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はじめに 

 

「共に」 ～より深めたい同僚性～ 

 

 ある時、自分の思いを様々な言動で訴え、伝えるМさん（小学６年生）が転校してきま

した。Мさんの言動は後になってわかることですが、「私にもっと関わって。私はどうして

いいかわからない」といった意味・理由がありました。当初、それはなかなか受け入れ難

く、理解が難しいものでした。担任の私には初めて出会うケースで、言動の持つ意味や背

景を知ること、支援の在り方や支援の見通しを探ることに必死になっていました。時には

根負けし、逃げ出したくなることも。そんな時、隣のクラスのＹ先生が手を差し伸べてく

れました。「ちょっと交代。私がやってみましょ。一緒に考えましょう」と。この言葉は私

にとって天の声でした。有難く、嬉しく、涙がこぼれ落ちてきました。忘れることのでき

ない瞬間でした。私はこの言葉を受け、もう一度Мさん見つめ直すことができ、同僚と作

成した個別の指導計画・支援計画を軸に「共に」すすめる教育・支援の展開に至りました。

一人で悩みを抱え込まないこと、チーム・組織で向き合うこと、抱える悩みを周りの人に

伝え、周りの人はその悩みを自分のこととして考えることの大切さを学びました。Мさん

は、私たちに教師の仕事の在り方・仕方を教えてくれたのです。 

  

「同僚性（パートナーシップ）」は、教師同士が支え合い、教え合うことで共に成長し、

高め合っていく日本独自の研鑽スタイルであり、授業研究や授業を公開し互いに学び合う

ことから教師同士の協働関係が構築され、学校全体の教育レベルを底上げすることができ

る。このことは日本が誇る「教育文化」の一つだと言われています。近年、教員の多忙化・

競争主義や成果主義の導入などによるこの良き風土が阻まれようとしている。教師一人一

人が孤立し、自由闊達な意見交換や議論の場が少なくなり、教師間の信頼関係も希薄とな

り、同僚性を発揮できるような雰囲気が失われつつある。チーム学校の推進が大きな課題

の時期だからこそ、共に学び共に育ちあう教職員(協働性と同僚性)を強く志向していくこ

とが重要だと考えます。 

  

教師という仕事は、無境界で不確実で、どこまでやってもそれで終わりはなく、ここま

でやればという境もなく、奥の深い深い仕事です。「一人一人の子どもの笑顔」「保護者

の安心と満足感」が手掛かり・頼りです。教育という仕事、教師という職に、生きがい

とやりがいを見出したいものです。 

 

 

令和元年７月 

大阪信愛学院短期大学児童教育研究所 所長 智原 正行 
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遊びうたの持つ魅力によるコンピテンシー向上について 

―小学校 4 年生の音楽科における音楽づくりの導入に着目して― 

 

Improvement of Competency by Utilizing the Charm of Play Songs 

— Focusing on Introductions of Music Making in Music Curriculum of the 

Fourth Grade 

 

   大阪信愛学院短期大学 子ども教育学科 

            津田 奈保子 

 

小学校 4 年生で行った、音楽科の音楽遊びの一つを分析し、コンピテンシーにどのようにつな

がったのかを明らかにした。音楽科の音楽づくりにおいて、その構成を理解するために遊びを取

り上げた。遊びを何度も児童から率先して繰り返ししていくことで、その遊びが深まり、より遊

びの精度が高まることがわかるであろう。ただ放任して遊ばせるのではなく、教科の中で先を見

通しながら行う事で、子どもたちは思考し、遊びがより知的に発展するのである。しかし何より

も、遊びであるがゆえに、間違っても責められることもなく、むしろゲーム性を活かし長く続け

るために友達を援助するなどの社会性が育つことにより、より楽しさを増していた。それが繰り

返しを生み、リズムや拍子の習得を助けていたと思われる。 

 

キーワード：音楽あそび、コンピテンシー、音楽づくり      

 

Analyzing one of the music play in the fourth grade music class, I clarify how it was 

related to the competency. To understand the constitution of music, I focused on play in 

the music curriculum.  Repeating the play again and again, the play might deepen and 

improve the accuracy of the play. Not letting children alone to play, but seeing a head in 

subject, the play develop intelligently by making children think deeply. Most of all, the 

play is just a play ,so that children can enjoy music more, because they won’t be blamed 

even they made mistakes .The development of sociality, for example helping friends to 

continue the play, make the play more enjoyable. As the play is enjoyable, it was repeated 

and the play helped to acquire rhythm and beat. 

 

Keywords: Play songs, Competency,   Music making 

1 はじめに 

幼児期の保育では遊びが前提として行われているが、これは遊びが子どもの育ちを助長する
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ことが証明されているからである。近年小学校でも、黒板を見て一方的に指導する形だけでは

なく、児童自らが学ぶ授業、対話的で深い学びができる授業構成が望まれる。音楽科の授業に

おいては、ただ単に音楽が上手に演奏できるようになるための一方的な指導に陥らないために

は、適度に遊びを取り入れながら、教師と児童、児童と児童での応答性を増やし、自ら学び、

自ら気付き、感じる授業が、児童の資質能力の向上となるであろう。 

廣津は児童の泥だんご遊びをきっかけに、言葉と音楽の融合により、音楽的リズムの気づき

から旋律の音楽づくりへとつながる一例を挙げており、遊びの持つ多様性を窺わせる。4 年生

の音楽科の授業を題材に、遊びの持つ魅力を生かすことで音楽の構成や、音楽の重要な要素に

気付くことができるのではないかと考える。そしてそれが児童の成長において重要な、コンピ

テンシ－の向上に一役を担うと考えられる。本稿において、小学校 4 年生で行った、音楽科の

遊びの一つを分析し、コンピテンシーにどのようにつながったのかを明らかにするものである。

音楽科の場合、実態を持つために、音楽遊びが有効であることを明らかにする。 

 

