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Abstract

　　This paper analyzes Russian students’ actual use of politeness expressions to a 

teacher and changes in their usage corresponding to the developmental stages of  

students.

　　The data used in this paper is compositions written to teachers by students of 

different age groups. The entire data was gathered from elementary, junior high school, 

senior high school and university students in Komsomolsk on Amur city and Khabarovsk 

city (Russia). Based on the obtained data, the actual usage of politeness expressions of 

the students is considered. 
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０．はじめにi

本稿では、ロシア語における生徒・学生の対教師書き言葉について考察する。資料とし

て生徒・学生の教師に対する手紙文を利用した。手紙は特別な書簡形式の言葉遣いである。

ふつう、手紙は相手に何かを知らせる、または、相手とのある関係を続けるなどのために

作成されて、相手に送られるものである。

手紙のエチケットは言葉遣いに関する様々な礼儀の一部であると言えよう。そして、そ

れはある特徴をもっている。たとえば、手紙でのコミュニケーションは直接的ではなく、

時間的、空間的なすきまが生じる。このように書き言葉は話し言葉と違った別の言語形式

を意味する。書き手と読み手が空間的に離れているため、顔による感情表現・身振り・イ

ントネーション・確認のための聞き返しの可能性などがない。その代わりに、相手が目の
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前にいないため、手紙に特徴的な独白形式の記述、すなわちモノローグに似た言語形式が

用いられる。

１．調査対象と方法

　書き言葉における調査の対象になったのはロシアのコムソモリスク・ナ・アムーレ市と

ハバロフスク市にある小学校・中学校・高等学校・大学の生徒・学生である。

調査方法は次のとおりである。筆者が各学校を直接訪ねた。収集した書き言葉のデータ

は生徒・学生が書いた「先生への手紙」という作文である。作文の分量はＡ４の用紙１～

２枚である。作文の合計は401編である。

調査時期は：2003年４月中旬である。

２．作文の分析方法

　生徒・学生が書いた「先生への手紙」という作文を分析し、その分析結果を表２に示し

た。

　ロシア語のデータの分析項目について説明する。①「文体」は「動詞の敬体または常体」

であって、教師に対する言葉遣いが丁寧であるかどうかは動詞の語尾で判断できる。②「二

人称代名詞の使用」Вы（あなた） とты（君・お前）代名詞の使用を示す。③「父称の使用」

会話で先生に話しかける時の、名前と父称の使用を示す。父称を用いるのは相手に敬意を

表すことになる。④「挨拶文」と⑤「文の飾りとしての要素」は、書き言葉のための新た

な分析項目である。「挨拶文」は手紙の構造の一部である挨拶および結びの言葉である。「文

の飾りとしての要素」は、例えば「♥」マーク、「Дорогая」（和訳：「親愛なる」）などの

ような、文章本体に付け加えられた飾りとしての要素である。

　表２に示された書き言葉の分析結果に基づいて、ロシア語におけるそれぞれの発達段階

の顕著な特徴について検討する。

学　校 男　子 女　子 生徒の計 調査対象グループ
小 学 校 52 70 122 第２学年　４グループ
中 学 校 45 84 129 第２学年　４グループ
高等学校 10 34 44 第１学年　２グループ
大　 学 7 36 43 第３学年　２グループ
全校合計 114 224 338 ４校　12グループ

表 １　書き言葉の調査における調査対象
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３．教師に対する動詞の「二人称敬称」形式

ロシア語の動詞の現在形は人称と数で変化する。動詞の語尾が変わる。それを人称語尾

と呼ぶ。

学　校
小学校２年生 中学校２年生 高等学校１年生 大学３年生
女子
70人

男子
52人

女子
84人

男子
45人

女子
34人

男子
10人

女子
36人

男子
７人

文体
敬体 72 38 73 32 163 8 96 15

常体 0 0 4 3 4 0 0 0

二
人
称
代
名

詞
の
敬
称
形

の
使
用

あるВЫ
の使用

178/33
大ii　小

77/10
大　小

49/114
大　小

27/13
大　小

136/160
大　小

7/11
大　小

173/ 85
大　小

16 / 32
大　小

なしТЫ
の使用 0 0 0 0 0 0 0 0

父称の使用 71 58 53 33 32 4 40 7

挨　

拶　

文

手紙の
初め

あ
る 62 45 55 24 32 2 35 7

な
し 2 7 15 20 0 0 1 0

手紙の
終り

あ
る 41 32 36 18 29 2 35 7

な
し 16 20 26 22 7 0 1 0

文の飾りとして
の要素 93 0 114 5 10 0 2 2

表２　作文の分析表

人称 単　　数 複　　数
語尾 動　詞 訳 語尾 動　詞 訳

一人称 -ю работаю 私は働く -ем работаем 私たちは働く

二人称 -ешь работаешь お前は働く -ете работаете あなた達は働く
あなた方は働く

三人称 -ет работает 彼は働く -ют работают 彼らは働く

表３　ロシア語、動詞の変化
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ロシア語では、会話の相手に敬意を表す幾つかの方法の内、動詞の語尾の変化が一番よ

く使われる方法である。それは電車の中で会話の相手になった知らない人にも使える、尊

敬する目上、または、年上の人にも使える便利な言葉遣いである。基本的には、それは一

人の相手に向かって話している時に、使われている動詞が二人称複数になる。それは二人

称敬称iii「you+plural, you+ respect」であると言えよう。その具体的な例を見よう。

　⑴ 03 В какой бассейн будете ходить?　　

