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日本語・国際教育研究紀要 第23号 (2020）［実践報告］

日本語初級段階における動詞導入順序とその発音指導

山 下 好 孝、ラープスイサワット・ニダー
（⚑､⚒､⚓､4.2､⚕章 担当) （4.1章 担当)

要 旨
日本語動詞の発音に際し、正しいアクセント形式で発話する練習を三
つの教育機関で行った実践報告を行う。
従来の日本語教育ではまず動詞の⽛マス形⽜が導入され、その後、⽛テ
形⽜⽛ナイ形⽜⽛辞書形⽜等が導入されるのが普通である。しかしこの動
詞の導入順では、個々の動詞形の正しいアクセント形式が導き出せない
という問題を抱えている。そこで三つの教育機関の日本語既修学習者に
対し辞書形から導入し、適切なアクセントの習得を目指す練習を行った。
三つの日本語教育機関のうち、タイのモンクット王ラカバン工科大学で
は、授業の後、受講生にアンケートを実施した。そのアンケートの結果
も報告する。
今回はまず動詞の辞書形自体の導入にTotal Physical Responseを用い
た。これを用いることで、学習者にリラックスした学習環境を提供する
ことができた。正しいアクセント形式での辞書形を導入したことで、そ
の後の各変化形のアクセント形式が演繹的に産出することが可能となっ
た。
〔キーワード〕日本語教育、音声教育、アクセント、動詞の変化

1. はじめに
筆者の二人はそれぞれ別の日本語教育機関に属し、初級の日本語教育を
担当している。お互いに大学間協定校の教員であることから、日本語教育
ワークショップその他で交流をすすめてきた。その中で、日本語の動詞の
教育について議論をすすめ、お互いの授業を見学したりしてきた
筆者の内の一名（山下）はこの夏、ウズベキスタン、インドネシア、タ
イの初級レベルではあるが既習の学習者に日本語の動詞を教える機会を得
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た。正規の授業ではなく、特別授業という枠組みで、90分の授業を⚑～⚒
回行った。そこでの学生たちは、すでに今回取り上げる動詞形（マス形、
辞書形、テ形）は学習しているのだが、その発音に問題を抱えていると感
じた。この報告はその教室で実践した教授法を通じ、観察したことに基づ
き、問題の解決にむけた一つの取り組みを紹介するものである。
上記の学生達に指導したのは以下の日時と場所である。

⑴ ウズベキスタンの学生 町立東川日本語学校
2019年⚗月30日、⚘月⚕日

⑵ インドネシアの学生 ジョグジャカルタ、ガジャマダ大学
2019年⚙月⚑日～11日

⑶ タイの学生 バンコク、モンクット王ラカバン工科大学
2019年⚙月17日～24日

そしてタイの学生に行った授業に関しては、上記大学のニダー准教授の手
でアンケートという形でフィードバックが行われている。今回はニダーに
よるフィードバックの分析を同時に報告する。他の二校との教員とも授業
実施後、意見の交換を行っているが、具体的な報告にまとめるには至って
いない。
なお、本報告の主な執筆は山下が行い、ニダーはアンケート作成、集計
を行った。

2. 初級日本語の動詞導入順序の問題点
現在、多くの教科書で最初に導入される動詞形は、いわゆる⽛マス形⽜
（動詞丁寧形）である。これは外国人学習者が日本人とコミュニケーショ
ンする際、もっとも頻繁に使う形式で、日本人との交流の中で、失礼に思
われないようにとの配慮からそのようにされていると思われる。またマス
形で動詞が導入されると、否定形、過去形、過去否定形等の活用形が丁寧
体で容易に導入できるメリットもある。これらの動詞変化形ではアクセン
ト（強勢）の位置が共通であるという点もマス形での動詞導入が一般化さ
れている要因であろう。
しかし、若い日本人の間では、少し親しくなるとすぐに普通体の動詞形
が使われるようになり、外国人学習者が⽛マス形⽜を使用するのは、かた
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ぐるしいととらえられることもある。
本稿は最初に上記日本語教室で使われている教科書をとりあげる。そこ
では、すべて⽛マス形⽜が最初に導入されている。これらの教科書での動
詞導入順序のの問題点をまず指摘し、その後、改善案を提案する。

