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1.はじめに

本論では,国立国語研究所日本語教育部門が作成した 『日本語学習者による日本語作文と,その母語

訳との対訳データベース』(略称 :作文対訳DB)(前田(宇佐美)洋 2001参照)が,日本語学習者の誤用と

母語干渉に関する研究に有用な基礎資料となるものであることを述べ,作文対訳DBの紹介を行なう｡.

ある誤用が母語の干渉なのかどうかを特定するためには,当該言語の母語話者のデータ分析だけでは

不十分であり,当該言語と類型的に近い言語や遠い言語と比較対照する必要があるこ.そして,そのため

には,分析対象とするデータには多言語のデ-タが含まれていなければならない｡.本データベースには,

19カ国の日本語学習者の作文データが収められているため,このデータベースを基にして誤用と母語干

渉についての研究を行なうことが可能になると考えられる｡､

小論では,ドイツ語母語話者に見られる3種類の文法的な誤用を取り上げ,ドイツ語母語話者 21名の

日本語作文21編とそのドイツ語訳21編を主データ, ドイツ語と類型的に近い語 や遠い言語のデータ

を副データとして,誤用と母語干渉との関係の有無を検証する｡そして,多言語の母語話者のデータを

含む本データベースが,誤用と母語干渉に関する研究の基礎資料として有用なデータベースであること

を示したい0

2. 作文対訳DBの概要と分析に用いたデータ

2.1 データの内容

作文対訳DBは,次のデータを含んでいる｡

① 日本語学習者の日本語作文

② 作文執筆者本人による①の母語訳 (または,もっとも楽に書ける言語-の翻訳)

③ 日本語教師による①の添削

④ 作文執筆者 ･添削者の言語経歴に関する情報 (例 :日本語学習歴 ･日本滞在歴など)

今回,主として用いるデータは,ドイツ語母語話者の①,②および④のデータである｡】

作文対訳DBには,CD-ROM版とオンライン版(http://jslOl.kokken.go.jp/taiyakuDB/)がある[.CD-Ro姻

版は,アジア10か国一日本,中風 韓国,カンボジア,インドネシア,マレーシア,モンゴル,シンガ

ポール,タイ,ベ トナムー-L 約 1100名分のデータを含んでいる｡.オンライン版は,CD-ROM版のうちオ

ンライン上での公開承諾のあるデータ(228名分229編)と,追加収集したデータ(396牽】分 433編)を舌ん

でおり,その収集国は,カンボジア,インドネシアチモンゴル,シンガポ-ル,ベ トナム,ポル トガル,

ドイツ,オース トリア,フランス,アメリカ,ベルギー,フィンランド,-ンガリー,ポーランドであ

る｡

2.2 作文の課題と分析に用いたデータ

作文対訳DBの作文課題は,次の5つ-(1汐バコについての賛成 ｡反対の意見 (2)大学入試は簡単で卒

業は難しい方がいいか,それとも入試は難しく卒業は簡単な方がいいか｣3外国語の学習をするときには
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特定の言語を深く学ぶ方がいいか,それとも多くの言語を学ぶ方がいいか,/A外 国語学習にフレ-プロソフ

トを使 うことの是非,(5)あなたの国の行事についての説明-である｡.

分析のデータに用いた ドイツ語母語話者のデータは,作文課樹4め 日本語作文とその ドイツ語訳各 ]6

編,そして,作文課題(5)の日本語作文とその ドイツ語訳各5編であるO比較対照として用いた他‡宗吾デ

ータはフ各誤用の分析のところで適宜言及することにする,J

2.3 分新方法と分析対象とする誤用

学習者の誤職 ま母語の影響によるだけでなく,その教え方や説明の仕方が原因の場合や学習者白身に

よる推測の誤りによる場合もある (小林 2001上 また,学習者の習得した目標語 体系は了学習者が独

自に作り出したもので,そこに母語の影響はないという実証例もある(迫田 200i)O

ただ,誤用の要因はさまざまだとしても,学習者の日本語には,母語の影響が明かに見て取れるもの

があることは否定できない｡次の i)の ｢おっドjrを音できす目せ ｢qrln-1+lfpmnrふHyICT(*で,7-I/社民1,J.LJ- --上.I-----五人-上､-.叫1-AJLt)＼ユエー1ヽcvILJ､ノJ/J

の直訳 (意訳は ｢きれいにする｣)でブこれは母語干渉による誤用だと考えられる｢.

