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小 見 出 し 作 成 術

―― インパクトのある名詞句の教授法 ――

上　村　淳　志

　　はじめに

　本稿の目的は、大学初年次生を対象とした作文指導のために、小見出し作成の教授法を探ること

である。ただし本稿では、一般論としてではなく、高崎経済大学（以下、高経大）の学部講義「日

本語リテラシーⅠ」における作文指導を前提として論じる。

　高経大の日本語リテラシーⅠは、2014年度から経済学部で導入された初年次必修科目である。同

科目では、半期計３回に渡って論理的な文章の作成指導を行う。作文課題は全てキャリア・パスに

関連したものである。具体的には、学業に専念すべき理由、希望するゼミナールの志望動機、更に

は就業したい職業とその理由、の３つである。

　日本語リテラシーⅠの作文指導にはキャリア支援の側面もある。しかし、あくまでも主目的は、

論理的な文章の作成指導にある。そのために、「論理の型に従った15行程度の短作文（以下、型作文）」

を学生に反復させる。高経大の型作文の特徴は、

　ａ．序論・本論・結論の三分法で書く

　ｂ．序論・結論は課題に含まれる問いの言葉を反復する程度に留める

　ｃ．本論では３つの理由を挙げて理由ごとに段落を分ける

　ｄ．本論の各段落冒頭では端的な名詞句を用いて小見出しを付ける

　ｅ．最大の理由を本論の最終段落に配置する

という５点にある［名和　2013：273-277］１。

　これらの中で大学初年次生向けの作文指導として特異な点は、ｄの小見出しである２。型作文の

１ 　段落冒頭の小見出しとは、例えば「第一に、時間的な制約です」のようなものである。この例の場
　合には、冒頭で予告した時間的な制約について、段落全体で論じていくことになる。
２ 　小見出しを用いた作文指導自体は目新しいものではない。実際、1980年代後半には、熊本の小学校で

小見出し作文の試みがなされている［e. g. 中本　1986；古庄　1987］。ただし、そうした試みの主目的は、
事前に小見出しを与えることで構成を組み立てやすくし、児童の負担を軽減することにあった［中本　
1986：77；古庄　1987：34］。これに対して大学教育における小見出し作文の狙いは、端的な言葉で要
約する力を養うことにある。ゼミナールでレジュメを切る際、卒業論文の章や節の題を付ける際、更に
は社会人になって報告書を作る際には、話題別に見出しを付けて整理する必要があるからである。
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推進者の一人である名和によれば、小見出しには段落概要の予告することで読者を惹きつける効果

があり、小見出しの語を吟味させることで学生の語彙増強に繋がる［名和　2013：276］。それゆえ、

小見出し作文には教育効果がある。ただし、端的な名詞句の作成は入学直後の学生にとって決して

容易ではない。原因は、日本語が動詞中心の言語で、英語などとは違って名詞句を多用しないこと

にある［e. g. 吉見　2001：56］３。名詞句に馴染みのない学生は、どうしても「―することである」、「―

の点である」といった節の発想をしてしまう。そこから脱却して独力で小見出しを作成できるよう

になるためには、学生は以下３点を理解する必要がある。

　第一に、端的な名詞句の条件である。節の発想にしか馴染みのない学生にとって、最初の関門は、

名詞句とは何か、更には「端的」な名詞句とは何かを理解することである。その理解がなければ、

学生は的確な小見出しを作成できるようにならない。

　第二に、節から句への転換法である。端的な名詞句の条件をわかっても、最初に思い付いた名詞

節の文章から小見出しを作り出せずに硬直してしまう学生は少なくない。それゆえ、節の文章から

端的な名詞句を引き出す技術を教授する必要がある。

　第三に、インパクトのある小見出しの基準である。端的な名詞句の条件、そして節から句への転

換法を理解すれば終わりではない。短い語数で読者を惹きつけるためには、どのような名詞句を作

るべきなのかという問題が残っている。学生にインパクトのある小見出しの基準を理解させて、よ

り良い名詞句を自力で作成できるようにさせなければならない。

　以上の３点に関して、詳細な説明もなしに自力で気付くことのできる学生は決して多くない。い

ずれかの点で大抵は行き詰まる。その際には必要な技法をわかりやすく教えなければならない。そ

うでなければ、学生は小見出し作成術を十分に消化できぬままに半期の授業を終えてしまう危険性

が高い。そこで本稿では、端的な名詞句の条件、節から句への転換術、更にはインパクトのある小

見出しの条件、の３点について初年次生にも理解しやすい教授法を検討する。

　　１．端的な名詞句の教授法

　日本語を母語として育ってきたモノリンガルの学生にとって、教員の想像以上に端的な名詞句は

理解しにくいものである。学生の躓く点は２つある。第一に、名詞節と名詞句の差異である。第二

に、「端的」である条件である。この２点を理解しなければ、学生は節の発想から離脱できないか、

冗長な名詞句しか作成できないままに終わってしまう。そうならないように、以下では名詞句と名

詞節の差異、更には端的な名詞句の条件に関する教授法を探っていく。

３ 　日本人大学生を対象とした英語教育においても、英語名詞句の理解は重要課題になっている。例えば、
日本大学工学部の英語教育では、一つの名詞を用いた多数の英語名詞句とそれらの日本語訳文を並べて
学生に比較させることによって、英語名詞句の基本パターンを把握させている［内堀、中條　2010］。
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1.1　名詞句と名詞節の差異

