人

物 ･顔写真､また､後に列記する既存聴解教材の刺す臥 それからもちろん､教室にいる教

師や学生を描写 しあうこともできる｡

これ らの教iALを使って議嚢や表現方法を学ぶなかで､ トピックごとによく佳われる文型

を凝 り上げて提示するDいくつかの典型的な文型を特に時間をかけて示せば,そ糾 ま印象

に残り､学習者がよく使えるようになるだろうやさらに､同じ母語の学習者を教える場合

は､よiある誤用を特にマ-クして_特定の審項 (たとえば描写)に使われる日本語の文

型がー母語で表現するときに使う真壁とは追うことに注意を促すと,誤籍も減るだろう8

2D文型調査

2｡i.調査の動機

冒頭に紹介した r持つj を使った誤用例は､

a｡Ⅹは⊂茎コが⊂璽コ¢

bQ濃の⊂二蛋コは[二義コc

cBXは亡霊コ ⊂亙コを しているO

という三つの日本語の文型に直したOこれ らの文型は苛人物の外見描写をする軒の能義的

文型だろうか｡ほかには､どんな文型があるのだろうか｡またー ドイツ語やスElヴェエア

語で haben/imetiを使う描写文は､いつもこの三つの文型のどれかに置き換える必要が

あるのだろうか8

2;2; 対象テクス ト

これ らの難関から､ 『塵くつ下y-J3ピッピJiA①ijン ドグレーン摩 日本語訳のなかで,A

物括写をしている部分の文型を讃べ､同じ搾蒜の ドイツ語,_Aだヴ三三ア語訳に健われで

も､る文型との比較対照を試みたO

『長くつ下のピッピ』は庶作がスエ-デン語のー小学校低学年用の物語である.日本語

の文型を訴べるのに翻訳されたテクス トを縫 うのは一番良い方法ではないが､ここで対照

を試みる三つの言語に共通の同一内容のテクス トは限られてしまうので､身近に見つけた

物を適んだに過ぎないC

次に,調査の対象にした部分全文を掲げるD (ドイツ語とスロヴェニア語のテクス トは

参考文献の後を参照)文中括弧でくくってある数字は､文型調査の対象にした個々の表現

単位に通し番号をふったもので,この番FL1-が後の滋にも使われている｡

日本語テクス ト

『長くつ下のピッピ』A.リン ドグレーン作､大磯-P,三訳,岩波書店 1968(9刷)

(筋 1章 ピッピ､ごたごた荘にひっこす)

仲 峨)(1)髪の毛の色は=ンジンそっくりD(2)その赤い毛をふたつにわ打て,(3-)き

つく編みあげ､(4)その二本のおきげがぴ-んとつきだしています｡(5)鼻は､ちつちや

なジャガイモみたいで_(6)そばかすがいっぱい｡(7)その鼻の下には､ほんとに大きな

口があって､(8)じょうぶな､まっ白の歯がのぞいていますD(9)着ものが.またかわっ

ていました｡(10)それは,ピッどのお手製でした｡ (中略) (ll)す らっとした,長い
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両足には､長靴下をはいていましたが､(12)かたっばの靴下は茶色で､もうかたっばは

農でした｡それから､(13)足には､黒い乾をはいていましたが､(i4)その乾の大きいこ

とといったら､足のちようど倍もありました｡

(中略)(15)それは､しつぼの長い､(16)小さなサルで､(17)青いズボンをはいて,

(18)みじかい黄色の上着をきこみ､(19)白いむぎわら帽子をかぶっていました｡

(第 2尊 ピッピ､門にこしかけ.木にのぼる)

｢(鴫)(20)あんたのおとうさんって､どんなようすしてるの? (21)日は青い?｣

(嶋) ｢(22)そんなにのっぽでも､ちびでもなくて､(23)ちようどいいくらいの大きさ

?｣ (鴫) r(24)黒い噸子で､黒い靴?｣ (略) ｢(25)その人､はげあたます｣ (噸)

｢(26)その人,けたはずれに耳が大きくて､その耳が,ずうっと.かたまでたれてる?j

(鴫) r(27)そんな大きな耳をした人を､あなた,ほんとにみたの?｣

(第 9章 ピッピ､コ-ヒ-の会によばれる)

