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博士論文概要

日本語は世界の 言語の中でも 、擬音語･擬 態語 などのいわゆる オノマトペを 豊富に持つ 言
語の一つである 。それらは文 芸作品に限 らず 、日常生活の中 で、特に話し 言葉におい て頻
繁に使用され、 話し手の細か な心情を表 した り、様々な事物 の様態を生き 生きと描写 した
りする際に欠か せない語群で ある。
では、これまで の日本語教育 において、 オノ マトペはその使 用頻度や重要 性に見合う だ
けの十分な学習 や指導がなさ れてきただ ろう か。例えば初級 において「一 本」、「一匹 」な
どの「助数詞」 が独立した項 目として取 り上 げられることが あるのに対し 、オノマト ペは
「犬はワンワン となきます」 など、ごく 限ら れた形でしか提 示されていな い。ところ が中
級、上級と進む につれ、学習 者は授業で 取り 上げられる生教 材や新聞・雑 誌、テレビ 番組
などのメディア 、および周囲 の日本人の 会話 などの中にオノ マトペが非常 によく使わ れて
いるということ を知り、その 数の多さと とも に意味・用法の 習得の困難さ にも気付く ので
ある。また指導 する教師の側 も、初級に おい てほとんど体系 的に指導して いなかった オノ
マトペを、中級 以降どのよう に指導して いっ たらいいかとい う問題、指導 する際の適 切な
教材や有効な指 導方法が見当 たらないと いう 現実にぶつかる ことになる。
筆者は、長い間 日本語教育の 現場で教え てき た経験から、オ ノマトペを学 習者に指導 す
ることの必要性、学習者がオ ノマトペを 学ぶ ための教材開発 の必要性を強 く感じなが らも 、
日本語教育にお いてこのこと が正面から 取り 上げられていな いということ に疑問を抱 いて
きた。日本語は 語彙が豊富な 言語である と言 われる。そして その中でも特 に豊かな表 現力
をもつオノマト ペを、学習者 が使えるよ うに なることは、積 極的に支援さ れるべきこ とだ
ろうと思う。そ のためにはま ず、教師が オノ マトペを、豊か な表現をする ための重要 な語
群として認識し 、その特徴や 一つ一つの 語、 特に基本的な語 の意味・用法 をしっかり と把
握する必要があ る。また、学 習者にオノ マト ペに興味を持た せ、学習者が オノマトペ につ
いて知りたい、 学びたいと思 ったときに 、適 切な教材をリソ ースとして提 供し、さら に教
室活動の中でど うすれば効果 的に提示し てい けるかという指 導の方策を考 えていかな けれ
ばならないと思 う。
以上の研究動機 と目的の下に 、本論文を 次の ６つの章から構 成して執筆す ることとし た。
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第１章は、オノ マトペとは何 かという本 研究 の出発点ともな るオノマトペ 定義の問題 に
取り組む。オノ マトペの定義 と分類、他 の言 語におけるオノ マトペ、また オノマトペ にお
ける音象徴 、意味特徴 、音韻・形態的 特徴、統語的特徴、「語 彙性」と「オ ノマトペ度 」な
ど、様々な観点 から先行研究 を概観し、 その 成果を吟味する ことによって 、本論文に おけ
る日本語オノマ トペの範疇、 すなわちど んな 語をオノマトペ と定義するの かというこ とを
明らかにする。 第２章では、 国語辞典、 擬音 語・擬態語辞典 、日本語学習 辞典などに どの
ようなオノマト ペが見出し語 として採録 され ているか、それ らの辞書にお けるオノマ トペ
の意味・用法は どのように記 述されてい るか 、またそこにど のような問題 があるかと いう
ことを調査し考 察する。第３ 章は、日常 の言 語生活において オノマトペが 実際どのよ うに
使用されている か、その使用 実態を知る 手掛 かりを得る目的 で、各種言語 資料と日本 語の
初級・中級教科 書を調査・分 析し報告す る。 ここでの調査と 考察は、第５ 章で日本語 教育
のための「基本 オノマトペ」 を選定する 際の 資料とする。第 ４章では、日 本語オノマ トペ
の教育に向けて 、先行研究の 知見もふま えつ つ、オノマトペ 指導の基本的 な考え方と その
必要性、オノマ トペのいくつ かの特徴に 基づ いた具体的な指 導の方策につ いての考察 を行
う。続く第５章 において、日 本語教育の 比較 的早い段階から オノマトペを 学習・指導 する
ことを前提とし 、基本語彙に 関する先行 研究 の成果と第３章 で調査・分析 した資料な どを
基に、日本語教 育のための｢基本オノマト ペ」を選定し、試案 として提示す る。そして 、最
後の第６章にお いて、第５章 で選定した 「基 本オノマトペ」 を学習・指導 するための リソ
ース化を行う。 リソース化の 具体的な方 法は 、各オノマトペ の用法・文例 および詳し い意
味の記述と会話 例の提示であ る。このリ ソー ス化によって、 外国人学習者 の日本語オ ノマ
トペ学習および 日本語教師の オノマトペ 指導 を支援すること を目指す。
以上述べた本論 文における研 究動機とそ の目 的がどのように 達成されたか 、以下に各 章
ごとの内容を記 す。

