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白川 さくら
グリンチェンコ記念キエフ市立大学
ネイティブ教師としての活動とウクライナ人学習者の誤用について
１ 要旨
グリンチェンコ記念キエフ市立大学で、ネイティブ講師として音声・会話ク
ラスを担当する中で、わかってきたウクライナ人学習者によく見られる誤用を分
析し実際に行った改善例について報告する。今回は、表記、助詞、語彙の誤用に
ついて、ウクライナ語やロシア語との比較を交えながら分析した。今回はウクラ
イナでは初級学習者が多いことや誤用がそのまま化石化してしまうケースが多い
と考えられるため、主にローカルエラーについて考えてみた。
これらの分析を通して今後の日本語教育の指導ポイントについて模索した
い。
２ キーワード
誤用分析、ローカルエラー、初級、語彙、文法
３ ウクライナ人学習者の誤用と改善
誤用分析とは、「広くいえば外国語を勉強するものが、その外国語を使うと
きにおかす間違いの原因を分析する」ことである。また、誤用とは、「新・はじ
めての日本語教育―基本用語辞典」によると、「第二言語学習者の発話（話した
ものと書いたものの両方）の中に現れた言葉の使い方で母語話者なら用いないよ
うなもののこと」である。さらに、誤用は「コミュニケーションに支障をきたす
ような誤り」をグローバル・エラーといい、支障のないものをローカル・エラー
という。今回は主に初級文法におけるローカル・エラーについて可能な限りウク
ライナ語（ロシア語）と比較しながら分析しようと試みた。残念ながら、ウクラ
イナ語についての日本語の文献はまだ少ないので、ロシア語についての資料を参
考に行った。この分析を通して、改善方法についても模索したいと思う。
３−１ 表記―長音・母音の連続
長音とは「ぼうし」「公園」などの長く伸ばして発音する音のことである
が、ウクライナ語ではアクセントのある語を強く長く発音するため、長音とその
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ほかの音で表記の区別はない。そのため、ウクライナ人学習者に対しては初級の
段階で長音を意識させるように指導することが大事だと考えられる。また母音の
連続や形容詞の語尾の「しい」、例えば「難しい」「おいしい」のようなものも
同様である。
例えば、「ここ」と「高校」など意味が変わってしまう語を使用して、発音
と表記の関連性を意識づける工夫が必要である。
長音と同じように母音の連続も聞き取りづらいようだ。「かわいい」のよう
な活用語尾に母音の連続があると、どこまでが語幹かわからなくなってしまうよ
うだ。そのため、「て接続」をするときに「かわくて」という誤用がよく見られ
るので、注意を促す必要がある。
また、伝聞と様態を表す「～そうです」も同様の誤用が見られる。例えば「
おいしい」のような単語では意味が変わってしまう。「おいしいそうだ」は伝聞
で、他者やどこか情報源から、そのことを聞いて、その情報を知っているという
状況である。一方、「おいしそうだ」は様態を表し、発話者が実際に見てどう感
じたかを表現している。伝聞と様態の違いの理解のためには語尾が「～しい」で
はないものを使用した方がいい。その後、いくつか語尾が「～しい」で終わる単
語で発話と聞き取りの練習をした方が、学習者は理解しやすいようだった。
３−２ 助詞―場所を表す「に」と「で」
ウクライナ人に限らず、おそらく多くの日本語学習者にとって難しい問題の
一つが、助詞の使い方ではないだろうか。特に初級のウクライナ人学習者に多く
見られる誤用として、場所を表す助詞の「に」と「で」について考えてみたい。
「に」は基本的に「存在」を表し、一方「で」は「動作が行われる場所、行
事が行われる場所、事件・事故が起こった場所」を表す。また助詞の使い分けは
後ろにくる動詞によって、何を取るのかがきまる。この規則を理解するのは大き
な労力が必要になるだろう。
ウクライナ語は日本語と言語体系が違うので一概に比較はできないが、日本
語のような区別はなく、「存在」の場合も「動作の行われる場所」も同じように
前置詞の「B（y）、Ha」で表す。「B（y）、Ha」の使い分けは後ろにくる名詞の
種類によって決まる。以下に例を示した。
＊ウクライナ語の「B」と「y」の違いは後続の名詞が子音か母音かによる。
今回は日本語との比較が目的なので、便宜的に全て「B」で記載する。
（表１）
1
２
３
４
５
６
７

日本語
学校で勉強しています。
教室で会いましょう。
母は学校で働いている。
オデッサで火事があった。
キエフに住んでいます。
教室に机と椅子があります。
私は大学にいます。

ウクライナ語
Я навчаюся в університеті.
Давай зустрінемося в аудиторії.
Моя мати працює в школі.
В Одесі сталася пожежа.
Я живу в Києві .
В аудиторії столи та стільці.
Я в університеті.

