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第１章 言語教育における体験活動の重要性

1. 場面にふさわしい言語行動の習得

体験活動は，子供達の言語育成に多大な影響を与える。どのような人に，どのような場

面で，どのような話題を，どのように提供するのか。言語行動と場面との関係は，さまざ

まな社会習慣の中に確立され，引き継がれている。単語を一つ一つ覚えるのと同様に，我

々は，この「場面にふさわしい言語行動」を習得しなくてはならない。

近年，言葉遣いや言語行動が問題にされる。それは，しばしば，一方的な「正しさ」や

「美しさ」の押しつけとなって現れることも少なくない。言葉は，自ずと変化する。明治

・大正期には「とても」は否定と呼応するのが普通と見なされ，「とても安い」といった

言い方は不自然だとされていた。今，しばしば問題にされる「全然いいじゃん」のような

言い方も数十年後には，普通に許容される可能性も大きい。また，「正しさ」は地域にも

依存する。東京の共通語では，過去の様子を丁寧に言うとき，「美しかったです」の形を

取るが，鹿児島では，「美しいでした」が正しい共通語と見なされている。文法的には，

「休日でした」「きれいでした」のように，「です」は，「た」に先行するのが普通であり，

東京方言の「美しかったです」の方が破格の表現であるとも言える。「美しさ」が個人の

感覚に依存するように，「正しさ」も，時代や地域の通念に依存するのである。

学校における国語教育では，「正しく」「美しい」と見なされる共通語の知識が一通り

は得られる。しかし，すべての場面で「正しい」「美しい」言葉遣いが要請されるわけで

はない。誰に対しても 高の敬意を示そうとする企業敬語が機械的で親身に感じられない

のと同じように，「正しさ」や「美しさ」を求めすぎた言葉遣いは，生の感動を伝えにく

く，仲間意識を喚起させることも難しいのである。仲間内のより砕けた言葉遣いと，公の

場でのかしこまった言葉遣いをするばかりでなく，同じ相手でも，場面や話の内容によっ

て，語の選択や言い回しを適切に変えられるようにしなくてはならない。国語の時間でも，

簡単なシミュレーションなら可能かもしれない。しかし，「場面にふさわしい言語行動」

は，見本を示されただけでは身につけることは難しい。「場数」を踏んで，慣れていかな

ければならないのである。対人的な経験が不足がちな現代社会にあっては，子供達が直面

する問題は，「正しい日本語」や「美しい日本語」を知らないことではなく，言語体験の

圧倒的な経験不足に陥っていることにある。知識を習得させる教科教育と並行して，体験

活動が行われることが大いに期待される所以でもある。



2. 言語教育におけるオノマトペ

言語班では，昨年度の調査で，実際の体験活動において観察された親子の言語活動の調

査・分析を試みた。当初は，今年度も引き続き，実際の体験活動における調査を中心に進

める予定であったが，諸般の事情から，体験活動に密着して調査を進めることができなく

なり，研究テーマの変更を余儀なくされた。

体験活動のをしたかしないかが大きく関わる言語事項として，我々が選んだのが，子供

達の作文に見られるオノマトペ（擬音語・擬態語）の分析である。

オノマトペは，国語教育において評価が大きく分かれる語彙である。生き生きとした描

写をなすと肯定的に捉える見方がある一方，感覚的で言葉足らずの幼い表現になりやすい

と否定的に捉える見方もある。オノマトペを用いた表現が活写となるか稚拙となるかは，

場面をどれだけ共有できるかによる。ある子供が，たき火で，火が音を立ててはぜたのを

見て，作文で「火がぱちんと燃えました」と表現した。場面をともに共有した仲間には，

「ぱちん」というオノマトペひとつで，燃えさかるたき火と，はぜた勢いで火の粉が舞い

上がる情景をまざまざと浮かび上がらせることができる。しかし，場面を共有しない人に

とっては，「火」は「ぼうぼうと」や「ぱちぱちと」は燃えるもので，「ぱちんと」は不

自然で，独りよがりの描写にしかならないのである。

オノマトペを効果的に用いた作家といえば，誰もが宮沢賢治を挙げるだろう。「かぷか

ぷ（笑う）」「うるうる（鳥が飛ぶ・山が盛り上がる）」「のんのん（稲をこぐ）」「きっく

きっく（歩く）」など，独創的で魅力的なオノマトペは枚挙にいとまがない。これらは，

リズミカルであると同時に，臨場感に満ちあふれているのである。賢治の文章は，しばし

ば，「歩くリズム」で進められると言われる。「どんぐりと山猫」で一郎が山に入ってい

くにつれて，山が「うるうる」盛り上がり，賢治が「小岩井農場」に向かう道すがら，鳥

が「うるうるうるうる」飛んでくる。一郎や賢治と同道することで，時と場所を共有し，

とめどなくわき出てくる様子を「うるうる」で追体験できるのである。

「（ ）燃える」「（ ）笑う」「（ ）飛ぶ」「（ ）歩く」にオノマト

ペを入れろと指示すると，「ぼうぼう／ぱちぱち」「げらげら／わはっは／くすくす」「ば

たばた／ぴゅんぴゅん」「てくてく／どたどた」など，ステレオタイプのオノマトペを入

れるであろう。ステレオタイプのオノマトペは，そのままで誰にでも通じるが，活写力に

乏しい。実際の体験は，ステレオタイプからはみ出す様々な情景に満ちあふれていること

を教えてくれ，新鮮なオノマトペを使うきっかけを与えてくれるが，新鮮なオノマトペは，

そのままでは独りよがりの表現になってしまう。

体験活動は，ステレオタイプな表現では言い尽くせない情景が数多くあることに気づか

せてくれる。一方で，自分の体験を体験していない他者に伝える際に，自分の直接の感覚

を新鮮なオノマトペで伝える前に，聞き手や読み手と，時と場面の共有をしなくてはなら

ないことも気づかせてくれる。

3. 本論の構成と研究分担

本研究の総論に当たる第１章は，実施委員の矢澤が担当した。

第２章～第７章は，千葉大学大学院教育学研究科の安部を中心とするグループが分担し，

子供達がどのようなオノマトペに接し，教授されているのかについて，小・中学校の国語

教科書や童話，マンガ，一般的な作文などに見られるオノマトペの実態調査と分析を行う。

第８章では，学習院初等科の星野が分担し，体験活動を行った子供達の作文の分析をも

とに，感覚を伴って学ぶ言語教育の必要性について論じる。



第２章 小・中学校国語教科書にみられるオノマトペ

1. 研究の目的

児童生徒は、学校生活を含めた日常の生活において様々な言語活動を行っており、その

中で接する表現にも様々なものがあると考えられる。児童生徒がそれらの表現に接する場

面や状況、そして表現の種類は、一人ひとり異なり多様なものであることが予想されるが、

小・中学校で使用される教科書は、等しく接するものと考えられる。本稿では、主として

身の回りの現象を描写する語群の中のオノマトペに注目し、オノマトペが小・中学校の国

語教科書にどのように現れるかを調査・分析することを目的とする。

2. 調査方法

調査は、現行の小・中学校国語教科書の全てを対象とする。具体的には、以下に示すよ

うに、小学校 5 種類、中学校 5 種類の教科書について調査を行う。

【小学校】

・平成 16 年検定済『小学国語』1 上～ 6 下（大阪書籍）＝以下「大書」とする

・平成 16 年検定済『みんなと学ぶ 小学校国語』1 上～ 6 下（学校図書）＝「学図」

・平成 16 年検定済『ひろがる言葉 小学国語』1 上～ 6 下（教育出版）＝「教出」

・平成 16 年検定済『新編 新しい国語』1 上～ 6 下（東京書籍）＝「東書」

・平成 16 年検定済『国語』1 上～ 6 下（光村図書）＝「光村」

【中学校】

・平成 17 年検定済『中学校国語』1 ～ 3（学校図書）＝「学図」

・平成 17 年検定済『伝え合う言葉 中学国語』1 ～ 3（教育出版）＝「教出」

・平成 17 年検定済『現代の国語』1 ～ 3（三省堂）＝「三省」

・平成 17 年検定済『新編 新しい国語』1 ～ 3（東京書籍）＝「東書」

・平成 17 年検定済『国語』1 ～ 3（光村図書）＝「光村」

調査の方法は以下の通りである。

①教科書の教材本文だけでなく、表紙裏や目次、折込や付録なども含めた全ての文章の中

からオノマトペを抽出する。

②抽出にあたっては、『擬音語・擬態語 4500 日本語オノマトペ辞典』や『暮らしのこと

ば 擬音・擬態語辞典』といった辞典類を参照してオノマトペか否かを判断する。

③抽出したオノマトペについて、

・擬音語：擬声語も含むものとする

・擬態語

・擬音・擬態語：擬音語とも擬態語ともとれるもの

の 3 種類に分類する。

④抽出したオノマトペが教科書のどこに出ていたのか、教材の種類によって、

・文学的文章(本文)

・文学的文章(手引き等)

・説明的文章(本文)

・説明的文章(手引き等)



・話す・聞く

・書く

・言語事項

・その他：表紙裏や目次、扉など、上記以外の部分

に分類する。

なお、対象とする教科書の頁は、頁の振られている本文だけでなく、折込や付録、表紙

裏など、オノマトペ調査の対象とした部分を全て数えるものとする。

3. 調査結果

3.1. 学年及び教材毎のオノマトペ出現状況

教科書におけるオノマトペの出現状況は、表 1 のとおりである(p.5 参照)。

また、グラフ 1 では、オノマトペの種類によってどのような出現状況がみられるか

(p.6 参照)、その割合を学年毎にまとめ、グラフ 2 では、教材によってどのような出現状

況がみられるかを学年毎にまとめた(p.6 参照)。さらに、中学校の教科書について、教材

による出現数をまとめたものがグラフ 3 である(p.7 参照)。

これらの調査結果から、以下の点が指摘できる。

3.1.1. 小・中の教科書全般にみられるオノマトペ出現状況の特徴

オノマトペの種類についてみると、グラフ 1 にみられるように、学年を問わず、擬態語

の割合が も多くなっている。ただし、その割合には違いが見られる。小学 1 年から中学 1
年まで、擬態語の占める割合は 60 パーセント後半から 70 ％前半であり、中学 2、3 年で

は 80 ％前半であるが、小学 5 年では 54.75 ％と低い数値を示している。

教材の種類については、次の点が指摘できる。

まず、グラフ 2 にみられるように、小学 1 年から中学 3 年まで全て、他の教材に比べて

文学的文章(本文)の割合が も多い。ただし、小学 1 年、小学 6 年、中学 1 ～ 3 年では、

いずれも 70 ％弱、小学 3 ～ 5 年では 80 ％前後を占めるものの、小学 2 年では 48.80 パー

セントと際立って低くなっている。

それに対し、2 番目に多く出現する教材については、全体を通しての傾向はみられない。

小学 1、2 年では言語事項の割合が多く、小学 3、4 年では書くことの割合が、小学 5 年以

上になると説明的文章(本文)の割合が多くなっている。

また、中学校については、各教材の占める割合は差ほど大きな違いは見られないが、出

現数は中学 1 年が も多く、とくに文学的文章(本文)(中 1 ＝ 721、中 2 ＝ 574、中 3 ＝ 499)
において差が見られる。



表 1：学年及び教材の種類毎のオノマトペ出現状況

※ 1：「音」は擬音語、「態」は擬態語、「音態」は擬音・擬態語を表す。

※ 2：「数」はオノマトペの出現数を表す。

※ 3：「％」のうち、各学年の枠にあるものは当該のオノマトペがその学年全体の出現総

数に占める割合を表す。例えば、小学校 1 年の文学的文章(本文)に現れる擬音語 81
の割合は、小学校 1 年の教科書に出現する総数 382 に対して 21.20 ％を占める。同様

に、 下段の合計の枠では、小・中学校教科書に現れるオノマトペの総数 6258 に占

める割合を示している。

※ 4：「％」は、小数点以下 3 位を四捨五入して示す。

文学的文章
　 (本文）

文学的文

章　　(手

引き等）

説明的文

章　　(本

文）

説明的文

章　　(手

引き等）

話す・聞く 書く 言語事項 その他 学年合計 教科

書総

頁数数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％

小
１

音 81 21.20 3 0.79 0 0.00 0 0.00 2 0.52 6 1.57 24 6.28 0 0.00 116 30.37

態 172 45.03 6 1.57 14 3.66 0 0.00 0 0.00 28 7.33 33 8.64 4 1.05 257 67.28

音態 7 1.83 1 0.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.26 0 0.00 9 2.36

計 260 68.06 10 2.62 14 3.66 0 0.00 2 0.52 34 8.90 58 15.18 4 1.05 382100.00 1051

小
２

音 67 11.51 0 0.00 6 1.03 0 0.00 2 0.34 18 3.09 57 9.79 0 0.00 150 25.77

態 192 32.99 1 0.17 23 3.95 1 0.17 19 3.26 65 11.17 93 15.98 1 0.17 395 67.87

音態 25 4.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 1.37 4 0.69 0 0.00 37 6.36

計 284 48.80 1 0.17 29 4.98 1 0.17 21 3.61 91 15.64 154 26.46 1 0.17 582100.00 1106

小
３

音 127 20.03 0 0.00 1 0.16 0 0.00 0 0.00 8 1.26 5 0.79 0 0.00 141 22.24

態 363 57.26 9 1.42 25 3.94 1 0.16 6 0.95 46 7.26 28 4.42 1 0.16 479 75.55

音態 8 1.26 0 0.00 1 0.16 0 0.00 0 0.00 2 0.32 3 0.47 0 0.00 14 2.21

計 498 78.55 9 1.42 27 4.26 1 0.16 6 0.95 56 8.83 36 5.68 1 0.16 634100.00 1176

小
４

音 138 21.60 4 0.63 2 0.31 0 0.00 0 0.00 8 1.25 3 0.47 0 0.00 155 24.26

態 363 56.81 6 0.94 16 2.50 0 0.00 13 2.03 46 7.20 12 1.88 0 0.00 456 71.36

音態 27 4.23 0 0.00 1 0.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 4.38

計 528 82.63 10 1.56 19 2.97 0 0.00 13 2.03 54 8.45 15 2.35 0 0.00 639100.00 1260

小
５

音 245 34.75 12 1.70 13 1.84 0 0.00 0 0.00 3 0.43 4 0.57 0 0.00 277 39.29

態 296 41.99 1 0.14 37 5.25 1 0.14 8 1.13 23 3.26 16 2.27 4 0.57 386 54.75

音態 38 5.39 3 0.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.14 0 0.00 42 5.96

計 579 82.13 16 2.27 50 7.09 1 0.14 8 1.13 26 3.69 21 2.98 4 0.57 705100.00 1308

小
６

音 120 16.95 0 0.00 41 5.79 1 0.14 5 0.71 9 1.27 1 0.14 0 0.00 177 25.00

態 343 48.45 10 1.41 64 9.04 3 0.42 18 2.54 36 5.08 25 3.53 12 1.69 511 72.18

音態 18 2.54 1 0.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.14 0 0.00 0 0.00 20 2.82

計 481 67.94 11 1.55 105 14.83 4 0.56 23 3.25 46 6.50 26 3.67 12 1.69 708100.00 1336

中
１

音 161 15.47 2 0.19 18 1.73 9 0.86 7 0.67 3 0.29 18 1.73 3 0.29 221 21.23

態 535 51.39 10 0.96 107 10.28 0 0.00 27 2.59 21 2.02 58 5.57 8 0.77 766 73.58

音態 25 2.40 0 0.00 24 2.31 2 0.19 0 0.00 0 0.00 3 0.29 0 0.00 54 5.19

計 721 69.26 12 1.15 149 14.31 11 1.06 34 3.27 24 2.31 79 7.59 11 1.06 1041100.00 1485

中
２

音 105 12.41 0 0.00 12 1.42 0 0.00 4 0.47 3 0.35 9 1.06 5 0.59 138 16.31

態 463 54.73 4 0.47 89 10.52 0 0.00 32 3.78 32 3.78 60 7.09 11 1.30 691 81.68

音態 6 0.71 2 0.24 6 0.71 0 0.00 1 0.12 1 0.12 1 0.12 0 0.00 17 2.01

計 574 67.85 6 0.71 107 12.65 0 0.00 37 4.37 36 4.26 70 8.27 16 1.89 846100.00 1473

中
３

音 76 10.54 0 0.00 11 1.53 0 0.00 0 0.00 6 0.83 4 0.55 4 0.55 101 14.01

態 416 57.70 5 0.69 87 12.07 0 0.00 29 4.02 18 2.50 46 6.38 3 0.42 604 83.77

音態 7 0.97 2 0.28 2 0.28 0 0.00 0 0.00 1 0.14 4 0.55 0 0.00 16 2.22

計 499 69.21 7 0.97 100 13.87 0 0.00 29 4.02 25 3.47 54 7.49 7 0.97 721100.00 1497

合
計

音 1120 17.90 21 0.34 104 1.66 10 0.16 20 0.32 64 1.02 125 2.00 12 0.19 1476 23.59

態 3143 50.22 52 0.83 462 7.38 6 0.10 152 2.43 315 5.03 371 5.93 44 0.70 4545 72.63

音態 161 2.57 9 0.14 34 0.54 2 0.03 1 0.02 13 0.21 17 0.27 0 0.00 237 3.79

計 4424 70.69 82 1.31 600 9.59 18 0.29 173 2.76 392 6.26 513 8.20 56 0.89 6258100.0011692



グラフ 1：オノマトペの出現状況におけるオノマトペの種類毎の割合

グラフ 2：オノマトペの出現状況における教材毎の割合
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グラフ 3：中学校教科書における学年毎の教材別出現数

3.1.2. オノマトペの出現と指導事項との関係

3.1.1.で指摘した点については、次のように、学年で指導される事項がオノマトペの出

現に関連していると考えられるものがある。

小学 2 年についてみてみよう。表 1 からわかるように、小学 2 年の言語事項に出現する

オノマトペの数は 154 であり、言語事項中のオノマトペ出現数の中で も多くなっている。

各学年のオノマトペ総数においては、 も多いのが中学 1 年の 1041 で、小学 2 年は 582
であることからも、言語事項における小学 2 年の出現数の多さが特徴的であることがわか

る。

これは、小学 2 年で各教科書が「音をあらわすことば」や「かたかなで書くことば」を

学習することによるものである。平成 10 年告示の小学校学習指導要領における国語では、

第 1 学年・第 2 学年の〔言語事項〕「イ 文字に関する事項」(ア)に「平仮名及び片仮名

を読み、書くこと。また、片仮名で書く語を文や文章の中で使うこと。」とある。『小学

校学習指導要領解説 国語編』には、その項目の解説として「指導に当たっては、擬声語

や擬態語、外国の地名や人名、外来語などについて、文や文章の中での実際の用例に数多

く触れながら、片仮名で書く語が一定の種類の語に限られることに気付くようにする。」

とあることから、各教科書でオノマトペを扱う学習が展開されていると考えられる。

言語事項については、小学 1 年においても文学的文章(本文)に次いで出現数が多いが、

これも同様の理由による。小学 1 年の各教科書では、[上]で五十音図を掲げてそれを読ん

だり書いたりする学習が行われる。その中で、
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(1)下線部は筆者による。以下同。

(1) うたおう うきうき あいうえお (学図)
(1)

(2) うしさん うとうと あいうえお (東書)

(3) うたごえ うきうき あいうえお (光村)

のように、言葉遊び的な要素を取り入れた教材が掲載されている。また、[下]になると片

仮名の学習として、2 年で取り上げられる「かたかなで書くことば」と同様の学習を掲載

する教科書も見られるようになってくる。これらのことから、言語事項におけるオノマト

ペの割合が多いのだと考えられる。

3.1.3. 物事の描写と学年との関係

書くことについては、グラフ 2 からもわかるように、各学年とも 10 ％以下が大半であ

り、それほど多くの割合を占めるわけではないが、小学 2 年において 15.64 パーセントと

唯一 10 ％を超えていることや、小学 3・4 年において、文学的文章(本文)に次ぐ第 2 位の

割合を占める点が特徴的である。

書くことの教材には児童生徒の作文例が掲載されていることが多いが、中学校に比べ小

学校の作文例において、オノマトペの使用が目立つ。また、小学校の低学年・中学年にお

いては、詩のような創作的な文章だけでなく、以下のように、できごとを書いた文章や観

察したことを書いた文章の例にオノマトペが多く見られる。

【小学 2 年】

(4) わたしは、また、目をぎゅっとつぶりました。

(「じゅんじょよく思い出して書こう」児童作文例・教出)

(5) しばらくすると、小さなあわが、なべのそこからぶくぶくと出て、まめがしゅっし

ゅっと走りだしました。 (「ふだんのできごとを書こう」児童作文例・学図)

(6) みかんのかわはうすくてつるつるしています。

（「ちがいをくらべて書こう」児童作文例・学図）

(7) はっぱが、ざらざらしている。 (「かんさつ名人になろう」書き出し例・光村)

【小学 3 年】

(8) 今、ひなが五、六羽います。ふつうに鳴くときは、チュンチュンと鳴きます。でも、

えさをほしがるときは、ピヨピヨと鳴きます。

(「知らせたいことを整理して書こう」例・学図)

【小学 4 年】

(9) ずっと心がむずむずして、いらいらしていました。

(「段落と段落とのつながりを考えて書こう」作品例・教出)

平成 10 年告示の小学校学習指導要領における国語では、第 1 学年及び第 2 学年の書く

ことの目標として「経験した事や想像した事などについて、順序が分かるように、語や文

の続き方に注意して文や文章を書く事ができるようにするとともに、楽しんで表現しよう

とする態度を育てる。」、第 3 学年及び第 4 学年の目標(2)として「相手や目的に応じ、調



べた事などが伝わるように、段落相互の関係などを工夫して文章を書くことができるよう

にするとともに、適切に表現しようとする態度を育てる。」が挙げられる。これらの目標

のもとに、教科書では「じゅんじょよく」「知らせたいことを整理して」「段落と段落の

つながりを考えて」といった、文章の組み立てに関する事項が盛り込まれていると考えら

れるが、その作文例の中にオノマトペが多く見られるのである。このことから、とくに小

学校低学年・中学年においては、現象を描写する際にオノマトペを用いて書いた文章が「小

学校低学年・中学年で書く文章の例」として認識されていると考えることができよう。

それに対し、小学校高学年になると、いわゆる作文などの例よりも詩などの創作的文章

の例としてオノマトペの用例がみられることが多くなってくる。

【小学 5 年】

(10) 葉がカサカサとぼくのうえにふってくる (「詩を書こう」詩例・教出)