i)かぞくは ぐ中略)墓のそばでちつじょを立てます 壷OOi註1

且)のような語句レベルの誤用は母語訳を見れば,母語からの直訳かどうか即座に判別できるため,小論

では,語句レベルの誤用ではなく､文法レベルの3種類の誤称-｢引鞘｣タ等位接続詞の ぎと上Y ｢つ

もり｣-を取り出ずることにしたL_,そして享これらに関わる誤用のどれが母語 ‖ヾ イツ語)の影響を受

けてお りテ どれが受けていないものなのかを明かにすることを読みるこrそのため, ドイツ語と類型的に

近い言責吾 (英語少オランダ語 仇仏語など)や遠い言語 (カンボジア語 -ベ トナム語など)の学習者の作文

にも同様の誤用が現れるかどうかを調べ,母語干渉の有無を検証することにした′.

3. 分析の結果と考察

3.1 引用

ドイツ語母語話者の引用を含む文には,誤用が多く観察されたこ,21編の日本語作文に引用文が 15件

あり,そのうち12件に誤用が見られた｡.

2)イースターの兎は卵を持ってきます,子供が信じるL=. deOO5

f)ieKinderglauben,daBdeTOsterhasedieEierbringt｡ (ドイツ語訳)

子供 信じる と イースター兎 卵 持ってくる (日本語の直訳)

2)の正用は① ｢子供は,イースターの兎が/は卵を持ってくると信じている｣,もしくは② ｢イースターの

兎が′/は卵を持ってくると,子供は信じている｣である｡,日本語の場合,通常引用節の述語を普通体 (持

ってくる)にし,①のように引用節を主節に埋め込んで ｢引用動詞の主語+引用節 (普通体)+と+引

用動詞｣の言割原にするか,②のように ｢引用飾 (普通体)+と+引用動詞の主語+引用動詞｣の語順と

しなければならない ｡,ところが,2)は①の埋め込み,もしくは②の ｢引用節の普通体化+と｣の操作が

行われていない｡r次の3),4)は埋め込みの言割勘こ関する誤用である1,,

3)年とったの教師を話しました｡.｢現在で書道が軽んじています,それは残念だ｡,(後略) deOO7

4)一度どこかある所に読ました｡1日木人の文盲率は0.75%だ｡r deOO7

引用に誤用が多く見られるのは,引用はその操作も規則も複雑だからだと推測される｡,1つ目に,日
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本譜では,引用節の述語を普通体にするという操作を行なわなければならない､特に,教科書などで丁

寧体に慣れている初級の学習者にとっては,普通体にすることは難しい操作である⊂2つ目に,主節に

従属節 (引用飾)を埋め込まなければならないこ.また,埋め込まない場合も,埋め込んだ場合と同様,

語順には決まりがある｡3つ目に,引用節の主語と引用動詞の主語が異なる場合があり,2つ以上の主語

と動詞を1つの文におさめることは,学習者にとって簡単なことではない√.また,引用動詞の前には｢と｣

をつけることも忘れてはならない｡′

引用文には,次の5)6)のように,引用に直接関わらない誤用も見られたこ.上述の引用に直接関わる操

作や規則が複雑なため,ほかの部分にも注意を払うことを怠ってしまうのかもしれない｡

5)いつまでもそのままとはかぎらないと私が思いますこ. atOO2註:

6)むかし,人々は大晦日で邪悪なお化けをおい払わなければならないと思っています｢.deOO3

5)の ｢私が｣は ｢私は｣,6)の ｢思っています｣は ｢思っていました｣が正しい二.

そこで,あらためて,引用 15件のうち,5)や 6)のような ｢は･が｣およびテンス･アスペクトの誤り

は数に入れず,引用の操作と規則に直接関わる誤用 (語順,｢と｣の欠乳 引用節の非普通体化)のみを

数えてみると,引用文 15件のうち,誤用が7件,正用が8件だった｡そして,正用 8件を見てみると,

7件は ｢(私は)～と思う｣という形式であった:,｢(私は)～と思う｣の場合,｢私は｣は省略が可能であ

り,引用節の前を普通体にすることだけを考えれば,あとは ｢と思う｣をつければいいだけなので,操

作としては比較的簡単なのだろう｡.そのため,正用率が高かったのだと考えられる｢.また,邑表 月 を見

て明らかなように,誤用が見られたのは,｢思う｣以外の動詞を使った場合-B (主語が一人称)の場合

と,D(主語が三人称)の場合一であった｡.

