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大学院教育改革の試み

TA の活用術
──授業をいっそう充実させるために

大室剛志・佐々木重洋・宮地朝子

名古屋大学文学研究科

中村：お忙しい中，今日は時間などいろいろ変更の上

目的のところですが，
『天草版平家物語』という，文

に参加していただいてありがとうございます。

禄元年 1592 年に出た資料，これは天草のイエスズ学

TA のことは長年問題になっております。文学部に

林で刊行された，文語の平家物語を，当時の口語で，

一括して TA 枠が本部から来るのですが，各研究室か

ポルトガル式ローマ字表記で記録された抄訳本という

ら先生に応じて配分することになっているので，どう

形になっております。

しても TA 一人当たりの配分時間数が少なくなり，か

中世の口語を反映する数少ない資料で，しかもロー

えって中途半端な金額になってしまって，思ったよう

マ字で表記されており，当時の仮名書きの資料では知

に仕事をしてもらえない，少ない謝金でいっぱい仕事

ることのできない中世語の様子を知ることができる資

をお願いしにくい等，になっています。そういう意味

料ということで，日本語史の演習の題材としては非常

で，TA の申請を今年度もかなり絞っていただいてい

にオーソドックスという位置づけのなされているもの

ます。全体の申請数が減れば１人当たりの配分時間数

ですが，ただ，ポルトガル式のローマ字表記であると

が増えて，いろいろお仕事をしていただけるのではと

いう点や，中世語の資料である点，中世語というの

いう形で，各専攻にはお願いしています。しかし，本

は，日本語の専門の授業の中でも古典語といえば平安

来のやってほしい仕事ができなかったらまた逆効果に

時代語，あるいは研究の伝統のある上代語，それから

なってしまいますので，そういう中で TA について考

現代日本語が中心になるところで，その読解というの

えていただく機会とさせていただきます。

は非常に難しいので，取り上げる意味もあると同時

時間が押してしまいましたが，どうかよろしくお願
いします。

に，もし TA をやってもらうとすれば非常に専門性の
高い人材が必要な資料であり演習であるということも
お分かりいただけるかと思います。

日本語学演習科目の TA

授業では，この資料を使いながら，文語の平家物語

宮地：日本語学の宮地です。資料は，紙で表裏のもの

の室町時代語訳というような位置づけになりますの

で，非常に簡単なメモだけですが，お示ししました。

で，文語の平家物語との，さらには現代語訳との対照

日本語学での（TA の）活用といいますか，制度をど

によって，日本語の歴史的変化に関する多様な課題を

のように運用しているかをお話しします。

受講者自身に把握をしてもらって，研究の問題を設定

まず１つめに，演習の科目です。３年生以上の専門

し，自由に調べて，その課題に対して仮説を設定し検

の演習の科目が日本語学には４つありますが，その４

証するというような作業も課されます。ですので，卒

つに各１名の配置をしています。学部・大学院同時開
講の授業ばかりですので経験者ということで内部進学
者を中心に M1の方，また M2以上であれば皆さん同
じ条件になるので，専門性や時代の近い M2 やドクタ
ーの学生で配置をしています。
「専門性」の必要
例えばですが，私の担当している『天草版平家物
語』研究という演習があります。資料の裏にそのシラ
バスを，ちょっと字が小さいのですが抜粋して載せて
きました。学部と大学院同時開講の演習です。授業の
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業論文の課題を見つけることにも直結するような実践

理・運営面のトレーニングの側面と両方があると思い

的な演習が３年生から急に始まるという形になりま

ますが，いずれも研究者，教育者，あるいは高度職業

す。

人として必要な能力の養成につながっているのではな

授業の内容としても，その基礎資料，底本の翻刻，

いかと考えています。

ローマ字から仮名書きに変え，漢字仮名交じり文へ変

私が学生のころには，調べ方であるとか本の探し

え，さらに原拠本，文語の平家物語と比較対照し，そ

方，使い方，演習の発表の仕方，質疑の仕方といった

して基礎データとして語釈であるとか現代語訳である

部分のスキルに関しては，大学の学修や学究において

とか，そういった情報も整理して発表資料をつくっ

当然身につけているべき技術，先輩から自然に伝授さ

て，その上で問題を設定し，こういう考察をしました

れるタイプの技術，といった位置づけであったと思い

という形で発表してもらいますので，資料づくりのと

ます。名大のような研究大学においては，特にそうい

ころから，スキルのトレーニングとして結構ハードな

ったスキルに対して教員の側でも自覚的に教えるノウ

演習になると思います。

ハウや必要性がそんなに感じられていなかったと思い
ますし，授業科目としても設定されなかった嫌いがあ

業務内容：ケーススタディの提示と
スキルトレーニングの補助

ると思います。
もちろん近年，全学的には，まず基礎セミナーの実

こういった演習ですが，TA にやってもらうことは，

践必修化や，基礎セミナーの TA の活用や FD の拡充

初回はもちろん授業担当者がガイダンスをしまして，

とか，図書館でも開催するセミナーなどが非常に整備

基礎的な情報に関して提示をしますが，実際の授業の

されてきていますので，そういったことを学ぶ機会は

第１回目のときに，その演習発表をまず TA に担当し

学生さんにとってもできているとは思いますが，一方

てもらいます。具体的な実践の中で，例えば使用テク

で，専門の授業ではそのあたりのケアはまだ足りない

ストの扱い方，レジュメのつくり方，参考文献や活用

部分があると思います。

すべき辞書，辞典類の紹介，そして実際に自分で問題

スタッフが限られている１ユニットの研究室でもあ

を設定して考察をしてもらうので，まさに演習のケー

って，日本語学の場合，特に２年生には講義科目を中

ススタディ，発表のお手本を示してもらうということ

心に提供していて，３年生から演習が始まってしまい

になります。

ます。本当は２年生の段階で基礎的な演習科目を設定

２回目以降は，実際の単位を取る受講者たちが発表

できるといいのですが，設定できていないという実情

をしていきますが，演習の不慣れな学部生がいきなり

があります。研究室によっては，そういった基礎的な

発表することになりますので，その準備段階からのア

演習を２年生向けに設定されているところもあると思

ドバイスを TA にやってもらっています。こういった

いますが，日本語学の場合は，歴史を得意とする研究

内容の授業ですので，大学院生にとっては研究指導と

室ということもあり，各時代の資料をなるべく取り上

しての実践演習の役割も果たしているかと思います。

げたいことから，２年生向けの基礎的な演習が設定で
きないという実情があって，現在，演習の TA はこの

業務内容：研究指導と授業運営の実践

面をフォローする役割を一部果たしてくれているかな

発表の授業時には，授業担当者とともに質疑や議論

と思います。そういう意味で，研究室では欠かせない

を率先して行います。議論中に必要な参考文献を閲覧

存在であるし，制度としても欠かせないと考えており

するとか確認することは，受講生たちは慣れていない

ます。日本語学の研究室ではそのほかに，TA の配置

とすぐ動けないわけですが，そういうところを率先し

はなるべく人員を限定してというお話が先ほども中村

てやってもらうという意味では，授業をコントロール

先生からありましたが，集中講義に１名の配置をして

する役割も担ってもらっています。

います。というのは，集中講義は，資料の印刷，参考

こうしてみますと，日本語学の演習の場合には，

文献の準備，教室の環境整備などフォローが必要にな

TA の業務は非常に実践的かつ専門性の高い授業科目

ってきまして，例えば授業時にコメントペーパーが必

において必要な，運営業務の実践そのものといえま

要とか，本当に細かいことを含めてですが，必要な事

す。

態への対応に責任をもつ人として TA をお願いしてい

専門分野での研究実践における基礎的なスキルのオ

ます。こういう使い方がいいのか悪いのかについてご

リエンテーショントレーニングの側面と，授業の管

意見はさまざまだと思います。しかし，昔はいつもい
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る院生に何となく頼んでしまうとか，研究室の所属の