 どっちのプールに通うのでしょうか。

（録音した会話から、中学校１年生、男子）

　⑵ 04 А с какого числа начинаете лагерь?
 いつからキャンプ地を開場するのですか。

（録音した会話から、中学校１年生、女子）

　⑴と⑵の例では中学生が教師に向かって質問をする。教師は年上の人であり、目上の人

である。上記の例で動詞の「二人称敬称」形式の使用が当然である。教師に対する敬意を

持って、中学生は丁寧な言葉遣いをするため、一人の教師に対して動詞の複数形を用いる。

このような言葉遣いは話し言葉だけではなく、書き言葉にもよく見られる形式である。書

き言葉の分析のところにも使用例がある。

４．文体

　ロシアの生徒・学生が書いた手紙の内容は様々である。小学校３年生は主に教師ivへの

感謝の気持ちを表している。中学校２年生は教師への感謝の言葉の他に、自分の趣味・友

達・夢、世界で起きている出来事について自分の意見を述べている。高校生は卒業に向け

て、お世話になっている教師への感謝の手紙、学校生活についての意見、教育制度・授業

の内容などについての意見、などを書いている。大学生は、高校卒業後、学校を離れて、

過ごしてきた中学校や高校での学校生活についての手紙、教師への感謝の手紙、卒業後に

決めた進路について、などのような手紙を書いた。

　全ての手紙を分析して、現れた結果とその特徴について表２に沿って考察する。ロシア

語では話し言葉と同じように、書き言葉における目上の人への丁寧な言葉遣いの中で、動

詞の語尾の変化が一番よく使われる方法である。基本的には、それは一人の相手に向かっ

て話している時に、使われている動詞が二人称複数形をとることである。それは二人称敬

称「you+plural, you+ respect」である。本稿ではその使用を「敬体」と呼び、不使用を「常

体」と呼ぶ。生徒・学生が実際にその形式を使っているかどうかを見よう。
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⑶　Вы самая лучшая учительница. Вы научилиv нас правильно относиться к 
пожилым людям, правильно писать слова. И всё зто от Вас, дорогая Галина 
Дмитриевна.

先生は一番いい先生です。先生は年配の人に対する正しい態度を教えてくださって、

文字の書き方も教えてくださいました。全ては先生から、大好きなガリーナ・ドミト

リエブナ先生からです。

（ロシア、ハバロフスク市内小学校３年生。書き言葉から。男子１）

⑷　Благодарю Вас за то что вы меня научили этому прекрасному языку. Вы умеете 
найти подход ко всем детям. На ваших уроках всегда интереснее и веселее.

その素晴らしい言語を教えてくださいまして、感謝しています。先生は全ての子供

たちに優しいです。先生の授業はいつも興味深くて、楽しいですvi。

（ロシア、ハバロフスク市内中学校２年生。書き言葉から。男子１）

⑸　Вы можно сказать сделали нас людьми… именно вы заложили тот 
фундамент, ту основу для развития умного, интеллигентного, способного и 
проявляющего желание учиться человека.

　　　Большое Вам спасибо, дорогая наша первая учительница.

先生は私たちを一人前の大人として育ててくださいました。先生が、私たちを勉強

に興味を持てるような人間になる基礎を作ってくださいました。

 私達の尊敬する先生、心からありがとうございました。

（ロシア、ハバロフスク市内高等学校１年生。書き言葉から。女子４）

⑹　Хотела просто сказать Вас спасибо за то, что Вы сделали из нас людей, за то, 
что помогли многим поступить в ВУЗы и просто за то, что Вы с нами прошли 
этот долгий школьный путь.

先生に感謝の言葉を書きたいです。先生が私たちを一人前の人間に育てました。先

生のおかげで私たちは大学に入学できました。私たちが学校にいた時に、先生はいつ

もそばにいてくださいまして、ありがとうございました。

（ロシア、コムソモリスク・ナ・アムーレ市内大学３年生。書き言葉から。女子２）
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⑺　Вы учили нас не только физике, но и взаимопониманию, умению прощать. 
А это ценное качество в нашей непростой жизни.