2.1 東川町テキスト⽝文化初級日本語⽞
このテキストでは、マス形から辞書形を導入している。

⽝文化初級日本語⚑⽞p.81

この方式の問題点として、辞書形におけるアクセントの指導が体系的に出
来ない点が挙げられる。アクセントのある拍を下線でしめすと次のように
なる。

⚑）かいます（買います) → かう（買う）
⚒）かきます（書きます) → かく（書く）
⚓）かえります（帰ります) → かえる（帰る）

動詞マス形では、一律に⽛ま⽜のところにアクセントが落ちる。それに対
し辞書形では、アクセントの位置を特定することは出来ない。したがって
辞書形のアクセント位置は個々に覚えるしかない。
さらに同音異義語の問題もある。

⚓) おきます（起きます、置きます) → おきる（起きる）、おく（置く）
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またマス形による動詞のグループ分け（五段動詞、一段動詞、変格動詞）
の方法も明確ではない。概略、マス形の⽛ます⽜の前の母音が⽛ｉ⽜であ
るときは五段動詞（⚑グループ）、⽛ｅ⽜であるときは一段動詞（⚒グルー
プ）としている。変格動詞（⽛来る⽜⽛する⽜）は別として、この説明では
いわゆる⽛上一段動詞⽜がすべて例外となる（⽛起きる⽜⽛居る⽜⽛見る⽜
⽛出来る⽜⽛降りる⽜等）。
そしてテ形の導入は、辞書形から行っているが、辞書形のアクセントお
よび動詞分類が定着していないとテ形の正しい産出は出来ない。
さらに、形態にのみ注意を払うよう、下線が引かれている。アクセント
の指導に関しては全く考慮されていないと言っていいだろう。

⽝文化初級日本語1⽞ p.107

いずれにせよ、マス形から辞書形を導く段階において、アクセントの指
導はどうするかという問題がある。それを解決しておかなければ、次の辞
書形から正しいテ形の産出は出来ないのである。
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2.2 ガジャマダ大学 ⽝みんなの日本語初級⚑⽞

⽝みんなの日本語初級⚑⽞ p.120

このテキストではテ形導入時に動詞の分類とテ形の産出を同時に行わせ
ている。動詞の分類は前述の文化初級日本語と同様である。
この方式だと上に述べた問題があるうえに、学習者に動詞分類とテ形産
出という二つの作業を強いることになり、負荷が大きすぎるという欠点が
ある。

2.3 モンクット王ラカバン工科大学⽝大地⽞
このテキストは上述の⽝みんなの日本語初級⽞の負荷を低減するため、
まずマス形から辞書形を導入している。

⽝大地⽞p.88

辞書形を導入した後、辞書形からテ形を導入している点は⽝文化初級日
本語⽞と同様である。
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⽝大地⽞p.94