査することになりそうですが，TA がこういうふうに

助手が全面的にケアしてくださるということがありま

したらいいという助言を与えてあげることで，学生も

したが，時代が変わり，そういう面はスタッフが担当

１つの授業に対してやりやすくなりますし，自分が調

することになっています。一方，スタッフもなかなか

べたいと思った部分の本質を突けるのではないかと考

行き届かないところがありますので，そこを助けても

えております。私自身 TA をやっていて，学部生のた

らっているという側面もあります。

めにはなっているのかなと，自分で言うのもあれです

ただし，こういう業務もやはり演習科目同様に，ア

が，思っております。

カデミックポストに就くかどうかはまた別として，専

あと，TA をやっていて，どこまでその学部生に教

門的な知識を持つ人材に依頼する必要はどうしてもあ

えるかが難しいと感じました。この宮地先生のプリン

ります。参考文献を急に取ってこいということもあり

トに書いてある使用テクストの使い方，参考文献，活

ますし。そういう部分の必要性と，そういう人材にと

用すべき辞書，辞典類の使い方は当然しっかりと教え

っては授業の運営に関わるスキルトレーニングにはな

なければいけないと思いますが，最後の問題設定，考

るのでは，というのが私自身使い方を正当化している

察の仕方で，例えば「これについてちょっと気になる

ところなのですが，その意義を認めて制度を活用して

ので，やってみたいのですが」と学生に言われたとき

いるという現状です。

に，何から何まで教えると，その学生の発表ではなく

本研究室は，こういった形で TA の業務を行ってお

なってしまうので，どこまで助言をするのかが少し難

ります。その担当者のお一人として，今期『天草版平

しいなと思いました。先ほど TA をすることで指導力

家物語』の TA をやってもらったのが三宅俊浩さんで，

を高めると宮地先生もおっしゃいましたが，私自身，

今日来てもらっていますので，感想とか問題点，要望

そこら辺は難しさを感じつつも，自分自身が成長でき

がもしあればということで，少しお話してもらおうと

ていると感じます。

思います。

私からは以上です。

TA から──成果と課題

業務内容の確立と時間数のバランス

三宅：ただいま宮地先生からご説明があった『天草版

宮地：ありがとうございます。

平家物語』の TA をさせていただいています M2 の三
宅です。

（TA からの）話がありましたがそれも踏まえて，最
後に個人的な所見を申し添えますと，
（どこまで指導

TA をやっていて自分自身勉強になったこと，TA の

をするかという）今の問題点に関しては，まさに研究

この制度に関してですが，まず先ほど説明がありまし

指導をするときの教員の悩みと同じなところもありま

たとおり，学部生自身が興味を持った言語現象を調べ

す。TA というのは教育歴として履歴書に書ける経歴

て発表するという内容です。私は自分自身の研究テー

という制度ですので，そうであれば，それだけの職務

マとして日本語の可能表現の歴史的展開を考えていま

内容がある程度共通理解のもとに確立される必要もあ

すが，この可能表現とはほとんどつながりのなさそう

るだろうと思います。また，それをするときに実践面

な語構成や待遇表現などを取り上げる学生は当然いま

で，今の話のような（どこまで指導をするかという）

す。それに関する質問を学部生から受けて，その場

難しさがあるので，どのぐらい共有できるか，画一的

合，自分がやっている可能表現とは少し違った見方で

な制度としてこういう内容を職務としましょうといっ

見なければいけないので，自分の研究の見方の幅を広

た共通理解が，どのくらい形成できるのかは，本当に

げますし，研究する態度に関しても，教えることで違

難しい問題だと思います。そのために，この FD が非

う部分が磨かれてくるなと感じました。

常に良い機会だと思いますので，実はこの後授業で失

３年生から急に演習が始まる，日本語学の授業制度

礼してしまいますが，また事例やご意見を伺って，今

はそうなっており，大体の学生が４つある演習でほと

後の運営について私も考えてみたいと思っておりま

んど４つとも取って，３年生のうちに演習の単位を皆

す。

さん取りますが，そうすると，必然的に１つの授業に
対して使える時間も厳しい制約があります。まだ演習
に慣れていないために，どのように調査を進めていっ
たらよいか，学部生は分からない中で，やみくもに調

以上です。
中村：ありがとうございます。
時間がすごく迫っていますが，何かちょっとだけご
質問とかありましたら，ぜひ。
21
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畝部：とてもよくイメージできて，大変ありがたかっ

のお話を聞いていて，文献を読むという点では TA の

たです。私は余り上手に使えないのですが，今のです

使い方はかなり英語学の場合と共通点があるのだなと

と，TA の仕事としては授業時よりもその準備が大変

思いました。違いは，ただ，今回の発表の仕方にあっ

だと思いますが，そういうのは，次の担当の人と時間

て，宮地先生の場合は宮地先生がほとんど話されたわ

を決めて指導されているのですか，それとも１週間の

けですが，私の場合は私はほとんど話さず，TA の方

ことなので，その辺いかがですか。

から話していただくというふうにしたいと思います。

三宅：M2ですので，おおよそ毎日研究室に私はいま

どういう授業かといいますと，金曜の２限に英語意

して，学部生が資料準備をするときは，資料が研究室

味論という授業をやっています。生成文法は統語論中

にありますので同じ空間でやっていることになります

心で動いていますが，それと平行して生成文法の意味

ので，別段時間を決めてというわけではなくて，その

論をどのように立てていくかという内容です。文献と

タイミングで指導しています。

しては，生成文法の中では古いほうになりますが，

畝部：随時，時間を見てということですね。それがで

Jackendoff という人が書いた『Semantic Structures』と

きたらいいなと思いますが，なかなかこのごろは。学

いう本を精読し，英語学の文献を正確に読んでいく力

生は昔だったらずっと研究室にいましたが。

を養うという趣旨でやっている授業です。受講生は，

分かりました。この人はそういう役割だというふう

英語学の院生と英語学専攻の学部生，他専攻の学部生

に与えてしまえばできるかもしれません。ありがとう

です。実際には，英語学の院生が13 名，英語学専攻

ございます。

の学部生が 10 名，言語学専攻の学生が２名，計 25名

宮地：１つの授業のというように決めると，一応「天

の授業です。授業の形態は，参加している人は全員そ

草版のことは三宅君に聞こう」と，TA を決めること

の文献を読んでおく。それと担当を決めまして，その

が聞く人を決めることになってくると思います。た

担当に関しては，今から話をされます小池君がいろい

だ，こういう対応をしてくれるとなると，実働時間と

ろな補助を行っています。授業ではなるべく有意義な

謝金が合うかという話になってきて。一方では，正直

時間を過ごすようにという趣旨でやっております。

いって実働でなくて，時間数が決まっているのを消化
するみたいな形で，もちろん実際やった時間を書くに

それでは，具体的な TA の仕事は小池君から話して
いただくことにします。

しろ，実際やった時間数以上の，与えられた時間数以
上は書けないわけなので，その辺が見合っていない部

仕事内容

分はあります。そこが過剰負担にならないようにとは

小池：それでは，TA である私から，実際に行ってお

思いつつも，実際，かぶってくれているのが実情では

ります業務内容を紹介させていただきます。先ほど大

ないかと思っています。活用の事例として適している

室先生よりお話いただきましたように，この授業は学

かどうかも含めて検討の余地はあるかなと思っていま

部生メインの授業といいつつも，実際に使用している

す。

教科書は１冊の立派な研究書になります。そのため，

畝部：ありがとうございます。

予習なしに授業に参加して理解できるほど，やさしい

中村：よろしいでしょうか。ありがとうございまし

ものではありません。そこで TA は，学部生が予習を

た。

する際の手助けをさせていただいております。具体的

そのまま宮地先生は別の演習なのですね。ありがと

には，学部生の日本語訳を事前にチェックし，添削を

うございます。

行っております。授業では，担当範囲を事前に決めて

宮地：お疲れさまです。お先に失礼します。

おりますので，それにしたがって，その週の学部生の

（会場より拍手）

訳本をチェックしております。
そこで，2.1 節の大まかな流れというところになり
ますが，やりとりは，主に電子メールを使って行って

中村：では，次，英語学の大室先生，お願いします。

います。まず担当となっている学部生から，授業の１
週間前までを目途に，和訳を TA に提出していただき

はじめに

ます。それから，私のほうで和訳を受け取りましたら

大室：英語学の大室です。英語学でどのように TA を

添削をしまして，添削済みファイルを送信元の学部生

活用して授業をやっているかですが，先ほど宮地先生

に返却します。他方で，原本と添削済みファイルを，
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再度体裁を整えて先生に提出します。最後に，先生か
ら学部生へ向けての矢印ですが，私も学生の身分です
ので，どうしても取りこぼしや知識不足が多々出てき
てしまいます。そこで当日の授業において，こうした
誤りも含めて，先生よりご指導いただくという形をと
っております。このように，TA は学部生と先生の仲
介役を務めております。
では，TA は具体的にどんなところを添削している
のかについて，2.2節の具体的な添削事項という節で
説明させていただきます。
１点目は，単純な間違いの指摘です。１節のところ
で引用しましたように，こうした英文を学部生は訳し

学部生が興味を持てば，そこから大本の研究書を読み

てきますけれども，単純な取り違えをしてくることも

ながら本格的な研究あるいは卒業論文の執筆にも活用

あります。①番の画像は先週の金曜日の授業の添削フ

できるかもしれません。

ァイルとして引っ張ってきています。赤字が私の施し
た修正を表しています。
ハンドアウトに戻りますが，今回ですと，to 不定
詞の用法を少し取り違えて訳していましたので，すぐ

この２節をまとめますと，TA は学部生と先生の仲
介役として，日本語訳の添削をしています。その際の
主な添削事項としましては，①〜④に注目しておりま
す。

右のコメント欄で，結果用法で訳すと分かりやすいか
もしれないとコメントを加えました。

当日の授業との連携

２点目は，基本的な専門用語の紹介です。先に述べ

では次に，こうした作業と当日の授業との連携につ

ましたように，使用している教科書は１冊の立派な研

いて説明させていただきます。学部生は授業までに上

究書であって入門書ではないので，基本的な専門用語

記のような添削を受けてきますが，こうした添削を当

が解説なしに出てくることがままあります。そうした

日の授業でどのように活用していただけるのかという

場合に，TA が知っている限りではありますが，簡単

ことを紹介致します。

な解説を加えています。例えば，先週ですと telic（完

１つ目は，担当学生に，他の学部生へ向けて説明さ

了）
，atelic（未完了）
，という用語を右の欄で例を挙

せるという活用方法が考えられます。例えば先の②番

げながら解説しています。

で説明しましたように，担当の学部生は事前に専門用

次に，３点目は，平易な日本語による言い換えにな

語について情報を得ています。そこで例えば「telic，

ります。学術論文ですと，どうしても独特の難しい言

atelic について，誰々さん，解説してみてください」

い回しがなされていることがあります。そこで，私が

と言う具合に，学部生側から主体的に情報を発信させ

「ここは分かりにくいな」と思えば，その箇所を砕け

ることができます。同様に，専門用語以外にも③番で

た言葉に言い換えています。例えば，今回であれば

見たように，
「誰々さん，この部分を簡単な日本語で

「分子に関して余りにも小さくならない限り水として

言いかえてみてください」と活用することもできま

記述されることができる」という原文を，右の欄で，

す。他方で，全てのミスを添削で処理しきれるわけで

「H2O を H2 と O にまで分解してしまうと，もはや水

はありませんので，どうしても添削では見落とされる

とは言えない」といった具合に具体的なイメージが湧

箇所が出てきてしまいます。実際に，先週金曜日の授

くように解説を加えてみました。

業では，赤丸で囲まれた too の解釈を見落としており

最後に，４点目は，関連する文献の紹介です。例え

ました。当日，ほかの学部生から「この too はどこを

ば，②番で telic，atelic という用語を解説しましたけ

修飾するのだ」
「どこにかかっていくのだ」という質

れども，この解説を基に学部生が論文を執筆してしま

問が出てきました。このことについての対処として

うと，知識の又聞きに終わってしまいます。そこで，

は，先生にもあらかじめ同じ添削結果をお届けしてい

今回，紹介しました telicity であれば，Tenny (1987) と

ますので，「学生たちはこの部分を分かっていないな」

か，それを受けた Jackendoff (1996) を参照すべきなの

という具合に，見落としている箇所にあらかじめ目星

で，必要に応じて関連する文献を載せています。もし

をつけて授業の予定を組んでいただけます。このよう
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に，当日の授業を組み立てる上での材料として，添削

