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ちじるしい個人差があるのは当然であろう︒私の子供に'昭和35年

二歳児のはあい

池

一はじめのことば

6月30日生まれの男児がいる︒昭和37年相月現在満二歳三か月にな

人々の生活が皆それ・ぐ違うように'幼児の言語発透の過程にい
はじめのことは

る.私は'この幼児の言語生沼がどのよ‑に展開してい‑かを観察

‑

幼児の言語生活の実態

一

いろいろな表現法
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文章期

i

したいと考え'新し‑増加してい‑言語を毎日採蛮した︒記録の方

・

日時称の表現

・

法はいろいろ考えられるが'私は手はじめとして最も単純なこの方

(

TTH間

T

法をとったのである︒
U

肖擬音語・擬態語

て'﹁各歳に於ける語頚の調査は'従来その子供が新に転碍したる

言語を彪日記帳整理することが行ほれて居たが︑之は労多くして

的
蝣
̲
‑
>
‑
:
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田i‑vr‑3^間tif

的総括表現

却って粗漏に陥る﹂として'﹁満二歳の誕生日を中心として前後十

日間即ち合計三週間に於てその子供が使用する凡ての言語を枯細に

四 結びのことば

記入する方法を企て﹂'﹁その結果は前の方法よりも却って正確の

‑589‑

やうに恩ほれたので︑同様の方法によりて﹂半歳嶺に吾桑を倍試めて
おられる︒したがって私も子供が捕二歳半になれば'久保阿士の方
法によってことばを蔑めてみよ‑と考えている︒

叩代蝣‑]蝣﹂蝣!‑

的形容動詞(話しことばと諜きことばの開芯)
㈹副詞と担体詞

'i助動詞

㈹Hi詞

糾接続詞

の一年三か月の期間のうち'あとの部分をまとめたものであるぐ

この報告は︑隅一歳の昭和36年7月から清二歳三か月の現在まで
(この場合'槙放したことばはほとんど記載していない︒)すなわ

四 いろー‑＼ハ‑+,i‑y︑円 山

三 文葦期

五 mm

ちへはじめの三か月は︑もっぱら単語習得を中心とした一語文の時

のつもりであるが'﹁一語文

期であり︑あとの一か月は文構成の時期で︑その‑ち文章期にはいっ
たのは'清一歳からかぞえて七か月DI[であった︒はじめて二語文を

Lt^r.‑'^^r.撃'・'^笠け蝣P‑V.い‑'蝣)思う︒

‑単語の分HI﹂の軍は省略

記録したのは研一歳三か月の時(久保博士の長男は一年玉か月半'

文章期

三男は一年七か月)であるが︑それから約一か年の問に急速な発達
ってきた︒私は'粗雑さを免かれぬことを知りつゝ'毎日の生活の

を見せ'現在では最低限度のコミュニケ‑シmンは営めるようにな

一語文では語莞数が考察の中心となりへ多語文になれば︑文の長

・・'

∴

∴‑‑,‑i

さ.n一つの問題になると考えられるが︑文等期においては︑文の数

中での子供の言語の発達過程をとおして'同語教育の可柁性の限界

︑I・

をのぞき見るような気符で幼児のことばを書きとめたのである.し

つ㌧⁚̲

や表現のしかたが考賀されねばならぬだろう︒精神年令の発達とと

へ:蝣"蝣'.﹂O'‑iii・;';;‑?"a;RTi=Lに﹂Vj寸rLく'一日

(W.Stern,192∞)の研究による言語の発達段昭をあげてみよ‑︒

次の﹁いろいろな表現法﹂の章の参考にもなるので︑シュテルン

にl i"か二㌢は しいi¥‑‑'<;;‑.HV‑)=*C‑r;∩;1JしていくO

この川は黙宣言

ようになる︒時期的に言えば私の子供のばあいは前一年七か月でへ

異なった表現をまとまった思考の形として続けて言うことができる

る︒はじめは︑同じ表現のくり返ししかできなかったのが'やがて

志を伝え他人と恩相思を交換しようとして多‑の表現の要求が出てく

..∴.・・

たがって統計的処理は第二義とLt国語教叫Hの立場から発通の過程

序

./tH‑語の分HI‑

蝣Y)てへ この.析ffK?e:0㍍.国は

を流動的にとらえることをねらいとした︒

一

二 一語文
H名詞
uTT代名詞
肖動詞(語幹のみのものも含む)
倒形容詞(形態語と情態語)