2 コンピテンシ―について 

 近年教育界においても、コンピテンシーという言葉が多くの場面で使用されるようになって

きた。そもそもは、企業で使用された言葉であり、高業績、業績遂行能力が高い人物に共通す

る行動特性として使用する言葉として存在していた。 

 PISA のテストを実施している OECD(経済協力開発機構)が、1997 年から 2003 年にかけて、

DeSeCo(Definition and Selection of  Competencics : Theoretical and Conceptual 

Foundations、鍵となる能力の定義と選択：その理論的・概念的基礎)と呼ばれるプロジェクト

を展開し、個人が人生で成功しながら社会が良好に機能するために必要な能力を「キー・コン

ピテンシー」（1）として明らかにしている。これらの考えは PISA の問題にも反映されており、

日本でも日本の子どもたちの点数変化より、新しい学力観を生み出すきっかけともなった事柄

である。DeSeCo では 3 つのカテゴリーがある。一つは、「道具を相互作用的に用いる力」であ

る。二つ目に、「異質な人々からなる集団で互いに関わり合う力」、三つ目に「自律的に行動す

ること」である。 

 「キー・コンピテンシー」とは、日常生活のあらゆる場面で必要なコンピテンシー（能力）

をすべて列挙するのではなく、コンピテンシーの中で、特に、１人生の成功や社会の発展にと

って有益、２さまざまな文脈の中でも重要な要求に対応するために必要、３特定の専門家では

なくすべての個人にとって重要といった性質を持つとして選択されたものである。（２） 

 日本においては、1996 年に文部省（現在の文部科学省）の中央教育審議会（中教審）が「21

世紀を展望した我が国の教育の在り方について」という諮問に対する第 1 次答申の中で、「生

きる力」が取り上げられ、1998 年（平成 10 年）に学習指導要領改訂時に「生きる力」が提案

された。（3）結果的に「生きる力」は、「キー・コンピテンシー（主要能力）」の考え方を先取

りしていたとの立場でその後推し進められた。しかしながら、当時は「生きる力」とは何かと

いう明らかな定義が十分になされなかった。 

その後の 2008 年（平成 20 年）の学習指導要領改訂（4）において、生きる力として 3 つの

https://ja.wikipedia.org/wiki/1996%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%9C%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%9C%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E6%95%99%E8%82%B2%E5%AF%A9%E8%AD%B0%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/21%E4%B8%96%E7%B4%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/21%E4%B8%96%E7%B4%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E8%82%B2
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カテゴリーで定義された。①基礎・基本を確実に身につけ、いかに社会が変化しようと、自ら

課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質

や能力②自ら律しつつ、他人と共に協調し、他人を思い明日心や感動する心などの豊かな人間

性③たくましく生きるための健康や体力を指すものであるとして定義された。そして、簡潔に

①確かな学力②豊かな心③健やかな体という言葉で広く知れ渡ることとなった。 

時を同じくして、ドイツやイギリス、フランス、フィンランド、アメリカ、オーストラリア、

ニュージーランド、シンガポール、韓国においても、キー・コンピテンシーを参考にして、教

育改革がなされるようになった。名称は異なるが、「コンピテンシーに基づく教育改革は世界

的な潮流となっている」（５）と考えられる。そして日本においては、上記で述べたようにコ

ンピテンシーに基づく教育を「生きる力」として推し進めているのである。文科省では、この

定義を踏まえて 3 つの具体的なカテゴリーに分類している。それは、１社会・文化的、技術的

ツールを相互作用的に活用する能力（個人と社会との相互関係） ２多様な社会グループにお

ける人間関係形成能力（自己と他者との相互関係） ３自律的に行動する能力（個人の自律性

と主体性）（６）である。 

ここで述べられているのは、個人が深く考え、目前の状況に対して合わせる力や、変化する

力、経験から学び取る力、批判的な立場で考え行動することの重要性である。「その背景には、

「変化」、「複雑性」、「相互依存」に特徴付けられる世界への対応の必要性」があると述べ

られている。（７） 

 29 年告示の学習指導要領においては、より具体化させるために、教育課程全体を通して育成

を目指す資質・能力を、 

ア「何を理解しているか、何ができるか」 

イ「理解していること・できることをどう使うか」 

ウ「どのように社会・世界とかかわり、より良い人生を送るか」 

の３つに整理された。４年生で見てみると 

（１）「曲想と音楽の構造などとの関わりについて気付くとともに、表したい音楽表現をする

ために必要な歌唱、器楽、音楽づくりの技能を身に付けるようにする」 

（２）「音楽表現を考えて表現に対する思いや意図を持つことや、曲や演奏の良さなどを見出

しながら音楽を味わって聴くことできるようにする。」 

（３）「進んで音楽にかかわり、協働して音楽活動をする楽しさを感じながら、様々な音楽に

親しむとともに、音楽経験を生かして生活を明るく潤いのあるものにしようとする態度を養

う。」とある。（下線著者） 

 曲想と音楽の構造の関わりに気づき、表現技能を身につけること、つまり、（ア）に値する、

知識や技能が習得されることが大切であると改めて書かれている。またその得た知識や技能を

用いて、表現に対しての意図を持つことや、鑑賞する際にも、構成に気づきながら味わうこと、

またそれらを新たな学びに向かったり、学びを人生や社会に生かそうとしたりする力を高めて

いくことができるように、教育することが述べられた。 

しかしながら「音楽を味わって聴く」「協働して音楽活動をする楽しさを感じ」「生活を明る
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く潤いのあるものにしようとする態度」などは、一見見えにくい能力である。渡部（2017）が

言うように「性格的・身体的な『特性』や『動機』などは仕事の業績に大きく影響するにもか

かわらず、その評価は困難であり潜在的なもの」（8）である。そしてこれがコンピテンシーで

あると定義している。コンピテンシーがすべて見えないものであるわけではないが、見えるも

のだけに着目することなく、生きる力の中でも、特にこの一見見えない、見えにくい資質能力

について、教師は目を配るべきであり、この見えないものを見る力をつけなくてはならないと

考えられるようになったといえる。 

 そして音楽の中では、音楽遊びの中において、この見えにくい資質・力は出現するのではな

いかと感じている。本稿において、実際に小学校 4 年生で行った音楽遊びの中で、知識として

リズムや音符の指導を導入する前に、遊びにより体で感じる活動を取り入れることで、それを

利用しての創作や表現において、生かせるのではないか、また学びに向かう力は高められるの

ではと考え、考察するものとする。 

 特に音を聴くという活動において、見えにくい特性や動機などがどのような変化があったか

について考察を加える。休み時間の様子などについても担任の教師より聞き取り調査をし精査

した。 

 

3 遊びの事例から 

3-1 教材：簡単なリズムやメロディを演奏することは 1 年から 3 年生までにも経験してき

た。音楽づくりも、図形を使いながらイメージを持つことも経験してきた。本題材では、音の

長さの違いを理解しつつ 2 人（一部 3 人）のグループで短いリズムアンサンブルを創ることを

ねらいとしている。その際二分音符・四分音符・八分音符を使用して創る。導入としての遊び

は、長さの違いではないものの、音の入るタイミングが長さの違いと合致する遊びである。ま

た 2 分音符の間隔で声を出すときも、裏拍（2.4 拍）に手拍子を入れることで、そのタイミン

グを計りやすい。一周回るたびに「ふ」の数が増加し、変則的・変拍子的になるところが児童

にも楽しいところである。楽しさを糧に遊びながら、感覚を学び創作に生かしたい。 

 

3-2 指導目標 

1 音の長さ、二分音符、四分音符、八分音符を知り、利用してリズムを創る。 

 2 みんなでリズムを合わせたり、ずらしたりしてアンサンブルの楽しさを味わえるようにす

る。 

 

3-3 指導内容と計画・・・・５時間（2018 年 5 月 16 日～5 月 31 日）4 年 31 名 

第一次 「焼肉弁当」で遊ぶ 

第二次 「焼肉弁当」を、楽譜で表してみる。 

第三次 各自で言葉を決めリズムを創る。 

第四次 グループで言葉を持ち寄り、リズムをずらしたり、合わせたりしてアンサンブルを創

る 
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第五次 リズムアンサンブルを練習する。 

 

