
若者の心に響いたことば

堀口 紬子

1.はじめに

r若者にはことばが通じないJとか, rことばで言っても若者には伝わらないJなどと言われることが

ある.はたして-若者の気持ちにことばが伝わるということはないのだろうかo

筆者は,桜美林大学で担当している r言語と文化Jという科目で,このことを考えるための手がかり

を得ようとした.この科目は-文学部言語コミュニケ-ション学科く注り開設の3. 4年生対象の科目で

あるo

この授業は,ことばと文化にかかわるいろいろなテ-マについて, 4-一5人のグル-プでディスカッ

ションをしたり- 協働で調査をしたりする中で,少しずつ自己開示をしていくように進めている.自己

開示がある程度進んだ頃に, r心に響いたことばJについて小さな作文を書くことを実施しているoテ-

マは-つに絞らず,ことばによって気持ちがプラス方向に動いたものとマイナス方向に動いたものの中

から-つ選択できるように,次のように設定したo

他の人から受けたことばの中で, rうれしかったことば人 r励まされたことば人 r傷付いたことばJ

のどれか-つにつも1て,そのことばと,それを言った人と- その時の気持ちを書いてください.

3つのテ-マのうち- 2005年度と2006年度の受講生79名 く日本人学生68名,留学生11名Jが取

り上げたテ-マの内訳をまとめると,次の表のようになる.

日本人学生 留学生 計

女性男性 女性男性

うれしかつたことば 285- 41 38

励まされたことば 233 30. 29

傷付いたことば 90 30 12

計 608 101 79

rうれしかったことばJを取り上げた学生は,日本人学生33名 く女性28 男性5I-留学生5名 く女

性4 男性11で,全部で38名 く女性32 男性61であるo r励まされたことばJを取り上げた学生は,

日本人学生26名く女性23 男性3l,留学生3名く女性3 男性OJで-全部で29名く女性26 男性31

であるo r傷付いたことばJを取り上げた学生は,目本人学生9名 く女性9 男性Ol,留学生3名 く女性

3 男性01で,全部で12名 く女性12 男性OJであるo

本稿では,取り上げた学生がいちばん多かった rうれしかったことばJについて1具体的に見ていく

ことにするく注21.

2.うれしかったことばの意味内容による分類

rうれしかったことばJとしてあげられたことばは, rありがとうJが2例あったが,それ以外は次の
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ように多様である.