と思います。

結果を活用していただくことができると思います。
結語
TA の必要性

それでは最後に，先生方にとっても TA は必要であ

次に，４節の TA の必要性というところに話を移し

る，あるいはもっとうまい TA の活用術がございまし

ていきます。文系にとっての TA の必要性ということ

たら，大室先生よりお話いただいて結語としたいと思

で，こうした添削を行うことで得られる利点・効果を

います。

列挙しました。
まず，学部生にとっての利点です。１点目は，学部

大室：私からは余りないのですが，TA にかなりのこ

生が主体となって授業が展開されるということです。

とというか，訳のところを特に手伝っていただいて，

先ほども述べましたように，telic，atelic について，

授業中では突っ込んだ議論，そこからさらなる議論を

担当の学生は事前に情報を得ています。あるいは参考

展開したいということなので，そういうことができる

となる文献の名前を知っています。そのため，いつも

ように TA が準備をしてくれているということです。

先生方から知識をいただくのではなく，自分で調べた

例えば，先ほどの授業で私からどういう議論を提供

知識を他の学生に自ら発信していくことができます。

したかと申しますと，ちょうど先週の授業では，この

２点目は，基本事項を理解した上で授業に臨みます

A4 の左側に屋根みたいになった図が描いてあって，

ので，内容に関する議論に時間を割けるという点で

右側に3.3，3.4 がある資料を配りましたが，先ほどの

す。担当者は綺麗な原稿を準備していますし，他の受

場合であれば，名詞系列と動詞系列がありながら，同

講生も予習はしてきますので，日本語訳の確認はさる

じように，bounded ですね，有界と非有界という概念

ことながら，余った時間で内容についての議論ができ

が共通しているわけです。それは例えば，今の資料の

ます。仮にも，添削済みの訳本なしで当日その場で訳

3.2 にチョムスキーの The Syntactic Distinctive Features

せといっても，授業時間では訳を直すのが手一杯で議

というところがあって，そこの 3.3 という図がありま

論に時間を割くことができなくなってしまいますが，

すが，チョムスキーの「Remarks on Nominalization」

添削がしてあれば，内容にも時間を割いていただける

V が verb で，
の論文では，それを従来の A が形容詞で，

のではないかと思います。
次に，TA にとっての利点です。学部生や先生は，

Noun，N というのが名詞で，P が preposition ですが，
それを +N，N と +V とV という feature に分けます。

TA を活用してくだされば利点は，目に見えて実感で

V と N の共通の素性というのがなくなっ
そうすると，

きますが，一方で TA にとっても TA 制度には恩恵が

てしまうわけです。N と V は全く別物に分類される

あります。

と。ところが，先ほどの話だと，Water は unbounded

１つ目ですが，学部生がどこでつまずくのかに関す

ですね。John ran toward the house なんかも unbounded

るデータを取れるということです。添削を通じて，実

に な る わ け で す。John ran to the station と い う と

際に生の学部生の回答を拝見できますから，将来どこ

bounded になると。John ate an apple だと bounded に

かで学生を教えるときの糧になります。自分が学生時

なる。a book だとか an apple だと bounded になります，

代に読んでいた専門書を使って，将来講義をするとい

境界線があるわけで。名詞と動詞で同じように共通性

うことはままありますので，頭の片隅にあるだけでも

が見られてしまうので，3.3 の feature のままでいいの

違ってくると思います。

かということを示唆します。

２つ目は，TA を除き，公の場で，院生が学部生の

あと，もう１枚，概念意味論による事例研究179ペ

目線に立って自分の専攻分野を教える機会は他にない

ージとなっているところの，先ほど小池君の文献紹介

のではということです。もちろん日常生活の中で，学

で Tenny の 87 というのが出てきましたが，そこを私

部生とのやりとりを通じて何かしら紹介するといった

がやさしく解説した資料がありますので，そこから議

ことはあるかもしれませんが，自分の責務として，学

論を提供するということをします。

部生を教える機会というのはそうそうないと思われま

名詞の受け身に関しては，アスペクト的に影響され

す。しかも，特に面倒な手続きや面接もなしに，慣れ

た項というのがあります。例えば (64)a を見ていただ

親しんだ環境でこうした経験をできるので，TA 制度

くと，181 ページの (64) という例文で資料の２枚目に

は文系の学部生と TA の双方にとって必要ではないか

なります。１枚めくっていただいて181 ページの (64)
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ですが，この a で The Mongols’ destruction of the city

義を受けていたときのものと同じ教科書です。自分が

の the city がさっきの bounded に当たっていて，city

読んでいた時にメモしていたことを活用しております

が徐々に壊されていけば destroy という行為は終了す

ので，それほど時間はかかりません。

るわけです。そのような場合の the city であれば，名

中村：ほかにいかがでしょうか。

詞句，名詞の中での受け身の形，(64)b が The city’s

和田壽弘：TA に関してではないので申しわけありま

destruction by the Mongols でオーケーになると。とこ

せんが，訳を担当している学生は，本番の授業では何

ろが，avoid Bill，それは avoidance of Bill という名詞

をやるのでしょうか。今の説明だと，TA の小池君が，

形になりますが，その場合，Bill をずっと無視してい

例えばこのテクニカルタームを説明してくださいとい

ても Bill がどんどん削られてなくなるということはな

うように仕事を与えているということはご報告いただ

いわけですね。Bill が減っていくということはない。

いたのですが，ほかにはもう何もしないのでしょう

the city のほうは，破壊していけばどんどんなくなっ

か。

ていくと思いますが，Bill は avoid してもなくなるこ

小池：いえ，見落としている箇所もありますので，当

とはないので，その場合は名詞句受け身がアウトにな

日，先生からの指摘や他の学生から質問があった場合

ってしまう，Bills’ avoidance by John というのはいえ

は，その場で考えて担当者が説明します。

ない。

和田：そうすると，学生は，担当箇所の和訳だけをで

中間構文，ミドル構文に関しても同じような現象が

き上がって持っているということですね。全体の訳は

見られて，ドアをオープンするというのは，ドアが

持っていないのですね。

徐々に開いていって，開き切る，それ以上開かないと

小池：全体の訳はもちろん持っていないです。

いうところが出てくるわけですね。ですから bounded

和田：自分でつくるのではなくて，人がつくったもの

なところが出てくるわけですが，そのときには，This

も受け取らない？

door opens easily のように中間構文でいえるわけです

小池：受け取らないです。

が，山をずっと見ていても山が減っていくわけではな

大室：全員読んでおくということです。学生は全員そ

いので，中間構文で The mountains see beautifully after

の文献を読んでおく。

rain はいえない，というようなことを授業中に突っ込

和田：僕たちのやり方からいくと，当日つくってきた

んで話をします。

のをほかの学生も持っていると，こういうふうに修正

ですから，和訳のところで授業中に時間を取らない

されるのかというのが分かって勉強にはなるかなと思

ようにします。文献はまず正確に読めることが重要

いますが，自分のつくった訳をほかの学生が持ってい

で，それを読むには相当な苦労がいるわけです。それ

るのはちょっと気持ち悪いので，なかなか難しいこと

プラス，ただ英語を日本語に置きかえても何もならな

だと思いますが。

いわけで，その中に書かれていることが何なのかを理

大室：だから，かなりゆっくり学生には原稿を読ませ

解してもらうことが非常に重要で，そこに到達するた

るようにいたします。

めに時間を費やしたいので，その予備作業で TA に手

和田：原稿を読む？

伝っていただいています。だから，どうしても有効に

大室：訳のところです。添削した結果を学生がその場

授業をするには TA が必要ということになります。以

で，みんなに読むわけですから。

上です。

和田：訳は一応読むのですね。
大室：ええ。それと，自分の英文と，ほかの学生は訳

質疑応答

してきているわけですから，ああ，ここが間違ってい

中村：ありがとうございました。では，ご質問とか，

るなというのを，その場で分かるわけです。

せっかくの機会ですので。

和田：そういうことですか。私はてっきりもう読んだ

佐々木：１ついいですか。有効な活用されていると思

ものとしてディスカッションだけやっているのかなと

いましたが，これはかなりの仕事量ですよね。少し心

思ったのですが。

配するのは実働時間はどれぐらいなのかなと。先生の

大室：いや，そんなことはなくて，訳の点検も授業中

前で言いにくいと思うのですが。

にやっています。

小池：添削結果を１枚つくるのに30分程度で終わり

中村：ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。で

ます。今使用している教科書は，私が学部生時代に講

は，ありがとうございました。
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小池：ありがとうございました。
（会場より拍手）

