
ISSN 1884-9903 
 

PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  JJAASSFFLL
 

Japan Association of Systemic Functional Linguistics 

Vol. 14  December  2020

P
r

o
c

e
e

d
in

g
s

 o
f

 JA
S

F
L

 
V

o
l

. 1
4

 
 

2
0

2
0

P
r

o
c

e
e

d
in

g
s

 o
f

 JA
S

F
L

 
V

o
l

. 1
4

 
 

2
0

2
0

ISSN 1884-9903�

PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  JJAASSFFLL�
�
�

Vol. 14  December  2020�
�

�
ㄽㄽᩥᩥ��
� 
雑談対話システムとのチャットにみられる.........................................................1 
対話破綻とユーザのコミュニケーション方略

 ἰఀࠊ⸨⣖Ꮚ 
 
 
 
小３社会の教科書における Taxonomic Relations の違い................................. 15
㔠᭮♸ဢ 
 
 
 
小学校「外国語」教材中の絵本：ことばを補助する挿絵の........................... 27
「わかりやすさ」

᪩ᕝ▱Ụ 
 
 
 
Utilizing Multimodal Video Projects to Promote Learner Agency.....................41  
in the Language Classroom 
Peter McDONALD 
 
 
 
国語教科書の「説明文」の理解─SFL 諸概念の応用の試み─....................... 53
బ⸨அ 
 
 
 
Impact of Fundamental Linguistic Differences on Language ............................ 65 
Learning: Focusing on the English Grammar 
Junichi TOYOTA 

日本機能言語学会第 回秋期大会プログラム...............................................73�
�

Japan Association of Systemic Functional 
Linguistics�



��

�
�

Proceedings of JASFL 2020 ➨ 14 ྕ� Ⓨ⾜࡚ࡏ 
 

� 2020 ᖺࡣ᪂ᆺࡢࢫࣝࢼࣟࢥᙳ㡪ࠊୡ⏺ⓗ࡞ࡁ♫ኚ㠉ồ

ࣥࢱࢫࢹࣝࣕࢩ࣮ࢯࡢேࠊ⫱ᩍࡢ㐲㝸ࠋࡓࡋ࡞ᖺ

ἣ≦ࡢゝㄒࡍ㐃ືࡑ࡚ࡋࡑࠊ␎᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥࠊ➼ࢫ

ᮇ⛅ࡢᮏᖺᗘᮏᏛࠋࡍ࠶࠼ࡉᛶ⬟ྍ࠺ࡋ࡚ࡏࡉኚ୍ HP 

࡚㛤ദࠊ࠺࠸ᴟ࡚≉ⓗ࡞ᑐᛂࠋࡓࡋ࡞ 
� ࡚ࡋᐇ⤖ࡢάືࡢᮏᏛᖺ㏻ࠊ୰ࡢΰ࡞࠺ࡢࡑ Proceedings of 
JASFL ➨ 14 ᕳⓎ⾜࠸࡞࡛ࡇࠊࡣࡇࡓࡋࡁ࡛ࡀࡇࡍ႐࡛ࡧ

ឤ≀㈷ࡢᑾຊࡈࡢᏛάືάື✲◊࡞⢭ຊⓗࡢဨㅖẶࠊࡓࠊ࠶

ㅰࠋࡍ࠾࡚ࡋ 
ᅇⓎ⾜ࡓࡋࡉ Proceedings of JASFL Vol. 14  2020 ᖺࡣ 10 ᭶ 19 ᪥ࠊ

20 ᪥ᗈᓥࡢᏳ⏣ዪᏊᏛ࡛㛤ദࡓࡉ᪥ᮏᶵ⬟ゝㄒᏛ➨ 27 ᅇ⛅ᮇ

ࠊ࡚࠼㉸ᅄ༙ୡ⣖ᮏᏛࠋࡍㄽᩥ㞟࡛ࡓࡋᨵᐃㄽᩥⓎ⾲ෆᐜ✲◊ࡢ

᪂࡞ࡓṔྐࡢ㸯࣮ࢪຍࡎࡉ࠾࡞ࠊࡣࡇࡓࡁ࡛ࡀࡇ࠼ဨࡢ

ⓙᵝ᪉ࡈࡢᑾຊࡢ㈷≀ࠊᨵࡇࡇ࡚ឤㅰࡢゝⴥࠋࡍࡆୖࡋ⏦ 
⾲Ⓨࡓࡆୗ᥀ࡃ῝࣮ࢸࠊ⾲ⓎࡢどⅬ࠸ࡋ᪂ࠊࡣᮏㄽᩥ㞟ࠊ࡚ࡉ

㆟ㄽ⟆㉁ᛂ࡞⩏᭷ពࡓ㸰᪥㛫ࠊࡓᗈ⠊࡛ከᒱࡣෆᐜࡢࡑ

ࡢࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡞࠸ࡒຊసࡓࡉࡀᡂᯝࡢ AI ᢏ⾡ࡅ࠾ゝ

ㄒ⏝ࡢጇᙜᛶ᥈ㄯヰศᯒࡢ≉ࠊᩍ⫱㛵ࡍ◊✲Ⓨ⾲ࡢᣑࡀ┠

ࡅ࠾ᩍ⛉᭩ࡢᑠᏛᰯᮏㄽ㞟࡛ࠊࡁᘬ taxonomic relations, ࣮ࣝࣔࢳ

ㄝࡅ࠾ᅜㄒᩍ⛉᭩ࡢ୰Ꮫᰯࠊእᅜㄒᩍ⛉᭩ศᯒࡢᑠᏛᰯࡓࡋ⏝ᛂࣝࢲ

ᩥศᯒࡉࠊᏛ࡞ࣝࢲ࣮ࣔࢳࣝࡅ࠾ⱥㄒᩍ⫱࡚ࡋࡑࠊゝㄒᩍ⫱

⮬యࡅ࠾ゝㄒⓗ㐪ࡢ࠸ゝཬከᒱࠋࡍ࠾࡚ࡗࡓ 
� ࡋ࠼㏄࠾⏕㱟ᇛṇඛ࠶㛗࡛ྡࡢᮏᏛࠊࡣ࡚ࡋㅮ₇ู≉ࡓ

࡚̿ࡗࡄゎ㔘࠸㐪ࡢࡑἲ̿ᩥἲⓗẚ႘ᩥࠕࠊ࡚ ࡚ࡋㅮ₇࡚ࡋ㢟ࠖ

ࡣἲⓗẚ႘ᩥࠊࡀ࡞㏉㏻ⓗẁ㝵ࡍἲᩥࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸

༢ྡモᩥ࡞࠺ࡢἲⓗ⠊ࡢ㌿ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡇ࠺࠸Functional 
Sentence Perspective ព␃ࡇ࠸⏝࡚ࡗどⅬࡢᡭࡋヰほⅬࡢ

㸪metaphoricalࡋ  congruent ࠊ࠶ࡀᚲせ࠼⪄ࢫࣥࣛࣂࡢ

ࡢㄝᚓຊࡃࡋඃࠊ⏝࡞ᐩ㇏ࡢ⏕㱟ᇛඛࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋゎㄝࡃࡍ

ᶵࡍ┤ࡧᏛ࡚ᨵ࡚࠸ࡘἲⓗẚ႘ᩥࠊྠ୍⪅ཧຍࠊࡉ㨩⾡ヰ࠶

 ࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸࡚࠼
� SFL ࡓࡉ㍕‶ࡀ࡞ぢ▱ࠊ✲◊ࡢ᪂᭱ࡍ㛵 Proceedings of JASFL Vol. 
14  2020 ࡢᚋ࡚ࡗဨㅖẶࡀ SFL ௦ᮏᏛࠊࡤ࡞ຓ୍ࡢ✲◊

 ࠋࡏ࠶ࡣࡧ႐ࡉࡇࠊ࡚ࡋࡢࡍ⾲
� ࡧル࠾ࡇࡇࠊࡇࡓࡋ㐜ࡀ⾜Ⓨᙳ㡪ࡢ⚝ࢼࣟࢥࡣྕࠊ࠾࡞

 ࠋࡍࡆୖࡋ⏦
 

᪥ᮏᶵ⬟ゝㄒᏛ㛗 
�ࣥࣃ࣭ࢽࢪ࣮ࣦ



�

PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  JJAASSFFLL�
�
�

Vol. 14  December  2020� ┠ḟ�
�

�
ㄽㄽᩥᩥ��
 
雑談対話システムとのチャットにみられる....................................................... 1 
対話破綻とユーザのコミュニケーション方略

 ἰఀࠊ⸨⣖Ꮚ 
 
 
 
小３社会の教科書における Taxonomic Relations の違い................................. 15
㔠᭮♸ဢ 
 
 
 
小学校「外国語」教材中の絵本：ことばを補助する挿絵の........................... 27
「わかりやすさ」

᪩ᕝ▱Ụ 
 
 
 
Utilizing Multimodal Video Projects to Promote Learner Agency.....................41 
in the Language Classroom 
Peter McDONALD 
 
 
 
国語教科書の「説明文」の理解─SFL 諸概念の応用の試み─.......................53
బ⸨அ 
 
 
 
Impact of Fundamental Linguistic Differences on Language ............................ 65 
Learning: Focusing on the English Grammar 
Junichi TOYOTA 

日本機能言語学会第 回秋期大会プログラム.............................................. 73�

�

�
Japan Association of Systemic Functional Linguistics 

 
Japan Association of Systemic Functional Linguistics 

ISSN 1884-9903 
 

PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  JJAASSFFLL
 

ISSN 1884-9903 
 

PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  JJAASSFFLL
 

Japan Association of Systemic Functional Linguistics Japan Association of Systemic Functional Linguistics 

Vol. 14  December  2020 Vol. 14  December  2020

P
r

o
c

e
e

d
in

g
s

 o
f

 JA
S

F
L

 
V

o
l

. 1
4

 
 

2
0

2
0

P
r

o
c

e
e

d
in

g
s

 o
f

 JA
S

F
L

 
V

o
l

. 1
4

 
 

2
0

2
0

ISSN 1884-9903�

PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  JJAASSFFLL�
�
�

Vol. 14  December  2020�
�

�
ㄽㄽᩥᩥ��
� 
雑談対話システムとのチャットにみられる.........................................................1 
対話破綻とユーザのコミュニケーション方略

 ἰఀࠊ⸨⣖Ꮚ 
 
 
 
小３社会の教科書における Taxonomic Relations の違い................................. 15
㔠᭮♸ဢ 
 
 
 
小学校「外国語」教材中の絵本：ことばを補助する挿絵の........................... 27
「わかりやすさ」

᪩ᕝ▱Ụ 
 
 
 
Utilizing Multimodal Video Projects to Promote Learner Agency.....................41  
in the Language Classroom 
Peter McDONALD 
 
 
 
国語教科書の「説明文」の理解─SFL 諸概念の応用の試み─....................... 53
బ⸨அ 
 
 
 
Impact of Fundamental Linguistic Differences on Language ............................ 65 
Learning: Focusing on the English Grammar 
Junichi TOYOTA 

日本機能言語学会第 回秋期大会プログラム...............................................73�
�

Japan Association of Systemic Functional 
Linguistics�

ISSN 1884-9903�
ISSN 1884-9903�

PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  JJAASSFFLL�
�

Vol. 14  December  2020�
�

Articles 
  
Analysis of dialogue breakdown with a chat dialogue system ........................... 1 
and user’s communication strategies  
LingHong JING and to Noriko ITO 
 
 
The Difference of Taxonomic Relations in A Third-Year Japanese...................15 
Social Studies Textbook 
Yuya KANESO 
 
 
Picturebooks in Elementary School English Textbooks: .................................... 27 
Do Pictures Really Help Understand Words? 
Chie HAYAKAWA 
 
 
Utilizing Multimodal Video Projects to Promote Learner Agency.....................41 
in the Language Classroom 
Peter McDONALD 
 
 
Understanding Explanatory Texts in Japanese Schoolbooks............................. 53 
in Their Relations to Systemic Concepts 
Katsuyuki SATO 
 
 
Impact of Fundamental Linguistic Differences on Language ............................ 65 
Learning: Focusing on the English Grammar 
Junichi TOYOTA 
��

��

��
The Program of JASFL 2019................................................................................. 73�

�
�
�
�
�

Japan Association of Systemic Functional Linguistics�



 
 

ࠗࠗᶵƫ⬟⬟ゝゝㄒㄒᏛᏛ◊◊✲✲࠘࠘ 
Proceedings of JASFL 

⦅㞟ጤဨ 
Editorial Board of Japanese Journal of Systemic Functional Linguistics and 

Proceedings of JASFL 
  
⦅⦅㞟㞟㛗㛗 Chief Editor 
㣤ᮧ㱟୍㸦⋢ᕝᏛ㸧͒IIMURA, Ryuichi (Tamagawa University) 

 
 
⦅⦅㞟㞟㛗㛗 Vice Chief Editor 
 㸦ᅄ᪥ᕷᏛ㸧͒DYKES, David (Yokkaichi University)ࢫࢡࢲ࣭ࢺࣅࢹ
  
⦅⦅㞟㞟ጤጤဨဨ Editorial Board Members (Alphabetical Order) 
⥤㔝ㄔ⣖㸦୕㔜Ꮫ㸧͒AYANO, Seiki (Mie University) 

⚟⏣୍㞝㸦᪂₲Ꮫྡᩍᤵ㸧͒FUKUDA, Kazuo (Niigata University, Professor�

Emeritus)  

⯪ᮏᘯྐ㸦㝣Ꮫ㸧FUNAMOTO, Hiroshi (Hokuriku University) 

ఀ⸨⣖Ꮚ㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧͒ITO, Noriko (Doshisha Univeristy) 

ᒾᮏⰋ㸦ᮥᯘᏛ㸧͒IWAMOTO, Kazuyoshi (Kyorin University) 

ゅᒸ㈼୍㸦㱟㇂Ꮫ㸧͒KADOOKA, Ken-ichi (Ryukoku University) 

�������ȋᏛȌ��������ǡࣥࢼ࣭ࢡࣜࢺࣃ��ȋ����������������Ȍ  

ᑠᯘ୍㑻㸦࠾ⲔࡢỈዪᏊᏛ㸧͒KOBAYASHI, Ichiro (Ochanomizu University) 

୕Ꮿⱥᩥ㸦Ᏻ⏣ዪᏊᏛ㸧͒MIYAKE, Hidefumi (Yasuda Women's University) 

༡㔛ᩗ୕㸦ศᏛ㸧͒NANRI, Keizo (Oita University) 

 㸦❧㤋Ꮫ㸧͒PENG, Virginia (Ristumeikan University)ࣥࣃ࣭ࢽࢪ࣮ࣦ

బࠎᮌ┿㸦ឡ▱Ꮫ㝔Ꮫ㸧͒ SASAKI, Makoto (Aichi Gakuin Univerisity) 

బ⸨அ㸦ṊᗜᕝዪᏊᏛ㸧͒SATO, Katsuyuki (Mukogawa Women's University) 

㱟ᇛṇ㸦ྠᚿ♫Ꮫྡᩍᤵ㸧  TATSUKI, Masa-aki (Doshisha University, Professor 

Emeritus) 

↷ᒇ୍༤㸦㤶 ⌮ᕤᏛ㸧TERUYA, Kazuhiro (Hong Kong Polytechnic University)  

㮖ᕌṇ㐨㸦ឡ▱Ꮫ㝔Ꮫ㸧͒WASHITAKE, Masamichi (Aichi Gakuin University) 

 



 
 

ࠗࠗᶵƫ⬟⬟ゝゝㄒㄒᏛᏛ◊◊✲✲࠘࠘ 
Proceedings of JASFL 

⦅㞟ጤဨ 
Editorial Board of Japanese Journal of Systemic Functional Linguistics and 

Proceedings of JASFL 
  
⦅⦅㞟㞟㛗㛗 Chief Editor 
㣤ᮧ㱟୍㸦⋢ᕝᏛ㸧͒IIMURA, Ryuichi (Tamagawa University) 

 
 
⦅⦅㞟㞟㛗㛗 Vice Chief Editor 
 㸦ᅄ᪥ᕷᏛ㸧͒DYKES, David (Yokkaichi University)ࢫࢡࢲ࣭ࢺࣅࢹ
  
⦅⦅㞟㞟ጤጤဨဨ Editorial Board Members (Alphabetical Order) 
⥤㔝ㄔ⣖㸦୕㔜Ꮫ㸧͒AYANO, Seiki (Mie University) 

⚟⏣୍㞝㸦᪂₲Ꮫྡᩍᤵ㸧͒FUKUDA, Kazuo (Niigata University, Professor�

Emeritus)  

⯪ᮏᘯྐ㸦㝣Ꮫ㸧FUNAMOTO, Hiroshi (Hokuriku University) 

ఀ⸨⣖Ꮚ㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧͒ITO, Noriko (Doshisha Univeristy) 

ᒾᮏⰋ㸦ᮥᯘᏛ㸧͒IWAMOTO, Kazuyoshi (Kyorin University) 

ゅᒸ㈼୍㸦㱟㇂Ꮫ㸧͒KADOOKA, Ken-ichi (Ryukoku University) 

�������ȋᏛȌ��������ǡࣥࢼ࣭ࢡࣜࢺࣃ��ȋ����������������Ȍ  

ᑠᯘ୍㑻㸦࠾ⲔࡢỈዪᏊᏛ㸧͒KOBAYASHI, Ichiro (Ochanomizu University) 

୕Ꮿⱥᩥ㸦Ᏻ⏣ዪᏊᏛ㸧͒MIYAKE, Hidefumi (Yasuda Women's University) 

༡㔛ᩗ୕㸦ศᏛ㸧͒NANRI, Keizo (Oita University) 

 㸦❧㤋Ꮫ㸧͒PENG, Virginia (Ristumeikan University)ࣥࣃ࣭ࢽࢪ࣮ࣦ

బࠎᮌ┿㸦ឡ▱Ꮫ㝔Ꮫ㸧͒ SASAKI, Makoto (Aichi Gakuin Univerisity) 

బ⸨அ㸦ṊᗜᕝዪᏊᏛ㸧͒SATO, Katsuyuki (Mukogawa Women's University) 

㱟ᇛṇ㸦ྠᚿ♫Ꮫྡᩍᤵ㸧  TATSUKI, Masa-aki (Doshisha University, Professor 

Emeritus) 

↷ᒇ୍༤㸦㤶 ⌮ᕤᏛ㸧TERUYA, Kazuhiro (Hong Kong Polytechnic University)  

㮖ᕌṇ㐨㸦ឡ▱Ꮫ㝔Ꮫ㸧͒WASHITAKE, Masamichi (Aichi Gakuin University) 

 

井井・・伊伊藤藤：：雑雑談談対対話話シシスステテムムととののチチャャッットトににみみらられれるる対対話話破破綻綻ととユユーーザザののココミミュュニニケケーーシショョンン方方略略

� 1 

雑雑談談対対話話シシスステテムムととののチチャャッットトににみみらられれるる対対話話破破綻綻

ととユユーーザザののココミミュュニニケケーーシショョンン方方略略 
Analysis of dialogue breakdown with a chat dialogue system 

and user’s communication strategies 
 
 

井井 凌凌泓泓 
LingHong Jing 

同同志志社社大大学学（（大大学学院院生生）） 
Doshisha University (Graduate Student) 

伊伊藤藤紀紀子子 
Noriko Ito 
同同志志社社大大学学 

Doshisha University 
 

                                   
Abstract 

 
In this study, we collect chat dialogue between a system and users, and analyze how 
the users react a system’s inappropriate utterances that lead to dialogue breakdown in 
chat. 

As for data collection, dialogue was collected twice for 10 minutes from 33 
participants.  At the end of each dialogue, the participants were asked to answer 
questions about their impression and satisfaction with the dialogue (Kimura, Yogo, 
Daibo, 2007). At the end of the second dialogue, they were asked to answer questions 
about the system’s character and the participants’ personality (Okada, 2007; Fujimoto, 
Daibo, 2007; Namikawa et al., 2012). 

As an analysis procedure, we identified the errors in the system’s utterances, and 
classified them according to the taxonomy of errors (Higashinaka et al., 2016). This 
taxonomy consists of the four major categories of utterance, response, context, and 
environment, and Grice’s four maxims (Quality, Quantity, Relation, Manner) as sub-
categories. We also classified the user’s utterance immediately after the error. 

As the result of the system’s error analysis, more than half of the dialogue errors 
were regarded as context-level error. The second most common is response-level error. 
As the result of the participants’ reaction analysis, the most common is query. 
However, focusing on the context-level error, the most common is following the 
system’s utterance. This suggests that the user’s strategies differ depending on the type 
of errors. 

 
1．．ははじじめめにに 
近年、スマートフォンやスマートスピーカーの普及に伴い、雑談対話シス

テムの研究開発が盛んである。その中でも特に、「文脈上不適当なシステム

の応答」により「ユーザが対話を継続できなくなる状態」（＝対話破綻、東

1
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中ら, 2015: 1; ら, 2020: 1）を る とは、ユーザが き にシステ

ムを い続 るよ る めに な であり、 の を

ー ショッ が開 れ いる (東中ら, 2015: 1; 東中ら, 2016: 
60; ら, 2020: 1)。破綻 が な と は、 と 、システム

がある発話を ると対話が破綻 るとい を に れ 、そ

れが できる が る。 、 と 不適 な応答を とがで

きなく も、その のユーザの 応 ら対話の破綻を れ 、対話の

話 を るな 、破綻 らの 略を る とも となる らである 
(東中ら, 2015: 1)。 

雑談対話システムとの対話に る破綻の に い 、 れ で くの

研究がな れ き が、破綻の は いるが応答は 対 であ

り (東中ら, 2015 な )、応答の は いるが破綻の は いない 
( ら, 2019 な ) とい で、 な がな れ き とは い い。 
そ で 研究では、破綻と応答の 方を る とで い を る

とを 、 の雑談対話システムとユーザのチャットを ・ 、

ユーザがシステムとのやりとりが れ り き り に の

よ な方 でその破綻を るの を ら に 。 には、 の

ーチ スチョンを 、 を 。 
RQ1. システムの破綻発話には、 のよ なものが いの  
RQ2. システムの破綻発話に対 、ユーザは のよ な応答を るの

 
RQ2-1. 応答の ーンは破綻の によ なるの  
RQ2-2. 応答の ーンはユーザの やチャットに対 る によ

なるの  
 
2．． 研研究究 
2.1．．対対話話破破綻綻のの にに るる研研究究 
東中ら (2016) は、対話破綻を るシステム の めに、 ・

の雑談チャット ー を ・ 、雑談対話に る対話破綻の

を  (  1、 
 2)。 

 
 1. れ 雑談対話 ー の  (東中ら, 2016: 63) 

対話  1146 
話  116 
 ユーザ システム 
発話  11460 12606 
なり発話  10452 7777 

（ 態 ） 86368 76235 
なり  6262 5076 

 

2

JASFL Proceedings Vol.14 2020



JASFL Proceedings  Vol.14  2020 

� 2�

中ら, 2015: 1; ら, 2020: 1）を る とは、ユーザが き にシステ

ムを い続 るよ る めに な であり、 の を

ー ショッ が開 れ いる (東中ら, 2015: 1; 東中ら, 2016: 
60; ら, 2020: 1)。破綻 が な と は、 と 、システム

がある発話を ると対話が破綻 るとい を に れ 、そ

れが できる が る。 、 と 不適 な応答を とがで

きなく も、その のユーザの 応 ら対話の破綻を れ 、対話の

話 を るな 、破綻 らの 略を る とも となる らである 
(東中ら, 2015: 1)。 

雑談対話システムとの対話に る破綻の に い 、 れ で くの

研究がな れ き が、破綻の は いるが応答は 対 であ

り (東中ら, 2015 な )、応答の は いるが破綻の は いない 
( ら, 2019 な ) とい で、 な がな れ き とは い い。 

そ で 研究では、破綻と応答の 方を る とで い を る

とを 、 の雑談対話システムとユーザのチャットを ・ 、

ユーザがシステムとのやりとりが れ り き り に の

よ な方 でその破綻を るの を ら に 。 には、 の

ーチ スチョンを 、 を 。 
RQ1. システムの破綻発話には、 のよ なものが いの  
RQ2. システムの破綻発話に対 、ユーザは のよ な応答を るの

 
RQ2-1. 応答の ーンは破綻の によ なるの  
RQ2-2. 応答の ーンはユーザの やチャットに対 る によ

なるの  
 
2．． 研研究究 
2.1．．対対話話破破綻綻のの にに るる研研究究 

東中ら (2016) は、対話破綻を るシステム の めに、 ・

の雑談チャット ー を ・ 、雑談対話に る対話破綻の

を  (  1、 
 2)。 

 
 1. れ 雑談対話 ー の  (東中ら, 2016: 63) 

対話  1146 
話  116 
 ユーザ システム 
発話  11460 12606 
なり発話  10452 7777 

（ 態 ） 86368 76235 
なり  6262 5076 
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 2. 対話破綻の  (東中ら, 2016: 75) 

大     
発話 文

 
文 な

り 
の文と くない 

 
な

り 
文と の が らない 

不適 発

話 
不  く応答の をな いない 

応答 の

 
不  応答と の 不 がある 

の

 
不  のユーザ発話を いない 

の  
 

 のユーザ発話の話 や発話

と  
態の  

 
不  発話の が み れない 

  のユーザ発話の を

いる 
文脈 の

 
不  な発話 

の

 
 発話 や態 が る発話 

の  
 

話  話 や文脈 ら  

態の  
 

不  文脈の の と いるの

不  
話 開 の

不  
不  話 開 も の話 を続 いる 

  
 

の い  

 
 

