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前回までの復習
ーことばへの気づきの対象ー

音韻、形態、統語、意味

構造・機能

語用

変異（方言、敬語・タメ語、外国語など）

コミュニケーション

(大津, 2021)
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前回までの復習
ーことばへの気づきの発達ー

感じる

気づく

意識する

操作する
(大津, 2021)
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前回までの復習
ーことばへの気づきの発達ー

 感じる

笑 → わかんない（3y）

 気づく

「かっぱ」がいっぱい (5y)

 意識する

小さい「っ」がいっぱいあるから (7y)

 操作する

 「っ」の繰り返しが多いからです
「かっぱが笛を盗んだ」と言っても
おもしろくありません (13y)

(大津, 2021)5

いつごろから芽生えるのか？

 Kate (2y6m) (Pratt & Grieve, 1984)

A: What’s that? (pointing to one of Kate’s feet)

K: A footsie.

A: What are these? (pointing to both feet)

K: Two footsies, no, two feetsies, I mean.

 対象は？

語：形態素（複数形、単数形）
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いつごろから芽生えるのか？

 Kate (3y1m) (Pratt & Grieve, 1984)

K: Can I have a bit of cheese, please.
Cheese please. That’s a rhyme.

 りか(3y4m)

ハイ！オッパッピー！おっぱいオッパッピー！

 対象は？

音声・音韻
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早ければ２歳ごろには
ことばへの気づきの
萌芽が見られる

幼児期〜学童期のことばへの気づき

 4歳〜8歳 ：顕著な発達 (Hakes, 1980)

 ゆうき(4y3m)

「鼻かむの『かむ』ってなんだ？ガブってする
のも『かむ』だよね」

アクセントの違い？

語彙的あいまい性、「気づく」
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幼児期〜学童期のことばへの気づき

 語の意味への気づき

 りか（3y4m）

 R：たべもの そまつにすると おばけくるの？

 M：食べ物を粗末にするってどういう意味？

 R：わかんない。

 M：どういうときに使うかな？

 R：ごはんつかう！(「ごはん」という言葉と一緒につかう？)

 M：ごはんをどういうふうにすること？

 R：わかんない。
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幼児期〜学童期のことばへの気づき

 語の意味への気づき

 ゆうき（5y4m）

 M：食べ物を粗末にするってどういう意味？

 Y：ごはんを ぜんぜんたべなくて もうやだーって
なっちゃうこと

 Y：か、か、かんれき！

 M：かんれきってどういう意味？

 Y：６０のこと。チャーちゃんが こないだ６０さいに
なったって。
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幼児期〜学童期のことばへの気づき

 音声・音韻に対する気づき

モーラに対する気づき (動画)

yu u bi n → yu bu i n
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幼児期〜学童期のことばへの気づき

 「バスボールの『バス』って溶けるっていう意味？(4y3m)

 「honeybeeのhoneyってミツのこと？」(4y4m)

 「春巻きって春に食べるから春巻きなの？
今夏だけど」(5y2m)

 「ニクズクって何かお肉と関係あるの？」(5y2m)

肉荳蔲（果肉の部分を使う生薬）

 複合語、「意識する」
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Wikipedia より
投稿者W.A. Djatmiko Wie146

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Wie146


3

幼児期〜学童期のことばへの気づき

 ゆうき(4y6m)

M：「コロナ応援で、もつ鍋セット買ったんだよね〜」

Y：（驚いた表情で）「コロナ応援したらコロナが
元気いっぱいになっちゃうよ？」

複合語、気づく？意識する？操作する？
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幼児期〜学童期のことばへの気づき

 ゆうき(5y1m)

F：「夕飯（ゆうはん）のおかず何にしようか」

Y：「ねぇ、あさはんって言う？ゆうはんって
言うのに、なんであさはんって言わないの？」

（複合）語、「意識する」

→方言への気づき
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幼児期〜学童期のことばへの気づき

 ゆうき(5y3m)

「ブラジルの言葉はなんで『ブラジル語』って
言わないの？アメリカの言葉はアメリカ語
じゃないの？なんで『英語』なの？」

複合語、「意識する」

みなさんなら５歳の子どもにどのように
説明しますか？

“なぜなぜ期”との関連

15サイコロの1の目だけ
赤いのはなぜ？

フライとか唐揚げは
なんで油で揚げると
茶色くなるの？

幼児期〜学童期のことばへの気づき

 Claire(8y)

 LG: How about this: Claire loves Claire. 