【小学 6 年】

(11) しずくがポチャン (「感動を言葉に」詩例・光村)

(12) ときどき水をシューッと出して また動きもぐっている

(「みんなの詩」詩例・大書)

また、小学校 6 年では、「ガイドブック」の例としてオノマトペの使用例がみられるが、

これは、ガイドブックにふさわしい文体で書くことを意識した例とも考えられる。

(13) スクリーンがぱかっと二つに割れて、人形で場面を再現するしかけにびっくりする

ことまちがいなし。 (「ガイドブックを作ろう」例・光村)

これらのことから、教科書においては、物事を描写する際に、小学校低学年から中学年

頃までは「オノマトペを使用して描写するもの」あるいは「オノマトペを使って描写する

ことが望ましい」と認識されており、高学年以降になると、次第に「オノマトペ以外の方

法で描写するもの」あるいは「オノマトペ以外の方法で描写するのが望ましいもの」とし

て認識されていると考えられよう。書くことにおいて主として指導する事項は学年により

様々であるが、それらの例として挙げられる文章のオノマトペの使用をみると、「学年に

応じた物事の描写の仕方や語句の使い方」が想定されているのではないかと思われる。

3.1.4. オノマトペの出現状況と教材の特徴との関係

一方、学習指導要領に明示されているわけではないが、各教科書に共通して掲載される

教材や取り上げられる教材の特徴が、オノマトペの出現数に反映されていると考えられる

のが、小学 5 年である。表 1 からわかるように、小学 5 年の文学的文章(本文)に出現する

擬音語の数は 245 であり、文学的文章(本文)中の擬音語の出現数の中で も多い。文学的

文章(本文)中の全オノマトペ数(擬音語・擬態語・擬音・擬態語の合計数＝ 579)では中学

1 年(721)の方が多いことからも、小学 5 年の文学的文章(本文)における擬音語の現れ方

が特徴的であることが指摘できる。

これは、小学 5 年の文学的文章として取り上げられる作品の次のような特徴によるもの

だと考えられる。現行の 5 種類の小学校国語教科書では、文学的文章として様々な作品が

取り上げられているが、その中で次のような作品が掲載されている。



(14) 小学 5 年の文学的教材の例

a)「大造じいさんとがん」(椋鳩十)：大書・学図・教出・東書・光村

b)「注文の多い料理店」(宮沢賢治)：大書・学図・東書

c)「雪わたり」(宮沢賢治)：教出

d)「木竜うるし」(木下順二・人形劇)：学図

e)「雨」(山田今次)：教出

f)「おれも眠らう」(草野心平)：学図

これらは、作品の内容や形態、作者の特徴などの理由から、次のように擬音語が多く見

られる点が特徴的である。

(15) 残雪は…（中略）…やがて、えさ場におりると、ガー、ガーという、やかましい声

で鳴き始めました。(大造じいさんとがん)

(16) その戸の向こうの真っ暗やみの中で、「ニャーオ、クワー、ゴロゴロ。」という声

がして、それからガサガサ鳴りました。(注文の多い料理店)

(17) その時、ピーと笛が鳴りました。(雪わたり)

(18) きこりの権八と藤六とが、大木に登ってズイコズイコと枝を切っている。小鳥の鳴

き声がピーチクピーチク。(木竜うるし)

(19) ざんざん ざかざか (雨)

(20) るるり。 りりり。(おれも眠らう)

また、「大造じいさんとがん」や「注文の多い料理店」は、複数の教科書に掲載されて

いることも、出現数を増やす結果となっているといえる。

同様の理由によると考えられるのが、中学校教科書における文学的文章(本文)の出現状

況である。グラフ 3 にあるように、中学校においては、中学 1 年のオノマトペ出現総数が

1041 と も多いのであるが、その要因となっているのが読み教材、とくに文学的文章(本

文)の出現数の多さである(中 1 ＝ 721、中 2 ＝ 574、中 3 ＝ 499)。中学校の教科書の頁数

は、各学年とも 1500 頁弱(中 1 ＝ 1483 頁、中 2 ＝ 1473 頁、中 3 ＝ 1497 頁)とあまりかわ

りがないにも拘わらず、中学 1 年の文学的文章(本文)にオノマトペが多く現れているのは、

中学 1 年の教科書に掲載されている文学的文章の特徴によるためだと考えられる。(21)は、

中学 1 年の教科書に掲載される文学的教材の例である。

(21) 中学 1 年の文学的教材の例

a) 「竜」(今江祥智)：三省

b) 「オツベルと象」(宮沢賢治)：教出

c) 「注文の多い料理店」(宮沢賢治)：三省

d) 「河童と蛙」(草野心平)：教出

これらの作品は、作品の内容や作者の特徴として、オノマトペが多く現れる作品である。

このような作品が多く取り上げられることにより、中学 1 年でオノマトペの出現数が多く

なったものと考えられる。

また、中学 1 年の説明的文章として「食感のオノマトペ」(三省)という文章が取り上げ

られていることも、中学 1 年のオノマトペの総数を押し上げる要因となっていると思われ

る。



3.2. オノマトペの音韻・形態的特徴と出現数

次に、オノマトペの出現数と音韻・形態的特徴についてみてみよう。表 2 は、オノマト

ペの出現数の上位のものについて、その数と音韻・形態的特徴をまとめたものである。

表２：オノマトペの数と音韻・形態的特徴（上位 30）

※１：「音韻・形態的特徴」は田守・スコウラップ 1999 に基づいて分類。

C ＝子音、V ＝母音、Q ＝促音、N ＝撥音

オノマトペ 数
音韻・形態的特徴

代表 形態１ 形態２ 合計 形態１・数 形態２・数

はっきり はっきり ハッキリ 226 225 1 CVQCVr i

ゆっくり 157 CVQCVr i

じっ(と) 154 CVQto

しっかり 124 CVQCVr i

びっくり 100 CVQCVr i

そっ(と） 86 CVQto

すっかり 81 CVQCVr i

どんどん 79 CVCVの反復形

ふ（と） 69 CVto

ぼんやり 53 CVQCVr i

きらきら きらきら キラキラ 53 45 8 CVCVの反復形

ぴかぴか 44 CVCVの反復形

どきどき どきどき ドキドキ 42 40 2 CVCVの反復形

にっこり にっこり ニッコリ 39 38 1 CVQCVr i

ずっ(と) 37 CVQto

ほっ(と) ほっ ほッ 37 36 1 CVQto

にこにこ にこにこ ニコニコ 37 34 3 CVCVの反復形

ぱっ(と) 36 CVQto

きちん 35 CVCVN

だんだん 35 CVCVの反復形

どっ(と） どっ ドッ 35 32 3 CVQto

はっ(と) はっ ハッ 33 32 1 CVQto

ちょっ(と) 32 CVQto

くるくる 31 CVCVの反復形

ぴったり 31 CVQCVr i

ぶるぶる 28 CVCVの反復形

わくわく 28 CVCVの反復形

とんとん トントン とんとん 28 23 5 CVCVの反復形

こっそり 27 CVQCVr i

じっくり 27 CVQCVr i

ばらばら ばらばら バラバラ 27 26 1 CVCVの反復形



※２：表記が異なるもののうち同じ用法のものは「形態１」「形態２」としてそれぞれ数

えた上で、それを併せて集計する。併せた際はひらがな表記を代表させる。なお、

「どんどん」と「ドンドン」は「ドンドンと戸を叩く」「どんどん進む」のように

用法が異なるため別のオノマトペとした。

これらをみると、オノマトペの出現数が上位のものは、

(22) 上位にみられる音韻・形態的特徴

a) CVCV の反復形：11
b) CVQCVri ：10
c) CVQto ：8
d) CVto ：1
e) CVCVN ：1

のように、田守・スコウラップ 1999 に挙げられる、日本語オノマトペの音韻・形態的特

徴にあてはまる形態のものが多く、また、「はっきり」「ゆっくり」「しっかり」のように、

典型的なオノマトペの例としては挙げられず、どちらかというとオノマトペという認識も

薄いのではないかと思われる語が上位に上がっている。

上位にみられるオノマトペについては、その用例にも特徴がみられる。第 1 位「はっき

り」は出現数 226 と第 2 位に比べても多く出現しているが、用例をみると、次のように、

教科書中に現れる活動の指示や学習のポイントを説明する文章中に多く使用されているの

である。

【「はっきり」の例】

(23) 口を しっかり あけて、はっきり よもう。 (小 1「こえをだそう」大書)

(24) みんなに分かるように、ゆっくり、はっきり話しましょう。

(小 2「はっぴょう会をしよう」学図)

(25) まとまりをはっきりさせて書こう。

(小 3「まとまりをはっきりさせて書こう」学図)

(26) 集めたものをすべて伝えようとすると、かえって伝えたいことの中心がはっきりし

なくなることがあります。 (小 4「えらんで伝える」光村)

(27) 何を決めるのか、どんなことをはっきりさせればいいのかという、話し合いの目

的を確かめる。 (小 5「計画的に話し合う」光村)

(28) どんな事実を選び出すか、どのように説明するのかをはっきりさせましょう。

(小 6「効果的な書き方をくふうして書こう」教出)

(29) 教室のはしにいる友達にもよく聞こえるように、はっきりした発音で話すようにし

よう。 (中 1「声を届ける みんなに聞こえるように」光村)

(30) 立論に当たっては、「論点」をはっきりさせることが大切です。

(中 2「ディベート」学図)

(31) 根拠をはっきりさせて意見を組み立てましょう。

(中 3「パネルディスカッションをしよう」三省)

第 4 位の「しっかり」も同様である。

【「しっかり」の例】



(32) 口を しっかり あけて、はっきり よもう。 (小 1「こえをだそう」大書)

(33) 聞く人は、しっかり聞いたあとで、次のことを書く。

(小 3「わたしのたから物を話そう」大書)

(34) 相手と目的を意識する。 だれに、何のために書くのかを、しっかりと意識しまし

ょう。 (中 2「手紙を書く」学図)

(35) 相手の話をしっかり聞く練習をしよう。 (中 2「聞き上手になろう」東書)

(36) 判定は、根拠がしっかりしていたか、説得力のある事例や考え方を示したかなど

を基準に行う。 (中 3「ディベート」光村)

このように、教科書に出現する上位のオノマトペは、読み教材だけでなく教科書中の指

示や学習のポイントなどにも現れる語であることが確認された。

4. 結論と今後の課題

本稿では、小・中学校の国語教科書を対象としてオノマトペの出現状況を調査し、その

結果を「指導事項との関係」「物事の描写と学年との関係」「教材の特徴との関係」から

分析するとともに、オノマトペの出現数と音韻・形態的特徴についても分析を行った。

これらの分析結果のうち、「物事の描写と学年との関係」については、教科書に掲載さ

れる作文例に現れるオノマトペに注目し、「学年にふさわしい描写の記述」が想定されて

いるのではないかと指摘したものであるが、これについては、児童生徒の実際の文章につ

いての分析や、教員に対するアンケートなども行っていく必要がある。また、今回は教科

書の実態調査を行ったものであるが、実際に教科書がどのように使用されているのかとい

う観点から分析を行うことも必要であろう。これらについては今後の課題となる。
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(1)今回の調査で使用した図書の発行年は、それぞれ『ゾロリ a』が 2004 年、『ゾロリ b』が 2005 年、

『忍たま』が 1995 年、『ウーフ』が 1987 年、『ことり』が 2001 年、『ピコ』が 1988 年である。

第３章 児童文学作品にみられる擬音（声）語・擬態語の出現率と作品

の特徴との関係についての一考察

1. 問題の所在と本稿の目的

小学校低学年の児童の言語形成に影響を与えると考えうるものの一つとして、児童文学

が挙げられる。児童文学作品にみられるオノマトペの種類は、作品の特徴によって異なっ

てくると想定される。では、児童たちが児童文学作品を通して接するオノマトペと各作品

の特徴との間にどういった関係が認められるのであろうか。

本稿では、小学校低学年の児童が児童文学作品を通して接するオノマトペについて、擬

音（声）語と擬態語のそれぞれの出現率と、それぞれの作品の特徴との関係について考察

する。

2. 調査方法

本稿で調査対象とした資料は、数多くある児童文学作品の中でも、小学校低学年の児童

に比較的多く読まれていると考えられる作品や作者のものとした。また、文章形式や内容

が偏らないよう、できるだけ異なる特徴を持つ作品をバランスよく集めた。

調査は、本文及び挿絵などの部分にみられるオノマトペを抽出し、擬音語や擬態語とい

った種類に分けて行った。なお、オノマトペを抽出する際には適宜『擬音語・擬態語 4500
日本語オノマトペ辞典』や『暮らしのことば 擬音・擬態語辞典』といった辞典類を参

照し、判断の基準とした。

2.1. 調査対象とする資料

本稿では、以下の資料を調査対象とした
(1)
。

・『かいけつゾロリの大かいじゅう』（原ゆたか・作、1992、ポプラ社）

・『かいけつゾロリのきょうふのゆうえんち』（原ゆたか・作、1991、ポプラ社）

・『忍たま乱太郎―きり丸・しんベエ あやうしの段』（尼子騒兵衛・作、1995、ポプラ社）

・『くまの子ウーフ』（神沢利子・作、1969、ポプラ社）

・『きんのことり』（あまんきみこ・作、2001、PHP 研究所）

・『新版・こびとのピコ』（寺村輝夫・作、1988、大日本図書）

2.2. 調査資料のあらすじ

『かいけつゾロリの大かいじゅう』（以下『ゾロリ a』）は、シリーズで様々な作品が出

版されている。登場するのは擬人化された動物たちであり、あらすじは、主人公が怪獣の

かたちをした菓子の城を建てて悠々と暮らそうとしはじめた矢先に、別の場所で菓子好き

の怪獣の子どもが誕生し、その怪獣が主人公の建てた菓子の城に向かって歩を進め始める

ことから始まる。主人公たちは菓子の城が食べられるのだと考え、いかに怪獣の子どもを

城に近づけさせないか試行錯誤するが、実際は、怪獣の子どもは菓子が目的ではなく、怪



(2) ページ数、字の大きさ、本文の字数の多さ及び絵の多さに関しては、あくまで目安とし、『ピコ』を

基準として調査者の主観によった。

獣のかたちをした菓子の城を自分の母親だと勘違いしていた。その結果、菓子の城に怪獣

が抱きつき、城は崩壊してしまうが、主人公が同シリーズの他の作品で助けた恐竜の親子

に家族と成ってもらい完結する。

『かいけつゾロリのきょうふのゆうえんち』（以下『ゾロリ b』）も「かいけつゾロリ」

シリーズの一つであり、あらすじとしては、主人公とその仲間が遊園地を造り、その遊園

地の隣にある城を乗っ取ろうとするが、計画は失敗に終わるというものである。

『忍たま乱太郎―きり丸・しんベエ あやうしの段』（以下『忍たま』）は、原作は漫画

であったものがテレビアニメ化されたものである。本調査で使用した図書には、テレビア

ニメで実際に使用された絵が用いられている。あらすじとしては、忍者を養成するための

学園に敵対する組織の忍者がスパイとして現れ、そのスパイが逃げるのを三人組の学園生

が追いかけて敵地へ乗り込み、そのうちの二名が捕えられてその命と学園が危険にさらさ

れるが、味方の忍者に救済されて危機を乗り切るというものである。

『くまの子ウーフ』（以下『ウーフ』）には、９つの短い話が収められており、あらすじ

としては、主人公のくまの子どもが、日常生活の中で抱いた素朴な疑問について、周囲の

動物たちと接する中で考えていくというものである。

『きんのことり』（以下『ことり』）は、北風の子どもが旅をする先々で人間や動植物か

ら疎ましがられて疲弊していた中、銀杏の木に請われて、捨てられた子猫を温めるために

銀杏の木の葉を風で全て落とした。結果、子猫を温めることができ、翌日その子猫は無事

にある少女と老婆に拾われ、 後は北風の子が起こした風によって銀杏の葉が金の小鳥の

ように飛んでいく、といった話である。

『新版・こびとのピコ』（以下『ピコ』）は、ある男児が雷の後に道端でボールペンを拾

うが、そのボールペンには持ち主の願いを何でも叶えるというボールペンの精が宿ってい

た。男児はボールペンの精が何でも言うことをきいてくれるのをいいことに誰からも叱ら

れないようにして努力もせず遊びふけるが、徐々に真の幸福感が「何でも願いが叶うこと」

ではないことに気付いていくというものである。

2.3. 調査資料の特徴

以下に、『ゾロリ a』、『ゾロリ b』、『忍たま』、『ウーフ』、『ことり』、『ピコ』における特

徴について、ページ数、字の大きさ、本文の字数の多さ、絵の多さ、登場するものの中で

の擬人化された動植物の有無、及び本文以外の挿絵部分での文字や吹き出しの有無につい

ての表を示す(2)。

[表1] 調査資料の特徴

ページ数 字の大きさ 字数 絵の多さ 動植物の擬人化 挿絵部分の文字 吹き出し

ゾロリa 85 中～大 多 多 有（全） 有（多） 有（多）

ゾロリb 85 中～大 多 多 有（全） 有（多） 有（多）

忍たま 78 大 少 多 - 有（少） 無

ウーフ 128 小 多 少 有（全） 無 無

ことり 79 中 少 多 有（一部） 無 無

ピコ 77 中 並 並 無 無 無



動物の擬人化について、『忍たま』には唯一動物が登場しなかったため、[表1]では「-」
と表記した。

『ゾロリ a』、『ゾロリ b』においては、本文以外にも挿絵部分に文字が書かれていたり、

漫画のような吹き出しが書かれていたりした。『忍たま』には、本文以外に挿絵部分に文

字が認められる個所があった。本稿では、挿絵部分や吹き出し部分についても調査の対象

に含んだ。

3. 調査結果

3.では、調査の結果得られた数値や割合について取り上げる。まず、3.1.では調査資料

にみられるオノマトペの擬音語や擬態語といった種類について取り上げ、3.2.においては

調査資料にみられるオノマトペのそれぞれの種類の割合について取り上げる。

3.1. 調査資料にみられるオノマトペの種類

以下に、『ゾロリ a』、『ゾロリ b』、『忍たま』、『ウーフ』、『ことり』、『ピコ』におけるオ

ノマトペの総数、オノマトペの種類を明らかに擬音（声）語と判断できるもの（[表2]及

び[グラフ]では「擬音・声」）、明らかに擬音語と判断できるもの（同「擬音」）、擬音語

とも擬声語ともとれるもの（同「擬音（声）」）、明らかに擬声語と判断できるもの（同「擬

声」）、明らかに擬態語と判断できるもの（同「擬態」）、擬音（声）語とも擬態語ともと

れるもの（同「不明」）、及び合計について、数値と割合を表で示す。

[表2] 調査資料にみられるオノマトペの種類

総数 擬音・声(%) 擬音(%) 擬音(声)(%) 擬声(%) 擬態(%) 不明(%)

ゾロリa 65 41(63.1) 18(27.7) 4(6.2) 19(29.2) 20(30.8) 4(6.1)

ゾロリb 126 74(58.7) 39(30.9) 0(0) 35(27.8) 34(27.0) 18(14.3)

忍たま 14 8(57.1) 2(14.3) 0(0) 6(42.8) 6(42.9) 0(0)

ウーフ 243 119(49.0) 76(31.3) 6(2.5) 37(15.2) 119(49.0) 5(2.0)

ことり 27 10(37.0) 1(3.7) 1(3.7) 8(29.6) 17(63.0) 0(0)

ピコ 100 21(21) 14(14) 0(0) 7(7) 66(66) 13(13)

計 575 273(47.5) 150(26.1) 11(1.9) 112(19.5) 262(45.6) 40(6.9)

3.2. 調査資料にみられるオノマトペのそれぞれの種類の割合

上記の[表2]のうち、調査資料から抽出されたオノマトペについて、オノマトペの種類

を明らかに擬音語と判断できるもの（[グラフ]では「擬音」）、擬音語とも擬声語ともと

れるもの（同「擬音（声）」）、明らかに擬声語と判断できるもの（同「擬声」）、明らかに

擬態語と判断できるもの（同「擬態」）、及び擬音（声）語とも擬態語ともとれるもの（同

「不明」）に分類し、それぞれの種類について、各作品にみられた割合を表すと、以下の

ようになる。



擬
音(

声)

語

[グラフ] 調査資料にみられるオノマトペの割合

4. 考察

4.では、調査結果をもとに２つの観点から考察をする。第一の観点として、4.1.では擬

音（声）語の出現率の高い作品について、その条件として考えられるものについての考察

を示し、4.2.では各作品における主人公をはじめとした登場するものの類別という観点か

ら考察し、4.3.において4.1.及び4.2.の考察についてまとめる。

4.1. 擬音（声）語の出現率の高さ

[表2]の下段の合計の値からも分かるように、調査資料全てを通して見ると、擬音（声）

語と擬態語の出現率に大差は認められなかった。しかし、[グラフ]のように、それぞれの

作品ごとに見ると、作品の特徴によって擬音（声）語と擬態語の出現率に差が出ることが

読み取れる。

具体的には、『ゾロリ a』、『ゾロリ b』や『忍たま』のように、

① 本文以外にも挿絵部分に文字が書かれているもの

② 漫画のような吹き出しが書かれているもの

については、擬音（声）語の出現率が擬態語の出現率を上回っており、上記①②の条件

のうち①のみを満たすもの（『忍たま』）よりも、①と②両方の条件を満たすもの（『ゾロ

リ a』、『ゾロリ b』）の方が、より擬音（声）語の出現率が高い。

4.2. 各作品における登場するものの類別

[表1]の箇所でも触れたが、調査対象とした作品には、『忍たま』を除く全てに動物が登

場し、その殆どが擬人化して描かれている。しかし、例外的に『ピコ』には擬人化された

動植物が登場しない。

動植物が登場する作品のうち、その全てが擬人化されている作品、すなわち『ゾロリa』、

『ゾロリb』、『ウーフ』について、主人公の類別はそれぞれ『ゾロリa』、『ゾロリb』が「狐」、

『ウーフ』が「熊」であり、いずれも動物であることが分かる。

一方、動植物が登場する作品のうち、『ことり』及び『ピコ』の主人公の類別は、『こと

り』が「北風の子」、『ピコ』が「人間」である。『ことり』及び『ピコ』には、そのいず

れにも動植物以外の擬人化が認められ、具体的には「北風の子」（『ことり』）や「ピコ（ボ

ールペンの精）」、「雷の子」（『ピコ』）が登場する。しかし、動植物の擬人化は極めて稀

であり、動植物の中で唯一擬人化が認められるのは「銀杏の木」（『ことり』）のみである。

以上のことから、
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③ 主人公の類別が動植物であると、動植物が擬人化される率が高くなる

ということが考えられる。

4.3. 考察のまとめ

以上4.1.及び4.2.の①②③の条件をまとめると、

④ 漫画のような吹き出しが書かれているものや、本文以外の挿絵部分に文字が書か

れているものは、作品中に占めるそれらの割合が高ければ高いほど、擬音（声）語

の出現率が高くなる

⑤ 擬音（声）語の出現率の高いものは、より動植物が擬人化されて描かれる傾向に

ある

ということがいえる。

5. 結論と今後の課題

今回調査した資料からは、各児童文学作品の特徴とオノマトペの種類に注目すると、漫

画のような吹き出しが書かれているもの（『ゾロリ a』、『ゾロリ b』）や、本文以外の挿絵

部分に文字が書かれているもの（『ゾロリ a』、『ゾロリ b』、『忍たま』）は、作品中に占め

るそれらの割合が高ければ高いほど、擬態語の出現率に対する擬音（声）語の出現率が高

くなり、それらは多く動植物が擬人化される傾向があることが分かった。

今後は、これらの作品の他にも調査の範囲を広げ、更に童話や民話といった異なるジャ

ンルの作品についても研究が進められることによって、児童文学におけるオノマトペつい

て新たな観点が生まれると考える。
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第４章 絵本に見られるオノマトペの特徴

1. 本稿の目的

子どもたちの発話を聞いていると、言語を形成していくにあたり影響を受けているのは

家族や友達などとの会話や、テレビやインターネット、新聞、本などのメディアであると

思われる。また言語を獲得していく際にはオノマトペの影響も大きいと思われる。

今回の調査は「子どもの言語形成においてオノマトペがどのような影響を与えていると

考えられるか」を見出すことを目的として始まっている。まず本稿では文字言語の中でも

絵本に注目し、オノマトペがどのように使われているかを調べる。

本稿の構成と結果は以下の通りである。

1.では本稿の目的及び本稿の構成を述べる。

2.では調査方法について述べる。2.1.は調査対象とした資料を挙げ、2.2.では資料の特

徴を項目別に（表１）として示す。あらすじは本稿末尾の（調査資料）に記す。

3.では調査結果を擬声語・擬音語と擬態語別に分けるなどして（表２）にまとめる。

4.では分析を行う。4.1.ではほとんどの絵本に共通する特徴を述べる。ここでは５点の

特徴を挙げる。4.2.では紙面数とオノマトペの使用頻度の関係、時代とオノマトペの使用

頻度の関係を調べる。紙面数とオノマトペの使用頻度には関係性がなかったが、出版年と

オノマトペ使用頻度には昭和のものと平成のもので分けてみると特徴が見出された。4.3.