もう１つは，調査にせっかく行きますから，その地
域の基礎情報を仕入れておく。地域史みたいなもので
あったり，花祭でいいますと，天竜川水系の芸能の話
であったり，あるいは日本の修験道だとか陰陽道だと

中村：では，お願いします。

か，そういういろいろな理解がないと難しい。特に花
祭は，専門用語が非常に多くて，初心者には敷居が高

佐々木：私からは，特にフィールドワーク系の実習に

くてわかりづらい。半分，仏教学の世界です。じつ

おける TA の活用状況と，それから，私のところは大

は，私も最初の１年ぐらいはちんぷんかんぷんだった

学院専担ですので，特に大学院の演習の状況と，それ

わけです。ところが最近，さすがに10 年も通ってい

における TA の活用の意義をお話したいと思います。

ると，やっとある程度，どんな分野の方とも議論がで
きるようになってきました。それでもこの前，梵字の

フィールドワーク系の実習における TA の活用状況

資料が現場から出てきたときは，もうさすがに手に負

１つ目は実習のほうから入りますが，これは通年で

えなくて，畝部先生と和田先生に翻訳をお願いしまし

開講して，前期・後期，セメスター制にしてはいます

たが，ぜひ両先生には花祭に来ていただきたいと思い

が，奥三河の民俗芸能調査研究というのをやっていま

ます。

す。学部の３回生から上は受講許可していますので，

そういうわけで参与観察が中心でありますが，同時

学部生の方も毎年何名か取られています。３回生以上

に文書なども写真で撮って，それを翻刻するという作

にしているのは幾つか理由がありますが，１つは，お

業もあります。もう１つ大事なことは，地域の資料館

祭りというのはお酒がつきものなので，２年生に受講

が一体どうなっているのか。これは今，社会連携の観

許可してしまうと飲酒ほう助になってしまうこともあ

点でもその地域のほかの教育機関との連携は大事です

り，受講資格を３回生以上にしています。もう１つ

から，その現状を把握してどのようにコラボレーショ

は，３回生になると当然，学部の専攻に所属します。

ンできるかということを考えるのも大事です。

そうすると，色々と専門の授業が増えて大変なわけで

もう一点，受講生によく言っているのは，単にお祭

す。それでもこの演習を取るという人は，それなりに

りの表面を見るのではなくて，やはりその下部構造も

やる気があるということで，比較的密度の高い実習が

理解しなければいけない。特に自然環境，経済生活，

できていると思います。

社会組織。ご存じのとおり，今，花祭が新聞に取り上

この実習の中心は，花祭を対象として，そのお祭り

げられるときは大体，奥三河では過疎化の問題で人が

の前日から行って手伝いをします。調査なのですが，

いませんという話になります。そういう過疎化が生じ

参与観察といって，これは人類学の特徴的な方法なの

たのは一体どういうことなのかということも含めて花

ですが，共同で作業をして内側から理解しようとす

祭を見る，というような授業を心がけています。

る，体験するというのが非常に重要でして，本実習の
メイン・イベントになっています。
さて，この実習は前期・後期と分かれていますが，

ところで，実習にはいくつか問題がありまして，こ
れは特にものすごい場所なのですが，この写真のなか
で家がもう１軒あるの，お分かりですか。こういうも

普段からいつもフィールドワークをしているというわ

のすごいところに行くわけです。私もアフリカの村で

けでなくて，基本的にはデスクワークとフィールドワ

調査しているから，日本に来てそんなに驚かないと思

ークに分かれています。デスクワークというのは，

ったのですが，ここに行ったときにはさすがに度肝を

今，おふたりの先生方と TA の方からお話いただいた

抜かれました。こういうところに張りつくように家が

のと同じようなもので，演習室で文献を読むという作

あって人びとが住んでいるわけです。ここ坂部（サカ

業が中心です。この授業では方法論も勉強しようとい

ンベ）というのは『熊谷家伝記』という文献による

うことで，日本の事例（民俗）を扱っていますので，

と，この地域の霜月系の神楽の発祥の地だとされてい

民俗調査のハンドブックを講読するようにしていま

るのです。それがこういうものすごい場所なわけで

す。これは基本的な方法論だとか，どういうふうに調

す。お分かりのように，こうなると普通の出張という

査を進めるかというハンドブックなのですが，それを

のは無理です。ここに行こうと思ったら車で行くしか

まず読んで，民俗学の調査はこういうふうにやるとい

ないです。ここでとにかく聞き取りをする。夜はご飯

うことを身につける。

を食べて行けということになるかもしれません。そう
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すると，もう帰ることなんかできません。
そうなると，実習には必然的にレンタカーで行くし
かありません。学生には，絶対にマイカーを出さない
ようにと言っています。マイカーのご好意はうれしい
のですが，何か事故があったときに誰が責任を取るの
だということになります。保険の問題もあります。せ
っかくの実習が台無しになってしまってはもったいな
いですし，事故など起こしたら現地の方にも非常にご
心配とご迷惑をおかけしてしまいます。その点，レン
タカーはちょっとお金がかかりますが，借りてしまえ
ばラクで，仮に接触してしまっても何とかなる。ちな
みに，私はこうしたフィールド実習を，学部を担当し

ご協力いただくというある種の交渉も，基本的には私

ていたころからみるともう15年ぐらいやっています

がやりますが，TA にもその様子を見てもらうように

が，やはりそのなかでは２回ぐらい事故に遭っている

して，こうやって日本の地域社会で調査をしていくの

のです。それはいずれもレンタカーだったからまだよ

だということを実践的に学んでもらうようにしていま

かったのですが，もしこれがマイカーだったらどんな

す。

思いをするでしょうか。そういう思いを学生にしてほ

それから，レンタカーを手配するだけではなく，

しくはないので，レンタカーの使用を徹底していま

TA がみずから運転することもあります。免許を持っ

す。

ている人が少ない場合は，申しわけないけれどもほか

ちなみに，今の拡大図はこれです。ここはお茶をつ

の院生にもお願いして，ちょっと運転してくれと。も

くっているのです。これは家です。蔵があって，ここ

ちろん私も運転しますが，先ほどのような山道ですか

にこうやって行った場合は，次にまた延々と車で 20

ら小型の車がいいのです。これを３〜４台で分乗して

分ほど走って行くという感じです。こういうことで，

いくという感じです。文学部の公用車を使うことも考

実習の交通状況は非常に特殊であるということになり

えましたが，あれだけ大きいと山に入っていけない

ます。

し，機動力が今ひとつなのです。だから，ヴィッツク

それで，TA にどういうことを助けていただくかと
いいますと，大きく分けてデスクワークとフィールド

ラスか，軽自動車で分乗して行くというのが基本とな
ります。

ワークがあります。デスクワークは，これは今のお２
人の先生方と TA の皆さんと基本的に同じです。資料

大学院の演習における TA の活用状況

を配ったり，準備したりというのはこれです。私が文

次に，大学院の演習です。こちらは，先ほどの学部

献だとか資料を解説しますが，足りないところを補っ

向けの授業とは少し違って，より主体的に個別の研究

ていただきます。

を進めるということが非常に重要になってきます。主

一方，こちらは多分，文学部の中では目新しいとい

体的な個々の研究の発展です。もう１つ重要なこと

うか珍しいと思いますが，何よりも現地行動が多いの

は，何といってもプレゼンの能力の向上です。こちら

で，携帯電話でお互いに連絡を取り合えるようにしな

は，これまでのようにみんなで何かをするというよう

ければいけないということと，電波がないところもあ

な授業ではありませんので，それぞれがそれぞれの資

りますが，とにかくアドレスをちゃんと把握しておく

料をちゃんと取ってこなければいけない。一次資料と

ことが大事です。それから，現地情報で資料館がどこ

書きましたけれども，これはフィールドワークの場合

にあるか，そこに交通があるのか，それから，宿泊施

にはフィールド資料になりますし，文献研究の場合に

設も非常に重要です。民宿ぐらいしかないことが多い

は，当然その一次資料の文献ということになります。

のと，あとは教育委員会の担当の方と交渉して，例え

何が必要で，どういうものを整理したらいいか，そう

ば青年の家を非常に格安で貸していただくこともあり

いった問題があります。

ます。

それから，自分で論を立てていくわけですから，ど

ですので，このときに役場・行政の方と連携を密に

ういうふうな論旨を立てればいいのか。しかもそれが

して，こちらの趣旨を説明して理解していただいて，

先行研究とどう関係づいていて，どこが新しいのかと
27
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いうことを絶えず自分で深めていかないといけないの