先生が教えてくださいましたのは物理学だけではなくて、人の心を理解すること、

譲ることを教えてくださいました。それは人生の中でとても大事な科目でした。

（ロシア、コムソモリスク・ナ・アムーレ市内大学３年生。書き言葉から。女子３）

　⑶～⑺は生徒・学生の手紙からの例である。小学校３年生から大学生まで、皆は教師に

対する感謝の言葉を表現している。本節の分析のテーマである文体に関しては、全ての例

が敬体で書かれている。表２のとおり、教師に対して用いられた動詞はほとんど敬体で書

かれているという結果がでた。「常体」の使用は少なくて、中学生のデータで女子４回、

男子３回と高校生のデータで女子４回のみ、であった。教師宛ての手紙の中でできるだけ

丁寧な言葉遣いをしようという生徒･学生の試みという点で共通している。その結果、生

徒・学生は教師を絶対的目上と意識して、教師に対する敬意を言語的な手段で表そうとし

ている。

５．二人称代名詞の使用

ロシア語では二人称を表す代名詞は２つある。基本的には、ты「ty」は二人称単数の

代名詞で「君は、お前は」、вы「vy」は二人称複数の代名詞「君たちは、お前たちは」、

および二人称敬称の単数・複数「あなた（方）は」のように使われる。Вы「vy」は複数

の相手（君たちは…）以外に、礼儀を守り、遠慮をしなければならない人に対しても用い

る。これは敬称のвы「vy」と言う。一方、ты「ty」は、遠慮のいらない人に対して用いる。

ロシア語では、話題の人物に合わせて動詞の活用形式が変化するvii。動詞の形がその動

作主を表している。話し相手を示す二人称代名詞を使わずに、動詞の活用変化だけでも、

発話の意味理解のために十分であろう。しかし、手紙の場合、相手が目の前にいないため、

言葉遣いにより気をつけなければならないだろう。手紙で使う表現をより丁寧にするため

の二人称代名詞の敬称形であるвы［vy］ の使用について検討しよう。

表２で二人称代名詞の敬称形であるвы［vy］の使用の結果がでている。注目したいのは、

教師に対する二人称代名詞の使用は敬称形であるвы［vy］の形式のみだったことである。

尊敬すべき相手に馴れ馴れしい印象を与える二人称代名詞ты［ty］の使用は全くなかっ

たviii。作文から実際の例を見てみよう。

⑻　Хотелось бы, чтобы таких учителей как Вы было бы больше. Знайте, я Вас 
очень люблю и обязуюсь заходить в школу, как минимум 1 раз в месяц.
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　　С любовью и уважением, Ваша ученица К. И.

全ての先生たちがあなた方
4 4 4 4

のような先生だったら、いいです。あなた方
4 4 4 4

が大好きで

す。少なくとも月に一回、遊びに学校を訪ねることをお約束します。

愛と尊敬の気持ちをこめて、あなた方
4 4 4 4

の生徒K.I.

（ロシア、ハバロフスク市内高等学校１年生。書き言葉から。女子６）

⑼　Решила написать Вам письмо, чтобы выразить свою благодарность. 
Благодаря Вам я сделала самый важный шаг в мою взрослую жизнь. Всё это 
благодаря Вашим урокам английского языка. Если я буду учителем, я бы 
хотела быть в чём-то похожей на Вас.

あなた方
4 4 4 4

に感謝の言葉を表すために、お手紙を書くことにしました。あなた方
4 4 4 4

のお

かげで、私は自分の人生の中で一番大事な一歩を踏み出せたと思います。すべてはあ
4

なた方
4 4 4

の英語の授業のおかげです。もし、私が先生になるとすれば、あなた方
4 4 4 4

のよう

な先生になりたいです。

（ロシア、コムソモリスク・ナ・アムーレ市内大学１年生。書き言葉から。女子１）

⑽　Благодарю Вас за то что вы меня научили этому прекрасному языку. Вы 
умеете найти подход ко всем детям. На Ваших уроках всегда интереснее и 
веселее.

その素晴らしい言語ixを教えてくださいまして、あなた方
4 4 4 4

に感謝しています。あなた
4 4 4

方
4

は全ての子供たちに優しいです。あなた方
4 4 4 4

の授業はいつも興味深くて、楽しいです。

（ロシア、ハバロフスク市内中学校２年生。書き言葉から。男子１）

表２の「二人称代名詞の使用」という項目ではデータが２つの数字になっている。例え

ば、小学校２年生の欄を見ると、178／33という数字になっている。数字は両方とも二人

称代名詞敬称形である Вы［vy］の使用回数を示している。斜線の右側の数字はその代名

詞が大文字で書かれていることを意味している。⑻～⑽での二人称代名詞は大文字になっ

ていることに注目したい。小文字の使用だけで尊敬の気持ちが十分表現できるにもかかわ

らず、大文字を使用している点が興味深い。それは「目で表現が見える」という書き言葉

の特徴と関係がある。生徒･学生はその特徴を意識して、上手く利用している。
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６．父称の使用