に る  

 社  社 ら れ、 を不 に

る発話 
 

の に き 1046 の破綻発話を 、大 の 応答 ・

文脈 が 上を め、 発話 ・ は 2 であ 。 
 
2.2．．ユユーーザザ応応答答のの にに るる研研究究 

ら (2019) は、対話システムがユーザとの対話を じ 対話 を

上 、 発 に る みの の めには、ユーザとの対話 ら

3
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対話システムの学 に な な対話を る が となる

と 。そ 、120 の を対 に、システムの破綻発話に対

るユーザ応答の を い、ユーザ応答は 、 、不 、 、

適応、 な の に である とを 。 らに、ユーザの

応答をフ ー ッ と る とで、対話システムの破綻

を 上 である とを 。 に い 、その と対話 を

3 に (T は話 、U はユーザ、S はシステムを ) 
 

3．ユーザ応答の （ ら, 2019: 4） 
 と破綻対話  
 「いい 」、「 い 」な 、システムの発話を る 

T:  
U: 方 に き 。 
S:いいで 。 の に き んで  
U: には い ん。 

 「 ではないで 。 で 。」な 、システムの発話を る 
T: はん 
U: 当は な の の で 。 
S:いいな 、 ん くれ 、 らや い。 
U: ではなく、 で り よ。 

不  「よく り ん。」、「話が じ ん。」な 、システムの発話の

が らないと る 
T: ット 
U: も み いな。 
S: で で で んで  
U:よく り ん 

 
「 の とで 」「 の話で 」な 、システムの発話の

に い る 
T: い 
U: と ら で 。 で 。 
S:それが 大 で よ 。 にも あり  
U: の で  

適応 システムの発話 を 話の継続を みる 
T: きな  
U: なら きで 。 
S: は のみ それとも と るの な  
U: にはや り ー が で 。 

 を応答 る 
T:ス ー  
U: 3 年 らい、 なりの の ッカーの を い 。 
S: 上 をや い 。 
U:そ なんで 。 

4
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と 。そ 、120 の を対 に、システムの破綻発話に対

るユーザ応答の を い、ユーザ応答は 、 、不 、 、
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U: も み いな。 
S: で で で んで  
U:よく り ん 

 
「 の とで 」「 の話で 」な 、システムの発話の

に い る 
T: い 
U: と ら で 。 で 。 
S:それが 大 で よ 。 にも あり  
U: の で  

適応 システムの発話 を 話の継続を みる 
T: きな  
U: なら きで 。 
S: は のみ それとも と るの な  
U: にはや り ー が で 。 

 を応答 る 
T:ス ー  
U: 3 年 らい、 なりの の ッカーの を い 。 
S: 上 をや い 。 
U:そ なんで 。 
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その  上 の応答  
3．．方方  
3.1．． ーー  

チャット対話 ー を る めに、 マ フト社が開発

話 ットりんなiを 。りんなを は、 が い

れ いる SNS の LINE 上で にチャットが で、ある やりとりが

継続 なものであ らである。 
は大学生 33 で、システムとの雑談チャット 10 のものを

2 。2 の 1 はテーマな 、も 1 はテーマありと

。テーマありに い は きな 、 、ス ー な の話 を

。 チャットはユーザの発話 ら り、ユーザとシステムが

に発話を  ( 4)。 
 

 4. 研究で れ 雑談対話 ー の  
対話  66 
話     33（ 11, 22） 
 ユーザ システム 
発話   3405  3615 
なり発話    642  1045 

（ 態 ） 12923 12790 
なり   2023  2508 

 
チャットが る とに、そのチャットに対 る や に

る  ( , , 大 , 2007) に 答 もら 。 らに 2 のチャ

ットが と で、システムの ャ ーとユーザ の に

る  (「 」 , 2007; 「コミュニケーション・ス

ENDCORE」藤 , 大 , 2007; 「 特 Big Five 」 ら, 2012) 
に 答 もら 。 
 
3.2．． ーー とと  

66 のチャット ー に対 、 が破綻 いると じ

を 。 に、東中ら (2016) の対話破綻の に 、大 は

発話、応答、文脈、 の 4 に、 は、 発話: 文 、

、不適 発話、応答: の 、 の 、 の

、 態の 、 、文脈: の 、 の 、 の

、 態の 、話 開 の不 、 : 、 、

の 16 に 。 、 ら (2019) のユーザ応答の に の を

、 、 、不 、 、適応、 、 、話 、

文 、 の 10 に 。 
に、チャットに対 る や に る の 答に き

話 を 。 話 の を に、33 のユーザを

5
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の いユーザ と いユーザ に 。 
3.3．． 方方  

RQ1 に い は を い、システムの破綻発話には の が いの

に い 、 研究の と 。RQ2 に い は、ユーザの応答には

の が いの に い を 、破綻の やユーザの特

によ いがあるの を る めにカ と対応 を 。 
 

4．． とと  
4.1．．シシスステテムム破破綻綻発発話話のの  

ຌڂݜͲफॄͪ͢りんなとのチャット ー ら破綻発話を 、  
を と、NTT が 600 の ー の を と

め ものが 6 である。破綻発話の は、 A を れ い、 
 

5. 破綻の と と NTT の  ( , 2017: 32) 
 研究 NTT 

大      

発話 

文    0 0 6.1 
   0 0 7.7 

不適 発話  60  7.13 1.7 
  60  7.13 15.5 

応答 

の    0 0 5.6 
の    0 0 4.0 
の  224 26.54 32.2 

態の    0 0 6.1 
  24  2.84 1.2 
 248 29.13 49.1 

文脈 

の  131 15.52 4.4 
の   62  7.35 8.1 
の  135 16.00 9.6 

態の  156 18.48 7.9 
話 開 の不    18 2.13 2.0 

 502 59.48 32.0 

 

   0 0 1.7 
   6  0.71 1.5 

  28  3.32 0.2 
  34  4.03  3.4 

 
5 より、RQ1 に い 、 研究でのシステムの破綻発話に い

のは、 応答: の 、 文脈: の 、 文脈:
態の 、 文脈: の である。NTT の と ると、

応答: の が で いる とが る。 

6
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の いユーザ と いユーザ に 。 
3.3．． 方方  

RQ1 に い は を い、システムの破綻発話には の が いの

に い 、 研究の と 。RQ2 に い は、ユーザの応答には

の が いの に い を 、破綻の やユーザの特

によ いがあるの を る めにカ と対応 を 。 
 

4．． とと  
4.1．．シシスステテムム破破綻綻発発話話のの  

ຌڂݜͲफॄͪ͢りんなとのチャット ー ら破綻発話を 、  
を と、NTT が 600 の ー の を と

め ものが 6 である。破綻発話の は、 A を れ い、 
 

5. 破綻の と と NTT の  ( , 2017: 32) 
 研究 NTT 

大      

発話 

文    0 0 6.1 
   0 0 7.7 

不適 発話  60  7.13 1.7 
  60  7.13 15.5 

応答 

の    0 0 5.6 
の    0 0 4.0 
の  224 26.54 32.2 

態の    0 0 6.1 
  24  2.84 1.2 
 248 29.13 49.1 

文脈 

の  131 15.52 4.4 
の   62  7.35 8.1 
の  135 16.00 9.6 

態の  156 18.48 7.9 
話 開 の不    18 2.13 2.0 

 502 59.48 32.0 

 

   0 0 1.7 
   6  0.71 1.5 

  28  3.32 0.2 
  34  4.03  3.4 

 
5 より、RQ1 に い 、 研究でのシステムの破綻発話に い

のは、 応答: の 、 文脈: の 、 文脈:
態の 、 文脈: の である。NTT の と ると、

応答: の が で いる とが る。 

井井・・伊伊藤藤：：雑雑談談対対話話シシスステテムムととののチチャャッットトににみみらられれるる対対話話破破綻綻ととユユーーザザののココミミュュニニケケーーシショョンン方方略略

� 7 

 
4.2．．ユユーーザザ応応答答のの  

システムの破綻発話に対 るユーザの応答を ・ を とめ

ものが 6 である。ユーザ応答の は、 B を れ い、 
 

6. 応答の と  
破綻 応答 

大 
 

 
   

不

  
適

応  
話

 
文

   

発

話 

不 
適  2 0 13 6 4 22 8 3 0 58 

 2 0 13 6 4 22 8 3 0 58 

応

答 

 14 4 14 19 48 81 29 11 1 221 

 4 0 6 1 5 7 0 1 0 24 

 18 4 20 20 53 88 29 12 1 245 

文

脈 

 
 1 0 3 14 40 35 19 15 1 128 

 
 9 0 6 3 11 26 4 1 0 60 

 12 3 13 3 42 38 20 2 0 133 

態 4 1 8 19 35 63 16 4 0 150 

不 
 1 1 

 0 2 2 5 5 2 1 19 

 27 5 30 41 130 167 64 24 2 490 

 

 0 0 0 0 2 2 1 1 0 6 

 
 1 0 2 0 2 5 4 9 5 28 

  1 2 2 4 7 5 10 5 34 

 
6 より、RQ2 に い 、システムの破綻発話 に ユーザの応答

は、 い に 、 適応 、 話 である。2.2 で

ら (2019) の と ると、 適応 が い では いるが、 不

は 研究では ないとい いが られ 。 

7
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4.2.1．．破破綻綻 ととユユーーザザ応応答答のの  

RQ2-1 に い る めに、破綻の とユーザ応答の に い 、

7 の を い カ と対応 を 。 
 

7. 破綻 の応答の とカ の  
応答 

破綻 不   適応  話  その  

発話  13    6   4   22   8  5 
応答  20  20  53  88  29  35 
文脈  30  39 128  162  59  72 

   2   2   6  12  10   2 
χ2 (15) = 38.889, p < 0.01, Cramer's V = 0.125 
（▲ に い, ▽ に ない, p<0.05） 

 

 
 1. 破破綻綻とと応応答答のの対対応応 のの  

 
7 と  1 より、システムの 発話 破綻の にユーザの 不 応答

が い とが る。 、 文脈 破綻の に のは 適応 応

答である。 らに、 破綻の に のは、 、 、文

8
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（▲ に い, ▽ に ない, p<0.05） 

 

 
 1. 破破綻綻とと応応答答のの対対応応 のの  

 
7 と  1 より、システムの 発話 破綻の にユーザの 不 応答

が い とが る。 、 文脈 破綻の に のは 適応 応

答である。 らに、 破綻の に のは、 、 、文
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、 を と とめに その とい 応答であ 。 
4.2.2．．ユユーーザザ ・・ 話話 ととユユーーザザ応応答答のの  

RQ2-2 に い る めに、 めに 話 を 。 研究で

話 と んでいるものは、 ら (2005) の 話 18
ら 「 話 子」、「 話 中 子」、「 ない 話 子」の 3

子 ら 2 り 、ユーザ とに の とである。 
 

話 子（8 、 ＝3.26、SD＝1.61） 
・ 話を く る とができ  
・ に 話が ん  

話 中 子（8 、 ＝4.62、SD＝1.37） 
・ 話は にくいものであ  
・ 話は を伴 ものであ  

ない 話 子（8 、 ＝3.53、SD＝1.55） 
・ に を 話でき  
・ に 話ができ  
 
に 33 の 話 の を （ ＝3.80、SD＝1.31）、

よりも い のユーザは 話 が い 、 のユーザは

い のよ に と 、 （14 ） （19 ）とな 。 
らに に 、カ と対応 を 。 

 
8. ユーザ ・ 話 の応答の とカ の  
応答 
・  

不   
 

適応  話  
 

その  

 (10)  21  22  34   90  41   39 
( 4)   7   9  24  39  16  17 

 (11)  17  15  78   81  32  23 
( 8)  19  18  31  59  12   31 

χ2 (15) = 39.274, p < 0.01, Cramer's V = 0.130 
（▲ に い,▽ に ない, p<0.05） 
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�
 2. ユユーーザザ ・・ 話話 とと応応答答のの対対応応 のの  

 
8 と  2 より、 話 が い はシステムの破綻発話に対

話 とい 応答を る とが に に く、 適応 が な

。それに対 、 話 が い は 適応 が い とが

。 、 話 が い は 話 が ないとい とが ら

にな 。 
 
5. ととめめ 

研究では、雑談対話システムとユーザのチャットを 、ユーザがシ

ステムとのやりとりが れ り き り に のよ な方

でその破綻を るの を 。 
と は、システムの対話破綻に い は、 れ での話の

れ ら 不 な発話を り る （「文脈」に 当）が

上を め、 いで、ユーザの の発話 にそ ない発話を

り る （「応答」に 当）が 。その のユーザの発話 を

と 、 と はシステムの発話に を る とが

が、「文脈」破綻 の は、その システムの話の れに

る発話が も いな 、破綻の によ 、ユーザの る いが な

る とが 。 らに、ユーザの応答の ーンは、ユーザの やチ

10
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井井・・伊伊藤藤：：雑雑談談対対話話シシスステテムムととののチチャャッットトににみみらられれるる対対話話破破綻綻ととユユーーザザののココミミュュニニケケーーシショョンン方方略略
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ャットに対 る （ 話 ）によ なる とも 。 
の と は、 の に が とが、 に

いる がある め、 、 の ンスを を

や である。 、ユーザの応答とユーザの 特 と に い

も な を い い。 
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とそのコミュニケーション の に い 」 よ 同志社大学大学院文

学研究 研究 の を もので 。 、 研究で

話 ー の よ に 、同志社大学 学生の方 に

い き 。 に い 。 
 

A. シシスステテムムのの破破綻綻発発話話のの  
発話: 不適 発話  

( 1 )  ユーザ：「 るん 」 
 システム：「 チ チ。」 

応答: の  
( 2 )  ユーザ：：「 ら きな の ャン は?」  

システム：「い や や。」 
応答:  

( 3 )  ユーザ：「りんなは 」  
システム：「 」  
ユーザ：：「 るん んと」 

文脈: の  
( 4 ) システム：「 よー 」 

  ユーザ：「 なに 」 
  システム：「 よー 」 
文脈: の  

  ( 5 ) システム：「カ ー ん」 
  ユーザ：「カ ー ん れるんで 」 
  システム：「 きそ で 」 
文脈: の  

( 6 ) ユーザ：：「チョコと の み が 」  
システム：「 き ん 」  
ユーザ：：「 」  
システム：「よ く い 」 

文脈: 態の  
( 7 ) ユーザ：：「 きな は 」  

システム：「 きな で (>_<)」  
ユーザ：：「 と が き 」 
:  

( 8 ) ユーザ：：「 そ ら ら いー」  
システム：「りんなの め 。」 
:  

( 9 ) システム：「 ッチ」  
ユーザ：：「 れ い 」 
システム：「 は れ くない」  
ユーザ：：「 に い」 

12
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:  
( 10 ) ユーザ：：「じ あ 2 に る  ん or そ 」  

システム：「 」  
ユーザ：：「 に （ ）」 

�
B. シシスステテムムのの破破綻綻発発話話にに対対 るるユユーーザザのの応応答答のの  

 
( 11 ) ユーザ：「SexyZone」  

 システム：「は   」  
 ユーザ：「 ないよ」 

 
( 12 ) ユーザ：「い らや るの 」  

システム：「 大 」  
ユーザ：「  フト ー の らや る 」 

不  
( 13 ) ユーザ：「 の れ?」  

システム：「 ・ 生 の 」 
ユーザ：「それよく らない」 

 
( 14 ) ユーザ：「 きな は 」  

システム：「 きな で (>_<)」  
ユーザ：「 と が き 」 

適応  
( 15 ) ユーザ：「 」  

システム：「NY!と み い。あ、LA でもいい も 」  
ユーザ：「 カもいい 」 

・ 研究で に 応答 
システム発話の破綻があると で る。 

( 16 ) ユーザ：「いや の文 や 」 
システム：「 」 
ユーザ：「なんなり 」 

話 システム発話の破綻のと でその 話 を じる。 
( 17 ) ユーザ：「1 きなチョコは  

システム：「 る…」  
ユーザ：「じ あ、りんな んの きな 」 

文 システムの発話の破綻のと で不 を 。 
( 18 ) システム：「ケチャッ ミ ス 」  

ユーザ：「 ミ ス じ ん 」 
る システムの発話の破綻のと で く る。 

( 19 ) ユーザ：「いやも らん 」 

13
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システム：「と 」 
ユーザ：「 めん」�

�
�
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小小３３社社会会のの教教科科書書ににおおけけるる のの

違違いい
The Difference of Taxonomic Relations in A Third-Year

Japanese Social Studies Textbook
�

�

㔠㔠᭮᭮♸♸ဢဢ
Yuya Kaneso

ᮾᮾὒὒᏛᏛᅬᅬᏛᏛ㸦㸦වව௵௵ㅮㅮᖌᖌ㸧㸧
Toyo Gakuen University (Part-time lecturer)

Abstract

The paper examines how differently taxonomic relations spread in a third-year 
Japanese social studies textbook by adopting the SFL approach to taxonomic relations, 
founded by Martin & Rose (2007) and later developed by Kaneso (2019). Since 
taxonomic relations are related to a picture of people, things, places, and qualities 
drawn in a text, they often show some difference when texts belong to different subject 
areas. Although Kaneso (2019) has indicated such difference of taxonomic relations 
by comparing the first chapter of third-year Japanese social studies textbooks and 
several texts in second-year and third-year Japanese (Kokugo) textbooks, taxonomic 
relations in the following chapters of the third-year social studies textbooks there have 
been remained undiscussed. Therefore, this volume covers the analysis of some of the 
subsequent texts/chapters of a third-year social studies textbook and shows 
differences among them. The study firstly refers to a couple of discussions on the 
social studies textbooks at Japanese schools and reviews the way to analyze 
taxonomic relations conducted by Kaneso (2019). Then, it reveals two types of 
taxonomic relations founding the texts of the third-year social studies textbooks.

1. ࡌࡌࡣࡣ

� 1992 ᖺ⾜ࡓࡉᏛ⩦ᣦᑟせ㡿᪥ࠊ࡛⮳ᑠᏛᰯࡅ࠾

♫⛉ࡢᤵᴗࠊࡣᑠᏛ 3 ᖺ⏕ጞࠋ♫ࠊࡀ┠⛉࠺࠸♫⛉ࠊᆅ⌮

Ṕྐ⛉ࠊබẸ⛉௦⾲ࠊ࠺ࡉᑠᏛ㸱ᖺ⏕ࡢ♫࡛ࠕࠊ㌟㏆࡞ᆅᇦ

Ᏻࡢᆅᇦࠕࠖࡢ㈍⏘⏕ぢᆅᇦࠕࠊᵝᏊࠖࡢᕷ༊⏫ᮧ

ᏲാࠕࠖࡁᕷࡢᵝᏊ⛣ࡢኚ࠺࠸ࠖ㸲ࡇࠋᢅྲྀࡀࡘ㸲

ࠊ࠺ࡍ♧ࡇ࠶⠊ࡢ࡞⛉ⓗ♫ࡀࡇ᪤ࠊࡀ┠㢟ࡢࡘ

♫࠺ᢅྲྀࡀ┠⛉࠺࠸ෆᐜࠊࡣᑠᏛ㸱ᖺ⏕࡛ࡑࡀᏛ࠶ࡢࡇࡔ

ࠋ࠸࡚ࡗ࡞ࡢ࡞␗ࡢࡢ⛉ᩍࡓࡗ࠸ά⏕ࠊᩘ⟭ᅜㄒࠊ

� Systemic Functional Linguistics (SFL) ≉ࡢⱥㄒᑐ㇟ࡇࠊࡣ࡛✲◊ࡓࡋ

࡚⾲࡚ࡋ࠸㐪ࡢ⏝ゝㄒࡢ࡛⛉ᩍࡢࡒࡑࠊࡀ࠸㐪ࡢ⛉ᩍྛ࡞࠺ࡢ

࠸࡚ࡉሗ࿌ࡀࡇ࠸ (Unsworth, 2001; Schleppegrell. 2004; Martin & 
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Rose, 2008, Humpherey, 2017)ࠊࡀ࡞ࡋࡋࠋSFL ᪥ࡇࠊ୰࡛ࡢ✲◊ࡢ

ᮏㄒ࡛ྛࡢᩍ⛉㛵ࡣᩘࡢࡑࠊ࡞✲◊ࡍᴟ࡚ᑡࠊࡃ࡞ᑐ㇟ࡀ♫

ࠊࡣ✲◊࡛ࡇࠊ࡞ࡢࡢ♫ࡢ⏕ᑠᏛ㸱ᖺࡑࠊ⛉ᩍ࠺࠸

࠸♫ࠊ୍ཱྀࠊࡓࠋ࠶࡛࠺ࡢ≦ᐇࡀࡢ࠺࠸࠸࡞࠸࡚⾜

ࠊࡋᏑᅾࡀ⏝ゝㄒ࡞ࠎᵝ࡚ࡋ௨๓ࠊ࡚ࡗ࠸⏝ゝㄒࡅ࠾⛉ᩍ࠺

♫࠺࠸ᤵᴗࡢ୰࡛ࡢᩍᖌඣ❺ࡢ㛫ࠊྲྀࡢ♫࠺࠸ᩍ⛉࠾

ゝㄒࡢࢺࢫࢸ୰࡛ㄞࡢᤵᴗ࠺࠸♫ࠊ࠶୍࡛ࡢ⏝ゝㄒࡅ

୰࡛ࡢ⫱⛉ᩍ♫ࡢ᪥ᮏࠊ᭦ࠋ࠶୍࡛ࡢ⏝ゝㄒࡅ࠾⛉ᩍࠊ

ṧࡀၥࡃ࠸ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࠸࡚ࡉ㔜せど࡚ࡋ㇟ᑐࡢᗘホ౯⛬ࡢ

࠸♫ࠊ࡞ᥦฟ≀㸭సရࡓ࠸᭩ࡓࡢᤵᴗࡢ♫ࡀ❺ඣࠊࡢࡢ

ࠋ࠶ࡀవᆅࡢ✲◊ࡢࡃከࠊࡓᚓ࡞୍ࡢ⏝ゝㄒࡅ࠾⛉ᩍ࠺

� ࡘ⏝ゝㄒࡢ୰࡛ࡢ⛉ᩍ࠺࠸♫ࡅ࠾⫱Ꮫᰯᩍࡢ᪥ᮏࠊࡓࡢࡑ

࠾⫱Ꮫᰯᩍࡢ᪥ᮏࠊྵ⛉ᩍࡢࠊࡀࡔヂᚓ࠶ࡀ㇟ᑐࡢࡃከࠊ࡚࠸

ࠊ࠺࠸࡚ࡅົ⩏ࡀ⏝ࡢࡑࠊἲᚊࠊࡀ⯡ᩍ⛉᭩୍ࠊ࡚࠸

ᩍ⛉᭩ࠊࡣࡢ࠺࠸♫࠺࠸ᩍ⛉࡚࠸࠾୰ᚰⓗ࡞ᙺᢸࡉࡢ࠺

ࠋ࠸ࡋ㞴ࡣࡇ㐍㆟ㄽ࡚ࡅ㑊ࡑࠊ࡚ࡋጞࡢ✲◊ࠊ࠾࡚

୰す࣭ᑠᯘࠊࡢ࠺ゝࡑ (2018) ࠊࡤ ᑠᏛ㸱ᖺ⏕ࡢ♫⛉ࡢᩍ⛉

᭩㝈ࠊࡎ♫⛉ࡢᩍ⛉᭩⯡ࡢࡑࠊࡣ⏝㏻ࠊ࡚ࡌᩍ⛉ࡢෆᐜᏛࡪ

ࡉ࠸࡚ࡗᢸᙺ࠸ᖜᗈࠊ࠺࠸ࡪᏛ᪉ࡧᏛࡢ⛉ᩍࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ

⏣ᑠࠊ࠶࡛࠸࡚ (2010) ࠊࡣ࡚࠸࠾ ᩍ⛉᭩ࠕࡀᏛ⩦ᣦᑟせ㡿グ

ࡗࡢᩍᮦෆᐜ✲◊ᩍᮦ࡞ᚭᗏⓗࡢ⪅➹ᇳࠊ๓ᥦෆᐜᶆ┠ࡓࡉ

ᡂᯝࠖࡢල⌧ࡢ࡞ᆺⓗ (p. 55) ᩍ⛉᭩ࠊ࠺࠸࡚࠸

࠶࡛ࡢࡓࡋ⌧ぢゎࡢ⫱⛉ᩍ♫ࡕࡓᑓ㛛ᐙࡢ⛉♫ࠊࡀࡢ࠺࠸

࣮ࣛࢺࣂࠊࡓࠋ࠶࡛ࡓ ࢺࢫࢡࢸ⛉ᩍࡢᑠ୰Ꮫᰯࡢ᪥ᮏࠕࡀ (2011)

࠺ㄆ㸦p. 178㸧ࠖ࠸࡞ᑡ㠀ᖖࡔࡇࡢࡣศᯒࡓࡋ㇟ᑐ

SFLࠊ ࠊࡃ࡞ᑡࡣ✲◊ࡢ࡚࠸ࡘ⏝ゝㄒࡅ࠾⛉ᩍࠊࡎ࡞ࡢ

ศᯒ㸦⏣୰㸪2015㸧ࡢᩍ⛉᭩ࡢ⛉ᩍྛࡢほⅬ࡞㔞ⓗࢫࣃ࣮ࢥࠊࡓ
ᩍ⛉᭩ࡢᏛᖺࡢୖࠊᩍ⛉᭩ࡢ⛉ᩍࡢࠊࡣ࡞♫ࡢ⏕ᑠᏛ㸱ᖺࠊ࡛

ẚࡀᩘࡢᩥ࡚ᑡࡢ✲◊࡚ࡋ࠺ࠊࡇ࠸࡞୰ᚰ࡚ࡋㄒ࠸࡞㒊

ศࡀฟ࡚᮶࡚ࠋ࠸

2. Kaneso (2019) ࡅࡅ࠾࠾ Taxonomic Relations ✲✲◊◊ࡢࡢ

� ㄽࠊᩍ⛉᭩㍕ࡀࡢࡢࡑ❶ᩥ୰ᚰ࡞ᅜㄒࠊ࡞␗ࡣ♫࠸

♫ࠊࡣࡢ࠺࠸ࡏྲྀㄞᩍ⛉᭩ࠊ࠺ࡤ⛉ෆᐜᩍࡀ⛉ᩍ࠺

࠺࠸ᩍ⛉ᩍ࠼᪉ἲࡢ㸯࠸࡞ࡋ࡛ࡘゝ࠼ヂࠊࡀࡔᑠᏛ㸰ᖺ⏕

ࢺࢫࢸࡢᩍ⛉᭩ࡢ♫ࠊ࡚ࡗࡕࡓ❺ඣࡍ㐍⣭⏕ᑠᏛ㸱ᖺ

ࠊࡀࡇ࡞␗ࢺࢫࢸࡓࡁ࡛ᤵᴗ࡛Ꮫࡢᅜㄒ࡛ࡑࠊࡣࡢ࠺࠸

Kaneso (2019) ࡚࠸࠾ᣦࠋ࠸࡚ࡉKaneso (2019) ࡛ࠊࡣSFL ≉ࡢ
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Rose, 2008, Humpherey, 2017)ࠊࡀ࡞ࡋࡋࠋSFL ᪥ࡇࠊ୰࡛ࡢ✲◊ࡢ