とです。

です。大学院ともなりますと非常に主体的なというか

一方で，そういうことをすることによって，こうい

自立した研究が必要になってきます。それを，チュー

うことも期待できるのではないかと思うのです。私の

トリアルで我々教員は対応しますけれども，さらにそ

担当しているゼミでいつも言っているのは，どんなに

れに加えて TA もそれぞれの受講生のさまざまな相談

専門が違っても，どんなに分野が違っても構わないの

に柔軟に応じていく必要があります。

だと。その人が何を言いたいのかをとにかくつかめと

プレゼン能力の向上という観点でいいますと，自分

いうことです。自分だったらどうするのか。例えば，

が言いたいことに対して必要な資料を過不足なく出せ

全然自分とフィールドが違う。でも，それは言いわけ

るかといことはもちろん重要ですが，その際の印象と

にならない。それを聞くのだと。その上で，生産的と

いうのは結構，大きいものなので，いくらすばらしい

いいますか，何か次の発展につながるようなコメント

内容でも，プレゼンが下手だと非常に損をすることを

は何なのかということを常に考えてほしいということ

意識すべきです。もう１つは質疑に対してどう対応す

を言っていますし，私ももちろんコメントをするとき

るかです。大学院生は当然，学会に所属していること

には，これを心がけています。先ほどいいましたよう

が多いので，しょっちゅう予行演習をやっています。

に，非常に幅広い受講生がいるわけです。それにそれ

これは，本番に合わせて時間も測ってベルも鳴らして

ぞれちゃんと対応しなければいけない。そうすると，

やっています。私や，割とシニアの大学院生が座長を

ダブルスタンダードどころかトリプルかもっと多いス

務めて想定問答までやって，いやらしい質問を浴びせ

タンダードで，自分の引き出しをたくさん持っていな

るということをやっています。事前にそうやっておく

いと対応できないわけです。そういった能力も，かな

と，本番で比較的あがらずに済むようです。模擬空中

り過酷ではありますけれども涵養できるのではない

戦をやっておくと，実際に行ったときにさほどびっく

か。

りせずに済むということがあります。

特に TA で期待できるのは，そういういろいろな意

ところで，これは，先ほどまでの研究室と違うとこ

見，しかも質疑は矢継ぎ早に出てきますから，それを

ろだと思いますが，私どもの，特に私の担当している

瞬時に理解して，エッセンスをちゃんと把握して，そ

ゼミですと，いわゆる一般区分で入学した学生は６割

れをただちに集約して，しかも全体の議論を先導して

ぐらい，残りは社会人と留学生が占めています。年代

いく，こういう経験はなかなかないわけです。こうい

からいっても，20代は本当にこれだけで，ほぼ30 代，

う力というのは，当然その専門で，将来この方が教員

40代，ときには 50 代，60代，かつて70 代の学生さん，

になられた場合には非常に役に立つと思いますし，仮

私の父親ぐらいの学生さんもおられました。

に教員にならなくても，最近よく言われているコミュ

ここからいえることは，単純にディシプリンの話だ

ニケーション力，それから説明責任とか説明能力，そ

けしていればいいわけではない，つまり，これだけい

ういったものの向上に資するのではないかと期待でき

ろいろな方がいますと，それぞれの学ぶ目的も多様で

るわけです。

すし，達成目標も異なるわけです。だから，自分の専

そういうこともありまして演習を手伝っていただく

門分野のことだけでしゃべっていてもだめなのです。

ということもあるのですが，TA という立場で考えて

ある意味，学会に行ったほうが楽なぐらいです。

みると，こういう貴重な経験を積むことができるし，
それは先ほどの二つの研究室で TA として発表された

大学院の演習と TA
そういうところで TA が経験を積むことによって何

お二人も，今，まさに恐らくこういう経験をなさって
いるのだろうと思います。

が期待できるかということと，どういうことが必要か

これは私の，教員の側からの立場からの話ですの

ということです。２つ分けて考えましたが，１つは演

で，院生のときからこれを体験していて，やがて TA

習を補助する立場です。これは，私との連携によって

になって，かつ今度は自分が就職して教員になって自

演習を円滑に進めていくということです。それは演習

分がゼミをやるという立場になった方の話をこの後続

環境と書きましたけれども，資料の作成補助やディス

けてお話したいと思います。特任助教の吉田さんにこ

カッションの相談ということもありますが，教員より

こでバトンタッチしたいと思います。よろしくお願い

もより身近な存在として，先ほどのようなデスクワー

します。

クとフィールドワークの課題の相談に応じるというこ
28

TA の活用術

TA の経験から

せ方など，大学４年間で必要なことを教えるゼミなの

吉田：吉田です。よろしくお願いします。

ですが，学部１年生で入ってきた学生に口頭発表させ

私は佐々木先生のゼミに2007年から所属していま

るときに，レジュメの作り方がよく分からない，ある

したが，実際に演習の経験が現在にどのようにつなが

いは問いの立て方が分からない中で発表させますと，

ったのかということについてお話したいと思います。

発表目的・意図・内容が参加者にうまく伝えられない

主に３点，TA が演習を初めとした授業の中でどう

ということが起きます。それに対して聞いている側

いった役割を果たすことができるのか，それが研究

も，発表内容・目的・意図がなかなか把握できない，

者，あるいは将来的な教育者としてのキャリアにどの

理解できないということになり，いざ質疑応答，ディ

３点目に，TA の抱える課
ようにつながっていくのか，

スカッションしてみようとなりますと，そもそも質問

題についてお話したいと思います。

ができない，発表内容と質問が対応しないという状況

私自身，2007年にこちらに入学しまして，2011 年

が起きてきます。そうすると，発表者自身も質問が理

３月に満退し，2011年から PD をするとともに，日本

解できないし，質問に答えられないという悪循環が起

福祉大学の社会福祉学部の１年生を対象とした総合演

きて，そもそもディスカッションが成立しないという

習という基礎ゼミを担当することになりまして，そこ

状況が，私が担当している学部１年生のゼミで起きて

で初めて教育に携わるようになりました。

いました。

2014年の４月から現職なのですが，TA と PD，さ

そういったときにどうするのか，というので，まず

らには職員，教員としての立場がこのようにつながっ

発表した人が発表の内容を簡単にまとめて，
「こうい

てきましたが，この経験の中で，果たして TA の経験

う発表でしたので，聞き手の学生さんはどういう質問

がどのように生かされてきたのかということについ

を持ちましたか」と問いかけたときに，上がってきた

て，主に演習での話を通してお話したいと思います。

質問を私自身が受け止めて「今の質問は３点で，これ

先ほど佐々木先生のお話にもありましたが，演習の

とこれとこれでした。では，発表者の方，今の質問に

中では発表者は主に，自分自身の研究内容について，

ついてどう思いますか」と間に入って，発表者と参加

聞き手に分かりやすく説得的に伝えるということを目

者の間を取り持ちながらディスカッションを組み立て

指しています。

ていました。

一方で参加者は，その発表者の進路や意図を正しく

実は，まさにこれと同じことが大学院の授業でも起

理解した上で，自分自身に発表者の立場を置きかえて

きていまして，先ほど佐々木先生の話にもありました

アドバイス，あるいはコメントをする。この発表者と

ように，研究生，修士，ドクター，博士研究員，社会

参加者のこういった関係の中で，ゼミ全体が議論の組

人入学，あるいは留学生といった多様な学生が所属し

み立て方や形式，あるいは論理的な思考を養う，修得

ている中で，さらには出身が文化人類学ではなく他学

するという場になっています。

部出身でディシプリンが違うといったときに，議論が

私自身，2007年に入学しまして，TA という形で携

かみ合わないということが多々あるのですが，そうい

わったのは１年間なのですが，入学した当初だったの

う場の中で TA が中心となって議論を拾い上げていく，

で，TA は司会をするものだと勝手に思っていました。

あるいは質問というものを一旦回収して全体に振り分

TA が司会を行って発表を進めていくものだ，あるい

けて行くということが TA として可能ではないかと考

は懇親会の準備や教室の鍵をあけて授業の準備をする

えました。実際に，こういった TA での経験が，私の

のが TA の役割だと思っていました。その後満退，

日本福祉大学の経験にそのまま反映できたとことはと

PD，福祉大学で非常勤講師としてゼミを持っていく，

ても大きかったと思います。

という中で，実はそうではなくて，TA はもう１つ大

この TA の経験と基礎演習ゼミの教育の経験を合わ

きいことができる。というのは，発表者と参加者をと

せて考えてみますと，TA が大学院で演習を担うとこ

りつないで，その場の意見あるいは議論を形づくって

ろから見えてくるのは，発表の司会をすることだけで

いくような，道筋をつくることができるというのも

はなくて，発表内容や質問内容を全体的に把握して議

TA の役割だと気づくようになりました。

論を総合的に組み立てていく力をつけることができる

というのは，これは私の学部１年生のゼミなのです

ところに大きな利点があります。これは将来的に，学

が，このゼミは基礎演習で，主に論文の読み方，レポ

生が教員として指導に携わっていく場合や，研究会や

ートの書き方，レジュメのつくり方，そして発表のさ

学会で座長や司会を担っていくときの大きな訓練にな
29
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ると言えます。TA は司会などいろいろなことをしな