3-4 学習活動の実際 

第一次 「焼肉弁当」を楽しもう 

  最初は、言葉を口にできても、その裏に入れる手拍子ができない。数名の児童は 2.4 拍を

入れるのに四苦八苦している。手拍子を気にしていると言葉が詰まったり、間違ったりする

が誰もが指摘することなく、むしろ楽しい雰囲気となる。間違った本人も笑いで終了し、次

への期待に胸が膨らむようである。拍に合わすことが出来ずにいる児童のため、口頭では何

も言わずに、教師自身も遊びに加わり、手拍子をやって見せた。 

第二次 言葉を様々なリズムで歌ってみる。言葉にするとどうなるのかを視覚的にも確認する。 

  言葉を実際書いてみると、音の間隔はわかりやすくなる。その後遊んでみると、納得して

言葉を発し、手拍子を入れている姿が垣間見られた。それでも合わせにくい児童や、言葉を

発すると手が止まってしまう、もしくは言葉を発すると拍子感を失う児童には、教師が遊び

に加わり目配せしながら身体で見せると、対象児は教師を見て修正を図る。 

第三次 他の言葉でも出来ることを知る 

  言葉を変更しても出来ることを喜び、いろいろな言葉を探す。口々に言葉を発し、二分音

符・四分音符・八分音符を使用して言い換えて遊ぶ。八分音符で発音すると言葉が言いにく

かったり、異質に感じたりするものがあるようで、大笑いする場面もありつつ、同じ言葉で

も音符の変化による聴取の違いに反応している。 

第四次 みんなで工夫しながら合わせる。 

  二人組（一部は三人組）になり、各自が考えた言葉を持ち寄って、合わせたり、ずらして

応答性をもたせたりしてアンサンブルを作成する。リズムだけではなく、言葉を使用したこ

とで、実態が持ちやすく、遊びの延長で取り組んでいる。 

第五次 言葉から音にしてみる。 

  言葉で練習したものを、手拍子に変換させた。それぞれの手拍子の音の違いで面白いアン

サンブルになる。手拍子だけでの表現が難しい児童は、手だけに頼ることなく、小さく言葉

を発することで、リズムを、もしくは拍子を感じやすくなるのか、友達とうまく合わせられ

ていた。各グループで始めるときや、拍子を合わせるのを目配せしたり、小声で 3，4 と前

カウントを打つ児童がいたりと各グループでの工夫が見られた。 

 

「焼肉弁当」①②の順に人が後退して言葉のリズムを言う。「ふー」だけ四分音符の間隔で声

を出す。奇数の時は四分休符を追加する。偶数の時はすぐに「やきにく」に戻る。 
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～ ４周すれば「ふー」の数を 4 にするなど増加していく。 

 

3-5 学習活動の考察 

第一次考察 

ここでは、一連の学習内容の中より、第一次の焼肉弁当遊びを取り上げて分析してみよう。 

まずこの遊びは、言葉のリズムによるゲームである。遊びであるがに故に、子どもは楽しい雰

囲気の中、自由に発言し、自由な心で取り組むのである。したがって、それは、魅力のある、

楽しい性質を帯びることとなる。子どもも遊びと言う物は、「楽しい」が基本にあることを承

知しており、常により楽しくなるように工夫する。そしてこの楽しくなるように工夫し、変化

を生み出していくことがまさに遊びの定義とも言えるものである。児童は、まず 2.4 拍に手拍

子を入れることに苦戦する。苦手な子どもは言葉を上手く当てはめるために手を止める。手を

止めなくては言葉が止まるからである。この遊びが成立するためには重要なことである。従っ

て、児童の中に、「手を止めるなんてずるい」という感覚を生ませることもなく、むしろ、言

葉を言ってくれている間は任せてくれという意味なのか、周りの友達は文句も何も言わず手拍

子を刻む。そして２・4 拍を手間取る児童は、自分の発言の後、周りを見ながら手拍子の輪の

中に入る。 

人は、何かしら評価やテストなどになると勝ちたい、勝りたいという気持ちに駆られるもの

であるが、遊びと言うものはそれらの世界とは別のものである。つまり遊びは社会的な立場を

決定するようなものではなく、その場限りの勝敗であり、負けても人生に影響がないことを皆

が理解していることが特徴である。従って、皆で自然と協力する体制ができる。それは真に、

状況に応じて人と協力する力であり、他人と良好な関係をつくる能力となる。勝ちたいと思う

ものであっても、ゲームであるが故に、それは人生を左右するものでなければ、また人格をお

としめるようなことにはならないため、勝負も楽しさの原動力となる。つまり、その場限りの

勝敗は遊びの楽しさを増幅する。また「焼肉弁当」の場合、何回目までいけるかというクラス

みんなで共有する目標ができるため、苦手な児童を補うかのようにふるまうことも多くなる。
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子ども達の「目」が様々なことを物語る。拍を取りづらい子どもは他児の手を見つめ、まねを

する。次が不安な児童は、次に何を言うのかを、一人ひとり友達の数をカウントしている。ま

た自分の番が来ることを理解し、他児の時も、集中して見つめ、口ずさんでいる。体は小刻み

に動き、手拍子の音を聞き、聞き耳を立てながら音楽の拍から外れないように集中している。

また詰まりそうになる児童がいれば、ヒントを身体で、または小声で伝え、つまらないように

援助する。遊びであるが故の協調性が生まれる。 

間違わないようにリズムを打とうとする、また友達が間違いそうになれば、協働により乗り

越えようとする、リズムに乗って言葉をはめようと、また友達が言葉をうまくはめられるよう

に目くばせするなどは、まさに育てるべきコンピテンシーである。この一つの目標に向かって

取り組む姿も社会性のコンピテンシ―の中で重要な要素である。 

中には、あらかじめ予測しようと、次は何という言葉を発するべきかを、友達の数を数 

えながら、導き出す児童もいる。人は行き当たりばったりではなく、生きていく上でもあらか

じめ人生設計をして実行する行動力を必要とする。遊びが楽しくなるために、自分のために止

まらないために、児童は目一杯の先読みをして備える。真に、人生設計のようである。遊びに

はそもそもコンピテンシーの要素を充分に含んでいると考えられる。それを音楽科の単元の最

初に持ってくることで、子どもたちの学びの方向性はコンピテンシ―の育成へと向かう。 

第二次考察 

 「焼肉弁当」を二分音符、四分音符、八分音符で表してみると、「アー」と納得する様子で

ある。「焼肉弁当」の場合は、長さではなくタイミングだけの問題であることも納得したもの

の、それを応用できるかと言えば難しい。楽譜を見る目と、耳の力で理解が高まる。そして納

得することでより楽しさが増す。理解することだけではなく、知ろうとすること、わかろうと

することも重要な育ちであることを確認する。遊びをベースに始めたことで、自然と理解する

ことができ、理解しようとする。 

 前回と異なり、ただひたすら目で他児を追うのではなく、頭で理解しながら追っているため、

裏拍での手拍子もほぼすべての児童ができるようになる。行き当たりばったりではなく、次は

3 回目、次は４回目と口にする児童もおり、長いスパンで先を見ながら今を楽しんでいる様子

も見られる。ここで着目すべきは、余裕が増大するとともに、他児の音も自然と聴いているこ

とである。遊ぶたびに、手拍子の大きさが揃っていく。時折、大きすぎる手拍子をしたときに

は、皆が笑う。大きさをそろえましょうと言わずとも、自然と音に対して感覚が鋭敏となるの

が感じられる。 

 1 回遊んだことで詰まることも減少傾向であるが、リズムに乗って言葉を入れるのが難しい

児童がまだ存在する。最後の「焼肉弁当」は言葉の入れ方がそれまでの倍になる。しかしその

前も速く詰まってしまうこともある。この遊びで、二分音符、四分音符、八分音符の間隔で言

葉を入れることを遊びで体得する。 

第三次考察 

 「焼肉弁当」以外の言葉でも、二分音符、四分音符、八分音符でできる。どんな言葉にしよ

うかと考える。より面白い言葉はないかを探し、友達の言葉を聞いては楽しんでいる。より楽
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しいものを探すということは、単なる遊びである中に、人生の方向性が示されている。今日よ