第 1 章では、オノ マトペに関 する先行研 究の 知見をまとめつ つ、日本語オ ノマトペを 様々
な側面から眺め てみた。しか しここで、 オノ マトペに関する あらゆる先行 研究を吟味 し、
日本語オノマト ペのすべてに ついて網羅 的に 記述できたわけ ではない。ま た、そのこ とが
本論文で筆者が 目指したこと でもない。第 1 章で筆者が目指 したことは、日 本語教育に お
けるオノマトペ の位置付けを 確かなもの にす るために、まず 、オノマトペ とは何かと いう
問題に取り組む ことであった 。そして、 オノ マトペの定義と 分類、音象徴 性、音韻・ 形態
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的特徴、統語的特 徴、またオノ マトペの語 彙化 と他の語との境 界の問題につ いて考察し た。
この考察の過程 で、オノマト ペがたしか に「 閉じた系」とし て、他の語と 弁別される べき
はっきりした特 徴を持った語 群であるこ とを 改めて確認する ことができた 。また、こ の考
察から、オノマ トペとはどこ からどこま でを 指すのかという オノマトペ語 彙の範疇に つい
て、あくまで教 育という立場 から、本論 文に おけるオノマト ペの定義を示 すことがで きた
と考える。
しかし、オノマ トペや他の語 群において も、 また語彙に限ら ずどのような 言語現象に お
いても同様であ ると思うが、 その範疇を 定め 定義付けするこ とは容易では ない。それ は、
すべての言語現 象は本来連続 体として捉 えら れるべきもので あり、どこか で線引きで きる
ようなものでは ないからであ ると考える 。よ って、本論文の 第１章におい て日本語オ ノマ
トペを教育とい う観点から定 義付けした が、 定義付けの目的 や視点の違い によっては 、日
本語オノマトペ をどのような 語として捉 える か、またそれを どのように定 義付けるか とい
うこともまた異 なってくる可 能性が残さ れて いると考える。 今後の課題と したい。

第２章では、日 本語オノマト ペが既存の 辞書 においてどのよ うに扱われて いるかとい う
ことを見るため に、調査と考 察を行なっ た。 学習者が教科書 や教材、また は日常の言 語生
活の中でオノマ トペに出会い 、その意味 や用 法を知りたいと 思った時、あ るいは教師 が学
習者にオノマト ペの意味や用 法を説明し たり 、学習者の質問に 答えたりし ようと思っ た時、
最も手近な方法 は手元にある 辞書で確認 する ことであろう。 辞書はそのよ うな意味で 、オ
ノマトペ学習や 指導の環境に 欠かせない もの の一つであると 考えたからで ある。
調査の対象とし たのは、国語 辞典、擬音 語・ 擬態語辞典、外 国人のための 日本語学習 辞
典である。ここ での調査の目 的は二つあ った 。まず、それぞ れの辞書にど んなオノマ トペ
が見出し語とし て選定されて いるかとい うこ と。二つ目は、 それらの辞書 で、オノマ トペ
の意味や用法が どのように記 述されてい るか 、またその記述 は、オノマト ペの学習や 指導
にとって必要か つ十分なもの になってい るか ということであ る。
調査の結果、数 種類の辞書に おいて見出 し語 として採録され ている語には 、かなり相 違
があることがわ かった。オノ マトペが、 その 範疇を定めるこ との難しい語 群として日 本語
に存在するとい う事実が、辞 書の調査か らも 浮かびあがった 。二点目の意 味・用法の 記述
についての調査 と考察は、学 習の早い段 階で 出会う基本的な 語や、学習や 指導に困難 を覚
えることの多い 類義語や多義 語について 行っ た。調査と考察 の結果、日本 語を母語と しな
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い学習者にとっ て、既存の辞 書による意 味記 述や用例だけで は、オノマト ペの意味・ 用法
を理解し、運用し ていくため の情報を得 るこ とは難しいので はないかとい う結論に達 した 。