質疑応答

ければならないのですが，こういう形で将来的な教

中村：ありがとうございました。

育，あるいは研究者としての育成につながるというと
ころで，大学教員の準備プログラムにつなげていくこ
とができるのではないかと思いました。

では，皆様のほうから，ご質問とかぜひ。
畝部：ありがとうございました。
最初の宮地先生の場合は，M1 という段階で，授業

また，学生側にとっても，間に一人，議論を総括し

につけている感じでしたが，今の佐々木さんの，結構

て組み立ててくれる人がいるということで，ゼミの発

大変だと思いますが，これは決まった人がしばらくや

表の場で何が問題になっているのかがとても明確にな

る，という形ですか。授業というよりも。

るし，議論が活発化するという点で，さらに生産性の

佐々木：TA ですか。そうですね。一応，前期・後期，

高い議論が可能になるということが見えてきました。

ほぼ連動で指名するようにしていますが，やはり D

ですので，私自身の経験からいいますと，自分自身

のなるべく上の学年の人を当てるようにしています。

が TA をやっているときは司会程度にしか考えていな

ただ，就職が決まってごそっと人材が抜けると，ちょ

かったのですが，今この立場になって考えてみると，

っと人材難に陥ることがあります。それでも逆にチャ

実はその TA の経験というのが将来的な研究者，ある

ンスだと思って，若い人にどんどん任せて，どんどん

いは教育者としての職でとても役立っているというこ

ぶつかっていってもらうと，キャリアアップにつなが

とがいえます。ただし，先ほどからお話しているよう

るのかなと思います。

に，司会としてしか考えていなかったというのは，そ

畝部：分かりました。ありがとうございます。

もそも TA という立場がゼミの中で何を求められてい

中村：ほかにいかがでしょうか。

るのかがよく分かりませんでした。というのも，TA

共通のというか，本当にどうしていいのかずっと長

のためのオリエンテーションが行われているわけでも

年話題になりつつ，でもどうしていいか分からないと

ないですし，この学部の中で幾つもの専門がある中

いう形で先送り課題になってきましたが，こんなふう

で，これは TA の役割ですという具体的なものも決め

に共通のオリエンテーションができればいいなと本当

られているわけではない。あくまで所属の中で，自分

に思うのですが，余りにもやはり違うので，最大公約

自身が手探りで何をやらなければいけないのか，どう

数的に共通な部分を拾い上げられたらいいなとは思い

いうことがやっていけるのかというのを探さないとい

ますが，その点いかがでしょうか。

けないので，その育成が難しいというのは課題として

佐々木：私が思うに，要するにそれぞれのディシプリ

あるのかなと思います。

ンによって何を扱うかが違うということですが，実務

ですので，４月の段階で，共通のオリエンテーショ

としてやることはそれなりに共通していて，それは準

ンを開催するとか，大学院入学の段階で授業ガイダン

教員というか，学生と教員の間に立ちつつ，全体の演

スの際に，今，TA というものがあり，TA はこういう

習の進行を手助けをするところだと思います。だか

形で活用されていて，それは将来的に研究者としての

ら，もし可能だったら，もう少し予算をつけて，半分

教育歴につながっていく，みたいなオリエンテーショ

プロみたいな感じにして，もう少し積極的に教員的な

ンがあってもいいと思いますし，TA と学生との間の

ことをやってもらうほうが，しかもそれはちゃんと履

理解を進めることによって，今後 TA がより活用可能

歴書にも書けるというほうが，とりあえず「バラま

になっていくのではないかと考えます。

き」のように TA を採用するのではなくて，実質化と

私からは以上です。

いう点でいいのではないかと思います。TA が，自分

中村：ありがとうございました。

はもう半分プロなのだという自覚を持って授業に臨め

佐々木：この最後のところは大事ですが，やはり TA

ば，それは全然違ってくると思います。

の位置づけは，ある程度研究科で共通の認識を持って

中村：本当のところは謝金が一人当たりで頭割りして

おくとよいのではないでしょうか。一貫した共通のオ

しまうので少ない。だから人数を減らさなければいけ

リエンテーションもできますし，それを踏まえて，し

ないという矛盾がありますが，その点はどうでしょ

かしうちの授業ではさらにこういうことをするのだよ

う。人数を減らしてでも一人当たりを多くするか，や

ということを，最初のガイダンスのときにいえますの

はり謝金だから，教育と思って頑張ってとか，そのあ

で，これはひとつ考えていいのかなと思います。

たりどういうふうにというのが悩みの種です。

以上です。
30

吉田：私自身からお話しますと，TA の経験がこうい
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う形で将来的につながるということに気づいたのは最

いかがでしょうか。

近，実際に教鞭をとるようになってからです。TA を

佐々木：最初のほうですが，一応 TA の範囲内で謝金

しているときは，まさかそういうふうにつながるとは

を出してはいますが，もしも非常に長い時間になった

全然意識していなかったのです。私の前のお二方が自

と思われる場合は，別の予算から補填することはあり

分の経験になるとおっしゃっていたので，そういうふ

ます。科研費だとか文化庁の費用だとか，そういうの

うに意識しながら TA に携わるともうちょっと違った

を使って，調査謝金，日当を出すことはあります。

のかなと思いますが，TA としての携わり方というの

それから運転のほうは，これは確か学生さんは皆保

は恐らく意識としてばらばらだと思うので，TA は将

険に入っていると思いますが，もう１つはレンタカー

来的にこういうふうにつながっていく，というビジョ

を使うところがポイントで，あれは免責なども全部入

ンを提示できれば，それでいいのかなという気もしま

っているので，仮に何かあったとしても，学生の保険

すが。

でまず自分のほうはカバーできるし，車のほうは車で

中村：ありがとうございます。ほかにいかがでしょ

レンタカー会社に一任できます。少なくとも，車両本

う。

体のほうへの心配はありません。

梶原：本日はありがとうございました。

梶原：ありがとうございます。

私もフィールド系の授業を持っていますが，フィー
ルド系の授業は，正直，先ほど謝金の話が出ました
が，時間給になじまないですよね。そのあたりはどの
ように処理されていますかというのが１つと，非常に
細かいことですが，TA に車を運転させるのは大丈夫
でしょうか。大丈夫だったら私もやりたいのですが，

中村：あと，いかがでしょうか。よろしいですか。
どうもありがとうございます。とても勉強になりま
した。
では，今日，皆さん，お忙しい中，ありがとうござ
いました。これで終了させていただきます。
（会場より拍手）
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➨ 41 ᅇᩍ⫱◊✲᥎㐍ᐊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ FD
ࠕTA ࡢά⏝⾡̿ᤵᴗࢆ࠸ࡗࡑ࠺ᐇࡉࡏࡿࡓࡵࠖ
2014.12.3
7$ά⏝ሗ࿌
᪥ᮏㄒᏛ࣭ᐑᆅᮅᏊ㸭 TA࣭୕Ꮿಇᾈ
㸯㸧₇⩦⛉┠ྛ㸯ྡࡢ㓄⨨㸦ෆ㒊㐍Ꮫࢆ୰ᚰ M1㸪ᑓ㛛࣭௦ࡢ㏆࠸ M2㸪D1 㹼 3㸧
㸧ࠗኳⲡ∧ᖹᐙ≀ㄒ࠘◊✲
࣭Ꮫ㒊࣭Ꮫ㝔ྠ㛤ㅮࡢ₇⩦㸦ཧ⪃࣭㠃ࢩࣛࣂࢫᢤ⢋㸧
࣭ึᅇ࢞ࢲࣥࢫ㸦ᤵᴗᢸᙜ⪅㸧ࡢ࠶ࠊ➨㸯ᅇ┠ࡢ₇⩦Ⓨ⾲ࢆᢸᙜࡍࡿࠋ
ලయⓗᐇ㊶ࡼࡾࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞Ⅼࡘ࠸࡚ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹࡋ࡚ࠕ࠾ᡭᮏࠖࢆ♧ࡍࠋ
࣭⏝ࢸࢡࢫࢺࡢᢅ࠸᪉
࣭ཧ⪃ᩥ⊩ࠊά⏝ࡍࡁ㎡᭩࣭㎡㢮ࡢ࠸᪉
࣭Ⓨ⾲㈨ᩱࡢసࡾ᪉
࣭ၥ㢟タᐃ࣭⪃ᐹࡢ᪉
࣭㸰ᅇ┠௨㝆ࠊᏛ㒊⏕➼ࡢⓎ⾲ࠊ‽ഛẁ㝵ࡽࡢࢻࣂࢫ㸦◊✲ᣦᑟࡢᐇ㊶㸧
࣭ᤵᴗࡢ⟶⌮㐠Ⴀᴗົ㸦ࢫࢣࢪ࣮࣭ࣗࣝศᢸ⟶⌮࣭Ⓨ⾲㈨ᩱࡢࣇࣜࣥࢢ➼㸧
࣭ᤵᴗࡣࠊᤵᴗᢸᙜ⪅ࡶ㉁࣭㆟ㄽࢆ⋡ඛࡋ࡚⾜࠸ࠊ㆟ㄽ୰ᚲせ࡞ཧ⪃ᩥ⊩
ࡢ㜀ぴࠊ☜ㄆ࡞ࢆಁࡋ࡚ᤵᴗࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿࠋ
Ѝ

₇⩦㸻ᐇ㊶ⓗࡘᑓ㛛ᛶࡢ㧗࠸ᤵᴗ⛉┠࠾࠸࡚ᚲせ࡞㐠Ⴀᴗົࡢᐇ㊶Ѝ⬟ຊࡢ㣴ᡂ
࣭ᚲせ࡞ᇶ♏ⓗࢫ࢟ࣝࡢ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
࣭ᤵᴗࡢ⟶⌮㐠Ⴀ㠃ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ

㸰㸧㠀ᖖㅮᖌࡢᤵᴗ⛉┠㸦㞟୰ㅮ⩏㸧㸯ྡ
࣭㈨ᩱࡢ༳ๅࠊᩍᐊࡢ⎔ቃ࣭タഛࡢᑐᛂࢆྵࡵᤵᴗ⏕ࡌࡿᚲせ࡞ែࡢᑐᛂ
Ѝ

◊✲ᐊࢫࢱࢵࣇࡸົ⫋ဨ࡛ࡣࢣ࡛ࡁ࡞࠸㐠Ⴀᴗົ࣭ᤵᴗ㸦‽ഛ㸧ࡘ࠸࡚ࠊ
ᑓ㛛㛵ࢃࡿഃ㠃ࡽ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚⿵ຓࡍࡿࠋ

 ڧTA ࡽ㸦୕Ꮿಇᾈ㸧
ࡢࡑڧ㸦ಶேⓗ࡞ᡤぢ㸧
࣭ࠕᩍ⫱Ṕࠖࡋ࡚ᒚṔ᭩᭩ࡅࡿไᗘ
Ѝ

ࡑࢀࡔࡅࡢ㈨㔠ⓗࡅ⫋ົෆᐜ㸦࠾ࡼࡧࡑࡢ࠶ࡿ⛬ᗘࡢඹ㏻ㄆ㆑㸧ࡢ☜❧
㸦ᩍ⫱Ṕ࡞ࡿไᗘࡋ࡚ࡢ㐠⏝࣭ά⏝㸧
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TA ↝ဇᘐ≐ಅ⇁ⅳ→ⅵΪܱↄ↊↺↰↚
ᒍᛖܖᄂᆮܴ
૨ܖᄂᆮᅹᒍᛖܖᄂᆮܴ D1 ݱ൷ ഏ
1. ↞ↇ↰↚
ਃ࢘ಅ: ୴ 2 ᨂ ᒍᛖॖԛᛯ(፼)
ಅϋܾ: ᒍᛖ↖ⅺ↻⇁ᧉݦဇⅳ↕ችᛠ⇁ᘍ↙ⅳ⅚ᒍᛖ↝૨ྂ⇁ദᄩ↚ᛠ↯щ⇁ⅵ⅛