ではテーマごとに分け、4.3.1.外国の絵本（訳本）と日本の絵本、4.3.2.外国語の絵本と

外国の絵本（訳本）、4.3.3.同じ作者が書いた絵本における相違点、4.3.4.同じ作者で訳

者が違う絵本における相違点を分析する。4.3.1.では4.2.と同様の方法で比較するとオノ

マトペの使用に違いが見出された。4.3.2.では外国語の絵本の表現の仕方と外国の絵本（訳

本）の表現の仕方に違いが見られた。4.3.3.ではオノマトペの使用頻度は同程度であった

が、内容や場面によって使用するオノマトペは変わることがわかった。4.3.4.では訳者の

解釈、言語感覚、表現方法などによってオノマトペの使い方が変わっていた。4.4.では気

になった使用例について述べる。ここでは特に気になった№２０について特筆する。

後に 5.でまとめと今後の課題について述べる。

2. 調査方法

2.1.では調査対象とする資料（以下資料）を挙げ、2.2.では資料の特徴を述べる。

今回調査対象とした資料は、絵本の中でも小学校低学年位の年齢の子どもに比較的多く

読まれていると思われる作品である。千葉市立図書館の発行するパンフレット等を基準と

して、内容や文章形式に偏りが出ないよう配慮して資料収集を行った。

調査は、絵本の表紙や本文及び吹き出しなどに見られる文字言語の中からオノマトペを

選び出し、「擬声語」「擬音語」「擬態語」などの項目別にまとめ、特徴を抽出した。

なお、絵本の評釈や作者紹介、書誌情報の箇所は調査対象からは除外した。絵本は“絵

を主体とした児童用読み物”であるととらえ、見開き１ページ中半分以上が絵で占められ

ているものを条件として選んだ。外国語で書かれた絵本は直訳を行い、日本語で書かれた

訳本と比較して調査することとした。

2.1. 調査対象



調査対象としたのは２０冊の絵本である。以下資料の題名、著作者・訳者・絵画者、出

版社、出版年月日を初版の出版年順に並べて記述する。

2.2. 資料の特徴

資料２０冊のそれぞれの特徴を「出版年」、「頁数」、「サイズ（cm）」、「見開き１頁あた

りの文字数（ 小と 大）」、「本の種類」、「文体」、「会話文の有無」、「昔話・民話由来の

ものか否か」、「シリーズ化の有無」、「主な登場人物は人か動植物か、動植物の場合は擬

１『三びきやぎのがらがらどん』（アスビヨルンセンとモーの北欧民話）
絵:マーシャ･ブラウン 訳:せたていじ 福音館書店 １９９６年第８６刷
（１９６５年第１刷）

２『ひとまねこざるときいろいぼうし』
文・絵:エッチ･エイ･レイ 訳:光吉夏弥 岩波書店 １９９６年第３２刷
（１９６６年第１刷）

３『ぐりとぐら』（こどものとも傑作集）
文:中川李枝子 絵:大村百合子 福音館書店 ２００２年第１４０刷
（１９６７年第１刷）

４『スーホの白い馬』（モンゴル民話）
再話:大塚勇三再話 画:赤羽末吉 福音館書店 １９９６年第７７刷
（１９６７年第１刷）

５『ざりがに』（かがくのとも傑作集）
文・絵:吉崎正巳 監修:須甲鉄也 福音館書店 １９７３年

６『しょうぼうねこ』
作:エスター・アベリル 訳:藤田圭雄 文化出版局
２０００年第１８刷（１９７４年第１刷）

７『おしいれのぼうけん』
作:ふるたたるひ･たばたせいいち 童心社 １９９６年第１３９刷
（１９７４年第１刷）

８『１００万回生きたねこ』
作:佐野洋子 講談社 ２００２年第７２刷（１９７７年第１刷）

９『ブレーメンのおんがくたい』（グリム童話より・ポールガルドン昔話シリーズ）
絵:ポール・ガルドン 訳:大庭みな子 佑学社 １９７９年１月

10『１４ひきのあさごはん』
作:いわむらかずお 童心社 １９９９年第６９刷（１９８３年第１刷）

11『ころころ パンケーキ』（ノルウェー民話）
文:ペーテル・クリステン・アスビヨルンセン、ヨルゲン・モー 絵:スヴェン・オット
ー・セアンセン 訳:山内清子 偕成社 １９９７年第９刷（１９８３年第１刷）

12『ざりがにのおうさままっかちん』（福音館創作童話シリーズ）
作:おおともやすお 福音館書店 ２００１年第１３刷（１９９１年第１刷）

13『番ねずみのヤカちゃん』
作:リチャード･ウィルバー 訳:松岡亨子 絵:大社玲子
２００１年第１９刷（１９９２年第１刷）

14『ルンペルシュティルツヘン』（グリムの昔話）
原作:グリム 絵:ポール･ガルドン 訳:乾侑美子 童話館 １９９４年第１刷

15『１４ひきのかぼちゃ』
作:いわむらかずお 童心社 １９９７年第１刷

16『ばばばあちゃんのアイス・パーティ』（かがくのとも傑作集）
作:さとうわきこ 協力:佐々木志乃 福音館書店 １９９９年第５刷
（１９９８年第１刷）

17『ブレーメンのおんがくたい』（グリムの昔話）
絵:ポール･ガルドン 訳:晴海耕平 童話館 １９９９年第１刷

18『三びきやぎのがらがらどん The three billy goats Gruff』（アスビヨルンセンとモ
ーの北欧民話）絵・再話:マーシャ・ブラウン ラボ教育センター １９９９年第１刷

19『コッテンの おきゃくさま』
作・絵:レーナ･アンデション 訳:長下日々訳 フレーベル館 ２０００年第１刷

20『きのうのおひさま、どこにいったの？』
作:薫くみこ 絵:いもとようこ ポプラ社 ２００６年第１刷



人法の有無・人も登場するか」の項目に分けて（表１）にまとめた。

3. 調査結果

絵本を調査した結果得られたデータをもとにして擬声語・擬音語、擬態語、不明なもの

（２種類以上に属すると考えられるものも含む）に分けて使用頻度を調べ、さらにオノマ

トペの中から次の３つの型（※３）を抽出し、どの程度使用しているかも調べた。 後に

口語ではあまり使わない、他の絵本に出てこない、珍しい使い方をしている、など気にな

（表１）絵本の特徴
№ 出版年 頁数 サ イ 字数 種類 文体 会 昔話や民 シ リ ー 主となる登場人物、

ズ ( c 小 話 話由来 ズ 擬人化等
m) 大 文

１ S 32 26 20 外・訳 敬 ◎ ○(民) × 動(やぎ･トロル）
40 132 擬：○

２ S 55 21 100 外・訳 敬 ○ × ○ 動(さる)・(人)
41 270 擬：○

３ S 27 27 0 日 敬 ○ × ○ 動(りす)
42 220 擬：○

４ S 47 31 0 外・訳 敬 ○ ○(民) × 人・（動）
42 350

５ S 23 26 30 日 常 × × × 動(ざりがに)
48 200 擬：×

６ S 22 22 4 外・訳 敬 ○ × × 動(ねこ)・(人)
49 300 擬：○

７ S 27 27 20 日 敬 ◎ × × 人・（動物）
49 430

８ S 31 27 70 日 敬 ○ × × 動(ねこ)
52 270 擬：○

９ S 32 26 60 外・訳 敬 ◎ ○(昔) × 動・(人)
54 300 擬：○

10 S 31 27 20 日 口 ？ × ○ 動(ねずみ)
58 50 擬：○

11 S 24 30 80 外・訳 敬 ◎ ○(民) × 動（パン）・(人･動)
58 290 擬：○

12 H 111 26 4 日 敬 ◎ × × 人・(動)
3 190

13 H 68 22 5 外・訳 敬 ◎ × × 動(ねずみ)・(人)
4 360 擬：○

14 H 31 30 70 外・訳 敬 ◎ ○(昔) × 人
6 300

15 H 32 27 40 日 口 ？ × ○ 動(ねずみ)
9 60 擬：○

16 H 27 26 80 日 口 ◎ × ○ 人
10 270

17 H 32 26 0 外・訳 敬 ◎ ○(昔) × 動・(人)
11 320 擬：○

18 H11 32 26 外・原 ？ №１に同じ

19 H 25 27 5 外・訳 口 ◎ × × 動(針鼠)・(人)
12 80 擬：○

20 H 33 23 30 日 敬 ◎ × × 動(くま)
18 180 擬：○

※１表記に関して
・「№」は2.1.の本の題名の前に記した番号と対応している。
・「出版年」については、昭和に出版→S、平成に出版→Hと表記する。
・「本の種類」については、外国語で書かれたもの→外・原、外国の絵本を翻訳したもの→外・訳、

日本の絵本→日と表記する。
・「文体」については、常体→常、敬体→敬、口語文→口と表記する。
・「主な登場人物は人か動植物か、動植物の場合は擬人法の有無・人も登場するか」については、

主な登場人物は人間→人、動植物、その他→動、動植物の場合擬人法が使われているか→擬人
法○（一部、全部）もしくは×、動植物の場合ジンも登場するか→（人）と表記する。人間の
場合、動植物が登場する場合→（動）と表記する。



ったオノマトペも挙げた。以下はその表である。

オノマトペの使用数も絵本によってばらつきがあり、擬音語・擬声語・擬態語の使用数

も絵本によって違っている。

4. 分析

4.1. 共通の特徴

（表２）絵本に見られるオノマトペの種類
№ オノマ 擬音語・擬 擬 態 語 不明（％） ○ △ ○ ○ っ △ り ○△っと 気になる

トペ総 声語 <擬 （％） △ (○ん△り）(○△んと) オノマトペ
数 声語>（％）

１ ３８ １９<０> ４ １５ １４ ０ ０ ｢がたぴし｣18p
（50） （10.5） （39.5）

２ ２８ ８<0> １５ ５ ６ ６ ６ ｢しげしげ｣4p
（28.6） （53.6） （17.8）

３ １４ ０<0> ４ １０ ２ ２ １ ｢ぽんと｣9p
（０） （28.6） （71.4）

４ １３ ２<0> ９ ２ ７ ２ ３ ｢とろとろ｣40p
（15.4） （69.2） （15.4）

５ ５ ０<0> ５ ０ ２ ２ １ ｢ゆうゆう｣10p
（０） （100） （０） ｢すごすご｣10p

６ １４ ７<２> ７ ０ ５ ２ １
（50） （50） （０）

７ ８５ ３７<16> ３４ １４ ２４ ９ ２４ ｢ちろちろ｣49p｢き
（43.5） （40） （16.5） ゅうきゅう｣67p

８ ７ ０<0> ５ ２ ６ １ ０
（０） （71.4） （28.6）

９ ２０ ８<8> ６ ６ ５ ４ ３ ｢ワッと｣23p
（40） （30） （30） ｢ピカピカ｣27p｢ギ

ャッと｣27p｢ヒヒ
ーン｣29p｢ガーン｣
31p

10 ９ ２<0> ５ ２ ３ ２ ２
（22.2） （55.6） （22.2）

11 ２５ ４<3> １９ ２ １６ ５ １ ｢むくむく｣2p
（16） （76） （8） ｢ぷかぷか｣22p

12 ２５ ５<0> ９ １１ ４ ４ ７ ｢ぐぐぐーい｣84p
（20） （36） （44）

13 ４３ ６<4> ２８ ９ １９ ９ １０ ｢キュッキュッと｣
（14） （65.1） （20.9） 43p

｢ギラギラ｣47p
14 １７ １０<0> ５ ２ ２ ２ ４

（58.8） （29.4） （11.8）
15 ９ ０<0> ６ ３ １ ２ ６

（０） （66.6） （33.4）
16 ７ ５<5> ２ ０ １ ０ ０

（71.4） （28.6） （０）
17 １９ ９<8> ５ ５ ４ ３ ３ ｢たえだえ｣5p

（47.4） （26.3） （26.3） ｢ギラギラ｣26p
18 ０ ０<0> ０ ０ ０ ０ ０

（０） （０） （０）
19 １６ １１<2> ４ １ ９ ２ １ ｢ボンボン｣15p｢た

（68.8） （25） （6.2） すたす｣17p｢とす
とす｣17p｢しずし
ずと｣17p

20 ２６ １<1> １５ １０ １６ ４ ５ ｢くるくる｣3p
（3.8） （57.5） （38.5） ｢すとんと｣4p

｢ぱんと｣7p
｢ひくひく｣23p

※２（ ）内はオノマトペ総数に対する比率を表す。
※３【３つの型】
①「○△○△」型：「きらきら」のように反復形「○△○△」型のオノマトペ
②「○っ△り」型：「しっかり」のように「○っ△り（○ん△り）」型のオノマトペ
③「○△っと」型：「わっと」のように「○△っと（○△んと）」型のオノマトペ



ほとんどの絵本に共通して見られる特徴は５点であった。

①絵本の中で同じオノマトペを多用している場面が多く見られる。

②例外はあるものの、教科書に使われているのと同じようによく聞いたことのある一般的

なオノマトペが使われていた。

③「くるくる」や「どんどん」のように「○△○△」型がよく使われている。（表２より）

④「そうっと」「ぎゅっと」のように「○△っと」型もよく使われている。（表２より）

⑤「しっかり」「たっぷり」のように「○っ△り」型もよく使われている。（表２より）

絵本の中に使用されているオノマトペは、教科書に使われているようなオノマトペと同

じようによく聞いたことのあるオノマトペが大変多く、「○△○△」型や「○△っと」型、

「○っ△り」型のものが多く使用されている傾向があった。またその使用方法もほとんど

のものが慣用的であり、慣用的用法とのズレを感じるような用法の方が少なかった。

4.2. 紙面数とオノマトペの使用頻度の関係・時代変遷とオノマトペの使用頻度の関係

絵本には様々な形があり、紙面数ももちろんそれぞれ違っている。そこで 4.2.1.ではペ

ージ数とオノマトペの使用頻度に関係性があるかを調べることとする。また言葉は時代に

よって変わるものであるので、4.2.2.では時代が移り変わっていくごとにオノマトペの使

用頻度が変わっていくものかどうかを出版年とオノマトペの使用総数の関係などをもとに

して調べることとする。

4.2.1. 紙面数とオノマトペの使用頻度

まず、ページ数とオノマトペ使用頻度には何らかの関係があるか考えために、ページ数

とオノマトペ使用総数を（表３）にまとめた（№１８は除く）。

（表３）頁数とオノマトペ使用総数

№ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20
頁数 32 55 27 47 23 22 27 31 32 31 24 111 68 31 32 27 32 25 33
総数 38 28 14 13 5 14 85 7 20 9 25 25 43 17 9 7 19 16 26

（表３）においてはただ単にページ数が多いからといってオノマトペが多く使用されるわ

けではないようだ。また（表２）をもとにして[ページ数]と[擬声語・擬音語、擬態語の

使用頻度]の関係を見てみると、ページ数が多い方が擬態語（または擬声語・擬音語）よ

りも擬声語・擬音語（または擬態語）を多く使うといった特徴は見出せなかった。

次に（表２）をもとにして[ページ数]と[「○△○△」型、「○△っと」型、「○っ△り」

型の使用頻度]の関係を見ると、ページ数が多いと「○△○△」型を一番多く使う、ペー

ジ数が多いと「○△っと」型を一番多く使うなどの特徴も見られなかった。

ページ数とオノマトペの使用頻度に関してはあまり関係性がないようである。

4.2.2. 出版年とオノマトペの使用頻度

ここでは、時代が変遷するごとにオノマトペの使用頻度が変わるものか調べるために、

出版年とオノマトペ使用総数を（表４）にまとめた。比較する際には出版年が昭和のもの



と平成のものとで分けて見ることとした。昭和のものは１１冊、平成のものは８冊ある（№

１８は除く）。

（表４）

№ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20
出版年 S S S S S S S S S S S H H H H H H H H

40 41 42 42 48 49 49 52 54 58 58 3 4 6 9 10 11 12 18
総数 38 28 14 13 5 14 85 7 20 9 25 25 43 17 9 7 19 16 26