第３章では、日 本語オノマト ペが、実際 の言 語生活において どのように用 いられてい る
かという、オノ マトペ使用の 実態を把握 する ために、各種言 語資料と日本 語初級・中 級教
科書について調 査を行った。 序章でも述 べた 通り、日常の言 語生活の様々 な場面にお いて
多用されている オノマトペが 、従来の日 本語 教育においてそ の重要性に見 合う扱いを 受け
てきたとは考え にくい。本章 での調査と それ に基づく考察を 通して、オノ マトペが実 際ど
のように使われ ているか、ま た日本語教 科書 のどの段階にお いてどのよう なオノマト ペが
取り扱われてい るかを知るこ とで、オノ マト ペ教育の方策へ の手掛かりが 得られるの では
ないかと考えた からである。
調査の対象とし たのは、新聞 記事、雑誌 記事 、シナリオ集、 漫画という各 種言語資料 と
初級・中級の日 本語教科書で ある。それ らの 資料や教科書に 見られるオノ マトペには どの
ようなものがあ るか、また複 数の教科書 に扱 われている語、 各種言語資料 において高 頻度
で用いられる語 は何かなどの 調査を行っ た。 これらの調査と それに基づく 考察は、日 本語
教育においてオ ノマトペがど のように学 習さ れまた指導され る得るものか を知る上で 、前
提となる大切な 情報であった と考える。 今後 も、同様の調査 をより広い範 囲で行って いき
たい。特に、オ ノマトペは書 き言葉では なく 、日常の話し言 葉においてそ の使用が頻 繁に
見られることか ら、今回は調 査の対象と でき なかった自然談 話資料やテレ ビ番組にお ける
談話資料等につ いても調査を 行っていき たい と考える。日本 語母語話者に よる日常会 話コ
ーパスの出現が 待たれるとこ ろである。

第４章では、こ れまでの日本 語教育にお いて 、決して十分な 学習や指導が されていな か
ったと思われる オノマトペの 教育につい て、 様々な観点から 考察した。始 めに、日本 語教
育におけるオノ マトペ指導、 また基本オ ノマ トペ選定に関す る先行研究を 概観し、次 に、
日本語教師や学 習者にアンケ ートやイン タビ ュー調査を行っ た。この調査 の目的は、 学習
者や教師がオノ マトペをどの ように捉え てい るか、また、こ れまでどのよ うに学習・ 指導
してきたか、そし てオノマト ペ教育に対 して どのように考え ているかを知 ることであ った 。
次に、従来行わ れてきた語彙 指導の方法 論と そこで用いられ る教材や指導 法について 吟
味した。そして 、これまでオ ノマトペ教 育が 十分に行われて こなかったと 考えられる のは
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なぜか、なぜ今 オノマトペ教 育が必要だ と考 えるのかという 、オノマトペ 教育の基本 的な
考え方と表現教 育としてのオ ノマトペ指 導の 必要性を論じた 。また、オノ マトペの音 象徴
性、音韻・形態 的特徴を学習 と指導にど う援 用できるかとい う観点からも 考察した。
オノマトペの統 語的特徴につ いては、日 本語 中・上級教科書 とオーセンテ ィックな教 材
を題材とし、オ ノマトペが文 中でどのよ うな 役割を果たすの か、それらは 文中におい て必
須の要素となっ ているのかと いう観点か ら調 査と考察を行っ た。また、オ ノマトペは 、言
うまでもなく日 本語母語話者 の感性や身 体感 覚、すなわち五 感と密接に関 係している 語彙
である。そこで 、多義である オノマトペ が複 数の意味を持つ にいたった過 程と多義の ネッ
トワークを、認 知言語学の観 点から明ら かに することを試み た。
以上、第４章で は、オノマト ペの持つ様 々な 言語学的特性と 、オノマトペ 教育への方 向
性を明らかにす ることができ たと考える 。特 に、学習者と教 師を対象に行 った調査は 、対
象人数も限られ たものであっ たが、オノ マト ペ教育に対する 学習者や教師 の生の声を 聞く
ことができ、本 研究の主眼で ある第５章 、第 ６章に向けて非 常に貴重な示 唆が得られ たと
考える。今後は 、学習者のオ ノマトペの 学習 状況やその習得 過程なども研 究の対象と して
いきたい。