監表 1】ドイツ語母語話者の引用に関する誤用の内訳

誤用 正用

A (私は)～と思う 0件 7件

B (私は)～と聞いたetc. ク滞､′;hN泌̂ o件
C第三者は～と思っている o件 1件

次に,引用の操作と規則に直接関わる誤用 (語順,｢と｣の欠落,引用節の非普通体化)が,ドイツ語

話者に特有のものなのか調べるために,同じSlr0の構造の言語である中国語 ｡英語話者のデータと比較

してみたこ.中国言髭告者の場合,正用が 118件で引用に直接関わる誤用は見られなかった_r英語話者の場

令,正用が69件で誤用が4件,その内訳は表 1のAタイプが正用53件/誤用0件,Bタイプが正用8件

/誤用2件,Cタイプが正用 1件/誤用o件,Dタイプは正用2件/誤用5件だったL一.

この結果から言えることは,同じSVO構造の語 であるのに,中国語話者や英語話者はドイツ語話者

に比べ,引用に関する誤用が少ないということである｡.また,英語話者には誤用が少し見られたが,そ

れは ｢思う｣以外の動詞が使用されている場合であった｡,

では,特にドイツ語話者に,2),3),4)のような ｢引用の埋め込みに関する語順の誤用｣が多いのは

なぜだろうか｡.これは, ドイツ語の引用節が他の欧米語に比べ独立性が高いことと関係があるからだと

いう説明が成り立ちうる註3｡,引用節の独立性の高さの根拠の一つとして,引用節の開始部分が関係詞 daB

によって示されるだけでなく,終了部分も述語によって示され註4,引用節が ｢関係詞一述語｣の枠によ

って,ひとまとまりの結束性を持っていることが挙げられる亡､さらに,正書法上 関係詞 daBの前には,

必ずコンマが打たれ,主節と引用節の境界が示される｡ 実際,発音するときもコンマの前 (主節の後)

にボーズが置かれ,それが主節と引用節の境界を意識することにつながっているのだと考えられる｡.こ
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のことから,ドイツ語では残された主節の ｢主語+動詞｣もひとまとまりとして認識されるのだと推測