︑
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それは﹁大体わが国の幼児にもそのままあてはまるのであるが︑第
一期は一‑一才半で'その発音のかたちからい‑と'片言であり'
意味からいえば一語文の時期である︒堕l期は一才半‑二才で'幼
児は﹃それなに￡ ﹃これ?﹄という工合に事物の名をつぎつぎと
尋ねて︑知っている吾の数が急に増加してい‑Oその内容も'名詞
のほかに動詞や形容詞とかが用いられ︑その話す文軍も一語文では
なくて,二語文または多語文となる︒第三期は二‑二才半で'動詞
の語尾が変化して︑時の区別ができるようになる︒しかし'まだ内容
は覇柄の羅列にとゞまっていて'単文である︒第四期は二才半以後
で︑複雑な内容を表わし'形式は主文と従属文とからなるものにな
る︒この時E,には助詞を使用するが︑その誤りはしばしばある︒﹂

﹂事

S3・ォ.・S コッチ'プープー︑ナィ︒(いつものところにバイ

パパ'ガッコウ'アッチ'イッタ︒(パパが乗っ

クがない︒)

て学校へ行った︒)

&・CC・<N (尿損から目覚めへ ねむいので泣きながらくり返

丁ラウ︒(rK‑J‑:‑X‑)

(動作とともに言う︒)

SK

ヌゲタ︒ヌブタ0(ぼくが起きたらぬけている.)

オキタ︑オキタ︑オキタ︒

タンタ'ア‑ア︒タンタア‑ア︒(靴下がぬげ

(間一年八か月)すo)

2

タッキンo (石けんをちょうだい︒)

ヒト‑'アンガ︒(ひとりでいすにあがる︒)

モウ'イィ︒

(誓児寧心琶入門﹄中村秀'着信聖文輿昭和二十九年)竺
期の例としては﹁見タ,ポッポ見タ︑チェン見タ﹂(弼震規篭
論博士)があげてあるが'私は︒れ妄章期の考察の対象とみ
て,こ1で自分の子供の例を出現の順序を追って記すことにしよ

パパへガッコウ︒(パパは'あっちへ行った︒パパ

re・﹂ パパ︑アッチO (パパは'あっちへ行った︒)

か︒)

(自分で区別して言う0識別のカが表われてきたの

アッチ'アマド︒(あっちのが雨戸だ︒)

M TC 1‑H ガラス︒(これはガラス戸だ︒)

IS
(初出'

is・ォ・‑ パパへ アッチ'イッタ︒ガツコウ︑アッチ︑イツタ︒

(さじを出してママに持すO)

ポクへ べチャべチャ︒

ママO

満一年七か月)は'学校へ行ったO)
K・tM・m

ス〆︒(今'パパはいないけれどすぐ帰る︒帰った

プープー︒(プープーに乗って行った︒)

IN ポク︑7‑ア︒ (ぼ‑の眼のボタンがはずれてい

らプープーに乗せてもらえる︒)

母﹁ママが食べさせてあげようね︒ば‑かするとべ

co

ちゃ/＼になるわね︒﹂
(昨日へ 母親から言われたことを'きょうは自分か
ら言う︒)

591

る︒)

オンモ︑イコウ︒バアチャント︒バアチャン

ハメチ︒(ママ'はめてちょうだい︒)

ポクへ

ママへ
fc・・*.(N

キレイナッタO

(ぽ‑手を洗

7‑ンア‑ン'ナカナィ︒ポク︑ツヨイo

トイコウ︒
ポクへ

フイタ︒ボクへ

(ぼくは泣かない︒強い︒)
ボクへ

(満一年九か月)
fe蝣ォー5

So・*・2

ってふいた︒きれいになった︒)

ヨク︑ムグ︒ポク︑ヨ

アカイ'プープーへキルカナoキナイカナ︒(赤い

コワィ︒スコィ︒

m'^・ォ C冒がなり︑夕立のような大雨が降る︒)
﹂・*・S

母﹁赤いプープーくる?﹂

自動車が来るかな︒)
キナィ︒
母﹁こないね︒﹂

mク︑ムグ︒

S3‑ォ・S? Cゆで卵の皮をむきながら)
ヨク︑ムグ︒

ク'ムグ︒タマタ︑ヨクムグ︒

かりに一年七か月から一年九か月までの三か月間の記録をたどっ
てみるとtだいたい二文か三文の宍現が動作とともにあり'それら
がしだいに串柄の羅列から完成した文および文章になってい‑様子
が観察される︒なおへ これらのなかには︑最後の例のように'﹁ぼ
くは卵をよ‑むぐ.﹂と一文にまとめて琴見ることもできるが'私
の考えとしては︑子供のせい一はいの表現が一文へ一文に出ている
のであって︑それを混視することが必要であろ‑と思う︒

