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1.日的

学習者の作文を添削する過程では､学習者が既習の文法項目をどのように理解 し使えるようになっ

ているのかいろいろな情報を得ることができる｡指導上の参考のために初級後半学習者の作文データ

を収集し､ここでは接続詞 .接続表現を取り上げて考察した｡

2.資料について

リュブリヤーナ大学日本語講座の現代日本語事で初級後半 (1月から6月にかけて)の期間に提出さ

れた宿題ならびに定期試験で書かれた作文を使用した｡毎回宿題を提出する学生のデータと試験のみ

しかデ-タのない学生といるので､質的な偏りは避けられないが､全部で30人､のべH3本の作文を

分析対象となった｡作文の課題は以下にあげるとおりで､基本的には身近な話題やできごとについて

書いたものである｡

｢たからもの｣(1月宿題)3本 ｢楽L,い-日｣(4月宿題)7本

｢クリスマス (冬休み)｣(1月試験)28本 ｢イ-スター｣(4月宿題)4本

｢もしお金がたくさんあったら･･-｣(2月宿題)4本 ｢私の夢｣(5月宿題)6本

｢わたしの部屋｣(3月宿題)11本 ｢日本語の勉強｣ (5月試験)19本

｢いつかぜひきてください｣(3月宿題)6本 ｢私の家族｣(6月試験)3本

｢私の部屋｣(3月試験)22本 30人分､のベ113本

3.データ観察

全体的な印象としては､使用される接続詞 弓妾続表現の種類や頻度､また正しく使えるかどうかは､

学習者の総合的な実力とほぼ比例していた｡能力の高い学生は多様な表現を適切かつ十分に使ってお

り､教科書や授業では深く教えられない項目も､モデル作文や宿題の添削を通して学んで活用できる

ことがうかがわれた｡しかし､説明 ･練習の不足による誤用や､思いがけない用例も散見されたO

今回はこの中から接続表現 】接続詞を集めて以下のように分類し､使用の頻度や誤用の程度などを

まとめた｡

l.句読法

IL 接続詞 : それから(6,11工 そして(8)､それに(28)､それで(28)､そのうえ(43)､

でも(12㌦ ですから(17)､たとえば(27)､また(42)

HL 接続表現 :-て (継起 丘並列甲理由)(16,39)～～てから(16)､(-た)あとで(34㌦

(-る)前に(18)～-ながら(28)

-とき(23工 -と(23)～-たら(25)㌔-ても(25)～-ば(35)㌔-なら(35)～

-のに(39)､～の仁(45)

-たり-たり(19)､-し(28)

-です/ますが(8)～-です/ますから(9)

く教科書は 『新日本語の基礎は 『みんなのE3本語初級lE』に準拠 しておりそれぞれの文法項目の後

のかっこ内の数字は新出する課を示す)

なお､引用例文 (桔書体)中の誤りについては原文のまま訂正を加えずに用いた｡
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3.1 句読法

欧文ではコンマ ,ピリオ ド以外の句読記号も用いられているが､今回のデータ中で欧文の句読法の

影響があきらかなのは､コロンを用いたもの-つのみ (i)で､日本語が ｢､｣｢｡｣のみであることは

理解 されているといえる｡

(1)プレゼ ン トをた くさんあげた りもらったpLjLました_人 ざようやおか しや本 をあげました｡

また､句読点の不使用例が散見 される (2-4)が､これは特定の学習者の癖であると判断された｡

(2)E3本人友達に手紙 をもらいましたぜんぶわか りましたとってもうれ しかったですO

(3)クリスマスふゆやす品はとて もおもしろかったでもちょっとみ じかかったです｡

(4)わた しは本が大好 きそれで本棚の上にたくさんおもLろい本がならべてあ ります｡

-方､句点のかわ りに読点が用いられている例がかなり広 く見 られたO(5-18)

(5)ふゆ休み私 は家にいました､それからクロアチアへ行 きました｡ - いました｡それから

(6)古いですか ら､エ レベ-夕があ りません､で もアパ- 卜にのぼるこt:は体 にいいです｡,

- あf)ませんーで も

lp7＼()1仁1I-4:えJJ,)}+-ii-3(+ ){▲3-Lそぎ九 一外ー ) > 'Jl- 二 y i L い' L ふ ' LH/JiLJy-Cu-Luしま辞)A /ごと.ー＼よ.)よし7･｡､ LやiJ i わ は ′' し γ 71㌧h ',j よ し /二｡