　学生にとってまず理解しにくいのが、名詞句である。日本語の日常会話では節の形で話すことが

多い。それゆえ、入学直後の学生の多くは、「―だから」、「―の点」、「―のこと」といった節の形

でしかイイタイ内容を思い付けない。加えて、句とは何かを知らぬ者も多い。だが、型作文におい

ては、端的な名詞句を用いて段落冒頭で当該段落の概要を示さなければならない。それゆえ、節と

句の違い、そして名詞句とは何かを、学生はまず理解する必要がある。

　名詞句とは、定義上は「主名詞に修飾表現（連体成分）が付された句」［西山　2010：４］である。

日本語の場合には、英語などとは違って後置修飾の方式が存在しないので、修飾表現を前に連ねた

名詞と教えてもよいだろう。国語学者の西山によれば、日本語名詞句には、

　（１）　形容詞／形容動詞＋名詞

　（２）　連体修飾節＋名詞

　（３）　名詞＋の＋名詞

　（４）　数量詞＋名詞

　（５）　連体詞＋名詞

　（６）　名詞＋格助詞＋の＋名詞

　（７）　副詞＋の＋名詞

の７種類がある［西山　2010：4-5］。このように、国文法上は名詞句を７分類できる。だが、そう

した名詞句の詳細な分類を教えても、国語学を専門としない学生を混乱させるだけである。より簡

潔に名詞句とは何かを伝える必要がある。

　そのために参考になるのが、片岡らによる連体修飾表現の３分類である［片岡、増山、山本　

1999：38］。片岡らは、連体修飾表現を「名詞＋の＋名詞」に言い換えて要約する方法を考察した。

その過程で、日本語の連体修飾表現を動詞型、名詞型、形容詞型に３分類している。動詞型とは、

「主語＋動詞＋被修飾名詞」や「目的語＋動詞＋被修飾名詞」のことである。名詞型とは、「名詞＋

の＋名詞」、もしくは２語以上の名詞を結合させた複合名詞を指す。形容詞型とは、「形容詞＋名詞」

と「形容動詞の連体形＋名詞」のことである。

　片岡らの３分類を西山の７分類と対応させれば、動詞型連体修飾表現とは「（２）　連体修飾節＋名詞」

のことになる。名詞型とは、「（３）　名詞＋の＋名詞」、更には片岡らが例として挙げていない「（６）　

名詞＋格助詞＋の＋名詞」を指す。形容詞型は、「（１）　形容詞／形容動詞＋名詞」や「（４）　数量詞

＋名詞」、「（５）　連体詞＋名詞」、更には変則的な「（７）　副詞＋の＋名詞」をも含むことになる４。

　文法上の正確な分類に拘らなければ、片岡らの３分類は西山の７分類よりも簡潔である。片岡ら

の３分類に基づいて名詞句を教授すれば、大学初年次生でも容易に理解できる。ただし、名詞句の

４ 　英語の文法に照らせば、数量詞「２つの（two）」、日本語の連体詞に相当する現在分詞「刺激的
（exciting）」や過去分詞「折れた（broken）」などは、全て形容詞と看做しうる。
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理解は型作文指導の出発点に過ぎない。最終目標は、端的な名詞句を用いて小見出しを作ることで