く11感動をありがとうo く演奏会を見た来た客,家族,友達からI

く2100の笑顔に励まされたよo くボランテイア活動の参加者からJ

く3100がいっしょやとなんでも楽しいo く親友から1

く4Jあんたがいたおかげだよo くサ-クル仲間からI

く51日本語,上手になったねo く友達からl

く6Iお疲れ様o く親友から1

く71サ-クルやめても友達だし,ちやんと遊びにこいよo くサ-クル仲間からI

若者である大学生は- どんなことばを言われた時にrうれしいJと感じるのだろうかo そのポイント

を探るために,学生があげた38の多様なrうれしかったことばJを分類してみることにするo

2. 1 感謝されたと思えることば

く81ありがとうo

r感謝Jのことばの代表である rありがとうJを rうれしかったことばJとしてあげたのは2名であ

るo 二人とも1アルバイト先のお客さんから言われたもので,その時の気持ちを- 次のように記してい

る く作文の-部抜粋Jo

CD 混んでいるス-パ-のレジで,お客も店員もいらいらしている時に, rありがとうJと言わ

れると,それだけで1すごくうれしくなります.今までの自分の雑な対応がはずかしくなり

ますo 人に何かしてもらったら rありがとうJと言うのは当たり前のことなのに,普段の生

活の中では- あまり口にしていない気がしますo 当たり前のことだからこそ,ちやんと言わ

なければ伝わらない言葉だと思います.自分もちょっとしたことでも 卜ありがとうJと言え

るように心掛けていますo くo44FMRく注31よりJ

C21 rありがとうJは特にめずらしい言菓でもないけれど-言われればいつもうれしくなるo お

店では,客も店員も客が上という意識が無意識のうちにあり,客はしてもらうのが当たり前

と思っていることが多い中, rありがとうJの-言はとてもうれしかったo この-言で,次も

rありがとうJと言われるようにがんばろう- 自分も客になった時はrありがとうJと言お

うと思うようになったo くo53FNYより1

く9J感動をありがとうo く前出く山J

く101無事に帰ってありがとうo

く8ンのように自分が-生懸命働いている時や-く9Iのように自分が相手を感動させることができた時に,

それに対して相手が感謝のことばを言ってくれた場合,そのことばは学生の心にしっかり伝わっているo

また,く10Jのように自分の無事の帰宅を rありがとうJという言葉で迎えられた時一家族の心配してく

れていた気持ちが伝わってうれしかったと書いているo

2. 2 具体的な点をプラス評価

自分について具体的な点を取り上げて,それをプラス評価されるとうれしいと感じた例を- -つのグ

ル-プとして分類するo

く11I笑ってる顔がいいんだよo
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く12100の笑顔に励まされたよ.く前出く2Jl

く13Iあんたは笑ってる顔がいいんだよo それ- チヤ-ムポイントだよ王 7

く11トく13Iのように,自分の笑顔をプラス評価してくれることばは-学生の気持ちに伝わっているo

く141プラス思考でうらやましいo

く14Iのように,自分の考え方をプラス評価された場合も1そのことばは学生の気持ちに伝わっているo

その時の気持ちを- 次のように記している く作文の-部抜粋I.

Cgl雪の日に,バイト先の友達が,雪だからバイトに来たくなかったと言ったの対し,自分はた

だ雪だったら家でごろごろしていたと思うけど,バイトがあるから出かけるきっかけになっ

てよかったと言ったら- rプラス思考でうらやましいJと言われたo 自分の良い点に気付かさ

れて,うれしかったo くo43FAYよりJ

く151いつも肌キレイだね- うらやましいo

く15Iのように,自分の肌をプラス評価してくれることばは,学生の気持ちに伝わっているo ただ- こ

の時の気持ちを読むと, r肌を保つために日常心がけているので,努力が認められてうれしいと思ったoJ

くo54FHClという記述があるので, r具体的な点Jつまり r肌Jをプラス評価されてうれしかったとい

う項目のほかに1後出のr行動をプラス評価Jという項目にも分類できるo

く11トく151の例に見られるように-笑顔,考え方,肌-など,具体的な点を取り上げてプラス評価する

ことばは,若者の心に響くと言えようo

2. 3 本来の自分を丸ごとプラス評価

本来の自分をそのまま丸ごとプラス評価されてうれしいと感じた例を, -つのグル-プとして分類す

るo

く16Jおじいちやん-おばあちやん,昔の人に育てられたから,まっすぐな人に育ったんだねo

バイト先の社長に,両親が共働きのため幼い頃は祖父母と-緒にいる時間のほうが長かったという話

をしたところ- く16ンのように言われて-その時の気持ちを-次のように記しているく作文の-部抜粋Jo

61自分をまっすぐな人間だと認めてもらったことが,本当にうれしかったです.また家族-の

感謝の気持ちでいっぱいになりましたo何気ないひと言でも,私にとってはとてもうれしい

ということがありますo そんな言葉をかけてくれる人たちに感謝の気持ちを忘れずに,私も

だれかを喜ばせたり,励ましたりできる心のこもったことばを人に言えるようになりたいと

思いますo くo54FIAよりl

く17JOOなら必ずできるよo

く18IOOなら大丈夫一乗り越えられるよ.

く19JOOがいっしょやとなんでも楽しいo く前出く3IJ

く16トく191の例に見られるように, rOOならJなどその人を丸ごとプラス評価することばは,若者の心

に響くと言えようo

2. 4 行動をプラス評価

自分がしたことがプラス評価されてうれしいと感じた例を, -つのグル-プとして分類するo

く20IOOのおかげで成功することができたo

く211あんたがいたおかげだよo く前出く41l
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く221 4年間,よくがんばったo

く231-生懸一命がんばったんだからさ,えらいと思うよ,結果じやなくて過程が大切なんだよo

く20Jく211のように-自分のしたことが相手の成功につながったと認められた場合や,く22Iく23Jのように

自分の努力そのものが認められた場合など,認めてもらえたことが伝わることばは,若者の心に響くと

言えようo

2. 5 変化のプラス評価

く24J最近きれいになったね.