≡いろいろな表現法

Lti:'‑‑‑.;蝣‑.;・

﹁ワンワン﹂という一語を'﹁犬がいるo﹂﹁犬が行ったoL

﹁犬を見にいこう.﹂など幼相の体険に応じて佼‑一語文に二語文

が加わり︑さらに三語文へと進むLT動詞の数も少しずつふえて︑

退去・瑚在・宍系の時称の宍甥が山て‑る︒その間︑早くも打消し

の表現は描一年四か月に﹁アツイナイ﹂(熱‑ない)︑一年玉か月

に﹁バアチャンナイ﹂(おばあちゃんではない)と言っているO

過去表現は︑捕一年四か月に﹁アッタO﹂皇IBったが'一年玉か

月に︑
<‑・﹂蝣COニャンO(猫をよぶ)アッチ'イッタO
S・o>チ︒ウチョヘアッチ'イッタ0(班が向こうへ行っ

た︒)
などしだいにはっきりと言いはじめ︑これが最初の三吾文であっ

て過去表班がちょうど三語文の出現と一致したわけである︒この

﹁(なになに)アツチイッタ﹂の形は︑しばら‑くり返し使用され

るoそれからへ﹁オキク﹂へ起搾)﹁タべタ﹂CS.Pi﹁キ

タ﹂(&・^﹁デタ﹂(fe・"・S)などどん71使われる

潤.O.t︒タイタイ'イコ︒タイタイ'イコ︒(油の金魚を見

cc
oi
,‑
Oi
.1
<‑
M1付﹁たいたい(魚)買いに行きましょうね.﹂
c
タイタイへイコイコ︒

‑﹂の一語に限られていた︒

の未然形)がはじめは7
7蕊表現として使われて蝣Kり'それも﹁行こ

ようになる︒
それ上土里.'.'!・'‑‑言り‑‑:‑.a:川 ‑1Pっ・LFJぅ﹂/

fl'12

アッチ'イコ0

に行こうとする︒)
i‑i・o

ー

l

サ

﹁あt

バク︑バク︒

母

ね︒﹂
ニング︒
SKESi

はきましょう

●

父﹁ぼくは?﹂

一才九か月)

には'

ちじるしく多くなっていて'一年八か月末には﹁特にきょうは使用
がめだつ﹂とメモしている︒

パイル︒

ポチャ'ハイッタ︒

プロへ

さらに一か月後の昭和
パパへ

ポク︑フロへ

あちゃんがい‑oその泊りだo)

(現在や退去を使いわけて亭乙るのがおもしろいらしいとおば

キョウ︑ラッシー'アル︒(き守っテレビの ﹁名犬ラッシー﹂があ

とある︒やがて一才十か月になって'

る︒)と︑きょ‑'きのうの税念がおぼろげながら出てきて'以後

(ぼく

児結石言語Jl火EE部達郎)私の子供のばあいは'清二歳

ドコ〜二年三か月'初出)

疑問詞を用いるものと考えればよい︒

一つは︑疑問式質問としてみよう0通常多く使われる質問形式で

前後の故買にしたがって次の二つの形式に分けて整理してみた〇

Cdh

二丁) に:'yJ'‑'‑'一 幸 六 二一才..:T ':',')としている︒

質問期(どこ︑いつ︑どうして等)とを挙げへ前者は第三期初二

得されてい‑.シュテルンは'第一質問期(物の名を問う)と第二

幼妃の言語は'おとなの模倣と一方では物の名を問うことから習

口 腎.悶

の言い方が一年七か月ころから少しずつ出てくる︒

なお︑つけ加えれば﹁アイティル﹂ へ閃いてる)など﹁テイル﹂

いさ. ゝか時日を要するよ‑である︒

しきりに使おうとするが︑正花に使いわけられるようになるには'

(2,ぐ)

