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『日本語教育学入門』 

練習問題の解答・解説 

 

■ 第 1部  音声 ■ 

第 1課 音声と音声学                                  

【練習問題1 解答と解説】 

(1) 振動していない 

   解説  ローソクを吹き消す際の動作は、日本語の「フ」の子音［］（無声両唇摩擦音）の調音に

少し似ており、唇を尖らせて狭めを作り、肺からの呼気を勢いよく放出します。この動作を

する時には、通常、声帯振動は伴いません。 

(2) 振動している 

   解説  鼻歌に限らず、歌を歌う際には、音の高低を表わす必要があります。声の高さの高低を

表現する際には、かならず声帯を振動させる必要があるため、鼻歌を歌っている時は、

声帯振動を伴います。 

(3) 振動している 

   解説  遠くにいる人に聞こえるように声をかける際には、聞こえ度（☞5.1）が高い有声音を用い

るのが一般的です。したがって、「おーい！」と呼びかける時も声帯振動を伴います。 

(4) 振動していない 

   解説  寒い時に手に息を吹きかける際の動作は、日本語の「ハ」の子音［］（無声声門摩擦音）

の調音に似ており、口を広く開けて肺からの呼気を放出します。この動作をする時には、

通常、声帯振動は伴いません。 

 

【練習問題2 解答と解説】 

(1) ③歯茎  (2) ⑤硬口蓋   (3) ②軟口蓋   (4) ⑩前舌   (5) ④後舌   (6) ⑦声帯 

 

 

第２課 単音                                      

【練習問題1 解答と解説】 

(1) ③声帯振動の有無 

 解説  カイコク［］ vs ガイコク［］ 

[]は無声軟口蓋破裂音、[]は有声軟口蓋破裂音なので、異なっているのは、③の声帯

振動の有無です。 

(2) ②調音法 

 解説  デンキ［］ vs ネンキ［］ 

[]は有声歯茎破裂音、[]は(有声)歯茎鼻音なので、異なっているのは、②の調音法で

す。 
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(3) ①調音点 

 解説  ツウカ［］ vs チュウカ［］ 

[]は無声歯茎破擦音、[]は無声歯茎硬口蓋破擦音なので、異なっているのは、①の

調音点です。 

(4) ②調音法 

   解説  シンロ［］ vs シンド［］ 

[]は(有声)歯茎弾き音、[]は有声歯茎破裂音なので、異なっているのは、②の調音法

です。 

(5) ①調音点 

   解説  ヒロイ［］ vs シロイ［］ 

[]は無声硬口蓋摩擦音、[]は無声歯茎硬口蓋摩擦音なので、異なっているのは、①の

調音点です。 

(6) ②調音法 

   解説  カシ［］ vs カチ［］ 

[]は無声歯茎硬口蓋摩擦音、[]は無声歯茎硬口蓋破擦音なので、異なっているのは、

②の調音法です。 

 

【練習問題2 解答と解説】 

(1) ⑥[] 

   解説  口蓋帆が下がって鼻への呼気の通り道が開いており、両唇で閉鎖が作られていることか

ら、両唇鼻音の[]を調音している時の形状であることがわかります。 

(2) ④[] 
   解説  鼻への呼気の通り道が閉じており、軟口蓋で閉鎖が作られていることから、無声軟口蓋

破裂音の[]を調音している時の形状であることがわかります。 

(3) ①[] 
   解説  鼻への呼気の通り道が閉じており、歯茎で狭い狭めが作られていることから、無声歯茎

摩擦音の[]を調音している時の形状であることがわかります。 

(4) ⑩[] 
   解説  鼻への呼気の通り道が閉じており、両唇で閉鎖が作られていることから、有声両唇破裂

音の[]を調音している時の形状であることがわかります。 

(5) ⑧[] 
   解説  鼻への呼気の通り道が閉じており、歯茎に舌が少し立ち上がったような形で触れている

ことから、(有声)歯茎弾き音の[]を調音している時の形状であることがわかります。 

 
※練習問題 2で示した声道断面図では声帯振動の有無を区別していません。したがって、(2)の図は、

有声軟口蓋破裂音の[]、(3)の図は、有声歯茎摩擦音の[]、(4)の図は、無声両唇破裂音の[]を調音
している時と同じ形状です。 
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第３課 音素                                        

【練習問題1 解答と解説】 

(1) ⑤口蓋垂鼻音［］ 

   解説  後ろに後続する音がない場合の撥音の異音は、口蓋垂鼻音［］で発音されます。 

(2) ①両唇鼻音［］ 

   解説  「パ」の子音[]の調音点は、両唇であるため、撥音の異音は、後続する子音と同じ調音

点の鼻音である両唇鼻音［］で発音されます。 

(3) ②歯茎鼻音［］ 

   解説  「ナ」の子音[]の調音点は、歯茎であるため、撥音の異音は、後続する子音と同じ調音

点の鼻音である歯茎鼻音［］で発音されます。 

(4) ④軟口蓋鼻音［］ 

   解説  「ガ」の子音[]（または[]）の調音点は、軟口蓋であるため、撥音の異音は、後続する子

音と同じ調音点の鼻音である軟口蓋鼻音[]で発音されます。 

(5) ⑥鼻母音 

   解説  撥音に後続する音が母音の場合、撥音の異音は鼻母音で発音されます。 

 