く251日本語,上手になったねo く前出く5Il

く241のrきれいになったJや,く25Iのr上手になったJのように1自分の変化がプラス評価されること

ばは-若者のJL-に響くと言えよう.

2. 6 理解してもらえたことがうれしい

苦労や努力の結果,相手に理解してもらえたことが- 相手の言ったことばでわかった時,そのことば

をうれしいと感じた例を, -つのグル-プとして分類するo

く26IOOの言っていることはわかる気がするo

く27Jわかったo いろいろあるだろうけどがんばってo お前の家はここだから,お父さんはここでお前

が辛い時とか苦しい時にサポ-トできるようにいつまでもここにいるし,何かあったらすぐ帰っ

てこいo

く271は.外国人の彼が- 大変な緊張をしながら結婚の希望を伝えた時の,父親のことばであるが1そ

のことばを聞いた時の気持ちを.次のように記している く作文の-部抜粋I.

61私の彼は外国人で- この話をする前に父とは何度か会っていて,しかし,私は話を切り出す

のにとても時間がかかり,特に父親と二人で話をしたことがなかったので,とても緊張して

いましたd 汗をかきつつ話をしたら,父がこのようなことを言ったので-驚きましたo 私に

とって父親はこわい存在で-優しいことを言うような印象はなかった人でしたo このことば

を聞いて,父親を見る目が変わりました.以前は先入観が先にきていたけれど,これからは

父自身を見ようと思い,安心しましたo ことば-言で,その人を見る目が全く変わることが

あるんだなと- 新鮮な気持ちにもなれましたo くo43FNKより1

2. 7 励まし

励ましのことばをうれしいと感じた例を, -つのグル-プとして分類するo

く28J自分が信じる道を行きなさいoおじいちやんやお畔あちやんは私が説得するからo

これは男子学生がうれしいと感じたことばで,言った人は母親であるo 学生はその時の気持ちを次の

ように記している く作文の-部抜粋lo

C6,ぼくが今まで言われて-番うれしかった言葉は,アメリカに留学したいと言って,祖父母に

反対されていたぼくに母が言ってくれた言葉ですD その言葉のおかげで,アメリカの高校と

大学に行けて,充実した時間を過ごすことができましたo その言葉がなかったら-今のぼく

はどうなっていたのか想像もつきませんoとてもうれしく,とても感謝しています.くo54MSY

より1
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く29I-生懸命,頑張れ- o

これも男子学生がうれしいと感じたことばで,言った人は祖父母であるo 学生はその時の気持ちを次

のように記している く作文の-部抜粋1.

Gl私はこの言菓を祖父と祖母に言われたo 私にとって祖父と祖母は人生の先輩であり,かけが

えのない存在であるQ その人たちに言われたシンプルな r頑張れZ Jは, -番のうれしい言

葉である.そして,先月,その上をいく r-生懸命Jが付いた言葉を聴いた時は,言葉に出

せない程の感激があったo く053MIYよりl

2. 8 ねぎらい.かばい

ねぎらってくれたことが伝わることばや- かばってくれたことが伝わることばを,うれしいと感じた

例を, -つのグル-プとして分類するo

く30Jいくら若いからって,疲れちやうわよね.

これは,バイト先のパ-トのおばさんのことばで,普段は r若いんだから,もっと働かないとねJと

厳しいことを言っている人に,特別仕事がきつくて r-ロ-ロになってVlる時に言われたので,その気

づかいの言薬がうれしJくて, r大変さが少し軽くなるような気がしましたJと書いている く引用は

043FEMよりlo

く31I疲れてるね.いいよ,ゆっくり休みなo

これは1部活のマネ-ジャ-としての仕事と人間関係に疲れ切っていた時に,部活の仲間から届いた

メ-ルであるo このメ-ルを読んで- rこんな私がどうしようもないのにそれをわかってF休めilとまで

言ってくれる仲間に涙が出ましたo今でも,このメ-ルは保護してとってありますoJと書いている く引

用は053FWMよりlo

く32J私がちょっと泣かせちやったの.