　ロシア人の名前には「姓」「名」以外に父親の名から作られる「父称x」がくっついている。

具体的に言うと、ロシア語の父称は次のように作られる。

　父親の名＋о （е） вич （息子の場合）、　父親の名＋о （е） вна （娘の場合）

例えばガガーリンの正式の名前は次のようになる。

　Ю
ユ ウ リ イ

рий А
ア レ ク セ ー ヴ チ

лексеевич Г
ガ ガ ー リ ン

агарин　（名前・父称・姓）

　父称はロシア人と付き合いをするときに欠かせないものである。公的な場合や目上の人、

知り合って間もない人に対しては「名＋父称」で呼びかけるのが普通だからである。日本

語の「～さん」「～先生」などに当たる。公的な書類上では姓・名・父称の順に書く。

　学校や大学で生徒･学生は教師を「名＋父称」で呼びかける。このような呼び方が唯一

の方法であると言って良い。分析のデータ中の「名＋父称」という呼びかけを見てみよう。

　本節で扱かう父称の使用は前節で検討した教師に対して用いられた動詞の敬体および敬

語としての二人称代名詞の使用に密接に関係している。普段の会話の中でそれらの三つの

要素はたがいに丁寧な言葉遣いの形式であって、普通、一緒に使われている。

⑾　Здравствуйте, дорогая Татьяна Ивановна!

親愛なるタチヤーナ・イバーノブナ先生、お元気でいらっしゃいますか。

（ロシア、ハバロフスク市内中学校２年生。書き言葉から。女子４）

⑿　Дорогая Марина Алексеевна!
　　Прошло уже 7 лет, как я рассталась с Вами, и мне захотелось написать Вам 

письмо. Я всегда с благодарностью вспоминаю первые годы учёбы в школе и 
Вас- мою первую учительницу.

親愛なるマリーナ・アレクセーブナ先生！

あなた方と別れてから７年間過ぎましたので、あなた方にお手紙を書きたくなりま

した。私はいつも感謝の気持ちで一杯になって、最初の先生でいらっしゃるあなた方

のことと小学校での生活を思い出しています。

（ロシア、ハバロフスク市内高等学校１年生。書き言葉から。女子３）

⑾、⑿でのように、生徒･学生は教師に直接的に話しかけようとする時に、父称を使っ
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ている。表２のとおり、書き言葉における父称の使用率は非常に高い。小学校は女子70人

に対して71回・男子52人に対して58回の使用、中学校は女子84人に対して53回・男子45人

に対して33回の使用、高等学校は女子34人に対して32回・男子10人に対して４回の使用、

大学は女子36人に対して40回・男子７人に対して７回の使用という結果である。この結果

は話し言葉の場合と大きく異なっている。

注目すべきことは、父称の使用は挨拶としてのみ使われているのに対し、それ以外の場

所 （手紙の本文など）では父称の代わりに、前節で考察した二人称代名詞の敬称形である 

вы［vy］ が用いられていることである。

７．ロシア式の手紙の書き方について

手紙の中でロシア人は案外形式的な言い回しを好むようである。

手紙の書き方といっても、日本語の場合と同様に、厳密に定められた形式があるわけで

はないので、どのように書いても自由なのであるが、それでもロシア人の間で一応習慣と

なっているいくつかの形式がある。それらは次のようなものである。

７．１　挨拶

　ロシア式の手紙は、ふつう相手に対する呼びかけで始まる。自分と相手との親密さの程

度を示す形式である。その親密さの程度によってуважаемый（уважаемая）（尊敬する）、 

дорогой（дорогая）（親愛なる）などの言葉に相手の名前と父称または名前だけ（ソ連の

時はтоварищ（同志）と名字）をつける。

　相手が親しい友人の場合、自分と同じぐらいの年齢の人の場合、よく知っている人の場

合にはдорогой（дорогая）（親愛なる）を使う。それが一般的である。

　生徒･学生の手紙を分析した表２の通り、手紙の初めに挨拶を高い率で使用しているの

は、小学校３年生、高等学校１年生、大学３年生である。彼らは、教師宛てに書いている

手紙が目上の人に対する文書であることをよく認識しているようである。

⒀　Дорогая Марина Алексеевна!　

親愛なるマリーナ・アレクセーブナ！

（ロシア、ハバロフスク市内高等学校３年生。書き言葉から。女子３）　

⒁　Здравствуйте, дорогая Мария Ивановна!
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親愛なるマリーヤ・イヴァーノブナ、こんにちは！

（ロシア、ハバロフスク市内高等学校３年生。書き言葉から。女子１）

⒂　Здравствуйте, дорогая Татьяна Ивановна!

親愛なるタチヤーナ・イヴァーノブナ、こんにちは！

（ロシア、ハバロフスク市内中学校１年生。書き言葉から。女子４）

　目上の人、特別に親しくない人に対しては、ふつう相手に対する尊敬の念をこめて、

уважаемый（уважаемая）（尊敬する）という表現を使う。例えば、

⒃　Здравствуйте уважаемая Т.В.!

尊敬するT.B、こんにちは！

（ロシア、ハバロフスク市内中学校１年生。書き言葉から。女子１）

⒄　Добрый день, уважаемая учительница.　
　