（表４）においては、昭和に出版されたものの方がオノマトペを多く使っているなどの特

徴はなかったので、（表２）をもとにして[出版年]と[擬声語・擬音語、擬態語の使用頻

度]の関係を以下のような基準で分けて見てみると次のような傾向があった。

Ａ 擬声語・擬音語の方が多いもの

Ｂ 擬態語が多いもの

Ｃ 擬声語・擬音語、擬態語が同程度のもの（０～２個の差を含む）

【昭和】Ａ：２冊（18.2 ％）、Ｂ：７冊（63.6 ％）、Ｃ：２冊（18.2 ％）

【平成】Ａ：４冊（50 ％）、Ｂ：４冊（50 ％）、Ｃ：０冊（0 ％）

昭和のものは[擬態語の方が多い絵本]が[擬声語・擬音語の方が多い絵本]に比べて圧倒

的に多かったが、平成のものは[擬声語・擬音語の方が多い絵本]も[擬態語の方が多い絵

本]も同程度であった。

次に（表２）をもとにし、[出版年]と[「○△○△」型、「○△っと」型、「○っ△り」

型の使用頻度]の関係を「○△○△」型：「○っ△り」型：「○△っと」型の比を次のよう

に分けて見てみると以下のような傾向があった。

Ｄ 多い：少ない：少ない

Ｅ 同じ：同じ：同じ（０～２個の差を含む）

Ｆ 多い：中間：少ない

Ｇ その他（多い：少ない：多い、少ない：少ない：多いなど）

【昭和】Ｄ：４冊（36.4 ％）、Ｅ：５冊（45.4 ％）、Ｆ：１冊（9.1 ％）、Ｇ：１冊（9.1 ％）

【平成】Ｄ：３冊（37.5 ％）、Ｅ：３冊（37.5 ％）、Ｆ：０冊（0 ％）、Ｇ：２冊（25 ％）

昭和のものでは「○△○△」型が多用されており、「○△○△」型に比べて「○△っと」

型や「○っ△り」型の使用は少ないか同程度であった。ただ、１例のみ「○△○△」型と

「○△っと」型が同程度で多いものもあったが、いずれにしても「○△○△」型が多用さ

れていることに変わりはないようである。平成のものでは「○△○△」型の多用も見られ

るのだが、「○△○△」型よりも「○△っと」型の方が多用されているものが２例あった。

「○っ△り」型はどちらにも共通して「ゆっくり」や「しっかり」など教科書にも出てく

るような例が多く、あまり多用はしないようである。

4.3. テーマごとの比較



ここではテーマを具体的に設け、そのテーマごとにデータの比較を行う。4.3.1.では「

外国の絵本（訳本）と日本の絵本」、4.3.2.では「外国語の絵本と外国の絵本（訳本）」、

4.3.3.では「同じ作者が書いた絵本における相違点」、4.3.4.では「同じ作者でも訳者が

違う絵本における相違点」について述べる。

4.3.1. 外国の絵本（訳本）と日本の絵本

外国で書かれた絵本を日本語に翻訳して出版した絵本（以下外国の絵本（訳本））と日

本の絵本とではどのような違いがあるのだろうか。ここでは資料をこの２種類に分けて（表

２）を中心に比較する。

外国の絵本（訳本）は１０冊（№１８は除く）、日本の絵本は９冊である。4.2.2.と同

様にＡ～Ｇの項目で分けて見てみると次のような傾向が見られた。

擬声語・擬音語と擬態語の比

【訳本】Ａ：４冊（40 ％）、Ｂ：４冊（40 ％）、Ｃ：２冊（20 ％）

【日本】Ａ：２冊（22.2 ％）、Ｂ：７冊（77.8 ％）、Ｃ：０冊（0 ％）

外国の絵本（訳本）は擬態語の方が多い絵本も擬声語・擬音語の方が多い絵本も同程度

であり、擬声語・擬音語と擬態語が同程度使われている絵本が２例あった。日本の絵本は

擬声語・擬音語の方が多い絵本に比べて擬態語の方が多い絵本の方が圧倒的に多かった。

日本の絵本はどちらかというと音よりも様子を表すオノマトペを多用する傾向があり、外

国の絵本（訳本）は日本の絵本よりも音を表すオノマトペを多く使っているようである。

「○△○△」型：「○っ△り」型：「○△っと」型の比

【訳本】Ｄ：５冊（50 ％）、Ｅ：４冊（40 ％）、Ｆ：１冊（10 ％）、Ｇ：０冊（0 ％）

【日本】Ｄ：２冊（22.2 ％）、Ｅ：４冊（44.5 ％）、Ｆ：０冊（0 ％）、

Ｇ：３冊（33.3 ％）

外国の絵本（訳本）は「○△○△」型が多用されており、「○△っと」型や「○っ△り」

型の使用は少ないか同程度であった。それに対して日本の絵本は「○△○△」型と「○っ

△り」型が同程度のものも含めると「○△○△」型が多用されているものが３例あるのだ

が、３つの型どれもが同程度使用されている絵本が４例（44.5 ％）と多く、その他には「○

△っと」型が一番多用されている絵本が２例あった。「○っ△り」型はどちらにも共通し

て「ゆっくり」や「しっかり」など教科書にも出てくるような例が多く、あまり多用はし

ないようである。

4.3.2. 外国語の絵本と外国の絵本（訳本）（『がらがらどんa』『がらがらどんb』）

（表２）を見てもわかる通り№１８の外国語の絵本にはオノマトペは見当たらなかった。

では外国語で書かれた絵本と日本語に翻訳された絵本とでは何か違いがあるのだろうか。

ここでは外国の絵本（訳本）である１『がらがらどんa』と外国語の絵本である１８『が

らがらどんb』の資料を比較する。

まず、何度も触れるが外国語で書かれた『がらがらどんb』にはオノマトペは使用され

ていない。訳本（『がらがらどんa』）のタイトルにも含まれている「がらがら」という言

葉も「The three billy goats Gruff」からは導き出せない。強いて言うならば「gruff」



の意味する「しわがれた、どら声の」から訳者が印象に残るようなネーミングを考えて付

けたものと思われる。また、やぎのがらがらどんが橋を渡る際に訳本では「かた こと」

や「がた ごと」などと表されるものも、外国語の絵本ではオノマトペではなく「“Trip,

trap!trip,trap”」のように韻をふんでリズムを楽しむような言葉が使用されている。橋

を渡る際の音表記を変えることによってやぎの大きさを表す場合、訳本ではオノマトペを

使って表すのに対して、外国語の絵本ではオノマトペではなく文字の大きさや文字の書体

を変えているという違いがある。外国にオノマトペと同じような言葉が存在するものかど

うかは定かではないのだが、日本と外国では絵本に使われる言葉や書体の扱い方が違うよ

うである。

訳本では子どもたちに大きさや様子などを表す際に一番よく利用されるのがオノマトペ

であり、少なくとも訳者である大人が外国語で書かれた絵本を日本語で子どもたちに伝え

ようとする時、親しみやすさやわかりやすさを考えて状況に応じて言葉を選ぶとオノマト

ペが多くなるものと思われる。

4.3.3. 同じ作者が書いた絵本における相違点（『１４ひきａ』『１４ひきｂ』）

同じ作者が書いた作品ではオノマトペの使用はどのようになっているのであろうか。こ

こでは１０『１４ひきａ』と１５『１４ひきｂ』の資料を比較し、相違点を（表１）及び

（表２）、（表５（表２から抽出したもの））から分析する。

『１４ひきa』と『１４ひきb』は（表１）を見ると、ともに頁数、サイズ、見開き１ペ

ージあたりの文字数（ 小と 大）、使用されている言語、本の種類、文体、会話文の有

無、昔話・民話由来のものか、再版されているか、主となる登場人物・擬人化について、

吹き出しの有無などの点ではほぼ共通している。また（表５）では、オノマトペの総数も

同じで擬声語・擬音語に比べて擬態語が多いのも共通した特徴である。

違う点は（表１）を見ると、出版年が『１４ひきa』は昭和５８年で、『１４ひきb』は

平成９年ということくらいである。また（表５）より、「○△○△」型も「○っ△り」型

も「○△っと」型も『１４ひきa』では同程度使われているが、『１４ひきb』では「○△

っと」型が一番よく使われていることがわかる。

よってこの資料からは同一作者の作品間ではオノマトペが使用される頻度は同程度であ

るが、使用されるオノマトペはその絵本の内容や場面においてそれぞれ変わるものと思わ

れる。

4.3.4. 同じ作者で訳者が違う絵本における相違点（『ブレーメンａ』『ブレーメンｂ』）

外国の絵本（訳本）の場合には作者が同じでも作者の言葉を日本語で表現する訳者がい

るので、オノマトペの使い方は訳者の言語感覚の影響を受ける。そこでどの程度オノマト

ペの使い方が変わるのかを９『ブレーメンａ』と１７『ブレーメンｂ』で調査する。

共通点は、（表１）より頁数、サイズなどはもちろんのこと、見開き１頁あたりの文字

（表５）同じ作者の絵本（『１４ひきa』→ａと『１４ひきb』→ｂ）
№ オノマトペ 擬音語・擬 擬 態 語 不明（％）○△○△ ○ っ △ り ○△っと

総数 声語 <擬 （％） (○ん△り）(○△んと)
声語>（％）

ａ ９ ２<0> ５ ２ ３ ２ ２
（22.2） （55.6） (22.2）

ｂ ９ ０<0> ６ ３ １ ２ ６
（０） （66.6） (33.4）



数、会話文がある、などである。また（表２）よりオノマトペの使用総数やオノマトペの

種類もほぼ同程度であると言える。しかし、詳しく見てみると使用するオノマトペやそれ

を使用する場面などは違っていた。以下、データから抜粋したものを比較し、特徴を抽出

する。

①「ハアハア」の繰り返し使用と「ハアハア」「たえだえ」の２種類使用

この場面では、犬が疲れている様子を表すのにオノマトペが用いているのだが、『ブレ

ーメンａ』では「ハアハア」を２度使用している。犬がとても疲れている様子を強調する

ために繰り返し使用したのだろうか。それに対して『ブレーメンｂ』では「たえだえ」と

「ハアハア」と２種類のオノマトペを使用している。「ハアハア」に比べて普段あまり使

わないような「たえだえ」を使っているところを見ると、少し年齢が上の子どもも意識し

て訳をしたのだろうか。

②気持ちの表現と景色・行動の表現

『ブレーメンａ』では一軒の家が見つかった時の犬の気持ちを「わくわく」というオノ

マトペで表している。それに対して『ブレーメンｂ』ではおんどりが一軒の家を見つけた

時にくまなく見回した様子を伝えるために「ぐるっ と」というオノマトペを使用してい

る。『ブレーメンａ』は家を見つけたときの登場人物の気持ちがどれほど嬉しかったかを

表現しようとしており、『ブレーメンｂ』はこの家の他にはどこにも家が見えなかったと

いうことを強調し、また家を見つけるのにどれだけくまなく見てみたかを表現しようとし

てオノマトペを使っている。

（表６）
オノマトペ 種類 使用例

ａ ハアハア 声 しばらくいくと、みちばたに 一ぴきの いぬが ハアハ

ハアハア 声 アあえいで うずくまっていました。「どうしたんだね、
そんなに ハアハアして」ろばは たずねました。

ｂ たえだえ 態 ろばが しばらくいくと、一ぴきのりょう犬にあいました。

ハアハア りょう犬は、まるで ながい道をはしってきたように、息
声 もたえだえに、道ばたに うずくまっていました。「やあ

どうしたんだい、かみつきやのだんな。そんなに ハアハ
ア あえいで」「どうもこうもないよ。わしは 今じゃ年
をとって、日ましにからだがよわくなってな。

（表７）
オノマトペ 種類 使用例

ａ わくわく 態 いぬは まだ にくの こびりついている ほねに あり
つけるかもしれないと、わくわくしました。

ｂ ぐるっ と 態 おんどりは、ねむるまえに、もう一ど ぐるっと四方をみ
まわしました。すると、森のむこうに、ちいさなあかりが
みえました。おんどりはなかまに、あかりがみえるから、
そうとおくないところに 家がありそうだと、いいました。



③叫び声という認識と音楽という認識

この場面では泥棒を驚かす計画を実行したところである。『ブレーメンａ』では「ワッ

と」というオノマトペが使用されているが、『ブレーメンｂ』ではオノマトペではなく

「いっせいに」という言葉で表されている。『ブレーメンａ』ではろばたちがみんなで叫

んだとあり、それからみんなで一気に部屋に突入していったと解釈している。『ブレーメ

ンｂ』ではみんなの声を張り上げることによって泥棒を驚かそうとし、それが初めての音

楽でもあったと解釈している。この解釈の違いから「ワッ と」が使われたり、別の言葉

で表現されたりしたのであろう。

④叫び声の表現と音楽を想起させる表現

『ブレーメンａ』では泥棒を驚かすために上げた「叫び声」であるので、泥棒が怖がっ

たことをよりリアリティあふれるものにするために「鳴き声」らしく表現していると思わ

れる。『ブレーメンｂ』では泥棒を驚かすための作戦として、いかにも「鳴き声」ではな

く４匹が力を合わせて音楽を奏でているように表現しているのだろう。

⑤叫び声の迫力と音楽の迫力

この場面は４匹の音楽隊が泥棒を追い出そうと計画し、それに泥棒が驚いたところであ

（表８）
オノマトペ 種類 使用例

ａ ワッ と ？ そこで、みんな、あたまを よせあって、どうやって ど
ろぼうたちを おっぱらおうかと そうだんし、やっと
いいことを おもいつきました。…中略…それから、みん
な いっしょに、さけびました。ろばは｢ヒヒーン」いぬは
「ウウーッ、ワン」ねこは「ミャ―オ」にわとりは「コケ
コッコー」それから、みんなで ワッと、へやのなかに
とびこみました。

ｂ × × じゅんびがととのうと、四ひきは、合図とともに、いっせ
いに音楽をはじめました。

（表９）
オノマトペ 種類 使用例

ａ ヒヒーン 声 そこで、みんな、あたまを よせあって、どうやって ど

ウウーッ 声 ろぼうたちを おっぱらおうかと そうだんし、やっと

ミャーオ 声 いいことを おもいつきました。…中略…それから、みん
な いっしょに、さけびました。ろばは｢ヒヒーン」いぬは
「ウウーッ、ワン」ねこは「ミャ―オ」にわとりは「コケ
コッコー」それから、みんなで ワッと、へやのなかに
とびこみました。

ｂ ヒーホー じゅんびがととのうと、四ひきは、合図とともに、いっせ
声 いに音楽をはじめました。ろばはヒーホー、となき いぬ

ウー 声 はウー ワン、とほえ ねこはニャーゴ、となき おんど
ニャーゴ 声 りは コケコッコー、と、かちどきをあげました。

（表１０）
オノマトペ 種類 使用例

ａ びっくり 態 どろぼうたちは、この いような さけびに びっくりし
て、ばけものが でたあ、と、いちもくさんに もりのな
かに にげました。

ｂ ぞっ と ？ どろぼうたちは、この、ぞっとするような物音にふるえあ
がり、ばけものがでたあとばかりに、きもをつぶして い
ちもくさんに森のなかへにげこみました。



る。それぞれのオノマトペが使われた部分の前後を見てみると、その場面の解釈は『ブレ

ーメンａ』では“叫び声”に迫力があってそれに泥棒は「びっくり」したのであり、『ブ

レーメンｂ』では４匹の奏でた“音楽”とも言える音の迫力に泥棒は「ぞっ」として震え

上がったのである。それぞれの訳者が原作の外国語で書かれた絵本を解釈しそれをもとに

書いているので、このような表現の違いが出たのであろう。

⑥油断している様子と慎重にしている様子

この場面では一度は逃げた泥棒のうちの一人が偵察をしに家に戻ってきたところであ

る。『ブレーメンａ』ではオノマトペを使用していない。しかも「いってみると、べつに

かわったことも ないようです」と比較的短い文で表現されている。これは泥棒が油断し

ていた様を表すためにこの場面を特筆しなかったのではないだろうか。油断していたから

こそ、その後猫の目も灯だと思ってしまいいきなり攻撃されて驚いたのである。『ブレー

メンｂ』では泥棒が恐る恐る家に戻ってきた様子を表すために「しんと」や「ひっそりと」

などと詳細にその場の様子を表現したのではないだろうか。その場の緊迫感を演出して静

の場面を作りあげ、その後に訪れる猫や犬、馬の攻撃でいきなり動の場面に切り替わる部

分とのギャップを鮮明に描き出そうとしたのではないかと思われる。

⑦泥棒とねこ

この場面は偵察にやってきた泥棒がねこのひっかかれるところである。『ブレーメンｂ』

ではねこの目は「ギラギラ」しており、「ふーっ」とうなってひっかいたとある。『ブレ

ーメンａ』ではねこの目は「ピカピカ」しており、泥棒にとびかかって「ギャッ」とひっ

かいたとある。泥棒が灯を間違えたことを表すために「ギラギラ」ではなく「ピカピカ」

という表現を用いたのだろうか。またねこがひっかいた時の様子をただ「ひっかいた」と

書くのではなく「ギャッ」と書いたのはねこの鳴き声の迫力、ひっかいたときの音、泥棒

の声など含めて表現したかったからなのだろうか。

⑧泥棒と馬、泥棒と犬

（表１１）
オノマトペ 種類 使用例

ａ × × ひとりが ていさつに いくことにしました。いってみる
と、べつにかわったことも ないようです。

ｂ しんと ？ 真夜中ちかくになって、どろぼうたちが とおくから家を
うかがうと、明かりは消え、あたりはしんと、しずまりか

ひっそり えっています。どろぼうのかしらは、なにもあんなふうに、
態 あわくって にげだすことは なかったんじゃないかと、

手下のひとりに、ようすをさぐりにいかせました。そこで、
手下はでかけましたが、家はひっそりとして 物音ひとつ
しません。

（表１２）
オノマトペ 種類 使用例

ａ ピカピカ ？ ていさつが、だいどころに いって、あかりを つけよう
とすると、やみのなかに ねこのめが ピカピカ ひかっ

ギャッ と ？ ています。もえのこった ひとまちがえて、どろぼうが
マッチにひをつけようと ねこのめに ちかづきました。
ねこは どろぼうに とびつき、ギャッと ひっかきまし
た。

ｂ ギラギラ ？ 手下は台所にはいって、あかりをつけようとしました。そ
して、ギラギラと、もえるようにひかっているねこの目を、

ふーっ もえさしの石炭とまちがえ、火をつけようと マッチをお
声 しつけました。けれど、そんなじょうだんは、ねこにはつ

うじません。ねこは 手下の顔にとびかかり、ふーっとう
なって、つめでひっかきました。



この場面はねこにひっかかれた泥棒が逃げようとするところである。『ブレーメンｂ』

では外で一番 初に攻撃した場面を犬が「ガブリ」とかみついたと表現し、強烈な印象を

与えている。『ブレーメンａ』では馬が一発けりを入れたシーンを「ヒヒーン」とけった

と特徴的な表現をしており、馬の「ヒヒーン」という鳴き声でもって 後の一撃の迫力を

表すことに主眼をおいたのであろう。

以上①～⑧のことを考えてみると、『ブレーメンａ』では同じオノマトペを使用したり、

登場人物の気持ちを表す時にオノマトペを使用したり、物語の内容の解釈からぴったりく

ると思われるオノマトペを選んだりしている。『ブレーメンｂ』では物語の解釈に応じて

様子や状況を詳しく述べたい時にはオノマトペを使ってより効果的に表していた。対象年

齢は『ブレーメンａ』＜『ブレーメンｂ』であるような印象が強いが、原作を読んだ訳者

の解釈、言語感覚、表現方法などが多分に左右されていることも伺える。

4.4. 気になる使用例

（表２）で挙げた気になるオノマトペの使用例のみを抜粋してその特徴を抽出する。な

お、気になるオノマトペとは口語ではあまり使わない、他の絵本に出てこない、珍しい使

い方をしている（教科書に出てくる使い方とは違う、辞書に載っている一般的な使い方と

されるものとは違う）、などと思われるものを指している。

№９の絵本『ブレーメンａ』、№１７の絵本『ブレーメンｂ』に関しては４.３.５.で述

べたのでここで特筆することは避ける。次に特に気になる使い方をしているのが№２０の

『おひさま』であったので、ここでは『おひさま』について詳しくみてみることとする。

（表１３）
オノマトペ 種類 使用例

ａ びっくりした どろぼうが、とびすさって にげようとす
びっくり 態 ると、とぐちに ねていた いぬが とびかかって、あし
ヒヒ-ン 態 に かみつきました。にわに とびだして にげると、か

けつけた ろばが うしろあしで ヒヒーンと けりまし
た。

ｂ ガブリ ？ たまげた手下は ひめいをあげ、うら口からにげだそうと
しました。けれそ、そこにねていたいぬがとびおきて、手

× 下の足にガブリとかみつきました。そのうえ、手下がにわ
× をはしって、わらの山をとおりすぎようとすると、ろばが

うしろ足で、力いっぱいけとばしました。おんどりは、こ
のさわぎで目をさまし、かんぱつをいれず「コケコッコー」
となきました。

（表１４）
№ 気になるオノマトペ
１ ｢がたぴし｣18p
２ ｢しげしげ｣4p
３ ｢ぽんと｣9p
４ ｢とろとろ｣40p
５ ｢ゆうゆう｣10p、｢すごすご｣10p
７ ｢ちろちろ｣49p、｢きゅうきゅう｣67p
９ ｢ワッと｣23p、｢ピカピカ｣27p、｢ギャッと｣27p、｢ヒヒーン｣29p、｢ガーン｣31p
11 ｢むくむく｣2p、｢ぷかぷか｣22p
12 ｢ぐぐぐーい｣84p
13 ｢キュッキュッと｣43p、｢ギラギラ｣47p
17 ｢たえだえ｣5p、｢ギラギラ｣26p
19 ｢ボンボン｣15p、｢たすたす｣17p、｢とすとす｣17p、｢しずしずと｣17p
20 ｢くるくる｣3p、｢すとんと｣4p、｢ぱんと｣7p、｢ひくひく｣23p



まず、１点目はおひさまが沈む様子を397と399で「くるくる」「すとん」と表現してい

る場面である。太陽が沈む場面でよく使われるのは「ゆっくり沈む」や「どんどん沈む」

などであると考えられるが、「くるくる」と沈むおひさまや「すとん」と落ちるおひさま

はあまり見たり聞いたりはしない。ではなぜ著者はこの言葉を選んだのであろうか。そこ

で物語の内容を見てみると、くまくんは沈んでいくおひさまが自分から離れていくように

感じている場面があるので、おひさまがくまくんから逃げていくニュアンスを含むために

「くるくる」というオノマトペを使ったのではないだろうか。また、「すとん」と落ちて

いったのは、くまくんはもっとおひさまと一緒にいたいのにいつもすぐいなくなってしま

うというニュアンスを含むために選んだオノマトペなのではないだろうか。

２点目はくまくんの動作で何か思いついた時の動作は400で手を「ぱん」とたたくと表

現されている場面である。何か思いついた様子を文章で表すときにはこれまで手を「ぽん」

とたたくという表現が多かったのだが、ここでは手を「ぱん」とたたいている。もちろん

人間が行う動作でないために手を「ぽん」とたたくことは熊にはできないが、擬人化され

た文章であれば使ってもおかしくないはずである。それでも「ぱん」とたたいたのは現在

の言語感覚であると「そうだ！」と思いついた際には両手の平を合わせる「ぱん」の方が

一般化したからなのではないだろうか。少なくとも著者がそのような感覚を持っていたと

いうことはできるだろう。

３点目は同じくくまくんの動作で、悲しくて401「ひくひく」泣くと表現されている場

面である。泣く場面でよく使われるのは「わんわん」「えんえん」などであるとおもうが、

ここでは「ひくひく」を用いている。これは動物が泣くときには「ひくひく」のほうがリ

アリティがあるからだと言うこともできるのだが、大声で泣くというよりも控えめに泣い

ている様子を表しているのではないだろうか。

また、この絵本以外のものでは風の音を「びゅうびゅう」や「びゅうっと」などと使い

方を変えているものもあり、バリエーション豊かにオノマトペを使い分けているような特

徴も見られた。

5. 結論・今後の課題

今回子どもの言語形成に影響を及ぼしていると思われるもののうち絵本について調べ

た。おわりに今回の調査について①～⑥にまとめ、今後の課題を述べたい。

①絵本の中で使われているオノマトペは、一部を除き教科書と同じくよく聞いたこと

のあるものが使われていた。しかも同じ絵本の中で同じオノマトペ繰り返し使用し

（表１５）データより抜粋した『おひさま』中のオノマトペ使用例４つ
左から順に「通し番号」「オノマトペ」「オノマトペの種類」「使用例」「ページ数」である。

くるくる くるくる おひさまが しずんでいくと、くまくんは まって ま 3
397 ？ ってと、おいかけます。「ぼくの うちに とまってよ、もっと

いっぱい あそぼうよ」けれど、きょうも おひさまは にしの
おやまに すとんと おちていきました。

399 すとん と くるくる おひさまが しずんでいくと、くまくんは まって ま 4
？ ってと、おいかけます。「ぼくの うちに とまってよ、もっと

いっぱい あそぼうよ」けれど、きょうも おひさまは にしの
おやまに すとんと おちていきました。

400 ぱん と 「そうだ！」くまくんは ぱんと てを たたきました。ぴょんぴ 7
？ ょん はねまわりました。「そうだ そうだ。ひろってくれば い

いんだよ」
401 ひくひく たいへん、おひさまが おやまの むこうに いまにも おちてし 23

？ まいそうです。いまにも おちてしまいそうです。そして こんな
に あるいたのに、おひさまの やまは ずっと ずっと とおく
に あります。くまくんは ひくひく なきだしました。