【練習問題2 解答例と解説】 

大学/daigaku/ と 退学/taigaku/     ガム/gamu/ と ゴム/gomu/ 

 開ける/akeru/ と 上げる/ageru/   鳴る/naru/ と 寝る/neru/ 

 

 解説  ミニマルペアとは、一ケ所だけ音素が異なる１組の語のことです。母音でも子音でも構

わないので、一ケ所だけ音素が異なっている語のペアになっていれば正解です。音素表

記やローマ字などで書いてみると分かりやすいでしょう。 

 

 

第 4課 環境や時代による音変化                             

【練習問題1 解答と解説】 

(1) 方向：逆行同化  程度：部分同化 

   解説  「さんぽ［］」の「ん」は、後続する［］から影響を受けており、［］と調音点だけが

同じ［］に同化しているので、方向は逆行同化、程度は部分同化です。 

(2) 方向：逆行同化  程度：完全同化 

 解説  「きって［］」の「っ」は、後続する［］から影響を受けており、［］と全く同じ［］に同

化しているので、方向は逆行同化、程度は完全同化です。 

(3) 方向：順行同化  程度：完全同化 

 解説  「ケーキ［］」の「ー」は、先行する［］から影響を受けており、［］と全く同じ母音を１

モーラ分伸ばしているので、方向は順行同化、程度は完全同化です。 

 

 



4 
 

【練習問題2 解答と解説】 

(1) ○きたかぜ 

   解説  ［］では、無声子音の［］と［］に挟まれた狭母音の［］が無声化する環境にあ

るため、この［］を含む「き」が無声化しやすい母音を含むひらがなです。 

(2) かきま○した 

 解説  ［］では、無声子音の［］と［］に挟まれた狭母音の［］が無声化する環境に

あるため、この［］を含む「し」が無声化しやすい母音を含むひらがなです。 

(3) ○ひかり 

 解説  ［］では、無声子音の［］と［］に挟まれた狭母音の［］が無声化する環境にある

ため、この［］を含む「ひ」が無声化しやすい母音を含むひらがなです。 

(4) ○しかしながら 

   解説  ［］では、無声子音の［］と［］に挟まれた狭母音の［］が無声化する環境

にあるため、この［］を含む「し」が無声化しやすい母音を含むひらがなです。 

(5) み○つかる 

   解説  ［］では、無声子音の［］と［］に挟まれた狭母音の［］が無声化する環

境にあるため、この［］を含む「つ」が無声化しやすい母音を含むひらがなです。 

(6) みなみで○す  

   解説  ［］は、無声子音の［］に狭母音［］が後続しており、その後ろには何も

後続する音がないため、この［］を含む「す」が無声化しやすい母音を含むひらがなで

す。 

 

 

第 5課 音のまとまりとリズム                              

【練習問題1 解答と解説】 

(1) モーラ：3 音節：2  

   解説  「旅行」は、モーラで数えると「りょ・こ・う」なので「3」、音節で数えると「りょ・こう」なので

「2」です。 

(2) モーラ：5 音節：3 

   解説  「誕生日」は、モーラで数えると「た・ん・じょ・う・び」なので「5」、音節で数えると「たん・

じょう・び」なので「3」です。 

(3) モーラ：6 音節：4  

 解説  「結婚式」は、モーラで数えると「け・っ・こ・ん・し・き」なので「6」、音節で数えると「けっ・

こん・し・き」なので「4」です。 

(4) モーラ：8 音節：4 

 解説  「コーヒー牛乳」は、モーラで数えると「コ・ー・ヒ・ー・ぎゅ・う・にゅ・う」なので「8」、音節

で数えると「コー・ヒー・ぎゅう・にゅう」なので「4」です。 

※モーラと音節の違いは、特殊拍をひとつと数えるかどうかです。特殊拍をひとつと数える場合は

モーラ、ひとつと数えない場合は音節の数え方です。 
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【練習問題2 解答と解説】 

 

  解説  

「教科書」をモーラで数えると「きょ・う・か・しょ」になります。

長音は、1 モーラを担うので、［］もひとつのモーラ（μ）とし

て数えます。しかし、音節では、長音だけで１音節を担うこと

はできないため、先行する［］と合わせて［］でひとつ

の音節（σ）になります。フットは２モーラをひとつの単位とす

るので、「きょ・う」で 1 フット（F）、「か・しょ」で 1 フット（F）

になります。 

 

 

 

 

第 6課 アクセント                                   

【練習問題1 解答と解説】 

(1) 平板型 

   解説  「～家
か

」がつく語は、平板型になる傾向があります。 

(2) －2型（または、中高型） 

   解説  動詞の辞書形には、平板型と－2 型しかありません。ここにあげた動詞は共通語におい

て、全て－2 型になるものです。 

(3) 頭高型 

   解説  「いつ」「どこ」「だれ」「どんな」は全て頭高型で発音されます。 

(4) 平板型 

   解説  「～的」がつく語は、平板型になる傾向があります。 

(5) －2型（または、中高型） 

   解説  イ形容詞の辞書形には、平板型と－2 型しかありません。ここにあげたイ形容詞は共通

語において、全て－2 型になるものです。 

 