りも明日、明日より明後日が豊かになるように成長しようとするかの如く、子どもたちはより

楽しい言葉探しに没頭する。ここで重要になるのは、自分を高めるために、人に影響を受け合

うと言うことである。社会性の中で人は能力を向上させる。遊びの中でも社会の中、他の児童

との関係性の中で育つ点は、人生において重要な点であろう。これらの応答性の中で児童は聴

取も行っている。また声にだしながら、音声としての心地よさを感じている。語呂がよくない

ものは、合わせたときに変な言葉に聞こえることもあり、声に出しながら、一喜一憂している。

このことから音を聴きなさいということなく、言葉の音声もよく聴く姿が見て取れる。 

 この時二分音符は 2 マス、四分音符は 1 マス、八分音符は１マスに二文字を書き、目でも長

さが確認でき、また思考でマスをつなげていけば楽譜はできる状態である。しかし、それを実

際に音にする、リズムにする時、実態がないと表現できないことが多いが、遊びを存分に楽し

み体得した子どもたちは、少しの援助があれば皆が表現に繋げることができた。 

第四次考察 

 友達と言葉をあわせてみる。友達と一緒にしたり、ずらしたりすることを楽しんでほしいと

おもったが、意外に、友達との言葉を見せ合いながら、言葉比べをする。そして言葉を調整し、

同じ仲間にするなどの様子が見られた。例えば俳優の名前にしたり、ジャニーズの名前にした

り、はやり言葉で集めたり、食べ物にしたりと、仲間と協調し、一緒に楽しもうという姿が見

られる。音楽も大切であるが、この遊びを通して、子どもたちが、より豊かに生活しようとす

る方向性が見える。より良い社会にしようという方向性は、これから生きていくうえで、グロ

ーバル視点でも必要なことであるが、児童は、遊びがより良いものになるように工夫をいとわ

ない。まさにこの方向性が教育の中で重要である。 

 友達と合わせていくときに、遊びで 2 分音符の中に手拍子のリズムを打ち、拍があることを

体得した子どもたちは、以下のような楽譜を創作し、すぐに表現していた。 

 

言葉を四分音符にしたり、伸ばして二部音符にしたりするのは勿論であるが、友達と共通課題

の言葉を取り入れ、1 拍ずつずれるなどの工夫をするグループもあった。また言葉を掛け合い
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にし、友達と応答性を持たせ、八分音符で言葉を表すだけでなく、言葉のもつリズムを生かし、

シンコペーションなども面白く入れているグループもあった。 

このようなことができるのは、思考力により音の長さを理解しているだけではなく、二分音

符という長さの中に拍がある、つまり音楽遊びでした手拍子の体感が生きているものと思われ

る。 

第五次考察 

 グループごとに練習をするが、言葉であるため、楽譜によるアレルギー症状は少なくなるよ

うである。積極的に、縦の線も横の流れも確認し、音がずれた場合自ら正そうとする姿が多く

見られた。また言葉を確認しながら、楽譜は十分に読めなくとも、誰かの後は自分であるなど

といったグラフの順を追うかのように楽譜を見る。読譜だけであればすぐに、鉛筆を出してド

レミを書きたくなる児童が、言葉というだけで、人と順に声を出すことを理解している。 

 音楽科においても知識を身に付け、知的理解を高めることも重要な使命ではあるものの、そ

れは音楽の場合読譜力とイコールではない。つまり、楽譜は音を読む手段として必要であるが、

楽譜を読めるからと言って音楽が成立するのではなく、あくまでも音楽を始めるための手段で

しかない。よって、楽譜を読む工夫をすることや、楽譜を人と合わせるときの視覚的な資料と

してどのように利用するかという工夫により、コンピテンシーをさらに身に付くであろう。 

 