ている絵本も多い。またオノマトペの中でも「○△○△」型や「○△っと」型、「○

っ△り」型が絵本の中で多く使われていた。

②出版年が昭和のものは擬態語の方が多い絵本が圧倒的に多く「○△○△」型が圧倒

的に多用されていたが、平成のものになると擬声語・擬音語の方が多い絵本も増え

「○△っと」型がより多用されるようになってきていた。

③中でも日本の絵本は音よりも様子を表すオノマトペを多用する傾向があり、外国の

絵本（訳本）は日本の絵本より音を表すオノマトペを多く使う傾向があった。また

外国の絵本（訳本）では「○△○△」型が圧倒的に多用されていたが、日本の絵本

は「○△○△」型に加えて「○△っと」型の多用も見られた。

④外国語の絵本と外国の絵本（訳本）では表現の仕方が異なり、訳本にする際には親

しみやすさや、大きさ・様子などを表すためにオノマトペを多用しているようであ

った。

⑤同一作者においては違う絵本であってもオノマトペの使用頻度はあまり変化がなか

ったが、使用するオノマトペは内容の違いから変わっていた。同一作者でも訳者が

違えばその訳者の解釈、言語感覚、表現方法などの影響が多分に含まれるので、使

用される場面、使用されるオノマトペも違ってくることがわかった。

⑥独特の使い方をしている絵本は絵本の内容や作者・訳者の言語感覚、作者・訳者の

伝え方がオノマトペの使用に影響を与えていると言えるであろう。

こうして使用されたオノマトペを子どもたちは耳で聞いたり、目で見たりしているので少

なからずオノマトペを享受し言語形成の一部として吸収していると思われる。

今回の調査では２０冊の絵本を対象として調査を進めたが、一口に絵本と言っても莫大

な数・種類のものが世に出ているので、資料の数の面ではまだまだ少ない。分析の部分で

は、4.4.で気になるオノマトペを多く挙げたが一部しか見ることができていない。また絵

本の内容別に（例えば「物語」や「説明的文章」等）見るなど他の観点で分析したり、使

用例の細部にわたって比較検討したりする視点がやや欠けているので今後の課題とした

い。
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１『三びきやぎのがらがらどん』（以下『がらがらどんa』）
三匹のやぎのがらがらどんは橋の向こうへ草を食べに行こうとする。しかし、橋の下にはトロル

が食べてやると待ち構えている。小さいがらがらどん、その次に大きいがらがらどんは「次のやぎ
のほうが大きい」とって難を逃れ、ついに一番大きいがらがらどんがトロルを吹っ飛ばし、がらが
らどんは草をたらふく食べて幸せに暮らした。

２『ひとまねこざるときいろいぼうし』（以下『ひとまねこざる』
小猿のじょーじはとっても知りたがり。ある日黄色い帽子のおじさんにアフリカから連れてこら

れるのだが、知りたがりの性格が災い（？）してその度に騒動を巻き起こす。
３『ぐりとぐら』（以下『ぐりとぐら』）

ある日ぐりとぐらは大きな卵を発見。二人は料理が大好きなので大きなフライパンでパンケーキ
を作る。そして森のみんなと仲良く分け合って楽しく歌うのであった。

４『スーホの白い馬』（以下『スーホ』）
羊飼いのスーホはある日白い馬に乗って帰ってきた。彼はその馬と王主催の行事に出場し見事優

勝する。それを見た王は馬だけ置いて行けと命じ、彼は拒むが叶わない。馬は彼を思い逃げ出すが、
追っ手の矢で負傷してしまう。やっとのことで帰り着いた頃には虫の息。翌日には息絶えてしまう。
悲しむスーホに馬は夢で自分の皮で楽器を作って欲しいと言う。スーホは夢中で楽器を作り、その
楽器の音はいつまでも続いたのだった。

５『ざりがに』（以下『ざりがに』）
ざりがにの生態をえさを食べるとき、成長、繁殖などの観点から描いている。

６『しょうぼうねこ』（以下『しょうぼうねこ』）
ねこのピックルズはカインドおばさんの支援や消防署のおじさんの理解のもとで消防署に勤務す

ることになる。そこでピックルズは苦手だった他のねこを救出することに成功し、自分の居場所を
得、変わっていくのであった。

７『おしいれのぼうけん』（以下『おしいれ』）
さくら保育園にはおしいれがある。ある日いたずらをした強気なさとしと弱気なあきらはおしい

れに閉じ込められ、ねずみばあさんに出会う。ねずみばあさんに食べられないよう二人は一生懸命
逃げるのだが、手下のねずみがあちこちにいて逃れることはできない。謝れば許すと言われるが拒
否する二人。するとあきらの持っていた機関車たちが迎えにきて脱出に成功する。そしておしいれ
の扉が開き、先生も少年たちも「ごめんね」と言って現実に戻る。それからおしいれはみんなの人
気の場所となった。

８『１００万回生きたねこ』（以下『１００万回』）
１００万回生きたねこは感情の乏しいねこだった。泥棒に飼われても、おばあさんに飼われても、

誰のものでなくともそれは変わらなかった。しかし、ある白いねこを愛するようになって、家族も
でき彼は変わった。白いねこが死んでしまったとき、初めて彼はわんわんと泣いた。そして、彼は
死んでももう2度と生き返ることはなかった。

９『ブレーメンのおんがくたい』（以下『ブレーメンa』）
ろばは飼い主から捨てられるのを恐れて家を出、ブレーメンを目指す。途中でよぼぼぼの犬や鶏、

猫と出会い音楽隊を結成する。夜になり１軒の家を見つけるがそこは泥棒達の隠れ家。そこで皆で
力を合わせて泥棒たちを追い払い、いつまでも皆で過ごした。

10『１４ひきのあさごはん』（以下『１４ひきa』）
１４ひきのねずみの家族のあさごはんの風景。朝起きて顔を洗い、のいちごを採り、パンを焼き、

あさごはんをみんなで迎える。
11『ころころ パンケーキ』（以下『ころころ』）

おかあさんは家族のおやつにとパンケーキを焼いていた。ふとした言い間違いからパンケーキは
自分で転がり、逃げていってしまう。パンケーキはおじさん、あひるなどからも逃げるのだが、豚
にゆっくりしていけばいいのに、と言われて着いて行くこととする。川のところまでくると、豚は
泳げないパンケーキに自分の鼻に乗るよう提案する。すると…うっかり豚はパンケーキを食べてし
まったという話。

12『ざりがにのおうさままっかちん』（以下『まっかちん』）
幼稚園年中組ののぞみはざりがにのまっかちんが釣りたくてたまらない。他の友達はみんな釣れ

るのに、のぞみだけはどうしても釣れない。友達や先生、両親に励まされながらのぞみは練習を重
ね、ついにざりがにの王さままっかちんを釣るのだった。

13『番ねずみのヤカちゃん』（以下『ヤカちゃん』）
ヤカちゃんは家族の中で人一倍声の大きなねずみ。お母さんに何度言われても直らなず、そのせ

いで家主の人間にねずみがいることがばれてしまって仕掛けをかけられたり、猫を飼われたりする。
しかし、ヤカちゃんはお母さんの助言のおかげで捕まらずにすんだ。そして、ある夜泥棒を追い払
ったことで家主に「番ねずみ」として歓迎され、ビクビクして暮らさずにすむようになった。

14『ルンペルシュティルツヘン』（以下『ルンペル』）
見栄張りの父のせいで、王にわらを金に変えるよう言われた娘。途方にくれているとどこからか

小人がやってくる。２度目までは手持ちの宝石をあげたが、三度目は何もない。すると小人は「子
どもが生まれたらくれ」と言うので、娘もどうしようもなく了承した。後に娘は王妃となり子ども
が生まれると、あの小人が子どもをくれと迫ってくる。娘は泣くばかりなので、小人は「おれの名
を当てられたらやめてやる」と言う。彼の名を探していると森の中で歌う者がいた…自分の名を歌
に乗せて踊るあの小人だったのだ。王妃はそれを家来から聞き小人に告げると、小人は怒ってどん
と地面を踏みそこから地獄へ落ちてしまった。

15『１４ひきのかぼちゃ』（以下『１４ひきb』）
１４ひきのねずみの家族が種をまき、力を合わせて大きなかぼちゃを育てる。

16『ばばばあちゃんのアイス・パーティ』（以下『ばばばあちゃん』）
ばばばあちゃんと子どもたちは色々なアイスを作り、楽しいパーティを開く。

17『ブレーメンのおんがくたい』（以下『ブレーメンb』）
９に同じ。



18『三びきやぎのがらがらどん The three billy goats Gruff』（以下『がらがらどんb』）
１に同じ。英語で書かれたもの。

19『コッテンの おきゃくさま』（以下『コッテン』）
コッテンは誰かが来てくれるのを一人家で待っていた。すると、１人、２人、３人とどんどん集

まってくる。とんとん、ばすばす、くわっくわっなど色んな音をさせながら…集まったのは総勢１
０人。楽しくわいわい過ごして…また明日。

20『きのうのおひさま、どこにいったの？』（以下『おひさま』）
くまくんはお日さまを探しに出かけると、うさぎちゃんやさるくんに出会う。ご飯を一緒に食べ

て寝てしだいに仲良くなり、お日さまに会えなくて寂しかったけれど、新しくできた友達二人のお
かげで元気になれるのであった。



(1)羽海野チカ『ハチミツとクローバー』第１巻は集英社刊行のものと宝島社刊行のものが存在するが、

今回の調査では現在も買うことができる集英社版を調査の対象とした。

第５章 マンガに用いられるオノマトペの特徴

―小学校低学年児童が読者であるものを中心に―

1. 問題の所在と本稿の目的

子どもから大人まで、様々な年代の人に広く読まれるようになったマンガは、当然、小

学校低学年の児童にも言語形成に大きな影響を与えていると考えられる。しかし、『国語

教育大辞典』では「児童も漫画などの影響によって擬声語・擬態語を多用することがある

が、意外にその種類は少なく、かならずしも一般の擬声語・擬態語の語義・用法を正確に

把えてはいない」(p.166)という指摘もされている。それでは、実際に児童がマンガを通

して接しているオノマトペはどのようなものなのだろうか。

今回は、小学校低学年の児童が接していると考えられるマンガ作品を選び、そこで用い

られるオノマトペについて、その種類ごとの割合や分布の特徴、マンガだからこそ接する

ことのできる特有のオノマトペについて考察を行っていく。

2. 調査方法

2.1. 調査の対象とする資料

今回調査を行ったのは以下の五点である。

・けらえいこ『あたしンち』第７巻(メディアファクトリー、2001)第11刷

・けらえいこ『あたしンち』第13巻(メディアファクトリー、2007)第１刷

・むぎわらしんたろう『ドラベース～ドラえもん超野球外伝～』第１巻(小学館、2001)

第32刷

・むぎわらしんたろう『ドラベース～ドラえもん超野球外伝～』第13巻(小学館、2007)

第２刷

・羽海野チカ『ハチミツとクローバー』第１巻(集英社、2002)第24刷
(1)

2.2. 資料のあらすじと特徴

『あたしンち』は読売新聞日曜版に連載中の漫画である。紙面のスペースの都合から、

必ず一話は二十三マスとなっている。高校生の｢あたし｣(名前はみかん)の家族を中心に、

日常の生活をユーモラスに描く。自宅、隣人の家、高等校、中学校、街中、会社などと舞

台は非常に多彩。登場人物は感情表現がとても豊かである。

『ドラベース～ドラえもん超野球外伝～』(以下『ドラベース』)は２２世紀の未来を舞台

とした野球漫画である。ドラえもん野球外伝の名のごとく、ドラえもんと同様の猫型ロボ

ットをはじめとした様々なロボット、人間、ときに動物までが加わった野球チームが活躍

する。普通の野球と異なり、一試合中に三つまで秘密道具(ドラえもん本編でポケットから

出てくる未来の発明品)を使ってもよい設定になっている。『ドラベース』第１巻では主人

公のひろしがチームに加わり、大会出場を目指すまでが、『ドラベース』第13巻では日本代



表に選ばれた主人公たちの世界大会での活躍が描かれている。

『ハチミツとクローバー』(以下『ハチクロ』)は、美大を舞台として、そこに通う男女の

日々を、時に切なく、時にコメディータッチで描いたものである。登場人物たちは恋愛や

友情、将来などに悩みながらも、楽しい大学生活を送っていく。第１巻では主人公の竹本

祐太と花本はぐみの出会いから、山田あゆみの失恋、謎の多い先輩たちの様子、主要登場

人物によるクリスマスパーティなどが描かれる。

『ハチクロ』を除いた四作品は、周りの小学校低学年の児童が｢読んでいる｣と挙げたマ

ンガから選んだ。ただし、多数を対象としたアンケートをとった訳ではない。しかし、『あ

たしンち』は新聞連載であること、『ドラベース』は小学生男子の定番漫画雑誌『コロコロ

コミック』に連載されていることから、小学校低学年の児童の目に触れることも多いと考

えられる。『ハチクロ』は低学年に読まれているものではなかったが、前に挙げた二つとの

比較のために調査対象とした。

2.3. オノマトペ採取の方法

前項で挙げたマンガ作品の、登場人物の台詞のほか、小説における「地の文」であるモ

ノローグやナレーション、コマに書きこまれた文字からオノマトペを抽出した。なお、本

編だけでなく、おまけページなども抽出の範囲としている。おまけであろうと、読者の目

に触れることは変わらないためである。なお、マンガには引用できる文章があるとは限ら

ないので、オノマトペが使われているコマの絵を言葉によって｢使われた状況｣として説明

した。オノマトペが表現しているものが何の音なのかわかる場合はそれを簡潔に記し、台

詞の中にある場合はそのまま引用した。

抽出の際は『日本語オノマトペ辞典 擬音語・擬態語４５００』を参考としたが、マン

ガに用いられるオノマトペはそこに載っていない独特のものも多い。『国語教育大辞典』

では、擬声語・擬態語について「生物の出す音や無生物の発する音などのように自然界に

生ずる様々な音を音節の組み合わせで象徴的に表す語を擬声語(または、擬音語)と呼び、

生物の動作や容態、物事の状態や様子を音節の組み合わせで象徴的に表す語を擬態語(ま

たは、擬容語)と呼ぶ」(p.165)と定義している。また、『日本語学研究辞典』では擬声語

・擬態語をほかの語と比べ「言語音と意味との間に直接的な関係があるのが特色」(p.145)

としている。以上をふまえて、抽出するオノマトペを次のように定義した。

≪抽出するオノマトペの定義≫

ストーリーの展開の中で生ずる音や、登場人物の動作・様子、物事の状態などを表

している語で、その意味と音に直接的な関係があるか、音による効果を用いている

と考えられるもの。このうち、音自体を表現するものを擬音語、様子・状態を表現

するものを擬態語とする。

この定義にしたがって抽出したオノマトペを、

①擬態語

②擬音語

③どちらともとれるもの

④オノマトペか判断しかねるもの

の四種類に分類した。分類の際に、同じ語であっても、その使われ方から擬音語であるか

擬態語であるかの判断が変わることがあったが、絵やストーリー展開などから感じ取った

使われ方を優先し、特に統一しなかった。また、擬声語とも擬態語ともとれる語(かゆい

ところをかく時の「ぼりぼり」など)は「どちらともとれるもの」に分類した。さらに、

オノマトペの要素はあるのだが、オノマトペと言ってしまっていいのか判断しかねるもの



(兎である登場人物の台詞｢ウサギの足は速いんだピョン！｣の「ピョン」など)も一応拾い、

｢オノマトペか判断しかねるもの｣として分類を行っている。

3. 調査結果

この章では、調査の結果得られた数値や割合について取り上げる。3.1.では調査資料に

から抽出できたオノマトペの総数、種類ごとの数などについて取り上げ、3.2.ではそれぞ

れの種類のオノマトペが占める割合についてとりあげる。

3.1. 調査資料にみられるオノマトペの数

以下に、『ハチクロ』『あたしンち⑦』『あたしンち⑬』『ドラベース①』『ドラベース⑬』

のページ数、オノマトペの総数、擬態語・擬声語・どちらともとれるもの・オノマトペか

判断しかねるものの数と、作品全体における割合についての表を示す。

[表１]調査資料にみられるオノマトペの数

作品 ペー 総数 擬音語(％) 擬態語(％) どちらとも オノマトペか判

ジ数 とれる(％) 断しかねる(％)

あたしンち⑦ 137 303 161(53.1) 106(35) 36(11.9) 0(0)

あたしンち⑬ 137 397 250(62.9) 121(30.4) 26(6.5) 0(0)

ドラベース① 188 348 223(64) 74(21.2) 45(12.9) 6(1.7)

ドラベース⑬ 186 230 114(49.5) 78(33.9) 37(16.0) 1(0.4)

ハチクロ 191 450 170(37.7) 239(53.1) 4１(9.１) 0(0)

3.2. 調査資料にみられるオノマトペの種類ごとの割合

[グラフ１]調査資料にみられるオノマトペの種類ごとの割合

4. 分析・考察

ここでは、調査の結果得られた数字や、具体的なオノマトペに言及して分析・考察を行

っていく。



4.1. 作品ごとのオノマトペの現れ方について

グラフ１は表１で表した数字のうち、一冊から採集したオノマトペ全体にたいする、オノ

マトペの種類ごとの割合を示したものである。一見してわかるのは、擬音語の多さである。

今回調べた作品の中で、『ハチクロ』を除けばいずれの作品も50％近く、 大では64％を擬

音語が占めている。その擬音語については、作品ごとに特徴が見られた。

≪ドラベースの擬音語の特徴≫

・野球を中心としたストーリーのため、野球に関する擬音語が多い。

・野球に関するオノマトペはある程度のパターンが存在する。

バットで打つとき：カキィ、キィン

投球するとき：ザッ(ふりかぶる)→ビシュ(投げる)→ズバァン(ミットに収まる)

捕球するとき：バシ、パシィ

ピンチに立つ打者：ぐっ(とバットを握り締める)

≪あたしンちの擬音語の特徴≫

・コメディのためか、笑い声が多く、様々な笑いかたをするので笑い声の種類も多い。

採取された笑い声の例：アハハハ、あははははは、ウフッ、エヘヘ…、オホホホ、

キャッキャッ、キャハハハ、ギャハハハハ、クス、くすく

す、くふふふッ、はっは、ははは、ヒャホホホホホ、ひょ

ほほほ、ぷくくっ、フスッ…、フッ…、ブハーッ、フフフ

フ、ぶわはは、ホホホホ、ンフフフフフン 等

・様々な生活音が表されており、種類が豊富。

どのような擬音語が使用されるかは、そのマンガの内容に大きく関係しているようであ

る。

以上で挙げた作品とは対照的に、『ハチクロ』は擬態語の割合が51.3％と飛びぬけて高く、

擬音語については37.7％であった。今回調査対象としたマンガの中では唯一恋愛を題材と

したものであり、心情についての描写の多さが反映されたものと考えられる。

4.2. マンガに用いられる擬音語の働き

マンガに用いられるオノマトペの量は非常に多い。第６章において、同じシーンにおける

小説をマンガのオノマトペの量を比較したところ、マンガの方が多かったということが触

れられている。なぜマンガではオノマトペが多用されるのだろうか。

マンガは文学作品と比べ、絵を中心としている。その場面を切り取ってきたかのような絵

に、文字によって音声を加えるという方法で物語の展開を読者に説明する。絵だけでは、

当然どんな音がしているのかは表現できない。例えば、「キシャァァァァ」(ドラベース⑬

48)というエイリアンの鳴き声などは、絵では表現が不可能である。また、どんな音がする

のか容易に想像できる場面でも、擬音語が用いられることが多い。それは、絵では表現し

きれない「動き」の部分を、台詞やオノマトペによって補っているのだと考えられる。

動作を言葉で表す場合は「打って飛ばした」と書けば済んでしまうが、その中には、数



秒の時間が経過しており、瞬間を表す絵だけでは表現

しきれない。全てを絵のみで表すには時間にそって何

枚のもの絵を描く必要がある。そのため、たとえば、

「ドラベース①」ではバットを振り切った登場人物と

空中に浮いた小石の絵に、「キィン」(ドラベース①56)