ある。片岡らの３分類全てが端的な名詞句に該当するわけではないのである。

1.2　端的な名詞句の条件

　名詞句と名詞節の差異を理解した学生にとって、次なる課題は端的な名詞句の条件である。その

条件を学生にどのように教授すべきだろうか。片岡らの連体修飾表現の３分類に依拠しつつ、端的

な名詞句の条件を公式化してみたい。

　そもそも型作文における小見出しの役割は、段落冒頭で冗長な節の文章が登場することを避けて、

段落概要を簡潔に示すことにある［名和　2013：276］。そのことからすれば、端的な名詞句の最低

条件は、節を一切使わないことである。それゆえ、片岡らの３分類に見る動詞型は端的な名詞句と

は言えない。動詞型、すなわち「主語＋動詞＋被修飾名詞」と「目的語＋動詞＋被修飾名詞」は、

常に動詞を伴った節の形を要求するからである。

　これに対して、片岡の３分類の名詞型と形容詞型は端的な名詞句と言ってよい。特に名詞型、つ

まり「名詞＋の＋名詞」や複合名詞は、小見出しの王道である。それ以上に手短な形、つまり単体

の名詞では、見出しに厚みを持たせられない。形容詞型に関しても、名詞に形容詞や形容動詞を付

加することによって小見出しの内容を膨らますことができる。

　従って、端的な名詞句の条件は、片岡らの３分類に見る名詞型と形容詞型のいずれかであると言

うことができる。動詞型が排除される事に関しては、基本的に動詞が混入したら端的な名詞句では

なくなると学生に教えてもよいだろう５。このように、片岡らの３分類に依拠すれば、学生は端的

な名詞句の条件を理解しやすくなる。だが、学生の作文実践を考えると、少し異なった形で図式化

した方がよい。問題は格助詞にある。

　端的な小見出しと聞けば、多くの人は「名詞＋の＋名詞」の形を連想する。それで基本的には間

違いではない。ただし、格助詞「の」にだけ頼って小見出しを作ろうとすると限界が生じる場合が

ある。それが、片岡らの名詞型では例として挙げられていないが、西山の７分類では明確に例とし

て示されている「（６）　名詞＋格助詞＋の＋名詞」である。

　「名詞＋格助詞＋の＋名詞」には、「父からの手紙」［西山　2010：5］、「親への恩返し」といった

例がある。前者は、格助詞「から」を省いて「父の手紙」に変形しても、「父から来た手紙」と「父

の所有する手紙」との識別は難しくなるが原義とほぼ同じになる。だが、後者は、格助詞「へ」を

省略すると、「親が誰かに対して行った恩返し」の意味になって原義が完全に損なわれる６。格助

詞「の」に頼って小見出しを作ることには限界がある。

５　英語の場合には、現在分詞や過去分詞のように動詞を活用して形容詞的に使う例もある。
６ 　単体の名詞で「報恩」や「親孝行」とも言える。前者の場合、報恩の対象が脱落するために原義を

十分に継承できない。だが、後者であれば、恩返しの所作や対象をも含んでおり、原義を保てる。
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　それ以上に問題なのは、格助詞と言われても学生はピンとこないことである。文章校正の時を除

けば、日本語を母語とする者の多くは日常生活において助詞をめったに意識しない。加えて、国語

学者でもない限りは助詞の細かな分類など覚えていない。おまけに、格助詞の中には２つの名詞を

結合して端的な名詞句を作ることのできない語もある。それゆえ、格助詞という語を使って説明し

ても、学生は小見出しをうまくイメージできないのである。

　格助詞「の」だけでは不都合が生じる場合があり、更には格助詞という文法用語で説明しても学

生には理解し難い以上、別の説明手段を考える必要がある。そのために有効なのが、英語の前置詞

である。西山の７分類で言う格助詞は、前置詞の機能を果たしている。例えば、格助詞「の」は英

語のof、助詞の結合した「からの」や「への」はfromやtoに相当する。名詞型の連体修飾表現を作

る格助詞は、英語で言えば２つの名詞を繋ぐ前置詞と言い換えてもよい７。その事実に加えて、日

頃意識しない格助詞とは違って、学生は高校英語の中で前置詞を散々意識させられてきている。そ

れゆえ、名詞型の連体修飾表現で２つの名詞を繋ぐ品詞を、格助詞ではなく前置詞として教えた方

が学生はイメージしやすいのである。

　以上を踏まえて、型作文における小見出しの条件、つまり端的な名詞句の条件を公式化しておき

たい。端的な名詞句の条件とは、「名詞＋前置詞＋名詞（以下、Ｎ1＋prep＋Ｎ2）」、或いは「形容

詞／形容動詞＋名詞（以下、Adj or Adj V＋N）」のいずれかである８。

表１：型作文における端的な名詞句

７ 　格助詞には分類されないが、「－における」、「－に対して」、「－という」、「－に関する」といった連
体修飾語を形成できる助辞も存在する［松下　1992：115］。こうした助辞は、全て英語の前置詞に相
当する。例えば、先の例はそれぞれ、in、against、of、aboutに当たる。端的な名詞句を形成する２つ
の名詞を繋ぐ品詞を前置詞と表現してしまえば、連体修飾にのみ使われる助辞と格助詞の両方を含み
込むことができ、簡潔な形で学生に小見出しをイメージさせられるのである。

８ 　学生に英語の文法を意識させ過ぎることには危険も伴う。例えば、英語の不加算名詞は、「２足の靴
（two pairs of shoes）」、「数枚の紙（some sheets of paper）」のように、形容詞一語ではなく句の形に
なる。それゆえ、英語経由でAdj or Adj V＋Nの形を理解させると、英語ができる学生に「形容詞句
を使っても端的な名詞句と言えるのか？」という疑念を持たせる恐れがある。しかし、そうした場合
でも、端的な名詞句に使える語数は日本語基準で考えるように指導すれば済む。
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　　２．節から句への転換術