尊敬する先生、こんにちは。

（ロシア、ハバロフスク市内高等学校２年生。書き言葉から。男子１）

　さらに、公的な手紙の場合には、глубокоуважаемый （直訳すると「深く尊敬する」）、 

многоуважаемый（尊敬すべき）を使用して、書く。

⒅　Здравствуйте, многоуважаемый учитель.

尊敬すべき先生、こんにちは。

 （ロシア、ハバロフスク市内高等学校２年生。書き言葉から。男子４）

　以上の呼びかけは最後に感嘆符をよく使い、文章で行の中央に書くのがふつうである。

７．２　本文

　まず、Вы （あなた方
4 4 4 4

）、 Ваш（あなた方の
4 4 4 4 4

）とその変化形は、文章の始めだけではなく、

文中でも大文字で書くことになっている。Ты（君、お前）の場合はその必要はない。た
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とえば、

⒆　Я знаю Вы переехали на другую улицу из-за того, что третий раз　вышли 
замуж. Говорят у Вас родилась двойня.

あなた方
4 4 4 4

は３回目の御結婚をされましたため、別の町に引っ越されたということを

知っています。（あなた方
4 4 4 4

には）双子が生まれたそうですね。

　　　　（ロシア、ハバロフスク市内高等学校３年生。書き言葉から。女子１）

⒇　Прошло уже 7 лет, как я рассталась с Вами, и мне захотелось написать Вам 
письмо. Я всегда с благодарностью вспоминаю первые годы учёбы в школе и 
Вас- мою первую учительницу.

あなた方
4 4 4 4

と別れて７年が過ぎまして、あなた方
4 4 4 4

にお手紙を書きたくなりました。私

は小学校での勉強と私の最初の先生であったあなた方
4 4 4 4

をよく思い出します。

（ロシア、ハバロフスク市内高等学校３年生。書き言葉から。女子３）

　本文は用件次第で、感謝の手紙、依頼の手紙、近況報告手紙など、様々な内容に分けら

れる。幾つかの実例を見てみよう。

・自分のことを相手に知らせたい場合：

�　Я хотела бы рассказать о себе, о своих увлечениях и друзьях.

私は自分についてと私の趣味と友達について書きたいです。

　　　　　（ロシア、ハバロフスク市内中学校２年生。書き言葉から。女子２）

・　相手に近況を知らせてほしい場合：

�　Как Вы там живёте?
あなた方
4 4 4 4

はお元気ですか。

（ロシア、ハバロフスク市内高等学校１年生。書き言葉から。女子２）
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�　Как Вы живёте? Как у Вас дела? Если Вы мне напишите, буду очень рада.

あなた方
4 4 4 4

はどうお過ごしでしょうか。お元気ですか。あなた方
4 4 4 4

がお手紙を下さると

とても嬉しいです。（お手紙をいただけるととても嬉しいです。）

（ロシア、ハバロフスク市内中学校１年生。書き言葉から。女子４）

　

７．３　手紙のむすび

　手紙のむすびには、相手に対するむすびのあいさつ。さらに、返事を求めたい場合、 

жду Вашего （твоего） ответа（письма）（あなた方
4 4 4 4

の（君の）お返事（お手紙）を待っ

ています）というようなことを書く。たとえば：

�　Напишите мне ответ. … Если Вы мне напишите, буду очень рада.

私に返事を書いてください。…手紙を書いてくださると、とても嬉しいです。

　　　　　（ロシア、ハバロフスク市内中学校１年生。書き言葉から。女子４）

　�の女子は教師への手紙という手段を使って、手紙のやり取りを望んでいる。この例は

教師に対する親密な気持ちを示している。

７．４　署名

　手紙の最後に署名をする。自分の名前を書くのがふつうである。その時に自分の名前の

前に書くきまり文句がある。それは尊敬に親しさをこめた間柄Ваш…(あなた方
4 4 4 4

の…） と、

特別に親密な関係を示さず、尊敬の態度のみを示す «С уважением» （尊敬の気持ちをこ

めて） を用いる二つの場合がある。どちらも手紙の署名に伴う決まり文句である。

�　С любовью и уважением, Ваша ученица К. И.

尊敬と愛をこめて、あなた方
4 4 4 4

の生徒K.I。

（ロシア、ハバロフスク市内高等学校３年生。書き言葉から。女子６）

�　До свидания уважаемая Н.Т. 
　　С уважением Р.Н.
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尊敬するN.T.先生、さようなら。

尊敬の気持ちをこめて、R.N.