﹁ボク︑イタ

(見る)
﹁チャムイ﹂

(琴い)へ

アッチ' イ ク ︒ ア ッ チ ' イ ク ︒

は‑のOくっく(靴)へ

現在形は'ことばの中にようやく動詞がめだって‑るころ︑I'JT一

‑

s

H

年六か月になって現われる︒

c

c

‑‑fe

o

te.,‑i.o

c

c

形容詞ではそのころへ

ィ︒﹂などがある︒おもしろいことには' 同 じ こ ろ に 自 分 と い う こ

﹁ポク'マニャ'ネンネ﹂

とを知りはじめへ ﹁ポク︑べべ﹂ (ば‑の股)'﹁ポクへ ポチャ﹂
(ぽ‑ほおふろにはいった)︑

モッテクル︒‑‑モッテキタ︒

バク︒‑‑ハイタ︒

やがて'一年八か月ころには

はへまだねんねする)などの表現が並行して見られる︒

cc・﹂
S5‑ォ・2

と動作とともに達流して使うようになるO
te‑C0‑‑のメモには次のように記している︒
﹁すっかり幼児期らしい傾向がみえる︒足も丈夫になり'よく歩
く︒甘いものが好きになるOよく遊び'よ‑ねむる.言葉をはっ
きりとまねるO過去形をしだいに多く使うようになるO﹂
また志向形もこのころには'﹁ポクへ ネンネシTnウ︒﹂ ﹁タ.へn
ウ︒﹂ ﹁ココ'アソポウ︒し ﹁ボク'シッコショウ︒﹂のようにい

fi9S

ドッチ? (一年三か月)
ドコダ?二年八か月)

ドコグロウP(一年十か月)

ナニシテルノ?二年九か月)

オジイチャンへドコニイクノ?

ドコニアル?(二年)

ナニP(二年)

ナンヂシmウ<‑(一年九か月)

コレ'ドコイクノ?(二年)
(二年)

ドシテ︑オチタノア(二年)

(二年)

ドコ,アルノア二年十か月)

二年十一か月)

オジイチャンハ?(﹁どこ﹂を省略)
ドウシタノ?
ドゥシテ?(一年十一か月)
ダレニモラッタノ? (二年)
ドレグッタカナ? (二年)

年二か月)

コレ︑ドゥヤルノ‑(二

ポクノモッテルノ'ナニカナ?(二年一か月)
ドウシマショウカ?(二年二か月)

キ︒ウノシンブ

いま一つに︑反開式質問ともいえる形のものがみられる︒
モウンスダノアr二年十/か月)
イコウか?(一年十一か月)
ママへ カンデル?(二年一か月)
アレ'ハタカナP(二年一か月)
コレアシタノア母﹁ちがうよ︒きょうのよ.﹂

ナオッタン?(二年二か月)

ン?(二年一か月)
オバアチャンへ

ママ,ヒコウジョウへイキタクナイ?(二年一l一か月)

これらを時期的にみると︑疑問詞を用いた質問﹁ドコ﹂ ﹁ナこ

﹁ダレ﹂ ﹁ドゥシテ﹂などがおよそ一歳半上一歳へ反間式の質問が

二歳以後と考えることができる︒
⇔ 擬音語・擬態語

擬音語は'幼児が習得しやすいものとして重要な位記をしめる︒

てしきりに用いられるが'擬態語もまた︑いろ・・1使われて幼児の

早くから﹁ワンワン﹂ (犬) ﹁プープー﹂ (自動軍)と一語文とし

ン﹂だの﹁ドシン﹂などのことばを発するときにはま動作を同時に行

言語生活を豊かに生き生きとさせているよ‑であるo ﹁ピョンピn

っているようにさえみえる︒

なうのであるから'幼児にとっては言語流動が身体全体の活動とな

G^では'
コロン〆ン.ステンコロ‑ントコロンダン︒(二年二か月)のよ

ち,文論・文章論的に亭えば'この擬音語・擬態語が多く倒冠の表

うに,あとからつけ加えて二号っこともしばしば開かれる︒すなわ

現であったり︑主語述語のみの基本文塾の次に修飾語を加えて同じ

法として自然に身につけたものであろう︒琴えてみれば'母親であ

文をくり返す表現だということであるO表現を豊かに的確にする方

る私やおばあちゃんへまた父親も擬態語を多‑使って子供に話しか

今までに収録したものを列挙してみると次のようである︒ここで

けているということにもなる︒

いられたものを月令を追って順に表にしてみようO

は,名詞や動詞の代用として使用されたものを弔き'副詞として用

一年一か月 バクバク 父﹁牛が茸をたべてたね︒﹂ ﹁バクバ

>‑}

ク︒﹂ (小さい字は'はっきりしない発

‑594‑

一年二か月

一年一二か月

一年四か月

一年半

一年七か月

ジャー

(テーブルをけって音を出して言う)