　端的な名詞句の条件を十分に理解した学生にとって、節を句に転換する方法が次の課題となる。

端的な名詞句が N1＋prep＋N2、或いはAdj or Adj V＋Nのいずれかだと理解しても、最初に思い付

いた節の文章から小見出しを作成できずに硬直してしまう学生は少なくない。それゆえ、節の文章

から端的な名詞句を作成する術を学生に教える必要がある。

　節とは、主語と述語、時には目的語や補語をも伴った文章である。そうした節の文章から、２つ

の名詞の間に前置詞を挟んだ形、或いは名詞に形容詞や形容動を付した形を引き出す必要がある。

その作業は語彙数の乏しい初年次生にとって容易ではない。だが、以下の２段階で節から句へと転

換すれば、初心者でも容易に小見出しを作成できる。第一に、主張の絞り込みである。第二に、節

に含まれる非名詞成分の名詞化である。本節では、この２段階を検討する。

2.1　主張の絞り込み

　初年次生の多くは、小見出しをつける習慣がない上に、語彙も乏しい。それゆえ、自分のイイタ

イ内容を節の形でしか思い付けない。更には、最初から内容を絞り込んだ文章で思い付ければよい

が、入学直後の学生の中には複文の入り乱れた長文でしか書けない学生もいる。

　実例を挙げよう。高経大の日本語リテラシーⅠでは、型作文訓練の開始前に学生の作文力を測定

する。具体的には、履修者全員に高経大への入学経緯を書かせて判断する。その作文の際に、「将

来地方公務員を目指していて、特に経済の面から地域づくりをしたいと考えていたので、幅広く社

会学系統の少数ゼミがあるところに魅力を感じました」と書いてきた学生がいた。一見してわかる

ように、一文の中に２つの読点で区切られた３つの内容が並置されている。この状態から小見出し

を作ろうとしても、学生は情報量の多さに途方に暮れるだけである。

　小見出し作成に慣れていない学生にまず教えるべきことは、主張を絞り込むことである。主張を

絞り込むとは、「誰が誰に何をどのようにした」という内容を一つに限ることである。英語で言えば、

基本５文型に副詞を加えた程に、つまり長くとも主語１つ、動詞１つ、副詞１つ、目的語１つ、補

語１つの短文にイイタイ内容を絞ることである。

　先の例で言えば、公務員という将来の目標、経済面からの地域づくり、更には少人数ゼミの魅力、

という３つの内容が含まれていることをまず学生に理解させなければならない。その上で、３つの

内容を別個の理由として分割するのか、それとも３つの内容の中で核になる要素を選んで１つの大

きな理由とするのか、のいずれかを学生に選択させることである。

　ここでは後者の方式で考えてみたい。先例の場合、公務員の夢と少人数ゼミの魅力は他大学でも

可能である。従って、その２つの要素は高経大の入学動機としては説得力が弱い。他方で、経済面

からの地域づくりに関する学習は、経済学部と地域政策学部を併設した高経大の特徴であり、他者
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から見ても一定の説得力を持つ。このように考えると、３つの要素の中で核とすべきは、経済面か

ら地域づくりだと学生にもわかるはずである。

　小見出し作成のためにまずやるべきことは、イイタイ内容の核を手短な文章にすることである。

手短な文章がイメージできない学生には、主語１つ、動詞１つ、副詞１つ、目的語１つ、修飾語１

つに収めるように指示を出すことである。

2.2　非名詞成分の名詞化

　小見出し作成のためには、まずイイタイ内容を短文にまとめる必要がある。だが、そこからすぐ

に小見出しができるわけではない。実際、短文にまとめることができても、先に進めずに固まって

しまう学生が少なくない。原因は、動詞句、形容詞、形容動詞を名詞化する術を知らないことにあ

る。ここで言う名詞化とは、「本来名詞でないものが名詞（のようなもの）に変わること」［上原　

2010：24］を指す９。名詞化、つまり名詞以外の品詞を名詞へと転換することによって、「本来そ

うでないものが名詞的な性質、名詞らしさを帯びる」［上原　2010：24］のである。

　前章で見たように、端的な名詞句を使った小見出しとは、N1＋prep＋N2、或いはAdj or Adj V

＋Nのどちらかである。つまり、名詞、形容詞、形容動詞、前置詞以外は小見出しに利用できない。

それゆえ、最初に思い付いた節の文章に含まれる形容詞や形容動詞は小見出しにそのまま転用でき

るが、動詞句は名詞化しなければ小見出しに活用できない。形容詞や形容動詞に関しても、Ｎ1＋

prep＋Ｎ2という王道の小見出しを作成する場合には名詞化する必要がある10。

　名詞化の際には、動詞句、或いは形容詞や形容動詞を、辞書を用いて名詞に変換しなければなら

ならない。ただし、その際には国語辞典や漢和辞典はあまりに役に立たない。類語辞典を用いる必

要がある11。

　例えば、「限る」という動詞を考えて欲しい。国語辞典を引けば、「限る」という動詞の意味や用

法を知り、「しきる」などといった類似の動詞を知ることもできる。ただし、国語辞典の「限る」

という動詞の説明には、当該動詞と関連した名詞の一覧は登場しない。それゆえ、国語辞典はあま

り名詞化の作業には役立たない。他方で、漢和辞典を引けば、「限」という漢字の入った語彙の一

覧を目にし、「制限」や「限定」、「限界」や「期限」といった名詞とも出会うことができる。それ

ゆえ、漢和辞典は国語辞典に比べれば名詞化の助けとなる。とはいえ、漢和辞典は当該漢字を用い

た語句の一覧を示してくれても、当該漢字を用いない類語までは紹介してくれない。従って、名詞

９　「派生名詞（Derivational Noun）」と呼ぶ者もいる［松下　1992］。
10 　形容詞や形容動詞は、接尾辞の「―さ」や「―み」などを加えれば名詞化できる［松下　1992：

104］。
11 　機械を用いて名詞節を名詞句に言い換える場合には、特に英語の名詞節を日本語の名詞句に翻訳す

る場合には、類語辞典に依拠することが当然視されてきた［e. g. 藤田、乾、乾　2000；吉見　2001］。
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化の作業のためには漢和辞典ですら限界がある。