,‥ (略)きようはとくべつなおよばれなので､(28)ピッピは宴を縮まないでおきま

した｡ですから､(29)赤い髪の毛が､ライオンのたてがみみたいに,顔のまわりにたれ

さがっていましたD(30)口は､赤いクレヨンで､まっかに払ってあるLt(31)まゆげも

まっ黒 くぬってあるので､(32)どうもかみつきそうな顔にみえました.(33)爪も､赤い

クレヨンで,ぬりたててありましたし､(34)靴には､大きい線のリボンがつけてありま

した｡

2.3. 描写事項の分轍と､日本語文型の種類

以下に､上の謝査対象の文章から見つかった文型と､それぞれの文型が表す描写事項､

そしてその文型が現れた回数を表にして示す (表 1)｡なお､ ｢描写事項Jは､人物外見

描写をさらに描写の対象の種類によって､次の三つに分けたものである｡

ア.その人全体がどんなか｡

ィ｡その人の身体の一部がどんなかo

ウ.その人がどんな物を身につけているか｡

人物の外見描写として.

工.その人がどんなことをする (している)か｡

という項目もさらにたてられるかも知れないが､ここではこれに当たる表現が見あたらな

かった｡

なお､文型申､Xは外見描写主体 (描写されている人物)､亡二亙コは名詞句､1抱 lは

形容詞句 (形容詞的動詞のテイル形で状態を表しているものも含む)､匪三司は動詞のテ

形をあらわす｡
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望｡4, 日本語テクスト調査で分かったこと､気づtyJ､たこと

2.確81｡ コ､---パスについて

『慮くつ下のピッピ』は､思いが阜j･ないことが起こったり､希抜な人物が登場する話な

ので､第一印象では,この認壷をこ適していると感じたが,いざ ｢Å物描写j の表現を探し

てみると､調査の対象として取り上げることのできる部分の､物語全体に対する比率はか

きかった｡しかし､これは-｡穀の物語に共通 L,て､描写に終始するのではなく､ある程度

の数の登場A物の紹介の後は,そのÅ達の問で起こる山東撃の方へと表現を移行して行く

ためでありー当然である｡読宜を行う上で妄よ､対強の表現数をもう少し多く採りたかった

が､ 34例に終わってしまった｡

調査の対象にした文の後半 (第 9車)の部分は､物語の始めにすでに紹介されている

入物ピッピが,この日のパ-ティーのために､いつもと違った格好をする部分である｡そ

のため､ふつうの場合の外見描写表現と違い､ (ある日的 ｡機会のために) ド-ておく｣､

｢-てある｣という文型が目だっ｡

2.4.2.文型調査で

合計わずか 34例における調査なので､最終的な結論とは言えないが､使用頻度から見

て人物の外見描写に用いられるもっとも典型的な文型は a.,b｡,d.ヲ e｡であろう｡文型

C. の使用顔度はこれらに比べて低い｡

文型 eiXは⊂:蛋コだ｡に使うことのできる､人物崩写表現に特有の名詞､ちび､のっ

ぽ､はげ,～､などの語虫も､このような機会に紹介するといいと思う｡文型自体はもっ

とも初歩的なもので､特に提示して習得させる必要はない｡

代表的文型はある程度朋られるが､生き生きとした文 (読んで楽しく,表現が豊かな文)

には､いろいろな文型の使用が必要だろう｡この調査では､うなぎ文, g.藍三三】おいた,

h.匪三ヨある,i.Xは⊂五コに見える､などの文型も見つかったO
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2,5ードイツ語 ･スロヴェニア語テクスト誠査

『長くつ下のピッピ』の独語訳､スロヴェニア語釈において,日本語の文型調査に破 り

上げたのと同じ部分の人物外見描写表現を調べた｡ここでは､本稿の冒頭に挙げた､学習

者の r持つ｣を使った誤用例に関連して､主語が描写主体で､独話では haben､スロヴ

エニア藷では ineti (ともに r持っている､所有する,ある状態 ･性質を備えている｣

の意)が現れる文を対象テクストからすべて拾い,それを描写事項や日本語の文型ととも

に次のような表にしてみた｡ (表 2)表申 xが記してあるのは､各表現に独語 ･スロヴ

ェニア語でそれぞれ ｢持っている､所有する､など｣の意味の habenまたは imetiが使

われているということである｡二つの言語の一方には ｢持っている｣に対応する動詞が現

れるが､もう一方には現れない場合は,もう一方の言語の構文に ｢持っている｣に代わっ

て現れる語を記したO (ちなみに, ドイツ語 tragenは ｢衣拭 ･装身具などを身につけて

いる､ (髪を)～,の型にしている｣の意の動詞.スログェニア語 bitiは英語の tobe

にあたる紫辞､A/Sは P-を備えた､持った｣の意味の前置詞G)