される｢′

ドイツ語母言害毒者が日本語で引用を行なうときに,2),3),4)の誤用例のように,｢主語+動詞｣の組

み合わせで主節を先に (または後ろに)まとめてしまう傾向-引用の埋め込みに関する語順の誤用-が

あるのは言 のようなドイツ語の性質からくるのだと考えられる._〉実際,筆者の周りに,｢私聞いたれ - ｣

｢00さんが言った｡,- つて｡｣などのように,上級レベルになっても引用の埋め込みがうまくできな

い ドイツ語話者がいることからも,主節と引用節の境界は9ドイツ語話者にとって強く意識されている

のだと推測される｡,

英語とドイツ語は言語間の距離が近く,ドイツ語は米国人にとって習得が最も簡単なグル-ブに挙げ

られている (千野 1999).I.日本語習得 o誤職 こ関しても, ドイツ語話者と英語話者は同様の問題を起こ

しやすいと予想されるが,引用の埋め込みに関しては,ドイツ語母語話者は他の語 言責者よりも習得が

難しい学習項目なのだといえるだろうrr

ドイツ語母語話者の引用の誤用には,テンス｡アスペクト,｢は9が ｣ ,｢とj の欠落予引用節の非普通

捧化などラさまざまな種類があったが,引用の際に ｢主語+動詞｣の組み合わせ一F:-主節を先に は たは

後ろに)まとめてしまうという現象は,ドイツ語の韓性からくる母語干渉 だ と考 えられる｢

3.望等位接続詞の Fとj

Ej太語の等位接続詞の ｢と｣はA名詞と名詞をつなぐものでt形容詞や動詞の等位接続には使用でき

ない_しかし〉多くの言語で ｢と｣にあたる等位接続詞にはこのような制約がないため,母語の知識を

援用してち形容詞や動詞9文と文瑚妾続にも ｢と｣を使頗するという誤用が見られる｢〉

7)動物はぜんぶ元気とアクシデントないの時は (後略) atoo3

この7)のような誤f別も 筆者の経験上からも,特定の言語話者にだけ見られるものではない亡,

さて,本節で取りあげる誤用は,同じ ｢と｣の誤用の中でも名詞と名詞を接続する際 ｢や｣を使うべ

きところに ｢と｣を使うという誤用である_tではサこれは母語干渉と関係があるのだろうかr

8)家族と友達はげいのうします｡. deOO2

9)大晦別ま友だちと家族で合って祝っていますこ, deOO3

iO)固ゆでの卵とおかしと小さい贈り物を隠します de005

日本語の ｢と｣は取りあげる名詞を限定するが,｢や｣は列挙できる名詞がそれ以外にもあることを意味

する｡.8)～10)の下線部の ｢と｣はそれ以外にも列挙できる名詞があるので,｢や｣を使うほうが適切で

ある,)8),9)は大晦削こついての作文で,大晦日には ｢家族と友達｣だけが ｢げいのうし｣たり,｢会っ

て祝｣ったりするわけではなく,｢家族と友達｣はその代表的な例にすぎないOすなわち,一緒に会って

祝ったりするのは,｢家族や友達のような親しい人｣という (属性)なのである｡､10)はイースターの習

慣についての作文で,正しくは ｢固ゆでの卵とおかし堂小さい贈り物を隠します｣もしくは,｢固ゆでの

卵空おかし空小さい贈り物を隠します｣になる｡,ここで ｢や｣が適切なのは,固ゆでの卵を隠すのはイ

ースターの習慣を鑑みるに必須の限定された物であるが,｢おかしと小さい贈り物｣は必須ではなく,｢お

かしや小さい贈り物に代表されるような物｣だからである｡.

これらのドイツ語訳はいずれも undになっており,データを見る限り,ドイツ語では ｢何と何｣とい

った (個)の区別と,｢何々のような物｣という(属性)の区別は,日本語ほど厳密ではないようである｡.

このような日本語の特性は,井上(1993)で既に指摘されている ｡.井上は,英語の例を引き合いに出しな
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がら,｢日本語では,個 体)と (属性)の区別に敏感である.Jそして,個 体)に言及する限りその (属

悼)には言及しにくく,(属性)に言及する場合は,名詞句レベルでその (属性)を共有する集合に言及

しなければならない｣と主張している｡r｢名詞句レベルでその (属性)を共有する集合に言及｣するとい

うのは,具体的には,その名詞に ｢でも｣｢とか｣｢ばかり｣｢など｣がつくことを意味している｡,

本節で見た ｢と｣と ｢や｣の使い分けも,井上の主張の傍証となると考えられる｡,｢と｣を使用すると

〈囲体)にしか言及することができなくなるため,その (属性)に言及したい場合は,非限定を意味す

る ｢や｣を使用すべきだ,というわけである｡.

したがって,日本語ほど く固体)と (属性)の区別に敏感ではない言語話者にとっては,その母語の

干渉のために,適切な ｢と｣の使用は難しいということがいえそうだ〕実際,作文対訳DBの11)フィン

ランド語言緒 ,12)英語話者,13)フランス語言緒 にも共通の誤用が見られた亡.

ll)大人は親せきと友だちにはがきをおくります｡.家の中にエソジェル土星とヒアシンスでかざま

+ C.fiOIOj

12)よる,バーベキュ-と行列の後で,人は (中略)花火大会を見ます,,enoO2aj

13) ｢大きい御飯｣と呼ばれているけど,肉抜きの食事だ｡.季節の野菜とお魚で作られた多いめし

なのだ｡.frO53j

日本語と同様に ｢と｣と ｢や｣の区別がある韓国語については,デ-タを調べてみても,｢や｣を使用す

べき箇所に ｢と｣を使用するという誤用は見られなかったこ.

本節の ｢と｣と ｢や｣の使い分けは,ドイツ語言緒 に限ったことではないが,ドイツ語に近い言語体

系を持つ言言髭告者,すなわち,(固体)と (属性)の区別に日本語ほど敏感ではない欧米語の言緒 は,そ

の母語の干渉のために ｢と｣の誤用を起こす可能性がある,といえる,

どの語 が日本ほど ｢(固体)と (属性)の区別に敏感｣なのかは,さらに詳しく対照研究を行う必要

がある｡.しかし少なくとも, ドイツ語に類型的に近い体系の諾 否者に対して ｢と｣と ｢や｣に代表さ

れるような ｢(固体)と (属 性)の区別｣に関わる文法項目を教陵する際には,十分な説明が必要だとい

えるだろう,

3.3 つもり

ドイツ語母語話者の作文に ｢つもり｣を使用した文が5件あるが,それは全て誤用であった｡｡

14)ある二人が結婚するつも且で,まず戸籍役場に行かなければいけない｡ deOIO

WermzweiMenschenheiraten辿 ,miissensieerstzum Standesamt. (ドイツ語訳)