　その限界を乗り越えるためには、類語辞典を使う必要がある。類語辞典で「限る」という動詞を

引けば、「限」という漢字を用いた名詞の一覧のみならず、関連する動詞、更には「抑制」や「削減」

などの類似した名詞も知ることができる。類語辞典を使えば、ある動詞に関連した名詞を、当の動

詞に含まれる漢字にとらわれずに探すことができるのである12。

　類語辞典を用いて動詞句、形容詞、形容動詞を名詞化する。この手続きを踏めば、学生はイイタ

イ内容を絞り込んだ短文に含まれる全ての事項を名詞化できる。それさえできれば、学生は比較的

容易に小見出しを作成できるようになる。

　Ｎ1＋prep＋Ｎ2の形の小見出しを作成するためには、節の文章に含まれる全要素を名詞化し、そ

れらの名詞群の中からパズル感覚で２つの名詞を選んで、何らかの前置詞で繋ぎ合わせればよい。

Adj or Adj V＋Nの形の小見出しをつけるためには、節の文章で元々使用していた形容詞や形容動

詞をそのまま用いて、或いは副詞を形容詞化して、元々使っていた名詞や動詞句を名詞化したもの

と接合すればよい。これで、最初に思い付いた短い節の文章から端的な名詞句を作成できる13。勿論、

それは取り敢えずの小見出しでしかない。更に、小見出しに用いた名詞や前置詞が適切か否かを再

検討する必要がある。だが少なくとも、学生は節から端的な名詞句へと転換させて、叩き台となる

名詞句を目前にしているはずである。

　　３．インパクトのある小見出しの基準

　学生は、類語辞典を用いればＮ1＋prep＋Ｎ2やAdj or Adj V＋Nの小見出しを作成できるように

なる。だだし、その小見出しは暫定的なものでしかない。的確な小見出しを作成するためには、よ

り相応しい名詞や修飾語の有無を検討しなければならない。更には、読み手を惹きつけるような小

見出しとなっているか否かに関しても再検討する必要がある。

　インパクトのある小見出しを作れと学生に指示することは容易い。だが、それで学生ができるの

ならば教員は苦労しない。一を聞いて十を知る学生はまずいない。従って、インパクトのある小見

出しの基準や作成術をわかりやすく説明する必要がある。

　インパクトのある小見出しの基準は、読み手ごとに、日本語リテラシーⅠの場合には添削する教

12 　学生の電子辞書に類語辞典が入っていない場合も多い。その際には、和英と英和の両辞典を併用す
れば、代用類語辞典になる。ここでは、同様に「限る」という例で考えてみよう。まず、和英で「限
る」という動詞を検索する。limitやrestrictといった動詞が見つかる。次に、これらの動詞を名詞化し
たlimitやrestrictionなどを英和で引き直す。すると、漢和辞典でも見つかる「限定」や「限界」など
だけではなく、類語辞典でなければ出会えない「極限」や「制約」といった言葉も発見できる。

13 　短文の中に否定と呼応した副詞、或いは消しや可能を表わす助動詞がある場合には、小見出しに反
映させる必要がある。ただしその作業は、動詞句を名詞化できれば、決して難しいものではない。
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員ごとに異なる。恐らく、ある小見出しが段落の適切な要約となっているかの判断ですら、読み手

ごとに幾分異なるだろう。だからといって、インパクトのある小見出しの基準を学生に説明しなく

てよいことにはならない。少なくとも、教員はインパクトのある小見出しに関する自分自身の基準

を説明し、その基準を達成する技術を学生に示す必要がある。

　ここでは、初心者でも応用しやすい小見出し作成術を論じたい。具体的には、動詞由来の名詞、

大学生水準の語彙、複合名詞、の３つを論じる14。

3.1　動詞由来の名詞

　Ｎ1＋prep＋Ｎ2、或いはAdj or Adj V＋Nの基本形を守ってさえいれば、小見出しの体裁を整え

ることができる。だが、単に２つの名詞を前置詞で接合しただけでは、或いは修飾語１つを名詞に

付加しただけでは、インパクトのある小見出しにはならない。更なる工夫が必要になる。そうした

技法はいくつかあるが、その最たるものが動詞を名詞化する技法である。この技法は、Ｎ1＋prep

＋Ｎ2、更にはAdj or Adj V＋Nの両形式で有効である。特に前者において、その有効性は顕著である。

その理由は、動詞と名詞の本質的な機能の違いにある。

　名詞と違って、動詞は常に関係性（relationality）と時間性（temporality）を示すことができる

［上原　2010：27］。動詞を用いることによって、動作主と被動作主の関係性、更には動作の帰結な

どの時間的展開を示すことができるのである［上原　2010：27；影山　2010：19］。他方で、名詞

の多くは犬や水といった「時間的展開から切り離された自己完結的事物」［影山　2010：19］を表

わすために、関係性や時間性を示せない傾向にある。それゆえ、大部分の名詞は読み手に静態的な

イメージしか与えられない。つまり、自己完結的事物を表わす名詞だけを用いていては、インパク

トのある小見出しは作成できないのである。

　その問題点を解決する方法が、動詞由来の名詞を使うことである15。動詞から作られた名詞は、

動詞が元来持っていた「関係性と時間性に特徴づけられる動作の概念」［上原　2010：30］を失わ

ずに保有できる。そのために、名詞であっても、動詞のように動態的な印象を読み手に与えること

ができる。特に、高経大の日本語リテラシーⅠにおける作文課題は志望動機を中心としており、書

き手の意思や関わり方を示すことが求められる。それゆえ、動詞由来の名詞を用いて小見出しを作

れば、書き手は動機形成の時間的経過や志望対象との関係性を小見出しに盛り込むことができる。

14 　他にも方法はある。詩的表現も一つの手段である。例えば、擬人法で「地球の悲鳴」、同音異義語で
「教会の境界」、意味の反転を利用して「美の醜悪さ」、慣用句で「豚に真珠」といった小見出しを付け
ることも、読み手に強い印象を与える。ただし、詩的表現は、修辞法に習熟していない学生には作成
するのが難しく、使用機会も限られる。それゆえ、基本技術として教える必要はないだろう。