4 コンピテンシーの学び 

人の声と混ざる楽しさ･美しさを感じることは、音楽科のなかでは重要な能力である。しか

しそれが〈遊び〉という児童にとって心が自由な中で、児童が主導を握ることができる時間を

与えることによって、子どもそれぞれが工夫する。また遊びの中で音の響きや、リズムがそろ

ったとき、ハーモニーが生まれた時を感じ、驚きや喜びへと変わる。この自己に向き合う経験

はコンピテンシーの中でも、重要な経験であるといえよう。音楽が複雑化しより深く関わるこ

とで、より感覚を研ぎ澄まさなくてはわからないことがあり、またそのきっかけは「楽しい」

をベースに、上手くいくにはどうすればよいかを考える、試行錯誤の行動の中に認められる。

この工夫によって新しい思考が生まれること、また友達の力を借りつつも新しい思考が生み出

される経験をすることは、これから創造的な生活を送る子どもにとっては必要不可欠な経験で

ある。 

遊びのキーワードである「楽しい」には、福田（2002）が言うように「段階がある」（9）音

楽的な学びが深まれば深まるだけ、音楽的な楽しさも知るであろう。音楽遊びの場合は、遊び

が楽しくなる、あるいはより楽しくなるために児童自らが深めようとすることで、音楽面での

コンピテンシーである、リズム感や、拍子感などが育つ。また協働して成功させようとリズム

を正しく入れようとすることろ、1 拍ずつリズムを発言することで、音量も統一させようと無

意識的にでも働きかけるところは、社会で生きる人としての協働性が培われるとともに、協働

による音楽の楽しさが、より良い人生を豊かに生きる方向性を生み出す点において、重要なコ

ンピテンシーが存在する。 
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5 結論 

 幼児期には遊びを通して保育が行われたくさんの遊びを経験してきたはずである。しかし幼

児期には、子どもたち自身が、それが次に何につながるのかを意識することなく、また意味を

感じながら遊ぶことは少ない。 

 しかし、小学校に於いては、遊びを経験し、体験したことを、再度教科の中に落とし込んで

いくことで、教科の学びが深くなることが確認される。また特に音楽などの感覚が大切な科目

では、まず体験することは重要な経験である。その上でその体験の中で、楽しさ、喜び、驚き、

悲しさ、くやしさ、などの様々な心揺さぶられる経験が、次の活動の原動力となるし、教師は

原動力となるように援助する必要があるであろう。 

 また遊びを何度も繰り返ししていくことで、その遊びが深まり、より遊びの精度が高まるこ

とがわかるであろう。ただ放任して遊ばせるのではなく、教科の中で先を見通して行う事で遊

びがより知的に、思考を生みながら発展するのである。しかし何よりも、遊びであるがゆえに、

間違っても責められることもなく、むしろ長く続けるために友達を援助するなどの社会性の育

ちにより、より楽しさを増していた。それが繰り返しを生み、リズムや拍子の習得を助けてい

たと思われる。実際に何か月もの間、クラスの休み時間には、この焼肉弁当が登場し、クラス

運営にも一翼を担っていた。 

つまり、「何を理解しているか、何ができるか」という問題に、遊びを通して、音符の長さ

による感覚、拍子感を理解していく。そして「理解していること・できることをどう使うか」

という次への課題へ進む。アンサンブルを創るという課題の中で、長さの感覚を身に付け、音

符を書いていく。それらを用いて「どのように社会・世界とかかわり、より良い人生を送るか」

を深める。遊びの中でも音を聴き、人との関りを意識的・無意識的に進め、遊びがより楽しく

なるという人生の中でも大切な、向上性を持った取り組みにする。またアンサンブルに発展さ

せたことで、人とどのように関わりを持たせれば面白いかを感じ、考え創っていく。 

子どもたちに遊びを用いながら教科教育することが、社会的コンピテンシーと音楽的コンピ

テンシーの両面を持ち合わせ、子どもたちの人間力であるコンピテンシーの強化につながる。 

 小島は子どもが音楽に向き合い、楽しみを見出す過程で以下 3 点を挙げている。 

「１子どもが音楽に出会うことによって自分のからだの中に潜んでいた感覚や思考が弾きだ

され、２音楽との相互作用の中で感覚や思考を発揮することができ、３感覚や思考があたらし

いものに作り替えられていくという過程である。」（10）というように、遊びはまさにそれらを

突き進めるものである。 

 その後、4 年生たちは、4 小節のアンサンブルづくりから、12 小節のアンサンブルづくりへ

と発展させ、楽器の選択や、音の選択、強弱などにも変化をつけながら創造を深めた。他のグ

ループとの交流から、多くの気づきなども行い、自らに省みながら発展させた様子は、また機

会を見てまとめていきたいと思う。しかし本稿においてそのような発展も、いきなりは難しく、

できる子できない子も含めて楽しめる遊びは、その原動力となることが確認できた。 
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若者言葉 ―敬語と新語― 

子ども教育学科 

谷原 舞 

今福 謙 

 

 

要旨 

言葉はいつの時代も変化しており、現代でも世代間で使用数が異なる言葉も多くみられる。

言葉は使用する人の思考や行動を表すものであるが、果たして現代の若者にはどのような言葉

が見られるのだろうか。言葉は自由に作り出せるものである一方、敬語等決まった形・場面で

用いられるものもある。敬語の誤用は、場面によっては重大な事態を引き起こす可能性もある

だろう。そこで、本稿では敬語をはじめとする、現代の若者の言葉の使用例について検証する。 

キーワード：敬語、若者言葉 

 

１ はじめに 

言葉は、その人の思考、行動に影響を及ぼすものである。従って、人は言葉に無関心でいる

ことはできない。清少納言もその一人であった。「ふと心おとりとかするものは、男も女もこ

とばの文字いやしう遣ひたるこそ、よろづのことよりまさりてわろけれ」（ここでいう「文字」

は話し言葉のこと）。品のない言葉遣いは何にもまして清少納言を落胆させたのである。続け

て述べる、「我もてつけたるを、つつみなくいひたるは、あさましきわざ也。又さもあるまじ

き老いたる人、男などの、わざとつくろひ、鄙びたるはにくし」と。身に付いてしまった妙な

物言いは、いかに繕おうとも賤しいと述べる。さらに、「なに事をいひても、『そのことさせん

とす、いはんとす、なにとせんとす』といふ『と』文字を失ひて、ただ『いはむずる、里へい

でんずる』などいへば、やがていとわろし」（いずれも『枕草子』186 段 岩波書店 新日本古

典文学大系 25）と。「むとす」から新しい助動詞「むず」が誕生し、その後両者が共存する文

法史の一端を窺わせる記述である。現代のいわゆる「食べれる」「起きれる」等に見られる「ら

抜き言葉」を思い起こさせる一例で、いわば「と抜き言葉」である。言葉の変化と言葉への人々

の思いに関して言えば、古くて新しい問題と言えるのである。 

ところで、言葉の分類にはいくらかの方法がある。書き言葉と話し言葉、共通語と方言、男

言葉と女言葉、雅語と俗語、女房言葉、隠語、喃語、赤ちゃん言葉、児童語、敬語、若者言葉、

老人語等がそれである。「明鏡国語辞典」の編者である北原保雄氏のメンバーが国語辞典に載

せたい言葉や意味・例文を募集したところ、111、472 という数の応募が寄せられたという。氏

は「若者の言葉、ネット・メールの言葉、学校の言葉、日常の言葉、オノマトペ、業界・専門

用語など、あらゆる分野に新語や新定義、新用法が氾濫している」と驚きを隠せず、「ともか

くこれが現代日本語の実態だ」と述べている（注１）。ここでは、まず若者の敬語の使用例を

検証し、その後、3 年に亘って実施した若者言葉のアンケートの調査結果を紹介したい。 
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２ 「おらっしゃる」について 

ある高校生が職員室のドアをあけ、○○先生はおらっしゃいますか、と尋ね、周囲の大人の

失笑を買った。「いる」の代用として「おる」を用いたのである。この代用は、関西地方では

常態化しているといい、その両者の間にはほとんど使用上の差異は見られない。関西の芸能人

が東京に進出し、東京のテレビやラジオを通じて、関西の言い回しを全国に発信している現在

の社会状況にその一因が存在しているものと考えられる。同時に、世界の言語は、「いる」「い

ます」「いらっしゃる」「いらっしゃいます」「おる」「おります」は、一つの表現に集約されて

いる場合がほとんどである。昨今の国際化の影響を受けた、とも言えようか。 

しかし、日本語の古い使用例を見ると、人の存在に用いる場合などは、「ゐる」と「をる」（基

本形は「をり」）には明確な使い分けが認められる。「ゐる」は人の長幼差や性差や身分差に関

係なく用いられるのに対し、「をる」は、限定的である。例えば、万葉集の「逢はむ日を そ

の日と知らず 常闇に いづれの日まで 我恋ひをらむ」（注２）に見られるように、自己の

存在を卑しむ表現になっている。「下る・降る」との関係性が疑われるという。 

現代においても、「おる」は「いる」の謙譲語とされる。「いる（基本語）→いらっしゃる（尊

敬語）」は成立しても、「おる（基本語）→おらっしゃる」の変化は存在しないのである。従っ

て、件の高校生の「○○先生はおらっしゃいますか」という問いかけが周囲の大人の失笑を買

ったのは当然のことであると言える。では、どのように問いかけるべきだったのか。 

もっとも一般的な表現は「○○先生はいらっしゃいますか」または、「○○先生はおいでで

しょうか」である。では、「○○先生はいなさいますか」、「○○先生はいられますか」はどう

であろうか。動詞の後に、「なさる」「れる・られる」を続けて敬語化するのは、学校文法的に

は許容されても通常は用いない。「来なさる」「来られる」よりも他の言い回しの「いらっしゃ

る」「おいでになる」が適当であり、「お食べになる」「食べなさる」「食べられる」よりも「召

し上がる」の方が自然である。「言われた」よりも「おっしゃった」が一般的である。敬語は

他者との関係作りの潤滑油であることを思うとき、自然で、正しく美しい言葉遣いを心掛けた

いと思うのである。 

以上の点を勘案すれば、件の「○○先生はおられますか」は、通常は用いても、「おる」が

謙譲語であることを考慮する立場からすれば、用いないのが無難であろうと考える。かように

敬語は大変難しいものである（注３）。 

 

