
2013 CAJLE Annual Conference Proceedings 
 

251 
 

マンガ版文学教材の分析―談話・文法的視点から― 

ANALYSIS OF A JAPANESE MANGA LITERATURE TEXTBOOK: A DISCOURSE 

AND GRAMMAR VEWPOINT 

下條光明, ニューヨーク州立バッファロー大学 

Mitsuaki Shimojo, University at Buffalo, The State University of New York 

 

１．はじめに 

 

 本稿は、2011 年に出版されたマンガ版文学教材「マンガ『坊ちゃん』」（増

山和恵著、ゆまに書房）（以下『坊ちゃん』）を構成する四種類の談話を比較し、

それぞれの談話的・文法的特徴を考察し、教材としての多様性および利点を探る

ことを目的とする。 

 

２．『坊ちゃん』の概要・構成 

 

 『坊ちゃん』は日本語を 300時間程度学習した中級レベルの学習者を対象とし、

原文小説を全 11 章で分割、内容をマンガ形式で表した文学教材である。全章を

学習することで原文小説をおおまかにではあるが一通りの内容を網羅することが

でき、マンガ形式を用いることで「物語のあらすじ、場面の様子、人物の気持ち

などが理解しやすく、日本文学を身近なものに」するねらいがある（増山, 2011: 

4）。また、小説の理解を通して、日本文化および価値観、また生活習慣などに

ついて考える機会も作ることができる。さらに、近年特に上級レベルを中心にい

わゆるコンテントベース授業が導入されてきているが（近松, 2011; 渡辺, 2011な

ど）、「坊ちゃん」に関連する地理、歴史、社会、経済などの知識を日本語を用

いて学ぶことで、コンテントベース授業の要素も取り入れることができる。各章

のマンガには単語・表現の英訳、および関連文法を解説する脚注がある。巻末に

は語彙索引に加えて、夏目漱石の紹介や、明治時代の歴史・社会的背景、漱石の

作品の概要などが日英語の両方で用意されており、日本の近代小説や「坊ちゃん」

に初めて触れる学習者への配慮も施されている。また各章の音声ファイル、内容

質問や練習問題、また自主学習教材が著者および出版社のウェブサイトで用意さ

れている。 

教科書の構成であるが、『坊ちゃん』は各章の主要部（各章につき 10 ページ

から 16 ページ）にマンガを使用しており、全体としては、マンガ中の吹き出し、

マンガ中のナレーション、各章の初めに登場人物の一人が章の内容を紹介する

「読む前に」、および各章末に原文の一部の抜粋とその内容についての質問、と

これらの合計四種の談話テキストで構成されている。すなわち、同じ原文の内容

を四つの異なる談話スタイルを用いて内容を提示することで、同一小説の内容を

扱いながらも、学習者が多様な談話スタイルや文法的特性に触れることで一冊の

教科書の可能性を最大限に引き出すことができると考えられる。以下、『坊ちゃ

ん』を構成するそれぞれの談話テキストの談話的・文法的特性を考察し、教科書

としての多様性を示唆したい。 
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３．「読む前に」 

 