15 　このタイプの名詞は、動詞の連用形を基に作られた名詞か、語尾に「－する」と付ければ動詞化で
きるサ変名詞のいずれかである［e. g. 松下　1992：104］。
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　説明を受ければ、動詞由来の名詞の有効性を学生は直ちに理解する16。だが、有効性を理解しても、

動詞由来の名詞をすぐに作成できるわけではない。思い付いた節の文章を前にして、或いは節の全

要素を名詞化した単語群を前にして、多くの学生はどうしたら動詞由来の名詞を小見出しに組み込

めるのかと頭を悩ませることになる。従って、動詞由来の名詞を端的な小見出しに組み込む術も教

えなければならない。動詞由来の名詞を小見出しに組み込む方法は、Ｎ1＋prep＋Ｎ2、Adj or Adj 

V＋Nのそれぞれで異なる。

　Ｎ1＋prep＋Ｎ2 の場合には、目的語を取る動詞か否かでやり方が異なる。目的語を取る動詞、つ

まり英語で言う他動詞の場合には、最初に思い付いた節の文章の動詞句を名詞化してN2に、動詞

句の目的語をＮ1 に当てはめるのが基本である。例えば、「私は明日東京へ仕事で行く」であれば、「仕

事で行く」という動詞を「出張」という名詞に転換し、「東京へ」という目的語と結合させて、「東

京への出張」というＮ1＋prep＋Ｎ2の形にできる17。これに対して、英語で言う自動詞の場合には、

Ｎ1に節の主語を代入すればよい。例えば、「地球は太陽の周りを回る」であれば、「太陽の周りを

回る」という動詞句を「公転」へと転換し、主語の「地球」と合体させて、「地球の公転」という

Ｎ1＋prep＋Ｎ2の形にできる18。

　こうした形で小見出しを作る際に、動詞であれば、初年次の学生でも類語辞典を引いて簡単に適

切な名詞を探し出せる。厄介なのは、動詞句である。動詞句の動詞部分だけに注目して名詞化を試

みてもほぼ不可能である。例えば先に挙げた「仕事で行く」という例の場合には、類語辞典で「行

く」や「旅する」といった動詞を検索しても、「出張」という名詞に辿りつけない。最初から、「出

張」という名詞を自力で思い付く必要がある。ただし、「仕事で行く」という動詞句を「出張」と

16 　筆者の教育例を挙げよう。日本語リテラシーⅠでゼミナールの志望動機を書かせた際に、学生は「経
済知識」、「経済知識の基礎」、「経済知識の基礎固め」といった小見出しを付けてきた。これらの類似
した小見出しを全て学生に提示し、「固める」という動態的要素を伴った「基礎固め」という語を用い
れば書き手と知識との関係性までも読者に伝えられることを理解させた。

17 　「東京への出張」を縮めて、「東京出張」という複合名詞にすることもできる。更には、目的語の抽
象度を上げて、「東京」を「国内」に置換し、「国内出張」に変形することもできる。なお、「東京」と

「国内」の変換に見るような、固有名詞と抽象名詞を自由に往復する能力のことを「名詞化力」と呼ぶ
者もいる［福嶋　2012：230］。その「名詞化力」が、時には小見出し作成のために大切になる。例えば、「学
費を負担してくれる親に恩返ししたいのです」という文章の場合、「親への恩返し」という小見出しが
まず思い浮かぶ。だが、そこで留まらずに、「学費を出してくれる親」を抽象化して「出資者」へと変
換し、「出資者への報恩」という小見出しにすることもできる。

18 　著者の私見であるが、型作文における小見出し指導は、文語英語と連動させた方が効率的であり、
教育効果も大きいはずである。英文和訳の際に、名詞句をしばしば名詞節として訳出する。日本語か
ら英語への訳出においても、頻繁に節を句に転換する。句と節の文章を相互変換できるようになるこ
とは、文語の日本語と英語を往還できるようになることと近い。それゆえ、端的な名詞句を用いた小
見出し作成の指導を、日本語の作文指導に留めては勿体ない。文語英語の名詞句をも射程に収めた方
がよいだろう。実際、本稿で論じている教授法も、文語の英語と日本語の差異を前提としたものである。
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いう名詞に転換することは、大学生であれば難しくはない。動詞句からでも、Ｎ1＋prep＋Ｎ2の形