３ 「ご苦労様です」について 

2016 年の参議院議員選挙のとある関西地方の投票会場で、年若い（おそらく）選挙立会人に、

ご苦労様です、と労われた年配男性が暴行事件を起こした。言葉遣いによる悲劇の例である。

「ご苦労様」は、通常、目上の者・年長者が自分よりも目下の者・年少者に向かって使う慰労

の意を含んだ言葉である。慰労の意を含んでいれば、目下の者・年少者が目上の者・年長者に

用いるのは礼を失した言葉遣いと言える。 

なお、「御苦労」は、１７世紀初頭の『日葡辞書』にも見える古い日本語である（注４）。同
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様に「了解」という言葉も目下の者・年少者が目上の者・年長者に用いるべきではないとされ

る。さらに、「お疲れ様」は、「御苦労様」同様、労いの意を含むので、目下の者・年少者が目

上の者・年長者に用いるべきではないとされてきた。しかし現今、あまりにも職場や地域社会

において、一般化したために、昨今は、許容する向きも増えているようであるが、少なくとも

相手の心情を十分に考慮した言葉遣いを心掛けたい。 

上記の高校生も選挙立会人も、いずれも日本語を母国語としている人たちである。これらの

言葉遣いによる悲喜劇の例は数え上げれば枚挙にいとまはない。「犬にえさをあげる」「植木に

水をあげる」等の授受動詞「あげる」は、すでに認知された感がある。本来の「やる」「与え

る」に上から目線の印象を抱くためであろうか。今や犬は家族の一員であり、動物ではない植

木は、肥料を欠かさず、水やりを欠かさず、花がらを摘み、適宜枝切りを欠かさず、日当たり

に配慮し、虫を駆除し、あたかもペット扱いである。「神仏に供物をあげる」を想起するとき、

犬や植木が神仏と同列化した感を覚える。 

とかく、敬語は正しく使えば人間関係の適度な潤滑油となり、使い方を間違うと格好の笑い

の種となり、時には、事件の原因ともなる。 

 

４ 文化庁「国語に関する世論調査」について 

とは言え、文化庁が行った、1995 年（第 1 回）の調査によると、「よりよい言葉遣いのため

の心がけ」の質問に対しては、半数以上（59.8％）が「相手や場面にふさわしい敬語を使うよ

うにする」とし、質問項目中、もっとも多い回答となっている。ただし、「適切に使っている

と思う」の回答は 15.1％にとどまる。個々にはその使い方の難しさを認識していることが推察

される。それに先駆けた 1992 年の総理府調査においては、93.7％が「敬語は必要だと思う」

と回答し、文化庁の 2013 年の調査でも「今後とも敬語は必要だと思うか」について、必要だ

と思うと回答した者は驚くべきことに 98.0％にのぼる。「適切に使っていると思う」の回答率

だけを見れば、敬語不要論がもっと抬頭しても良さそうに思えるのだが、現実はそうではない。

実生活での使用には困難・不安を抱いてはいても、敬語の必要性あるいは文化的な価値は理解

し、継承しようとする意志がうかがわれる。この意志の表れと約 85％の「適切に使っていると

思わない」の回答率が、時として冒頭の高校生、選挙立会人のような言葉遣いを生むのであろ

うと思われる。 

敬語の使い方だけにとどまらず、また若者に限らず、昨今の言葉遣いに違和感を感じている

向きは少なくはないように見受けるが、古くは、先ほど引用した、かの清少納言もその一人で

あった（注５）。文章語と異なり、話し言葉は「場」の影響を大きく受けるために、「場」の外

側に位置する者から見ると、違和感を抱くことは少なくない。電車の出発を待っていると、フ

ォームのアナウンスが流れる、「○○線のドアが閉まります。ご注意ください」。駅員さんにと

っては、ドアの開閉は他人事かと聞こえる。さすがに車掌さんは「ドアを閉めます」と、アナ

ウンスするだろうと思っていたら、必ずしもそうでない。電車のドアの開閉は、利用者の安全

の問題であるにも関わらず、ときに「ドアが閉まります」「ドアが開きます」と聞こえること

も多い。万一事故が起きたとしても、その責任は「ドア」にあると言わんばかりである。話が
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それたが、清少納言はさらに敬語の使い方についても述べる。「わが使ふ者など、『おはする』

『のたまふ』など言ひたる、いとにくし」（注６）。 

 さて、そもそも、日本人はいつの頃から敬語を使い始めたのだろうか。それはおそらく検証

不能と言わざるを得ない。敬語の使用例の見えない文献が現存すれば、その境界の検証のしよ

うもあるが、古事記、日本書紀、万葉集等にはすでに見られるのである。例えば、万葉集の雄

略天皇御製と伝えられる、開巻第 1 番歌（注７）の「菜摘ます児」「名告らさね」「我こそいま

せ」がその一例である。もちろん、これらはすべて尊敬語であり、現代の丁寧語「ます」では

ない。 

 

５ 若者言葉（新語）について 

 初めて「チョウうれしい」「チョウ楽しい」「チョウ美しい」等を耳にしたとき、うかつにも

「蝶」のことかと早合点したのであった。同時に、高野辰之「ふるさと」（注８）の「兎追い

しかの山」を「兎美味しかの山」と理解し、「如何に在ます」の「ます」を丁寧語と誤解した

少年時代のことまで思い出す羽目となった。 

北京オリンピックで金メダルを取った北島康介選手の「チョウ気持ちいい」という喜びの声

が、その年の流行語大賞を受賞し、テレビのニュース番組からバラエティ番組へと広がり、そ

の後この「チョウ……」が市民権を得たのは周知のごとくである。善悪いずれにも、程度の甚

だしさを伝えるときに用いる。文章語にすればもちろん「超」である。この「チョウ」を用い

る若者は同義語として、同時に「メッチャ」も用いる。滅茶苦茶を語源とする大阪弁（他の地

方でも使用されている）である。大阪の若手芸人の東京進出によって全国化した一例である。

若手芸人が多く出演するバラエティ番組は、新しい日本語、あるいは改造語とも呼ぶべき言葉

の発信をなし続ける。少々古い話であるが、あけおめ、ことよろ、逆ギレ等もそうであるとい

う。 

「うざい」という多摩地方のことばが、首都圏でも使われ、全国に伝播したという。その基

となったと思われる「うざうざ」は、小学館『日本国語大辞典』によると、平安時代の『名語

記』や『日葡辞書』にも採録され、有島武郎の小説『星座』（注９）にも見られる。この用例

によると、もともとは、うるさいほどに多くのものが寄り集まっている様子をいうが、多くの

場合、「うるさい」の意で使われている。最近では「ウーロン茶」という若者言葉の同義語も

生まれている。 

 若者言葉は一過性の流行りとして、その多くが短期間に役割を終える中にあって、当然後世

に受け継がれるものもある。若者から生まれ、若者間で使われた言葉が、家庭や地域社会にお

いて大人社会へ伝播した言葉がそうである。若者に較べると概して大人は、忍耐強く、執念深

いのである。 

 