（ロシア、ハバロフスク市内中学校１年生。書き言葉から。女子２）

　手紙の始めと手紙の最後における挨拶の使用率が一番高かったのは大学生の場合だっ

た。彼らは手紙の最初と最後の挨拶の種類と回数をほぼもれなく維持している。最後に挨

拶を使わなかった小学校３年生は教師への手紙ではなくて、「あるテーマについて作文」

という文章を書いた。年齢的な特徴として、彼らにとって手紙を書くのは多少難しい課題

だったと思われる。中学校２年生と高等学校３年生は最後に挨拶を用いているが、その使

用率は高くない。手紙の最後に挨拶を書かなかった理由は、「文の飾りとしての要素」で

ある花の絵、先生の絵を頻繁に使うことで、最後の挨拶文に代えたということであろう。

８．文の飾りとしての要素

　本節では書き言葉において、生徒・学生が用いた上記以外の様々な要素を見ることにす

る。ロシア語の書き言葉のデータにその種の飾りの使用が見られた。書き言葉における文

の飾りとしての要素は言語以外の記号の使用である。この要素を伴う文章は「仲間に向かっ

て話すように書く」という点が特徴である。そして、そのように書かれた文章は、あたか

も話し言葉を記録したような形式をなす。例えば、次の例を見てみよう。

�　  Здравствуйте Г.Н.!
　　Я проучилась у Вас три года. Мне так не хочется расставаться с Вами и с 

3-м «А» классом. Я Вас очень люблю!!! Вы очень хороший учитель и самый
лучший учитель  на всём белом свете! Мне очень хочется, что бы Вы были 
всегда и самой красивой учительницей. Долголетия Вам и самого-самого 
крепкого здоровья!!!!! 

 　　　　　　　　　　  Я вас очень сильно люблю!!!!!! 
　　　　　　　　　　　  До свидания, Г.Н.!!! 

G.N.先生、お元気でいらっしゃいますか。

私はあなた方の所で３年間勉強しました。あなた方と“3 A” 組と別れたくない

です。私はあなた方が大好きです。あなた方はとても素晴らしい先生です。世界中で

一番 いい先生 です。あなた方はいつまでも一番優しく一番きれいな先生でいてほ

しいです。長生きしてください、いつも健康でいてください。

　　　　　　　　　 私は先生が大好きです!!!!! 
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　　　　　　　　　　さようならG.N.先生!!! 

（ロシア、コムソモリスク・ナ・アムーレ市内小学校３年生。書き言葉から。女子１）

�　Здравствуйте, Наталия Александровна!!!!!
　　Вы просто СУПЕР!
　　Было бы побольше таких клёвых учителей!!!!!!!…Я обожаю ваш урок!!!!!!!... Я 

благодарна Вам за то, что Вы научили играть нас в разные спортивные игры, 
кататься на лыжах и т.д.!!!! Когда начинаемся Ваш урок, то я просто бегу на 
него! На физ-ре я всегда чувствую себя свободно!　☃

　　Super　♥　Наталия Александровна！☀

ナターリヤ・アレクサーンドロブナ先生、お元気でいらっしゃいますか!!!!!

あなた方は素晴らしいです!

先生のようないい先生が沢山いてほしいです!!!!!!!…あなた方の授業が大好きです!!!!!!!

…あなた方が私たちに色んなスポーツゲーム、スキー、などを教えてくださったこと

に感謝します!!!!