の小見出しを簡単に作成できる。

　Adj or Adj V＋Nの形に動詞由来の名詞を使う方法も、N1＋prep＋N2の形の場合とほぼ同じであ

る。最初に思い付いた節の文章の動詞句を名詞化してNの部分に放り込めばよい。ただし、動詞由

来の名詞に付加しなければならない形容詞や形容動詞の部分がある点が異なる。形容詞や形容動詞

に当たる部分は、動詞句を修飾している連用修飾語を変形することによって作り出せばよい。例え

ば「私は頻繁に転ぶ」の文章であれば、「頻繁に」という副詞を「頻繁な」という形容詞に転換し、「頻

繁な転倒」という形に変換すればよい。Adj or Adj V＋Nの小見出しでも、動詞由来の名詞を使う

ことは決して難しくないのである。

3.2　大学生水準の語彙

　動詞由来の名詞を利用することが、インパクトのある小見出しへの近道である。たが、単に動詞

由来の名詞を用いればよいわけではない。類似した様々な名詞の中から、イイタイ内容を表わすの

により相応しい語を選ぶ必要がある。そのためには、類語辞典で丁寧に言葉を探さなければならな

い。そのことは、動詞由来の名詞以外についても言うことができる。Ｎ1＋prep＋Ｎ2の場合には、

節の文章中で動詞の目的語であったＮ1、時には前置詞も検討しなければならない。Adj or Adj V

＋Nの場合には、より相応しい形容詞や形容動詞がないかどうかを探る必要がある。

　では、大学初年次教育の小見出し作文において相応しい語彙の基準は何か。それは、高校生水準

の語彙を越えて、大学生水準の語彙を用いることである。換言すれば、自分にとって操作可能な既

知の言葉で済ませようとしないことである。見たことはあっても今までに使ったことのない言葉、

更には未知の言葉を使おうとする姿勢が、教員に伝わってくることである。

　「学習」という動詞由来の名詞を例に挙げよう。就業を希望する職業や希望ゼミの課題作文の中で、

学生は「実用英語の学習」、「専門知識の習得」、「流通論の研究」、「英語力の向上」といった形で「学習」

にまつわる名詞を頻繁に使う。勿論、動詞由来の名詞を用いた小見出しを作成できていれば及第点

である。問題は、教員が何も言わなければ、高校生でも使えるような「学習」、「習得」、「研究」、「向

上」といった語しか使わないことである。そこから脱却させるためには、類語辞典を引かせる必要

がある。

　類語辞典を引けば、学生は様々な「学習」の類語に気付くことになる。「修得」、「会得」、「熟達」、

「精通」、「学修」、「研鑽」といった類語に学生は出会う。その際に、読み方の同じ「学（ガク）シュ

ウ」や「シュウ得（トク）」でも、「修」と「習」という漢字の違いで意味はどう異なるのかと教員

が学生に問いかけてやる。更には、「熟達」、「精通」や「会得」が、「獲得」に比べて知ることの深

度が深いことを教員が示唆してやる。そうすれば、漢字の語感が読み手に与える印象を考えて、学

生に「学習」という類語の中から文脈に相応しい単語を探すようになる。語彙選別の重要性を、更

には類語辞典を使うことの有効性をも理解するはずである。
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　どの表現を小見出しに選択すれば相応しいかという検討を重ねることによって、学生は語彙を増

やしていく。勿論、学生が新たに知った単語を実際に作文で使うようになるか否かは、個人差があ

る。だが、文章を読んでいて過去に調べた単語に出会った際には、語の大意を予想し、辞書を引く

ことなく読み進めることができる程度にはなる。語彙選択の格闘は、単に作文技術を向上させるだ

けではなく、読解力も伸展させる。

　それゆえ、語彙選択の格闘こそが大学初年次教育の作文指導においては重要なのである。初年次

生に対する作文教育では、大学生水準の語彙を使えていることこそをインパクトのある小見出しの

条件とすべきである。類語辞典を用いて語彙探索をさせることが肝要なのである。

3.3　複合名詞

　インパクトのある小見出しを作成するための第三の技法が、複合名詞である。複合名詞とは、２

つ以上の名詞を合成し、外見上は１語に見えるようにした名詞のことである。複合名詞を使えば、

複数の単語を圧縮し、小見出しの中に様々な内容を組み込むことが可能になる。

　「地域の振興」という例で考えてみたい。「地域の振興」は、Ｎ1＋prep＋Ｎ2の形になっており、

そのままでも小見出しになる。ただし、この表現は、現在では格助詞「の」を省いて「地域振興」

という複合名詞形で使われることが少なくない。「地域振興」という複合名詞を用いれば、別の名

詞を付加して「地域振興の推進」といったように更に小見出しの内容に厚みを持たせることができ

る。「地域振興」の語尾に「策」を付けて更に複合名詞化すれば、「地域振興策の提言」といった形

で「地域振興」に対する書き手の関与形態まで示すこともできる。複合名詞こそが、端的な名詞句

を用いた小見出しを豊かにする近道と言ってよい。

　「地域の振興」のような例で教えれば、学生は複合名詞の有効性を直ちに理解する。問題は、複

合名詞の作成法を如何に理解させるかである。その方法は多々あるが、全てを半期の授業中に、そ

れもわずか３回の実習の中で教える余裕はない。学生にもわかりやすく、使用頻度の高い方式だけ

を教える必要がある。恐らく、それは以下の２種類である。第一に、Ｎ1＋prep＋Ｎ2から中央の前

置詞を排除する方式である。第二に、接頭語や接尾辞を活用する方式である19。

　まず、Ｎ1＋prep＋Ｎ2から中央の前置詞を排除する方式である。わかりやすいのは、先に挙げた「地

域の振興」から「地域振興」という複合名詞を作り出す例である。前置詞ofに相当する格助詞「の」

19 　新たに普及した複合名詞を利用するのも一つの手である。新しい複合名詞は、行政機関やメディア、
更には研究者や作家によって、時には市井の人々の間で、生産され、消費され、定着する。例えば、