表 2

テクスト内番号 描写事項 日本語文型 ドイツ語 スロヴエニア語

(ll) ウ. d. A 冗

(12) ウ. b｡ 汰 汰

(13) ウ｡ d. 汰 X

(21) ィ. b. X 汰

(24) ウ. うなぎ文 X X

(25) ィ. e. 冗 biLi

(26) ィ. a. 汰 X

(27) ィ. C. 冗 Z′S

2｡5.1.ドイツ語 ･スロヴェニア語の人物外見描写に使われる haben/iⅢeti

habenまたは imetiは､描写事項を見ると,ィ. (その人の身体の一部がどんなかB)

とり. (その人がどんな物を身につけているか｡)の両方の表現に使われるが_この調査

では､スElヴェニア語よりドイツ語の方が使用回数がわずかに多かった.

日本語では､描写事項ィ.とり.に共通して使う文型は a.,b.,d.,h.である｡ (義

1参照)簡単な例文を並べてみると次のようになる｡

3. Xは目が青い｡ (

4. Xは服が派手だ｡

5. Xの日は青い0

6. Xの服は派手だ0

7. Xは髪を染めているB

a.ィ.

ウ

イ

ウ

イ

a

lD
b

d

′lヽ
(

(

(

91



8. Ⅹは上着を着ている｡

9. 又の髪は切ってある｡

10｡Ⅹの靴は磨いてある｡

)

I

lヽ一,

抽ソ
イ

ウ

.Jq
ln

LE

L･illっ
′一ヽ
′ltt

これらの例文を見ると､次のことに気がつくO文型 a.と b斤は,第三者がⅩ (樵写され

る者)を客観的にみて表現するもので､生まれつき棒に備わっているもの ほ の色,足の

長さ,顔の潜など)､また､身につきナているものの場合は､叉が特に意識せずに着た9､

履いたりしてしている物の描写に使われるのではないか｡これに反して,文型 d｡と h小

紘,又の惑乱 場合によって娃Ⅹの身近にも､てⅩの身なりの世謡をするAの意図を必ず感

じる｡つまり､文型 d.または ね.を使って身体の生まれつきの特徴を表現すること娃で

きないO

享1.半Xは日を着くt,ている｡

i2.*Ⅹの目は普くi/てある｡

しかしJ､意図的な行為なら自然な表現になる｡

i:i.Xはllを細めている｡

14.Xのuはア1'ラ･す:/で凍どってあるL.

ドイツ語とスlJヴェニア語で調べた habcn/imeLiを蛾-?fI･人物の外見購写真現は‥上

蔓こ述べたようなLq泰語の文型の壁摺範囲の差 睦 まれつき砕状腰や､韓に意識してつ篭ら

れていない身なりについてか.それに対して_IRG'lIL五体.またはその身近にいる着の意図

I:Y)あるものか)に関係なく_.広く使われているe そのため､本稿の冒頭に挙げたように.

i.米Aさんは小さくて丸い鼻を持一･一)ていますL,

のような､学習者の母語のT･渉としての誤用がみられるのではないか..

三.:'.2.その他.政文テク,7Lト諦恵で気がついたこと

i_l本譜i:I.は平行したqL哩がないが..印軟請で主軸E偶 諦 乃irl (執〉コ ア/さ く_7().如十わ

く藁〉 (r-を持った､-を備えたj)を使う外見描写文も多も､･6

2.6｡ ドイツ語,またはスロヴェニア語話者-の助喜

臥 1:のテクスト調査から､ ドイツ語話者.またはスロヴェニア譜話者 (またはヨ-ロ.;,

パ諸言語話者と言えるかも知れない)に人物の外見描写の荷導を行う場合､次のことに気

をつけることができると思う｡

tragen/nosiLiの意味 (意図的に変えることの出来る身なりや外見)の habem/imeti

を使う場合は､文型 d.を勧める｡

衣服及び身体部分の形容 (也,大きさ)や,客観的描写で､意図性を感じないものなど

の場合は､文型 a.か b.を勧める｡

(25)の文にも rはげあたま｣が.T.てきたが､2.4.2.でも述べたように､ rちび､のっ

ぽ‥ ､｣などの人物形容特有の諸費をこの盛会に紹介する｡

文型 C･は､描写事項ィ.のみに使われる｡文型 a,または b.の言い替えとして提

示する匂

3. 教材訴査

もう一つの調査として,授業で人物の外見描写の練習をする時に使える市版数柳 こど
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んなものがあるか探し､これらの教樹と, 『長くつ下のピッピ』で行った文型訴萱との関