(水を流す音をまねる)

(とびおりる動作とともに言う)

(まわる様子)

(ひっか‑普)

i
i
b
f
t
l
a
コ日ソ

クルクル

(ひこうきの爆音を聞いてまねる)

コ1‑日ノ

ゴー

の?﹂

﹁アーンアン︒﹂

﹁ワンワンへウオー︒﹂

(鈴を手にもっていう)

(頭などをぶっつける時いう)

てるわね︒﹂

E)
母﹁そう︒わんわんがウオーつていっ

(二語文の最

母﹁どんぐりは'どういってないた

ダーン

ア‑ンアン

ウオー

ゴン
チリン︑チりン

(やぶる音)

い蝣蝣;<)

(おもちゃのあひるをお湯に浮かせて

(電灯かつく時) (光っている)

﹁ママ︑ガラガラ︒﹂

母﹁雨戸をしめましょう︒﹂

(自分でころがりながらいう)

プ‑ラン' ブ‑ラン
ゴB'na
ガラガラ

ピカピカ
nass

ドシン
U",vi‑十ン
バ ‑ ツ
fiRKB曲

一年八か月

々

山蝣1/

●

:.守

﹁タッタッタ'アッチ'イク︒﹂ (鍾

﹁ボクへ コツンヘ アタマ'イタイ︒﹂

(軍の音をまねてあそぶ)

っていく)

﹁ボンボンボン'ポク'ブラフラ︒﹂

ガタンガタン
コ ツン

い‑0)

(ぱちんとは

イッテル︒﹂

(わんわん

オド

(のどを見てもらっ

﹁ハ

(そうじ機がプ‑と

母﹁そ‑ね︒﹂

﹁ブ‑'イウ︒﹂

﹁ママガ︒﹂母﹁ママがいたい︒﹂

﹁アクマ'プチン︒﹂母﹁いたい︒﹂

てげ‑といった︒)

﹁ノド'ウ‑︒﹂

ッテル︒﹂

﹁ニイチャン︑チャンチャンへ

デル︒﹂

﹁タイタイ'ポチャボチャ'オヨイ

と'ないている︒)

﹁ワンワンへ

﹁カエユ(蛙)'ピTnンピTnン︒﹂

(戸があ‑普)

まらない︒)

﹁パチン'ハメナィ︒﹂

へポールをなげる時) (たゝ‑時)

ったね︒﹂

母﹁ボンボンとなげて︑ふらふらにな

プラプラ

ボンボンボン
パチン

がラッ

ンピnン

一年九か月

ワンワン

ピn
一年十か月

ボチャボチャ

チャンチャン

ウ‑

プチン

ブ‑

メテ︑ブIt イウ︒﹂

‑595‑

rBiW

(おばちゃんの家の前で'石をドボン

﹁オバチャントLコ︑イシ︑ドポーン︒し

﹁カエル︑キャッキャツ︑ナイテル︒﹂

となけた︒)
A・ヤツキャッ

﹁ハチ'イル︒﹂﹁ハチ'チクツト︒﹂

﹁ボーッテ︒﹂
﹁ポク︑オコショウ︒﹂

ネテル︒﹂
﹁シャシnウサンガへ

﹁ゴロン

(かえる

パタッチプッチタデショウ︒﹂

ハタヲ'パタ

﹁ワンワンガ,竺アル︒グーゲーツテ

﹁グングント︒﹂父﹁そっだな︒﹂

父﹁ごほんたべて大きくなるんだな︒﹂

のおなかが)

﹁ヒクヒク'ウブイテル︒﹂

ソテンシタ︒﹂

﹁ポク'ウンテンシタ︒プープートウ

﹁ポテントオチタ︒﹂

父﹁かきがおちたね︒一

トトオコショウ︒﹂

﹁シャベルデオコショウ︒﹂

(おこそう)