ᮏㄒ࡛ྛࡢᩍ⛉㛵ࡣᩘࡢࡑࠊ࡞✲◊ࡍᴟ࡚ᑡࠊࡃ࡞ᑐ㇟ࡀ♫

ࠊࡣ✲◊࡛ࡇࠊ࡞ࡢࡢ♫ࡢ⏕ᑠᏛ㸱ᖺࡑࠊ⛉ᩍ࠺࠸

࠸♫ࠊ୍ཱྀࠊࡓࠋ࠶࡛࠺ࡢ≦ᐇࡀࡢ࠺࠸࠸࡞࠸࡚⾜

ࠊࡋᏑᅾࡀ⏝ゝㄒ࡞ࠎᵝ࡚ࡋ௨๓ࠊ࡚ࡗ࠸⏝ゝㄒࡅ࠾⛉ᩍ࠺

♫࠺࠸ᤵᴗࡢ୰࡛ࡢᩍᖌඣ❺ࡢ㛫ࠊྲྀࡢ♫࠺࠸ᩍ⛉࠾

ゝㄒࡢࢺࢫࢸ୰࡛ㄞࡢᤵᴗ࠺࠸♫ࠊ࠶୍࡛ࡢ⏝ゝㄒࡅ

୰࡛ࡢ⫱⛉ᩍ♫ࡢ᪥ᮏࠊ᭦ࠋ࠶୍࡛ࡢ⏝ゝㄒࡅ࠾⛉ᩍࠊ

ṧࡀၥࡃ࠸ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࠸࡚ࡉ㔜せど࡚ࡋ㇟ᑐࡢᗘホ౯⛬ࡢ

࠸♫ࠊ࡞ᥦฟ≀㸭సရࡓ࠸᭩ࡓࡢᤵᴗࡢ♫ࡀ❺ඣࠊࡢࡢ

ࠋ࠶ࡀవᆅࡢ✲◊ࡢࡃከࠊࡓᚓ࡞୍ࡢ⏝ゝㄒࡅ࠾⛉ᩍ࠺

� ࡘ⏝ゝㄒࡢ୰࡛ࡢ⛉ᩍ࠺࠸♫ࡅ࠾⫱Ꮫᰯᩍࡢ᪥ᮏࠊࡓࡢࡑ

࠾⫱Ꮫᰯᩍࡢ᪥ᮏࠊྵ⛉ᩍࡢࠊࡀࡔヂᚓ࠶ࡀ㇟ᑐࡢࡃከࠊ࡚࠸

ࠊ࠺࠸࡚ࡅົ⩏ࡀ⏝ࡢࡑࠊἲᚊࠊࡀ⯡ᩍ⛉᭩୍ࠊ࡚࠸

ᩍ⛉᭩ࠊࡣࡢ࠺࠸♫࠺࠸ᩍ⛉࡚࠸࠾୰ᚰⓗ࡞ᙺᢸࡉࡢ࠺

ࠋ࠸ࡋ㞴ࡣࡇ㐍㆟ㄽ࡚ࡅ㑊ࡑࠊ࡚ࡋጞࡢ✲◊ࠊ࠾࡚

୰す࣭ᑠᯘࠊࡢ࠺ゝࡑ (2018) ࠊࡤ ᑠᏛ㸱ᖺ⏕ࡢ♫⛉ࡢᩍ⛉

᭩㝈ࠊࡎ♫⛉ࡢᩍ⛉᭩⯡ࡢࡑࠊࡣ⏝㏻ࠊ࡚ࡌᩍ⛉ࡢෆᐜᏛࡪ

ࡉ࠸࡚ࡗᢸᙺ࠸ᖜᗈࠊ࠺࠸ࡪᏛ᪉ࡧᏛࡢ⛉ᩍࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ

⏣ᑠࠊ࠶࡛࠸࡚ (2010) ࠊࡣ࡚࠸࠾ ᩍ⛉᭩ࠕࡀᏛ⩦ᣦᑟせ㡿グ

ࡗࡢᩍᮦෆᐜ✲◊ᩍᮦ࡞ᚭᗏⓗࡢ⪅➹ᇳࠊ๓ᥦෆᐜᶆ┠ࡓࡉ

ᡂᯝࠖࡢල⌧ࡢ࡞ᆺⓗ (p. 55) ᩍ⛉᭩ࠊ࠺࠸࡚࠸

࠶࡛ࡢࡓࡋ⌧ぢゎࡢ⫱⛉ᩍ♫ࡕࡓᑓ㛛ᐙࡢ⛉♫ࠊࡀࡢ࠺࠸

࣮ࣛࢺࣂࠊࡓࠋ࠶࡛ࡓ ࢺࢫࢡࢸ⛉ᩍࡢᑠ୰Ꮫᰯࡢ᪥ᮏࠕࡀ (2011)

࠺ㄆ㸦p. 178㸧ࠖ࠸࡞ᑡ㠀ᖖࡔࡇࡢࡣศᯒࡓࡋ㇟ᑐ

SFLࠊ ࠊࡃ࡞ᑡࡣ✲◊ࡢ࡚࠸ࡘ⏝ゝㄒࡅ࠾⛉ᩍࠊࡎ࡞ࡢ

ศᯒ㸦⏣୰㸪2015㸧ࡢᩍ⛉᭩ࡢ⛉ᩍྛࡢほⅬ࡞㔞ⓗࢫࣃ࣮ࢥࠊࡓ
ᩍ⛉᭩ࡢᏛᖺࡢୖࠊᩍ⛉᭩ࡢ⛉ᩍࡢࠊࡣ࡞♫ࡢ⏕ᑠᏛ㸱ᖺࠊ࡛

ẚࡀᩘࡢᩥ࡚ᑡࡢ✲◊࡚ࡋ࠺ࠊࡇ࠸࡞୰ᚰ࡚ࡋㄒ࠸࡞㒊

ศࡀฟ࡚᮶࡚ࠋ࠸

2. Kaneso (2019) ࡅࡅ࠾࠾ Taxonomic Relations ✲✲◊◊ࡢࡢ

� ㄽࠊᩍ⛉᭩㍕ࡀࡢࡢࡑ❶ᩥ୰ᚰ࡞ᅜㄒࠊ࡞␗ࡣ♫࠸

♫ࠊࡣࡢ࠺࠸ࡏྲྀㄞᩍ⛉᭩ࠊ࠺ࡤ⛉ෆᐜᩍࡀ⛉ᩍ࠺

࠺࠸ᩍ⛉ᩍ࠼᪉ἲࡢ㸯࠸࡞ࡋ࡛ࡘゝ࠼ヂࠊࡀࡔᑠᏛ㸰ᖺ⏕

ࢺࢫࢸࡢᩍ⛉᭩ࡢ♫ࠊ࡚ࡗࡕࡓ❺ඣࡍ㐍⣭⏕ᑠᏛ㸱ᖺ

ࠊࡀࡇ࡞␗ࢺࢫࢸࡓࡁ࡛ᤵᴗ࡛Ꮫࡢᅜㄒ࡛ࡑࠊࡣࡢ࠺࠸

Kaneso (2019) ࡚࠸࠾ᣦࠋ࠸࡚ࡉKaneso (2019) ࡛ࠊࡣSFL ≉ࡢ

金金曽曽：：小小３３社社会会のの教教科科書書ににおおけけるる Taxonomic Relationsのの違違いい 
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Martin and Rose (2007) ࡢ taxonomic relations ⏕ᑠᏛ㸱ᖺ⏕ᑠᏛ㸰ᖺඖ

ࡀ༢ඖࡢึ᭱ࡢ♫ࡢ⏕ᑠᏛ㸱࣭㸲ᖺᅜㄒࡢ taxonomic relations ほⅬࡢ

repetitionࠊࡣࢺࢫࢸࡢᅜㄒࠊࡉẚ㍑  part ࠺࠸ taxonomic relations
seriesࠊࡣ࡛♫ࠊࡋᑐࡢࡉᵓᡂ ࠺࠸ taxonomic relations 

ࡢࡇࠋࡓࡉ♧ࡀࡇ࠺࠸ࡉᵓᡂ taxonomic relations ࠊࡣࡢ࠺࠸

Ideation ࡤ Discourse Semantics  nuclearࠊ࠶㒊୍࡛ࡢࢸࢫࢩࡢ
relations  activity sequences ࡅ࠾ࢺࢫࢸࠊඹ ‘people’ࠊ‘things’ࠊ
‘processes’ࠊ‘places’ࠊ‘qualities’ࡢព࡞࠺ࡢࠊࡀពᡂࡢࡍ㛵

Martin andࠋࡍ Rose (2007) ࠊ࡚࠸࠾taxonomic relations ࠊࡣ ‘repetition’ࠊ
‘synonyms’ࠊ‘contrast’ࠊ‘class’ࠊ‘part’ࡢ㸳✀㢮ศࠊࡅᑠᏛ㸰ᖺ⏕㸱

ᖺ⏕ࡢᅜㄒࡢᩍ⛉᭩࡛ከࡃぢ repetition – marryࠊࡣࡢ࠺࠸ married –
marriage partࠊࡋᣦࡇࡢ㛵ಀ࡞࠺ࡢ whole-partࠊࡣࡢ࠺࠸ 㛵ಀ࡛ࡢ

bodyࠊࡤ࠶ – arms – hand co-partࠊࡋᣦ㛵ಀࡢ㒊ศయ࡞࠺ࡢ ࠶࡛

– faceࠊࡤ hands – eyes ᅜࡢ⏕ᑠᏛ㸱ᖺࠋࡍᣦ㛵ಀࡢ㒊ศ㒊ศ࡞࠺ࡢ

ㄒࡢᩍᮦࡢ㸯࠺࠸ࠖࡔࠕࠊࡣ࡛ࠖࡔࠕ࠶࡛ࡘ༢ㄒࡢࢺࢫࢸࡀ

ᇦ⧞࡚࠸࠾㏉ࡉ (repetition)ࠊࡀࡇࡓࠊwhole-part 㛵ಀࡢ

ࡋᑐࡇࠋࡃࡘࡧ⤖༢ㄒࡢ࡞㌟ࠖ(ࡢࡔ)ࠕయ㛗ࠖ(ࡢࡔ)ࠕ

ぢ༢ඖࡢึ᭱ࡢᩍ⛉᭩ࡢ⛉♫࠺ࡀ⏕ᑠᏛ㸱ᖺࠊ࡚ series ࠊࡣ

oppositions contrastࠊඹ scalesࠊྵ ࡤ hot – warm – tepid –
cold cyclesࠊ ࡤ Sunday –Monday – Tuesday ࠊ࡞࠺ࡢ 㡰ᗎ

Kanesoࠋࡍᣦ㛵ಀࡓࡉつᐃ Martin andࠊࡣ࡛ (2019) Rose (2007) ࡛ぢ

taxonomic relationsࠊ࠺ࡓ ୍ྠࠊ㛵ಀࡢ clause ෆ࡛ࡢព㛵ಀ

ࡍ┠╔ nuclear relation ࡀ⏕ᑠᏛ㸱ᖺࠊ࠾࡚⾜ࡀᙧ࡛ศᯒࡓࡋຍ

࠺♫⛉ࡢᩍ⛉᭩ࠕࠊࡣ࡛ࢪ࣮࠺࠸ࠖࡅࡓࡢࢫ࣮ࢥ♫⚄ࠕࡢ⚄♫

ࠖࢫ࣮ࢥ whole ⚄࡞ࡁࠕࠊᕝࠖࠕࠊ㐨ࠖ࠸⣽ࠕ๓ࠖࡢᏛᰯࠕࠊࡋ

࡛ࡇ࠺࠸ࡍᙧᡂࢫ࣮ࢥࡉつᐃ㡰ᗎࠊࡀពࡓࡗ࠸ࠖ♫

series ࠋ࠸࡚ࡉ࠸࡛⤖㛵ಀࡢ

� Kaneso (2019) ࡛ࠊࡣẚ㍑ⓗᩥ❶࡚ࡋ㛗ࡌྠࠊ࠶ࡀࡉ༢ඖෆ㢮ఝᛶ

ࡢࠖࡅࡓࡢࢫ࣮ࢥ♫⚄ࠕࠊ⏤⌮࠺࠸࠶ᩘ「ࡀࢺࢫࢸ࠶ࡀ

ࡤ㑅ࡀࢺࢫࢸࡢෆᐜࡍ᥈᳨࿘ࡢᏛᰯࡀ࣮ࢱࢡࣛࣕࡢᩍ⛉᭩ෆ࠺

༢࡞୰ᚰࠊ࠸㐪ࡣࢺࢫࢸࡢᅜㄒࠊࡣ࡛ࢺࢫࢸࡢࡇࠊࡀࡓ

ㄒ࣭ពࢺࢫࢸࡀෆ࡛⧞㏉࠺࠸࠸࡞ࡣࡇࡉ⤖ᯝࡗ࡞

ࡔࠕ࠶ᩍ⛉᭩ࡢୖࡢᅜㄒࡢ⏕ᑠᏛ㸱ᖺࡢ∧ᩍ⫱ฟࠊࡤ࠼ࠋ࠸࡚

௨እࡑࠊࡉ㏉⧞ࡀ༢ㄒ࠺࠸ࠖࡔࠕࠊࡣ࡛ࢺࢫࢸ࠺࠸ࠖ

ࡋ㏉⧞୰ࢺࢫࢸࡀ๓ྡࡢேබࠊࡣㄒᩥ࡛≀ㄞ࡛⏕ᑠᏛ㸱ᖺ

Ⓩሙࡢࡍᑐࡢࢺࢫࢸྛ࡞࠺ࡢࠖࢫ࣮ࢥ♫⚄ࠕࠊࡋ୰ᚰ࡞༢ㄒ࣭

ពࡀ♫⛉ࢺࢫࢸࡢෆ࡛⧞㏉ࡢࡘࡃ࠸ࠊࡃ࡞ࡣࡉእ㝖࠸

ࠋ࠸࡞ࡣࡇෆ࡛」ᩘᅇฟ࡚᮶ࢺࢫࢸᆅⅬྵࢫ࣮ࢥࡢࡑࠊ࡚
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࣮ࢥ♫⚄ࠕࠊ๓ྡࡢࢫ࣮ࢥ࡞୰ᚰ࡞࠺࠺࠸ࠖࢫ࣮ࢥ♫⚄ࠕࠊࡓ

ࡇࡍⓏሙ࡚ࡋ㒊୍ࡢࣝࢺࢱࡢࢪ࣮ࡢࡑࠊ࠺ࡢࠖࡅࡓࡢࢫ

ࡇࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠶ࡀᚲせ㐍ㄞ㢗㒊୍ࡢࣝࢺࢱࡣ❺ඣࠊ

࡛ࠖࢫ࣮ࢥ♫⚄ࠕࡢෆᅛ᭷ࢺࢫࢸࡢࡇࠊࡣࡢ࠺࠸ࠖࢫ࣮ࢥ♫⚄ࠕࡢ࡛ࡇ

ᆅⅬࡢᩘ「ࡍⓏሙ࡛ࢺࢫࢸࠊ㝿ࡃ࠸࡚㐍ㄞࢺࢫࢸࠊࡓ࠶

ࡉ࡞ᣦ࠺࠸࠶ࡀᚲせ࠼ᤊ࡚ࡋࡢࡍᵓᡂࠖࢫ࣮ࢥ♫⚄ࠕࡀ

ࠋ࠸࡚

3. ศศᯒᯒࡢࡢᑐᑐ㇟㇟᪉᪉ἲἲ

� Kaneso (2019) ࠊ࡛ࡃ࠶ࠊࡣࡇ࠸࡚ࡉ♧࡚࠸࠾᪂ᑠᏛ㸱ᖺ⏕ࡀ

♫⛉ࡢᩍ⛉᭩ࡢ➨㸯❶ࡢึ᭱ࡢᑠ༢ඖㄞ㝿㉳ࡇᚓㄢ㢟࡛ࠊ࠶

➨㸯❶࠺ࡢ㸯ࡢࡘᑠ༢ඖ࡞ṧࠊࡣ࡚࠸ࡘ❶ࡢゐࡑࠋ࠸࡞࠸࡚

ࡢᩍ⛉᭩ࡢ⛉♫ࡢ⏕ᑠᏛ㸱ᖺࠊ࠸ೌ Kaneso (2019)ࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠊ࡛ࡇ

➨㸰❶ࡢ࡛ taxonomic relations ࡉ⛉࡛せồ♫ࡢ⏕ᑠᏛ㸱ᖺࠊࡋ♧

ㄞࠊ࡚࠸ࡘㄽࠋࡌ

� ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞ᮾி᭩⡠ࠕࡢ᪂⦅᪂࠸ࡋ♫㸱࣭㸲 ࡢࠖ(ୖ)

୰ࠕࠊ࠶ᕷࡢᵝᏊࠖ㸦pp. 20-41㸧ࠕᗑ࡛ࡃࡓࡣேࠖ㸦pp. 42-69㸧ࠕ㎰

ᐙࡢࠖ㸦pp. 70-83㸧ࠕᕤሙࡢࠖ㸦p. 84-99㸧ࡢ㸲ࡢࡘᑠ༢ඖࡢᮏᩥ

Kanesoࠊࡣᑠ༢ඖ࠺࠸ᵝᏊࠖࡢᕷࠕࠋ࠶㒊ศ࡛ࡓ࠶ (2019) ࡛ᑐ㇟

ᕷࠕࠖࡢᏛᰯࠕࠊ࠶ᑠ༢ඖ࡛ࡃ⥆ࠖࡢᏛᰯࠕࠊࡓࡗ࡞

�ࡕࡢࡋࡓࠕࠊ࡛ࡘ㸰ࡢᵝᏊࠖࡢ ࡚ࡋᵓᡂ༢ඖ࠺࠸ࠖࡕࡢ࡞

ᕤሙࠕࠊࠖࡢ㎰ᐙࠕேࠖࡃࡓࡣᗑ࡛ࠕࠊᑠ༢ඖࡢࡘ㸱ࡢṧࠋ࠸

ࡢࡕࡓࡋࡓேࡃࡓࡣࠕ࡞༢ඖࡢ┠ࡘ㸰ࡢᩍ⛉᭩ࡢࡇࠊ࡛ࠖࡢ

ࡑࠊ⤮┿ࠊᮏᩥ௨እࠊࢪ࣮ࡢࡎ࠸ࠋ࠸࡚ࡋᵓᡂࠖࡋࡃ

ࡇࠊࡀ࠶࡞ࡋぢฟࡅຓάືࡢ❺ඣࠊㄝ࡞⡆༢ࡘ

࠸࡚ࡋᑐ㇟እࡢศᯒࡉ▷ࡢ࡚ࡋࢺࢫࢸࡢࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ

ࠋ

� ᮏ◊✲࡛ࠊKaneso (2019) ࡚࠸࠾⏝ࡓࡉ᪉ἲࠊ࠸ᑠᏛ㸱ᖺ⏕

ࡅ࠾ᩍ⛉᭩ࡢ⛉♫࠺ࡀ taxonomic relations ࠊࡣ᪉ἲ࡛ࡢࡇࠋࡍ♧

ิࡢ⦪ࡢࢺ࣮ࢩࣝࢭࢡࠋࡍධຊෆᐜࡢࢺࢫࢸࠊࡋ⏝ࣝࢭࢡ

clauseࠊࡣ groupࠊࡣิࡢᶓࠊࡋ㛵ಀ ࡞␗ࡀධຊෆᐜࠊ࠾࡚ࡋ㛵ಀ

࡞␗ࡀධຊෆᐜࠊࡣࡇ࠺࠸࠶⾜ clause ࡀධຊෆᐜࠊࡇ࠶

ࡓࡋⓏሙࢺࢫࢸ࡛ࡑࠊࡣࡇ࠺࠸࠶ิ࡞␗ group ពࡢ

ࡢព࡞␗ࡣ group ẁ㝵ࡢึࡢࡇࠊࡘࡣࡇࠋࡍ♧ࡇ࠶࡛

ࡅ࠾ࢺࢫࢸྛࠊࠊࡣ࡛ repetition  synonym ࡍ⢭ᰝ㛵ಀࡢ

ࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃከ⦪ࡀࣝࢭࡓࡋධຊࡑẁ㝵࡛ࡢࡇࠊ࠶࡛ࡇ࠺࠸

repetitionࠊࡣࡇ࠺࠸  synonym ࡢពࡢᵝྠ࡞ group ࡋ㏉⧞ࡀ

ࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ㛗ᶓࡀࣝࢭ࠶ࡢධຊࠊᑐࠊࡋពࡇ࠺࠸࠸࡚

18

JASFL Proceedings Vol.14 2020



JASFL Proceedings Vol.14 2020

 18 

࣮ࢥ♫⚄ࠕࠊ๓ྡࡢࢫ࣮ࢥ࡞୰ᚰ࡞࠺࠺࠸ࠖࢫ࣮ࢥ♫⚄ࠕࠊࡓ

ࡇࡍⓏሙ࡚ࡋ㒊୍ࡢࣝࢺࢱࡢࢪ࣮ࡢࡑࠊ࠺ࡢࠖࡅࡓࡢࢫ

ࡇࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠶ࡀᚲせ㐍ㄞ㢗㒊୍ࡢࣝࢺࢱࡣ❺ඣࠊ

࡛ࠖࢫ࣮ࢥ♫⚄ࠕࡢෆᅛ᭷ࢺࢫࢸࡢࡇࠊࡣࡢ࠺࠸ࠖࢫ࣮ࢥ♫⚄ࠕࡢ࡛ࡇ

ᆅⅬࡢᩘ「ࡍⓏሙ࡛ࢺࢫࢸࠊ㝿ࡃ࠸࡚㐍ㄞࢺࢫࢸࠊࡓ࠶

ࡉ࡞ᣦ࠺࠸࠶ࡀᚲせ࠼ᤊ࡚ࡋࡢࡍᵓᡂࠖࢫ࣮ࢥ♫⚄ࠕࡀ

ࠋ࠸࡚

3. ศศᯒᯒࡢࡢᑐᑐ㇟㇟᪉᪉ἲἲ

� Kaneso (2019) ࠊ࡛ࡃ࠶ࠊࡣࡇ࠸࡚ࡉ♧࡚࠸࠾᪂ᑠᏛ㸱ᖺ⏕ࡀ

♫⛉ࡢᩍ⛉᭩ࡢ➨㸯❶ࡢึ᭱ࡢᑠ༢ඖㄞ㝿㉳ࡇᚓㄢ㢟࡛ࠊ࠶

➨㸯❶࠺ࡢ㸯ࡢࡘᑠ༢ඖ࡞ṧࠊࡣ࡚࠸ࡘ❶ࡢゐࡑࠋ࠸࡞࠸࡚

ࡢᩍ⛉᭩ࡢ⛉♫ࡢ⏕ᑠᏛ㸱ᖺࠊ࠸ೌ Kaneso (2019)ࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠊ࡛ࡇ

➨㸰❶ࡢ࡛ taxonomic relations ࡉ⛉࡛せồ♫ࡢ⏕ᑠᏛ㸱ᖺࠊࡋ♧

ㄞࠊ࡚࠸ࡘㄽࠋࡌ

� ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞ᮾி᭩⡠ࠕࡢ᪂⦅᪂࠸ࡋ♫㸱࣭㸲 ࡢࠖ(ୖ)