【練習問題2 解答例と解説】 

「橋」と「箸」と「端」  「花」と「鼻」  「白」と「城」 

「熱い/暑い」と「厚い」  「柿」と「牡蠣」  「電気」と「伝記」 など 

  解説  仮名で書いた時には同じで、アクセントの有無や位置が異なるだけで語の意味が変わる

ものが挙げられていれば正解です。なお、上記の解答は、共通語の場合の例です。 

 

【練習問題3 解答と解説】 

(1) 隠し事はしないでね。 

(2) 書く仕事はしないでね。 

(3)「隠し事」の共通語でのアクセントは、「か く し ご と」であるが、妻は、それを 

       

μ μ μ μ 

σ σ σ 

F F 
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「か く し ご と」のように発音したと推測される。その結果、夫は「隠し事」ではなく「書

く仕事」と聞き取り、二人の間に誤解が生じたものと考えられる。 

 

  解説  妻が発音した「か く し ご と」は、「か」と「く」の間に急激な声の下がり目があり、その

後、「し」から「ご」に向かって再び上がり目があったことで、「く」と「し」の間に切れ目があ

るように感じられ、「書く仕事」と聞き取られたと考えられます。アクセントによって、この

切れ目（境界）がどこにあるのかを示す機能を「アクセントの境界表示機能」といいます。 

 

 

第 7課 イントネーション・プロミネンス・ポーズ                     

【練習問題1 解答と解説】 

(1) イントネーション 

  理由：「食 べ る 」に「食 べ る  」のような疑問イントネーションが付与されることによ

って「食べる。」が「食べる？」になるため。 

(2) アクセント 

  理由：「広い肩」は「ひ ろ い か た」、「拾い方」は「ひ ろ い か た」のように発音され、

この違いはアクセントの有無、および、位置の違いによるものであるため。 

(3)アクセント 

  理由：「柿」は「か き」、「牡蠣」は「か き」のように発音され、この違いは、平板型と頭高

型というアクセントの違いによって生じるため。 

(4) イントネーション 

  理由：声の高さを用いてプロミネンスを示す場合、イントネーションを使って強調させたい

部分を高く発音することが多いため。 

 

【練習問題2 解答と解説】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  解説  

ポーズが挿入される主な場所は次の通りです。 

きょうは わたしの町の祭りについて話したいと思います。 私の町の名前は 「諏
す

 

訪
わ

」 といいます。 諏訪で一番有名な祭りは 「御
おん

柱
ばしら

」です。この祭りは ６年に１回あ

ります。 御柱では 山で大きい木を切ります。 そして 男の人がその木に乗ったり 川を

渡ったりします。 とても危ないですが 男の人は みんなこの木に乗りたがります。 こ

の祭りでは 特別な歌と パレードも有名です。 御柱は とても古い祭りで 1200年くら

い前からありました。 とても楽しい祭りですから みなさん見にきてください。 
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・句点「。」の後ろ（ここには長めのポーズが必要です） 

・読点「、」の後ろ 

・助詞の「は」の後ろ 

・接続詞の後ろ 

また、以下の場所にもポーズを挿入することで、聞きやすいスピーチになることも多いです。 

・聞き手にとってあまり馴染みがない語やキーワードになる語の前(後) 

（今回のスピーチ原稿では「諏訪」や「御柱」） 

・格助詞の後ろ（格助詞の前にポーズを入れると、聞きにくい発話になることがあるので注意が必

要です） 

上記以外でも意味のまとまりの切れ目などにポーズを入れることで、聞きやすい発話につなげるこ

とができます。しかし、ポーズを入れる位置や数は、発話速度によっても変化するため、上記の解答

例で示したポーズが必ずしも最適というわけではありません。発話速度を変化させてポーズの挿入

位置や数を検討してみるといいでしょう。 

 

 

第 8課 学習者の音声と発音指導                             

【練習問題1 解答と解説】 

＜発音指導が必要だと考える理由の例＞ 

・正しい文法と適切な語彙を使って話していても、発音に問題がある場合は、学習者が言いたい

ことが正確に伝えられなかったり、必要な情報が得られなかったりする可能性があるため。 

・言いたいことが正しく伝えられたとしても、発音の仕方によって、聞き手に「感情的である」、

「子供っぽい」といった印象を与えてしまう可能性があるため。 

・学習者の日本語学習における目標（将来、日本語教師や通訳になりたいなど）によっては、そ

の目標を達成するために発音指導を十分に行う必要があるため。 

・実際には、非常に日本語能力が高い学習者であっても、発音に問題があると、日本語能力が低

いように誤って評価されてしまう可能性があるため。 

・発音の誤りは、表記にも影響を与えることがあり、清濁や特殊拍などが適切に表記できない場

合は、辞書が引けなかったり漢字変換ができなかったりする可能性があるため。 

 