﹁キシャポッポ︒﹂母﹁きこえたのP﹂

﹁カエル'ギャクギャク'ナク︒﹂一

サス︒﹂

母﹁そうよoさすわよ︒﹂r≠クツトへ

チクット

ケングント

nEWS

フープ‑ト

ポテント

ゴロント

ボーッテ

fsza臨as

一年十一か月

二年

二年一か月

二年二か月

グーゲーツテ

ハタハタッテ

二年三か月

﹁ステンコPリントコ

ン︑オートバイニノッタン︒﹂

D.ンダ

ステンnロリント

﹁コウヤッテ'ギッコンギッコ

ン︒﹂

ギッコンギッコン

(丸をかく時)

(まわる様子)

(デパートの屋上で)
ゲルゲル

パタント︒﹂

母﹁しょ‑じがたおれたでしょぅ︒﹂

﹁ポクノアタマノウユニO

パタント

﹁プルーンッテヘ

ビコワキ︑オソラ

プルーンッテ

﹁デンシャガ'ヤー‑イッテシマッ

(以上へ 五十四語)

﹁ギュギュウテ︑シポル︒﹂

﹁ポールガ︑コロントコロガ‑マシタO﹂

タ︒ツギノデンシャニ'ノッタン︒﹂

ニ︑‑ブノコ︒﹂
サート

コロン‑

ギュウギュウテ

∵ お , ・ ・ : ∴

﹁ゴシゴシスル﹂

‑ .

蝣

﹁プラプラスル﹂

‑

I ' ⁚

﹁ウロウロスル﹂

ちなみに動詞として用いられているものには︑﹁チ︒ツキンチ︒
ッキンスル﹂

のが残念である︒
陶接続の関係

前一年八か月で多語文がめだつようになるがへそのころは柁助詞

﹁と﹂ ﹁も﹂ ﹁から﹂,接托助詞﹁て﹂が少しずつ準えるよ‑にな

メメ,トッ空フ︑ダメヨt︒(おもちゃの犬の目をとってはいけ

っている︒一年九か月になって'

‑ ,r)9(> ‑

ない)と言ったことがある︒はじめて条件法を開いた言い方であっ

. 蝣 ・ 7 0 ・ ‑

チモ

ソシテ

1書

﹁ポクノフエガナイコ︒オバアチャン︒﹂

﹁ソシテナイ

﹁ポクへイソガシイワ︒コレヲスルシ'オサメテ

L

﹁オパチャントコ﹂

母﹁そうQ

ルシ︒﹂ (二年二か月)

﹁コワカッタo﹂

タ︒﹂ (二年一か月)

(二年二か月)

﹁ソレカラオバアチャントコ﹂

母﹁どこへ行ったの﹂

母﹁そう︒﹂

が非常に少ないので'子供の言語生粥の発辻の上にもそれが

ばらしい勢で発達する時期にあった子供は'海綿が水を吸うように

せがんだ〇六C喪でも;2'<<′ら‑.Pc.pもる登記‑^T'T早ir‑ftす

れが物語にふれた最初で'非常に興味を元して何藍も読んで‑れと

絵本)の中に︑﹁五つぶのえんどうまめ﹂という物語があった︒こ

手性が‑Til能にな(.たこりハたま‑ こたSH*C小字vijP' AHル

㈲陳述

ることだと恩‑0

暗謁することから表現法を習得することも今後の問題として興味あ

は'物語を好むようになった近来使用を覚えたよ‑である.物語を

あらわれるのであろう︒こゝに見られる ﹁そして﹂ ﹁それから﹂

る比

それ>¥Jれ二川でrmいふれたに氾・OないO日章jirlP1‑i:‑.悠i*J﹂い

﹁たり﹂が現われてこないLt接続詞は﹁そして﹂ ﹁それから﹂が

これまでの撰累では'接続助詞の ﹁ので﹂ ﹁ば﹂ ﹁けれども﹂

白眉care

(二年こ如月)

﹁ナカヲミテモナイコ︒﹂

し 伝

蝣 , 蝣 >

おばあちゃん﹁かばんの中を見てどらん︒﹂

(金魚をつかんではいけな

たo母親の口まねではあるが'く.ん7‑語意の増す段階にあって表

∵

mxzm

現の衣桁としてまず獲得したものではないだろうか︒同じころに
タイタイ︑イジッチャ'ダメヨ10
い)
と真弓っ︒こういったところから複文の形へすゝむ現象が見てとれ
る︒