これは- 中学時代のことであるo 友人と話していた時に,涙ぐんでしまい-他のクラスメ-トになぜ

泣いているのかと聞かれた時に- その友人がクラスメ-トに対して言ってくれたことばであるo 学生は

その時の気持ちを次のように記している く作文の-部抜粋1.

C81全く友人が悪いわけではないのに,そのように言ってくれたことは,私のことを思って言っ

てくれたのだと,とてもうれしく感じましたo今でもとても印象に残っていますo くo44FTM

よりI

2. 9 気持ちや努力を見抜かれた

人に見せないようにしている悩みや,辛い気持ちや- 地道な努力などが,実は見抜かれていた- そし

て理解されていたということがわかることばを聞いて,うれしいと感じた例を, -つのグル-プとして

分類する.

く33I-人で悩まずに人に話すことも重要だぞo

これは,言った人が先生という例であるo 成績が悪くて,先生に呼び出され,今後のことについて話

し合いをした後で,最後に先生がかけてくれたことばであるo 学生はその時の気持ちを次のように記し

ている く作文の-部抜粋J.

C9,ちょうどすごく悩んでいる時期でしたo 卒業できないのではないかと不安になり- でも学校

の卒業式や企業の日程など時間はどんどん過ぎて行くばかりで,とても不安でしたo そんな
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時に先生がそんな言葉をかけてくれたもので1思わず泣いてしまいました.先生がかけてく

れたその-言で壁がふっとんだと言うか,すごく気持ちが楽になりましたし- もっと頑張ら

なきやと思いましたo 人のことばってすごい力があると改めて思いました.くo54FWAよりl

く341平然としてるけれど-本当は辛いんでしょo

これについては-人前で落ち込んでいるところを見せなかったにもかかわらず,自分の気持ちを察し

てこのようなことばをかけてくれたことがうれしかったと書いているo さらに,これを言った人が-普

段は辛口な人であるだけに, rちゃんと私のことを思ってくれているのだJくo43FYMlということがわ

かり,喜びも大きかったのであろうo

く35IOOが夜中まで-生懸命仕事してたの知ってるよo大成功してよかったねoお疲れ様o

これについては, rあんまり自分ががんばっているところを見られるのは嫌だJくo53FKAlと思って

いたので,このように言われて驚くと同時に- rがんばっている姿を陰で見られていて応援してくれてい

たことがすごく嬉しくて涙が出ましたJく053FKAJと書いている.これは,努力を見てくれていた上に,

その成果をr大成功してよかったねJと祝福し,さらにrお疲れ様Jとねぎらうことばが続き-喜びも

大きかったであろう.

2. 10 相手の心に触れていたことがわかった

自分の存在や行いやことばなどが,相手の心を動かしていたということが-わかるようなことばを聞

いて- うれしいと感じた例を- -つのグル-プとして分類するo

く36Jなんでもっと早く言ってくれなかったの.

これは,教育実習校で実習が終わり最後の挨拶をしたところ,突然のお別れと知った高校生に言われ

たことばである.学生はその時の気持ちを次のように記している く作文の-部抜粋lo

傘 私は実習が終わるうれしさでいっぱいでしたが,こんな言薬を言われて-急に寂しくなりま

したo少しの間教室に残って-生徒達と話をし,卜ああ言えばよかった,こう言えばよかったJ

と話し足りなさを感じ,悲しくなりました.教師としては大変でしたが- こういう喜びがあ

るのは素敵なことだと感じましたo くo44FOTよりl

く37ンこれオレの親友.

これは男子学生が高校時代からの仲の良い友人に言われたことばであるo学生はその時の気持ちを次

のように記している く作文の-部抜粋lo

食 男同士なので,お互いのことを言菓にして尊敬したり-礼を言ったりということはめったに

なかったoだが,つい最近,彼のライブに行った時,バンドのメンバ-ににれオレの親友J

と紹介してくれた時.とてもうれしくなったo というより心の中でうれし涙を流していた.