 各章の「読む前に」は、特定の登場人物がその章の内容に触れ、学習者にあら

かじめどのような内容なのかを紹介する役割を担う。第 1章では主人公坊ちゃん

が子供の頃を振り返る内容で始まり、この章での中心人物となる清について触れ

る（①参照）。ここでの談話スタイルは語りであるが、章の内容や人物を紹介す

るという目的がある。第

1 章のように登場人物が

自身について語る場合も

あるが、他の章では清や

同僚教師や校長、生徒な

ど第三者が坊ちゃんにつ

いて語るものもある。ま

た、第 1 章では「だ体」

が使われているが他の章

の「読む前に」では「で

す・ます体」も使われて

いる。 

通常、語り手が自分に

ついて語る場合、一人称

代名詞は省略される場合

が多いが、「俺」や「私」

なども省略せずに多く使

われていることから書き

言葉的で、日常会話とは

異なるフォーマルなスタ

イルであることがわかる。

一文あたりの長さも比較

的長く、第 1 章から第 5

章までの「読む前に」の

平均文字数は 29.6字とな

っている。 

また、構文的特徴とし

て、文の長さとも関係す

るが、「～が」などの等

位接続、「～から」や

「～ので」などの副詞的従属、テ形接続、目的格補語、名詞修飾節など重文・複

文使用など多岐にわたる。 

 さらに、語り手による談話のため、「～てもらう・くれる・いただく」などの

授受表現、また、特定の視点にもとづく「～ていく・くる」や、語り手を主語に

した受け身形の使用など、いわゆる立場志向文が多く見られる。 

① 
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４．マンガの吹き出し 

 

 マンガの吹き出しは他の三つの談話と異なり、登場人物の発話で構成される会

話である（②③参照）。書き言葉同様、話し言葉でも様々なジャンルの違いがあ

るが（メイナード, 2005）、『坊ちゃん』の吹き出しでも異なるジャンルが認め

られる。インフォーマルな日常会話のみならず、授業や会議での発言、発表や報

告、また面接や独り言など多岐にわたる。また、話し相手との人間関係や発話状

況のフォーマル度により話し言葉の丁寧度が異なる。送別会のスピーチや職員会

議ではフォーマルな話し方、飲み会、喧嘩や独り言ではインフォーマルな話し方、

また女性の話し言葉の丁

寧度が一律に高いのも時

代的背景から理解できる。 

 語りの談話とは異なり、

会話では常に視点の転換

が起こる。語彙や文法的

特徴としては、「こ・

そ・あ・ど」の指示詞が

多用され、文主語は話し

手や聞き手を示すことが

多く省略の頻度が高い。

文の長さも短く、第 1 章

全体で吹き出し一文あた

りの平均文字数は 11.7字

であり、「読む前に」の

平均文字数の約 1/3 とな

っている。 

 使用構文は単文が圧倒

的に多いが、テ形接続や

理由（「～から・ので」

など）や時を表す副詞節

（「～まで」など）も見

られる。 

 吹き出しに見られる語

彙で最も顕著なものは間

投詞である。「やーい！」

「わーっ」「こらー！」

「でへへ」「あらよっと」など、感情の表現、呼びかけ、掛け声などが日本語で

どう表現されるかが豊富に示されている。また、「学校を卒業したら家を持つか

ら！な？」の「な？」（OK?）など、日本語教科書であまり見かけることのない

話し言葉特有の終助詞の用法も観察される。また、吹き出しは書かれた会話文で

はあるが、エクスクラメーションマーク「！」、疑問符「？」（助詞の「か」の

② 
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後にも「？」が使われている）、および両者の組み合わせ「！？」、また間合い

や語句の分離を表すダッシュ「――」、ためらい、思考や沈黙などを表現する三

点リーダー「……」など、会話の語調のバリエーションが表現されている。これ

らの表記は普通マンガによく見られるが、語調が文字で確認できるので学習者に

とっても有用だと思われる。 

 さらに、吹き出しの中にはないが、マンガに使われている語彙にオノマトペが

ある。オノマトペは最終章まで頻繁に使われており、擬音語（例：「ずっ」（味

噌汁をすする）、「タンタン」（縁側を逆立で歩く）、「ジャーッ」（タオルを

絞る）、「ドン！！」（かまどの角にぶつかる）、「ガランガラガラ」（物が崩

れ落ちる））、擬態語（例：「はぐ」（ごはんをほおばる）、「ニヤニヤ」（笑

う）など）、それに擬情語（例：「ムー」（怒る）、「カチン！」（気に障る）

など）も頻繁に使用されている。日本語のオノマトペにおける音象徴の規則性は

ある程度明らかにされてきたが（Hamano, 1998 など）、『坊ちゃん』ではマン

ガで描かれている文脈と照らし合わせて特定の音とイメージとの結びつきを考え

られるのでわかりやすい。 

 