＜発音指導にそれほど時間を割く必要はないと考える理由の例＞ 

・発音に課題が見られても、話の前後関係や発話が行われている場面などが補助になって、意思

の疎通は図れると考えられるため。 

・発音に多少問題があっても、語の意味が変わってしまうような間違いが連続して起こったりし

ない限り、実際のコミュニケーションには大きな影響はないと考えられるため。 

・学習者の仕事や専門などにおいて、特に日本語が必要ない場合は、生活に最低限必要な日本語

ができれば十分であり、発音指導にまで時間を費やす必要はないと考えられるため。 

・発音よりも、日本語能力試験などの試験でよく問われる文法や語彙などの学習に集中すべきだ

と考えられるため。 

・英語には、非母語話者による多様な発音が存在している。ゆえに、日本語においても、学習者
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が日本語母語話者と同じような発音をする必要はないと考えられるため。 

 

＜発音指導をする際の留意点の例＞ 

・学習者の母語を把握し、日本語の発音において現れうる母語からの転移を予測しておく。 

・学習者の日本語学習の目的や目標などに配慮し、どのくらいの時間をかけてどこまで細かく発

音指導を行うかなどを検討する。 

・発音練習に積極的ではない学習者には、無理強いをしないようにする。しかし、学習者が発音

によって大きな不利益を被る可能性がある場合には、その旨を説明し、学習者に発音練習の必

要性を納得してもらった上で指導を行うようにする。 

・授業の中では、学習者が発音を間違えたり、発音の指導を受けたりしても恥ずかしくないとい

う雰囲気を作り、学習者が萎縮せずに発音練習に取り組める環境作りに努める。 

・クラスの中で発音指導を行う場合には、特定の学習者にばかりあてるのではなく、クラス全員

で練習ができるような工夫をする。 

・ある特定の発音指導法が必ずしもすべての学習者にとって効果的であるとは限らないため、い

ろいろな発音練習の方法を学習者に示し、学習者にとって取り組みやすい方法で発音指導を行

うようにする。 

 

  解説  

発音指導についてどう考えるかは人によって異なります。ですから、第８課の練習問題には、ただ

一つの「正解」があるわけではありません。ここに挙げたいくつかのポイントもあくまでも解答の一例

です。 

また、設問では「発音指導は必要だと思うか」と聞いていますが、それは、皆さんに「必要である」ま

たは「必要ではない」といういずれかの立場に立ってほしいという意味ではありません。多様な言語

的・文化的背景や、さまざまな日本語学習の目的・目標を持った学習者が混在し、時間的な制約など

もある教育現場において、発音指導をどう考えるのか、指導が必要なのはどんな場合で、必要ないの

はどんな場合なのかといったことを考えるきっかけとして、この練習問題に取り組んでもらえたらと思

います。 

 

 

 

■ 第 2部 語彙 ■ 

第 9課 語と語構成                                    

【練習問題1 解答と解説】 

(1) おばあちゃん子：複合語 

   解説  自由形態素の「おばあちゃん」と自由形態素の「子」が結びついているので、複合語で

す。 

(2) 花の束：その他（名詞句） 

 解説  自由形態素の「花」と「束」を接続するために助詞「の」が入っていますから、これは名詞

句です。「花束」となれば、自由形態素の結合なので、複合語です。 
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(3) 事故る：派生語 

 解説  自由形態素の「事故」に、動詞化の機能を持った接尾辞「る」が付加されているので、派

生語です。 

(4) やぶく：単純語 

 解説  今では単純語と位置付けられますが、「やぶる」と「さく」の混淆（混交）によってできた語

です。 

(5) パソコン：複合語（の縮約） 

 解説  自由形態素の「パーソナル」と「コンピューター」が結合した複合語「パーソナルコンピュ

ーター」の縮約によってできた語です。 

 

【練習問題2 解答と解説】 

・お食事券：派生語（接頭辞＋複合語） 汚職事件：複合語 

 解説  「お食事券」は、自由形態素の「食事」と「券」が結びついた複合語「食事券」に、接頭辞「お」

がついていると考えますから、全体としては派生語です。一方、「汚職事件」は、「汚職」も

「事件」も自由形態素ですから、複合語です。 

 

・飲み歩く：語彙的複合動詞 歩き続ける：統語的複合動詞 

落ち着く：語彙的複合動詞 作り直す：統語的複合動詞 

 

 

第 10課 文字                                     

【練習問題1 解答】 

(1) 私の专门は社会心理学です。调查でときどき小学校に行きます。 

    「専門」       「調査」 

(2) 私は日本に来る前に、會社で營業の仕事をしました。 

             「会」 「営」 

(3) 私は小説を读むことが好きです。とても乐しいですから。 

       「読」          「楽」 

(4) 土曜日、はじめて地下鐵に乘りました。そして、澀谷に行きました。 

           「鉄」「乗」        「渋」 

(5) 实验の结果、薬の效果は认められなかった。 

  「実験」「結」  「効」 「認」  

 

【練習問題2 解答】 

 “合同”の意味：＜契約＞、 “温存”の意味：＜穏やかで優しい＞ 
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第11課 語の分類（1）語種と位相                                 