201

学習者は初級の段階でこの２種類の助詞に出会い、使い方の違いを理解する
までには時間がかかるようだ。特に「～に住んでいる」や「～に…がある」の「
に」を「で」にしてしまう誤用が多く見られる。学習者には注意して教える必要
がある。
助詞は学習者の習得度によって整理して教え
て行くのが有効だと考えるが、場所の「に」「
で」「を」について江副秀隆氏の図式化が興味深
いので紹介しよう。図１のように「に」は入る動
作につき、「で」は行動した場所、「を」はその
場所から出る時に使う。
例えば、「大学に入学する」「大学で勉強す
る」「大学を卒業する」のように一連の流れの中
で助詞を整理するのはウクライナ人学習者の助け
になるのではないだろうか。（図１）
（図１）
３−３ 語彙―「行く」と「来る」
日本語は英語など他の言語と「行く」と「来
る」の使い分けが異なる。図２のように日本語の
「来る」は「自分のところまたは現在のところに
移動すること/入る」である。「行く」はそれ以
外の移動をさす。一方、英語では「come」は相手
の場所へ移動することである。「go」は「どこか
へ行く、今いる場所から離れる、話し相手から離
れる」ことをさす。
ウクライナ語の動詞は完了動詞、不完了動詞
の使い分けによって様々なアスペクトを表現す
る。多くのロシア語またはウクライナ語学習者に
とってこの完了動詞・不完了動詞は理解しづらい
項目の一つだろう。その上、ロシア語やウクライ
ナ語の移動動詞は不完了動詞の中でも１回の移動
か習慣的な移動か、また徒歩か乗り物を利用して
いるかで、動詞が異なるため、全てを理解するに
は時間を要する。残念ながら、ウクライナ語につ
いての日本語の文献はまだ少ないので、ロシア語
についての資料を用いながら、ウクライナ語の分
析を試みた。
ウクライナ語の移動動詞では、英語の
「come」のような「来る」に当たる明確な動詞
がない。ウクライナ語では「行く」という動詞
「йти/ їхати」に「到着する・来る」と
いう意味を附加する接頭辞の「При」をつけた
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（図２）

「Прийти/ приїхати」が和露辞典などで訳が「来る」となってい
る。例文をいくつか調べてみた。
（表２）
1
2
3
4
5

日本語
私の家に来てください

ウクライナ語
Приходьте, будь ласка, до мене у
гості.
моя мати приїде з Японії .
母が国から来ます。
（レストランで）今日の料理、おい Сьогоднішня страва була смачною,
так? Я прийду знову.
しかったですね。また来ます
私はチケット売り場に行って、チケ Я піду до каси та куплю квиток.
ットを買います。
キエフに行った時、私は美術館に行 Коли приїду до Києва, то піду до
музею.
くだろう。

上記の例４と５ではウクライナ語の動詞「Прийти/ приїхати」
を使って表現するため、同様のことを日本語で言う時、学習者は「来る」を使っ
てしまう誤用が多い。しかし、日本語では「自分のところまたは現在のところ
に移動すること/入る」以外の移動は「行く」で表現するため、正しくは「行っ
て」である。
また同様の例で以下のようなケースでも誤用が多い。図３を見てほしい。A
は学校にいる。Bは家にいる。Aは電話で「Bさん今日学校に来ますか」と質問す
る。この場合、正しくは「はい、行きます/いいえ、行きません」である。
同様の場面をウクライナ語で表現すると、
A：Ти сьогодні прийдеш до школи.
B：Так, я прийду. /Ні, я не прийду.
Bの答えで、「Прийти/ приїхати」を使っているため、学習者はよく「はい、
来ます」と誤用してしまう。
改善方法として「行く」「来る」を導入する際にこのような場面設定もして
提示したり、「～時」や「～て」などで動詞の接続を学習する際にも注意したり
して教える必要があるのではないかと考える。
４ 今後の課題
今回報告した誤用例は約２年間のウクライナでの教授経験からわかってきた
誤用
の一部である。今後もこれらについて引き続き調査、また改善方法について
も経過観察、考察していく必要がある。助詞の使い方の整理や語彙・文法の比較
は日本語の習得レベルに応じて行われるのが有効ではないかと考える。
このような考察がウクライナ人の日本語学習者や日本人のウクライナ語・ロ
シア語学習者の学習に役に立てば、幸いだ。今後もこれらの言語の比較や誤用研
究を行なっていき、グローバルエラーについても分析して行きたいと思う。
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