(Jackendoff (1990: 7))
Ӗᜒဃ: ᨈဃↀ↖↙ⅾ⅚ᒍᛖݦܖૌ↝ܖᢿဃ↳˂ݦૌ↝ܖᢿဃ↱Ӗᜒ⅛

2. ˁʙϋܾ
2.1. ↭ٻⅺ↙්↻
∝ܖᢿဃ↝ଐஜᛖᚪ⇁ʙЭ↚⇧⇍⇩⇕ↆ⅚ชЪ⇁ᘍ↙ⅵ⅛
ಅЭ↭↖↚ԧᚪ⇁੩Ј‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Ҿஜ↗ชЪฎ↮⇻⇇⇊∑⇁ᡛ̮

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ชЪฎ↮⇻⇇⇊∑⇁ᡛ̮
ܖᢿဃ

TA
࢘ଐ↝ಅ

2.2. φ˳ႎ↙ชЪʙ
Ⅎҥኝ↙᧓ᢌⅳ↝ਦઇ

34

έဃ
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ℳؕஜႎ↙ᧉݦဇᛖ↝ኰʼ

ℴତ↙ଐஜᛖ↚↷↺ᚕⅳ੭ⅷ

ℵ᧙ᡲↈ↺૨ྂ↝ኰʼ
ஜႎ↙ᄂᆮ↧

3. ࢘ଐ↝ಅ↗↝ᡲઃ
⅐ਃ࢘ܖᢿဃ↚⅚˂↝ܖᢿဃ↧Ӽↀ↕ᛟଢↆ↕↱↸ⅵ⅛(cf. 2.2 ራℳ,ℴ)

⅐ชЪ↖↞ᙸᓳ↗ↆ↕ⅳሖ↝ᙀظ

(Jackendoff (1990: 29))

35
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4. TA ↝࣏ᙲࣱ
4.1. ܖᢿဃ↚↗→↕↝Мໜ
⅐ܖᢿဃⅻɼ˳↗↙→↕⅚ಅⅻ⅛↺↻ↄޒ
(ܖဃ↝ͨⅺ↸⅚˂↝ܖဃ↚ᧉݦဇᛖ⇁ኰʼↆ↕↱↸ⅵ⅛)
⅐ؕஜʙ↞ྸᚐↆɥ↖ಅ↚ᐮ↯↰⅚ϋܾ↚᧙ↈ↺ᜭᛯ↚᧓⇁лↀ↺⅛
(ᚪↆↀ↖↞⅚ॖԛⅻ↙ⅳ⅛)
4.2.

TA ↚↗→↕↝Мໜ

⅐ܖᢿဃⅻ↘ↂ↖ⅾ↝ⅺ↚᧙ↈ↺⇭∞⇥⇁ӓᨼ↖ⅼ↺⅛
ℋݩஹ⅚ܖဃ⇁ⅷ↺↗ⅼ↝ኋ↗↙↺⅛
⅐TA ⇁ᨊⅼ⅚π↝⅚↖ئᨈဃⅻܖᢿဃ↝Ⴘዴ↚ᇌ→↕ᒍᛖ⇁ܖⅷ↺ೞ˟↞ⅳ↝↖↞?

5. ኽᛖ (έဃ↷↹)

Ӌᎋ૨ྂ
Jackendoff, Ray (1990) Semantic Structures, MIT Press, Cambridge, MA.
Jackendoff, Ray (1996) “The Proper Treatment of Measuring Out, Telicity, and Perhaps Even
Quantification in English,” Natural Language and Linguistic Theory 14, 305-354.
Tenny, Carol (1987) Grammaticalizing Aspect and Affectedness, Doctoral dissertation, MIT.
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ẐẸỉɟᢿửӕụЈẲềẨềẆṺṺểᚕảỦẦỄạẦẑểẟạؕแ

ỆấẬỦӧም/ឋỉғКểࢍẪᘍႎẝỦểẟạʙỂẴẇ

ӧም/ឋỉғКỆểẾềỉᙲễᙹแỊẆẝỦܱ˳ỉᢿЎỉᚡᡓỆ᧙̞
ẲềẟộẴẇ̊ảịẆӧምӸᚺ an apple ỉɟᢿỊẆẸủᐯ˳ an apple ểẲề

ᎋॾẲễẟểẟạẮểỂẴẇ

҄ẴỔỂẨẝụẆẲẺầẾề࢘ᛆỉਖ਼ᛯᙹЩỊẆẸủỤỉਖ਼ᛯᙹЩầ Thing
 ݣSubstance ẦẆẝỦẟỊ Event  ݣProcess ẦỉẟẵủửৢẦẾềẟỦẦử

toward the house ểẲềᚡᡓẰủỦẮểầỂẨộẴẇ) ẮủỤỉ˩ࣱỊẆഏ
ỉʙửᅆՐẲộẴẇẸủỊẆಒࣞನᡯỊẆር့ỆộẺầẾềẮỉғКờᇷӭ

the house ỉỄỉᢿЎỂờẆẸủᐯ˳ John ran toward the house ểẲềᚡᡓ
ẰủỦẮểầỂẨộẴẇ(ẸỉᢿЎầɟഩợụݱẰẪễỤễẟᨂụẆJohn ran

ềᚡᡓẰủỦẮểỊỂẨộẶỮẇݣༀႎỆẆprocess ỂẝỦ John ran toward

ẮủểӷẳᙹแầẆevent/process ỉғКỆ࢘ềỊộụộẴẇếộụẆevent Ể
ẝỦ John ate the sandwich ỉᢿЎỊẆẸủᐯ˳ John ate the sandwich ểẲ

(ẸỉᢿЎầẆЎ܇ನᡯỆ᧙ẲềẝộụỆờݱẰẪễỤễẟᨂụ water ểẲềᚡ
ᡓẰủỦẮểầỂẨộẴẇ)

ẮẮộỂỂẆஊမ/᩼ஊမỉғКầẆӸᚺἾἫἽể૨ἾἫἽỆ࢘ềỊộỦẮểửᙸộẲẺẇ

Ў܇ỉἾἫἽỂẆH2O ḵ H2 + O ỆЎᚐẰủềẲộạểẆờỊở൦ểỊᚕảễẟẇ

ḷtelicity ỆếẟềỊẆTenny (1987), Jackendoff (1996 )ửᢘܯẆӋༀẇ

ഏỉẮểểỊẆஊမ/᩼ஊမ(event/process, ܦʕ/சܦʕ) ỉғКỊẆNP

ᚡᡓẰủỦẮểỊỂẨộẶỮẇẲẦẲẆឋӸᚺ water ỉᨼӳỉẆỄỉᢿЎỂ
ờẸủᐯ˳Ẇwater ểẲềᚡᡓẰủỦẮểầỂẨộẴẇ

atelic (சܦʕ)ὉὉὉẸỉᘍໝầଢᄩễኳბໜửਤẺễẟẇrun in the park ểẟẾẺئӳẆ

ӳẆᬜỆბẟềẲộảịẆẸỉᘍໝỊܦʕẴỦẇ

telic (ܦʕ)ὉὉὉẸỉᘍໝầଢᄩễኳბໜửਤếẇ̊ảịẆarrive at the station ểẟẾẺئ

(πטỉɶửẫỦẫỦឥỦỉỂẆ)ẸỉᘍໝỊẟếộỂờܦʕẲễẟẇ

Tӽ

 ϋנႎỆ᩼ஊမỉʙ̊ỆỦểẆẲịẲịഏỉẮểầᚇݑẰủềẨộẲẺẇ

11 உ 29 ଐᴾ ୴ᴾ 2 ᨂᴾ ॖԛᛯᴾ
ᴾᴾᴾ
P29 Returning to῍(ɤെᓳ)ẦỤ P30 ỉஇИỉെᓳộỂẇ
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37

38

ҥૠỉ Event

ҥૠỉ Thing

ᴾ ܱ˳

Process
ᴾ

ᙐૠỉ Event

ཋឋӸᚺᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᙐૠỉ Things

ɶ᧓˳

እࣱỊẆ̾˳ửɶ᧓˳ểỊғКẲẆẸẲềɶ᧓˳ỉϋᢿỂỊẆרɟễɶ᧓
˳ử̾˳ỉᨼӳ˳ểỊғКẴỦẆẸạẲẺእࣱểႺʩẲềẟộẴẇ

ếộụẆThing ể Event ửғКẴỦእࣱỊẆഏỉእࣱểႺʩẲềẟộẴẇẸỉ

(23)

ỦእࣱỉἉἋἘἲỉನᡯỊẆ(23)ỉợạỆኵጢẰủộẴẇ

ኬẦẰửܭẲềẟộẴẇẸỉኽௐẆɶ᧓˳ỉᢿЎồỉЎᚐỊẆཋឋӸᚺ
ở process ỖỄउॖႎỂỊẝụộẶỮẇẮủộỂỉᜭᛯử៊ộảẆ࣏ᙲểẰủ

ẸỉᢌẟỊẆˌɦỉໜẻẬỂẴẇᙐૠӸᚺểጮụᡉẰủỦ event ỊẆỿἳỉኬ
ẦẰửܭẲềẟộẴẇ᩼ஊမỉɶ᧓˳ửನẲềẟỦҥ˳ử̅Ếềỿἳỉ

ᑈạểẟạẮểỂẴẇ(Talmy ỊẆẸủỤỉɲ૾ửѼԃẴỦẺỜỆẆɶ᧓˳ểẟạ
ဇᛖửᅆՐẲềẟộẴẇ)

ᴾ ẲịẲịẆഏỉẮểờᚇݑẰủềẨộẲẺẇẸủỊẆᙐૠ࢟ỊẆٶẪỉໜỂឋ
ӸᚺỉợạỆਰỦᑈạẮểẆẸẲềጮụᡉẰủỦ event ỊẆprocess ỉợạỆਰ

medium

aggregate

homogenous
ṟ

Thing

plural things

singular thing

Event

plural events

singular event

MIT.