は

さて按紀の関係を'句と句へ文と文の二つに大きく分けて考えて

あいがあり'さらに㈹接続詞の使用とがある︒
m助動詞の仮定形
二年十か月

(一年十一か月初出)
(二

(一年十か月)

﹁ツッコングラ'ダメTn︒﹂
fr2J

年一か月)

﹁ミナガラ︒﹂母﹁どうするのP﹂
(二年一か月)

(二年二

チユウチユウウタガ

セッカクネタノ二︒﹂

(二年二か月)

﹁クライアナヲ'ノゾクトへ
キコエマス︒﹂

﹁レイコチャンへ

﹁タベル︒﹂

﹁ママ'キテゴランコ︒オモシpイカラ︒﹂

﹁コワイカラ︒﹂

﹁ハタハタシテへ サメタ︒﹂ (同)

﹁デンシャ'ノッチへイコウ︒﹂

タラ(ダラ)

J
l
^
i
i
i
,
f
‑
i
t
t
﹂
.
!
'
.
J
テ

カラ

ナガラ

ト

ノll

か月)
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どん〜1吸収していった︒何度もくり返し読んで聞かせるうちに覚
えて︑少しずつ自分でも話せるようになる︒こうなるとまたうれし
‑てたまらないらしい︒二年二か月ごろには'﹁おむすびころりん﹂
(小学館刊﹁めばえ﹂1 0月号) ﹁いっすんほうし﹂ (光洋出版社

Cfe・<サ・S)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

刊)などを部分的に覚えて口ずさんでいる︒また二年三か月日には
興味ある現象があらわれた︒夕食の時'
アマリニアッイノ二︑ビック‑シタ

と言ったのは︑おつゆを飲んで熱かったのであるが︑それを﹁いっ
すんほうし﹂の絵本にあった
ヽ

三条の大臣とおひめさまは︑げたのかけにたっていたまめの
ようないっすんぽ‑Lをみて'あまりにかわいいのにびっくり
ヽ

ヽ

ヽ

母﹁あtやもり死んでるのよ︒きたない︒﹂

母﹁ありが迅んでるでしょ︒持って行ってるでしょ︒﹂

ヤモ‑イル︒

母﹁ありのおうちよ︒﹂

ド コ へ ?

母﹁土の中ね︒どこかそこらに穴があるでしょ︒﹂

アリノオウチドコア

母﹁どこかな︒さがしてどらん︒﹂

一トコp

ア‑ノオウチへ'モッテクン?
母﹁そうよ︒﹂

イ‑ショ'イ‑シTnツテ'モッテク0

フモウ︒

ドッコイシn.ドッコイシmト︑モッテク︒

ヽ

しました︒
という文によって応用したのである︒その時は家族一同大笑いにな

デンシャ'ノッタ︒

父﹁やもりがどうしたPL

ヤモ‑ガネ‑.

をしようとする︒)

(おばあちゃんが一とおり屈のできごとを話したあと'自分で話

とがあった.ちょうど満二歳二か月日であった︒

次にへ夕食時に屈問の体験を捕写して家族の者に話そうとしたこ

アッチ'ムコウノホウへ'ナガレティッタ︒

そウ'バイシタ︒カワへパイシタ︒

母﹁バイしていらっしゃい︒川へ捨てておいで︒し

(やもりをつまんだので)

母﹁だめよ︒ありがかわいそうでしょ︒﹂

ったのだが'おそろしいような子供の力を感じ'国語教育における
短文指導の意寿もあらためて考えなおしたいと思ったO

ママトへ

一方'満一歳と八か月ころにはようやく宋現が文としてまとまる

ポクト'パパト'ポクトへ

ようになってきた︒

( & ・ ォ ー S 3 )

身体の発育も幼児期への移行をボした上ろである︒そして二歳を
すぎると自分の体験を伝えようとすることが多‑なった︒ある計へ

・
;
'
o

溝二歳一か月)

自分の目にはいるものをすべて母親に伝えようとしたことがあっ

C﹂・*・8

ヤモ‑0(垣でやもりをみつける)
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ニ'hタ︒

.EF﹁それを見ていたのね︒﹂父﹁そしたら︑柿が?﹂
父﹁びっ‑りしたなあ︒﹂

オチタ︒ポテントオチタ︒

コワィ︒

父﹁それでは‑'どうした?﹂
us玩E'