あなた方の授業が始まる時に、私はいつも授業に間に合うように走っています!体

育の授業で私はいつも幸せな気持ちです!　☃　

Super　♥　ナターリヤ・アレクサーンドロブナ先生！☀

（ロシアハバロフスク市内中学校２年生。書き言葉から。女子１）

　�と�の下線箇所が「文の飾りとしての要素」の使用例である。「СУПЕР!」のような

言語を使用した視覚的な要素もある。また、その他、言語表現以外の記号「!!! 、☃」

などの使用頻度が高い。「Super　♥　ナターリヤ・アレクサーンドロブナ先生！☀」の

ように英語の使用が見られる。これらの要素の使用は、生徒・学生が、自分の感情的なニュ

アンスをできるだけ表そうとしているものと考えられる。その他に、町の様子を表す絵な

どもあった。

　今回の調査の対象になったロシアの全学年のデータの中で、注目すべきことは、中学校

２年生による「文の飾りとしての要素」の使用数が極めて高かった、ということである。

その回数は121回（女子114回、男子５回）であった。このような要素が非常に少ない大学

生に比して、中学校２年生は、教師を心理的に近い存在と見なし、自分の感情を示すため

の様々なコミュニケーション方略を使用していると言える。興味深いことに、高等学校１

年生の場合、そのような「文の飾りとしての要素」の使用数は減少し、その例は10回（女

子のみ）であった。

　全体的に、ロシア語のデータにおいて女子による「文の飾りとしての要素」の使用が圧

倒的に多かった。このことが、女子の方が男子よりも親しさを表現することを重視してい

るということが考えられる。女子のほうが男子よりも社会的な身分関係に対して、より柔

軟な態度を取る傾向があると言えるだろう。

９．むすび

ロシアで収集した書き言葉のデータの分析に基づいてロシア語における生徒・学生の対

教師言葉遣いの分析を行った。その結果、明らかになった事項を以下にまとめる。

ロシアの生徒・学生による手紙の宛先である教師に対する人称代名詞の使用が全ての発

達段階に見られるという結果が明らかになった。全成長段階の生徒・学生が教師に対する

二人称代名詞の敬称形であるВы［vy］のみを使用したという結果が得られた。尊敬すべ

き相手に馴れ馴れしい印象を与える二人称代名詞ты［ty］の使用は全くなかった。

もう一つの注目すべき結果は、使用された殆どの二人称代名詞が大文字で書かれたВы
であったことである。小文字выの使用だけで尊敬の気持ちが十分表現できるにも関わら

ず、大文字を使用したことが特徴的であった。それは「目で表現が見える」という書き言

葉の特徴につながる。このことも教師に対するネガティブ・ポライトネスxiの使用である

と言える。

　二人称代名詞の使用結果と同様に、書き言葉における生徒･学生の対教師呼称の使用率

は非常に高かった。文体形式に関しては、小学校３年生から大学生まで、どんな段階でも、

皆が教師に対する感謝の言葉を表現している。教師に送られた作文における教師に対して

用いられた動詞はほとんど敬体で書かれているという結果がでた。手紙の中で、全学年生

が「文の飾りとしての要素」を使用した。特に、中学生による使用数が激増した。教師に

対する自分の感情を示すためのコミュニケーション方略として使用していたと言える。全

体的に、女子による「文の飾りとしての要素」の使用が圧倒的に多いという事実が明らか

になった。このことから、女子の方が男子よりも親しさを表現することを重視しているこ

とがわかった。

注
i　本稿は平成23年3月に新潟大学大学院現代社会文化研究科に提出した博士論文から事例研究の一部を

抜粋し、加筆・修正を加えたものである。
ii　「大」は「大文字」を意味する。「小」は「小文字」を意味する。
iii　Brown & Levinson (1987, p. 198) では「…the “you” (plural) pronoun, when used to refer to a single 

addressee, is understood as indicating deference or distance.」と述べられている。
iv　ロシアの学校制度の特徴は、小学校ではずっと担任の先生が変わらないので、3年間、生徒が卒業す

るまで担任教師は同じ先生だということである。



言語の普遍性と個別性　第２号

- 117 -

　　　　　　　　　　さようならG.N.先生!!! 

（ロシア、コムソモリスク・ナ・アムーレ市内小学校３年生。書き言葉から。女子１）

�　Здравствуйте, Наталия Александровна!!!!!
　　Вы просто СУПЕР!
　　Было бы побольше таких клёвых учителей!!!!!!!…Я обожаю ваш урок!!!!!!!... Я 

благодарна Вам за то, что Вы научили играть нас в разные спортивные игры, 
кататься на лыжах и т.д.!!!! Когда начинаемся Ваш урок, то я просто бегу на 
него! На физ-ре я всегда чувствую себя свободно!　☃

　　Super　♥　Наталия Александровна！☀

ナターリヤ・アレクサーンドロブナ先生、お元気でいらっしゃいますか!!!!!

あなた方は素晴らしいです!

先生のようないい先生が沢山いてほしいです!!!!!!!…あなた方の授業が大好きです!!!!!!!

…あなた方が私たちに色んなスポーツゲーム、スキー、などを教えてくださったこと

に感謝します!!!!