係を調べた｡

最近､日本語教育のための聴解､タスク､ロールプレイなどの補助教材がどんどん作 ら

れているが､筆者は日本国外で仕事をしているため,ごく新しい教材はここに紹介するこ

とができていないかも知れない｡

なおー以下にあげる教材5種は､難易度順に貞良べてある｡ (初級学習者用か､中級また

は上級用か､筆者が判断｡ Ⅰ.がもっとも易しく､傾にレベルが少しずつ上がる｡ V.
旺申 ･上級用｡)

i._ 『絵入り日本語作文入門』C&P日本語教育･教材研究会編､専門教育出版 1990.
10.-は～が～です (20-21亘)

ⅠⅠ｡『日本語コミュニケ-シヨンゲーム 80』CAGの会縮,JapanTiELeS,1993｡

29.その人は目が大きいです (64-65要)

王ⅠL 『姦しく聞こう Ⅰ王』文化外国語専門学校_1992.

第 19課 (1)あの人は誰ですか｡ (8-9寅)

IV.『絵とタスクで学ぶにはんご』村野良子 ･奇遇まや著,凡人社､1988.

10-2 人物描写 (30真)

V｡『日常生活の分野別 日本語表現便利帳』小笠原信之著､専門教育出版,1991.

§ 1 容姿 ･容貌 (7-16頁)

次に掲げる蓑 (表 3)は､上に挙げた各教材のタイプ､そして､文型調査で分類した

描写事項､及び文型のどれを取り上げた教材であるかを表に示したものである｡文型は､

その教材で取り上げてある文型のところに xを記したO

垂_1 -ト 難易度 う~+ 文型取り上げ顔度

教材 Ⅰ. ⅠⅠ. HⅠ. ⅠV. V.

教材のタイプ 文の完成 タスク 聴解 I 聴解 I請負-構文

描写事項 ィ. ィ. ウ.工. ア.ィ.ウ.ア.ィ.エ.
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上の表では､筆者が現在在っている各鼓1Li-4->がーどの文型V3提示に役立つかが一目で貴通-I

るようになっている. 『長くつ下ピッピ』におさする文型調査での各文型の東度と､複数の

練習教材のチェックにより,人物の外見描写に使うもっとも典型的な文型は,

a.xは⊂五 二コが[=匿コd (又は鼻が丸い｡)

d.JYlは[=夏コを臣三男いるO (JYlは乾をはいているg)

e｡又は王二重コだ｡ (XはのっぽだO)

の三つだと言うことができるQ文型 b｡Xの⊂葛コ は亡霊コOは､文型諸萱で娃 9例と..

最も多かったが､練習教材には特に凝 り上をプられていない｡また,文型 C｡Ⅹは[二霊コ

[=蛋コを してら､るDは､発易度から奮って一番上の練習教紺にださブ蹴り上着ざられて折る

ことか ら､経かの文型より少し高級な言い方と言えるかも知れないD

l一型 F.から 享,までは､教材には･令く触り_l･.けられていないDこのうち､g.と h.

ほ､2.4ふ の部で述べたように､特別の文脈に現れる文型でbÅ物の外見描写に特有と

は言えないかも知れない,し.かし､外(7)二'/)め_i.'理_.

LFサ又は⊂二名二郎こ⊂蛋コがある｡

i｡嵐は[=藍コに見えるO

は句前者は身体部分の細からヽ表現法として､また後者は典型的な比況の表現と♭官 吏名詞

句と遊べて 訂.棚のようL lJ-そうAなどとと捌 こう勺人物の外見描写の練習に加え首も

鬼もヽと思 う0

4｡ まとめ

碑文の授業では_,取り上げる事項看三よってR,よi鰻われる文型がある程度換奮ってを､墨

と思 う｡それぞれのとピックごと暮こ､教える億朗が代表的文型を把起 し､大事なものは時間

をかけて提示 し､さらに学生の母語蔓こお狩る文型からの干渉を避さするためにb蘭書諸相の

文型の遠を､にも注意を促すと､誤用を減 らし～日本語 らしい件文を書 く練習に役立つだろ

うo
L,かし､いい文 (生き生きとした文)､ある意味では個性のある文を期待する場合､特

定の文型を強要 してしまってはb逆効果になるo文型提示をどの程度強訴するか､考える

必要がある｡

テ…マ､ ト7fック別の各種教材開発はこれからもさらに行われて静 しい｡この諸蓋で箇

条書きにした描写事項や文型をすべて扱っている練習教材はなかったが,それも当り前か

も知れないC各教材が対象とする学生のレベルはさまざまであ り,場面や条件によってい

ろいろな教樹が使い分けられるのが本当だろう｡
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