୰ࠕࠊ࠶ᕷࡢᵝᏊࠖ㸦pp. 20-41㸧ࠕᗑ࡛ࡃࡓࡣேࠖ㸦pp. 42-69㸧ࠕ㎰

ᐙࡢࠖ㸦pp. 70-83㸧ࠕᕤሙࡢࠖ㸦p. 84-99㸧ࡢ㸲ࡢࡘᑠ༢ඖࡢᮏᩥ

Kanesoࠊࡣᑠ༢ඖ࠺࠸ᵝᏊࠖࡢᕷࠕࠋ࠶㒊ศ࡛ࡓ࠶ (2019) ࡛ᑐ㇟

ᕷࠕࠖࡢᏛᰯࠕࠊ࠶ᑠ༢ඖ࡛ࡃ⥆ࠖࡢᏛᰯࠕࠊࡓࡗ࡞

�ࡕࡢࡋࡓࠕࠊ࡛ࡘ㸰ࡢᵝᏊࠖࡢ ࡚ࡋᵓᡂ༢ඖ࠺࠸ࠖࡕࡢ࡞

ᕤሙࠕࠊࠖࡢ㎰ᐙࠕேࠖࡃࡓࡣᗑ࡛ࠕࠊᑠ༢ඖࡢࡘ㸱ࡢṧࠋ࠸

ࡢࡕࡓࡋࡓேࡃࡓࡣࠕ࡞༢ඖࡢ┠ࡘ㸰ࡢᩍ⛉᭩ࡢࡇࠊ࡛ࠖࡢ

ࡑࠊ⤮┿ࠊᮏᩥ௨እࠊࢪ࣮ࡢࡎ࠸ࠋ࠸࡚ࡋᵓᡂࠖࡋࡃ

ࡇࠊࡀ࠶࡞ࡋぢฟࡅຓάືࡢ❺ඣࠊㄝ࡞⡆༢ࡘ

࠸࡚ࡋᑐ㇟እࡢศᯒࡉ▷ࡢ࡚ࡋࢺࢫࢸࡢࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ

ࠋ

� ᮏ◊✲࡛ࠊKaneso (2019) ࡚࠸࠾⏝ࡓࡉ᪉ἲࠊ࠸ᑠᏛ㸱ᖺ⏕

ࡅ࠾ᩍ⛉᭩ࡢ⛉♫࠺ࡀ taxonomic relations ࠊࡣ᪉ἲ࡛ࡢࡇࠋࡍ♧

ิࡢ⦪ࡢࢺ࣮ࢩࣝࢭࢡࠋࡍධຊෆᐜࡢࢺࢫࢸࠊࡋ⏝ࣝࢭࢡ

clauseࠊࡣ groupࠊࡣิࡢᶓࠊࡋ㛵ಀ ࡞␗ࡀධຊෆᐜࠊ࠾࡚ࡋ㛵ಀ

࡞␗ࡀධຊෆᐜࠊࡣࡇ࠺࠸࠶⾜ clause ࡀධຊෆᐜࠊࡇ࠶

ࡓࡋⓏሙࢺࢫࢸ࡛ࡑࠊࡣࡇ࠺࠸࠶ิ࡞␗ group ពࡢ

ࡢព࡞␗ࡣ group ẁ㝵ࡢึࡢࡇࠊࡘࡣࡇࠋࡍ♧ࡇ࠶࡛

ࡅ࠾ࢺࢫࢸྛࠊࠊࡣ࡛ repetition  synonym ࡍ⢭ᰝ㛵ಀࡢ

ࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃከ⦪ࡀࣝࢭࡓࡋධຊࡑẁ㝵࡛ࡢࡇࠊ࠶࡛ࡇ࠺࠸

repetitionࠊࡣࡇ࠺࠸  synonym ࡢពࡢᵝྠ࡞ group ࡋ㏉⧞ࡀ

ࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ㛗ᶓࡀࣝࢭ࠶ࡢධຊࠊᑐࠊࡋពࡇ࠺࠸࠸࡚
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ࡢពࡢᵝྠࠊࡣࡇ࠺࠸ group ࡢ࡛ࡇࡇࠋࡍពࡇ࠸࡞ᑡࡀ

taxonomic relations ࠊ’things/entity‘ࠊࡣࡢ࡞㇟ᑐ࡚ࡋពࡍ♧
‘quality’ࠊ‘circumstance’ࡢ㸱ࠊ࠶࡛ࡘ ṧ‘process’ࠊࡣ࡚࠸ࡘtaxonomic 
relations activity sequencesࠊ ྵࠊ⏤⌮࠺࠸࠸῝ࡀ㛵ಀࡢ

ࡌྠ’things/entity‘ࠊࡣẁ㝵࡛ࡢࡇࡓࠋ࠸࡞࠸࡚ group ࡍ୰࡛ಟ㣭ࡢ

ࡏྜࡑ࡛ࡃ࠶ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡍධຊ࡚ࡅศ࡚࠸ࡘ’quality‘

ࡓ group ࠋ࠸࡚ࡉศᯒ࡚ࡋពࡢ

� partࠊclassࠊcontrastࠊࡣẁ㝵࡛ࡢḟࡢࡑ ࢫࢸࠊ࠸⾜ศᯒࡢ㛵ಀ࠺࠸

᭦ࠊ㟷ពࡍ㛵ಀពࡢࡑࠊࡋࡅ㉥࡛Ⰽࠊព࡞୰ᚰࡢࢺ

ࠊࡣㄽᩥ࡛ࡢᅇࠋࡍ♧㢼࠺࠸㯤Ⰽࡣḟࠊ⥳ࠊࡣⰍࡍ㛵ಀពࡢࡑ

ࠖࡢྎ㥐ࠕࠊࡤ࠼ࠊࡓ࠸࡚ࡋ⾲ῐ࡛⃰ࡢⓑ㯮ࡑ

ሬࡃ㯮ࡀࣝࢭࡓ࠶ࠖࡢྎ㥐ࠕࠊࡣศᯒ࡛ࡢࢺࢫࢸ࠺࠸

㸦ࡢࣝࢭࢡࠊࡣࣝࢺࢱࡢࢪ࣮ࡢࡒࡑ B2 ࡚᭩ࣝࢭࡓ࠶

ࡢྎ㥐ࠕࠊ㸧࠸࡞࠸࡚ࡗ⾜ࡅⰍᇶᮏⓗࠊࡣ࡚࠸ࡘࣝࢺࢱࠊ࠾

ពࡍ㛵ಀࠖ 㸦ࠕ㧗ࡢࡉࡃࡓࠕࠊࠖࣝࣅ࠸㕲㐨㐨㊰ࠖࠊ

ࡇࡢࡃྂࠕࠊࠖ࠶ࡢᇛ࠾ࡢࠕࠊᗑࠖࡢࡉࡃࡓࠕࠊබඹタࠖࠕ

ࡍ㛵ಀពࡢࡒࡑࠊ᭦ࠋ࠸࡚㯮Ⰽ࡛ሬ࠸ⷧࠊࡀ㸧ࠖ≀࡚ࡓ

ࡢ୍ྠබඹタࠖࠕࠊࡤ࠼ࠊࡢ clause ෆ࡛ಟ㣭࡞ࠖࡉࡃࡓࠕࡍ

࠸ࠖࡢྎ㥐ࠕࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋ࠸࡚ࡉ⏝ࡀ㯮Ⰽ࠸ⷧࠊࡣ

 㸦ideationalࡇ࠸࡚ࡉ⾲ࡀពࡢࡑ࡚ࡋモྃྡࠊࡣㄒྃ࠺
grammatical metaphor㸧ࠊᅗ࡛♧࠸࡚ࡉⰍࠊࡣࡅcircumstance ព࡛ࡢ

things/entityࠊࡃ࡞ࡣ ⓗ⤊᭱ࠋ࠸࡚ࡗ࡞ࡢࡓࡋඃඛࡀ⧄ࡢពࡢ

ࠋ࠶࡛⬟ྍࡇࡍ⾲࡚ࡗᶞᙧᅗ࡞࠺ࡢᅗ㸰ࠊࡣෆᐜࡢࡇ

ᅗᅗ㸯㸯㸸㸸ྎྎ㥐㥐ࡢࡢ
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ᅗᅗ㸰㸰㸸㸸ྎྎ㥐㥐ࡢࡢ(ᶞðᙧᙧᅗᅗ)

4. ศศᯒᯒ⤖⤖ᯝᯝ࣭࣭⪃⪃ᐹᐹ

� ᅗ㸯ࠕࠊ࠺ࡍ♧ࡀྎ㥐ࠕࠊࡣࢺࢫࢸࡢࠖࡢྎ㥐ࡢ

repetitionࠊྵࠖ  synonym ࡛ࢺࢫࢸࡢᅜㄒᑐࠋ࠸࡞ษ୍ࡀ

repetitionࠊࡢࡢ࠶ࡀ࠸㐪࠺࠸࠸㛗༢⣧ࡀయ⮬ࢺࢫࢸࠊࡣ ࡃከࡀ

࡛ࠖࡢᏛᰯࠕ࠶ᑠ༢ඖ࡛ࡢ๓ࡇࡓࠊ࡞ repetition ᑡࡀ

࡞࠺ࡢࡇࠊࡇ࠶ࡀᚩ≉࠺࠸࠸࡞ group ࡢ࡛ࣝࣞ࠺࠸

repetition ࡃከࡢࢺࢫࢸࡢ⛉♫ㄞࡀ⏕ᑠᏛ㸱ᖺࠊࡣࡢ࠺࠸ࡉ࡞ᑡࡢ

ࠋ࠼⪄࡞ᚩ≉ࡢࡘ㸯ࡍඹ㏻

� ᗘྠࠊࡣᵝࡢ᪉ἲ࡛ࠊḟࠕࡢྎ ࢪ࣮࠺࠸ࠖࡢศᯒࡍ

ࠋ࡞ែ≦࠺࠸࠸࡞ࡀⰍ࠺ࡢ௨ୗࠊ

ᅗᅗ㸱㸱㸸㸸ྎྎ  ࡢࡢ

ࡢࡘࡘࠕࠖࡢ࡞࠺ࡢ࣮ࣥࣞࢡ࡞ࡁࠕࠊࡣࡢ࠸࡚ሬࡃ㯮࡛ࡇࡇ

ᙧࡓࡋᘓ≀࡛ࠖ࠸ⷧࠊ࠶㯮Ⰽ࡛ࡢࡑ⨨㛵ࡢ ࠕධࡢཱྀ㏆

ࡢ࡛ࡇࡇࠊࡀ࠸࡚ሬࡀࠖࡃ taxonomic relations ࢺࢱ࡛ࡃ࠶ࠊࡣ

ࠊࡣᮏᩥࠊ࠾࡚ࡗ❧ᙧ࡛ᡂࡓࡋඖࠖࡢ ྎࠕ࠶ࣝ

の

い の の

の の

いる

のお の
る

20

JASFL Proceedings Vol.14 2020



JASFL Proceedings Vol.14 2020

 20 

ᅗᅗ㸰㸰㸸㸸ྎྎ㥐㥐ࡢࡢ(ᶞðᙧᙧᅗᅗ)

4. ศศᯒᯒ⤖⤖ᯝᯝ࣭࣭⪃⪃ᐹᐹ

� ᅗ㸯ࠕࠊ࠺ࡍ♧ࡀྎ㥐ࠕࠊࡣࢺࢫࢸࡢࠖࡢྎ㥐ࡢ

repetitionࠊྵࠖ  synonym ࡛ࢺࢫࢸࡢᅜㄒᑐࠋ࠸࡞ษ୍ࡀ

repetitionࠊࡢࡢ࠶ࡀ࠸㐪࠺࠸࠸㛗༢⣧ࡀయ⮬ࢺࢫࢸࠊࡣ ࡃከࡀ

࡛ࠖࡢᏛᰯࠕ࠶ᑠ༢ඖ࡛ࡢ๓ࡇࡓࠊ࡞ repetition ᑡࡀ

࡞࠺ࡢࡇࠊࡇ࠶ࡀᚩ≉࠺࠸࠸࡞ group ࡢ࡛ࣝࣞ࠺࠸

repetition ࡃከࡢࢺࢫࢸࡢ⛉♫ㄞࡀ⏕ᑠᏛ㸱ᖺࠊࡣࡢ࠺࠸ࡉ࡞ᑡࡢ

ࠋ࠼⪄࡞ᚩ≉ࡢࡘ㸯ࡍඹ㏻

� ᗘྠࠊࡣᵝࡢ᪉ἲ࡛ࠊḟࠕࡢྎ ࢪ࣮࠺࠸ࠖࡢศᯒࡍ

ࠋ࡞ែ≦࠺࠸࠸࡞ࡀⰍ࠺ࡢ௨ୗࠊ

ᅗᅗ㸱㸱㸸㸸ྎྎ  ࡢࡢ

ࡢࡘࡘࠕࠖࡢ࡞࠺ࡢ࣮ࣥࣞࢡ࡞ࡁࠕࠊࡣࡢ࠸࡚ሬࡃ㯮࡛ࡇࡇ

ᙧࡓࡋᘓ≀࡛ࠖ࠸ⷧࠊ࠶㯮Ⰽ࡛ࡢࡑ⨨㛵ࡢ ࠕධࡢཱྀ㏆

ࡢ࡛ࡇࡇࠊࡀ࠸࡚ሬࡀࠖࡃ taxonomic relations ࢺࢱ࡛ࡃ࠶ࠊࡣ

ࠊࡣᮏᩥࠊ࠾࡚ࡗ❧ᙧ࡛ᡂࡓࡋඖࠖࡢ ྎࠕ࠶ࣝ

の

い の の

の の

いる

のお の
る
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ࠖࡢ ྎࠕࠖ ྎࠕ entity/thing ࡍ⾲ព࡛ࡢ group ࠋ࠸࡞ࡣ

ࠊࡣࡢ࠺࠸࠸࡞࠸࡚ࡀព࡞୰ᚰࠊᮏᩥ୰ࡓ࠸㝖ࣝࢺࢱ

Kaneso (2019) ࡞ࠖࡅࡓࡢࢫ࣮ࢥ♫⚄ࠕࡢぢࡓ≉ᚩ࡛࠶ࡣ

ࠖࡢ ྎࠕࡢࡇࠊࡣ࡛ࢺࢫࢸ࠺࠸ࠖࡢ ྎࠕࡢࡇࠊࡀ

࠺࠸ group ࡞㐃ᇦࢺࢫࢸࠊ࠼ࡉ࡛ taxonomic relations ୰ᚰ࡛ࡢ

ࠊࡀࢺࢫࢸࡢࠖࡢ ྎࠕࠋ࠸࡚ࡗ࡞ࡢ࠸㐲⛬ࡣ࠺࠸࠶

ࠖࡢࠕࠖࡇࠕࡢ࡛ࢺࢫࢸࡢࡇࠊࡣཎᅉ࡞ࡁࡍ♧ᯝ⤖࡞࠺ࡢࡇ

ࡀᙧᘧྡモ࡞࠺ࡢࡇࠊࡣ࡛ࢺࢫࢸࡢࡇࠊ࠶࡛⏝ࡢᙧᘧྡモࡓࡗ࠸

ᙧᘧࠊࡀゝཬࡍ㛵࡞㐨≀ᘓࡢࡢ ྎࠊࡇࡉ⏝

ྡモྵ group ࠋ㸦rankshifting㸧࠶ࡇ࠸࡚ࡗࡋ࡚ࡗ࡞㒊୍ࡢ

⾲⾲㸯㸯㸸㸸ᙧᙧᘧᘧྡྡモモకక࠺࠺⠇⠇ࡢࡢ㸦㸦ᮾᮾிி᭩᭩⡠⡠㸪㸪p. 28 㸧㸧

ᆅᅗ ぢ 

thing/entity process relator
ᕤሙࡀࡇ࠶ࡉࡃࡓࡀ ࠋࡍ

thing/entity process

ㄽࠊศᯒ୍࠺Ṍ㐍࡞࠺ࡢࡇࠊᙧᘧྡモࡢ group ྎࠕࠊࡋศゎ

ࡍᙧᡂࠖࡢ  series ᮏࠊࡢࡢ࠶ࡣ࡛⬟ྍࡇࡍ♧㛵ಀࡢ

࠾ࢺࢫࢸࡢᅜㄒࡢ⏕ᑠᏛ㸱ᖺ⏕ᑠᏛ㸰ᖺ࠸࡚ࡗ࡞㇟ẚ㍑ᑐࡢ✲◊

ࡑࠊࡓࠊࡃ࡞ࡣࡇ࠺࠸ࡍ⌧ฟఱᗘࡀᙧᘧྡモ࠺ࡢࡇࠊࡣ࡚࠸

࡞୰ᚰࡇࡍ࠺ taxonomic relations ࢸ࠸࡞ᚲせࡍฟࡅࡘぢ

repetitionࠊࡣ࡛ࢺࢫࢸࡢࡇࠊ᭦ࠋ࠸࡚ࡗ࡞ࢺࢫ  synonym ࡀ

࠸࡛ࡋぶ࡛ࡑࡀ⏕㸱ᖺࠊࡇ࠺࠸࠸࡞࠸࡚

ࡓࡢࢫ࣮ࢥ♫⚄ࠕࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࡞␗ㄞࡢࢺࢫࢸࡢᅜㄒ࠼⪄

࡞ᚲせࡀㄞ࡞␗ࢺࢫࢸࡢᑠ༢ඖࡢึ᭱ࡢ⛉♫ࡢ࡞ࠖࡅ

ࠋ࠼⪄

� ࡢࢺࢫࢸࡢࠖࡢࣥࢱࢡ࣮ࣃἨࠕ࡞┠ࡘ㸱ࡢᵝᏊࠖࡢᕷࠕ

taxonomic relations ࡢྎ㥐ࠕ࠶࡛ࢺࢫࢸࡢ┠ࡘ㸯ࡢᵝᏊࠖࡢᕷࠕࠊࡣ

ࢫࢸࠊࡣព࡞୰ᚰ࡛ࡇࡇࠋࡓࡗ࡞ᯝ⤖ࡓఝࡃẚ㍑ⓗࠖ

ࡇࠊ࠶࡛ࠖࡇ࠶ࡀᐙࡢࡉࡋࡓࡢࡇ࠸ࠕ࠸࡚⾲୰ࢺ

ࠊබඹタࠖࠕࠊ㐨ᖜࠖࠕࠊᐙࠖ࠸ࡋ᪂ࠕࠖࣥࢱ࣮ࣗࢽࠕࠊࡀࡢࡃ⥆

ᩍ⛉᭩ෆ࡚ࡋ㔜せㄒྃࠊࡣࠖࣥࢱ࣮ࣗࢽࠕ୰࡛ࠋ࡞㥐ࠖࡢࡃ㏆ࠕ

࡛⤂ࡢࡉࡋࡓࡢࡇ࠸ࠕࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠸࡚ࡉᐙࠖࡇ࠶ࡀ

ᐃ⩏ࡍᙧࠊ࠾࡚ࡗ࡞ὀ┠ࠋࡍ್
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ᅗᅗ㸲㸲㸸㸸ἨἨࡢࡢࣥࣥࢱࢱࢡࢡ࣮࣮ࣃࣃ

� ࡛ࢺࢣ࣮࣮ࣃ࣮ࢫࠕ࡞ᑠ༢ඖࡢึ᭱ࡢ༢ඖࡢ┠ࡘ㸰ࠊࡣࡇࡇ

ᗑ࡛ࠕᑠ༢ඖࡢࡘ㸱ࡢ༢ඖࡢ┠ࡘ㸰ࠊࡀ࡞ศᯒࡢࢺࢫࢸࡢࠖ≀࠸㈙ࡢ

࡞࠺ࡓఝࠊẚ㍑ⓗࠊࡣ࡛ࠖࡢᕤሙࠕࠊࠖࡢ㎰ᐙࠕࠊேࠖࡃࡓࡣ

taxonomic relations ࠋ࠸࡚ࡗ࡞ᵓᡂ

ᅗᅗ㸳㸳㸸㸸ࡢࡢ࡛࡛ࢺࢺࢣࢣ࣮࣮࣮࣮ࣃࣃ࣮࣮ࢫࢫ㈙㈙࠸࠸≀≀

� ࡍຓ⿵⾜㐍ࡢᩍ⛉᭩ෆࠊ࡛ࡢࢺࢫࢸࡢ༢ඖࡢ┠ࡘ㸰ࠊࡎ

ඣ❺ᙺ࣮ࢱࢡࣛࣕࡢ㸦㸸ࡕࡓࡉࡇ㸧ࢺࢫࢸࡀෆ࡛㸰ᅇ㸱ᅇⓏ

ሙࠊࡣ࣮ࢱࢡࣛࣕࡢࡇࠋ࠸࡚ࡋtaxonomic relations ࡚ࡗ࡞ࡣ୰ᚰࡢ

࠸㐪࡞ல⣽ࠊࡣࡇ࠺࠸ࡍᅇⓏሙᩘ「ࡀ࣮ࢱࢡࣛࣕࡢࡇࠊࡎ࠾

ඣ❺ᙺࠊࡣ࡛ࢺࢫࢸࡢ❶㸯➨ࠊࡀ࠸࡞▱ࡅぢཷ࠺࠶࡛

᭦ࠋࡓࡗ࡞ࡣࡇࡍෆ࡛」ᩘᅇⓏሙࢺࢫࢸࡀ๓ྡࡢ࣮ࢱࢡࣛࣕࡢ

Themeࠊ࠶ㄒ࡛ࠊࡣ࣮ࢱࢡࣛࣕࡢඣ❺ᙺࡢࡇ ࠊࡇ࠶࡛

ࠊࡀ࡞ࡋࡋࠋ࠼⪄࠸࡚ࡗ࡞ࡢ࠸㏆ࢺࢫࢸࡢᅜㄒ

ᅜㄒ࡛ࢺࢫࢸࡢぢࡢࡇࠊ࠺ඣ❺ᙺࡢ࣮ࢱࢡࣛࣕࡢ group
ࡀ part-whole ࡢࠊ㛵ಀࡢ group ࠺ࡑࠊࡤ࠼ゝࡏぢࡀ⧄

22

JASFL Proceedings Vol.14 2020



JASFL Proceedings Vol.14 2020

 22 

ᅗᅗ㸲㸲㸸㸸ἨἨࡢࡢࣥࣥࢱࢱࢡࢡ࣮࣮ࣃࣃ
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࡞࠺ࡢࡇࠊࡓࠊࡎ࠾࡚ࡗ࡞ࡣ group ศᯒ࡛ࡓࡋ㇟ᑐពࡢࣝࣞ

๓௨እྡࡢࡑࠊࡣ repetition  synonym ࡑࠋ࠸࡞࠸࡚⾲ࡣ㛵ಀࡢ

groupࠊ࠺ࡓࡋ⪄୍࡛ࠖࡢ ྎࠕࠊ࡛ ෆࡢ taxonomic relations
ࠖࢺࢣ࣮࣮ࣃ࣮ࢫࠕෆ࡛ࢺࢫࢸࠊሙྜࡓྵ࡚ࡋ㇟ᑐࡢศᯒࠊ࡛

ࡣ࡛ࡇࡇࠊࡘࠋ࡞ࡇࡍ㸱ᅇⓏሙࡣࠖ≀࠸㈙ࠕࠊ㸳ᅇࡣ group ෆ

ࡓぢࡢࢺࢫࢸࡢᅜㄒࠊⅬ࡛࠺࠸࠶ࡀᚲせྵ࡛ࣝࣞࡢ

repetition ゝⴥ࠺࠸ࠖࢺࢣ࣮࣮ࣃ࣮ࢫࠕࠊࡢࡢ࠶ࡀ࠸㐪ࠊࡣ

ぢ࡛ࠖࡢ ྎࠕࠊ࠾࡚ࡋᅇⓏሙᩘ「࡚࠸࠾ࢺࢫࢸࡢࡇࠊࡣ

ࡓ series ࠋ࠸࡚ࡗ࡞ࡢ࡞ࠊ㛵ಀࡢ

� ㈙ࡢࢺࢣ࣮࣮ࣃ࣮ࢫࠕࡢࡇࠊ࡛ࢺࢫࢸࡢ༢ඖࡢ┠ࡘ㸰ࡢ௨እࡑ

groupࠊ࠺ぢ࡛ࠖ≀࠸ ࡢࣝࣞ taxonomic relations ࠊ࡚࠼ຍ

group ෆ࡛ࣝࣞࡢ repetition ࠺࠸࡚ࠖࡋぢᏛሙࠕࠋぢࡃከࡀ

groupࠊࡣ࡛ࢺࢫࢸ 㸧ရࡢሙ㸦ࠕࠊ୰ᚰሙࠖࠕࠊࡣ࡛ࣝࣞ

ࡍᒓ㸧┳ᯈࠖࡢሙ㸦ࠕࠖ≀ group ࡀࡇ᭦ࠊぢࡀ group
ෆ࡛ࣝࣞࡢぢࡇࠊࡓ௨እࠕ㈙ࡓࡗ࠸ࠖ≀࠸ព⧞

㏉ࡋࡃࡓࡣࠕࠋࡓࡋࡓ࠸࡚ேࠊࡣ࡛࣮ࠖࣗࣅࢱࣥඣ❺ᙺࡢ

ࡀࠖ≀ရࠕሙࠖࠕࠊ࠼ຍ๓ྡࡢ࣮ࢱࢡࣛࣕ group ࡛ࣞࣝ㛵ಀぢ

groupࠊࡣ࡛ࢺࢫࢸࡢࡇࠊࡏ ࣝࣞ group ෆࠕࠊྵࣝࣞࡢ

ሙࠖ࠺࠸༢ㄒ⧞ࡀ㏉ࡋࠋࡓ࠸࡚㸰ࡢ┠ࡘᑠ༢ඖࠕࠊ࡞㎰ᐙࡢ

ࠖࡢࡕࡓࡋࡓࠕࡢᕷ࡛స㔝⳯ࠖࡀࠕࠊࡣ࡛ࢺࢫࢸ࠺࠸

ྵ㒊୍ࡢ㔝⳯ࠖ࡞ࠎⰍࠕࡇࠊࡏぢࡀᗈᇦࢺࢫࢸࡀࠖࡂࡡ

groupࠊ ࡀពࡢࡃከࠊⅬ࡛ࡢࣝࣞࡢ taxonomic relations ࡛㛵ಀࡅ

ࡢࠖࡓࡗ⾜⏿ࡂࡡࠕࠖࡂࡡࡀࡢఏ⤫㔝⳯ࠕࠋࡓࡗ࡞ࡇ

㸰ࠊ࡛ࢺࢫࢸࡢࡘඛࠕࡢ㔝⳯ࠖ㸭ࡀࠖࡂࡡࠕ୰ᚰࢺࢫࢸ࠸࡚ࡗ࡞

groupࠊࡢࡢ࡞ࡃపࡀྜẚ ࣝࣞࡢ group ෆ࡛ࣝࣞࡢ

taxonomic relationsࠊࡋ୰ᚰࠖࡂࡡࠕ ࡢ㎰ᐙࠕࠋࡓ࠸࡚ࡉᒎ㛤

ࠖᑐ࡞ᑠ༢ඖ࡛ࠕ࠶ᕤሙࡢ࡛ࠖࠕࠊ࡛ࢺࢫࢸྛࠊᕤሙࠖ

ࡀࠖࡇࡉࡉࠕస࡛ࡇࡑ group ࣝࣞ group ෆࡢࣝࣞࡢ୧

᪉࡛ repetition ࡀᙧᘧྡモࠊ࡚࠸࠾ࢺࢫࢸࡢࡎ࠸ࠋࡓࡋⓏሙ࡚ࡋ

ᩓぢࡑࠊࡉకࠊ࠸taxonomic relations ࡀពࡍᡂ group ࣝࣞ࠺࠸

groupࠊࡃ࡞ࡣ࡛ ෆ࡛ࣝࣞࡢⓏሙࠋ࠼⪄࠸࡚ࡗ࡞ࡇࡍ
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ᅗᅗ㸴㸴㸸㸸ࡢࡢࡕࡕࡓࡓࡋࡋࡓࡓᕷᕷ࡛࡛సస㔝㔝⳯⳯