くo54MSSより1

く381私は絶対00をきらいにならないからo

く391サ-クルやめても友達だし- ちやんと遊びにこいよ.く前出mJ

く40,00とともだちになってうれしいo

く41J絶対に勝手に死なないでね.

2. 11 若者ことば

若者ことばがうれしかったというのは- わずか1例であるが,他のことばとは性質が異なるため-別
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の分類としたo

く411はぴば-D

このことばをメ-ルでもらった時の気持ちを,次のように記している く作文の-部抜粋Jo

魯 誕生日には-友人はメ-ルや電話をくれるが-そういうものは大体rHappybirthdayJとr幸

せを祈ってるJと r素敵な0歳になるといいねJというものだった.それが今年一 友人がく

れたこのメ-ルからは事務的な感じを受けなかったし-何より rはぴば-Jというのがすご

く気持ちを軽くさせてくれたo 23歳だしちゃんと就職しないといけないし. .など色々考え

ていると-頭も気持ちも,逆に固まってきて- 自分は駄目だと思ったり,弱気になってしま

うoそれを防いでくれたのがこのメ-ルで.嬉しかったし- とても救われたo くo44FIAよりJ

3.留学生の rうれしかったことばJ

留学生11名中, 5名がrうれしかったことばJについて書いているo ここでは,その5例を取り上げ

るo

く421無事に帰ってありがとう.く前出く10JJ

これは留学生がホ-ムステイ先の家族に言われたことばであるo 日本に来て間もないころに初めて新

宿-行くことになり,電車の乗り方や友人との待ち合わせなど不安いっぱいで家を出たが-無事帰宅し

た時に-家族がこのように言ってくれたo留学生はその時の気持ちを,次のように記している く作文の

-部抜粋Jo

囲 rありがとうJっていう言葉がこんな場合でも使えるなと初めて知りましたo本当に感動で

した.日本に来て,さびしいかもしれない外国での生活をこの家族があって,私はとてもし

あわせだなと思いましたo 単なるホストではなく,本物の家族になったような気分でうれし

かったので,今でも忘れられないですo く04RJ性41FSKよりJ

く43100なら必ずできるよo

これは,男子留学生がうれしいと感じたことばであるo この学生は,日本に来てから何度もこのよう

に言われ,言われるたびにうれしくて,落ち着くことができ,もっと頑張ろうと思ったと書いているo

く44100とともだちになってうれしい.

これは- 日本にいるのが1年だけの短期留学生の自分に- 日本人の友達がこのように親しく思ってく

れて,とてもうれしかったと書いている.

く451日本語一上手になったねo く前出く511

日本に来たばかりの時は日本語があまり話せなかったが,少しずつ上手になっているかなと自分では

思っていた時に,日本人の友達にこのように言われて- rやはり留学している私にとっては,そんなこと

ばほどうれしいことばはないと思いますJくo4短期く軸FCYよりJというように,留学生にとって,こ

とばの上達が認められることは-大きな喜びだと言えよう.

く45I今度ねo

これは,留学生がバイト先で親切にしてくれたおばあさんに言われたことばであるo言われた時のう

れしいと思った気持ちと,その後の気持ちの揺れを-作文の-部を抜粋しながら見ていくことにするo

囲 ある日その人が-.rホ-ムシックしない9家も0さんと同じくらいの娘がいて-今度,遊びに

来なさいJと言ってくれた.当時一友達もまだいない,毎日ホ-ムシックで寂しい生活をし

た私にとって,それはとてもうれしかった.なんと優しい方だなと思った.そしてその人が
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いつ私を招いてくれるか期待したが- その人が言ってたその r今度Jは,そのアルバイトを

やめるまでこなかった.く043学留く注6JFGKよりl

うれしい気持ちにさせてくれた r今度ねJが,アルバイトをやめる時にはがっかりさせるものになって

しまっていたが- その後- この学生は日本人の r今度Jの使い方について,知ることになる.