Tenny, Carol (1987) Grammaticalizing Aspect and Affectedness, Doctoral dissertation,

305-354.

Even Quantification in English,” Natural Language and Linguistic Theory 14,

Jackendoff, Ray (1996) “The Proper Treatment of Measuring Out, Telicity, and Perhaps

Ṟ

individual

Ὁרɟễɶ᧓˳(e.g. water) ể ̾ỉᨼӳ(e.g. apples)ửғКẴỦእࣱ(ጏ᠆ṟ)

Ὁindividual ể medium ửғКẴỦእࣱ(ጏ᠆Ṟ)

Thing/Event ỉእࣱ(ɦᘙỉ್᠆)ỊẆഏỉኋ᠆ỉእࣱểႺʩẲềẟộẴẇ
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Yӽ

=ஊမ/᩼ஊမỊẆಒࣞር့ỆộẺầẾềᙸỤủỦẆσᡫỉࣱឋẇ

ễנ܍ᛯႎር့Ệ࠼ầẾềẟẨộẴẇ

ẮủỤỉᙲ׆ỊˌɦỉẮểửԃỚộẴẇ

ợụờ࠼ርỆỪẺỦờỉỂẴẇ

௨Ớขẟ૨ྂỆấẬỦẆẝỤỡỦọểếọểếỉᄂᆮỂࡽဇẰủềẟỦᙲ׆

(22)ỆấẬỦ̊ỊẆợụ࠼ርỆỪẺỦᙲ׆ử̊ᚰẲềẟộẴẆᅶỆểẾềᬘ

׆ầ᧙ỪẾềẟỦỉỂẲỢạẦẇ

ẝỦ૨ầ Event ộẺỊ Process ỉỄẼỤửᘙẴỉẦửൿỜỦᨥỆẆỄỮễᙲ

Thing ở Event ỆьảẆPath ểẟạờạᾀếКỉಒࣞር့ỆộỂਘࢌẰủỦẇ

˂૾ỂẆኳბໜẻẬỊᢿЎႎỆ৷ẨЈẲềờẆto the house ửԃॖẲộẴẇ

the house

ܼỆӼẦẾềẟỦᡦɶỉɟᢿЎử৷ẨЈẲềờẆto the house ểỊᚕảộẶỮẇ

ẲẺầẾềẆ(23)ỆấẬỦር့ỆộẺầỦእࣱỉ˳ኒỊẆẰỤỆờạКỉɼᙲ

ܼắểỆọểếỉኺែểẟạợạỆẇ

ኺែỉẝỤỡỦᢿЎờộẺ toward the house ộẺỊ down the road ểẲềᚡᡓ
ẰủỦẮểầỂẨộẴẇinto houses ỊᙐૠỉஊမỉኺែửᘙẲộẴẆọểếỉ

ݣༀႎỆẆtoward the house ở down the road Ị᩼ஊမỉኺែỂẝụẆẸỉ

ែỉኳᇢửԃỮỂẟỦɦˮᢿЎửᨊẨẆ࢘ᛆỉኺែỉɦˮᢿЎỊ to the
house ểẲềᚡᡓẰủỦẮểỊỂẨộẶỮẇ

ỆьỪỦểẟạᚰਗỂẴẇ̊ảịẆto the house ỊஊမỉኺែỂẴẇẸỉኺ

(22)ỆấẬỦ̊ỊഏỉᚰਗửɨảộẴẆẐኺែẑờộẺ(23)ỂᅆẰủẺ˳ኒ

11 உ 29 ଐᴾ ୴ᴾ 2 ᨂᴾ ॖԛᛯᴾ
P30 The example ẦỤ P30 ኳỪụộỂẇ
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Ẹỉỉ͌(=ᢿЎỉ͌)ửኵỚӳỪẶỦẮểỂẆɟ૨ỉ͌(μ˳ểẲềỉᾀếỉ͌)ửဃẰ
ẶộẴẇ

embeddings ỆỊẆ-s ầ˄ẟềẟỦỉỂẆẮẮỂỊӸᚺỂẲỢạẇ

˳ኒỂẴẇ

Ắỉˊૠ˳ኒỊẆಒࣞನᡯɥỉ؈ỜᡂộủẺờỉμềỆบẾềϐ࠙ႎỆ

ẨẆஇኳႎỆẆẸỉ૨ỉӲᢿЎỉ͌ửᎋॾỆλủỦỂẲỢạẇ

ɧܭᚺራ to derive …ỊẆẐኽௐဇඥẑỂᚪẴểỪẦụởẴẟẦờẲủộẶỮẇಒࣞ᧙ૠở

ỚӳỪẶẆẸỉኽௐẆμ˳ểẲềỉܱנỉ͌ửဃẰẶỦẆẸạẟẾẺˊૠ

ࡇӟỊẆPP ỉਦܭᢿỆˮፗẲộẴ(cf. Jackendoff (1977))ẇ

specifier = ਦܭᢿỂỊễẟỂẲỢạẦ? 5 miles down the road ểẟẾẺئӳẆ5 miles ểẟạ

Ӌༀẇ

ɼᛖỉ࢟७ầẆẸỉ૨ỉ૨ඥࣱửӫẴỦẮểỆếẟềỊẆJakendoff (1990: Ch.6)ờᢘܯẆ

Ẹỉᚐൿሊỉɟᑍႎễ࢟ཞỊẆഏỉợạễˊૠ˳ኒểẟạ࢟ࡸửӕẾềẟỦ
ể࣬ỪủộẴẇẮỉˊૠ˳ኒỊẆẝỤỡỦಒࣞ᧙ૠểẸỉỉእࣱỉ͌ửኵ

ỄỉợạỆẲềẮủỤẴỔềỉᙲ׆ầẆẝỦ૨ỆểẾềỉஊမࣱộẺỊ᩼ஊ
မࣱỉᢠ৸ỆӋɨẴỦỉẦẆểẟạẮểỊܦμỆỊଢỤẦỂỊẝụộẶỮẇ

5.ᴾ Эፗᚺỉᢠ৸((22h)(ݣ22k))
6.ᴾ Эፗᚺỉਦܭᢿỉᢠ৸((22n)(ݣ22o))

4.ᴾ ɼᛖỆấẬỦᨂܭᚺỉᢠ৸((22i)(ݣ22j)ẆႸႎᛖỆấẬỦᨂܭᚺỉᢠ
৸((22e)(ݣ22f)) ЭፗᚺỉႸႎᛖỆấẬỦᨂܭᚺỉᢠ৸((22l)(ݣ22m))

ấẬỦҥૠ࢟ộẺỊᙉᙐૠ࢟ỉᢠ৸((22h)(ݣ22l))

3.ᴾ ɼᛖỆấẬỦҥૠ࢟ộẺỊᙉᙐૠ࢟ỉᢠ৸((22h)(ݣ22i))ẆႸႎᛖỆ
ấẬỦҥૠ࢟ộẺỊᙉᙐૠ࢟ỉᢠ৸((22d)(ݣ22e))ẆЭፗᚺỉႸႎᛖỆ

1.ᴾ ѣᚺỉᢠ৸((22a)(ݣ22b))
2.ᴾ Ⴛỉᢠ৸((22d)(ݣ22g))

Μεταπτυχιακά 名古屋大学大学院文学研究科 教育研究推進室年報 Vol. 9

ẟẪẮểầỂẨỦỉẦẆểẟạᛟଢỂẴẇ

ếẟềỉẆợụขẟᛟଢỉఌࡁỆẝỦểẟạẮểỂẴẇếộụẆễặẆẝỦ૨Ệ
ấẬỦᾀếỉӸᚺӟỆẦẦỦም܇ỊẆẸỉјௐử૨μ˳ỆบẾề࠼ậề

ഏỉợạỆਖ਼ยẴỦẮểỊ᭽щႎỂẴẆẮạẲẺˊૠ˳ኒầ҄ỉ˺ဇ؏Ệ

ႆޒẰẶềẟộẶỮẇ)

(ɥỂࡽဇẰủẺᓸᎍỉٶẪỊẆẮỉợạễ˳ኒỉૺ༾ử੩కẲềẟộẴầẆ
ᛡờẸỉ˳ኒửẆ(22)ỉɟᡲỉ̊ỆợẾềᙲ൭ẰủỦܦμễɟᑍࣱỉɶỂ

Jackendoff, Ray (1990) Semantic Structures, MIT Press, Cambridge, MA.

Jackendoff, Ray (1977) X-bar Syntax, MIT Press, Cambridge, MA.

Ẑૺ༾ႎỆỊ੩కẲềẟỦẑẐܦμỆɟᑍႎễ࢟ỂỊ…ẑểॖᚪẲềờᑣẟẦờẲủộẶỮẇ
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