という擬音語を加えることで、「石を打って飛ばした」

という動きを表現している。他にも、次のような例が

ある。

・「ザバァ」(ドラベース①141)：鮫が口をあけて水

面に顔を出した

・「ガシャーン」(あたしンち⑬60)：ワインの瓶が

落とされて割れた場面

また、擬音語の中には、「ボールを打って痛烈に飛

ばした」の「痛烈に」の部分を表現したものもある。

普通、打者がボールを打ち返したときに使われる擬音

語は「カキィ」「キィン」である。使用される回数も多い。しかし、「グワキィン」(ドラベ

ース⑬62)「ズッガァン」(ドラベース⑬

102)などの擬音語も稀であるが使用され

る。その場合、迫力のある絵と相まっ

て、「痛烈に飛ばした」ということを表

現していると考えられる。擬音語によっ

て、動作の程度や様子などを表現してい

るのである。他にも、次のような例が考

えられる。

・「ドグワシャー！」(あたしンち⑦

134)：すごい勢いで電話を切っている

・「カ…ラ…ラ…ラ…ラ…」(あたしン

ち⑬49)：そっと引き戸を開けている

典型的ではない擬音語を用いることで、場面に個性

や面白みを加えることもある。この傾向は『あたしン

ち』によくみられる。例えば、「ボヨヨヨヨヨヨヨ‥‥」

(あたしンち⑬364)は、古い冷蔵庫のたてる音である。

これは、何がたてている音なのかが明確な場面で使用

され、「なぜこれがこんな音を！」と読者に思わせる効

果がある。

「ボヨヨヨヨヨヨヨ‥‥」というオノマトペは辞書

にも載っておらず、典型的なオノマトペではない。さ

らに、冷蔵庫のたてる音として使われることは非常に

稀である。そこに読者はおかしみを感じるわけだが、「ボ

ヨヨヨヨヨヨヨ‥‥」というオノマトペが全くこの場

面に合っていない場合、面白さを感じるどころか、疑

問や反感を持つはずである。つまり、このオノマトペ

は、読者にとって全く理解不能のものではないのだ。



(2)田守(2002)では、オノマトペを「慣習的なオノマトペ」と「臨時のオノマトペ」に分け、創造的な

「臨時のオノマトペ」が、どのように作られているかを、「慣習的なオノマトペ」との関わりととも

に考察している。

(2)同上

物が膨張したり収縮したりしていることを表す「ボヨヨン」「ボヨン」、「ボロボロ」な

どの「ボ」音が持つ、使い古され壊れそうな印象、「ヨ」の繰り返しは「あははは」に対

する「あははははは」のように、その音が小刻みに長く続いていることを表現する、など

と、「ボヨヨヨヨヨヨヨ‥‥」というオノマトペは、複数の既存のオノマトペの用法を拡

大し、組み合わせたものである
(2)
。その音を発している冷蔵庫は古いもので、振動してい

たり、膨張していたりするように描かれており、組み合わされたオノマトペの用法とも一

致する。一見突飛であるようなオノマトペも、既存の典型的なオノマトペが土台となって

いるために、個性・面白みと理解のバランスを取ることが可能なのである。

そこまで突飛ではないが、ひげをそっている場面の「ヂュィ～～～ン」(あたしンち⑬1

94)やシールを剥がすときの「びべ～～～ッ」(あたしンち⑦198)なども例に挙げられるの

ではないだろうか。

これまでをまとめると、マンガにおける擬音語は次のような特徴を持っていると考えら

れる。

①絵と組み合わせることで、絵だけでは表現できない「動き」を表現する。

②動作の程度などを表現する。

③既存のオノマトペを土台とした独自のオノマトペを用いることで、個性やおかしみ

を出す。

以上の三つのうち、②については非常に擬態語と働きが似ている。

4.3. マンガに用いられる擬態語の働き

擬態語は様子・状態を表現するものであり、マンガにおいては絵やそれに付属する音だ

けではあらわせない登場人物の様子・状態を表現する働きを持つ。「すやすや」(あたし

ンち⑦116)や「ドキドキドキ」(ドラベース①179)のように、何を表しているのかそれだ

けでもわかるような擬態語が多い(2)中で、絵と組み合わせられて初めて何を表しているの

かがわかるものもあった。例えば下記のようなものである。

・「がぁぁん」(ドラベース①10)：ショックを受けている

・「どんっ」(ドラベース⑬131)：余裕の姿勢を見せて座っている

・「ゴゴゴゴ～ン」(あたしンち⑦85)：混乱している

これらは、もともとは擬音語である。しかし、その場面で実際にそんな音がしているの

ではなく、オノマトペによって心情を表現しているのであり、非常に擬音語的ではあるが、

擬態語だと考えられる。

また、擬態語はあくまで絵やせりふと連動する使われ方をするのが普通であるが、そう

でないものもみられた。絵とは全く関係がないオノマトペを加えることで、その絵に新た

な意味を与えるものである。

「イキイキ」という擬態語がマンガで使われる場合、イキイキとした絵や台詞とともに

使われることが多いが、『あたしンち』で見られた「イキイキ」(あたしンち⑦13)に添え



(3)田守(2002)では、オノマトペの描写力について、「典型的なオノマトペは出来事全体を描写するので、

それ自体、非常にヴィヴィッドな描写力を持っている。つまり、オノマトペを見たり聞いたりしただ

けで、どのような声・音・動作が関わっているか容易に判断できるわけである」(Ｐ 29)と述べ、例

として「げらげら」(笑う)・「ぐつぐつ」(煮える)・「くるくる」(回る)などを挙げている。

られた絵は、登場人物がくつろいだ様子で寝ているもので、

全くイキイキしていない。この一コマは「私は一人でいる

ときの方がイキイキしている」と言われ、一人でいるとき

の様子を回想したものである。見た目はイキイキしていな

いが、本人としては「イキイキ」しているのである。ゆっ

たりとした絵に、「イキイキ」というオノマトペが加わる

ことで、その意味が新たに加わったのである。ただし、こ

のコマは話の流れの中の、オチにあたる部分であることを

考慮に入れる必要がある。

これまでから、マンガにおける特徴的な擬態語の働きをまとめると、以下の三つである。

①絵と連動して、絵だけでは表わしきれない様子や心情を表現する。

②心情や様子をもともと擬音語であったオノマトペによって表現する。

③絵や台詞が表現していない、新たな意味を付け加える。

4.4. ｢お約束｣のオノマトペ

擬音語・擬態語共通で見られるものとして、「このオノマトペが出てきたら、このよう

な状況を表していると思ってください」というような、｢お約束｣のオノマトペが存在する。

もともと、オノマトペと連動する言葉の結びつきは強く、度々オノマトペに結びつくこと

ばの省略なども行われてきた(3)が、その結び付きをさらに深め、オノマトペだけで場面の

説明を行っているものである。

たとえば、朝が来たら「チュンチュン」(あたしンち⑦130、あたしンち⑬198など)と鳥

の声らしきオノマトペが使われ、夕暮れ時には「カーカー」(あたしンち⑦27など)とカラ

スの声がする、「ミーンミーン」(あたしンち⑬32など)と蝉が鳴いていたら炎天下、「ウ

ィー」(あたしンち⑬16)と言っていたらその人物は酩酊している、などである。

ここで、マンガなどに見られる「役割語」について触れておきたい。金水敏(2003)にお

いて「役割語」は、「ある特定の言葉づかい(語彙・語法・言い回し・イントネーション

等)を聞くと特定の人物像(年齢、性別、職業、階層、時代、容姿・風貌、性格等)を思い

浮かべることができるとき、あるいはある特定の人物像を提示されると、その人物がいか

にも使用しそうな言葉づかいを思い浮かべることができるとき、その言葉づかいを「役割

語」と呼ぶ。」(p.205)と定義されている。例をあげると、次のようなものである。



・明日は天気になるじゃろう。（博士・老人）

・明日は天気になるでぇ。（関西人）

・明日は天気になりますわよ。（お嬢様）

金水(2003)では、「役割語」が使われる原因として、詳しい描写をせずに人物像を読者

に伝えることができるわかりやすさを挙げている。また、「役割語」を用いるのが脇役ば

かりであり、それに対して人間性が詳しく深いところまで描写される主役が「役割語」を

用いることはないという指摘もされている。

「お約束」のオノマトペにも、似たような働きがあると考えられる。朝の訪れとともに

必ず小鳥が鳴くとはかぎらないが、「チュンチュン」というオノマトペは、「朝が来た」

ということを読者に連想させる。そのオノマトペがあることで、場面や人物の状態を直ち

に読者に伝えるのである。ストーリーの展開上、朝が来たことは伝えたいが、それについ

て詳しく説明するまでの必要性がない場合などに、「お約束」のオノマトペが用いられて

いると考えられる。上記の朝の訪れや夕暮れ等が一コマで表現され、特にそれについて触

れられることなく、他の描写に移っている(時には同じコマの中に、他の動作などととも

に表現されることもある)場合が大変多いことからも、それがわかる。

5. 結論と今後の課題

今回調査した資料からは、小学校低学年が読むと思われるマンガ作品においての擬音語

の多さ、そしてマンガ作品における特徴的なオノマトペの使われ方などを考察することが

できた。

しかし、今回はいずれもギャグの要素を多分に含んだ作品であり、そのことが擬音語の

多さや、オノマトペの使われ方に反映した可能性もある。今後は、様々なジャンルのマン

ガ作品について研究が進められることによって、マンガの内容と使われるオノマトペの関

係について明らかにされることを期待したい。

【調査資料】

けらえいこ(2001)『あたしンち』第７巻 メディアファクトリー 第11刷

けらえいこ(2007)『あたしンち』第13巻、メディアファクトリー 第１刷

むぎわらしんたろう(2001)『ドラベース～ドラえもん超野球外伝～』第１巻, 小学館 第3

2刷

むぎわらしんたろう(2007)『ドラベース～ドラえもん超野球外伝～』第13巻, 小学館 第 2
刷

羽海野チカ(2002)『ハチミツとクローバー』第１巻 集英社 第24刷

【参考文献】

石黒広昭(1993)「オノマトペの「発生」」『言語』６ 大修館書店 pp.26‐33

越前谷明子(1989)「特集マンガのことば マンガの擬音語擬態語――作家に見る――」『日

本語学』8－9 明治書院 Ｐ44‐52

王俊(2007)「マンガ『あたしンち』に見られる擬音語・擬態語について」『愛知淑徳大学言

語コミュニケーション学会 第７号』 愛知淑徳大学 pp.16‐25

金水敏(2003)『ヴァーチャル日本語 役割語の謎』 岩波書店

田守育啓(2002)『オノマトペ 擬音・擬態語を楽しむ』 岩波書店

田守育啓 ローレンス・スコウラップ(1999)『オノマトペ ―形態と意味―』くろしお出

版



那須昭夫(2000)「新しいオノマトペの構造――「辞書に載っていない形」の文法性――」『日

本語学』８ 明治書院 pp.37‐45

小野正弘(2007)『日本語オノマトペ辞典 擬音語・擬態語４５００』 小学館

国語教育研究所(1991)『国語教育大辞典』 明治図書

飛騨良文ほか(2007)『日本語学研究事典』 明治書院



第６章 マンガに表れるオノマトペ

―原作小説との比較・考察によって考える―

1. はじめに

我々が日常目にするメディアの中で、オノマトペを見ない日はないといって過言ではな

い。小説などの文学的文章に登場し、情景や登場人物の心情を表現する。マンガの中では

場面を表現する上で欠かすことのできない存在となっている。近年、テレビでも字幕スー

パーで頻繁に表われるようになっている。オノマトペは我々の生活に密着して存在してい

る。

オノマトペの担う役割とはどのようなものであろうか。田守（2002）は「オノマトペの

大の特徴は、それ自体で出来事全体をあらわすことができる点にあり、私たちはオノマ

トペを見ただけで、すぐにどのような出来事が起っているかをイメージすることができ

る。」（p.26）としている。つまり、文学的文章では、オノマトペの出現によってどのよう

な情景であるのか、または登場人物の心情を表現し、どのような様子であるのかを映像と

して読者の脳裏に浮かび上がらせる役割を担う。マンガでは、静止画と一体となって登場

人物がどのような心情でどのような動作をしているかを表現し、あたかも動画のような印

象を読者に与えている。

このような働きを担うオノマトペであるが、出現するメディアによって使用されるオノ

マトペに特徴があるのではないだろうか。特に、活字で表現される小説と絵が伴うマンガ

とでは出現するオノマトペにちがいがあるのではないだろうか。本稿はマンガの中のオノ

マトペをピックアップし、マンガの中で表れやすいオノマトペについて考察していく。ま

た、マンガの中でオノマトペが出現しているシーンは、マンガの原作小説の中ではどのよ

うな場面として描かれているかを比較・検討していくことで、マンガの中のオノマトペの

役割について調査・考察していくことを目的としている。

2. 調査

2.1. 調査対象・方法

・小説

『バッテリー』あさのあつこ 教育画劇(1996 年 12 月 10 日初版 2004 年 11 月 10 日 11
刷)

・マンガ

『バッテリー １』 原作 あさのあつこ 作画 柚庭千景 角川書店（2005 年 3 月 17
日初版 2006 年 9 月 16 日 6 版）

『バッテリー』は主人公の巧が父親の転勤のため引っ越した土地で野球を通して仲間や

大人達、ライバルと出会い、さまざまに葛藤しながら成長していく物語である。

調査対象を『バッテリー』にしたのは、マンガ版『バッテリー １』（以下マンガ版と

略記）と小説版『バッテリー』（以下小説版と略記）を比較した結果、小説とマンガで語

り手が異なるという点はあるものの、ストーリー展開が原作にほぼ忠実であり、省略が少

なく、比較するのにふさわしいと思われたからである。また、野球をするなど動きのある



シーンや登場人物の心情を表現するシーンにオノマトペの出現が多く見られたので、調査

対象とした。なお、調査範囲はマンガ版で描かれている範囲までとしたので、小説版では

127 ページの 8 行目までとした。

調査方法は、まずマンガ版と小説版に出現するオノマトペをピックアップし、どのよう

な状況や場面で使われているかを確認する。その上で出現するオノマトペが擬音オノマト

ペなのか擬態オノマトペなのかを判断し、分類していく。本稿では田守（2002）にならっ

て、擬声語・擬態語を擬音オノマトペ、擬態語を擬態オノマトペと呼ぶこととする。

『世界の中心で愛をさけぶ』（片山恭一著 小学館 2001 年 4 月 20 日初版第一刷 2003
年 11 月 20 日第十八刷）も候補として考えたが、マンガ（一井かずみ作 小学館 2004
年 5 月 20 日初版第一刷 2004 年 7 月 26 日第六刷）ではオノマトペの出現頻度が低いの

と、ストーリー展開がかなり省略されていることから、今回は調査対象とはしなかった。

2.2. 調査結果

マンガ版と小説版に出現する擬音オノマトペと擬態オノマトペの割合は以下の通りであ

る。なお、状況や場面によってどちらともとれるものは「両方」に分類した。

・マンガ版（調査範囲 pp.3-156、出現 234 例）

割合 分類 擬音オノマトペ 擬態オノマトペ 両方

出現例数（個） １４８ ７０ １６

出現割合（％） ６３．２ ２９．９ ６．９

・小説版（調査範囲 pp.6-127、出現 152 例）

割合 分類 擬音オノマトペ 擬態オノマトペ 両方

出現例数（個） ２２ １２６ ４

出現割合（％） １４．５ ８２．９ ２．６

マンガ版では２３４例のオノマトペが見られた。そのうち擬音オノマトペが全体の６割

以上を占めていることがわかった。小説版ではマンガ版よりも８２例少ない１５２例が見

られた。擬音オノマトペと擬態オノマトペの割合は、マンガ版とは逆の結果となり、擬態

オノマトペの割合が全体の８割以上を占めた。

マンガ版では擬音オノマトペとして「あはは」や「くくく」などの笑い声が１２例見ら

れた。それに対し小説版では「くくっ」「くすっ」「くすり」の３例だけである。またマ

ンガ版では「けほっ」や「ごほん」などの咳の音が６例あるが、小説版では１例も見当た

らない。またマンガ版ではボールがミットに収まる音をあらわした擬音オノマトペが１８

例見られるが、これも小説版では１例も見当たらない。

マンガ版の擬態オノマトペとして「にこにこにこ」や「…むっ」、「ぞくぞくぞく」の



ように表情や心情をあらわすものが３０例見られたが、小説版では「いらいら」「かりか

り」「にこり」など２６例にとどまった。また、マンガ版では「ひょこ」「ひらひら」な

ど動作をあらわすものが擬態オノマトペ全体の約半分の３４例見られたが、小説版では「が

ちっと」「すっと」「ゆっくり」など擬態オノマトペ全体の４分の１程度の３１例が見ら

れた。

3. マンガに表れるオノマトペと原作小説との比較・考察

2.2.より、マンガ版に出現しているオノマトペはどのような動きをしているのかを想起

させるものや心情をあらわすものが多いことがわかる。しかし、それは一体どうしてであ

ろうか。オノマトペが出現しているマンガのコマとそれと同じ場面を描写している小説の

場面を比較し、考察したい。

3.1. オノマトペ出現の割合

１ページあたりの出現割合を比較してみると、マンガ版では１．５例出現しており、小

説版では１．３例となっている。マンガ版と小説版の１ページあたりの割合の差は０．２

例と非常に僅差である。しかし、マンガ版は小説版に比べ、場面の省略が見られる。例え

ば、主人公達がはじめて「新田市」にやってくる場面では、小説版では１４ページ（pp.6-20、
うち p.13 は全て挿絵）を使い、登場人物の会話や動きを表現している。マンガ版では４