- さむ くなりまLたから,

(8)招噴 射 =.もひまで Lた､それで新聞 を.三森んで､Ei豪語 を勉控 LましたO -づ･ひまだっjLので

(9)ペ ソドほかべe)まえにあ t-1]ます､それにらか くに太 きい 孟 どがあ.i,i,ます= -÷あって､

往〔う)サ ファリへ行 きました そ Lてぞ うどさるが私Lニっれ蓋し.た(

-)行 -つ/L一仁, 行行 きました リ そ こ で工

(ijjtおよ ぐあとで､ うちへ行 きました､バ ーチノ1---をじゅ,1ひしました(1 --行 って､

(12)夕方は家へ帰 った､す こし/I-レL,r礼!二bj､日本語の宿題 をした りしました｡

7J､J･日+h,

-婦っ 〔 (から)㌔

(13)ほれだった､ずいぶんあつかったです,J J ほれて (/ほれたので)､

(li鐘)それか らクリスマスの うたをききました､テレビをみました｡

- きいた り､テ レビをみた りしました｡

(15)きょうかいはまちのなかにあ ります､ひとがおおかったです｡ --あfiますから､

(16)つ くえの上にラジカセがおいてあt)ます､テ レビがありません｡

- あ りますが､テ レビはあt,1ませんo

(17)てんさがいいです､ウルシゥラ山が見えます, -→いいときには (/まければ)､

(18)尊に新 しくてか ヰ ヱヱ｣ 丈に小 さいふねエ 史｣嫁 にコンピュータをあげられます｡

-尊に新 しくて赤い皐､父に小 さいふね､妹 にコンピュータ を . -

文頭にあるべき接続詞の前に読点があった り､接続詞 ･接続表現がな く単文が読点で並んでいた りす

る｡句点と読点の混同とは考えに くいが､後期半年間を通 じて散見 され､特に多用が目立つ学習者も

いるが､学習者の四割が一度は使 っていた｡複文化が うまく行かない際に読点でとりあえず区切って

続けているのではないかと考えられる｡接続に困ったときの表現手段 としてはこれまで ｢て形｣の多

用が指摘 されているが､このデ-タか らは ｢匡!ったときの手段としての読点｣の存在が推測される｡

3.2 接続詞 (使用数と誤用例)

問題のある用例は全休の140/o(31/226例)程度で､逆接 ｢でも｣や例示 ｢たとえば｣などの誤用は

ない｡そ系のものの中での混同 (26/131例=約20%)が多いようであるO

それか ら (50例)-誤用 (5例.･.それに､そ して､でも､など上 句読法上の用法 (3例)-(5)

(19)わた しはた くさんプ レゼ ン トをもらいましたGそれから小 さいカメラをもらいました｡
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(20)今年 もリュプリャ-ナでのこりました｡それから､父と母は海へ行 きました｡

(21)かん字がた くさんあります｡それから私ほかんじの勉強を好 きではありません｡

そして (27例)-誤用 (2例-.ですから/それで､それから)､句読法上の用法 (1例)- (10)

(22)クリスマスに天気はたいへんあたたかかったです｡旦_土工スキーをすることができませんでしたO

でも (62例)-意味的な誤用はなし｡句読法上の用法 (4例)-(3)(6)

ですから (14例)-誤用なし

それで (36例)-誤用 (2例･-そして/それから､それに)､句読法上の用法 (6例)- (4)

(23)かべにカレンダーがかけています｡旦_生三､ ドアにかぞくの字鼻がはいっています｡

(24)ピアノをひく上､いいダンスができる上､旦_生ヱ とてもきれいです｡

それに (15例)-誤用 (4例-それで､そして)

(25)この りょ行はとても楽 しいです｡皇捉 まだいつかに行 きたいと思いましたo

そのうえ (3例)-誤用 (3例-それに､そして)

(26)ですから､たの しみに していて､来年 日本語の勉強 します｡その うえ､日本語の本 を読 んで､

アニメを分かって､すごい日本語 を蓋 したいです｡

また (7例 )-誤用なし / たとえば (12例)-意味的な誤用はなしo句読法上の用法 (1例)

不使用 (計数不能であるが､接続詞を補ったほうがよいと思われる例を挙げる)