時 二 人 結婚する (願望) (義務)彼ら まず - 市民課 (日本語の直訳)

15) (農民たちは)だから夏中大変忙し草を刈ると陰干しするつもりです｡ atoo3

16)耕作者たちはきれい花飾物で牛達が頭に飾りと鐘を畳姓をつもりです｢, atoo3

17)ばかはうるさい音楽とさけび声と冗談をするなどに冬を追い払うつもりですこ. deOO9

18)上野公園-行くつもりがありましたr, deOO7

IchhattedieAbsichtindenUeno-Parkzugehen. (ドイツ語訳)

｢つもり｣は,三人称主語の現在の意志を表すときに使うことはできないが,14)～17)は,全てこの規

則に抵触する誤用である亡,18)は ｢つもりでした｣が正しく, ドイツ語の ｢habendieAbsicht(持っ 申

ある/意志)｣をそのまま直訳したことからくる間違いである｡さて,14)～17)の下線部分は,いずれも

｢つもり｣を使用する必要がなく,14)｢結婚するときにJ,15)｢陰干しします上 16)｢つけます｣,17)
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｢追い払います｣というように単に ｢～する｣で十分である｡.しかし,学習者は,願望 (wollen)や意志

(dieAbsicht)の気持ちを表したいときに,いっでも ｢つもり｣を使ってしまう傾向がある｡このよう

な ｢つもり｣の誤用がドイツ語話者に限らないことはう他乍宗吾データからも明かである亡.

19)客さんは多くの場合その写真を買うつもりです｡ frO60

20)みんなそれをいつまでもわすれないつもりです｡▲払004

21)兄は男の会社員と事務室をそうじするつもりですから｡.vn55

22)今Ejlは卒学式をしてくれるつもりですC,beC･08
1T-･-｣｢っ(.T二L7J i-.-I-.-ナr11-.I(,.-,7,.-.-r-;.㍗.-,-ハ柘.｢･,､lT.-.77-,n-∫〔十日.-し.∫.字 /一丸こき､ノj7hl三石三日＼LT(1▲iu(i亡りく⊥rli-G⊥yCiLCij_CLiL･yCiLノCiCIJiヽノIi⊥CvこIiLCi⊥l⊃LuLi⊂:Ci. ＼′ヾ/ ,′~/uuH/＼′

今日 私 (未来形)話す っいて 式 の 慈業 (日本 語の直 訳)

19)はフランス語話者,20)はカンボジア語話者,21)はベ トナム語話者の誤用で,三人称主語の現在の憲

ノ芯をLI/)もり｣ノど1史つ7こ汐ULl､めノヨこ.ZZノ‖ま刀-フン′グ声音岩石有V)′丸ぐ荻)く)oLV)ノ丸をま1′F又U)旨見目U)jLLl19刀~フ

ンダ語訳を見ると ｢今日私は卒業式について話します｣と書きたかったようである_,そして,zaiとい

表現しておりL_このこと自体は間違いではないのだが芦 rつもり一幸はそもそも何かを行なう意志をあら
メ.､1､一1′鼻＼紘一-71､3･ゝ1､号⊥たヒJ;ネさ1＼′7ヽ｢′てrbll＼/7ヽトユ7-｢-ふ1J.､戸奇ノサLLlY,､9､-7-+ゝ1J､→krJハい､i,み.i芯T.ゝィ.＼′n
/JJJLLXノrlrr)Lt･JリムV-こ.!5t二JL/よV'Vノし_ち/=･∠ノVノcLノ哲｣｣絹LJJ-VJl青＼㌧__こkL∴Jt/I㌔/CLこぅtV)てこ)/JJL/LyノIH｣レつJJ~一Vノ

意志を持っている必要がないものに ｢つもり｣を使うことはできないこ,また,次の 23)のように,無意

志動詞 (なる)に ｢一丁もり｣ をつけることもできない

23)私は日本に行って ほ本譜が)もっと上手になるつもりですr usOO5e

lplal-it〇gOt〇JapaLnlandLuecc租LH nOreSkiiiLC,d. (英語語訳)

このように見てみるとチ｢つもり｣に関する誤用は,特にドイツ語母語話者に限ったものではなさそうで

ある｡,ドイツ語と類型的に近い欧米語 (フランス語,オランダ語,英語話者)だけでなく,カンボジア

語話者やベ トナム語話者など類型的に遠い言語においても,三人称主語の現在の意志について 巨っもり｣

を使用するという誤用が見られることがその証左であるこ,そしてこのことは,意志を表す日本語の ｢つ

もり｣が三人称主語の現在には使えないという制約は他の言語には見られない日本語特有のものである

ということを物語っている｡.