5. ⤖⤖ㄽㄽ

� ௨ୖࠊ㸯ࡢ┠ࡘ༢ඖࡢᚋ༙ࡢᑠ༢ඖࠕࡓ࠶ᕷࡢᵝᏊ࡛ࠖࠊࡣ

series ࠺࠸ taxonomic relations ༢ඖࡢ┠ࡘ㸰ࠊࡋᑐࡢ࠸࡚ࡗ࡞୰ᚰࡀ

repetitionࠊࡣ࡛ Kanesoࠊࡣ࡚ࡋ㛵༢ඖࡢ┠ࡘ㸯ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞୰ᚰࡀ
seriesࠊࡏే㆟ㄽࡅ࠾ (2019) ࠸࡚ࡉᵓᡂࡀࢺࢫࢸ㛵ಀࡢ

seriesࠊࡇ ぢ࡛ࡇࡇࠋ࠼⪄࡞ᚲせࡀゎ⌮ࡓࡋඖ

ࡢ༢ඖࡢ┠ࡘ㸯ࠊ࠺ࡓ series モྡࡍ♧ᆅⅬ≀ᘓࠊࡣ㛵ಀࡢ

ᵓᡂࡉ㛵ಀ࡞࠺ࡢࡑࠊ࠾࡚ࡗ࡞ series ⏕ᑠᏛ㸰ᖺࠊࡣࡢ࠺࠸

ᑠᏛ㸱ᖺ⏕ࡀㄞᅜㄒ࡛ࢺࢫࢸࡢぢࠊࡓ࠸࡞ࡣ࡛ࡢㄞࡢ㝿ࡣ

ࢸࡢᅜㄒࠊࡣ࡚ࡋ㛵༢ඖࡢ┠ࡘ㸰ࠋ࠼⪄࠶ᚲせ࡛ࡀὀព≉

ぢ࡛ࢺࢫ repetition ࡀ taxonomic relations ㄆ࡚ࡋ୰ᚰࡢ

repetitionࠊ࠸㐪ࢺࢫࢸࡢᅜㄒࠊࡢࡢ groupࠊࡣ㛵ಀࡢ ࡞࡛ࡅࡔࣝࣞࡢ

groupࠊࡃ ෆࡓྵࡢࡢሙྜࡀࡇ࡞ከ࠺࠸࠸≉ᚩ

ᙧᘧࠊẚࢺࢫࢸࡢᅜㄒࠊ୧༢ඖ࡛ࡢ⛉ᑠᏛ㸱ᖺ⏕♫ࠊࡓࠋ࠶ࡀ

ྡモࡀከࡃⓏሙࡇࡍⓎぢࠋࡓࡉ

� ᪥ᮏࡢᩍ⛉᭩ࡢ⛉♫ࡢ⏕ᑠᏛ㸱ᖺࠊࡀࡔヂࡓࡗ࠶㸯ே࡛ࡢࡑ㐣ཤ⚾

ㄒࡅࡔࡑࠊࡣࡢ࠺࠸ㄞ୍ࠊぢࠊ᪥ᮏㄒ࡚ࡋ㞴࠼⪄࠸ࡋ

ࡢᩍ⛉᭩ࠊ࠺ࡓࡁぢ࡚࡛ࡇࡇࠊࡋࡋࠋࡌឤ࠺࠸࡞ࡣࡇ

ᮏᩥࡢ taxonomic relations ࡋぶ័࡛ࡑࡀ⏕ᑠᏛ㸱ᖺࠊぢ࡚ࡅࡔ

ࡅ࠾ᩍ⛉᭩ࡢᅜㄒ࠼⪄ࡓ᮶࡛ taxonomic relations ࡢ⛉♫

ᩍ⛉᭩࡛ࡢ taxonomic relations ୰࡛ࡢᩍ⛉᭩ࡢ⛉♫ࠊ࠶ࡀ࠸㐪ࠊࡣ

㐪ࡢࡇࠋ࠶ࡀ࠸㐪ࠊࡣ࠸ከࡢࡃඣ❺࡚ࡗல⣽࡞㐪ྍ࠶࡛࠸⬟ᛶ࠶

᪥ᮏࡘ⫱᪥ᮏ࡛ࠊࡕࡓᏊࡪᏛ࡛ᰯ⩦⿵᪥ᮏㄒᏛᰯࡢእᅜࠊࡀᚓ
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ᅗᅗ㸴㸴㸸㸸ࡢࡢࡕࡕࡓࡓࡋࡋࡓࡓᕷᕷ࡛࡛సస㔝㔝⳯⳯

5. ⤖⤖ㄽㄽ

� ௨ୖࠊ㸯ࡢ┠ࡘ༢ඖࡢᚋ༙ࡢᑠ༢ඖࠕࡓ࠶ᕷࡢᵝᏊ࡛ࠖࠊࡣ

series ࠺࠸ taxonomic relations ༢ඖࡢ┠ࡘ㸰ࠊࡋᑐࡢ࠸࡚ࡗ࡞୰ᚰࡀ

repetitionࠊࡣ࡛ Kanesoࠊࡣ࡚ࡋ㛵༢ඖࡢ┠ࡘ㸯ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞୰ᚰࡀ
seriesࠊࡏే㆟ㄽࡅ࠾ (2019) ࠸࡚ࡉᵓᡂࡀࢺࢫࢸ㛵ಀࡢ

seriesࠊࡇ ぢ࡛ࡇࡇࠋ࠼⪄࡞ᚲせࡀゎ⌮ࡓࡋඖ

ࡢ༢ඖࡢ┠ࡘ㸯ࠊ࠺ࡓ series モྡࡍ♧ᆅⅬ≀ᘓࠊࡣ㛵ಀࡢ

ᵓᡂࡉ㛵ಀ࡞࠺ࡢࡑࠊ࠾࡚ࡗ࡞ series ⏕ᑠᏛ㸰ᖺࠊࡣࡢ࠺࠸

ᑠᏛ㸱ᖺ⏕ࡀㄞᅜㄒ࡛ࢺࢫࢸࡢぢࠊࡓ࠸࡞ࡣ࡛ࡢㄞࡢ㝿ࡣ

ࢸࡢᅜㄒࠊࡣ࡚ࡋ㛵༢ඖࡢ┠ࡘ㸰ࠋ࠼⪄࠶ᚲせ࡛ࡀὀព≉

ぢ࡛ࢺࢫ repetition ࡀ taxonomic relations ㄆ࡚ࡋ୰ᚰࡢ

repetitionࠊ࠸㐪ࢺࢫࢸࡢᅜㄒࠊࡢࡢ groupࠊࡣ㛵ಀࡢ ࡞࡛ࡅࡔࣝࣞࡢ

groupࠊࡃ ෆࡓྵࡢࡢሙྜࡀࡇ࡞ከ࠺࠸࠸≉ᚩ

ᙧᘧࠊẚࢺࢫࢸࡢᅜㄒࠊ୧༢ඖ࡛ࡢ⛉ᑠᏛ㸱ᖺ⏕♫ࠊࡓࠋ࠶ࡀ

ྡモࡀከࡃⓏሙࡇࡍⓎぢࠋࡓࡉ

� ᪥ᮏࡢᩍ⛉᭩ࡢ⛉♫ࡢ⏕ᑠᏛ㸱ᖺࠊࡀࡔヂࡓࡗ࠶㸯ே࡛ࡢࡑ㐣ཤ⚾

ㄒࡅࡔࡑࠊࡣࡢ࠺࠸ㄞ୍ࠊぢࠊ᪥ᮏㄒ࡚ࡋ㞴࠼⪄࠸ࡋ

ࡢᩍ⛉᭩ࠊ࠺ࡓࡁぢ࡚࡛ࡇࡇࠊࡋࡋࠋࡌឤ࠺࠸࡞ࡣࡇ

ᮏᩥࡢ taxonomic relations ࡋぶ័࡛ࡑࡀ⏕ᑠᏛ㸱ᖺࠊぢ࡚ࡅࡔ
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小学校「外国語」教材中の絵本：

ことばを補助する挿絵の「わかりやすさ」
Picturebooks in Elementary School English Textbooks:  

Do Pictures Really Help Understand Words? 
 
 

早早川川 知知江江  
Chie Hayakawa 
名名古古屋屋芸芸術術大大学学 

Nagoya University of the Arts 
 
 

Abstract 
 

This paper is a part of multimodal studies on a typical bimodal text, picturebooks. 
This time I focus on picturebooks used in English textbooks for Japanese elementary 
school, where the new subject “Foreign Language” will become obligatory from 2020.  

How effective are the picturebooks compiled by Japanese Ministry of Education, 
Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)? I will use pictures in a 
picturebook-style Unit in Let’s Try! 1 (for third graders) and analyze its ideational 
meanings especially focusing on events, cohesion and inter-event relations. The 
analysis will show that the pictures have problems as teaching materials in that: 1) 
some characters are difficult to track in the view of cohesion, ii) some Circumstances 
contradict with the words, and iii) temporal and logical relations between events 
cannot always be supposable. These problems will force teachers to use words to help 
understand the pictures and throw doubt on the effectiveness of picturebooks in 
English class. 

I will conclude by suggesting comments elementary school teachers could utilize 
when introducing the Unit to children. The analysis will also show that the Systemic 
Functional Linguistics can work effectively as the framework to judge the suitability 
of picturebooks as teaching materials. 
 
1. ははじじめめにに 

本稿は、multimodal text の代表的なジャンル、絵本の特性を言語理論の観

点から明らかにしようとする研究の一環である。今回は特にその研究を、全

国の小学校で 2020 年度から教科化される「外国語」科の教材として用いら

れる絵本の分析に応用する。 
ことばの内容を絵で補足できる絵本というジャンルは、特に初級の語学教

育には有効で、小学校の英語教育に絵本を取り入れる研究や、そこで用いる

べき絵本ガイドが既に多数出版されている（樋口・他 2013, 恵泉英語教育研

究会 2014, リーパー2011, 田中 2017, 外山・他 2010a, 2010b など）。 
しかし、多くの小学校で使用される（と予想される）教材や教科書中に用
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いられている絵本の中では、本 に絵がことばの内容を効 的に補 ている

うか。今回は、2020 年度からの使用を に 科 が し 、「外国

語 」（小学校 3-4 年 ）用の教材 Let’s Try! 1 に されている絵本（教材

中 1 Unit が絵本にな ている）を とし、Systemic Functional Linguistics（
SFL）の に る ideational な 、特に event の のしか 、

cohesion の しか 、inter-event な ながりの のしか に 点を てて挿

絵を分析する。 
その 、これらの教材絵本は の 点を ことが明らかになる：

①cohesion の観点から、 の track が しい ②event の の一

である Circumstance が、ことばの内容と ていない ③inter-event の観点

から、1 の event と の event（ は event の ） の 的・論理的

がわかりにくい。この め、絵がことばを補足するというより、ことばに

よ て補足しないと絵を できない 分が多く、挿絵としては「わかりに

くい」 である。 
本稿の めくくりでは、これらの 点を に、この絵本を で使用す

る に が すべき点や、効 的な ン を 言する。 この分

析を し、SFL の分析 が、教材としての絵本の 性を する

として 有効であることを す。 り、本稿の 的を に とめ

ると、既 の 分析 を小学校教材絵本に応用することで、①
か の 点を する、② 分析が教育の の に有効であることを

す、の 2 点である。 
2 では、小学校英語教育の を する め、2020 年度の小学

校 からなにがどう わるのか、 に とめる。 、そこで使わ

れる教材の一 、Let’s Try!でどのような絵本が使われているかを る。 く

3 で分析絵本を に し 、 4 からは分析 で、その絵本の

挿絵を、 に ideational の観点、 り がどこで をしているというでき

とと、でき との の観点から分析する。 初は cohesion、 り

がどう し、それが にどう なが ているかの観点から、 に

Circumstance、 や がどのように かれているかの観点から、 に

inter-event、 り、それ れの ージで かれ でき とどうしがどう な

が ているかを分析する。 5 で、それらの を 、この絵本

の挿絵はどこが分かりやすくてどこが分かりにくいか、 分かりにくい

分を小学 に か する 、どう し らいいかを する。それに

よ て、 分析の教育に る有用性を し い。 
 

2. 小小学学校校英英語語教教育育（（2020 年年度度 ））のの  
小学校英語教育の を表 1 に とめ 。小学校の外国語教育は大きく分

て、「外国語 」と「外国語」という科 で われる。 には、「外国

語 」の は教科ではなく と ばれ、「 」と じように、 科

教科書がなく、 しない。一 の「外国語」は教科で、 の

「国語」「 数」と に される。 
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2020 年度 の からこの がすべての 小学校で とな

るが、 はその 2011 年度から、「外国語 」はすでに 。この

、5-6 年 で われてい 「外国語 」が、2020 年度からは 3-4 年 で

の に イドし、5-6 年 で に「外国語」が 入されることになる。

それ れ 数 内容 て り、「外国語 」は年 35 （小

学校の 1 は 45 分）で、 く・ すの を うのに し、「外国語」

は年 70 で、 く・ ・ す・書くの 4 すべてを う。 
 

表表 1：：小小学学校校外外国国語語教教育育 

  「「外外国国語語 」」 
（（ ）） 

「「外外国国語語」」 
（（教教科科）） 

 2011年年度度 
 学年 

5-6 年   

2020年年度度 
 

3-4 年  5-6 年  
年

数 
35  
（ 1 ） 

70  
（ 2 ） 

 

外国語による
ー ンに

る ・ を か
、外国語による く

こと、 すことの言語
を して、
ー ンを る
となる ・

を育 する。 

外国語による
ー ンに る
・ を か 、外

国語による くこと、
こと、 すこと、書

くことの言語 を
して、 ー

ンを る となる
・ を育 する。 

う 
言語  

くこと・ すこと
やり取り ・ すこ

と 表  

くこと・ こと・
すこと やり取り ・
すこと 表 ・書くこ
と 

 
これらの教育でどのような教材が使われるか、絵本の いを中 に に

とめる。「外国語」に しては 科 教科書が になる め、 教

科書会 が している。しかし には、 科 が し 教材が

と く用いられると予想され、それが の教材である。 
2011 年度から の「外国語 」では、Hi, Friends!という教材が使われ

てい が、2020 年度からは しい に わ て しな し Let’s 
Try!が用 されている。 じく「外国語」に しては、We Can!がある。それ

れ 1, 2 で、1 学年で 1 わら ていく ー にな ている。 、

は い い 9 Unit から るが、そのう の 1 Unit が 絵本にな てい

る。 
Hi, Friends!の 代には、2 の Unit 7 が を イジ 版英語にし

絵本にな てい 。 しい Let’s Try!では、この は され 、

代わりに、1 の Unit 9 に Who Are You?という し絵 の絵本が、2 の Unit 
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9 には This Is My Day という、 が 分の 1 を する絵本が取りあ

られている。 
We Can!からは、1 Unit が と絵本という はなくなり、代わりに、 Unit

の に Story Time という名 で 1 ージ 絵本が る。1 の はそ

の ージをすべて して と一 の ーリになり、2 の は、 じ

が出てくるが、 きの ーリーというより、い い な を い

絵本にな ている。2 の絵本は に 特 があり、初めて

に が用いられている。 ば、This is my cat, Pat. Pat is in the hat.のように

（cat, Pat, har が/æ /で を ）、英語の に しめるようにな ている。 
ではこの中から、絵本として 明 な ーリがある  Who Are 

You?を分析する。 
 
3. Let’s Try! 1 のの中中のの絵絵本本：：Who Are You? 

Let’s Try! 1 Unit 9 Who Are You?は、絵本 の くりにな ていて、 を

とし 絵本の リ を うう に、 “Who are you?”（あな は あれ ）

“I’m…”（ は…です）というやりとりを に る にな ている。 
絵本の としては、 する ージの に れるようにして、 かの

の の一 が かれる（ ば の い など）。それを て が 
“I see something white. Are you a…?”（ い のが る。あな は… ）と

い る。 ージをめくると が全 を し、“Yes, I am. I’m a rabbit.”（そ

うです。 は よ）と る。 ようなパ ーンで、さ な

が に かる（ 的に、 に する が いする）。 の

p.39 では、 の足 の に、 よりやや い で大きな （

かの ）が かれる。この に かい、 が “Who are you?”と いか る。

ージ p.40 では、 大な が 中に か 、 とこれ でに され

が の に で を ている絵が かれる。 
このように、 れている が かを が 分で て こできるという

点で い絵本 が、一 し では、 の が分かりにくく じる。

というのは、 初、 の が ていて、 ると が を でい

という に ながるの が、 は 初、それが とは わ 、

に の かがいるの と てい 。その め、 ージをめく て

の とその との 性が には めなか 。こうし いはな

きるか。この絵本の挿絵、特に イ の 分の挿絵に か

があるのか、 で 分析をして い。 
 

4. 分分析析 
4.1 Cohesion 

ことばの から て ると、 う cohesion とは、ことばの と

の にさ な「 ながり」があり、全 として一 している を

す。 ば、 
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1. は に会い し 。 
2. の に の絵が いている。 
 

この 2 は、それ れには 的で が ているが、 て と

で、 が言い いのか分からない。これは cohesion が ている であ

る。 に 会の中で使われることばは、 と一 していな ればならな

い。 と ば、 じ「 は に会い し 」という 1 で 、 に

く が のよう らどう う： 
 

3. は、 くて の絵が い をか てい し 。 
 

1 と 3 では、「 」という と、「 」という の に「 ながり」

がある。この め、 3 は、 1 で し のことを と しく 明

しようと て書い の ということが分かり、cohesion のある、 り

会の中で のあることばの使用 となる。 
Halliday and Hasan (1989) は、こうし 「 ながり」を 出す を

cohesive device と 、 の 4 の 分を ている。 
 

• 応 (reference) 
 I saw a boy with a red cap. He was… 

• 代用 (substitution) 
 I would like to go there. But if I do,… 

•  (conjunction) 
 I went there, because… 

• 語 的 性 (lexical cohesion) 
 Mine is red and yours is blue. 

(Halliday and Hasan 1989: 48 は早川による ) 
 

応は、 にいうと代名 で、一度出てき 名 と なが ている。代

用は、名 外の言語 の代わりになる ので、この の do は go there
という 分を し、 すことによ て と を ている。

は、 さに と の 性を して、 の を 的に な 。語 的

は、 語・ 語・ などい い があるが、 す

るに 的に のある 語を用いることで どうしに がりが れる

という のである。 
はあく でことばの cohesion が、 や絵に いては、cohesion は

どう表されるのか。ことばの cohesion は に と の に し 。絵本の

絵の は 、 ージに絵が かれている め、それらの絵が

では として り ない。 り絵本の cohesion とは、絵本中の

数 ージの の に、 らかの によ て「 ながり」が められ

る と言 る。そしてこの「 ながり」は、 的には、 数の絵の中に

じ や のが かれることで される。その 、絵本を して
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や のが track できることが、一 性のある絵本として である。 
SFL の で絵本の分析 を し Painter, et al. (2013) は、

的には cohesion という用語は用いていないが、 や のの のし

か に する を していて、これが cohesion と が いと

られる。 
1 が、Painter, et al.が し character の のしか の であ

る。CHARACTER MANIFESTATION は、 の全 が かれるか一 が か

れるかの 、CHARACTER APPEARANCE は、その が絵本の中で初 な

のか なのか、 の 、その が わるかどうか、 の ージ

から て しているか、 が いているかに する である。 
 

 
CHARACTER 
MANIFESTATION 

complete    

 body part   

metonymic    

  shadow/silhouette  

 appear   emerge 

CHARACTER 
APPEARANCE 

 unchanged status  

   recede 
 varied   

 reappear    

  immediate attribution ・・・ 
     
  later   

(Painter, et al. 2013: 64 Figure 3.9 より ) 
 

1：：Characterのの ののししかか のの  
 

この に て どの絵本の を分析すると、表 2 のよ

うになる。 
 

表表 2：：cohesionのの分分析析  
 p.34-35 p.36 p.37 p.38 p.39 p.40 

イ
 

 reappear: 
unchanged 
&later 
complete 

reappear: 
unchanged 
&immediate 
complete 

reappear: 
unchanged 
&immediate 
complete 

reappear: 
unchanged 
&immediate 
complete 

reappear: 
unchanged 
&immediate 
complete 

 

appear 
metonymic: 
body part 

    reappear: 
unchanged 
&later 
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( の ) complete 

ル 

appear 
metonymic: 
body part 
( の ) 

reappear: 
unchanged 
&immediate 
complete 

   reappear: 
unchanged 
&later 
complete 

 

appear 
metonymic: 
body part 
( の ) 

reappear: 
unchanged 
&immediate 
complete 

   reappear: 
unchanged 
&later 
complete 

 

  appear 
metonymic: 
body part 
( の ) 

reappear: 
unchanged 
&immediate 
complete 

 reappear: 
unchanged 
&later 
complete 

 

  appear 
metonymic: 
body part 
( の ) 

reappear: 
unchanged 
&immediate 
complete 

 reappear: 
unchanged 
&later 
complete 

 

  appear 
metonymic: 
body part 
( の ) 

reappear: 
unchanged 
&immediate 
complete 

 reappear: 
unchanged 
&later 
complete 

 

    appear 
complete 

reappear: 
unchanged 
&immediate 
complete 

ジ 

    appear 
metonymic: 
body part 
(
の ) 

reappear: 
unchanged 
&immediate 
complete 

 

リ 

    appear 
metonymic: 
body part 
( の ) 

reappear: 
unchanged 
&immediate 
complete 

イ
 

 

    appear 
metonymic: 
body part 
( の ) 

reappear: 
unchanged 
&immediate 
complete 

 
    appear 

metonymic: 
shadow 

reappear: 
unchanged 
&immediate 
complete 

 
は 初に appear し、あとは して reappear & immediate で、すべての

ージに かさ する。他の には の するパ ーンがある。

初 するときは metonymic: body part、 り とか で

する。そしてす の ージに して、 全 を る(complete)。その

しばらく 、 の ージで な いする、というパ

ーンである。 
それが 外のすべての に ては るが、 外が 2 ある。1
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の 外は で、他の が な metonymic: body part で するのに、

は 初から complete で、このこと cohesion の があるの

が、本稿では わない。 う 1 の 外は で、他の が metonymic の中

で body part なのに、 が shadow の を取 ている。 
この分析 からどのようなことが言 る うか。 は、 初に

して、 で と を る。このことから、 は明らかに

が と し、 に してその を うことができる め、

が いやすいと言 る。他の は、 は metonymic、 には

complete である。 は される（ ば の い は、一 分

かれて 、全 と一 に かれて 、 じ ・ になるように を

て かれている）。こうし パ ーンがは きりしている め、 初に小さ

く かれ body part さ られれば、それと じ 分を

の track が容 にできる め、絵 しの になる。 
これらの点は、この絵本のう いとこ 、分かりやすいとこ である。し

かし 点 ある。それが分析に 外 で、 は、さき ど べ よう

に、 は body part ではなく shadow 。絵本というのはやはり、

り しのパ ーンと予想が大 なジャンルの め、今 で と body part
のに、 の予 なくいきなり shadow を られて 、 ン として

で、そ そ これが shadow と かない（ ては る）こと

ありうる、 が じやすい 分 と言 る。 
 
4.2 Circumstance 

ideational 的に、でき とを、Process、Participant、Circumstance の 3 に

分 て するのは、言語 絵 じと られる。そして絵では、

Process は め の ルで、Participant は絵の中の で われ

(mass)で表される。そして絵の 、 外の が Circumstance と

言 る。 
Circumstance は、でき との こるさ な や を てくれる

が、 数の絵から る絵本では、この Circumstance が ージを う とにど

う わ ていくかが特に となる。この Circumstance の 化ということに

特に して され のが 2 の である。 
の き が わ ていく  (vary degree)といかない  

(sustain) の がある。 き が わらない 、 点

わらない  (decontextualize) と、 は わらないが 点が わる（ す

るに じ 屋の中のより を るとか を るなど）の  (recontextualize) 
がある。 、 が わ ていく  (change context) あ

る。 が に出 などがこれに る。 
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  decontextualize   

 vary degree    

  recontextualize   

    

INTER- 
CIRCUMSTANCE 

  same perspective 
 maintain context   

   new perspective 
 

sustain 
degree 

   

   in 
   home  

  change context  out 
   relocate  

(Painter, et al. 2013: 80 Figure 3.19 より ) 
 

2：：Circumstanceのの  
 

この を分析絵本に てはめて ると、表 3 のようになる。 は

すべての ージで location を表しているが、すべて sustain degree で、

の き は わらない。 
分かりにくい があるとし ら の ージで、ここはよく ると、new 

perspective の を取り、 じ の中で zoom out しているのですが、それ

でなくな か が て して かれている めに、 的

に のある絵にな ている。 
 

表表 3：：Circumstanceのの分分析析  
p.34-35 location 

p.36 
location 
sustain degree: maintain context: new perspective (zoom in) 
* の  vary degree: decontextualize（senser として ） 

p.37 location 
sustain degree: change context: relocate 

p.38 
location 
sustain degree: maintain context: new perspective (zoom in) 
* の  vary degree: decontextualize（senser として ） 

p.39 location 
sustain degree: change context: relocate 
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p.40 
location 
sustain degree: maintain context: new perspective  
(zoom out + の ) 