(27)私はははとスロベニアりょうりをたべました｡_ フィーンをのみましたo

(28)まどの下につ くえがあります｡ Ⅶ ラジオがあります｡

｢それに｣｢それで｣は同一課内で導入されるため､教室でも見分けた り使 ったりする練習を十分行

ったが､それでも誤用がある｡｢それに｣は ｢それで｣との混同が多いが､｢それで｣の場合は使い方

に問題がある例が多い｡｢また｣｢たとえば｣は教科書では読み物でふれ られる程度で文法項目にはな

く､作文課題の中で提示されただけなので､課題提出した学生のみ十分練習 したうえで使いこな して

いた｡

3.3 接続表現

3.3.1 て形の主な誤用

これまでの作文を扱った研究報告においては､初級学習者が接続に困ったときにて形を乱用 しがち

である (樋口1996)ことや､原因 ･理由のて形が難 しい (吉田1994)ことなどが指摘されている｡

今回のデータでは､｢困ったときの乱用｣は予想 したほど多くはなく､先に見た不自然な句読法ほど

ではなかった｡活用の間違い (34､ほかに9､11､12)のような基本的な誤用が目立った｡

(29)はじめはや さしくて､今･はもう難 しいです｡ --のに､-ですが (逆接の誤用)

(30)わる-矢気が五二三､両が聞こえるいますO -天気が悪いときには (条件接続の誤用)

(3i)患月私の母はE3本の料理の本旦ヒエ､食べ物はとてもおいしそうですO

-貰って きましたが (前置 きの誤用)

(32)ですから､たのし射 二してとユ ､永年 E3本藷の勉強 しますC

一乗年日本語の勉強をするのを楽 しみに しています (構史上の誤用)

(33)私は日本人 と室長ユ ､日本へ りょこう⊥エ､日本のぶんがを教 えたいです｡

-話 したり､殊行 したりして (並列の誤用)

(34)私の部屋はらいさいヱ きれいな部屋ですO - ちいさくて (形容詞の活用の誤用)
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3.3,2 状況 g原因 B理由の ｢～て｣の使用例と ｢ので｣｢か ら｣の誤用

吉田 (1994)の指摘す る原因 ,理由などをあらわす ｢.-て｣については (35ト (44),(46)のように期

待以上に使いこなせている例 も多か ったが､舌足 らずな利用もやは り少な くなか った (45),(47ト (52)0

(35)で も友連 にはめられて､ うれ しかったです｡

(36)お じとおばがプ レゼ ン トを多い⊥旦ユ ､ うれ しかったですO

(37)日本語グわかるよ うに旦二三､楽 しいですQ

(38)それ を聞いて､ うれ しかったです｡

(39)ロン ドンは高 くて､ズボンが一つ しか買えませんで したが､(後略)

(･40)今私 は t:て も忙 しくて､がっ しょたいにもう敬 えませんO

(41)それが とて も気に入 って､それ を勉強することに しました ,J

(42)ことばがあ りす ぎて､ なかなか覚 えられませんで したo

(43)おもしろ くて､ 巧本藷 を勉強 したzjhったですO -徽ぎ望した くrvl:.h,ま LJた

(44)泰にた くさん花が さいて､庭 は きれいですO

(45)いろいろな花 が た く さ ん 主上ヱヱ ､ た だちに写 真 をとき月 日 ':t｡ - び菟 い ′･Llい r='}77で

(∠捕)李 た くさん しけんが 旦 土 工､/たいへhんです.｡

(lAi7うEl本のぶんかに きょう品が あ っ て､ 田本大のか √､かつほおもしろいです｡ 一一→あるのて

1//i8)私 はAIiaSJiaSiaの サ ウ ンド トラ ＼ソグが あ ってhか♂:,Lよの声希-㌻ぐにわか りま した｡.

一一タ(を) もっているので

(L'19い ､いとを二 三､私 はまたメンバー--にな [)ましたO --す言われたので

(50:)で も兜生 は私 が よ くで きたと言 って､安心 とうれ しくな畑£したC 一言っ (て くれ) た の で

(51)あの 日､ スロベニ ア-帰 って､ ちょっとかな しか ったですC -→滑 るので

(52)問題 はかんたではな くて､ た (:さん勉強 しなけ才いざなりません｡ - か,fuたんではないので

原因 q理 由の ｢て形｣は初級後半になって新 しく加わる用法であるが､雷門 (1994)も指摘するように

前文後文の論理的つなが L.)が難 しい｡教科書やモデル作文で目にする使 い方は うま く利用 しているが､

応用 しよ うとして失敗 (応用 しすぎ)する場合が多いようである｡

3_3.3 ｢-て｣ と ｢-てか ら｣｢巨-た)あとで｣､｢･-ても｣ と F-の に ｣

｢-て｣ と ｢-てか ら｣㍗(-た)あとで｣,また ｢-ても｣と ｢-のに ｣はそれぞれ混同 され る誤

用が少な くなか ったOこれ らは文法説明や練習をよ り充実する≡とで減 らす ことの期待できる誤用で

あると考え られ る｡

｢～てか ら｣(10例)-誤用 (2例･･･｢～て｣)