結局、⽝大地⽞においても⽝文化初級日本語⽞と同様の問題点が残ってい
る。これらの動詞形の導入に関して、アクセントの説明はまったくない。

3. ＴＰＲを使った動詞導入の実践例
筆者の一人（山下）は上記三教科書で日本語の動詞を勉強してきた学習
者に、ＴＰＲ（Total Physical Response）、いわゆる全身反応教授法を用い
て、動詞の辞書形からマス形を導入する実践を行った。今回、授業を行っ
た教育機関の学生達は、マス形、ナイ形、テ形、辞書形などをすでに学習
していた。しかしながら、発音をする際のアクセントに関しては、なんと
なく覚えている、もしくはまったく考慮していないという状況であった。
彼らも、アクセントの知識は当然あり、⽛橋⽜や⽛箸⽜の違いなどは知って
いる者が多かった。しかし動詞のアクセントに関しては⽛買う⽜と⽛飼う⽜、
⽛拭く⽜と⽛吹く⽜などの違いに気がついている学生はほとんどいなかっ
た。
特別授業では、まず学習者に次のような動詞カードを提示する。これら
は山下他（2000）で開発したスペイン語の動詞カードを流用している。
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まず、これらの動詞の⽛辞書形⽜を体全体でジェスチャーを用いて表現
させる。その際、各動詞のアクセント形式にも注意しながら同時に発音も
させる。
次に、イラストを見せずに音を聞かせて身体で表現させる。この作業を
通じ、動詞の意味と音のつながりを定着させる。
発音と意味が定着した段階で、文字の表記も併せて提示する。この段階
では漢字の学習が進んでいないため、提示はアクセント表示（下線）つき
のひらがなで行う。

この段階で、辞書形からマス形を導入する。最初の段階では次の⚓点に
注意させる。

⚑) マス形ではアクセントは一律に⽛～ます⽜となること
⚒) 辞書形で-iru, -eruで終わる動詞は基本的に⚒グループとなり、マス
形では語尾の⽛～る⽜を取って、⽛～ます⽜をつけること。

⚓) 上記以外の語尾で終わるものは、⚑グループとなり、辞書形の最後の
⽛ｕ⽜という語尾を⽛ｉ⽜に変えて⽛～ます⽜をつけること。

もちろん変格動詞（⽛来る⽜⽛する⽜）や⽛-iru, -eru⽜で終わる⚑グループの
動詞もあるが、それらは初級の段階では例外として教えておく。学習者が
中級の段階に進んで、漢字表記に慣れたなら、以下のような説明は可能で
ある。

⽛-iru, -eru⽜で終わる五段動詞（⚑グループ）と一段動詞（⚒グループ）
の見分け方

拍数が⚓拍以上で、辞書形の語尾が-iru, -eruで終わる動詞のうち、
送り仮名が一文字のものは五段動詞、二文字のものは一段動詞となる。
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五段動詞：走る、帰る、入る、喋る、滑る 等
一段動詞：起きる、食べる、見せる、落ちる、変える 等
（例外：混じる）

初級段階での今回の動詞導入法では、最初に動詞を導入したときに、グ
ループ分けも同時に教え、アクセントの有無も発音練習を通じて教え込む
ことになる。
このようにして、辞書形からマス形が導入できれば、次は辞書形からナ
イ形、そして辞書形からテ形、タ形と発展させることが出来る。出発点の
辞書形にアクセントがあるかないかは、発音上決定的に重要である。学生
が変なアクセント形式でナイ形やテ形を発音したら、辞書形に立ち戻って
発音させることになる。
基本的にこの手順で三つの教育機関で動詞の発音指導を行った。次節で
はタイ、バンコクのモンクット王ラカバン工科大学における学生からの
フィードバックを見てみることにする。

4. モンクット王ラカバン工科大学の学生からのフィードバック
2019年⚙月17日～24日、筆者の⚑人である山下は、タイ、バンコク市の
モンクット王ラカバン工科大学を訪問し、共同研究者であるニダーととも
に、同大学の学生に、前節の考えに基づいた動詞導入と発音指導を行った。
授業後、ニダーの手で学生たちにアンケートを行い、この教授法につい
ての評価をしてもらった。以下は、その結果である。

4．1 日本語の音声についてのアンケート調査の結果
アンケート対象者数： 105名
その内容：

Part⚑

一般情報、ステータス、ワークユニットなど
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Part⚒

期待に関する質問 評価レベルは⚕段階
⚕ は 満足度レベル 非常に満足
⚔ は 満足度レベル 満足
⚓ は 満足度レベル まあまあである
⚒ は 満足度レベル 不満
⚑ は 満足度レベル 非常に不満

Part⚓ 質問対してのコメントまたはご意見

データ分析
⚑．割合を分析するためにパート⚑からデータを取得する。データの⚒番
目の部分は、頻度、平均、割合、標準偏差を見つけるために配布され、次
の⚕つのレベルで評価する。