ページ（pp.7-10）で描かれており、小説の４分の１程度のページ数である。また、新た

な住居となる祖父の家に着いて場面では、小説版では８ページ（pp.21-29、うち p.23 は全

て挿絵）で描かれているのに対し、マンガ版では５ページ（pp.13-17）で描いている。巧

が豪とはじめてキャッチボールをした後の場面では、小説版は６ページ（p.94 ～ p.99）で

描いている。マンガ版では９ページ（pp.106-114）で描いているが、やはり小説版と比べ

ると登場人物の動作や会話が省略されている。この省略された会話にはオノマトペが出現

しており、マンガ版にこの場面が描かれれば、当然マンガ版の会話の中にオノマトペが使

用されるだろう。また、省略された動作は、マンガ版で描かれていたらオノマトペが使用

されることが予測される場面がある。

〈小説版より〉

「豪くん、いそがしかったんでしょ。せっちゃん、

ずいぶんイライラ（①）していたもの。せっかく、

手伝いに来てくれたのに、悪いことしちゃったみた

い」

だれも返事をしなかった。真紀子のあごがひきし

まった（②）。

「あまり、他人に迷惑かけないようにしようね。巧」

巧は、まぶしいものを見るように目を細めた。

「迷惑？」

「だってそうでしょ。豪くんを練習につきあわせた

りして、迷惑じゃない」

「どっちかというと、おれがつきあってやったんだよ」

「そうだよ。永倉のお兄ちゃん、すごく楽しそうだったで。けど、ぼく、あんまりじょう

ずにとれんかった。がっかり（③）じゃ」

『バッテリー １』（p.106・107)角川書店



青波がグラブをこぶしでたたく（④）。真紀子が、そのグラブを取りあげた。

『バッテリー』（pp.94-95）教育画劇 斜線太字、()数字は筆者付記

①の「イライラ」と③「がっかり」はマンガ版の会話では省略されている会話である。

この会話を描いていたら、当然マンガの中にオノマトペが使用されることになる。また、

②「ひきしまった」をマンガで描く場合、静止画であるマンガが動いていることを表現す

るため「スッ」や「キュッ」というオノマトペを使用するだろう。また、④「グラブをこ

ぶしでたたく」場面でも、「パン」や「ポン」などのオノマトペを使用することが考えら

れる。もしマンガ版が一切の省略をせずに小説版全ての場面を描写していれば、小説版と

マンガ版のオノマトペの出現割合の差は更に広がると思われる。小説版に比べ、マンガ版

はオノマトペを多用しているといえるのではないだろうか。

3.2. 動きをあらわすオノマトペ

マンガ版では登場人物の動作の状態を表現するとき、オノマトペに負うところが大きい

ことがわかる。

主人公が地面をスパイクでならしているコマにつ

いて比較・考察する。

マンガ版では「ざりっ」というオノマトペが絵に

被さるように出現してる。絵には動きを表現する効

果線が描かれているので、動きを表現しようとして

いることはわかる。しかし、この「ざりっ」という

オノマトペがなかったらどうであろうか。足を動か

していることはわかるだろうが、それ以外にはなに

をしているかわからないだろう。ざりっ」というオ

ノマトペが絵にあらわれることで、地面をスパイクでならしていることがわかるのである。

また、オノマトペを絵にかぶせていることで、音がどこから出 ているのかはっきりし、

臨場感が生まれる。

小説版では「巧は、足元の土を軽くならした。」となっており、オノマトペに頼ること

なく主人公の行動の様子を表現している。

主人公がボールを投げるコマでは「ザ」というオノ

マトペを使用している。

これも絵だけでは構えたまま制止しているのか、動

作の途中なのか描ききることができない。「ザ」とい

うスパイクで地面をける音をオノマトペとして出現さ

せることにより、投球動作が始まり、その動作の途中

であるという「動き」を表現できるのである。

次に、主人公が転ぶコマについて比較してみる。 『バッテリー １』（p.155）角川書店

『バッテリー １』（p.60） 角川書店



マンガ版では「ザッ」というオノマトペを使用し

ている。もしこのコマに「ザッ」というオノマトペ

が含まれていなかったらどうであろうか。効果線や

主人公の表情、スパイクでまき上がった土などから、

かなりの勢いで倒れたような印象を受けるのではな

いだろうか。絵を見てふさわしいオノマトペをつけ

るとすると「ドサッ」などが丁度よいように思えな

いだろうか。このシーンを小説版では「足がもつれ

て、そのまま後ろにたおれこんだ。」と描写している。

つまり、「たおれこんだ」程度の、あまり強くない勢

いを表現するために「ザッ」というオノマトペを使

用しているのである。

また、右のコマは主人公の弟が主人公のほおに手

をそえる場面であるが、「ひたっ」というオノマトペ

が使用されている。

小説版では「冷たい。そう思って目をあけた。青

波の手がほおにのっていた。」と描写されている。つ

まり、まさに「のっていた」ことを表現するために

「ひたっ」というオノマトペが使用されているので

ある。このコマから「ひたっ」というオノマトペを

除いたらどんなシーンに見えるだろうか。手はほお

に触れているのかいないのか、ほおに触れていると

したら、指先だけなのか手の平全体なのか、触れる

ときの勢いは強いのか弱いのか、判断がつかなくなるであろう。「ひたっ」というオノマ

トペを使うことによって、「（そおっと軽く、しかも手の平全体）のっていた」ことがわ

かるのである。

マンガは静止画を並べることによってストーリーを作っている。そのため、描かれてい

るコマの前後の動きをオノマトペによって補ったり、登場人物がどのような動作の状態で

あるのかをオノマトペによって表現したりする必要があるのである。

3.3. 心情をあらわすオノマトペ

マンガでは心情描写を言葉で表現するには登場人

物のセリフに頼らざるを得ない。しかし、実際には

登場人物のセリフだけでは表現しきれない。登場人

物の内面を語るときには、ト書きや背景に文字を入

れることがあるが、それもあまり長いものは入れら

れない。そこで、セリフやト書き、背景文字だけで

対応できないコマでオノマトペが用いられる。

まず、マンガ版で登場人物が笑っている場面を考

察し、小説版ではどのように描写しているか比較す

る。

マンガ版では連続した二コマで「ぷ」と「くくく

『バッテリー １』（p.11） 角川書店

『バッテリー １』（p.53） 角川書店

『バッテリー １』（p.13） 角川書店



‥」が使われている。もしこのオノマトペがなかったら、どのようなシーンととらえられ

るだろうか。主人公がうつむいていることと目の周りの表情が描写されていないことから、

オノマトペがなかったならば「泣いている」ととらえることも可能だろう。つまり、オノ

マトペがコマの中に出現しなければ、そのシーンがどのような状態なのか、絵だけでは作

者の意図した表現ができないのである。それに対し、小説版ではこのシーンを「かたまり

になって、胸の奥をはげしくくすぐるような笑いだった。おかしい。巧は座りこんだまま、

身体をふるわせた。」と描写している。小説では オノマトペを使わなくても十分に笑っ

ているシーンを描写できるのである。

次のコマでは主人公が主人公が久しぶりにキャッチャーめがけてボールを投げるシーン

である。ここでは「トクン」というオノマトペがまず出現し、２回目にはやや活字が大き

くなり、次にさらに大きな活字で「ドクン」という形で出現

し、 後にはもっと大きな活字で「ドクン」が出現している。

このシーンでは小説版でもオノマトペを使用している。「豪

は、ミットを軽くたたくとキャッチングの姿勢をとった。ゆ

ったりと大きな構え。大きな身体が、もっと大きく見える。

キャッチャーが大きく見えるということは、ストライクゾー

ンが広く感じられるということだ。巧の心臓が、ドクンと音

をたてた。ボールをにぎり直し、両うでをゆっくり後ろにふ

る。そのまま頭の上に。」となっており、「トクンと」を使っ

て主人公の期待感を描写している。久しぶりにキャッチャー

に向けてボールが投げられる喜びと徐々に高まる期待感は地

の文から読者が読み取るようになっており、オノマトペでの

表現はない。しかし、マンガでは徐々に高まる期待感をオノ

マトペを多用し、またオノマトペの変化によって表現してい

る。もしこのコマにオノマトペがなかったら、読者には主人

公の徐々に高まっていく喜びや期待感が伝わらないだろう。

4. まとめと今後の課題

今回の調査によって、マンガは小説よりもオノマトペにその表現を負うところが多いこ

とがわかった。まず、擬音オノマトペが多く出現している。これはマンガが絵、それも静

止画によって描かれるので、マンガのコマに表現されている場面の前後の動きをオノマト

ペによって補ったり、登場人物が動いていることを表現するため、動作により発生する擬

音オノマトペを多く用いたりしているからだろう。このことは小説との比較により、擬音

オノマトペと擬態オノマトペの出現率の逆転からうかがえる。また、小説では文章により

登場人物の心情を表現できるが、マンガでは静止画を見ただけでは登場人物の心情を表現

しきれない場面もある。登場人物の心情が分かるようなオノマトペを補っているため、小

説よりもオノマトペの出現率が高くなるのだろう。

今回の調査ではひとつの原作とマンガ一作品だけの比較であったので、他の作品につい

ても行って、検証してみたい。また、今回の調査作品は野球がテーマとなっているので、

野球の動作をあらわすオノマトペが多かった。他のスポーツを扱った作品を調査し、スポ

ーツ独特のオノマトペがあるかどうかについても今後調査していきたい。

【調査資料】

『バッテリー １』（p.56）

角川書店
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第７章 児童の作文にみられる擬態語・擬音語

1. はじめに

雨が、しとしと降っている―

「先生、しとしとってなあに？」使ったことがないというのならわかる。普段、わたし

たちが何気なく使っている擬態語・擬音語が、ぴんとこない、聞いたこともない、見当が

つかない、そんな児童がいることが気になりだしたのは、いつごろだっただろう。

まずは、児童が日ごろどのように、擬態語・擬音語を使っているのか、その実態を明ら

かにしようと考えた。特に、ここでは、児童の書いた作文に現れる擬態語、擬音語を調査

し、その特徴について考察することを目的とする。

2. 調査方法

サンプルとして、千葉市内の公立小・中学校の児童・生徒作品がまとめられている千葉

市地域文集『ともしび』(千葉市教育委員会・千葉市小学校国語主任会・千葉市中学校国

語主任会・千葉市教育研究会国語部会 編集兼発行)の平成 18 年度版第 53 号、また、比

較のため平成 8 年度版の 2 年生の文集作品を取り上げた。作品中に表れる擬態語・擬音語

を抽出する。

『ともしび』に取り上げられている作品は、各学校から選ばれた代表作品であり、比較

的書くことを得意とする児童の作品が多い。また、授業中に指導者のもとで書かれたこと

が応募の前提となっている。なおかつ、各学校で行われる授業の教材にするという性格上、

学級担任、各学校の国語主任、また『ともしび』編集委員の校正を経ており、誤字や明ら

かな言葉の誤用は直されている。こうした性格上、作文に現れた擬態語・擬音語がそのま

ま全ての児童の実態であるということはできないが、おおよそ傾向はつかめると思われる。

平成 18 年版の第 53 号は 2 学年ごとにまとめ、詩集と文集を併せて掲載している。平成 8
年版『ともしび』第 43 号は、学年ごとの編集、文集・詩集は別冊となっている。今回は 2
年生の文集のみを 18 年度と比べるための調査対象とした。また、平成 8 年版では、各学

校の推薦作品がのっているが、平成 18 年版では、各学校の推薦作品をさらに選抜(競作)

し掲載しているという違いがある。以上の点から、単純に比較するに不適切と考えられる

面もあるが、参考になると考えている。

3. 調査結果

平成 18 年版の『ともしび』文集の低学年(1・2 年生)216 作品 188 ページ分、 中学年(3
・4 年生)222 作品 149 ページ分、高学年(5・6 年)生 215 作品 154 ページ分、中学校(1・2
・3 年生)507 作品 146 ページ分に出てくる擬態語・擬音語の総数を比較した。

平成 18 年版『ともしび』に見られる擬態語・擬音語の数の比較 (個)

小・低学年 小・中学年 小・高学年 中学校

擬態語の数 501(84 ％) 356(79 ％) 326(75 ％) 202(87 ％)

擬音語の数 92(16 ％) 94(21 ％) 105(25 ％) 30(13 ％)

総数 593( 3.2/ページ) 450 (3.0/ページ) 431(2.8/ページ) 232 (1.6/ページ)



小学校については、ほぼ掲載作品数が同じであるのに対して、中学校の作品数が大幅に

増えているのは、小学校が 2 学年ごとの分冊であるのに対して、中学校は 3 学年分である

こと、また、中学校は、「短歌・俳句」がジャンルとして加わったためである。しかし、

作品数が増えているのにもかかわらず、擬態語・擬音語の使用頻度が小学校に比べて落ち

ていた。活字のポイント数が違うため、単純に比較できないが総数のカッコ内にはページ

数で割った平均値を示している。中学校の文集はポイント数が小さく、1 ページ分の字数

が多いにもかかわらず１ページあたりの、擬態語・擬音語の数は、小学校よりも少ない値

を示していることがわかる。また、小学校の中では、高学年に行くほど、表出頻度が下が

っていることもわかる。

また、全体として、擬態語・擬音語が使われるときのおよそ 8 割は擬態語が占め、児童

の作文においては、擬態語の方が擬音語より多く用いられていることがわかる。さらに、

全体としては、擬態語・擬音語の数は減っているものの、小学校段階においては、擬音語

にかぎれば減少しているとは言いがたく、むしろその割合は高くなっている。擬音語が増

えたというよりも、擬態語が減ったことによって、結果的に擬音語の比率が上がっている。

4. 考察

以下では、児童文集『ともしび』にみられた、擬態語・擬音語表現の傾向を考察する。

4.1. 擬態語・擬音語の量

「教科書に現れる擬態語、擬音語」(他章参照)と比べると児童の作文に表れる擬態語・

擬音語の方が、その表出頻度が多い。また、上述したように平成 18 年版の文集を調査し

た結果、低学年・中学年よりも高学年、また中学校となるにしたがって擬態語・擬音語が

使われる頻度が下がってくる傾向がみられた。

これは、擬態語・擬音語が話し言葉をそのまま写した、話し言葉的な表現であること、

児童の作文の入門期の指導が「先生、あのね」に代表されるように、話し言葉をそのまま

書く形で進められることなどの影響もあるのではないかと思われる。

一方、語彙が増えること、書き言葉の文体を意識することによって、擬態語・擬音語が

減ってくるという側面があると考えられる。例えば、「どきどきする」という児童が多用

する表現も年齢が進むに従って、「緊張する」「不安になる」または「胸が高鳴る」など

の、書き言葉的な別の語彙に取ってかわるようになる。同様のことは、「わくわくする」

→「期待する」「楽しみにする」、「びっくりする」→「驚く」、「ちょっと」→「少し」な

ど、話し言葉にくわえ、書き言葉の語彙が増えてくる。このように、語彙の獲得に伴って

擬態語の使用が減ってくるという可能性が考えられる。

前出の表(3.調査結果)でも、小学校高学年では、擬音語の割合が高くなっているが、こ

れは、擬音語が増えたというよりも、擬態語が減ったためと考えられる。全体として、擬

音語の数が増えていく傾向にあるわけではないことは、中学校の結果からも明らかである。

低学年、中学年と多用されてきた擬態語が、高学年になってより適切な他の語彙に言い換

えて使われたのではないか。その結果、擬態語の数が減り、逆に、他の語彙に言い換える

ことの難しい擬音語はそのまま使われるので、擬音語の割合が高くなった、と考えること

ができる。

また、児童の作文では、大人が児童に話しかけた会話の中に、擬態語・擬音語が登場し

ていた。ここから、児童自身が使うだけではなく、周囲の大人も児童に対して、擬音語・



擬態語を使って話していることをうかがい知ることができる。

特に、「ぎゅうぎゅうづめにならんで」（平成 18 年『ともしび』一年生活文 41 ページ）

のように学級担任が児童に指示を与える場面や、「ひきおわったら、手をひらりって上げ

るといいよ。」(平成 18 年度『ともしび』一年生手紙文 94 ページ)というピアノの教師の

アドバイスなどは、児童に理解しやすいように意図的に擬態語が使われていると考えられ

る。

「ぎゅうぎゅうづめに並んで」という指示は、低学年の児童には「お互いの間隔をつめ

て並んで」というよりも理解しやすいと考えた教員ならではの知恵である。「ぎゅうぎゅ

うづめ」と聞いて、感覚的に児童は理解し、ぎゅっと互いの間をつめて並ぶ姿が目に浮か

ぶようだが、こうした指示も学年が上がるに従って少なくなっていくと思われる。

4.2. 擬態語・擬音語が使われる場面

実際に体験したことを作文に書いたり、何かを観察したりして書いた文章では、擬態語

・擬音語が多く表出する傾向がみられる。また、そういった題材では、量だけでなく、種

類も多いという特徴がある。例えば、生活文「ゆきあそび」(平成 18 年度『ともしび』一

年生 44 ページ)では「するする」「サクサクキュッキュッ」「つるつる」「すうっと」「さ

らさら」などの擬態語・擬音語が、生活文「こおりのうえのわかさぎつり」(平成 18 年度

『ともしび』二年生 148 ページ)では「カキンカキン」「パシャーン」「とんとん」などの

擬態語・擬音語が効果的に使われている。

特に、体験したことの中でも、「もちつき」「ピザづくり」「うどんづくり」「ポップコー

ン」「ケーキづくり」「料理」、食べ物以外としては「きちづくり」など実際に自分が何か

を作った体験を扱ったものに、多くの擬態語・擬音語がみられた。

例えば、「もちつき」では、「うれしくてどきどきして」「びっくりしていました」とい

う気持ちはもちろん、「もちごめがボワッボワッと音をたてて」という音や、「だんだん

ねばっとしてきて」「びょうんとのびました」」(平成 18 年度『ともしび』一年生生活文「た

のしかったおもちつき」34 ページ)、という手触りや形状にもふれている。同じ「もちつ

き」

を題材にした他の作品((平成 18 年度『ともしび』一年生生活文「おもちつき」72 ページ)

でも、「ぷうんといいにおい」(嗅覚)「ゆげがゆらゆらと」(視覚)「すべすべのおそなえ

もち」(触覚)と五感を使った表現がされている。

「せかいでたったひとつのピザ」(平成 18 年度『ともしび』一年生活文 52・53 ページ)

「うどんづくりたいけん」(同 73 ページ)、ぎょうざ作りを書いた 「おりょうりだいす

き」(二年生生活文・同 160 ページ)のように、実際に自分の手で直接材料に触れられるも

の、その形状が変化していくもの、味覚も含めた五感に訴えるものに、より多くの擬態語

・擬音語が見られた。

観察したことしては、「どすどすうごいている」「ぐにゅっともちあげた」「さわったか

んじがぷるぷるしていた」「かえるはだらあとしていた」、 (平成 18 年度『ともしび』一

年生生活文「ひきがえるはっ見」32 ページ)のように、また、「小さくぎざぎざして」「ね

っこが土にぐるぐるまかれていて」「そっとおしだしました」「ゆびでぎゅっぎゅっと」(平

成 18 年度『ともしび』一年生生活文「いちごのなえをうえたよ」51 ページ)のように、

身近で、ごく至近距離から見られるもの、児童自身が実際に触ってみることができるもの、

などで擬態語が多くみられた。

他にも、同様の観察対象としては、カマキリやカナヘビといった虫や小動物、すずめや

ねこ、犬といった小動物やペット、また、ミニトマトやきゅうりといった野菜、身近な人



としては赤ちゃん(主に弟・妹)などがあげられる。

4.3. 文種による表出頻度の違い

児童の文集を調査していると、擬態語・擬音語が、文種・文体によって、比較的表出し

やすいものとそうでないものに分かれているように思われた。それを確かめるために、文

種ごとに、表にまとめてみた。児童の作文の文種の分類は、厳密には、やや曖昧な部分が

あるが、おおよその傾向はわかると考える。

平成 18 年度『ともしび』低・中学年文集にみられる文種ごとの擬態語・擬音語の数 (個)

詩 生活文 日記文 手紙文 記録文 説明文 意見文 創作文 発表原稿 短作文 合計

報告文

低学年 120 352 41 18 17 5 0 4 12 24 593
中学年 134 184 5 22 49 7 2 18 ４ 25 450
総数 254 536 46 40 66 12 2 22 16 49 1043

これをみると、文種ごとの作品数の違いはあるものの、詩や生活文に多くの擬態語・擬

音語が使われている傾向がわかる。また、中学年の記録文で擬態語・擬音語が多いのは、3
年生から、教科として理科がはじまり、モンシロチョウやアゲハチョウといった昆虫の成

長を記録したり、オクラやホウセンカといった植物の観察記録をつけたりする等、学習内

容との関連が大きいことが理由として考えられる。

4.4. 擬態語・擬音語の表出の頻度の個人差について

調査していると、別の興味深いことにも気がつく。それは、同じ文種や題材でも擬音語

・擬態語を多用している児童と、そうでない児童がいるということだ。また、多用してい

る場合も、詳しく中身をみると、使っている擬態語・擬音語の種類が多い、少ないといっ

た違いもある。

例えば、二年生の生活文「おさんぽ」(約 1200 字)の場合「うきうき」1、「ちくちく」1、
「きらきら」1、「ぽかぽか」1、「(草のにおいが)ぷわんぷわん」1、「くるん」1、「サワ

サワ」1、「ちょっと」1、「シャラシャラ」1、「ゆらゆら」1、「こしょこしょ」1、「びっ

くり」1、「どきどき」1 と数も、種類も多く表出している。(18 年度『ともしび』130 ペ

ージ)

一方、同じ二年生の生活文「大きくなったヤゴ」(約 1200 字)の場合は、「ぱくっと」5、
「もぐもぐ」2、「そっと」2、「じっと」1、「ちょっと」1、「そっと」1、「ずっと」1 と、

数は多いが、バリエーションには乏しい。(18 年度『ともしび』177・178 ページ)

他にも、擬態語・擬音語を多用している児童の場合、擬態語・擬音語ではないが、全体

的に話し言葉的な要素が多分に含まれている「きっと」や「やっと」といった促音をとも

なった語が多く出てくる場合や、限られた種類の擬態語を繰り返して使うケースもみられ

た。たくさん使っているからといって、必ずしも種類が多いとは限らない。

誤解のないよう、確認しておきたいが、擬態語・擬音語が多いこと＝作文としてよくか

けている、と考えているわけではない。前述の「おさんぽ」と同じく生活科の時間に公園

に行ったことを題材にした「ねずみ公園で見つけたしょくぶつ」(約 1200 字)の場合は、「び

っしり」1、「ころころ」1(18 年度『ともしび』122 ページ)、と擬態語・擬音語の数は格

段に少ないが、内容的には、「おさんぽ」と遜色なくよく書けている作品である。さらに



「おさんぽ」にくらべると、「十センチメートル」「五十センチメートル」といった具体

的な数字や、「ネズミモチ」「カナエ」といった植物の名前が書かれているという特徴が

見られた。

では、なぜこのような違いが見られるのか。低学年でもあること、また、どちらも女子

の作品であるので、性差は関係ない。可能性として考えられるのは、個人差である。

また、もう一つの可能性としては、大人の働きかけの違いである。さらに、「おさんぽ」

の場合は文中の記述から、引率教員が「みんなでいっしょにねっころがろうよ。」と指示

していることがわかる。それによって五感を通した主観的な表現が促されたとも考えられ

る。一方「ねずみ公園で見つけたしょくぶつ」では、引率教員の指示が伺える記述はない

が、具体的・客観的な記述から、植物の名札に注目させたり、既存の知識と比べさせたり

するなど具体的な言葉がけがされていることも予想される。いずれにせよ、教員の関わり

方によっても、擬態語・擬音語の表出に違いが出てきそうだという点からも興味深い。

4.5. 個々の擬態語・擬音語の使い方について

山田(2005)は擬態語・擬音語を次のような四つに分類している。

① 慣用的用法

② 慣用的用法とのズレを意識した用法

③ 独自の用法

④ 誤用

児童の擬態語・擬音語の場合、②のズレを意識した用法は、結果的に読み手が感じるこ

とはあっても、児童自身は意識していない場合がほとんどであると考えられる。

そこでここでは、①③④の 3 つに分けた。

① 慣用的なもの

慣用的なものは、使われ方によってさらに大きく二つに分けられると考える。

一つは、「どきどき」、「にこにこ」「わくわく」といった、やや、ありきたりな言い方の

ものである。いずれも、気持ちを言い表したものだが、一つの作品中に何度も繰り返され

ることも多い。これらは、語彙を豊かにするというよりは、なんでも「すごい」ですませ

てしまうのと同じように、画一的な表現を進め、語彙の獲得、広がりをかえって狭めてし

まうおそれさえ感じる。

一方、同じ慣用的なものでも、新しい語彙として獲得され、語彙のひろがりを感じさせ

られるものもある。今回はデーターとしては未整理だが、この傾向は、学年が上がるにし

たがって顕著であるように思われた。

例 しょぼんとして

(18 年度『ともしび』二年生詩「おにいちゃんとけんかした」26 ページ)

草がぼうぼうはえている中に

(18 年度『ともしび』二年生詩「とかげとり」28 ページ)

あんぐり口をあけた

(18 年度『ともしび』三年生詩「やもりビュンビュン」16 ページ)

しぶしぶ雪をかきあつめ

(18 年度『ともしび』三年生生活文「かまくらづくりにちょうせん」70 ページ)

③ 児童独自の用法

例 のたりのたりと歩いてきます

(18 年度『ともしび』二年生生活文「ぼくのおばあちゃんねこ」142 ページ)

したのおくからじゅわじゅわとよだれが出てきました。



(18 年度『ともしび』二年生生活文「ほっぺたがおちそう」148 ページ)

ほっぺがプックラプクプクしていて

(8 年度『ともしび』二年生生活文「おとうとのたかよし」54 ページ)

④ 誤用

先にも述べたように、教員の指導、校正を経ているので、あまり多くの誤用はみら

れないが、それでも幾つかの誤用といえる表現をみることができる。

例 やる気が*むきむき出てきました。

(18 年度『ともしび』一年生生活文「アイススケート」82 ページ)

*のびのびのびとしてきたので

(18 年度『ともしび』一年生生活文「せかいでたつた一つのピザ」52 ページ)

うでを*ワクワクさせるとブホブホと音がする。

(8 年度『ともしび』2 年生生活文「おじいちゃん、好きだよ」55 ページ)

4.6. 平成18年度と平成8年度の作品にみられる擬態語・擬音語の比較から

10 年間では、数的にも、種類的も、それほどの違いがみられず、全体としては、同じ

ような傾向であった。違いという点でしいて言えば、平成 18 年度には「ぷにゅぷにゅ」

のような語が比較的多く見られ、平成 8 年度(1996)には 18 年度(2006)には見られない「が

じがじ」のような語がみられる。

「ぷにゅぷにゅ」は、2000 年に発売されテレビ CM でも子どもたちになじみの深い菓

子「ぷっちょ」(UHA 味覚糖)や、ゲームの名称「ぷよぷよ」と似た響きをもっている。「ぷ

にゅぷにゅ」が使われるようになったのは、飴に代わって「ぷにゅぷにゅ」とした触感の

グミ菓子や、もちもちとした触感のパンやドーナツが流行していることなどとも関係して

いるのではないか。

一方「がじがじ」という表現は、鳥山明の漫画「ドクタースランプ」(1981)の中のガジ

ラことガッちゃんが、金属でも何でも食べてしまうときの「カジカジ」という擬音語を連

想させる。フジテレビ系でのアニメの放送は、1997 ～ 1999 年。今の子どもたちには、あ

まりなじみはないといえる。「ガジガジ」から連想する菓子といえば、「ガリガリ君」(1981
年発売・赤木乳業)だろうか。

擬態語・擬音語は言語感覚に訴える部分が大きいと考えられるだけに、時代の流行を敏

感に反映している側面もあるだろう。児童を取り巻く、漫画や菓子といったごく身近な生

活環境の影響を調べることも、興味深いと思われる。(他章参照)