父﹁ぼくにげたのか︒﹂(家族の者大笑い)
それから一週間後は,自分で話せる言喪かずが増し'文が長‑なっ
て内容も少しずつ豊富になってきた︒
(﹂・=>・ォ=一週間前'デパートの屋上で遊んだことを話す︒)
コウヤッテ,ギッコンギッコン︑オートバイニ'ノッタン︒
母﹁そ‑oおもしろかったね︒﹂﹁ぱくへハンドル持ってたの?﹂
ウン︒コウヤッテ︒
オジチャンガキタン︒

母﹁はじめ動かなかったのね︒﹂
ウン︒オジチャンガナオシタン︒

●

オミヤサンニバスガトマッチタ︒

ダレモイナイO
ウンテンシュサンへヤスンデタ︒

母﹁パパとお宮さんへ行った時見たのねO﹂

ウン︒ミヨウミヨウテ'イッタ︒
はじめのころは'一票だけは言い出せてもあとのことばが続かな

かったがtだん7‑良‑話すことができるようになり'開いている

者が全‑知らないことでもおゝよその情景がのみ込めるくらいに'

退去の純険を述べることができるoそばから誘導的に問いかけたり

補ったりしてやればしだいにまとまった話に仕上がっていく︒それ

がとても得意そ‑であるo実験的に'どれほどの長さまで続けるこ

とができるか文の数を調べてみたいと思っている︒作文指導を進め

てい‑上に考えてみたい幾つかの視点を‑かがうことができたの

もこのような幼児の話をとらえたときであった︒
閃総括汁一‑'.CH7‑.vJ

子供の話は部分的でとぎれとぎれである︒順序も定まらないo

Lかしへ一つの発達段問として'いくつか話したことばをまと埼て

二歳二か月日の昭和S=・*>・ァに鋭察しえたものであるO

最後に表わそ‑とする文表現があらわれ始める︒これはちょうど満

父﹁やもりこわいかet・﹂

母﹁そ‑︒それで‑こきだしたのね︒﹂
さらに一週間後,主語・述語がしだいにととのってくるし︑二文か

コワィ︒

コワィ︒
母﹁飛行機もこわいのよ︒﹂父﹁飛行機は?﹂

コワィ︒(恐しい)
父﹁止坊は'こわいもんが多いな︒しゆつぽっぽこわいか︒)

三文続けるようになる︒
(fe‑ォーS)
パスガへカギカカッチタネ‑0
母﹁そう︒ぼく見たの?﹂

母﹁どこで?﹂

ウン︒

599

・Iンナコワイ0

こ‑した表現は'数概念や抽象概念の発達へ記憶力や想像力の発
は︑

Cfe

Xl

達にともなって見られるものと思われる︒すなわちへ前段帽として

リ︑nウホウ︑テテ︒

母﹁あーあ'お手手きたないわね︒﹂

)

母﹁なあに︒あゝ'両方の手々ねO﹂ (fe・<=・﹂)
オパアチャンイル︒
コッチモイル︒
フタツイル︒(おばあちゃんが二人いる

などがある︒こ‑して︑﹁ひとつ﹂ ﹁ふたつ﹂が言えるようにな
り'上下がわかり'さらに過去のできごとが話せるようになる︒そ
して満二歳ころからい‑らか物語を理解するようになる︒また︑積
ぅになったのが猫二歳二か月であるo少し前の二歳一か月では︑紙

木あそびで共通な形を並べへまとまった造形らしいものができるよ

ったり'想像の性界での遊びが始まっているoこれらを考えあわせ

片をもって手紙を読むまねをしたり'積木あそびでひとりごとを言
ると'こゝに述べた総括表現が︑この後の発達をみる上にも菰顎な
ポイントとなることが予想され'幼児の言語沼動の技能が習絹され

結びのことば

ていV.大切な段相といえよう︒

四

幼児の言語生活は毎日が新しい︒私どもが反省することも多い︒
﹁いろいろな表現法﹂では'他に﹁文末表現し ﹁倒定法﹂ ﹁あいさ

つおよび待遇表現﹂ ﹁依蛸・命令表現﹂ ﹁並列の関係﹂などこまか

これからどんくことば数や文の数がふえてh‑時にあたり整理

‑挙げればよいのであるが'こゝでは省略する︒

することができたのは幸いであった︒未熟な報告であるが'師恩に

(昭和37年10月3

1日)

報いんとする気特をいさゝかなりとも訳わしたいと思うO

うu)