6Slずっと後になってわかったことだが- r今度Jという言葉は礼儀上のことばで,それは-いつ-

どこで,など,何か具体的なことを意味するのではないことであるのがわかったo くo43学留

FGKよりI

r今度Jの使い方を知って.事情が理解できると,招待してくれなかったことを恨むのではなく,その

ように言ってくれたバイト先の人の気持ちを,次のようにくみとっているo

魯 その人は- 日本に来て頑張っている留学生を見て応援しているんだよの気持ちで言ったかも

しれない.しかし,当時,それを知らなかった私は,ずっと r今度Jを待っていたのだo 私

が待っていたその r今度Jは来なかったけど,日本に来て-番辛かったとき- 応援してくれ

たその人の気持ちは永遠に忘れられないo く043学留FGKよりI

4. rうれしかったことばJを青ってくれた人

大学生がうれしいと感じたことばを言ってくれた人は,いちばん多かったのが友人で, 16名である.

うちわけは,親友が5名,普通の友人が7名,高校時代からの友人が3名,中学時代からの友人が1名

であるo

次に多かったのは,サ-クルや部活やボランテイア活動の仲間の7名で,うちわけは,部活仲間が4

名一 先輩が1名.,ボランテイア活動参加者が1名,演奏会を見に来た客と家族と友人が1名である.

次がアルバイト関係の6名で- うちわけは,アルバイト先の客が2名,アルバイト先のパ-トのおば

さんが2p名,アルバイト先の友達が1.名- アルバイト先の社長がIである.

家族は5名で,うちわけは,父親が2名,母親が1名,祖父母が1名,ホ-ムステイ先の家族が1名

であるo

そのほかに,先生が2名一実習校の生徒が1孝.,普段は辛口な人が1名,就職活動で同じグル-プだ

った人が1名であるo

5.おわりに

大学生が他の人から言われてうれしかったことばを,そのことばが表す意味.内容によって分類し,

その時の気持ちを見てきた.学生がうれしいと思ったのは,感謝された時,プラス評価された時,理解

してもらえた時,認めてもらえた時,励ましやねぎらいを受けた時などにまとめることができるo

学生が作文に書いた- rうれしかったことばJとその時の気持ちを見ると-若者に特有という例はr若

者ことばJの rはぴば-Jがうれしかったという1例を除くと,どの年齢層にも通じるようなことばで

あることがわかったo

さらに,ことばをかけられて rうれしいJと思うと,それは次のような気持ちに発展していったo

ア.自分もちょっとしたことでも rありがとうJと言えるようになりたい

イ.がんばろうという気持ちになった

り.ずっと笑顔を忘れないでいたい

エ.
-言でその人を見る目が全く変わることがあるのだ
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オ.このことばは-生忘れない

カ.感謝の気持ちを忘れないようにしたい

キ.私も心のこもったことばを話せる人になりたい

ク.教師の喜びを知った

1.本当の家族になったような気分

桜美林大学の3. 4年生の小さな作文を通して- r若者の気持ちにことばが通じないJということはな

い,感謝されたり,プラス評価されたり.理解してもらえたり,認めてもらえたり.励ましやねぎらい

を受けたりした時,そのことばは若者の気持ちにしっかりと響いているということを確信することがで

きたo

E注記コ

く注11組織が改編されたため- 2007年度からはリベラルア-ツ学群人文科学分野の科目として開設

されているo

く注2J r傷付いたことばJを取り上げたのが,日本人学生が68名中9名く13%Jであったのに対し,

留学生が11名中3名 く27%Jで,留学生の割合が高いことも注目すべき点であるが,本稿では

触れないことにするo

く注3Jかっこ内は,出典である作文の番号であるo rO44FMRJの最初の rO4Jは r2004年度人 次

の r4Jは学年,数字の次は rFJまたはrMJで性別,最後の2つのアルフアベットが姓名の

頭文字を示す.

く注41年号の次の,,RT,,というのは, ,,Reconnaissance Japanese,,という桜美林大学の留学生のための

コ-スであるo

く注51 r短期Jは短期留学生のことで,この学生は1年間の短期留学生であるo

く注61 r学留Jは学部留学生のことで, 4年間の正規学部生であるo

く桜美林大学大学院l
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