 CG: Claire loves herself sounds much better.

 LG: Would you ever say Claire loves Claire?

 CG: Well, if there’s somebody Claire knows named Claire. 
I know somebody named Claire and maybe I’m named Claire.

 LG: And then you wouldn’t say Claire loves herself?

 CG: No, because if it was another person named Claire -
like if it was me and that other Claire I know, and
somebody wanted to say that I loved that other Claire
they’d say Claire loves Claire.

(Gleitman, Gleitman, & Shipley, 1972)
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文(照応)、統語
操作する

他の認知的発達との比較
ー言語ー

 ことばへの気づきの萌芽：２歳ごろ〜

 ことばの発達 (e.g., 今井, 1996; 伊藤, 1990)

〜１歳半 ：１語文「ワンワン」「まんま」

1歳半〜 ：語彙の爆発的増加期
：２語文「ワンワン いる」「これ ちょうだい」

～３・４歳 ：多語文・複文
「おとうさん はしるの へたっちょだから ちゃんと
まえ むいて はしるんだよ」
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(荻野・小林, 1999)

他の認知的発達との比較
ーメタ認知ー

 メタ認知的活動 (三宮, 2008)

自分自身の知識・理解を
モニタリング・コントロール

 メタ認知の発生：“心の理論”の成立 4歳〜

 メタ認知の質的転換：
思考過程の意識化・プランニング 10歳〜

18「球探し課題」, 加藤(1987)
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ここまでのまとめ
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言語の発達

語彙の急増・文法

多語文・母語の基盤

ことばへの気づきの発達

萌芽

感じる・気づく

意識する・操作する

成人と同じ気づき

メタ認知の発達

心の理論

質的転換

(思考の意識化)

１歳半

２歳

３歳

４歳
・
・
・
10歳
・
・
・

ことばへの気づきの発達と言語学習
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ことばへ
の気づき 言語スキル

動機づけ
学習方略
学習観

 ことばへの気づきの発達と学習動機づけ (五十嵐, 2020)

 対象：日本人高校生207名

 内容：メタ言語能力テスト(あいまい性・文法関係)、
課題への興味の度合い、メタ言語能力テストの感想

 結果：メタ言語能力と課題への興味の度合いに正の相関(.46**)

 考察：ことばへの気づきが発達している学習者
→言語(課題)に対する興味を持つ

※ ** p <.01

ことばへの気づきの発達と言語学習
ー動機づけー
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 あいまい性判断課題

 太郎はかっこいいスーツを着た先生を見た。[修飾関係]

 親戚の訪問はめんどうになることがある。[動作主・対象交替]

 宿題を全部しなかったので山田先生が怒った。 [作用域]

 文法関係判断課題

 A 日本のこの時期は桜がとても美しく咲く。[主語]

 B 花子の気持ちが（太郎に）ようやく理解できた。

 A 太郎は次郎がお気に入りのプラモデルを壊した。[目的語]

 B 私は友人が紹介してくれた（小説が）好きだ。

 A アツシは部屋で静かに小説を読んでいた。[修飾語]

 B 用心深いナオミは戸締りを（何度も）確認した。

ことばへの気づきの発達と言語学習
ー動機づけー
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 自由記述のコード化

無関心(A1)：具体的な記述無し

あいまい性への気づき(A3)：

例)“普段なにげなく使っている言葉がよみ方というか
とらえ方によって意味が変わってくるのが面白かったです。”

日本語の奥深さへの気づき(G2)：

例)“その単語一つ取るだけで文の意味が通らなくなったり、
なくても通ったり、ある部分を強調したりしているのが
興味深かった。”

ことばへの気づきの発達と言語学習
ー動機づけー
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 ことばへの気づきの発達と学習動機づけ (五十嵐, 2020)

 無関心(A1)：

成績上位・中位 < 成績下位 ** p <.01

 あいまい性への気づき(A3)・日本語の奥深さへの気づき(G2)