６ 若者言葉のアンケートについて 

ここに、若者言葉に関するアンケートの結果を紹介する。2015 年から 2017 年の 3 年間、まっ

たく同じものをそれぞれの年の短期大学 1 回生に実施した。対象とした者は、2015 年 85 名、
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2016 年 84 名、2017 年 78 名、全員、関西に居住する女子である。それぞれの年の 10 月に協力

いただいたものである。尋ねた言葉はすべて、『現代用語の基礎知識 2015』（注 10）から任意

に抽出した、以下の 100 語である。 

 

1.あくして 2.アド変 3.あり 4.エアリプ 5.オーキャン 6.おけオール 7.オタサーの

姫 8.鬼電 9.おね 10.おひさ 11.オフ会 12.顔はめ 13.ガチしょんぼり沈殿丸 14.ガ

ラケー 15.かわいみ 16.カンスト 17.ガン見 18.逆ナン 19.キャラチェン 20.今日一 

21.草不可避 22.グダる 23.ゲーマー 24.激おこ 25.げんちゃ 26.降臨 27.コスパ 28.

さーせん 29.サギプリ 30.塩系男子 31.塩対応 32.しかメ 33.自己マン 34.自宅警備

員 35.社畜 36.塾講 37.女子サー 38.死んでる 39.スクショ 40.スタバ 41.スペック 

42.聖地巡礼 43.蝉ドン 44.セルフィー 45.チキン 46.ちゃっキョ 47.ツイッター 48.

つゆだく 49.ディスる 50.デキジョ 51.デ禁 52.デコメ 53.鉄女 54.鉄板 55.天然キ

ャラ 56.テンパる 57.豆腐メンタル 58.友チョコ 59.なにげに 60.バイブス 61.爆睡 

62.パクツイ 63.パクる 64.ひとカラ 65.ビニ丼 66.美容男子 67.ブーサン 68.ブクマ 

69.プチプラ 70.ベタ 71.ほかる 72.ぼっちメシ 73.ほぼほぼ 74.マジない 75.まじる

んるん御機嫌丸 76.マミる 77.ミートバイバイ 78.むずい 79.もやし状態 80.ヤラかす 

81.ゆめかわいい 82.呼びタメ 83.ラノベ 84.離脱 85.レキジョ 86.恋愛ニート 87.ロー

ルキャベツ 88.DB 89.DK 90.DQN 91.JC 92.JD 93.JK 94.JS 95.KY 96.LJK 97.TDL 

98.TDR 99.TDS 100.YDK 

質問 1～100 の言葉について、A～D の印を付しなさい。 

 A（意味を知っている。使ったこともある。） 

B（意味は知っているが、使ったことはない。） 

C（聞いたことはあるが、意味は知らない。） 

D（聞いたこともない。意味も知らない。） 

 

それぞれの年の全体の調査の結果は、以下の通りの割合である。 

2015 年の結果 A 38.2％   B 23.3％   C 6.3％   D 32.2% 

2016 年の結果 A 40.8％   B 22.1％   C 7.4％   D 29.7% 

2017 年の結果 A 32.5％   B 26.2％   C 9.1％   D 32.2% 

 

言葉の獲得について言えば、その過程は、D→C→B→A の順となる。言葉を知らない（D）乳

児が意味は分らないままさまざまな言葉を耳にし（C）、その後意味を知り（B）、使える言葉を

使うよう（A）になっていく。 

3 年間の調査を、2015 年を基準に見ると、2016 年は、A の項目が上がり、B の項目が下がっ

ている。逆に 2017 年は、A の項目が下がり、B の項目が高く変化している。 

意味を知っている A+B（いわゆる理解語）をみると、2015 年は、61.5％、2016 年、62.9％、

2017 年、58.7％である。恐るべし若者。新しい言葉に敏感な気質を見て取れる。一方、いずれ
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の年においても、知ってはいても、あえて使用しない者が、2015 年は、37.9％、2016 年、35.1％、

2017 年、44.6％見られる点は注目したい（注 11）。 

日本の学生の理解語彙数が 4 万 5 千語から 5 万語（注 12）、そのうち一般的に使用される語

が約 7 千語と言われる点から考えると、今後若者言葉においても、理解語彙に留まる語の数は

増えていくものと思われる。 

因みに 2015 年の A の項目の使用語の上位は、次の通りである。（   ）内は、2016 年、2017

年の割合。 

①友チョコ  91.3（95.7 78.3）％     ②スタバ  91.0（91.3 82.6）％    

③KY     87.0（69.6 73.9）％     ④むずい  85.3（78.3 69.6）％  

⑤ガラケー  82.8（87.0 78.2）％     ⑥爆睡   78.3（82.6 73.0）％     

⑦おひさ   73.9（65.2 69.2）％     ⑧2 アド変  69.6（60.9 47.8）％  

⑨天然キャラ 65.2（73.9 69.2）％     ⑩デコメ  52.2（65.2 65.2）％ 

 

これに B 項目を付け加えた、2015 年の理解語の割合は、多い順に挙げると次のようになる。

（   ）内は、2016 年、2017 年の割合。 

①ガラケー  100（97.1 88.2） ％     ②友チョコ   100（99.9 90.8）％     

③KY     98.1（93.4 88.9）％     ④おひさ    91.7（97.0 89.2）％      

⑤デコメ   91.5（90.2 90.2）％     ⑥アド変    87.5（97.3 86.7）％  

⑦スタバ   85.3（95.8 91.7）％     ⑧天然キャラ  84.0（96.7 85.0）％     

⑨爆睡    82.5（96.9 83.0）％     ⑩むずい    80.0（95.7 94.6）％ 

 

2015 年の調査で、A+B が多いものの中で、A（いわゆる使用語）の項目が多かったものを順

番に挙げると次のようになる。（   ）内は、2016 年、2017 年の割合（注 13）。 

 ①友チョコ  95.7（95.7  78.3）％    ②ガラケー  91.7（87.0  78.2）％    

 ③KY     87.5（69.6  73.9）％    ④スタバ    83.3（91.3  82.6）％     

⑤むずい   79.2（78.3  47.8）％    ⑥爆睡    75.0（82.6  73.0）％     

⑦おひさ   70.8（65.2  69.2）％    ⑧アド変   66.7（60.9  47.8）％     

⑨天然キャラ 54.2（73.9  69.2）％    ⑩デコメ   45.8（65.0  65.2）％   

 