第５章と、続く 第６章は、本 論文におい て筆 者が目指した日 本語教育のた めの「基本 オ
ノマトペ」の選 定とそのリソ ース化であ る。 さて、第４章ま でで、日本語 オノマトペ につ
いてその定義の 問題から使用 の実態にい たる まで、また日本 語教育におけ るオノマト ペ学
習と指導の方策 についても、 様々な方向 から 調査・考察し論 じてきたわけ であるが、 オノ
マトペの教育に ついては、学 習のごく初 期の 段階から中級、 上級さらに超 上級にいた るま
で、語彙教育 として多種 多様な方策が 考えら れるところであ る。しか し、本論 文において 、
すべての学習段 階での教育に ついて、ま た語 彙教育として考 え得るあらゆ る方策につ いて
論じ、またその ための具体的 な成果を提 示す ることは不可能 であると考え た。よって 本論
文では、筆者が 、オノマトペ 教育におい て今 、最も必要であ ると考えたと ころの＜比 較的
早い段階からの オノマトペ教 育＞の方策 とし て、日本語教育 のための「基 本オノマト ペ」
の選定とそのリ ソース化を試 みることと した 。
第５章では、始 めに「基本語 彙」とは何 か、 日本語教育にお いてどのよう な語を「基 本
語彙」と考える のかという点 についてい くつ かの先行研究を 概観し、本論 文における 考え
方を述べた。ま た、８種の基 本語彙先行 研究 の文献を資料と し、複数の文 献に重複し て選
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定されているオ ノマトペを、 本論文にお ける 「基本オノマト ペ」選定のた めの基礎資 料と
した。次に、日 本語教育にお ける「基本 オノ マトペ」とはど のようなもの かという、 本論
における基本オ ノマトペ選定 に向けての 考え 方と選定のプロ セスを述べ、 その考え方 とプ
ロセスに従って 日本語教育の ための「基 本オ ノマトペ」70 語 を選定した 。以下がそ の 70
語である。

あっ さり

いらい ら

うっかり

う ろうろ

うん ざり

がた がた

がっか り

がやがや

か らから

がん がん

きち んと

ぎっし り

きらきら

ぎ りぎり

ぐっ すり

ぐっ と

くるく る

ぐるぐる

げ らげら

こっ そり

ごろ ごろ

ざあざ あ

さっさと

さ っと

ざっ と

さっ ぱり

さらさ ら

しっかり

じ っくり

じっ と

じろ じろ

すっか り

すっきり

す っと

すら すら

ずら り

そっく り

そっと

そ ろそろ

ぞろ ぞろ

たっ ぷり

ちゃん と

どきどき

ど っと

どん どん

にこ にこ

のろの ろ

のんびり

ば たばた

はっ きり

ばっ たり

はっと

ぱっと

は らはら

ばら ばら

ぴか ぴか

びっく り

ぴったり

ふと

ふら ふら

ぶら ぶら

ぶるぶ る

ふわふわ

ぺ こぺこ

ぺら ぺら

ほっ と

ぼんや り

めちゃくち ゃ

ゆ っくり

わく わく

この 70 語は、あくまで日本語教 育における 学 習・指導のために、基本 的なオノマ トペを
リソース化する という目的で 選定したも ので ある。従っ て、この 70 語を中 級レベルま でに
すべて学習・指導す ることが望ま しいという 意味ではもちろ んない。同時に、この 70 語以
外のオノマトペ を学習・指導 することを 妨げ るものでもない 。それは、特 に中級レベ ル以
上になると、語 彙の学習の範 囲や習得の 過程 は、個々の学習 者の学習目的 や学習環境 によ
っても大きく異 なってくるこ とが想像さ れる からである。そ のため、学習 語彙のシラ バス
を定めることは 、実際には大 変困難なこ とで あるわけだが、 本論文では敢 えてそのこ とに
挑戦し、ここに試案 として提示 したわけで あ る。今後は、この 70 語という語数、またその
選定プロセスが 適正なもので あったかを 再度 検討し、基本オ ノマトペ選定 に向けての 考え
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方とそのプロセ スをより精緻 化していき たい と考える。

本論文の最終章 である第６章 では、第５章 で 選定した「基本オ ノマトペ」70 語を、日本
語学習者と教師 のオノマトペ 教育を支援 する 目的でリソース 化し、本論文 の成果とし て提
示した。リソー ス化は、以下 の４つの段 階に 分けて行った。