【練習問題1 解答】 

(1) 場所：混種語（湯桶読み）  (2) 子ども：和語 

(3) 本物：混種語（重箱読み）  (4) 仕事：和語 

(5) 温泉：漢語    (6) サラダ油：混種語（外来語＋和語） 

 

【練習問題2 解答例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12課 語の意味とコーパスの活用                           

【練習問題1 解答】 

(1)「生」と「死」：反義語（排反関係） 

(2)「貸す」と「借りる」：反義語（同じ事象を反対の立場から捉えた反対関係） 

(3)「ごはん」と「ライス」：類義語 

(4)「医者」と「患者」：反義語（一方が他方の前提となる関係） 

(5)「ブーツ」と「スニーカー」：同位語（「くつ」という上位語における） 

(6)「安全」と「危険」：反義語（程度性があり、どちらでもない段階があり得る連続的な反義関係） 

 

【練習問題2 解答と解説】 

(1) 玄関が開いているから、閉めて。：メトニミー 

 解説  「玄関が開いている」は「玄関の扉が開いている」ということですから、メトニミーと考えら

れます。 

(2) もう一度、文章の頭から読んでください。：メタファー 

   解説  「文章の頭」は、体の一番上にある「頭」という語を使って、「文章の最初」を表しています

から、メタファーです。 

(3) 手が足りないから、誰か手伝って。：メトニミー 

   解説  「手」は「手を持っている人、またその労働力」を指していますから、メトニミーです。 

(4) このパン、味はいいんだけど、石みたいにかたくて、あごが痛くなる。：直喩 

   解説  「みたいに」とありますから、直喩です。 

(5) 優勝を目指す我がチームにとって、けがをしてしまった私はお荷物だ。：メタファー 

   解説  「荷物」があることで行動が制限されたり、負担になったりすることから、「お荷物」という

語を使って、「負担になるもの」を表していますから、メタファーです。 

 

 共起する語の例 意味 

整理する 
情報、問題、要点、

内容、資料 

ばらばらの状態の情報や考えなどを筋道の

通るようにまとめる 

整える 
味、形、環境、準備、

呼吸、態勢 

良い状態・バランスになるように、手を加

えたり、調整したりする 

アレンジする 
曲、音楽、作品、花、

デザイン 

元になる（芸術的な）作品や創作物に変更

を加える 
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【練習問題3 解答と解説】 

「やっと」は「何回も聞いて、やっとわかった」、「２時間さまよって、やっと着いた」のように、

＜長い時間をかけて苦労した末に、希望が実現した＞という文脈で使われる。 

一方、「とうとう」は、「ほしかったカメラをとうとう手に入れた」のように、「やっと」と言い

換えられる場合もあるが、「長い闘病生活の末、とうとう亡くなってしまった」のように、希望が

実現したとは言えない場合にも使われる。つまり、「とうとう」は、＜良い結果であれ、悪い結果

であれ、いずれはそうなるだろうと予想した結末になった＞という文脈で使われる。 

 

 

第 13課 語の分類（２）品詞とオノマトペ                         

【練習問題1 解答例】 
  

(例) 疲れ 疲れがたまっている。 名詞 

(1) いつか いつか来るだろう。五日に来ま

す。 

「いつか」副詞、「五日」名詞

（数詞） 

(2) 四限目 四限目の授業 名詞（数詞） 

(3) さらなる さらなる飛躍を期待します。 連体詞 

(4) みんな みんな来た。みんなの教室。 副詞、名詞 

(5) あっけらかん 彼女はあっけらかんとした性格

だ。 

副詞だが、「～とする」と動詞

で使われる 

(6) とんでもない とんでもないことだ。 イ形容詞 

 

【練習問題2 解答例と解説】 

例 1：あなたがいなくなったら、どんなにさびしくなることか。 

意味：「どんなに～ことか」で、「とても～だ」という意味。 

  解説  ここでは、さびしさの程度がはなはだしいことに対する話し手の感嘆の気持ちを表してい

ます。このような感嘆を表す表現は、表現類型のモダリティ（☞ 22）に位置づけられること

もあります。 

 

例 2：この宿題は来週までに提出すること。 

意味：「～こと」で、「～ようにしなさい」という意味。 

  解説  聞き手に対して、「提出する」という行為を要求する表現類型のモダリティ（☞ 22.1）表現

の 1 つです。 

 

例 3：真面目な山田さんのことだから、レポートはもう書き終わっているだろう。 

意味：「Ｘのことだから、～だろう」で、「Ｘであれば、当然～だろう」という意味。 

  解説  「～だろう」、「～にちがいない」などの推量や確信を表す真偽判断（認識）のモダリティ（☞ 

22.2）形式と一緒に用いられることが多い表現です。「～だろう」、「～にちがいない」と推測

するのに足る理由や状況を、「Ｘ のことだから」の部分で表現しています。 

 

例 4：午後３時以降は、コーヒーは飲まないことにしているんです。 

意味：「～ことにしている」で、「～ということを習慣にしている」という意味。 
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例 5：部長が自ら謝りに行くことはないですよ。課長が行くはずですから。 