 
この分析 から が言 る うか。やはり、 の の にパ

ーンの が なる。今 では と、 を るときには zoom in
して、全 の中からその が ー されて を してい 。しか

し ージを ると、 は大きいので、 に zoom out することで全 が

、その がわかる にな ている。さらに、zoom out するときに

が している。 は と の の にいる め、その を

ージの を る で じ の にいないとい ないのに、な

か を にいる。しか 、 きの からその を

ならば、 ージで じ きで ばよい のを、な か

を いている。 、p39 の絵からどう いて p40 の絵になるのか、 的

に く分からない。この の により、 の を

ら は という 性を しにくくな ていると られる。 
 
4.3 INTER-EVENT 

INTER-EVENT とは 、絵と絵の の や論理 の であ

る。言語は、 や の によ て の を明 できるが、

絵は、2 を べて、その を が しな ればならない。しかし

一 的な はあり、 じ が出てくる する絵は する

を、 なる が出てくる する絵は、 じ の の を

い と られるのが である。 
する は、 じ activity sequence の の を く あれば、

の activity sequence に る ある。activity sequence とは、 ば「

をする」のような、一 の activity の を す。 をするに

は、「 を かす」「 に を入れる」「 を 」「 に 」

「 」のような があるが、それが とか りにな て「 をする」

という activity sequence を す。一 の sequence に れる絵の 数が多い

ど、 るのに がかかり、 度が くりになり す。こうし

語中の の 度に いては、ジ (1985)など しく言 している。 
Painter, et al. (2013)は、絵本の絵と絵の にによく られる を、 3 の

ように とめている。 的に していく (unfolding)か、 の にな

ているか(projection)（ に いては、本稿では わない）。 的な 、

する (succession) か  (simultaneity) か。 する さらに、 じ

sequence の中か、絵と の絵に はあるか、 ードが わるか、

りの か 表を いているか、などの が く。 
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    maintain pace 
     speed up 
   

 
within a 
sequence 

shift pace  

    slow 
down 

   +fulfilled (‘then‘) 
  succession between 

sequences 

  

 unfolding  -fulfilled (‘but’) 

INTER 
EVENT 

 simultaneity    

  +cause   

 real    

 projection  -cause   

  imagined    

(Painter, et al. 2013: 71 Figure 3.13 より ) 
 

3：：inter-event のの  
 
この に いて分析絵本を て ると、表 4 のようになる。 

 
表表 4：：inter-event のの分分析析  

p.35 unfolding: succession: -cause & +fulfilled 

p.36 内：unfolding: succession: +cause & +fulfilled & maintain pace 
外との ：projection: real 

p.37 unfolding: succession: -cause & +fulfilled 

p.38 内：unfolding: succession: +cause & +fulfilled & maintain pace 
外との ：projection: real 

p.39 unfolding: succession: -cause & +fulfilled & shift pace: speed up 
p.40 unfolding: succession: +cause & +fulfilled & shift pace: speed up 

 
と どが の unfolding を表していて、 ージをめくれば 的

に の が れる。 を し から か 、という がある

分(+cause) と、 に の に る  (-cause) とあるが、 に予想 り

の  (+fulfilled) で、 が られる （ が からない）はな

い。 
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ここで し いのは、speed up の 分、 り絵本が に く

に れて、 の ードが が ているという点である。 しく て る。

今 では、1 ージに き 3 の の がかり（ するに 分）が れ、

その が かるときには、 に き 1 の絵を使 てい 。 
しかし p39 は、一 の絵で一度に 5 の がかりが かれ、 ージをめくり

p40 では、その 5 が全 してし う。このように、 じ に し使

用される ージの数が る、あるいは 1 の ージで こる出 の数が

るというのは、 の ードが が ているということである。 
この絵本は、 の一 を 、その が かを 、 る、と

いうパ ーンを しているので、 じパ ーンを する 分は、 が

早くな て わないと言 る。 に、 じことをあ り やると

が きてし う れがある。しかし が かる は、これ で てき

ようにさ な でパ ーン り （ 分でなく が に す

るとか、その を す めに、zoom in ではなく zoom out するとか）。そ

の特 さが、 を 語全 の として ている め、その効 を

るなら、 は くりと るべきと言 る。 
し絵本の 、 語の の さというのは、絵の 数 でなく、

どれ くり ージをめくるかで することができる。その め、

教 に められる としては、 を口で 明しながら、 をと て、よ

く さ てから に ージ という が う。 
 
5. ととめめ：： かか のの 点点とと 分分析析のの有有用用性性 

ここ での分析を とめ い。 、この絵本の れ 点 である： 
・ （ ）がは きりして り、 語の が いやすい 
・ の一 が てから全 が れるパ ーンが明 で、 が し

絵に しやすい 
に、 がある点あるいは、 が な点は、一言で言うと、 の

（ の ）にパ ーンの が なるということである。 的

に ると のような があ ： 
・ 、 分でなく で する 
・ 、zoom out して する 
・ その に が しているように て がりが分かりにくい 
・ それ に くり に いが、絵本の は に

ードが が ている 
に、分析からわかる か の 点を て る。 と なの

は、 イ を、 くり をと て か ることである。

その の 的な ン は、 のような のが有効と られる。 
、 の が と に か る がある め、 ば、 

 
What’s this? It’s a shadow. Who’s shadow? It’s big and long. 
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などの か が有用 う。 
ージは、 が から を ーン と か る がある。

その め、 
 

Something is in the air. The dog looks up. He looks up in the sky. And… 
 
などとい言いながら、 に ージに かうようにする。 

に、 の は、 の であ という がりに か ることが

である。 
 

It’s a dragon! A dragon is in the sky. This is his shadow. 
 
などの ン が使 る う。 
このように、 分析を してどこが理 し らいかがわかれば、 的

に な と ン が明 になる。このように、教材の絵本に と

分析を取り入れれば、教育の すると言 る。 
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Learner Agency in the Language Classroom 

 
 

Peter McDonald 
J.F. Oberlin University 

 
 

Abstract 
 

Promoting learner agency can be considered challenging in a university context 
because teachers and students must follow a proscribed curriculum set by the 
institution based on a textbook. This leaves little room for students to take ownership 
of their learning or to have the power to be active in their learning. multimodal projects 
such as creating learner-based videos can help to overcome this challenge. Through 
creating multimodal projects, students can practice concepts and language items from 
the curriculum in a learner-driven setting. Moreover, digital projects can allow 
students to work in communicative contexts that are immediately relevant and 
meaningful to them. Japanese university students are engaged in a variety of 
multimodal communicative interactions in their first language, such as posting written 
texts, images, videos on social networking sites, or the viewing and posting of videos 
on sites such as YouTube. Creating multimodal video projects provides students with 
communicative practice in creating multimodal texts in English, which not only 
promotes digital literacy but also opens up a digital ‘space’ (Gee, 2004) in English 
that would otherwise be closed to them. 

This paper summarizes recent research into using multimodal materials in the 
language classroom, describes a study that introduces multimodal video projects into 
an established Japanese university curriculum, and reports on a student-based 
evaluation of the project. Furthermore, it suggests how using multimodal materials in 
the language curriculum can promote both learner agency and teacher efficiency in 
the future.  

 
1. Introduction   
This paper describes a presentation on using multimodal project work to create student 
autonomy in a proscribed curriculum at a Japanese university. Because space 
constraints prevent including a complete description of the multimodal project, this 
paper will focus on demonstrating how the multimodal project work can be used to 
address one of the most difficult challenges facing teaching multimodality in language 
classrooms, as identified by Van Leeuwen (2015): how do teachers create and give 
feedback on multimodal tasks that allow them to meet the needs of proscribed 
language curriculums without impinging upon student agency? 

Addressing this question is important because although a trained teacher working 
in a proscribed university curriculum can create and efficiently give effective 
feedback on tasks such as speaking or writing tasks, teachers currently have no 
established pedagogical approach to support multimodal tasks. In the case of speaking 
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and writing tasks, there are historically established pedagogical approaches that 
teachers can use, publisher based four-skills (listening, speaking, reading and writing) 
textbooks contain pedagogical approaches as part of their structure, and teachers have 
a shared knowledge on how to give students feedback, However, for multimodal tasks 
these supports are lacking, and therefore teacher efficacy (i.e., the level of confidence 
teachers have in their own ability to teach (Donohoo, 2017) is also lacking.  

This paper will demonstrate that multimodal project work can help address this 
challenge because it can create effective learning spaces where students can 
autonomously make creative learning decisions (thus promoting learner relevancy and 
agency), increase instructors’ multimodal teaching efficiency, and meet the 
communicative goals of a proscribed university curriculum.  A key component of the 
pedagogical success of project work is the application of systemic functional 
linguistics (SFL)-based multimodal research to the project’s design and 
implementation. Part two of the paper will outline SFL approaches to multimodal 
research and discuss the challenges of introducing multimodality in proscribed 
language curricula. Part three will describe how multimodal projects can be designed 
and implemented. Part four will discuss how multimodal projects can be evaluated by 
students and how to use SFL approaches to give multimodal feedback. Part five will 
conclude the paper by outlining project limitations project and discussing future 
research.  

 
2. SFL Approaches to Multimodality and the Language Curriculum  
2.1 SFL Approaches to Multimodal Analysis  
Historically, multimodal research grew out of Hallidayan systemic functional 
linguistics and currently comprises three broad approaches (Jewitt, 2014). The first 
approach, the multimodal semiotic approach, is based on Halliday’s (1994) original 
linguistic approach, in which he argues that the act of linguistic communication can 
be analyzed from the three meta-functions: ideational (representations of the world 
around us), interpersonal (communicative interactions with others), and textual 
(relevance to the context in which the communication takes place). Kress and Van 
Leeuwen (2006) applied this linguistic approach to image-based texts to produce the 
three related meta-functions as follows: the compositional function (related to the 
textual function), the representational function (related to the ideational function), and 
the interactive function (related to the interpersonal function). This approach has been 
criticized for having a linguistic bias because it uses a system based on the language 
mode to analysis non-linguistic modes (Gibbons, 2012). However, in the context of 
language learning, this paper argues, as part four will show, that this linguistic bias 
can be very useful for language teachers and students in supporting how they analysis 
multimodal texts.  

The second approach, the multimodal discourse analyst approach, also based on 
Halliday’s SFL model, suggests that just as SFL can be used to deconstruct linguistics-
based texts for the underlying illocutionary force, so too can the same principles be 
applied to multimodal texts. This approach, as developed by O’Halloran (2004) and 
Baldry and Thibault (2006), is based on analyzing text for how the semiotic resources 
create meaning through the modes, rather than analyzing texts from the perspective 
of the five modes (spatial, aural, visual, gestural, linguistic) outlined by the New 
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and writing tasks, there are historically established pedagogical approaches that 
teachers can use, publisher based four-skills (listening, speaking, reading and writing) 
textbooks contain pedagogical approaches as part of their structure, and teachers have 
a shared knowledge on how to give students feedback, However, for multimodal tasks 
these supports are lacking, and therefore teacher efficacy (i.e., the level of confidence 
teachers have in their own ability to teach (Donohoo, 2017) is also lacking.  

This paper will demonstrate that multimodal project work can help address this 
challenge because it can create effective learning spaces where students can 
autonomously make creative learning decisions (thus promoting learner relevancy and 
agency), increase instructors’ multimodal teaching efficiency, and meet the 
communicative goals of a proscribed university curriculum.  A key component of the 
pedagogical success of project work is the application of systemic functional 
linguistics (SFL)-based multimodal research to the project’s design and 
implementation. Part two of the paper will outline SFL approaches to multimodal 
research and discuss the challenges of introducing multimodality in proscribed 
language curricula. Part three will describe how multimodal projects can be designed 
and implemented. Part four will discuss how multimodal projects can be evaluated by 
students and how to use SFL approaches to give multimodal feedback. Part five will 
conclude the paper by outlining project limitations project and discussing future 
research.  

 
2. SFL Approaches to Multimodality and the Language Curriculum  
2.1 SFL Approaches to Multimodal Analysis  
Historically, multimodal research grew out of Hallidayan systemic functional 
linguistics and currently comprises three broad approaches (Jewitt, 2014). The first 
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linguistic approach, in which he argues that the act of linguistic communication can 
be analyzed from the three meta-functions: ideational (representations of the world 
around us), interpersonal (communicative interactions with others), and textual 
(relevance to the context in which the communication takes place). Kress and Van 
Leeuwen (2006) applied this linguistic approach to image-based texts to produce the 
three related meta-functions as follows: the compositional function (related to the 
textual function), the representational function (related to the ideational function), and 
the interactive function (related to the interpersonal function). This approach has been 
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mode to analysis non-linguistic modes (Gibbons, 2012). However, in the context of 
language learning, this paper argues, as part four will show, that this linguistic bias 
can be very useful for language teachers and students in supporting how they analysis 
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based texts for the underlying illocutionary force, so too can the same principles be 
applied to multimodal texts. This approach, as developed by O’Halloran (2004) and 
Baldry and Thibault (2006), is based on analyzing text for how the semiotic resources 
create meaning through the modes, rather than analyzing texts from the perspective 
of the five modes (spatial, aural, visual, gestural, linguistic) outlined by the New 
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London Group in 1996.  For example, language can be seen as a semiotic resource 
that creates meaning through different modes (written, oral, visual) depending on the 
text and the context. Thus, this approach makes semiotic resources the basis of the 
analysis. This approach gives analysts the flexibility to choose which communicative 
event they wish to analyze and then deconstruct the event to discover how the semiotic 
resources have been realized through the application of various modes. Gibbons 
(2012) has criticized this approach for emphasizing cataloguing texts rather than 
discovering how the receiver interprets them. However, as the next section will show, 
this system of deconstructing texts is very useful in the language classroom.  

The third approach to multimodal research, interaction analysis, is in many ways 
a response to the criticisms of the other two approaches outlined above. It focuses on 
how verbal and non-verbal communication are integrated with material objects, the 
environment, and individuals to create communitive events (Scollon and Scollon, 
2003). Although it also draws on Halliday’s model where relevant, it also incorporates 
a wide range of other disciplines such as intercultural communication and 
sociolinguistics. In this approach deconstructing texts is not the main concern of the 
analysis; rather, it is how the agent utilizes the mode and how the receiver interprets 
it.  

Jewitt (2014) has observed that although there are clear differences between the 
approaches, they also have much in common, and the researchers and practitioners 
can use different approaches depending on their research needs. This paper will 
demonstrate that all three approaches can be used in the language classroom through 
project-based learning to build student autonomy and teacher efficiency.  

 
2.2 Learner Agency, Multimodality, and the Language Curriculum  
Learner agency refers to individual students’ will and capacity to actively influence 
and direct the learning process (Gao, 2010). It is seen as essential if long-term positive 
learning outcomes are to occur in language curricula Mercer, 2011). However, learner 
agency can be challenging to create in proscribed language curricula. This is because 
teachers must follow set curriculum goals that institutions create to satisfy a variety 
of different stakeholders (Collins and Calverson, 2009). Typically, these curricular 
goals are based on the ‘four skills’ of language learning: listening, speaking, reading, 
and writing. Furthermore, an important part of Japanese university language curricula, 
the context of this paper, is preparing students to score highly on proficiency tests 
such as TOEIC or TOEFL (Thomas, 2017). 

Moreover, introducing multimodality into this constrained teaching context is also 
challenging. Although multimodality has been widely researched over the past 20 
years, the research has not yet made its way into mainstream language curriculums 
and busy working teachers have little shared knowledge of multimodality (Early et 
al., 2015). Moreover, teaching multimodal literacy and doing multimodal research is 
complex because each of the five modes that constitute multimodal texts can be seen 
as a separate semiotic resource with its own set of semiotic rules that must be explored 
and analysed if the texts are to be fully understood (Kress, 2003) Therefore, teacher 
efficacy is low in the area of multimodal teaching. 

This paper suggests that multimodal project work can help teachers introduce 
multimodal learning in these traditional classroom settings because it enables teachers 
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to meet both traditional curricula needs and engages students in multimodal literacy. 
This latter is essential in communicative language curricula because one of the 
foundations of communicative teaching is that students should be communicating in 
ways that are relevant and meaningful to their lives (Nunan, 1999). Therefore, 
‘communicative’ curricula that do not support multimodal communication are 
becoming increasingly irrelevant in modern classrooms (Hafner, 2014). The goal of 
the project described in the presentation was to have the students create a multimodal 
communicative text that was relevant to both the needs of the proscribed curriculum 
and to those of students living in a society increasingly driven by multimodal 
communication.  

 
3. Design and Implementation of Multimodal Project  
The project was designed to last over 8 weeks and comprised 13 stages (Table 1) 
which were completed both during class and in out-of-class work. This long-term 
approach allowed the teacher to meet both the needs of the proscribed curriculum as 
well as the demands of creating a multimodal text because the teacher could work on 
the project alongside the curriculum-based four-skills textbook work on a weekly 
basis. 

Moreover, the project was designed to give the teacher control over key stages 
that would allow them to meet the proscribed curriculums needs. Consequently, 
Stages 1, 2, and 3 were designed to be teacher-led. Here the teacher had the students 
watch example videos, take notes, and discuss and compare videos. This allowed the 
teacher to direct the project to ensure that the language learning needs of the 
communicative curriculum could be met alongside the multimodal needs of creating 
the videos. 

At the same time, the project was designed to give students autonomy. Thus, in 
Stages 4 to 9, students decided on and researched topics, created storyboards, and 
shot/edited their videos. Here the teacher took a background role, helping students 
realize their goals without impinging upon their creative process. Stages 10 to 13 were 
designed to evaluate the project from a student’s perspective in a way that would allow 
both teacher efficiency and learner agency. This was based on the research findings 
of SFL, described above; the next section will explain these stages.  

 
Table 1 Stages of the Multimodal Project  

Stage Activity  
1 Students viewed the example videos (teacher-led) 
2 Students took notes on the worksheet  (teacher-led) 
3 Comparison and discussion (teacher-led) 
4 Deciding on a topic (student-led)  
5 Researching the topic (student-led) 
6 Planning, storyboarding or scripting (student-led) 
7 Rehearsals (student-led) 
8 Shooting (student-led) 
9 Editing (student-led) 
10 Performance (student-led) 
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11 Feedback and multimodal awareness activities (teacher-led)  
I. Students re-view the example video 
II. Multimodal deconstruction of the example video 
III. Multimodal deconstruction of the student’s own video 
IV. Multimodal awareness activities and feedback 
V. Revision of student’s video  
VI. Reconstruction of student’s video 

12 Reshooting and re-editing (student-led) 
13 Performance (class viewing and student-based evaluations)  

 
4.  Using Multimodal Projects to Promote Learner Agency and Teacher 
Efficacy  
The first part of the approach is to have students evaluate the videos made by the class 
(Table 1, Stage 10). The student-based evaluation was based on the interaction 
analysis approach to multimodal research (described above), which suggests that the 
success of a communicative event depends on how the receiver interprets it in the 
context in which the communicative event occurs. Applying this concept to the 
language curriculum means that rather than the teacher determining the basis for 
evaluating the proscribed curriculum’s language components or using multimodal 
theories to deconstruct texts and ‘teach’ multimodality, the teacher bases the 
classroom evaluation and subsequent lesson feedback on students’ reaction to the 
videos made by their classmates.   

Thus, in stage 10, students watched the class videos and evaluated from a viewer’s 
perspective: 1) Which video did they feel communicated the message of the video 
most successfully and why? 2) Which aspects of the video could be improved, and in 
what ways? This stage is important for building learner autonomy because it gauges 
students’ authentic reactions to the videos they have made. From the students’ 
feedback the teacher can build multimodal awareness activities that are relevant and 
meaningful to the students because they have decided what the focus of the feedback 
needs to be. This is important because by creating a multimodal focus with the 
students based on their feedback from the evaluation, the teacher can integrate the 
needs of the curriculum with the requirements of teaching multimodal literacy and of 
maintaining student autonomy.  

The next part of the approach (Table 1, Stage 11.1 and 11.2), is to have students 
re-review the example videos (originally viewed in Stage 1) to deconstruct it from a 
multimodal perspective. This is done using the multimodal discourse analyst approach 
(as described above), which emphasizes examining how the semiotic resources create 
meaning through the different modes. 

Figure 1, Multimodal Transcription of Erase Bullying Video, provides an example 
based on the work of Baldry and Thibault (2006). Here, the teacher presents the 
students with an empty multimodal transcription table, with the row headings filled in 
with the lesson’s multimodal focus. In the example video used in this paper, the 
student decided to focus on the relationship between the visual mode and the linguistic 
content contained in the verbal mode. However, modes never communicate in 
isolation, so it is important to show the students how the modes make meanings within 
the wider context of the whole text. Thus, in the example shown, the row headings are 
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not only filled in with the visual and verbal modes, but the audio mode is also included 
because it plays an important role in communicating the video’s message. Of course, 
other potential semiotic resources in the text could be examined, but focusing on only 
a few modes is important because multimodal analysis can become very complicated 
and time consuming. 

 
Figure Multimodal Transcription of Erase Bullying Video  
(https://www.youtube.com/watch?v=c1WBzMLgixM)  
 

 Visual Mode Linguistic 
Mode 

Aural Mode 

Opening 
Scenes  

Interior shots of 
school 

Silence 
 

Atmospheric, 
sinister music  

 Shots of student 
walking, looking 
behind her, worried 
look on her face 

 Atmospheric, 
sinister music  

 

Main Event  

 

Long shot: 
View of student’s 
face and protagonist 
from behind  

 Music is cut to 
silence  

 

 Shot of victim’s 
face  

 

‘Hey, loser!’  
 

Sound of one 
note in distance 

 Shot of victim’s 
face  

‘Leave me 
alone!’  

Note rises in 
pitch  

 Protagonist 
confronts victim 

Computer 
clicks  

 

Note rises in 
pitch 

Sinister sound 
effects  

 
Climax  
 

Protagonist’s 
face changes to 
numerous faces of 
victims of bullying 
(Fast cuts)  

 

When a child 
shares hurtful 
comments online,  

that is 
bullying.  

Note 
rises/increases speed 
in pitch 

Sound effects 
increase speed 

   Sudden cut  
Information Web page  

 
Visit ‘Erase 

Bullying’ to learn 
how to help your 
child stand up to 
bullying.  

None  
 

 
As the Erase Bullying example (Figure 1) shows, the video has a clear dramatic 

structure with an introduction, a main event, a climax scene, and an information page. 
All the modes work together to create these structural changes, and the goal of this 
activity is to have students identify the ways they do this. Figure 1 presents the results: 
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in the opening scenes, feelings of anxiety and foreboding are created visually by 
interior shots of the school and shots of the student’s worried face, which are 
supported audibly by sinister music. To mark the change from the opening scenes to 
the main event, the music of the opening scene is suddenly cut to silence (a key part 
of the musical mode), to be replaced by one note. The verbal mode is used to convey 
the negativity of the situation (‘Hey, loser!’ etc.), which is supported in the visual 
mode with shots of the faces the victims of online bullying. The climax is created by 
all the modes sending similar climatic messages: the visual mode uses fast cuts to 
show different faces of students who have been bullied, and the key message of the 
video is shown in verbal mode through written text (‘When a child shares hurtful 
comments online, that is bullying’); and in the aural mode the one note and 
background sound effects increase in speed to be suddenly cut when the video’s key 
information (a help website page and the slogan) is presented in the verbal mode.   

The next part of the approach is to have students follow this example by 
deconstructing their own videos, paying attention to how the cohesive ties between 
the modes create structure in the video. Here, the students must think critically about 
to what extent the modes work together to support each other to communicate the 
message of the video with a view to remaking and improving their own videos. 
Subsequently, students work on revising key sections of their video based on 
multimodal awareness raising activities. SFL offers a wealth of recourses that can be 
successfully exploited in multimodal settings, but this paper has space only to focus 
on one example based on Halliday’s theme/rheme mapping using the textual meta-
function (Halliday, 1994). As the following analysis will show, mapping the thematic 
development allows the students to highlight key errors that can negatively affect 
clarity of meaning and create problems in the communicative relationship between 
the visual and verbal texts.  

In the first stage, students write down the visual/verbal multimodal text relations 
in their own videos (see example in Figure 2, Visual/Verbal Relations in Students 
Video, regarding the student’s video). Next, with help from the teacher, the students 
isolate the linguistic mode and analyze it for theme/rheme cohesion and clarity of 
meaning (Figure 3, Theme/Rheme Cohesion in the Student’s Verbal Text), and 
rewrite the original text (Figure 4, Theme/Rheme Cohesion in the Student’s Verbal 
Text).  

As Figure 4 shows, students make many common errors that are easily self-
corrected: for example, in theme one, using first person rather than third person; in 
rheme two, using vague vocabulary, etc. However, for the purpose of this discussion, 
the focus is on how to use a theme/rheme analysis to demonstrate students’ key 
weaknesses in linguistic cohesion and the impact these weaknesses can have on the 
multimodal cohesive ties between the linguistic and visual texts. In the example 
shown (Figure 4), text students added a new theme, ‘plastic straw’ (by which they 
mean cigarette filters) in theme 2. However, upon close theme/rheme analysis it 
becomes clear that rheme 1 has already introduced this concept. A more cohesive 
approach would be, rather than introducing a new theme in theme 2, to introduce the 
concept of cigarette filters in rheme 2. This replaces the idea of ‘litter’ with the more 
precise concept of cigarette filter and then represent theme/rheme 1 with the pronoun 
‘it’ in theme 2. This, repetition of the main topic and claim through the insertion of a 

47



JASFL Proceedings  Vol.14   2020 
 

 48 

pronoun to represent the preceding sentence is a standard cohesive device in academic 
writing, and its application here greatly improves the flow of the verbal text.  