4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

数値の解釈
4.50～5.00 最高レベルの満足度
3.50-4.49 満足度が高い
2.50-3.49 満足度が中程度
1.50-2.49 満足度が低い
1.00-1.49 満足度が非常に低い
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標準偏差の解釈 次の基準を使用する。
標準偏差0.00-0.99は、満足度がそれほど変わらないことを意味する。
標準偏差1.00以上満足度は大きく異なる。

⚒．第⚓部の情報を元に、全体としてのコメントをまとめる。

今回はテキストの進度の関係で二年生の学生を主な対象として授業を行っ
た。しかし、後で述べるように上級のクラスの学生にもこの種の授業は役
に立つと思われる。
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人数(人= ) パーセント
性別
⚑．男性
⚒．女性

29
76

トータル 105 100
教育レベル
⚑．一年生
⚒．二年生
⚓．四年生
⚔．指定なし

2
80
19
4

トータル 105 100
通常得ているニュースのソース
（複数回答可）
⚑．オンラインメディアから
得ている

⚒．印刷媒体から得ている
⚓．人から得ている

22

0
93

トータル 105 100

表⚑ 性別、教育レベル、ステータスごとの回答者の割合
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満足レベル

非常に
満足
⑸

満足

⑷

まあ
まあ
⑶

不満

⑵

非常に
不満
⑴

満足度

教育と学習のプロセス

面白く授業をした (52.38%) (40.95%) (6.67%) (0%) (0%)

クラスの活動が面白かった (59.05%) (35.24%) (5.71%) (0%) (0%)
インストラクター

インストラクターの準備に関して (82.86%) (17.14%) (0%) (0%) (0%)

インストラクターの教え方に関して (80.95%) (18.18%) (0.95%) (0%) (0%)

適切で簡明な言葉で説明したか (77.14%) (20.95%) (1.90%) (0%) (0%)

インストラクターの質問の答え方に関して (65.71%) (33.33%) (0.95%) (0%) (0%)
学習のための教材

教材が面白かったか (39.05%) (43.81%) (17.14%) (0%) (0%)

教材によって記憶が促進されたか (55.10%) (30.48%) (11.43%) (0%) (0%)

教室の雰囲気がよかったか (58.10%) (30.48%) (11.43%) (0%) (0%)

知識と理解

クラスの活動に参加する前に音声の知識
があったか（多→少）

(5.71%) (11.43%) (54.29%) (27.62%) (0.95%)

クラスの活動に参加した後 知識が増えたか
（多→少）

(42.86%) (49.52%) (6.67%) (0.95%) (0%)

表⚒ アイテムごとの満足度



タイの日本語教育機関ではあまり音声の指導は行われていない。そのため
明示的なアクセントの規則を身につけたタイ人学生は少ない。その意味で
も今回の授業は彼らの需要に応えるものであったことがこのアンケート結
果からも見て取れる。
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知識の応用

仕事のため得た知識を適用できるか (56.19%) (40.95%) (2.86%) (0%) (0%)

得られた知識を共有できるか (37.14%) (49.52%) (13.33%) (0%) (0%)

自信を持って得られた知識を使用できるか (34.29%) (53.33%) (11.43%) (0.95%) (0%)

表⚓ 満足度の平均および標準偏差

評価リスト 平均
(x)

S.D.
満足度

面白く授業をした 4.46 0.62 満足

クラスの活動が面白かったか 4.53 0.61 非常に満足

インストラクターの準備に関して 4.83 0.38 非常に満足

インストラクターの教え方に関して 4.80 0.43 非常に満足

適切で簡明な言葉で説明したか 4.75 0.48 非常に満足

インストラクターの質問に答え方に関して 4.65 0.50 非常に満足

教材が面白かったか 4.22 0.72 満足

教材によって記憶が促進されたか 4.42 0.72 満足

教室の雰囲気がよかったか 4.47 0.69 満足



今回の山下が用いたティーチングスタイルはタイではあまり見ないもので
ある。そのため受講生には新しく、また面白く感じられたのであろう。
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クラスの活動に参加する前に知識があったか
（多 → 少）