（１）オノマト ペの「用法」 の提示
始めに 用法 とし て、各オノマト ペが文中でど のように用いら れるかという 統 語 的 考 察 を
行った上で、そ のオノマトペ が持つすべ ての 用法を示す。用 法を示す文例 は、意味が わか
る範囲でなるべ く簡潔なもの とする。こ の用 法提示によって 、学習者は、 副詞用法で あれ
ば動詞や形容詞 との共起関係 、また「す る」 動詞になるか、 形容動詞的用 法あるいは 名詞
としての用法を 持つか等、当 該オノマト ペの 文法的働きの情 報を得ること ができる。
また、オノマ トペのアクセ ントは第１ 拍頭 高型である場合 が最も多いが 、用法によ って
はアクセント型 が異なる場合 がある。こ のこ とも、オノマト ペを使用する 際には重要 な情
報となるので、 各用法につい てどのよう なア クセント型で発 音されるのか ということ を記
号で表示する。 以下に、「ぺ らぺら」「び っく り」を例として 挙げる。
１．外国語 がぺ らぺら だ。（平板アクセ ントのため、ア クセント記号 は表示しな い。）
┐

２． ぺら ぺら よくしゃべる。（頭高）
┐

３．大きな 音がしてび っ くり した。（中高）
┐

４．び っくり箱 を もらっ た 。（尾高）

（２）オノマト ペが用いられ る「文例」 の提 示
次に、その語が 用いられる「 文脈」を示 すこ とが重要である と考え、これ までの辞書
や教材における 単文レベルの 例文ではな く、「文脈」を 伴ったより 長い例文 、または 複数 の
例文を提示する こととした。それ が、 文例と 意味 における「文例」で ある。ここ で 、各 語
が基本的なオノ マトペという ことを考え 、日 本語の教科書・ 教材に現れた 例文やオノ マト
ペ教材等の解説 に見られる用 例を参考に 、出 来る限り平易な 例文を提示す る。各オノ マト
ペが複数の意味 を持つ場合は 、その一つ 一つ の意味に対応す る例文を挙げ る。ただし 、こ
こでは、文学作 品等における その作家特 有の 用例や、非常に 臨時的に用い られている と思
われる特殊な用 例などは対象 としない。 また 、用例として辞 書等に記述が あるもので も、
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日常的にあまり 用いられてい ない用例は 、学 習者にとって習 得の必要性が 低いと考え 、こ
こでは省くこと とする 。この「文例 」によって 、そのオノ マトペが実 際にどのよう な場面、
状況のもとに用 いられるかを 示すことが でき ると考える。

（３）「文例」の ＜意味＞の 記述
次に、それぞれ の「文例」に ついてその ＜意 味＞を詳しく記 述する。意味 の記述は、 で
きる限り平易な 言葉を用い、 かつ具体的 に行 う。すなわち、 従来の辞書に 見られるよ うな
同義語による置 き換えや類義 語による言 い換 えで説明する循 環定義を避け 、その語が 実際
どのように使わ れるのか、そ の語を使う とき の場面や状況を 含めて記述す る。
ここでの記述方 法は『コウビル ド英語学習 辞 典』
（1990，秀文インタ ーナショナ ル）の方
式を採用する。 同辞書は、様 々な素材に 表れ た現代英語のデ ータをコンピ ュータを用 いて
分析することに より、それぞ れの語が実 際ど のように使われ ているかを明 らかにした 辞書
である。最大の 特徴は、従来 の辞書で行 なわ れていたような 、語の置き換 えによる定 義を
避け、単語の意 味を具体的な 状況に即し て文 章をもって説明 、何が主語に くるのか、 どの
前置詞をとるの かといった基 本的な情報 や、 その単語の使わ れる場合や前 後関係等を 説明
していることで ある。

（４）日常的な 場面における 「会話例」 の提 示
教材化の最後の 段階は、 会話 例 である。「会 話例」は、日常 生活の様々な 場面におい て
交わされると考 えられる短い 会話例を創 作し 、提示する。各 会話例には、 ＜だれが＞ ＜だ
れと＞＜いつ＞ ＜どこで＞＜ 何について ＞＜ どんなことを＞ 話しているの かという会 話の
背景がわかるよ うに、場面や 状況、登場 人物 を設定し、記述 する。また、 会話特有の 表現
や、あいづち 、フィラ ー等もなる べく自然に 近 い形で提示する 。以下に、「基本オノ マトペ」
にお ける リ ソー ス 化の 一例 を 示す 。（ 紙 幅の 関係 で、 文 例と 意 味 ２ ．３ ． と５ ． は 省 略 し
ている。）