７ 終わりに 

 大野晋氏によると、高校生の持つ語彙、及び各種の雑誌が使用する語彙は、それぞれ合計３

万だという。さらに宮島達夫氏の「古典対照語い表」（笠間書院）を引用しているのであるが、

それによると、「源氏物語」の使用語彙 11423 語、「万葉集」は、6505 語であるという（注 14）。

新明解国語辞典第５版（三省堂）の収録数は、約７万５千語である。これらの数値を目の当た

りにするとき、若者の持つ語彙の「豊かさ」は認めざるを得ないと考える。日本語は古代より

朝鮮半島、中国大陸、ポルトガル、近くは欧米等の影響によって変化してきた。そして内から

の欲求により今が存在する。 
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それはされとして、言葉のボーダーレスの時代にあって、日本語の将来をどのようにとらえ

たらいいのだろうか。敬語について言うならば、たとえ用法が多少変化したとしても、文化庁

の世論調査の結果（敬語擁護）を見るかぎり、われわれの日常生活からなくなることはないと

思われる。山口仲美氏に次のような言がある。「日本語の歴史をたどってくると（中略）最も

すばらしい過去からの贈り物は、日本語の文章です」「日本語は、その時代に合わせて姿を変

えてきています。私たちが日本語をどうしたいか、どうすべきなのかという考え方一つで変え

ることのできる面があるのです」（注 15）。 

また若者言葉について言えば、米川明彦氏は、「若者語は日本の歴史・文化の産物であって、

大人が築いてきた社会から生まれたことばである」「現代はおしゃべり文化の時代である。お

しゃべりはおしゃべりすること自体に意味があり、楽しみがある。若者たちはこのおしゃべり

の時代に最も過激にことばを造語し、用法を変え、意味を変えておしゃべりを楽しんでいる」

（注 16）と述べる。若者が使うほとんどの日常語は、言うならば普通の日本語である。若者間

において作られ、使われている一部のことばであっても、それらは彼ら自身の間で選別され、

日本語として広く認知されなければ、後世に残ることは困難であろう。それは日本語の歴史で

あり、これからもそうであろうと思う。 

一方、外山滋比古氏は、書き言葉についてであるが、「いつの時代にも流行語はあるが、現

在はことに、多いように思われる。」「流行語の弱点は消えやすいということである。新しく生

まれたことばは、どんどん古くなる。そしてたいていは消滅してしまう。新しいことばに飛び

つくことは、危険である。」「大工さんは生木では家を建てない。生木はすぐに歪んだり、曲が

ったりする。建築用の木材は充分に乾燥したものを用いる。これなら、建ててから大きく変化

することがない。文章も同じで、生木のようなことばで書いてはいけない。長く使われてきた、

よく枯れたことばを用いる。」（注 17）と述べる。 

若者においては、話し言葉と書き言葉の距離が著しく近いものとなっている。そして話し言

葉が記録される時代ともなっていることを考えると、日本語は数においては、ますます豊かな

ものになるのであろう。 

 

 

（注１）北原保雄「みんなで国語辞典！」大修館書店 

（注２）万葉集 巻１５ ３７４２番歌 中臣宅守。歌意は、「いつになったら逢う日が来る

のか、いつとは分からない。暗い気持ちのままで、いつの日までわたしは恋い慕ってい

るのだろうか」補助動詞の例であるが、用例として挙げておく。 

（注３）敬語で悩むのは高校生だけではない。丸谷才一氏をして、『日本語のために』「当節言

葉づかひ」（新潮社）の中で、「敬語といふのはむづかしい。大変むづかしい。（中略）

そこで、敬語抜きの、しかし決して失礼にはならない、中間的なものの言ひ方ですませ

る。あるひは、（中略）純粋に理論のほうだけを論ずる。とにかくあれはむづかしいも

のだ。使ふべきときに使はないのはじつに奇怪なものだし、だが、使ひすぎたり、使ひ

そこねたりすると、それもまた非常に奇怪な印象を与へるのである。」と言わしめてい
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る。 

（注４）「邦訳日葡辞書」（岩波書店）には、「Gocurǒ ゴクラウ（御苦労） 苦労・難儀の意

を尊敬して言う語。例  Gocurǒ  att  cudasarei.」と解説し、今、述べる趣旨とは矛

盾する。 

（注５）ことことなるもの、法師のことば。男女のことば。下衆のことばに、かならず文字あ

ましたる。（「枕草子」第４段） 

（注６）「枕草子」第２７段「文ことばなめき人こそ」 

（注７）籠もよ み籠持ち ふくしもよ みぶくし持ち この岡に 菜摘ます児 家聞かな 

名告らさね そらみつ 大和の国は おしなべて 我こそ居れ しきなべて 我こそ

いませ 我こそば 告らめ 家をも名をも（「万葉集」巻１ １番） 

（注８）兎追いし かの山 小鮒釣りし かの川 夢は今も めぐりて 忘れがたき 故郷 

   如何に在ます 父母 恙なしや 友がき 雨に風に つけても 思い出ずる 故郷 

   志を はたして いつの日にか 帰らん 山は青き 故郷 水は清き 故郷  

（自由現代社 長田暁二編「日本のうた大全集」） 

（注９）「道路の左側は林檎園になつてゐて、大方葉の散り盡した林檎の木立が、高麗垣の上

にうざうざする程枝先を空に向けて立ち連なつてゐた。」「母がどんどん行つてしまふの

であとを追ひかけようとするけれども、二人の間にはガラスのかけらがうざうざするほ

ど積まれてゐて、脚を踏み入れると、それが磁石に吸ひつく鐡屑のやうに蹠にささり込

んだやうでもある。」（角川書店「日本近代文学大系 33 有島武郎集」） 

（注 10）400 強の若者言葉を解説する（自由国民社刊 堀内克明、山西治男編）。この中から

無作為に 100 語を選んだ。 

（注 11）B÷（A+B）の計算式による。 

（注 12）林大監修「図説日本語」（角川書店）による。 

（注 13）A÷（A+B）の計算式による。 

（注 14）「日本語をさかのぼる」（岩波書店）による。 

（注 15）「日本語の歴史」（岩波書店）による。 

（注 16）「現代若者ことば考」（丸善ライブラリー）による。 

（注 17）「知的文章術」（大和書房）による。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後記 

今般、本学院教職員から寄稿いただいた研究論文集として、第 6 号の所報を発刊いたし

ました。貴重なご研究の論文をご寄稿くださいました津田奈保子先生、谷原舞先生、今福

謙先生には日頃の研究活動にご理解とご協力をいただき、重ねて御礼申し上げます。この 

2年間に本学院教職員による寄稿論文が８編を数えることとなり、大阪信愛学院教育研究所

所報の果たす役割も増し、重いものとなりつつあります。 

今後も、幼児・児童教育に関する学術研究及び実践的研究を一層推進し、その成果を地

域社会に還元・貢献できるよう、副所長の芝誠貴 先生、事務一切を担当していただいてい

る竹内美代子さん共々努力してまいります。どうか、ご支援、ご協力の程よろしくお願い

いたします。 

以上 
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