The other key change in the text the theme/rheme analysis illustrates is the need 
to conflate theme/rheme 4 with rheme 3. Thus, theme 3, ‘microplastic’ is moved into 
rheme 3, and anaphoric reference (‘this is because the cigarette filter’) is used to refer 
back to theme 2. Furthermore, from the SFL perspective, this use of theme/rheme 3 
has now been transformed into the predicted theme, which is used to give empathic 
emphasis to one element of the text (Thompson, 2004). In this case emphasis has now 
been shifted to ‘cigarette filter,’ a key agent causing marine pollution.  

Once students have improved the cohesive structure of the verbal text, they can 
turn their attention to improving the visual/verbal text relations. In this example, the 
students decided to change many of the images accompanying the verbal text. The 
theme/rheme mapping supported this process because it gave students a clear new, 
revised linguistic text with which to work. Students used the revised text to examine 
the image accompanying each theme and each rheme and evaluate how appropriate 
they were to the overall message the text was trying to communicate. It was decided 
by the students and the teacher that reducing the number of images and improving the 
types of images accompanying the text could improve cohesion. The results of this 
are shown in Figure 5, Visual/Verbal Text Relations in Students Video with Revised 
Verbal Text, and Figure 6, Visual/Verbal Text Relations in Students Video with 
Revised Verbal/Visual Text.  

Comparing the figures, the two images accompanying theme/rheme one (Figure 
5) were cut and replaced with one image (Figure 6, theme/rheme 1). This was justified 
because it supported the key concept of humans ‘littering’ the sea with cigarette filters. 
The image for theme/rheme 2 (Figure 5) was replaced by a closeup of a cigarette filter 
burning (Figure 6, theme/rheme 2). This was justified because it replicated the key 
word/concept in the rheme (the cigarette filter). The images for theme/rheme 3 and 4 
(Figure 5) were replaced one image of a human hand holding micro plastic in sand. 
Again, this image was justified because it replicates the key word in verbal text, 
microplastic. Replication of key words and concepts from the linguistic text 
exemplifies the use of visual/linguistic text relations as defined in the multimodal 
semiotic approach (Unsworth, 2008). 

 
Figure 2 Visual/Verbal Relations in Students Video 

Visual  Verbal  
Image of hand putting cigarette out in 
sand 

If you liter cigarettes into ponds and 
the sea  

Close up of cigarette burning  Plastic straw is a big problem because 
of marine pollution 

Image of sea with green things 
floating on it 

Microplastic is included in the 
cigarettes  

Images of cigarette butts  Microplastic has time to decompose 
ten years 
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Figure 3 Theme/Rheme Cohesion in the Students Verbal Text 
 Theme   Rheme 
1 If you  1 litter cigarette into pond and 

sea 
2 Plastic straw 2 is a big problem because of 

marine pollution  
3 Microplastic 3 is included in the cigarette  
4 Microplastic 4 has time to decompose ten 

years 
 

 
Figure 4 Revised Theme/Rheme Cohesion in the Students Verbal Text 

 Theme   Rheme 
1 If you  smokers 1 litter throw cigarette filters 

into the pond and or sea  
2 Plastic straw It  2 is a will cause a big problem 

because of marine pollution  
3 This is because the 

cigarette filter  
3 is made up of microplastic, 

which takes ten years to 
decompose.  

4 Microplastic 4 has time to decompose ten 
years 
 

 
Figure 5 Visual/Verbal Text Relations in Students Video with Revised Verbal 
Text 

 Theme  Rheme 
1 If smokers  1 throw cigarette filters into the pond or sea  
Image Close up of hand.         Image of cigarette filter being thrown into the sea.      

holding a cigarette  
filter    

2 It 
 

2 will cause marine pollution  
 

Image  Close up of hand putting out cigarette in the sand  
 

3 This is because 
the cigarette 
filter is   
 

3 made up of microplastic, which takes ten years to 
decompose.  
 

Image  Image of the sea with some rubbish floating in it 
 

4 Microplastic   4 has time to decompose ten years 
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Figure 6 Visual/Verbal Text Relations in Students Video with Revised 
Verbal/Visual Text 

 Theme  Rheme 
1 If smokers 

 
1 throw cigarette into pond or sea  

 
Image Close up of hand putting out cigarette in the sand  

 
2 It 

 
2 will cause marine pollution  

 
Image  Close up of cigarette filter burning  

 
3 This is because 

the cigarette 
filter is   
 

3 made up of microplastic which takes ten years to 
decompose.  
 

Image  Image of hand holding microplastic in sand 
 
 
5. Challenges and Suggestions for Future Research  
One of the challenges of multimodal activities is that because of the complicated 
nature of multimodal texts, multimodal tasks can often veer off in different directions 
that may deviate from the proscribed language curriculum. For example, in some of 
the student-created videos shown in the presentation, although students created 
excellent videos that received high ratings in the evaluation from their classmates, the 
videos didn’t use the linguistic mode to create their meaning, instead doing so through 
visuals, music, and gestures. Thus, although students created an effective multimodal 
project, from the perspective on the proscribed curriculum, based on having students 
create communicative linguistic output, the video project didn’t support the 
curriculum.  

This illustrates an underlying issue with multimodal texts and the use of language. 
When creating multimodal texts, the dominate mode, the mode that sends the main 
communicative message of the text, may not be the linguistic mode. Batemen (2014) 
points out that in video text, images, sound, and music often have a more important 
role in the message communicated than language.  

More research is needed to address this issue. Perhaps one way forward is to use 
the Halliday (1994) and Kress and Van Leeuwen (2006) meta-function approach 
outlined above. Teachers can use the three meta-functions to analyze the videos they 
are selecting for classroom use to evaluate how suitable they are. For example, the 
Erase Bullying video, as the multimodal transcription in Figure 1 shows, primarily 
expresses its message through the representational/ideational function. The video 
focuses on images of the participants and the circumstances to create a dark 
atmosphere. The video’s interpersonal/interactive messages are also created visually. 
The fast-cut close-up images of the various victims’ faces support the overall 
impression of foreboding. The linguistic resources, shown in the linguistic mode 
column, has a limited role in supporting the message; they are only used at the climax 
of the video. Consequently, when teachers select videos for Stage 1 (see Table 1) of 
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Figure 6 Visual/Verbal Text Relations in Students Video with Revised 
Verbal/Visual Text 

 Theme  Rheme 
1 If smokers 

 
1 throw cigarette into pond or sea  

 
Image Close up of hand putting out cigarette in the sand  

 
2 It 

 
2 will cause marine pollution  

 
Image  Close up of cigarette filter burning  

 
3 This is because 

the cigarette 
filter is   
 

3 made up of microplastic which takes ten years to 
decompose.  
 

Image  Image of hand holding microplastic in sand 
 
 
5. Challenges and Suggestions for Future Research  
One of the challenges of multimodal activities is that because of the complicated 
nature of multimodal texts, multimodal tasks can often veer off in different directions 
that may deviate from the proscribed language curriculum. For example, in some of 
the student-created videos shown in the presentation, although students created 
excellent videos that received high ratings in the evaluation from their classmates, the 
videos didn’t use the linguistic mode to create their meaning, instead doing so through 
visuals, music, and gestures. Thus, although students created an effective multimodal 
project, from the perspective on the proscribed curriculum, based on having students 
create communicative linguistic output, the video project didn’t support the 
curriculum.  

This illustrates an underlying issue with multimodal texts and the use of language. 
When creating multimodal texts, the dominate mode, the mode that sends the main 
communicative message of the text, may not be the linguistic mode. Batemen (2014) 
points out that in video text, images, sound, and music often have a more important 
role in the message communicated than language.  

More research is needed to address this issue. Perhaps one way forward is to use 
the Halliday (1994) and Kress and Van Leeuwen (2006) meta-function approach 
outlined above. Teachers can use the three meta-functions to analyze the videos they 
are selecting for classroom use to evaluate how suitable they are. For example, the 
Erase Bullying video, as the multimodal transcription in Figure 1 shows, primarily 
expresses its message through the representational/ideational function. The video 
focuses on images of the participants and the circumstances to create a dark 
atmosphere. The video’s interpersonal/interactive messages are also created visually. 
The fast-cut close-up images of the various victims’ faces support the overall 
impression of foreboding. The linguistic resources, shown in the linguistic mode 
column, has a limited role in supporting the message; they are only used at the climax 
of the video. Consequently, when teachers select videos for Stage 1 (see Table 1) of 
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the project, they may find it beneficial to pay attention to how the videos employ the 
linguistic resource to create the overall communicative message and choose videos 
with a with high interpersonal/interactive content but low representational/ideational 
content. Thus, awareness of how meta-functions and modes are used to create 
communicative meaning in the videos may better equip teachers to meet the needs of 
the curriculum when using multimodal platforms.  

However, despite the challenges of using multimodal materials in proscribed 
language curriculum settings, as this paper has demonstrated, multimodal project 
work offers teachers a classroom approach that helps them prepare students for both 
the communicative needs of the modern age and the curricular requirements of their 
institutions. Moreover, it also enables students to express themselves freely and 
creatively in modern literacy contexts.  
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Abstract 
 

This paper presents an interim report on a research project ‘Developing the ability of 
junior high school students to think and to communicate utilizing ameliorated 
Japanese school grammar’.     

As I have already given several papers on the problems of the traditional school 
grammar (the so-called Hashimoto grammar) and some modifications to it elsewhere 
(Sato 2013), here I would like to present a sample teaching material in the form of the 
learning task based on an explanatory text in a junior high schoolbook and an analysis 
of the result of the task performed by the students.   

The school grammar of Japanese is based on ‘bunsetsu’, similar to ‘postpositional 
phrase’ but essentially a phonological (metrical) unit, which has been making it 
difficult for students to construe Japanese sentences structurally, hence texts logico-
semantically and cohesively.  However, since the Hashimoto grammar is the basis 
for Japanese grammar education, not by denying it and replacing it with another 
grammatical framework but rather by presenting a modified version of it utilizing 
reading-comprehension materials printed in Japanese schoolbooks, I would like to 
contribute to the development of students’ logical and communicative abilities.   
 
1．．問問題題意意識識――「「国国語語」」とと「「英英語語」」のの文文法法  

今日、狭義の言葉の学習あるいは文法事項の学習は、義務教育では中学校

の「国語」で行われる。他方、中学校・高等学校の「英語」でかつて盛んに

行われた「グラマー」すなわち文法学習は、できるだけこれに言及しない教

授法（学習法）の発達により、大きく後退していると言える。こうした中で、

中等教育段階にある学習者（主に中学生）にとって言語や文法はどのように

意識されているのか、またこれを教育実践に活かすにはどのようにすればよ

いかを考えていこうと思う。 
 
1．1 言語学の視点 

大津(2016)は、〈学習英文法〉の前に言語の知識についての知識〈メタ言語
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知識〉と、これを う 〈メタ言語 〉を日 語によって うことの

を している（ は大津 よ 佐藤による）1。 
(i)は、（国文法で習う）日 語の「 用 」と「 」の〈 り け〉

を意識すれば、 れを（英文法で学 ）英語の「 」と「 」の〈

〉のしかたに応用できることを す である。 
 

(i)(a) OK マ は しく う。 
（ 用 語( の 用 ) 語( )を ） 

  (b)   *マ は しい う。 
（ 語( の )は 語を しない） 

(i)’(a) OK Mary sings beautifully.  
（ ( 語) を 国文法の「 用 」） 

    (b)   *Mary sings beautiful.  （ は( 語) を しない） 
 

(ii)は、「 語」の〈項 〉を理解できれば、す に「5 文 」に応用でき

ることを している。 
 
  (ii)(a)   いた。（「 語」に する「主語 」） 
    (b)   を った。 

（「 語」に する「主語 」・「 語 2 を」） 
    (c)   ママに を あ た。 

（「 語」に する「主語 」・「 語 に」・「 語 を」） 
(ii)’(a)  Kenta walked.  （( 語) に する「主語 」） 

     (b)  Kenta hit sho.  
（( 語) に する「主語 」・「 語 を」） 

     (c)  Kenta gave Mom bread.  
（( 語) に する「主語 」・「( ) 語 に」・「( )
語 を」）  

 
「 語」に する「主語」・「 語（英文法の「 語」 を ）」の

〈 〉（〈項 〉 1 項・2 項・3 項 ）、さ に 項の〈はた き〉（〈意

〉〈 の主 〉（「 」）・〈 の 者〉（「 に」）・〈 の 〉

（「 を」） 意識できれば、「文 文」の意義 明になる。 
(iii)は、（日 語には はない 英語と の は

れることを前 として）日 語の〈 み 〉3を え れれば、 に英

語の「 」（〈 み 〉） 理解できるようになることを す。 
 

(iii)(a)  の子 を した。 
     (b) を した   の子  
     (c) の子 した    

(iii)’(a)  The boy broke the vase.   
     (b)  The boy [ who [     broke the vase]]   
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     (c)  The vase [ which/that/  [ the boy broke       ]]    
 

こうした〈メタ言語知識〉を活用することで「ことば の 理 に

ついて知ることの大 さ」を て 識し、これにより「 かな知 生活

にな」ると言う（大津 2016: 11）。 
 
1. 2 国国語語教教育育のの視視点点――国国語語教教 のの ーー  

日 語学・言語学では〈学校国文法〉（ 〈 文法〉4）の はるか

前か されて く しい視点か の〈国文法〉の教科書 れ 5、これ

に いた教育 実践 なされている。また〈 文法〉は 科事

で されている 6。しかしな 、学校教育で（文科 教科書で）

今日な 文法 教え れ けているのである。 
、「言葉」 よ 「文法」の学習についての 国語教 ー の

を てみる 7。 
 
(A)〈 〉と思われる の  
・ の っている言葉を意識できるようになる。 
・言葉という のを く考え れるようになる。 
・ 学習（文語文法学習）に である。 
・より な文 解・文 るようになる。 

 
これ は、 えば〈 (

よ し

)文法〉や〈 (
と き

)文法〉などに て、〈

文法〉 （ （ ）「 」で れる「文 」8という を〈

文 語 〉の とする 9 など）中学生に理解しやすい のと の教

えていることを す のだと言える。 
 
(B)〈 〉と思われる の  
・教科書(学習 ) 学習事項としている文法である。 
 
ここでは、文法教育 に する の教 の を ること でき

る。 
として、日 語を 語とする生 たちに「文法」（ 語文法）を学習さ

ることは だ、との を る 方で、（「 す・ く」、「書く」、「 」、

「言葉」（文法・ を ）のうち）学習 の として っと きを

く のは「 」であるとの となっている。ここか えるこ

とは、「文 の 理解」の として「文法」 ある、という 点を くの

国語教 っていないということである 10。  
 

2．．英英文文法法教教育育とと国国文文法法教教育育 
大津(2016)の に かかわ 、〈国文法〉と〈英文法〉、あるいは〈国文

法教育〉と〈英文法教育〉は したままである。 
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の理 は、日 語 語 者にとって、文法を教わる言語 〈 語〉か〈

国語（ 言語）〉かという な あるか だ、と とま 理解されよ

う。すなわち、（英語との 言語 者でない）日 語 語 者にとって〈英文

法〉― れ どのような の のであれ―を学ばなければ英語をきちんと

に けることはできない 11、〈国文法〉は学 うと学 まいとすでに に

いている、と 識されているか であ う。しかし、実 うだと言い

れるだ うか。 
 

3．．文文法法知知識識のの にによよるる とと言言語語学学 法法  
語 者だとはいえ、 な文は、（ に けているは の）文法知識の意

識 やはり である。 、いわ る「主・ の 」など、〈メタ言

語知識〉を とする日 語 語 者の りを し、 法を したい。 
 

3. 1 「「 とと思思うう」」のの主主語語（（1））――学学習習者者のの 文文 12  
の 2 は中学生の 文 である。これ は「主・ の 」、すなわち

識 の と 書き の になっている と言える。 
 

(1) かに、 教 な か と えれば、 の方 で

ある。 を れ 、ただただ 国に行けると 、 された

ただ くのではなく 教の に いた行 を かする。 れと

た 、 盛はいかに かかと 思うだ う。 ・佐藤  
(2) 盛の に方に した。 のように れの をして、こ

の に う はないという に方 いいとは思う。しかし、 盛のよう

に、いく 行けるか といって、 や今生きている のこ

と になってしまうと思う。 ・ ・佐藤  
（ 生の生 たち（中学 3 生）の 文 ） 

 
日 語の「 と思う」の語用 な るまいは しい。 

 
(iv)(a) は に 子 書を ると思う。 

(b) は に 子 書を うと思う。 
 
日 などでは に、(iv)(a)「思う」の〈 主〉は（ に れな

い） し すなわち「 」である。（な 、この「 と思う」は SFL では「た

ん」「 く」と等 の、〈 事〉 の〈 し の 〉(modalization: 
probability; Halliday 1994: 357)を すと言える 13。） 

他方、(iv)(b)は、いわ る〈 説〉で み 〈 主〉に

する で、「 」 「思う」の主語になる。 
 
3. 2 「「 とと思思うう」」のの主主語語（（2））――教教科科書書教教 のの文文 14  

は教科書 の文 である。 書 ( 27/2015)の 1 の
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文の を する。 
 

(1) さんは、説明をしたり、意 や考えを たり、い い な で発

言した を っていることと思います。(2) ういったときに、「えっ、

ですか。」「 と言ったんですか。」などと、 達か 言葉を まれたこ

とはありま んか。(3) りか う言われるとますます の ー を

され、ついにはしど ど 、大 をかいて わるという い を

した は なくないと思います。（後 ） 
（川 之「 し方はどうかな」）（文 は佐藤） 

 
ま 、 文(1)の大きな問題は、学習者 「 さんは…思います」を「主・

の 」と る あることである。日 語 語 者であればこの

文意 の解 を えることはま ないのだ 、「文の み て」を学習し、

「 ・どうする」を「主語・ 語」だとして に ては ようとする

と、 に こりえる りである。 
こうした は、〈 〉と〈主題〉（ には〈主題 〉）を に説明

する あるだ う。文(1)に していえば、「思います」の主語は し

書き である「 は」だ 、日 語ではこれを するの だというこ

とである。主語「 さんは」に 応する 語は「 っている」である。（文(3)
で こと 言える。すなわち、「（ は）… は なくない と思います。」

であり、「思います」の主語は された「 は」であり、「 は」ではない。） 
また、文 事の〈 〉ではなく、 み の〈語りかけ〉で

あるという書き の 意 ―文(2)の 「…ことはありま んか。」で

明 に れる―を すた 、(i) 「… っている」の主語「 」

さを す （国文法では「 語」）を けて「 さん 」となり、

に文 「です・ます」 となっている。 
さ に、(ii) 「… っている」の〈 主〉より の〈語りかけの

〉として、文(1)に いて「 さんは」という〈主題 〉 行われ、（ さ

れた「 は」の を るように）「 さんは」という〈主題〉 され

る。 してこの「 さんは」は、 く文(2)に いて〈主題〉 主語の を

たしている。（ 「… 達か 言葉を まれた」という〈 ・ の け

〉の主語は（「 」 「 さん 」 ）「 さんは」である。）すなわち、

の とくである。 
 

(1) （ は） さんは、（ ）説明をしたり、意 や考えを たり、い

い な で発言した を っている ことと思います。 
(2) （ さんは、）（ ） ういったときに、「えっ、 ですか。」「

と言ったんですか。」などと、 達か 言葉を まれた こ

とはありま んか。 
 

な 、文(1)「 さんは」のような、〈文の を えた主題〉の きに え
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て、文(2)「 ういったときに」、文(3)「 う言われると」 、 れ れ 行文

の を 用する きをして、 に文 の〈 〉を っているこ

とは、文 の理解に く わることであり、 て である。 
 
4．．「「説説明明文文」」のの 解解とと 言言語語学学 視視点点――教教 とと解解  

文法に く学校国文法 な問題を えているに よ日 の文法

教育の である 、これを し の文法 に き えるのではな

く、この を することによって、生 たちの 理 ・

ー の に することを するの 実 だと考える。 
に、この は、教 に中学校国語科教科書の をなす説明文「

は大きな 」（ 書 国語 30/2018）を 用した。

学習を して、解 者（中学 1 生 女 127 ）に の 3 点の 識を

問うた。 
 
(1) 文 の題 の き（マ ーマの の  cf. 2009） 
(2) (Ⅰ)〈 を どうする〉 (Ⅱ)〈 どんなだ・ だ〉 の文の

み てと、「 の活 」 「 の 」の を す段 との り（

中 の 中 の と、 れ れの タ ―「

語 」 「 」―との  cf. 佐藤 1998） 
(3)説明文中に される「 者の 者 の問いかけ」の き（説明

に ける の  cf. Halliday 1994: Ch.4; ・ 2001） 
 

解 は よ 、(1)と(3)については、教 者の意 に う解 （ ）

を く た 、(2)については うな なかった。 に を ていく。（教

文は の か する な 、「 」とは 者（教

者）の による。） 
 
・(1)文 の題 の き 
問 1(2)（ ）「いいえ」125 127  

（ ）「はい」 2 127  
問 1(3)「 のように思うか しれま ん 、 んなに ではありま ん。」 

（ ）123 125 (2)の  
（ ）（ ）2 125  

問 1(4) 
「 者を き けるた 」という （ ） 

（ （ ））「 者 を てるようにするた 」 
「 え わかってしまうと 者を き ないか 」 
「 問 にすることで に うかと考えて しいか 」 
「「 でなかった どういう のか」を してよんで うた 」 

 
・(3)説明文中に される「 者の 者 の問いかけ」の き  
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問 1(5)（ はい れ wh 語を み、明 に み に語り けているとい

える） 
「 の い はどの なのでし うか。」（ 2 段 ） 

（ ）81 254 ( 127×2) 
「（ つは ち っています。）な 、ち っているのでし う。」（ 5 
段 ） 

（ ）103 254  
「他の はどうでし うか。」（ 10 段 ） 

（ ）19 254  
「この つの は、 つは ち っています。」（ 5 段 ） 

（ で の ）6 254  
（・ 「な 、ち っているのでし う」を く文である 「 つは」

「 のとこ は」といった〈 し の 達 〉（ ー）を す

といえる） 
 
・(2)(Ⅰ)〈 を どうする〉 (Ⅱ)〈 どんなだ・ だ〉 の文の

み てと、「 の活 」 「 の 」の を す段 との り 
者 した〈 語法〉（ 「文の み て」）を意識した は と

んどない。 
 
（ と できる （ 5 中 3 ）） 
（ ）「 としての の説明は、(Ⅰ)の〈 をどうする〉という に

なっていて、 たち を る、とつな った をしている。」 
（ ）「 としての の説明は、(Ⅱ)の〈 どんなだ〉という になっ

ていて、 （の は）どんなだ、や、 の み はどん

なだ、と、 を主にして考えている。」 
（ ）「 たち る などのように、 をどうしたということ

書かれている。つまり、 主語になっている。」 
（ ）「 や （ など の ） 主語になっている。」 
（ ）「 としての の説明では、〈 をどうする〉を く って、

の についてや 理の方法などを ている。」 
（ ）「 としての の説明では〈 どんなだ〉を く い、 の

きを かりやすく ている。」 
 
他方、 の を意識した解 ある（ 3 中 1 ）。 

（ ）「( ) ると( )につな るように、 の か ( )につな て

いる。」 
（ ）「( )は( )を まえての説明で( )か まったく はなれないよう

に し つ( )のよう [ ]を れている。」 
 

しかしな 、大 の解 は（ ）〈日 〉 （ ）〈 〉という
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視点でまと れている。 
 

（ ）「 段 で まる文で、 と わ て しやすくなって

いる。」 
（ ）「「 」「主 」「 」など、たくさんの用語を ってくわしく説明

している。」 
（ ）「 としての「 」として説明しているときは、 たち

段生活しているときに つ を書き、 者の をさ うという

をしている。」 
（ ）「なる く な言葉は わ 、 な知識 ない んで 理

解できるように している。」 
（ ）「 理をする の を書いて、 の による の い

をわかりやすくしようとしている 。」 
（ ）「 や葉などの知識をさくさん書いて 者に についての知識を

さ ようとしているという 。」 
 
また、 （ ） い。（（ ）27 127 （ ）29 127） 
 

、解 に れた主 語 を する（ は ）。 
（ ）〈日 〉の主 語  
「 （ ）」24  
「 理 理（法）・（する）」15  
「 る ている れる・ 方」13  
「 （な に）」10  
「 み（ い） み（ ）」8  
「 段の生活 日 （生活）」6  

（ ）〈 〉の主 語  
「 （の き）」25  
「 ・ ・葉（ ・主 ・ ）」12  
「 （ ）・ 用語」8  
「 る ている・ 」7  
「理科（ ）・科学 ・ 学 」6  
 

5．． のの とと今今後後のの  
の学習者の解 の により て言えることは、学習者 言語を

するのは、ま 〈語 意 〉だということである。教 文 の題 に

いた 問 （ ）、あるいは 文中の「なのでし うか」「な …でし う」

という み の問いかけはしっかりと えて り、〈 〉 の意識は明

に れた 、教科書で「文の み て」としてかなりきちんと教え れる

は の〈 語法〉を意識 するのはかなり だったように思われる。ただ、

この の問い方 「文の み て」と の意 を けて え
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さ るという のであり、 の点で したと言えるか しれない。 
い れに よ、日 語 語 者である解 者は「文の み て」という〈