2.93 0.81 まあまあ

クラスの活動に参加した後 知識が増えたか
（多 → 少）

4.34 0.65 満足

仕事のため得た知識を適用できるか
4.53 0.56 非常に満足

得られた知識を共有できるか
4.24 0.67 満足

自信を持って得られた知識を使用できるか
4.21 0.68 満足

全体
4.51 0.59 非常に満足

注：クラスの活動に参加する前後の知識に関する項目2.1および2.2を除く、最後のボッ
クスの平均および標準偏差

表⚔ 日本語の発音の問題についての自由回答式の質問の頻度

No. コメントの内容 回答頻度

1
正しいイントネーション、アクセントで発音ができない

85回

2
同義語を使うときよく混乱する

⚘回

3
先生に間違ったアクセントを習ったことがある

⚔回

4
発音に自信がない

⚓回

5
発音の練習をあまりしていない

⚒回



受講生達も自分たちのイントネーション、アクセントの知識のなさを意識
していた。またタイ人の日本語講師のアクセントに違和感を感じているこ
とがある。その意味でも、今回の講義は意義があったと思われる。

このフィードバックの結果を見ると、今回のタイの学習者は自分たちの弱
点を自覚していたことが見て取れる。⽛正しいイントネーション、アクセ
ントで発音が出来ない⽜というポイントを挙げた学生が多かったのはその
証拠である。この点に関しては、モンクット王ラカバン工科大学の他の教
員とも近くディスカッションを持つ予定である。
また発音教育に対する需要が高いことも結果から読み取れる。これらの
ポイントも上記大学の教員と共有したい。
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表⚕ 日本語の発音の指導に関する提案およびその頻度

No. 回答頻度

1
Shadowing

このような音声教育およびシャドーイングなどの活動をもっと導
入してほしい

20回

2
発音に焦点を当てた教育を受けたい

17回

3
このトレーニングは役に立つ。そして、興味深いものだ

14回

4
一年生のとき発音指導を受けたい

13回

5
テキストのフォントサイズ、面白さ、話すスピードなどのアクティ
ビティを改善してほしい

12回

6 さまざまな発音記号が必要なので、音声指導のテキストを作って
ほしい

⚕回

7
動詞やさまざまな語彙などの特定の単語の発音を教えてほしい

⚓回



4.2 タイの学生に授業を行っての担当者の感想
タイでは授業を行うとともに、タイ人教員の授業を見学する機会もあっ
た。
タイでは、非常に伝統的なティーチングスタイルで大学の講義が行われ
ている。すなわち、教員が前で多くを説明し、学生はそれを熱心にノート
するというスタイルである。
今回、動詞の導入と発音というトピックで授業を行ったが、このトピッ
クにはタイの伝統的なティーチングスタイルは向いていない。そこでＴＰ
Ｒを導入したり、ゲーム感覚で次々に学生を指名し、発音させていったり
した。これらのやり方は、学習者のアウトプットを引き出すやり方として、
最近日本語で導入されているアクティブ・ラーニングの思想と共通してい
る。
学生に緊張感を緩和させるためにゲーム感覚で発音させていると、学生
の間違った発音なども誘発するが、反面、授業に活力をもたらしたのでは
なかろうか。不適切なアクセントで動詞形を発音した学生も、筆記テスト
で誤った表記をして訂正されるよりも心理的圧迫は少ない。それが、学生
のモチベーションを高めたのであれば望外の喜びである。

5. 終わりに
日本語教育においては、発音はコースのはじめに少し導入する程度で、
文法や語彙の導入のほうが優先される傾向にある。そのため、学習者の発
音で評価するのではなく、ペーパーテストの文字表記を通じてのみ学生の
評価を行っているところが大半である。
今回の実践を通じ、気がついたのが次の動詞形の導入である。