あなた方の授業が始まる時に、私はいつも授業に間に合うように走っています!体

育の授業で私はいつも幸せな気持ちです!　☃　

Super　♥　ナターリヤ・アレクサーンドロブナ先生！☀

（ロシアハバロフスク市内中学校２年生。書き言葉から。女子１）

　�と�の下線箇所が「文の飾りとしての要素」の使用例である。「СУПЕР!」のような

言語を使用した視覚的な要素もある。また、その他、言語表現以外の記号「!!! 、☃」

などの使用頻度が高い。「Super　♥　ナターリヤ・アレクサーンドロブナ先生！☀」の

ように英語の使用が見られる。これらの要素の使用は、生徒・学生が、自分の感情的なニュ

アンスをできるだけ表そうとしているものと考えられる。その他に、町の様子を表す絵な

どもあった。

　今回の調査の対象になったロシアの全学年のデータの中で、注目すべきことは、中学校

２年生による「文の飾りとしての要素」の使用数が極めて高かった、ということである。

その回数は121回（女子114回、男子５回）であった。このような要素が非常に少ない大学

生に比して、中学校２年生は、教師を心理的に近い存在と見なし、自分の感情を示すため

の様々なコミュニケーション方略を使用していると言える。興味深いことに、高等学校１

年生の場合、そのような「文の飾りとしての要素」の使用数は減少し、その例は10回（女

子のみ）であった。

　全体的に、ロシア語のデータにおいて女子による「文の飾りとしての要素」の使用が圧

倒的に多かった。このことが、女子の方が男子よりも親しさを表現することを重視してい

るということが考えられる。女子のほうが男子よりも社会的な身分関係に対して、より柔

軟な態度を取る傾向があると言えるだろう。

９．むすび

ロシアで収集した書き言葉のデータの分析に基づいてロシア語における生徒・学生の対

教師言葉遣いの分析を行った。その結果、明らかになった事項を以下にまとめる。

ロシアの生徒・学生による手紙の宛先である教師に対する人称代名詞の使用が全ての発

達段階に見られるという結果が明らかになった。全成長段階の生徒・学生が教師に対する

二人称代名詞の敬称形であるВы［vy］のみを使用したという結果が得られた。尊敬すべ

き相手に馴れ馴れしい印象を与える二人称代名詞ты［ty］の使用は全くなかった。

もう一つの注目すべき結果は、使用された殆どの二人称代名詞が大文字で書かれたВы
であったことである。小文字выの使用だけで尊敬の気持ちが十分表現できるにも関わら

ず、大文字を使用したことが特徴的であった。それは「目で表現が見える」という書き言

葉の特徴につながる。このことも教師に対するネガティブ・ポライトネスxiの使用である

と言える。

　二人称代名詞の使用結果と同様に、書き言葉における生徒･学生の対教師呼称の使用率

は非常に高かった。文体形式に関しては、小学校３年生から大学生まで、どんな段階でも、

皆が教師に対する感謝の言葉を表現している。教師に送られた作文における教師に対して

用いられた動詞はほとんど敬体で書かれているという結果がでた。手紙の中で、全学年生

が「文の飾りとしての要素」を使用した。特に、中学生による使用数が激増した。教師に

対する自分の感情を示すためのコミュニケーション方略として使用していたと言える。全

体的に、女子による「文の飾りとしての要素」の使用が圧倒的に多いという事実が明らか

になった。このことから、女子の方が男子よりも親しさを表現することを重視しているこ

とがわかった。

注
i　本稿は平成23年3月に新潟大学大学院現代社会文化研究科に提出した博士論文から事例研究の一部を

抜粋し、加筆・修正を加えたものである。
ii　「大」は「大文字」を意味する。「小」は「小文字」を意味する。
iii　Brown & Levinson (1987, p. 198) では「…the “you” (plural) pronoun, when used to refer to a single 

addressee, is understood as indicating deference or distance.」と述べられている。
iv　ロシアの学校制度の特徴は、小学校ではずっと担任の先生が変わらないので、3年間、生徒が卒業す

るまで担任教師は同じ先生だということである。
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v　ロシア語の動詞「научили」は「教えました」(複数形)を意味する。動詞過去形の語尾変化は単数「V
＋л」、複数「V＋ли」である。

vi　「英語の授業」について書いている。
vii　これまで似た日本語の現象は敬語の使用であると言えよう。
　例：（先生が）いらっしゃる。(私は)参ります。
　上記の例で、（　）の中の主語がなくても動作主を判断できるようになっている。
viii　Ты［ty］は子供、親しい人に対してしか使わない二人称代名詞である。
ix　「英語の授業」について書いている。
x　父称は、16世紀のモスクワ大公国で上層階級の特権として用いられはじめ、17世紀末には一般に社会

的地位のある人に対する丁寧な呼びかけとして使われるようになった。それがそのまま今まで継承さ
れている。

xi　「ネガティブ・ポライトネス」は「消極的ポライトネス」ともいう。Brown ＆ Levinson(1978)のポラ
イトネス理論より。

参考文献：

奥山益朗 （1976）「手紙の敬語」『言語の生活』第295号、東京：筑摩書房、54～61頁

尾崎喜光 （1996）「人称詞の使用意識について」『平成８年度国立国語研究所口頭発表会予

稿集』第20号、５～20頁

北尾謙治、北尾Ｓ・キャスリン （1988） 「ポライトネス―人間関係を維持するコミュニケー

シオン手段」『日本語学』７-３、東京：明治書店、52～63頁

鈴木智映子 （2000）「小学生作文にみられることばの変化―特に敬語の変遷をめぐって―」

『学習院大学文学部国語国文学研究』第３号、75～64頁

Brown, P. & S.C. Levinson （1978） Politeness: Some Universals in Language Usage, 

Cambridge: Cambridge University Press.

Wierzbicka, A. （1985） “Different cultures, Different Languages, Different Speech Acts,” 

Journal of Pragmatics 9, pp. 145-178.


	言語の普遍性と個別性－第２号、２０１１年３月 102
	言語の普遍性と個別性－第２号、２０１１年３月 103
	言語の普遍性と個別性－第２号、２０１１年３月 104
	言語の普遍性と個別性－第２号、２０１１年３月 105
	言語の普遍性と個別性－第２号、２０１１年３月 106
	言語の普遍性と個別性－第２号、２０１１年３月 107
	言語の普遍性と個別性－第２号、２０１１年３月 108
	言語の普遍性と個別性－第２号、２０１１年３月 109
	言語の普遍性と個別性－第２号、２０１１年３月 110
	言語の普遍性と個別性－第２号、２０１１年３月 111
	言語の普遍性と個別性－第２号、２０１１年３月 112
	言語の普遍性と個別性－第２号、２０１１年３月 113
	言語の普遍性と個別性－第２号、２０１１年３月 114
	言語の普遍性と個別性－第２号、２０１１年３月 115
	言語の普遍性と個別性－第２号、２０１１年３月 116
	言語の普遍性と個別性－第２号、２０１１年３月 117