【ぴ ったり】
用例
┐

１．くつのサイ ズがぴ ったり 合った。
┐

２．子供が母親 にぴ ったり とくっついてい る。
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┐

３．体にぴ ったり した服を着る 。
┐

４．９時ぴ ったり に学校に来る 。
┐

５．この仕事は 私にぴ ったり だ。
┐

６．これはプレ ゼントにぴ っ たり の商品です。

文例と意味
１．デパートの 洋服売り場で 、色とデザ イン がとてもすてき な服を見つけ た。着てみ たら
サイズもぴ った り 合ったので、少し高かった けれど、思い切 って買ってし まった。
＜意味＞
洋服やくつの サイズがぴ っ たり 合うというのは、大きすぎず 、小さすぎ ず、サイズが 本
当にちょうどい いという意味 です。洋服 は少 し大きくてもだ いじょうぶで すが、くつ の場
合は特に、サイ ズがぴ った り 合っていると、歩きやすくて足 も疲れません 。

４．山田さんは 、みんなと会 うとき、い つも 約束の時間に遅 れてくる。で も、今日は 、先
生もいらっしゃ る予定だと言 ったら、約 束の 時間 ぴ ったり に来た。
＜意味＞
約束の時間ぴ っ たり に来る、というのは、例 えば５時に会う と約束したと き、５時 ごろ、
つまり５時の少 し前、４時 55 分とか、５時ち ょっとすぎでは なく、ちょうど５ 時に来ると
いうことです。

６．友達が結婚 するので、プ レゼントを 買い にデパートに行 った。何をプ レゼントし たら
いいかわからな かったので店 員に相談し たら 、結婚のお祝いに ぴ っ たり の商品をいくつか
アドバイスして くれた。
＜意味＞
だれかに何か をプレゼント するとき、 何を あげたらいいか 、どんなもの が喜ばれる かい
ろいろ悩みます 。そんなとき 店員に、ど んな 相手に何のプレ ゼントをする か話して相 談す
ると、相手が喜ぶ ようなとて もいいプレ ゼン トの例、つまりそ のプレゼン トに ぴ った り の
ものを教えてく れます。
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会話例
１）［デパートの くつ売り場 で］

Ａ： 客

Ｂ：店員

Ａ：あのう、これ 、ちょっと ゆるいんです け ど、もうワンサイ ズ、小さい のありませ んか 。
Ｂ：はい、これ ですね。今、 お調べして まい りますので、少 々お待ちくだ さい。・・ ・
こちらが一 つ小さいサイ ズになりま すが 。
Ａ：ああ、いい ですね。これ ならぴ っ たり です。じゃ、これ 、ください。
Ｂ：かしこまり ました。

２）［結婚式で］ Ａ，Ｂ：大 学時代の友 人同 士
Ａ：ねえ、みち こさんと彼、 本当にすて きな カップルだよね 。
Ｂ：うん、あの 二人、大学 1 年のときか らほ んとに仲がよか ったもんなあ 。性格も趣 味も
考え方もほんと に合ってるみ たいだよ、 お互 いに。
Ａ：いいわね。 あんなふうに 、ぴ った り の相手と結婚できる なんて・・・ 。

第６章において 提示したもの は、そのま ま教 室に持ち込まれ て学習・指導 の対象とさ れ
るようなもので はなく、先に も述べたよ うに 、あくまでも学 習者の自律学 習と教師の 指導
を支援するため のリソースで ある。いわ ば、オ ノマトペ学習の ためのハンド ブックとし て、
利用されること を期したもの として理解 され たい。
今後は、より高 いレベルでの 学習や指導 に向 けて、語を選定 し引き続きリ ソース化を 行
なっていく予定 である。また オノマトペ に限 らず、中級以降 の学習者にと ってその理 解や
運用が難しいと される一般の 副詞につい ても 同様のリソース 化を行ってい きたいと考 える 。
なお、このリソ ース化の一部 は、国立国 語研 究所が行っている e-Japan 事業のインタ ー
ネットサイト、「 日本語を楽 しむ―表現 豊か な擬音語・擬態 語―」
http://jweb.kokken.go.jp/gitaigo/index.html

において平 成 16 年度 より公開中 である。

サイトを見た学 習者また教師 から様々な フィ ードバックを得 ることができ 、またその 学習
や指導の一助と なることがで きるなら、 研究 者としてまた現 場の教師とし て望外の喜 びで
ある。
以上
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