意味：「～することはない」で、ここでは「～する必要はない」という意味。 

  解説  「～する」という行為が不必要だと、話し手が評価、判断していることを表す価値判断（評

価）のモダリティ（☞ 22.2）の 1 つです。 

 

【練習問題3 解答例】 

「しゃきしゃき」 

 例 1：「レタスがしゃきしゃきしている」 

意味：野菜などがみずみずしく、歯ごたえがある様子。 

 例 2：「佐藤さんはいつもしゃきしゃき働いている」 

意味：動作が機敏で、手早く仕事をこなす様子。 

 

「ぼろぼろ」 

 例 1：「木村さんはぼろぼろと涙を流していた」 

意味：大粒の涙を流して、泣く様子。 

 例 2：「食べ方が汚いねぇ。ぼろぼろこぼしているよ」 

意味：塊の物が崩れてこぼれる様子。 

例 3：「この服はもうぼろぼろだけど、愛着があって、捨てられない」 

意味：古くなって、傷んでいる様子。 

例 4：「心も体もぼろぼろに疲れ切ってしまった」 

意味：疲弊している様子。 

 

 

第 14課 語彙知識の習得と知識の測定                          

【練習問題1 解答】 

(1)「合図」という漢字語彙の読み方。 

(2)「あやまち」という和語に対応する漢字の表記。 

(3)「ダイヤ」という語の意味。 

(4)「使用」という語に接続する否定の接頭辞。 

(5)「忙しい」という意味を表す連語で、「目」と共起する語。 

 

 

第 15課 第二言語の語彙習得過程と心内辞書                       

【練習問題1 解答例と解説】 

 ①「洗濯したら、セーターがちぢんだ」  

 ②「洗濯したら、セーターがちぢんで、小さくなった。もう着られない」 

 ③「一生懸命練習したら、タイムがちぢんだ」 

 ④「決勝に進むためには、タイムをあと５秒ちぢめる必要がある」 

  

  解説  ①の例文だけで、推測できる人も少なくないと思われますが、「セーターが伸びた」と推測

する可能性があります。そこで、②のように、「小さくなった」という文脈を補うとよいでしょう。

また、「ちぢむ」には、〈時間が短くなる〉という意味もありますから、③や④のような例文も
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提示するとよいと思います。ただし、②を提示した後に、③を提示しただけでは、③の意味

を正しく理解できない可能性もありますので、その場合は④の「あと5秒」のように具体的な

数値を示すと、さらに推測しやすくなります。 

 

 

 

■ 第３部 文法 ■ 

第 16課 語と文                                    

【練習問題1 解答】 

(1) 特急：名詞      (2) 特別：名詞／ナ形容詞   (3) 静か：ナ形容詞 

(4) 最高：名詞／（「最高な」と言える話者にとっては）ナ形容詞 

(5) おかしい：イ形容詞  (6) 嫌う：動詞         (7) 属する：動詞 

(8) 痛い：イ形容詞    (9) 痛む：動詞        (10) 聞こえる：動詞 

 

【練習問題2 解答】 

文の種類 例文 

平叙文 (2) (7) (10) 

疑問文 (1) (6) 

行為要求文 
命令文 (4) 

禁止文 (8) 

意志文 (3) 

勧誘文 (5) (9) 

 

 

第 17課 格と主題                                    

【練習問題1 解答と解説】 

(1) 椅子の上で遊んだ。 ：動作の場所 

 解説  椅子の「上」なので、場所と捉えられます。 

(2) 椅子で遊んだ。 ：道具・手段 

  解説  場所と解釈することもできますが、椅子をモノと捉えると、遊び道具として使ったという解

釈になります。 

(3) 椅子のことで喧嘩した。 ：原因・理由 

 解説  「椅子のこと」は場所でもモノでもなく、コトガラなので、原因・理由となります。 

 

【練習問題2 解答と解説】 

(1) 昔々、大きな王国に住む王様（が）いました。王様（は）領土を３人の娘に与えたいと思い

ました。    

 解説  第１文の「王様」は初出で、「王様がいた」こと全体が新しい情報となっているので「が」

が適切です。第２文では、「王様」はすでに提示されていて、その旧情報となった王様を

主題としているので、「は」が適切となります。 
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(2) A：失礼ですが、佐藤さんですか。 

  B：いえ、私（は）山田です。 

   解説  Ａは、Ｂを認識し、その人物Ｂが佐藤さんであるかどうか聞いています。Ｂは、すでにＡに

認識されている自分（「私」）を主題として取り上げて、「山田」であることを新情報として伝

えていますから、このＢの発話では「私は」が適切です。 

(3)【大勢に向かって】A：すみません、この中に山田さん、いらっしゃいますか。 

  B：私（が）山田です。 

  解説  Ａは、大勢の中に山田さんという人がいることは分かっているけれども、どの人が山田

さんか分からないという状況にあります。Ｂの発話は、Ａが探している山田という人物は自

分（「私」）であることを新情報として伝えていますから、このＢの発話では「私が」が適切で

す。 

 

 