5. 結論と今後の課題

今回、児童の作文にみられる擬態語・擬音語の調査で実に多くの擬態語・擬音語を子ど

もたちが使っていることが分かった。特に、体験を書いた作文に多くの擬態語・擬音語が

見られたことは、学校現場や児童の生活の中で、子ども自身の体験を大事にしながら、こ

とばを育むことが大切であり、体験や感覚と結びついたときに、子どもの中で、その言葉

の意味が実感を伴って理解され、自分の言葉として使われることを改めて感じることがで

きた。しかし、忘れてはならないのは、ここで取り上げたのは、あくまでも、優秀作品と

して選ばれ、指導された作品の中の擬態語・擬音語であるという点である。

それでは、実際に擬態語・擬音語をめぐってどのような学習が学校現場では展開されて

いるのか。



例えば、宮沢賢治作品からオノマトペを抜き出すなど、読書生活の中で擬態語・擬音語

を捉える意欲的な単元(酒井雅子 2005「宮沢賢治のオノマトペ・マジック―イメージを広

げて楽しむ」)や、説明文を書くときに擬態語を活用させようとする単元(西尾諭 2008「オ

ノマトペを使って説明しよう」)など、魅力的な単元開発もされている。しかし、全体的

には、擬態語・擬音語を文脈や意味から切り離してトピック的に扱うことが多いのが現状

ではないか。

現行の教科書でも、擬態語・擬音語を身の回りから集めたり、自分で作ったりして、詩

などの創作に生かすという事例は見られる。しかし、系統的に、新しい語彙を獲得すると

いうよりは、単発の単元で、ややお楽しみ会的に、主に言語感覚を養う目的で取り組まれ

てきたと考えられる。しかも、そういった場合、雨の「音」を自分なりの表現で表すなど、

どちらかといえば、擬態語より擬音語を扱うことのほうが多く、また、慣用的なものより

も、自分なりの表現として自由に作らせることが中心であったように思う。しかし、実際

には、擬音語にくらべ、擬態語の方がはるかに児童の言語生活での使用頻度が高いことが

調査結果からも明らかであり、また、実生活での活用の面からも、慣用的な表現に多くふ

れさせるなど、もっと意識的に擬態語・擬音語を取り上げる工夫が望まれる。

そこで、調査結果を踏まえ、擬態語・擬音語をめぐる今後の指導の方向性を考えた。

○ 話し言葉と書き言葉の橋渡し役としての擬態語・擬音語

今回の調査の結果、擬態語・擬声語は、高学年よりも低学年の児童に多く見られた。そ

の理由として、擬態語・擬音語は、話し言葉的な要素が強いことがあげられる。特に低学

年の児童は、話し言葉では、自分の感じたことや考えたことを量的にも質的にも豊かに表

現できるのに、書き言葉となると、途端に言葉が足りない状況になる場合が少なくない。

本格的に文字を習い始めて間もない児童の実態として、当然のことといえるが、就学以前

に身につけた話し言葉での豊かな言語感覚や身につけた言葉の意味を後退させることな

く、書き言葉でも表現することができるように働きかける必要がある。

従来、学校現場でも、話し言葉と書き言葉をつなぐ工夫として、「先生、あのね。」とい

った書き出しの話型の工夫が広く行われてきたが、話し言葉に近い語彙である擬態語・擬

音語を積極的に使わせていくで、書き言葉への橋渡しがよりスムーズにできるだろう。

○ 語彙の獲得という視点から扱う

調査したことで改めて、語彙の獲得の視点から、もっと意識的に、積極的に、擬態語・

擬音語を扱う必要性を感じた。特に、擬態語は、慣用的に使われるものが少なくないが、

慣用句やことわざなどとは異なり、生活の中で自然と身につくもの、教えなくても分かる

ものとして、取り立てて指導することをしてこなかったように思う。今回、文集の調査を

通して、児童が多くの擬態語・擬音語を使っていることが分かった。しかし、個人差も大

きく、全ての児童に、擬態語・擬音語を語彙として獲得することを保障しているかという

と甚だ心もとない。

手立てとして、一つには、体験を通して、児童自らが擬態語・擬音語を獲得していく場

面を学校教育の中に作ることがあげられる。新しく作るだけでなく、今ある場面を有効に

活用するという意識も必要だろう。

同時に、語彙として積極的に教えていくという学習も必要だろう。具体的には、読書や、

教員や保護者の語る言葉を通して、より豊かな、また実際に生きて使われている擬態語・

擬音語に意図的に触れさせたり、慣用的に使われる擬態語・擬音語の入った短文を視写さ

せたり、実際に短文を作らせたりする。このような学習を通して、擬態語・擬音語になじ

み、語彙として活用することができるようになると考える。また、今までもされていたよ

うに、身の回りで使われている擬態語・擬音語を集めるといったことも、自分が使ってい

る擬態語・擬音語の使い方を内省し、言葉への関心を高めるという点で有効だろう。



もう一つの方向として考えられるのは、擬態語・擬音語を入り口として、他の語彙の獲

得を促す学習活動である。例えば、児童の作文に多用される「どきどきする」ということ

ばを、文脈に応じた意味を考えて「心配する」や「緊張する」、あるいは「期待に胸をふ

くらませる」などの他の表現で言い換える方法である。こういった学習活動を繰り返し経

験させていくことで、語彙を広げ、実生活の中で使えるようにすることができると考える。

【調査資料】

『ともしび』 第 53 号(平成 18 年度)第 1・2 学年

『ともしび』 第 53 号(平成 18 年度)第 3・4 学年

『ともしび』 第 53 号(平成 18 年度)第 5・6 学年

『ともしび』 第 43 号(平成 8 年度)第 2 学年

以上 千葉市教育委員会・千葉市小学校国語主任会・千葉市教育研究会国語部会発行

【参考文献】

山田丈美(2005)「擬音語・擬態語の特性と国語教育における扱いに関する研究」『愛知教

育大学大学院 国語研究』第 13 号

酒井雅子(2005)「宮沢賢治のオノマトペ・マジック―イメージを広げて楽しむ―」安居總

子・東京都中学校青年国語研究会編著『読書生活者を育てる』東洋館, pp.82-91



第８章 感覚を伴って学ぶ言語教育の意義

1. はじめに

私たちは自分の気持ちや考えを言葉によって伝えている。しかし，それは気持ちをすべ

て表し，すべてを伝えているのだろうか。もし，少しでも深く，的確に気持ちに寄り添っ

た言葉を身につけることができるのなら，それはどうすれば学べるものなのか。表面的な

言葉ではなく，より深い言葉とはどういうものか。

弘前市立時敏小学校の福田真実教諭は，「言葉には季節があり，生活があり，人の心が

ある。伝達の機能を持つと同時に，そこには言葉を使う人間の思いがある。それが文化を

生む。言葉を学ぶということは文化を学ぶことではないかと考える。国語とは血の通った

言葉を読み，血の通った言葉を書き，血の通った言葉を話し聞く学習ではないかと考える。」

と，言うように言葉そのものに培われてきた豊かさがあり，日々の生活の中に言葉がある。

そして，何より言葉には人の心が映し出されているのである。そのことを子どもたちに伝

えていく必要があり，言語教育の大切さを正面から問い直すことが必要なのである。

2. 最近の言葉の問題点

まず，子どもたちとの日常会話で，説明不足のためにその状況が上手く伝わってことな

いことがある。自分の気持ちや経験など，伝えたいことをうまく言葉で説明できないのは，

普段からそこに着目した訓練をする場が少ないからではないか。次に，幅広い年齢層の人

間がいる環境がなかったり，年長者に対する接し方も教えられていなかったりすると，言

葉の使い分けもできないままである。その場，その人に応じた言葉遣い，敬語や丁寧語の

使い分けの必要性を知らないのである。さらに，言葉の与える影響，大切さや深さがわか

らないままでいると，言葉の暴力に繋がり，ネット上での見えないものに対する恐怖も増

すばかりである。

これらから共通した問題点が見えてくる。それは，言葉という媒体をその使い手が十分

に習得，理解していないにも関わらず遣い，それにすべてを頼ってしまっているという点

である。生身の人間も一緒にその場にいて，目の前で体験していること，思っていること

を共有し，人間同士が心を通わせ合って話す機会が少ないのである。

3. 本研究の目的

近の国語教育では，説明文の読解方略や書き方，話すこと・聞くことが教育現場

でも大きく取り上げられている。しかしながら，教育指導要領にある，豊かな言語感

覚を養い，身につけるためにはどうしたらよいのか。言語能力主義・言語技術主義で

はない，生活の中にある体験を大切にしながら学習者に寄り添った言語を学ぶという

主体的な態度により，言語感覚という根底の力が養われるのではないだろうか。それ

によって言語を深く身に付けられるのではないだろうか。子どもの生活での活動に視

点をあて，豊かな言語感覚を養い，身に付けるための言語教育を提案する。



(4) 平成１１年５月 小学校学習指導要領解説 国語編

(5) 『言語生活者を育てる』 （1996） 東洋館出版社

4. 国語科，小学校指導要領の改訂
(4)

の基本方針にみる「言語」を教育すること

「小学校，中学校及び高等学校を通じて，言語の教育としての立場を重視し，国語

に対する関心を高め国語を尊重する態度を育てるとともに，豊かな言語感覚を養い，

互いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う能力を育成することに重点を置いて内容

の改善を図る。特に，文学的な文章の詳細な読解に偏りがちであった指導の在り方を

改め，自分の考えをもち，理論的に意見を述べる能力，目的や場面などに応じて適切

に表現する能力，目的に応じて的確に読み取れる能力や読書に親しむ態度を育てるこ

とを重視する。」（下線引用者－以下同じ）

特に下線部における，「言語の教育としての立場」の重視と，「豊かな言語感覚を養」

うことの重要性が求められる。そして，「これらの改善は，国語の力を調和的に育て

るために，それぞれの領域の特性を生かしながら児童主体の言語活動を活発にし，言

語の教育としての国語科の目標を確実かつ豊かに実現するためである。」と解説され

る。意思疎通の乏しさ，人間関係の希薄さを危惧する昨今であるが故に「伝え合う能

力」が重要であることは言うまでもない。しかしながら，「互いの立場や考えを尊重

して言葉で伝え合う能力を育成することに重点を置」く前に，個人の言語感覚が貧し

いことも予想される。意思疎通や話し合いの場を設け，積極的な伝え合う活動をする

と同時に，より深い部分での言語感覚の豊かさを身につけることが重要である。改訂

の解説の結びでは，「このように，ここに示された国語科の目標は，国語の学習が言

語の教育として言語能力を育成するとともに，国語を尊重する態度を育てていくこと

であり，それが，日常の言語生活を豊かに充実させ，それを通して人間を高めていく

ものであることを明確にしたのである。」と解説されている。

5. 桑原隆
(5)

による言語生活について

では，言語生活とは何か。桑原によると，「私たちは何らかの生活をしている。そ

の生活において，かなりの部分に言葉が介在している。その言葉の介在している生活

が言語生活である。言語生活は，日常的で，さまざまな価値が混在しているのが実態

である。そして，具体的な情況のなかで言語生活は営まれている。そのような具体的

な場や情況のなかで，言葉を人間とが一体化している。人間存在との結びつきが一番

濃密である。（中略）言葉を学習するということは，形式的な操作を学ぶことではない。

個としての人間の成長であり，自己を変容させていくことではなくてはならない。自

己の言語生活をいっそう豊かなものにし，時にはそれを厳しく律していくことでもあ

る。主体の場，それが主体の言語生活であり，その場を離れて言葉の学習は成立しな

い。」と述べている。



(6) 西尾実が日本国語教育学会の会長であった頃のもの

6. 西尾実の論稿

西尾は，「生きた言葉」
(6)

書き下ろし教材で，

「我々は，我々の心を育てることで，我々の言葉を力あるものにしなくてはならな

いのはいうまでもないが，また日々刻々の言葉を生きた言葉にすることによって，心

を拓き，いのちを向上させてゆかなくてはならない。そして，それが真に文を読み，

文を綴るための欠くべからざる基礎であることをも覚らなくてはならぬ。」と述べて

いる。

7. 調査の目的

子どもたちは，体験を通して多くのことを学ぶ。それを言葉という表現活動にどう

結びつけるのか。

また，子ども達は活動の中で言葉を遣ってどのような関わり合いを生むのか。体験し

たことを人間が感じる感覚として，五感が代表にあげられるが，普段あまり意識する

ことはない。子ども達に五感を意識させることにより，表現や感覚が普段より研ぎ澄

まされるのではないか。五感を働かせることを意識させ，その感覚をどう表現活動に

結び付けていくのか，五感に注目した言葉の調査をする。

8. 調査の詳細

青少年交友協会主催で，夏休みに子ども達が 5泊 6日の異年齢集団での共同生活を

通して，規則正しい生活リズムや食習慣を身につけ，協力・協調心を養い，信頼感や

絆を深めることを目的とした生活体験学校を行った。そこで「言葉と生活」という講

義を１時間担当し，子ども達と一緒に，五感を遣って言葉で表現することについても

考えた。

日 時： 平成 19年 7月 30日（月）～ 8月 4日（土）（5泊 6日）

場 所： 東京都豊島区旧区立第十中学校の廃校を利用

対象者： 小学 5年生から中学校 1年生までの生活体験学校に参加した 21名
方 法： ３つの班に分かれて活動をする記録からの調査分析とワークシートの調査

主催・事業者： 社団法人 青少年交友協会

③言語

②言語活動
①言語生活 言葉と人間とが一体化

している，言葉の介在

している生活を言語生

活と定義している。

【図１ 桑原隆による】



9. 講義内容：「言葉と生活」

日本語と母語の関係。生活の中で私たちは言葉で考え，言葉を遣っている。そして，

言葉は生きている。私たちの感覚を研ぎ澄ませ，生活体験学校を通して，五感を意識

しながら言葉を遣ってみよう。

子どもの活動は以下の通り

３日目 「自分の体験したことを伝えよう！」ワークシートに書き込む 調査１

５日目 作文を書く

６日目 作文発表 「自分の体験したことを伝えよう！」ワークシートに書き込む 調査

２

10. 講義の主眼

体験に基づく，五感を使った豊かな表現を促したい。教科書に書いてあることだけが言

葉ではない。言葉は学校ができる前から使われ，家庭生活・社会生活で培われてきた。例

えば，言霊信仰のように，昔の人は言葉には霊がこもると信じていた。言ってはいけない

言葉がある。「そんなことは縁起でもない。」「そんなことは言うものではありません。」

など，よく耳にするのではなかろうか。そんなことからも，国語は学校だけで教わるもの

ではない。自分の生活や体験から学んでいくものであり，痛さは自分の体験からわかるの

である。嬉しさ，悲しさも自分の体験を通して，本当の言葉の意味を学ぶのである。だか

ら，生活から離れてしまうと怖い。なぜなら，言葉の暴力は言葉の独り歩きであり，どん

なにひどいことを言ってもその言葉の本当の意味をわかって話さなくなった結果だからで

ある。言葉の深さを知ることも大切なのである。

11. 活動

五感を使って，体験した時の気持ちを表現することを通して，同じ体験をした人同士は，

同じ感情を持つのかを考える。人それぞれ違うことがでてくることも予想されるが，同じ

体験により共通の話題もできる。友達と体験の内容を言葉で改めて共有し合う活動をする。

１．今までの体験を思い出す。

２．自分の体験をそれぞれの体の感覚を思い出しながら伝えよう。

３．どの体験でどの感覚を使ったのか，発表をしていく。

４．同じ体験をした人がいれば，その気持ちをそれぞれ言ってもらう。

12. 体験と言葉の結びつき

第一次調査：体験したことを感想という大きな枠組みで表現させるよりもその体験を

五感により細

分化した感覚を意識させることで，子どもに体験することの意味と言語感覚の深まり

を考えさせる。

第二次調査：ワークシートには 6 日間で も印象に残ったものを記入させる。グルー

プ内で共通の認識があれば，同じ回答があるはずである。これにより友達との共有体

験の強弱も見られるのではないか。



13. ワークシート分析

【視覚】

調査１ 人数 調査２ 人数 感じたこと

けむり 4 けむり ４ 目がしみる

みかん ２ 自然 ４ きれい など

みんな ２ みんな ３ 一生懸命頑張っていた。

また会えるかな？

・調査１と調査２で，同じことを回答したのは３名。

・印象や感想を視覚から感じたことにしていることと，「煙が目にしみた」は間違った捉

え方。

【嗅覚】

調査１ 人数 調査２ 人数 感じたこと

イチョウ ３ イチョウ １ くさい

虫除け ２ 虫除け ２ くさい

料理 ３ 料理 ３ いいにおい

（親子丼） （カレーライス） おいしそう

煙の匂い ２ 煙の匂い ６ くさい

鼻につーんときた

・ 調査１と調査２で，同じことを回答したのは８名。

・ 印象が強く残りやすいネガティブな匂いに関しては，同じ回答になり，共有度も高い。

・ グループでの共有率が高く，料理のいい匂いや，虫除けスプレーや煙の臭い匂いは同

じものを出していた。

【味覚】

調査１ 人数 調査２ 人数 感じたこと

そば ４ カレーライス ７ おいしかった

親子丼 ２ そば ２ おいしかった

つけもの ２ 親子丼 １ ―

サンドウィッチ １ 料理 ３ ―

とうもろこし １ お好み焼き １ ―

酢の物 １ 鮭ご飯 １ ―

魚の骨 １ ご飯 １ ―

・ 調査１と調査２では違う料理を選び，その選び方には，個人差がある。

・ 味覚として，全員が料理について挙げている。

・ おいしいと表現しているのは１０名。「もちもちしている」「ふんわりときた」などの

表現も見られる。

・ 味覚をグループ内で共有する傾向も強く，１班は調査１に「そば」の回答数が３名に

対し，調査２になると「カレーライス」の回答数が４名になった。そして，同じ物を

全員が作っているにも関わらず，２班は調査１に「親子丼」の回答数が２名，調査２

になると「カレーライス」の回答数が３名になった。また，３班は調査１に共通した

ものがなく，調査２も他の班同様「カレーライス」とはならず，共通したものがなか

ったのは，グループ内で味覚が似ていれば同じ回答だが，味覚が似ていなければ，味



覚に対する個人差が大きいと思われる。

・ 味覚は比較的限られたものの中から選んでいるので，自由度が少ないことも考慮する

必要がある。

【聴覚】

・ 「うるさい」というネガティブな表現が多く，特に３日目で，都会で朝方に聞こえる

カラスの声を「うるさい」と全体で７名が回答した。

・ 「いい音」を表現した回答はなかった。

・ 授業の感想は聴覚のことで表現しているので，耳からの情報と認識していることがわ

かる。

・ オノマトペの回答の仕方も見られ，そのままの感覚を表現する「ガサガサ動く」「炎

がメラメラいうのか気になった」「ぐつぐつなっていた」「パチパチ音がする」などが

あった。

・ また，「雨の音が水の合唱みたいだった」と表現している回答もあった。

【触覚】

調査１ 人数 調査２ 人数 感じたこと

小刀 ２ 小刀・傷 ２ 痛かった

そば ３ そば １ もちもち，ふっくらしていた

竹とんぼ １ 竹とんぼ ３ かさかさしていた

ざらざらしていた

鍋や料理 １ 料理 ２ 汚れた，気持ちが良いなど

火に触った １ 火に触った １ 熱かった 火傷をした

雨・水 ３ 木のはし ３ ―

・ 調査１と調査２で，同じことを回答したのは４名。

・ 小刀など痛いものの感覚は強く印象に残って表現している。

・ それぞれの体験は違っても，印象に残ったものは同じ回答をしている。

14. 作文分析

体の感覚を大切にすることを講義し，ワークシートには細分化した感覚を書いたことで

体の感覚を伴った表現が文中で生きているといえる。

以下に，作文の一部を抜粋して載せる。下線部は，特に注目したい表現である。

「生活体験学校」

Ｍ君

「うわー，すごいどしゃぶり」僕が生活体験学校に来た日は，初日から大雨だった。「急

げ，急げ」と言いながら皆，一生懸命テントを支えるクギを打っていた。雨が強くなった

時「やっとテントができた」と言う声がかかった。その時には，皆ずぶぬれだった。でも

テントができてうれしいと思った人もいると思う。

Ｏ君

ぼくは，生活体験学校に行って一番楽しかったのはテント作りです。テントを，作って

いる間に雨がふりました。「雨だー早くつくるぞ！」というこえもしましたでも，自分は

いろいろなテントのしくみもわかってうれしかったです。でも，おかげでくつは，びしょ

びしょできもちわるく，ぐちょぐちょなっていました。その後のかんせいしたテントを，



見るとはやくテントの中に入りたかったです。テントを作っているとき友達もできました。

その後テントの中で，友達といろいろな話を，しました。すごくうれしかったです。

もう一つ心にのこった事がありました。それは，はしづくりです。ぼくは，竹を，切る

時たまに，指に小刀がささりそうでした。それなのでしんちょうにやりましたけっこうか

たく，木くずも，とびちりました。はじめは，すごいほそいはしを，作ってしまいました。

はじめて自分で切ったはしを使う時さわやかなにおいがしました。

Ｈ君

いよいよ生活体験学校がはじまりましたが初日から雨でした。この大雨の中，ぼくらは

テントを組み立てました。前にもテントを組み立てた事がありましたが雨ではなかったの

でこんなにテントを組み立てるのがむずかしいとは知りませんでした。かさをさしたり，

レインコートを着ていなかったのであたまも服もグチョグチョになり体がかなり冷えてし

まいました。そして，校舎の中にもどっていく人がいながらも，ぼくは，しばらく組み立

て続けました。もう校舎の中に入ろうかなと考えはじめたあたりからみんなのかけ声でま

だがんばっている人がいると思うと，しだいに元気が出てきて，「まだやれる。」という

気持ちが出てきました。レインコートを着てきた人も多くなったころ，ぼくはいつものテ

ントの布のにおいが少ししかないのに気づきました。それは，雨が，そのにおいをおおっ

てしまい，においがしなくなったとぼくは思いました。

15. まとめ

実際に，心と体を遣った体験を通した子どもの表現活動で，五感を意識させて感覚

を細分化した表現を促すことには意義があったといえる。まずは，ワークシートに自

分の感覚とそれに伴う言葉を書きだし，そこから作文に発展させた。それにより，作

文でよく書きがちな「たのしかった，よかった」で終わらせることなく，何をどう感

じたのか，それをどう表現していけばよいのかという指導へ発展させることができた。

この活動を入れることで，子どもは個々に体験したことを友達と共有し合いながら，

その言葉と感覚を細分化し咀嚼し直す事ができるのである。そして，その時の気持ち

の表現がより丁寧なものになる。そのためには，それを意識した教師の言語指導が大

切なのである。

日々の教育現場で感じることは，社会に適応できる人間教育の大切さである。表現

活動において，子ども達が咀嚼できる感覚が込もった言葉を遣い，友達と上手に付き

合うことは人間がその集団で生活していくのに重要である。体験したことの感覚を共

有し，仲間意識を育て，言葉で表現することで，その集団での適応力は徐々に身につ

いていく。 終日の作文発表会では，「友達の考えていることが分かってよかった。

同じ気持ちだった。」と，嬉しそうに感想を述べていた。作文に書くことで，友達と

気持ちを共有する経験をすることで仲間意識も深まるのである。

また，綴り方理論研究会主宰の乙部武志氏は，

「子ども達の認識は，一度に全てができるわけではない。本質的なものが初めからわ

かっているわけではない。具体的な活動は経験を通してやっとわかっていく。１つ１

つのものをばらばらでもいいからまずはしっかりつかむ。対象とするものを探し出し，

積極的に関わっていく。それを解決していこうとし，文章化するようにまとめあげて

いく。」と述べているが，これは細分化した感覚，五感を咀嚼しながら表現すること

ではなかろうか。今，子ども達に，体験と心を感覚と言葉に結びつけるような，じっ

くりと丁寧な教育と表現活動が必要なのではないだろうか。



注）１．指導要領には「言語」となっているが，子どもたちを前に話し，説明する関係上，

私は「言葉」という言い方をとった。

２．現在の公教育現場では，五感という言葉は使わずに諸感という言葉で表現

しているが，あえて５つの感覚に視点を当てるために五感という表記した。