(53)ともだちにあって旦二五 ､はなしましたo

｢(～た)あとで｣(18例)

-誤用 (｢～て (か ら)｣6例､｢～てか ら/た ら｣2例､接続活用間違い3例)

(54)朝早 く起 きたあとで､大 きい朝 ごぽんを食べ ました｡ -起 きて

(55)それで一年 のあとでまたが しょたいやめました｡ 一一年 して (か ら)

(56)そつ ざようのあとで､大学院で勉強 した くて､(後略) - そつ ざようした ら

｢～ても｣(2例)両例 とも不 自然 (｢～が､｣が自然)

(57)27E=二両がふ っエ 互スキ-に行 きま した｡

(58)雨がふ っエム ､行 きました｡
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｢-のに｣(7例)｢～が (逆接)｣の誤用 (2例 )

(59)勉強の上 に仕事 もしているので､むずか しい里長 ､いっ しょけんめい勉強 してい ます｡

3.3.4 並列 (-て～て､～たり～たり､～し～し)の誤用や不使用

｢～たり～たり｣構文は､導入直後の試験のときには誤用はほとんどなかった (ト2月は23例中､

構文に関わるものが1例と活用間違いが3例)が､その後ほかの文法要素と組み合わせて使うようにな

って誤用が増えた (4-5月は24例中,構文に関わるものが10例､活用間違いが2例)｡特に ｢[～たり-

たり]する｣という構文の誤用 (66)は全体では71倍Il中16文あL)､構文が複雑になるにつれて増える

傾向にあった｡-方､｢-し～し｣は使用者に偏りがあり､25例の異なり人数は10人 (1/3)であった.

(60)私 は毎 日四時間か たか なt:ひらが なを練習 し主上 ､勉強 し去上 しなければ な りませ んで した ｡

(61)それはロン ドンでた くさん遊 ん左上 ､おい しい料理 を食べ主_生した史上 です｡

(62)わた しの部屋 に しゅ くだいを上ユ ､勉強 して､本 を塾 左ヱ い ますO

-･･･した f)勉強 した り本 を読 んだ [)してい ます｡

(63)漢 字が少 し書 ける､読 め るよ うにな りましたO - 音 いた り読 んだ りで きる

(64)外 国語 の勉強は人 と話 せ る､合 えるに便利だ と思 い ます｡ -話 した り会 った りす るのに

(65)私 は部屋 でおんが くを開 きなが ら､本 を読む､勉強 します｡ -読 んだ り勉強 した りします

(66)私 はへやで しっ も音楽 を問い主上 ､べん きょうを してい ます｡ - した りしてい ます

(67)私 は 日本語 を書 けた り､読 めた りな りたいです｡ 一書 いた り読 んだ りで きるよ うに

(68) トゥル ジッ子 までわた しはね主上 ､12時に家へ帰 え りま したrJ - ね なが ら (?)

(69)た くさん歩 く上 ､ おなかがす く上 ､食べに行 きま した｡ - -･歩 いた し､-すいた し､

(70)そつ ざようの あとで､大学院で勉強 した くて､

大 きいア ジアの若 い人 の団体 で働 きたいです O -[勉強 して､ .働 き]たいです｡

4.まとめと今後の課題

接続詞 ･接続表現は初級前半で導入される項目に比べ､後半の新出項目の定着がむずかしく､すで

に定着した知識と比較しながら用法を詳説する余地がまだあると考えられる｡初級学習者の作文では､

これまでに<困ったときの ｢て形｣だのみ>が知られているが､本報告ではデータにおける句読点の

使用法から<困ったときの ｢､｣使用>も多いことを指摘した｡これは作文の中だけではなく､口頭

でも接続表現に困った場面で上昇イントネ-シヨン､短いポーズでの単文の連続が同様の逃げ道とな

っているのではないかと推測されるO

今回の分析では接続詞 ･接続表現の使用､誤用例はみることができたが､文章全体の構成をとらえ

るマクロな視点も取り入れて､不使用例などについても今後じゆうぶんに掘り下げて考える必要があ

るOさらに､インプットと定着の関連､学習者の誤用回避のス トラテジ-などの視点から論考を深め

ることも今後の課題である｡
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