第 18課 活用                                      

【練習問題1 解答と解説】 

○一：一段動詞、○五：五段動詞、「*」：実際には存在しない 

(1) いて  ： ○一いる、（居
い

る、射る等） 

(2) いって ： ○五 *いつ、いる（要る、煎る等）、いう（言う等）、いく（行く） 

(3) かして ： ○五かす（貸す、課す等） 

(4) よんで ： ○五よむ（読む、詠む等）、*よぬ、よぶ（呼ぶ等） 

(5) かって ： ○五かつ（勝つ等）、かる（刈る、狩る等）、かう（買う、飼う等） 

(6) とけて ： ○一とける（溶ける、解ける等） 

(7) こいで ： ○五こぐ（漕ぐ等） 

(8) とんで ： ○五とむ（富む）、*とぬ、とぶ（飛ぶ、跳ぶ等） 

(9) しめて ： ○一しめる（閉める、占める等） 

(10) おいて ： ○一おいる（老いる）、○五おく（置く等） 

 解説  

(1)「射る」には五段活用もあります。 

(2)「行く」のテ形「いって」は規則からは導き出せないので、個別に知っておく必要があります。 

(4)(8)「*よぬ」「*とぬ」：現代語で「ぬ」で終わる動詞は「死ぬ」だけであることを知っていると、これら

の可能性を考える必要はなくなります。 

 

【練習問題2 解答】 

(1) 渡す：○五     (2) 働く：○五      (3) 急ぐ：○五       (4) 踏む：○五      

(5) 死ぬ：○五     (6) 転ぶ：○五      (7) 立つ：○五      (8) 使う：○五  

(9) 余る：○五     (10) 知る：○五     (11) 切る：○五     (12) 着る：○一  

(13) 塗る：○五     (14) 変える：○一    (15) 帰る：○五     (16) 治る：○五   
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第 19課 テンス・アスペクト                               

【練習問題1 解答】 

(1) 明日からバイトをする。      ：(b) 未来 

(2) 変な音がする。          ：(a) 現在 

(3) 週に一度はテニスをする。     ：(d) 習慣 

(4) 電流は電圧に比例する。      ：(c) 恒常的真実 

(5) 私は平泳ぎなら 500メール泳げる。 ：(a) 現在 

(6) 彼はときどきうちに遊びに来る。  ：(d) 習慣 

(7) じゃあ、また来るね。       ：(b) 未来 

(8) 冷蔵庫にパンとバターがある。   ：(a) 現在 

(9) 友だちのうちでパーティーがある。 ：(b) 未来 

(10) ちりも積もれば山となる。     ：(c) 恒常的真実 

 

【練習問題2 解答】 

(1) 走る    ：(b)「ている」の形で現在進行を表す 

(2) 枯れる  ：(c)「ている」の形で変化の結果の存続を表す  

(3) 優れる  ：(d) 常に「ている」の形で用いられる  

(4) 勉強する ：(b)「ている」の形で現在進行を表す  

(5) ある   ：(a)「ている」の形にならない  

(6) 腐る   ：(c)「ている」の形で変化の結果の存続を表す 

(7) そびえる ：(d) 常に「ている」の形で用いられる 

(8) 発展する ：(b)「ている」の形で現在進行を表す、または(c)変化の結果の存続を表す 

 

 

第 20課 ヴォイス                                       

【練習問題1 解答】 

(1) まとまる   ：自動詞（  〇  ）⇔ 他動詞（まとめる）  

(2) 実現する   ：自動詞（  〇  ）⇔ 他動詞（  〇  ） 

(3) 出す     ：自動詞（ 出る ）⇔ 他動詞（  〇  ）  

(4) オープンする ：自動詞（  〇  ）⇔ 他動詞（  〇  ） 

(5) 散歩する   ：自動詞（  〇  ）⇔ 他動詞（  ×  ）  

(6) たたく    ：自動詞（  ×  ）⇔ 他動詞（  〇  ） 

 

【練習問題2 解答】 

(1) 直接受身    

(2) 間接受身    

(3) 持ち主の受身  

(4) 直接受身    

(5) 間接受身 
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第 21課 方向性と恩恵                                  

【練習問題1 解答と解説】 

(1) 今日は車を使わず、ここまで歩いてきました。  （ A ） 

(2) 白髪が生えてきた。  （ E ） 

(3) 桜のツボミが大きくなってきた。  （ F ） 

(4) ごめん、飲み物買ってくるから、ちょっと待ってて。  （ C ） 

(5) 昨日の晩、友だちが電話してきた。  （ D ） 

(6) 彼女は何度も実験を行ってきた。  （ G ） 

(7) 昼ご飯は食べてきましたので、どうぞおかまいなく。  （ B ） 

  解説  (5)「昨日の晩、友だちが電話してきた」の動詞「電話する」は、物理的な位置変化を表わす

わけではありませんが、抽象的な意味で対象に向かう動きを表すので、方向性を持ちます。

このような場合も、話し手に向かう動きを表現するには「てくる」を付加して方向を転換する

必要があります。 

 