成績上位 > 成績中位・下位 ** p <.05

 ことばへの気づきの発達
→ 言語に対する興味・・・言語学習動機づけ

ことばへの気づきの発達と言語学習
ー動機づけー

24
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ことばへの気づきの発達と言語発達
ー学習方略ー

 学習方略

認知的方略 → 学習対象

メタ認知的方略 → 学習者自身

外的リソース方略 → 外的リソース

(e.g., O’Malley & Chamot, 1990; Oxford, 1990; 瀬尾ら, 2008; 
Skehan, 1991; 植阪, 2010) 
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ことばへの気づきの発達と言語発達
ー学習方略ー

 認知的方略

綴りと発音の関係を意識

単語をパーツに分解して、意味を推測

日本語(母語)の文法を活用

(e.g., 堀野・市川, 1997; 前田・田頭・三浦, 2003; Oxford, 1990)
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ことばへの
気づきの発達が

前提！

ことばへの気づきの発達と言語発達
ー学習方略ー

 メタ認知的方略

自分の発音とネイティヴの発音との
ズレを訂正

自分の英語の間違いに気づいて訂正

(e.g., 前田ら, 2003;  Oxford, 1990）
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ことばへの
気づきの発達が

前提！！

ことばへの気づきの発達と言語発達
ー学習方略ー

 外的リソース方略

単語やフレーズの意味を調べるために辞書を活用

教師にわからないところを教えてもらう

(e.g., Oxford, 1990; 篠ヶ谷, 2010; Purpura, 1999）
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ことばへの
気づきの発達が
前提！！！

ことばへの気づきの発達：
効果的な学習を成立させるための条件

 ことばへの気づきの発達を支援する実践 (Igarashi, 2016)

 対象：日本人中学1年生22名

 方法：

あいまい性や複合語、コミュニケーションを対象とした
ことばへの気づきについての授業(3回×50分)を実施

ことばへの気づき(メタ言語能力)・
言語学習に対する考え方を事前・事後で比較

ことばへの気づきの発達と言語学習
ー学習観・発達の支援ー
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 結果：

ことばへの気づき（メタ言語能力）

事前 → 事後 有意な上昇↑(**p= .00)

言語学習の有効性の認知

事前 → 遅延（2か月後）有意な上昇↑(N=12, **p= .02)

ことばへの気づきの発達と言語学習
ー学習観・発達の支援ー
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授業の効果が保持
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 言語学習の有効性の認知

日本語の文や語句の仕組みについて知っておくと
日常生活でも役立つと思う

日本語の文や語句の仕組みについて知っておくと
英語の勉強にも役立つと思う

英語や他の言語を学ぶことで日本語のことも
もっとよく知ることができると思う

国語の文法の勉強は学校の試験や受験以外では
役に立たないと思う（ー）

国語の文法の勉強はつまらない（ー）

ことばへの気づきの発達と言語学習
ー学習観・発達の支援ー
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気づきの発達は
教育によって
支援できる

 母語（日本語）の音韻への気づきと
外国語学習経験との関係に関する調査 (Igarashi & Kitano, 2022)

 対象：小学校3年生、学校での英語学習開始直後

 内容：例) ねこ（neko）→ えこ (eko)
有意味語、2文字・3文字、
1文字目・2文字目・3文字目の子音削除 10問

 結果：74名中46名が満点、ほとんどが高得点
英語通塾経験有り vs.無しでの比較：
①平均点に差は無し
②点数の分散に差有り
→外国語学習によって学習者間の音韻意識格差が減少

ことばへの気づきの発達と言語学習
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 ことばへの気づきの発達

→言語への興味≒言語学習動機づけ

→学習方略使用のレディネス

→言語学習観をポジティヴ化

 ことばへの気づきの発達支援も可能

教材・教授法の工夫

外国語の教授

後半のまとめ
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 ことばへの気づきの発達

２歳ごろ～：萌芽

４歳ごろ～：顕著な発達

小学校高学年～：大人と同じような気づきも

 ことばへの気づきの発達は言語学習にとって非常に重要

自然な発達に任せていると個人差が大

意識的な支援（学校・家庭）

今日のまとめ
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他の認知的発達と
相互に影響

好奇心の対象を広げ、知識を豊かにし、
見える世界を広げてくれる
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