③ 第 1章：マンガ中の吹き出しの例（抜粋） 

同級生 「やーい！」 

同級生 「弱虫やーい！」 

同級生 「いくらいばっても、そこから飛び降りることはできんだろ

う！？」 

 「やーい」 

坊ちゃん 「でやんでぇ！」「わーっ」 

同級生 「ワーッ」「本当に飛び降りたぞ―」 

父 「校舎の二階から飛び降りた―？」 

母 「まあ、それで小使いさんにおぶわれて帰ってきたんですね。」 

 

５．マンガ中のナレーション 

 

「読む前に」と同様、ナレーションは特定の視点からの語りとなっている

（②④参照）。ナレーションの大部分が「俺」（坊ちゃん）からの視点であるが、

「――坊ちゃんの家」といったようにナレーターとの視点交替も見られる。文構

造は吹き出しと同様、単文や「～が（but）」などを使う等位接続が多く、複文

は比較的少ない。主語は一人称（俺）の場合、省略されることもあるが、第三者

や無生物主語も多く全体として、主語の省略は比較的少ない。文は比較的短く、

第 1 章のナレーションの一文あたりの平均文字数は 13.3 字で、吹き出しの一文

平均とほぼ同じである。 

 

④ 第 1章：マンガ中のナレーション 

「――時は明治 東京のある小学校にて――」 

「――坊ちゃんの家」 
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「――また、ある日友達と畑で相撲をとっていた。」 

「その夜」 

「俺の無鉄砲は母を死ぬまでなやませた。」 

「奉公人の清はよい家の出だったが、明治維新で落ちぶれてしまったそうだ。」 

「しかし、不思議と俺をかわいがってくれた。」 

「口癖は、」 

「こんな俺を」 

「なぜか……」 

「母が死んで、六年後に親父も死んだ。」 

「俺には兄がいたが、仕事で九州に行くことになった。それで兄は家を売っ

た。」 

「三年後――」 

「大学を卒業し、教師として四国に行くことになった。俺は清に会いに行っ

た。」 

「清は風邪を引いて寝込んでいた。」 

「出発の日 駅にて――」 

「――振り向いたら」 

「清はやっぱり立っていた。」 

「何だか大変小さく見えた。」 

 

 ナレーションには談話構造上の大切な役割がある。談話には内部構成が存在し、

書き言葉で言えば段落が談話の単位を示す（メイナード, 2005、第 2 章参照）。

『坊ちゃん』の場合、各章がひとまとまりのエピソードを表すが、各エピソード

にも内部構造が認められ複数の異なる談話単位が存在する。ナレーションはマン

ガの段落も示し、時の経過や場所の変化、またストーリーの転機などでナレーシ

ョンの使用が多い。④の例に見られるように「――時は明治 東京のある小学校

にて――」「――坊ち

ゃんの家」「――また、

ある日友達と畑で相撲

をとっていた。」「そ

の夜」「三年後――」

「出発の日  駅にて

――」はすべて時や場

所の設定を示し、書き

言葉で言えば新しい段

落に相当する。 

 また、日本語では新

しい談話単位への移行

時に、既出の登場人物

やトピックが「～は」

や「～が」を伴って再

⑤ 
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導入されることが観察されてきたが（Maynard, 1987, 会話においては Shimojo, 

2005 を参照）、『坊ちゃん』のナレーションでも類似パターンが観察され、新

しい談話単位の冒頭において坊ちゃん自身を再導入する「俺は」の使用が頻繁に

観察される。⑤の例は小説の終盤で坊ちゃんが東京に戻り清と再会するシーンで

あるが、コマ 94 で新しい談話単位へと移行し、そのナレーションで「俺」が再

導入されている。それに対して引き続くコマ 95 は同じ談話単位でありそのナレ

ーションでは「俺」（「立派な玄関付きの家は借りられなかったが」の主語）は

省略されている。 

 ナレーションには談話構造表示機能の他に、視点の客体化機能もある。マンガ

の吹き出しが話し手の視点からの発話であることは前述したが、坊ちゃん視点の

ナレーションが坊ちゃん自身の心情を語る場面も多々ある。これは坊ちゃんが心

の中で考えていることがナレーションを通して表現されているのであるが、それ

に加えて、ナレーターの自分がマンガで描かれている自分を客体表示する効果も

あると考えられる。⑥

では四国に向けて出発

する坊ちゃんの心情を

ナレーター視点の坊ち

ゃんが語るシーンであ

るが、ここでは「語り

手は物語の外側に移動

し、「私」から離れた

視座から「私」を見つ

めている」（メイナー

ド, 2005: 452）という客

体化効果があると言え

る。 

 