【練習問題2 解答】 

(1) 彼は毎年、私の誕生日に花束を（くれる）。 

話し手自身がかかわる事態は常に話し手の視点から捉えられる。話し手に向かう動きなので、

「くれる」が選ばれる。 

(2) うちの娘は彼氏に（あげる）チョコレート作りに余念がない。 

話し手自身ではないが、話し手の身内である娘が関わる事態は、娘の視点から捉えられ、「あ

げる」が選ばれる。 

(3) あそこのおばあさん、困ってるみたい。手伝って（あげたら）？ 

聞き手と第 3者が関わる場合は、発話の場にいない第 3者ではなく、聞き手の視点から事態

が捉えられ、「あげる」が選ばれる。 

(4) 花子が困っていると、太郎が来て、手伝って（くれた）。 

話し手も聞き手も関わらない事態では、視点人物（ここでは花子）の視点から捉えられ、「く

れる」が選ばれる。 

 

 

第 22課 モダリティ                                   

【練習問題1 解答】 

(1) a. 彼女は来なかった。 

b. 彼女は来ませんでした。 

対人モダリティの丁寧さが異なる。aは普通体、bは丁寧体。 

(2) a. 入学式は 4月 7日です。 

b. 入学式は 4月 7日ですか。 

表現類型が異なる。どちらも情報のやり取りに関わるが、aは叙述、bは疑問。 

(3) a. 頑張れば合格できる。 

b. 頑張れば合格できるかもしれない。 

真偽判断のモダリティが異なる。aは断言、bは可能性。 
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(4) a. あの辺りは危ないです。 

b. あの辺りは危ないですよ。 

対人モダリティの伝達態度が異なる。a は事態を単純に叙述しているだけだが、b は聞き手

が認識すべきこととして聞き手に注意を促している。 

(5) a. 小学生は携帯を持ちません。 

b. 小学生は携帯を持ってはいけません。 

対事モダリティの価値判断を含むかどうかが異なる。a は事態を叙述しているが、b は非容

認という価値判断を下している。小学生を聞き手として発話された場合は、行為要求として

機能する。 

(6) a. 知りませんでした。 

b. 知らなかったんです。 

関連づけのモダリティ形式の有無が異なる。aには特段、他の事態との関連づけはないが、

bは先行する文脈や発話の状況と関連づけて命題を提示している。 

 

【練習問題2 解答】 
 

 真偽判断(認識) 価値判断（評価） 

should (5) はずだ (3) べきだ 

must (2) にちがいない (6) なければならない 

may (4) かもしれない (1) てもいい 

 

 

第 23課 待遇表現とポライトネス                              

【練習問題1 解答】 

(1) 先生、両親がご挨拶したいと申しておりますが、お目にかかりますか。 

「お目にかかる」は謙譲語Ⅰなので、高めるべき相手の行為に使用してはならない。尊敬語は

「お会いになる」だが、この場合、相手からの受益と捉えて、「お会いいただけますか」が適当。 

(2) 恐れ入りますが、この用紙にお名前とご住所をお書きしてください。 

  「お／ご～する」は、謙譲語Ⅰの一般形なので、高めるべき相手の行為に使用してはならない。

相手行為を丁寧に指示する場合は「お／ご～ください」（ここでは「お書きください」）が適

当。 

(3) この電車は回送電車です。ご乗車できませんのでご注意ください。 

  「ご乗車できる」は、謙譲語Ⅰの一般形「お／ご～する」に可能の意味を付加したものなので、

高めるべき相手の行為に使用してはならない。尊敬語の一般形「お／ご～になる」を可能形

にした「ご乗車になれません」が適当。 

(4) あちらで資料をいただいてください。 

「いただく」は「もらう」の謙譲語Ⅰなので、高めるべき相手の行為に使用してはならない。

ここでは「お受け取り」が適当。 
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(5) 母にプレゼントをさしあげたら、とても喜んでくれた。 

「さしあげる」は「あげる」の謙譲語Ⅰなので、高めるべきでない身内（母）に使用しては

ならない。ここでは非敬語の「あげたら」が適当。 

(6) はじめまして、木村と申し上げます。 

「申し上げる」は謙譲語Ⅰなので、高めるべき補語がない場合には用いられない。ここでは、

名前が木村だということを丁重に伝えているので、「申し上げます」ではなく「申します」が

適当。 

 

【練習問題2 解答】 

(1) a. 来てください。 

  b. 来てくださいませんか。 

a は相手の意向を尋ねることなく直接的に相手行為を求めているのに対し、b は相手の意向

を尋ね、相手に決定権を与えている。 

a は指示や勧め、bは依頼に使用される。ただし aは、聞き手が職務上当然遂行すべき行為

などであれば依頼にも使用される。 

(2) a. お書きになりませんか。 

  b. 書いていただけませんか。 

どちらも敬語を使用しつつ相手の意向を尋ねているが、a は授受表現を使用せず、b は授受

表現を用いて話し手の受益を表現している。 

aは勧めに、bは依頼に使用されるもので、依頼に aを使用したり、勧めに bを使用したり

することは不適切である。 

(3) a. 持ちましょうか。 

  b. 持ちませんか。 

どちらも相手の意向を尋ねているが、aにおいて「持つ」行為の行為者は話し手、bでは聞

き手である。 

aは申し出に、bは勧めに使用される。 

 

 

 