「社会人基礎力」という語がそうである。この語は、コミュニケーション能力、課題の発見力と処理
力、自己コントロール能力など、社会人として必要な様々な能力を総称するものである［経済産業省
2006：3］。現在、この言葉は行政機関や教育機関、企業がしきりに使うようになっている。「社会人基
礎力」という語を使うことで、学生は様々な能力を一語で表して文章量を削減できるのみならず、社
会的流行を理解していることを読み手に示すことができる。
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を削って、２つの名詞を直接的に結合するやり方である。この方式は、Ｎ1＋prep＋Ｎ2から複合名

詞を作り出す最も典型的なやり方である。だが、それではうまくいかない場合もある。その場合には、

取り払った中央の前置詞に変えて、何らかの名詞を挿入すればよい。例えば、「米国からの留学生」

の場合、前置詞fromに相当する語句を削って、前後２つの名詞を直接繋ぐことはできない。だが、

削除した助詞の部分に「人」という名詞を代入し、「米国人留学生」とすれば複合名詞になる20。

このように、Ｎ1＋prep＋Ｎ2の形の名詞句から中央の前置詞を削除するか、排除して何らかの名詞

を挿入すれば複合名詞は簡単にできる。このタイプの複合名詞は、中央の前置詞を削除して名詞を

接合する道を探せと教えるのが初年次の学生にとってわかりやすい。

　次に、接頭辞や接尾辞の活用である。接頭語や接尾語を用いて複合名詞を作成すれば、学生は最

初に思い付いた節の文章中の様々な要素を名詞一語に取り込むことができる。ただ、接頭辞や接尾

辞は種類が多いため、全てを教えても学生を混乱させるだけである。それゆえ、いくつかの種類に

絞って教える必要がある。節の文章から小見出しを作成するために特に有用なのは、「非」や「不」

といった否定の接頭辞、「―法」や「―術」といった方法や技術を表わす接尾辞、更には「―力」

という能力を表わす接尾辞、の３種類であろう。

　否定の接頭辞は、複合名詞を作る際によく使うものであり、最初に思い付いた節の文章に含まれ

る否定の語句を名詞の中に取り込むことを可能にしてくれる。「出席できない」という否定の含意

を伴った動詞句であれば、「できる」という部分を「可能」へ、更には否定の語句「ない」の意味

を加えて「不可能」へと変換して、「出席不可能」という複合名詞にできる。これに対して、方法

や技術を表わす接尾辞、更には能力を表わす接尾辞は、特に志望動機書や自己アピール文で威力を

発揮する。例えば、ゼミナールの志望動機として「統計学の知識を活かして将来自らの資産を効率

的に運用したい」という理由がある場合には、接尾辞を使って「資産運用術への応用」や「資産運

用力の養成」といった小見出しを作成できる。

　このように、Ｎ1＋prep＋Ｎ2の形の名詞句から前置詞を消去したり置換したりする方法、更には

接頭辞と接尾辞を用いる方法は、極めて応用性が高い。複合名詞作成の入門としては、この２種類

の技法で十分であろう。

　　おわりに

　本稿では、高経大における型作文指導のために、端的な名詞句を用いた小見出し作成の教授法を

探ってきた。まず、小見出しを学生にイメージしやすくさせるために、端的な名詞句をＮ1＋prep

＋Ｎ2、或いはAdj or Adj V＋Nとして公式化した。次に、小見出し作成のためには、まず情報を絞

20 　２つの名詞を接着して複合名詞化できる名詞には、「人」の他に、「式」、「流」、「産」などがある。例えば、
「日本式ローマ字」、「我流拳法」、「米国産牛肉」などを想起されたい。
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り込んだ短文を作成し、その短文に含まれる非名詞成分を名詞化すればよいことを論じた。更には、

非名詞成分を名詞化する際には類語辞典が有効となることも示した。そして最後に、小見出しにイ

ンパクトを持たせるためには、動詞由来の名詞を用いること、大学水準の語彙を使うこと、複合名

詞の活用すること、の３つを教えるべきであることを述べた。

　本稿で論じた端的な名詞句の作成法は、決して新しいものではない。出来る人であれば、小見出

しを作る際に意識せずとも用いている技法である。その技法を、筆者は初年次教育のために意識的

に言語化し、図式化しただけである。

　勿論、本稿で論じてきた名詞句の作成技法が全てではない。大学に入学したばかりの学生のため

に、出発点として最低限の技術を論じたに過ぎない。教えた最低限の技術を足掛かりとして、学生

が論理的な文章作成や修辞技法に習熟していくことを願うばかりである。その際には、類語辞典が

強い味方になるはずである。言葉に敏感になり、より相応しい言葉を探すことこそが、最後まで文

章作成につきまとう課題だからである。
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