６．原文の抜粋 

 

最後に、原文の抜粋であるが、「読む前に」やナレーションと同様、原文は語り

の形式であり坊ちゃん自身の視点から語られている（⑦参照）。 

 第 1 章の原文の抜粋の一文あたりの平均文字数は 29.9 字と比較的長く、「読

む前に」と同程度の平均文字数であるが、原文には極端に長い文も見受けられる。

第 1章の原文の抜粋で最も長い文は「車を並べて停車場へ着いて、プラットフォ

ームの上へ出た時、車へ乗り込んだおれの顔をじっと見て「もうお別れになるか

も知れません。随分ご機嫌よう」と小さな声で云った。」で、この文は 80 字か

らなる。文の長さと相関するが、様々な副詞的従属節、テ形接続、目的格補語、

名詞修飾節など複文使用が多岐にわたる。また、原文の特徴として、同一文中に

おけるテ形接続の連続使用や、複数の複文構文の使用がある。例えば第 1章「原

文②」では（⑦参照）、「汽車がよっぽど動き出してから、もう大丈夫だろうと

思って、窓から首を出して、振り向いたら、やっぱり立っていた。」で、「～か

⑥ 
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ら」を伴う副詞節、「～と思う」の目的格補語、テ形接続が 2回、さらに「～た

ら」伴う副詞節、これらすべてが同一文に使われている。言うまでもなく原文の

読解には文構造の正確な理解が要求される。原文ではマンガのような視覚的なイ

ンプットがないため、個々の単語や文構造の理解に集中したボトムアップ的な文

プロセシングに偏ると考えられるが、この点で学習者があらかじめマンガを使っ

て話の展開や文脈を理解した上で原文に挑戦することは、学習者の原文読解に大

変有効であると考えられる。 

文要素の省略で興味深

いのは、原文では主語が

坊ちゃん自身の場合、

「おれ」が省略されるこ

とが多い一方で、省略さ

れない場合は主語が交替

する場合であり、対比関

係を伴うことが多い。例

えば、第 1 章「原文②」

（⑦参照）では、「おれ」

が主語となっている場合

が一ヶ所だけあるが、こ

こは「（清の）目に涙が

一杯たまっている。おれ

は泣かなかった。」とい

うところで、泣いている

清と泣かなかった俺との

対比関係が認められる。

その他の登場人物が主語

となる場合は省略されな

い場合が多いが、唯一の

例外が清であり、第 1 章

「原文②」で見られるよ

うに清が主語の場合も省

略が多い。その理由とし

ては複数考えられるが、

清は坊ちゃんに次ぐ主要

登場人物であり、文主語

で受ける場合が多く（すなわち主題性が高く）省略しやすいことがあげられる。

またそれと関連するが、坊ちゃん自身とともに清の主語省略が多いということは、

語り手の坊ちゃんによる清との視点共有、つまり心理的な近さを示唆していると

も考えられる。 

 

 

⑦ 
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７．まとめ 

 

本稿ではマンガ版文学教材『坊ちゃん』を構成する四種類の談話を比較し、それ

ぞれの談話的・文法的特徴の考察を試みた。『坊ちゃん』では原文小説を四種の

異なる談話を組み合わせて提供することで、他の中・上級教科書や原文のみの文

学作品では扱いにくい談話ジャンルの多様性を一冊で提供している点で利用価値

が高い。ただし、本稿で扱ったような談話的・文法的な特徴は学習者が小説（あ

るいはマンガ）の内容理解だけに集中していては見えない部分が多い。そのため、

指導者がこれらの談話テキストの違いを把握し、どの談話でどのような言語使用

があるのかを理解した上で、それらの要素も学習活動に取り入れていくことで、

より深みのある学習活動を促すことができると考えられる。 
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