本節で見た ｢つもり｣の誤用は,特定の宗 吾に限られた母語干渉ではない｡.むしろ,｢つもり｣を習っ

たときどのような説明を受けたのかなどの教短法が誤用の原因になっているとも考えられる｢.

4 まとめ

本論では,ドイツ語母語話者の3つの誤用一引用,等位接続詞の ｢と｣, ｢つもり｣-を具体例とし

て,それらの誤用と母語干渉の関係について考察を行なった｡.その結果,i)引用の埋め込みに関する語

順の誤用はドイツ語母語話者特有の母語干渉によるものであること,2)等位接続詞の ｢と｣と ｢や｣の

使い分けに関する誤用はドイツ語話者だけでなく類似の言語体系を持つ罰 吾言緒 にも誤用が見られるこ

とから,ドイツ語と類似の体系を持つ言語言緒 に共通する母語干渉であること,3)三人称主語の現在の

意志に ｢つもり｣を使用するという誤用はどの語 緒 にも見られる誤用であることから,母語干渉で

はない,ということが結論として言えそうである註5｡.

作文対訳DBは,多くの語 データを収録しているため,その特性を生かして,次のような教育上の知

見や研究成果を得ることができるだろう｡.それは,①学習者の誤用が起こりやすい箇所の特定とその原

因,②他言語話者と比較することによってわかるⅩ語言緒 に特徴的な誤用の傾向,③誤用と母語干渉の
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関連の有無,である｡.また,誤用の要因は ｢つもり｣でも指摘したように,教陵法の問題とも関わって

くる｡r本データは,その国や地域での教え方を再考することにも役立っのではないかと考えられる｡,

【註】

註 1 deなどの記号は国番号を,数字は学習者番号を表している｡,

註2 atはオース トラリアである｡

註3 宇佐美洋氏の指摘による｡

註 4 ドイツ語の語順はSVOであるが,従属節内は述語を最後に持ってくるという語順規則がある｡}

註5 誤用と学習者の日本語レベルとの関係は,母語干渉 と同様,重要な視点であるが,作文対訳 DBで

は,学習者の日本語 レベルが厳密にはわからないため,本論で観察した ドイツ語話者の3つの誤用と学

習者の日本語 レベルとの関係について分析することはできなかった亡.これに関しては,今後さらに縦

断的なデータを収集 し,検証する必要がある｡,

【引用文献】

井上優(1993)｢日本語の ｢ぼかし表現｣をめぐって-文法論からのアプローチ-｣,『日本語学研究』3,

北京 日本語学研究中心 今 日中国出版社

小林典子(2001)｢第 4章 誤用の隠れた要因｣,『日本語学習者の文法習得』,大修館書店

迫田久美子(2001)｢第 1章 学習者独自の文法｣｢第 2章 学習者の文法処理方法｣,『日本語学習者の文法

習得』,大修館書店

千野栄一(1999)『ことばの樹海』,青土社

前田(宇佐美)洋 (宿)(2001)『日本語教育のためのアジア諸言語の対訳作文データの収集 とコーパスの

構築』,課題番号国 11691041平成 11-12年度 科学研究費補助金基盤研究(B)(2)研究成果報告書,

国立国語研究所

【参考文献】

井上優(2003)『日本語教育ブックレット3 日本語教師のための対照研究入門』,国立国語研究所

鎌田修(2000)『日本語の引用』,ひつじ書房

国立国語研究所(2002)『日本語と外国語との対照研究Ⅹ 対照研究と日本語教育』,くろしお出版

迫田久美子(2002)『日本語教育に生かす第二言語習得研究』,アルク

二通信子 ･佐藤不二子(2000)『留学生のための論理的な文章の書き方』,スリーエーネットワーク

野田尚史 ･迫田久美子 ･渋谷勝己 ･小林典子(2001)『日本語学習者の文法習得』,大修館書店

-31-