〉を することなく〈 の意 〉を えること に であ

り、 「文 を 」ことに〈 〉 の意識 とはいえないと

て解 され、 こに 語 者 の文法教育の さを すこととなっ

た。 
他方、 3 で した「 と思う」に されるような 文や 文を生

み す うさを、 語 者 として えているの 事実である。 で

応用 な 語法に わる を できれば、今後の か

と思われる。さ に〈文法〉（ 〈メタ言語知識〉）を にする教 の

など、 を ていきたい。 
 

 
* 発 は日 学 （JSPS）による科学 によって われ

ている（ (C)「 学校国文法を用いた授 実践による中学生の 理

思考 と え う の 」（ 題 17K04829）（ 29
）（佐藤勝之（ 者）・ （ 者） よ 者

2 ）。 
1 大津―に 大方の（生 文法に された）言語学者―は、言語の〈

〉というある の 念―「どの 言語 の 理により された

」(2016: 3)であるといった 主義の ―を っている。

他方、（ な）国語学者はこうした 念を たないか、 し であ

るように思われる―これは、日 の〈 〉を主 する「国学」の

ーを き いでいるように える―。 うした文 、20
の言語学の な に かかわ 、 前の国語学者― は国語

の の 者とされる―の文法 に く〈学校国文法〉

を に えて され に国語教科書に され ける理 の つであ

るように思われる。 
2 〈学校国文法〉では、「 に」・「 を」は（「いつ」「どこで」「どのように」

と く）「 語」と言い、「 語」という用語は わない。 
3〈 み 〉は言語の の つだ 、〈学校国文法〉では（that
の〈 〉は「 文」として う― 「 は いと思う」― のの）

〈 〉の概念 ないので、 の りで説明されない である。（ 、

(iii)(b,c)のような〈 〉は されない。） 
4〈学校国文法〉（国語科教育で行われる文法）は、 よ いわ る〈

文法〉（ の した文法 国 教科書 中等文法 （1943） 文 ( )
中等文法 語 中等学校教科書 1947）に き、しばしば 文法と

視される。 
5 にっ ん の (明 学 国語 1968)（ 1972 による。） 
6「 か された であって、 し と

みなすこと できないことは、すでに くの学者によって されている。」
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（〈文 〉の項 タ 国 大 科事 タ ・ 2014） 
7 佐藤勝之・ 「国語科の 生方 の ー 」(中学校・高等学校

国語科教 )に く(2019 10 )。 
8「文 」とは「文を発 や意 のうえで にな ないように、できるだ

け さくく ったときのまとまり。」( (中  他) 2016: 216)  
9「 語」ではなく「文 」を 文 の とすることか 、 な 理

生 ている。 、 に する。 
(A)「 語」・「 用 語」は れ れ「 言( )を する」・「用

言（ ・ ・ ）を する」ではなく、「 言 主となる文

を する」・「用言 主となる文 を する」としている( 2016: 
217)。 

きれいな( 語) に( 用 語) まった。 
うすると、 
きれいな 〈 後 ( ( ) )〉 

あるいは、 
きれいな に まっ た 〈 ( 用 ) 〉 

といった 点 生 えない。 
(B)「文」の（大 な である）〈 題〉と〈 ー〉という

法 り たない。 「とて 高い つ しい 。」( 2016: 
221)は、 

「とて 高い つ しい 」 
と文 に れ、これを とするた 、 

とて 高い つ しい 〈 題 ー〉 
といった り になる。  
(C)〈 clause〉の概念 ないので、 の 2 文の ―「文

の 」（「主語」「 語」「 語」「 語」「 語」の 5 つか なる）―

の「 語」として われてしまう( 2016: 217-218)。 
(i)「 った。しかし、 大 は された。」 
(ii)「 れば、どこ で 行ける。」 

(i) (ii) 文の主 な につな る〈 〉の きは れる のの、(i)
は〈 〉に わり、(ii)は〈 念 〉に わる(SFL)という

な いを、「 語」という ーでは く すこと できない。 
10 教 の「 」ことと「言葉・文法」の に する を、

明 か いただいた（2019 10 20 日）。 者の く するとこ

である。 
11 しかしな 、 ではいわ る 教授法の 及に い、SVO さえ教

えないやり方 をきか つつある。 
12 佐藤勝之 科 「 の国語 の言語事項―問題点

と ―」（2019 4 3 日 ・武庫川女子大学）による。  
13 佐 の による（2019 10 20 日）。 
14 佐藤勝之 科 「文法学習と な文 の理解」（2018 1
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8 日 ・武庫川女子大学）による。 
 

 
(2018)「 は大きな 」 [他]( 30/2018) 国語

1 （中学校国語科用） 書.  
中  他 (2016) の国語 ． 

・  他 ( 27/2015) しい国語 （中学校国語科用）

書 ． 
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Abstract

This paper investigates how linguistic orientation proposed by Dusrt-Andersen (2011) 
can be implemented into language learning. Linguistic orientation pays attention to 
fundamental differences according to the purpose of communication, and proposes 
three types of languages, e.g. situation-, speaker- and hearer-oriented languages. It is 
pointed out here that grammatical features peculiar to each orientation type have been 
overlooked, or they are merely mentioned without evaluating their real value in 
understanding language. For instance, a hearer-oriented language, English, possesses 
characteristics that are not easily conceivable by speakers of a situation-oriented 
language, Russian. It has not been clearly stated, but the inconceivability here is often 
what causes difficulty in language learning. 

1. Grammatical variations
Grammar is not an ad-hoc artefact, but it reflects what speakers have gone through in 
the past, and cultural practices are essence to shape grammar in a particular way.
Therefore, dialectal differences found in a language presuppose cultural differences
in each speech community. Thus, through historical changes, each language has made 
itself suitable for a certain main function. The diversity of this type is even visible 
among the Indo-European languages.

One of the extreme examples can be found in Russian. Let us take a look at 
constructions referring to possession, as illustrated in (1). Contrary to the English 
counterpart, Russian has two types of construction. (1a) has a lexical verb imeti ‘have’
(action schema in Heine 1993) whereas (1b) contains a phrase ‘a possessor is with a 
possessed object’ (companion schema in Heine 1993). The difference between them 
is that in (1a) abstract nouns are involved, and in (1b), concrete nouns. What this 
means is that possession in Russian is divided into two types according to whether a 
possessed object is physically visible or tangible (i.e. (1b)) or not (i.e. (1a)).

Russian
(1) a. Ya imeju mnenie

I have.PRS opinion.ACC
‘I have an opinion.’ (abstract noun)

b. U menja jest’ kniga
with I.ACC.SG exist.PRS book.NOM
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‘I have a book.’ (concrete noun)

Similarly, in (2), the existential clause exemplified in (2a) is an affirmative clause 
and (2b), a negative clause. A rule of physical visibility or tangibility is also applicable 
here, but in this case, negation plays a role. By negation, the existence of an object is 
categorically ruled out, i.e. an object is not visible or tangible. Notice the difference 
in case marking in (2), and negation triggers the alternation of the case marking in 
Russian. (2a) has the unmarked nominative case, but the negated clause in (2b) has 
the marked genitive case. 

Russian
(2) a. Byla kniga

was book.NOM
‘There was a book.’

b. Ne bylo knigi
NEG was book.GEN
‘There was not a book.’

2. Design of grammar and linguistic orientation
Typological studies have identified various constructions across different languages.
Their historical developmental paths have been identified, creating typology also at 
diachronic level. However, the diversity is merely documented, but motivations for 
creating a certain construction is only partially explained. What underlies these 
diversities can be understood in terms of fundamental demands for communication in 
each speech community. This functional aspect of typology has been rather poorly 
studied, but Durst-Andersen (2011) has paid attention to the functional demands of 
our communication and comes up with a distinction dividing languages into three 
groups, e.g. reality, speaker and hearer, and he terms this distinction as linguistic 
orientation. According to his approach, grammar in each language has been arranged 
its grammar to fit in one of three orientations. The characteristics described so far can 
be summarised in Table 1. 

Table 1. Characteristics associated with orientations
Reality Speaker Hearer

Representatives Russian, Chinese, 
etc.

Bulgarian,
Japanese, etc.

English, Danish,
etc.

Basic unit Situation Experience Information
Speaker orientation Third person First person Second person
Speaker function Reporter Commentator Informer
Identification mark Aspect

prominence
Mood prominence Tense

prominence

This classification can be applied to language teaching and learning. Let us 
consider the earlier Russian examples in (1) and (2) again from a different point of 
view. Languages with reality orientation are concerned with a current situation ‘here 
and now’ in conversation, which presumes that interlocutors are familiar with their 
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surroundings. Thus, the grammar in this type distinguishes a physically 
visible/tangible situation from an abstract concept or an imaginary situation. The 
distinction found in the examples in (1), or the case marking alternation in (2) are a 
result of this, and grammar is made so that it raises awareness of visibility or 
tangibility concerning elements in a situation. 

Contrary to this, English is a stereotypical hearer-oriented language, i.e. the
grammar is shaped so that hearers can decode a message in utterance with minimum 
effort. For instance, there are two types of article in English, i.e. definite and indefinite, 
and they are employed to signal the identification of objects referred to in a context.
This signal is made for the sake of the hearer’s better understanding, and it is speakers, 
not hearers, that have to make effort in communication. It is often stated that the use 
of the definite article is relied on the discourse information, i.e. discourse old, but this 
should be rather considered as hearer-identifiable (cf. Birner, 1994). Thus, book in 
(3a) is new to a discourse as well as a hearer, but in (3b), without a context, the definite 
article can suggest that either a hearer is familiar with the reference but new to a 
discourse, or it is an old reference to both the hearer and the context.

(3) a. He was reading a book.
b. He was reading the book.

Three types of orientation listed in Table 1 can form a hierarchical pattern, and a 
higher type can include the lower ones as shown in Figure 1, i.e. a piece of information 
to the hearer presupposes an experience by the speaker, and an experience 
presupposes that there was a situation. This is not an accident, but they are historically 
related. The sequence in Figure 1 is related to the historical development. The original 
one is reality-orientation, which first develops into speaker-orientation, and some ends 
up as hearer-orientation. Also, it should be noted that a newer form can contain older 
ones.

Figure 1. Historical sequence of orientation types

Russian and English exhibit extreme cases, but English has gone through various 
stages of orientation, showing signs of speaker-orientation in the Old English period 
(Toyota, 2009a, 2012). The shift in orientation is hardly ever discussed in the history 
of English, but its contact with Old Norse, especially in the northern part of the British 
Isle, had an impact on the language more significantly than previously thought. What 
is unique in this contact is that languages or dialects involved were all mutually 
intelligible. Since the primary stress falls on the first syllable in Old English, the word 
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endings were simplified since it was hard to understand when dialectal variations were 
added to the phonological pattern. All these were at least partially, if not fully, 
responsible for the loss of case marking. However, as Toyota (2012) points out, Old 
English had already had a very simplified case marking system, especially visible in 
the nominative and accusative cases. These two cases are identical in both masculine 
and neuter nouns in the strong declension, as shown in Table 2. The strong declension 
marks the differences according to gender, number and cases more clearly than the 
weak counterpart, as shown in Table 3. These two cases are mostly used for marking 
the actor and undergoer, two important elements in a clause. Identifying these two 
participants in a clause is one of the prime functions of the case marking. Thus, the 
lack of distinction between these two cases, especially in the strong declension,
deprives the case marking of its functional value in grammar, and normally leads to 
its loss. 

Table 2. Strong declension in Old English (stān ‘stone’, sċip ‘ship’, ġiefu ‘gift’)
MASC FEM NEUT

SG PL SG PL SG PL
Nominative Stān stān-as ġief-u ġief-a Sċip sċip-u
Accusative Stān stān-as ġief-e ġief-a Sċip sċip-u
Genitive stān-es stān-a ġief-e ġief-a sċip-es sċip-a
Dative stān-e stān-um ġief-e ġief-um sċip-e sċip-um

Table 3. Weak declension in Old English (nama ‘name’, tunge ‘tongue’, ēage
‘eye’)

MASC FEM NEUT
SG PL SG PL SG PL

Nominative nam-a nam-an tung-e tung-an ēag-e ēag-an
Accusative nam-an nam-an tung-an tung-an ēag-e ēag-an
Genitive nam-an nam-ena tung-an tung-ena ēag-an ēag-ena
Dative nam-an nam-um tung-an tung-um ēag-an ēag-um

The change was instigated by language contacts, and this was when both the 
definite and indefinite articles were created in English (cf. Toyota and Kovačević,
2010, 2012), e.g. the article system in English emerged through an effort to make sure 
that hearers can clearly understand what has been said, and a speaker leaves 
grammatical hints in a clause to track down the information. It is important to note 
that languages that have gone through a shift in orientation normally preserves earlier 
characteristics as historical residues. Thus, reality- and speaker-orientation can be 
found even in English in certain registers, e.g. diary, and spoken register often shows 
characteristics of reality orientation. This can be also seen in the fact that there is no 
written-spoken register dichotomy in Russian.

English is one of the rare hearer-oriented languages, and its unique�
characteristics were made possible due to the contacts among the mutually 
understandable dialects or languages in its history. Europe saw much language 
contacts throughout its history, but as Heine and Kuteva (2006) present, contacts 
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became more intense during certain periods, e.g. the Renaissance (the 15th century) 
and the Age of Enlightenment (the 18th century). This was when a number of changes 
towards the modern languages in Europe occurred, e.g. creation of the passive voice, 
the periphrastic perfective aspect, etc., and a large part of the changes can be attributed 
to contacts. However, there were areas where contacts did not occur or were restricted
and the lack of contacts is visible in the conservation of earlier orientation. For 
instance, Russia did not allow the Enlighten movement to get a firm foothold in the 
country due to the political policy by Catherine the Great. In fear of uprising in Russia,
contacts with the Western Europe, especially France that saw the French revolution,
was forbidden. The shaded areas in Figure 2 represent areas with much contacts. 
Russia is outside of this area and therefore, Russian has preserved much archaic 
grammatical structure including reality-orientation. 

English is within this area, but it should be noted that its contact differed, since 
languages on the continent interacted with languages from different language families,
and these languages were not mutually intelligible. English saw a diglossia with 
French for several centuries, but it was restricted to the language of administration 
and the majority of the Great Britain saw contacts among dialects of Germanic 
languages including Old Norse. Thus, the situation was different for English and 
mutual intelligence was the key to create hearer-orientation. 

Figure 2. Areas influenced by the Renaissance and the Age of Enlightenment

3. Perspective shifts and learnability according to orientation
Towards the end of the 19th century, so-called recapitulationist hypothesis was
actively discussed in biology, instigated by a German biologist Ernst Haeckel (1874).
It refers to “the appearance and subsequent loss of structures in ontogeny [individual
development of the foetus], which in related taxa are retained in the adults. Thus it
refers to the loss of an ancestral character in later embryonic stages in one phyletic
lineage, but the retention of this character in living species of other lineages derived
from the same common ancestor” (Mayr, 2001: 28). However, notice that Haeckel’s
definition, i.e. ‘ontogeny recapitulates phylogeny (evolution of phylum/species)’ is
rather too strict, assuming almost every step found in evolution in ontogeny. Thus, the
Haeckel’s theory is no longer wholly accepted, but most of the sequences seem to
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show similar patterns. Lamendella (1976) is probably one of the first scholars to have 
applied this hypothesis to linguistics, and others such as Givón (1979), Bickerton 
(1981), Hallonsten (2008) and Toyota (2009b) follow the suit. These works are mainly 
concerned with the sequence of development, but Hallonsten compares acquisition of 
English gerund with its historical development.

If one follows this line of argument and analyse linguistic orientation in relation to 
language learning, the chronological circle shown in Figure 1 becomes useful. In other 
words, language learning or teaching can be based on the chronological development 
of linguistic orientation, starting from reality orientation. In this sense, learning a new 
language is not just a matter of memorising sets of vocabulary and grammatical rules.
English speakers, for instance, are not so aware of, or do not pay attention to
abstractness of an object when they speak English. On the contrary, Russian speakers 
do not see an event from a hearer’s perspective, and thus description may be subjective,
making it hard for hearers to comprehend. By implementing orientation, one can raise
awareness of hidden and subtle hindrances in learning a new language. In addition, 
there may be some differences of learnability based on the combination of the 
orientation type of a learner’s first language and a target language. Thus, Table 4
yields patterns of a learner’s first language and a target language combined, resulting 
in three levels of difficulty, marked by asterisks, i.e. the more asterisks there are, the 
more difficult it is to learn. The combinations involving reality- and hearer-orientation 
are the hardest to learn, since what a learner has to learn is not simply grammar and 
pronunciation, but hidden purposes of communication, too. On the other hand, 
languages belonging to the same orientation is the easiest, since the underlying 
purpose of communication is commonly shared.

Table 4. Combination of orientations in language learning
                         L1
L2

Reality-orientation Speaker-orientation Hearer-orientation

Reality-orientation * ** ***

Speaker-orientation ** * **

Hearer-orientation *** ** *

Some grammatical features are closely intertwined with culture and history. For 
instance, Russian n ‘knife’ is masculine and vilka ‘fork’ is feminine. This is so due 
to a Russian superstition that if a knife is dropped a male guest will come, and if a 
fork a female guest can be expected. This kind of grammatical features may have to 
be learnt individually, and it may not be reflected on Table 4. However, something 
more fundamental in our cognition, such as abstract-concrete distinction, subjective-
objective view, presence/absence of evidence for statement, etc. are what 
differentiates orientation. By becoming aware of these, a learner acquires a cultural 
competence, becoming capable of producing natural utterances.

4. Conclusion
Differences among languages can be classified according to linguistic orientation.
These differences are accumulation and reflection of their history and social practices.
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Thus, acquiring a new language automatically means that a learner acquires a good 
command of grammar with a decent amount of vocabulary, but without learning 
various features characterised by three orientation types, it is difficult to communicate 
naturally. Linguistic orientation can be beyond mere theoretical description, but may 
be implemented into various practical matters, such as improving teaching materials.
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第 27 回日本機能言語学会秋期大会プログラム 

 
会期：2019 年 10 月 19 日（土）～ 10 月 20 日（日） 
会場：安田女子大学 https://www.yasuda-u.ac.jp/  
 
10 月 19 日（土） 
 
12:45 –13:25 受付 （1 号館 5 階） 
 
13:25 – 13:35 開会の辞 
第 1 室（1511 教室）                日本機能言語学会会長 Virginia Peng（立命館大学） 
 
13:40 – 14:20  研究発表１   
第 1 室（1511 教室）  司会: 鷲嶽正道（愛知学院大学） 
井 凌泓（同志社大学大学院学生） 伊藤 紀子（同志社大学） [発表言語: 日本語] 
「雑談対話システムとの対話にみられる対話破綻とユーザのコミュニケーション方略」 

 
第 2 室（1507 教室）  司会: 三宅英文（安田女子大学） 
金曽 祐哉（東洋学園大学非常勤講師） [発表言語: 日本語] 
「小３社会科導入単元における Taxonomic Relations の特殊性」 

 
14:25 – 15:05 研究発表 2 
第 1 室（1511 教室）  司会: 伊藤紀子（同志社大学） 
稲子あゆみ（神戸市外国語大学） [発表言語: 日本語] 
「社会記号論的視点に基づくグロスづけ: 二つの根本原則と適用」 

 
第 2 室（1507 教室）  司会: Virginia Peng（立命館大学） 
早川 知江（名古屋芸術大学） [発表言語: 日本語] 
「小学校「外国語」教材中の絵本：ことばを補助する挿絵の「わかりやすさ」」 

 
15:05 – 15:20  休憩  
 
15:20 – 16:00 研究発表 3  
第 1 室（1511 教室）  司会: Patrick Kiernan（明治大学） 
Peter McDonald（桜美林大学） [発表言語: 英語] 
‘Utilizing Multimodal Video Projects to Promote Learner Agency in the Language Classroom’ 

 
16:05 – 16:45 研究発表 4  
第 1 室（1511 教室）  司会: David Dykes（四日市大学） 
Crystal Lam（香港理工大学大学院生）[発表言語: 英語] 
‘Representation of Social Identities and Story Telling in Japanese Fictional Television 
(Dorama)―Japanese Fictional Television Dramatic Dialogue Analysis from a Systemic Functional 
Perspective’ 

 
16:45 – 16:55  休憩  
 
16:55 – 17:30 総会   第 1 室（1511 教室）        司会: 三宅英文（安田女子大学） 
 
18:30 – 20:30 懇親会  

ホテルグランヴィア広島  
21F スカイレストランアンドラウンジ「Ｌ＆Ｒ」（参加費 6,000 円） 
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10 月 20 日（日） 
 
9:30 – 10:00 受付 
 
10:00 – 10:40 研究発表 1 
第 1 室（1511 教室）  司会: 岩本和良（杏林大学） 
佐藤 勝之（武庫川女子大学）[発表言語: 日本語]  
「国語教科書の「説明文」の理解―SFL 諸概念の応用の試み―」 

 
10:45 – 11:25 研究発表 2 
第 1 室（1511 教室）  司会: 伊藤紀子（同志社大学） 
豊田 純一（大阪市立大学） [発表言語: 英語]  
‘Impact of Fundamental Linguistic Differences on Language Learning: Focusing on the English 
Grammar’ 

 
11:25 – 11:40 休憩  
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第 1 室（1511 教室）  司会: 佐々木真（愛知学院大学） 
Jack Pun（The City University of Hong Kong） [発表言語: 英語]  
‘An Exploratory Study of Meaning Negotiation in Traditional Chinese Medicine (TCM) 
Consultation— A Case Study of Hong Kong’ 

 
12:20 – 13:30 昼食 
 
13:30 – 14:40 特別講演 
第 1 室（1511 教室）               司会: Virginia Peng（立命館大学） 
特別講演者：龍城正明 （日本機能言語学会名誉会長，同志社大学名誉教授） 

[発表言語: 日本語] 
 
「文法的比喩と文法化―その違いと解釈をめぐって―」 

 
14:40 – 14:50 閉会の辞 
第 1 室（1511 教室）                 日本機能言語学会副会長 佐々木真（愛知学院大学） 
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The Program of JASFL 2019 
 
Dates: October 19 (Sat) and 20 (Sun) 2019 
Venue: Yasuda Women’s University  https://www.yasuda-u.ac.jp/ 
 
October 19 (Saturday) 
 
12:45 –13:25  Registration (Building 1 5th floor) 
 
13:25 – 13:35 Opening Remarks 
Room 1（1511）            President of JASFL  Virgina Peng（Ritsumeikan University） 
 
13:40 – 14:20  Paper Session 1   
Room 1（1511）  Chair: Masamichi Washitake（Aichi Gakuin University） 

Jing Linghong (Doshisha University Graduate School Student), Noriko Ito (Doshisha University)  
[To be presented in Japanese] 
‘Analysis of Dialogue Breakdown with a Chat Dialogue System and User’s Communication Strategies’ 

 
Room 2（1507）  Chair: Hidefumi Miyake（Yasuda Women’s University） 

Yuya Kaneso (Toyo Gakuen University Adjunct Instructor) [To be presented in Japanese] 
‘The Unique Taxonomic Relations in the Introductory Unit of Japanese Social Studies Textbooks for 
Third Graders’ 

 
14:25 – 15:05 Paper Session 2 
Room 1（1511）  Chair: Noriko Ito（Doshisha University） 

Ayumi Inako (Kobe City University of Foreign Studies) [To be presented in Japanese] 
‘Two Fundamental Principles for Glossing and their Application from a Social Semiotic Perspective’ 

 
Room 2（1507）  Chair: Virginia Peng（Ritsumeikan University） 

Chie Hayakawa (Nagoya University of the Arts) [To be presented in Japanese] 
‘Picturebooks in Elementary School English Textbooks: Do Pictures Really Help Understand Words?’ 

 
15:05 – 15:20  Coffee Break 
 
15:20 – 16:00 Paper Session 3  
Room 1（1511）  Chair: Patrick Kiernan（Meiji University） 
Peter McDonald (J.F. Oberlin University) [To be presented in English] 
‘Utilizing Multimodal Video Projects to Promote Learner Agency in the Language Classroom’ 

 
16:05 – 16:45 Paper Session 4  
Room 1（1511）  Chair: David Dykes（Yokkaichi University） 
Crystal Lam (The Hong Kong Polytechnic University Graduate School Student)  
[To be presented in English] 

‘Representation of Social Identities and Story Telling in Japanese Fictional Television 
(Dorama)―Japanese Fictional Television Dramatic Dialogue Analysis from a Systemic Functional 
Perspective’ 

 
16:45 – 16:55  Coffee Break  
 
16:55 – 17:30 AGM    Room 1（1511）    Chair: Hidefumi Miyake（Yasuda Women’s 
University） 
 
18:30 – 20:30 Reception  Hotel Granvia Hiroshima 21F Sky Restaurant and Lounge  
(Participation Fee: 6,000 yen) 
 



 76 

October 20 (Sunday) 
 
9:30 – 10:00 Registration 
 
10:00 – 10:40 Paper Session 1 
Room 1（1511）  Chair: Kazuyoshi Iwamoto（Kyorin University） 

Katsuyuki Sato (Mukogawa Women’s University) [To be presented in Japanese] 
‘Understanding Explanatory Texts in Japanese Schoolbooks in their Relations to Systemic Concepts’ 

 
10:45 – 11:25 Paper Session 2 
Room 1（1511）  Chair: Noriko Ito（Doshisha University） 

Junichi Toyota (Osaka City University) [To be presented in English] 
‘Impact of Fundamental Linguistic Differences on Language Learning: Focusing on the English 
Grammar’ 

 
11:25 – 11:40 Coffee Break  
 
11:40 – 12:20 Paper Session 3 
Room 1（1511）  Chair: Makoto Sasaki（Aichi Gakuin University） 

Jack Pun (The City University of Hong Kong) [To be presented in English] 
‘An Exploratory Study of Meaning Negotiation in Traditional Chinese Medicine (TCM) 
Consultation— A Case Study of Hong Kong’ 

 
12:20 – 13:30 Lunch 
 
13:30 – 14:40 Special Lecture 
Room 1（1511）            Chair: Virginia Peng（Ritsumeikan University） 

Dr. Masa-aki Tatsuki  
(Emeritus President of the Japan Association of Systemic Functional Linguistics,  
Emeritus Professor at Doshisha University)  

[To be presented in Japanese] 
 

‘On Grammatical Metaphor and Grammaticalization: Their Differences and Interpretations’ 
 
14:40 – 14:50 Closing Remarks 
Room 1（1511）      Vice President of JASFL  Makoto Sasaki (Aichi Gakuin University) 
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