目的を表す⽛～に形⽜

⽝みんなの日本語初級1⽞ p.112
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⽝大地⽞ ｐ.82

ここで扱われているのはいわゆる目的を示す⽛動詞に⽜の形式である。
そしてどの本にも⽛マス形⽜と同じと説明されている。

遊ぶ→ 遊びます → 遊びに
食べる→ 食べます → 食べに

する→ します → しに
とる→ とります → とりに

これらを一見すると、つじつまがあっているように思うかもしれないが、
アクセントに注目してみると違いが生じる。

遊びます → 遊びに
食べます → 食べに
します → しに
とります → とりに

つまりこれらの⽛～に形⽜はマス形ではなく、連用形の連用中止法の形式
なのである。そして連用中止法の形式はテ形とアクセントが共通する。

遊びに → 遊んで
食べに → 食べて
しに → して
とりに → とって
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従って、この目的を表す動詞形は辞書形の知識がないと導き出せない動詞
形なのであり、マス形と同一と教えている教科書は間違っていることにな
る。
⽝外国人が日本語教師によくする100の質問⽞という日本語教育の参考書
でも、動詞アクセントの指導は辞書形を基本においている。そして辞書形
でアクセントのある動詞とアクセントのない動詞に分けた上で、各動詞形
のアクセント形式を導き出している。
初級の段階だからこそ、音声教育は重要であり、この段階で変な癖がつ
いてしまったら、中級や上級段階に進んでも自然な日本語をマスターする
ことは出来ない。
今後も、本稿で述べた動詞の導入を他の教育機関に紹介するとともに、
実践を続けていきたいと思う。

参考資料
文化外国語専門学校（2013）⽝文化初級日本語⚑⽞テキスト改訂版
酒入育子、桜木紀子、中村貴美子、山田明子、中村壽子著（2007）
⽝外国人が日本語教師によくする100の質問（新装版）⽞バベルプレス

スリーエーネットワーク編（2012）⽝みんなの日本語、初級Ⅰ第⚒版本冊⽞
スリーエーネットワーク

スリーエーネットワーク編（2016）⽝みんなの日本語、初級Ⅰ第⚒版、教え
方の手引き⽞スリーエーネットワーク

山崎佳子、石井怜子、佐々木薫、高橋美和子、町田恵子（2006）
⽝日本語初級⚑⽛大地⽜⽞スリーエーネットワーク

山崎佳子、石井怜子、佐々木薫、高橋美和子、町田恵子（2010）
⽝日本語初級⚑⽛大地⽜

教師用ガイド⽛教え方⽜と⽛文型説明⽜⽞スリーエーネットワーク
山下好孝、森淳子（2009）⽝先生と学ぶスペイン語⽞、同学社

やました よしたか（高等教育推進機構・国際教育研究部教授）
ラープスイサワット・ニダー（モンクット王ラカバン工科大学）

－ 35 －



Journal of Japanese Language and International Education Studies No.23（2020）

Practice Report:
The Introduction of Japanese Verbs using Total Physical
Response Method and the Practice of Verb Accentuation

YAMASHITA, Yoshitaka
LARPSRISAWAD, Nida

(Dept.of Languages, Faculty of Liberal Arts,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Bangkok THAILAND)

This year from July to September (2019) one of the authors had
opportunities to teach Japanese verb forms to international students. In
this occasion the Total Physical Response Method was adopted to teach to
intermediate level students. After introducing verb dictionary forms,
students learned Japanese verb accent rules through pronunciation
practice.
In this report the problems of the order to introduce verb forms is
discussed and we propose that the following order is adequate for
beginnerʼs level lessons.
1) Dictionary forms
2) Masu forms
3) Te forms based on dictionary forms

In the following sessions the second author of this report presents the
results of a questionnaire which was submitted by students at the King
Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
According to the result of the survey, the majority of the students who
participated in the lessons welcomed our method.
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