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Picture books are essential tools for preschool education. Especially 

story-telling gives a lot of effects to children as well known. 

The Health, Labor and Welfare Ministry mentions importance of language 

education at nursery school childcare policy and guideline as follow. “The 

mission of education is to cultivate interest to verbal, through having a 

conversation, listening and understanding through daily moments. 

As the policy mention, verbal education intimately connected to some parts, 

such as mental health, relationships among human, connections with 

involvement and representation by verbal. 

Situations of story-telling are extremely common, furthermore, it is expected to 

make some advantages to create relationships with reader, control emotional 

change, develop communication ability and creativeness and improve reading 

ability.  

In this thesis, I shall examine concrete effects and problems of picture books 

including cartoon. 
 

幼児教育の世界において、絵本はかか

せない。 

特に絵本の読み聞かせが、その後の生

き方に大きくかかわることは枚挙にいと

まない。 

「読み聞かせといえば，子どもたちに

とって受動的であるように思えますが，

これほど能動的なものはありません。子

どもは，主体的に自分の思いをもって，

想像豊かに絵本の世界に遊んでいるので

す。これが，感情・感性の早期教育であ

り，このような心の体験を通して得た知

識こそがほんものです。」「読み聞かせ

ということは，大人の子どもに対する愛

情の行為であり，子どもにすれば，愛さ

れていることの喜びを感じるひと時なの

です。読み聞かせは大人と子どもたちの

心が目に見えない一本の言葉の意図で結

ばれます。絵本を読む大人自身も，あせ

りや，いまわしい邪念から解放され，純

真な子どもと同じ気持ちになり，なんと

も言えない幸福な時を持つことができま

す。」という教育的側面と心理的側面の

両側面から読み聞かせの効果について言



及している。注 1 

厚生労働省 保育指針では、「生活の

中で、言葉への興味や関心を育て、話し

たり、聞いたり、相手の話を理解しよう

とするなど、言葉の豊かさを養うこと。」

また、「生活の中で、言葉への興味や関

心を育て」注２としている。 

また、保育指針の示す、心身の健康に

関する領域「健康」、人との関わりに関

する領域「人間関係」、身近な環境との

関わりに関する領域「環境」、言葉の獲

得に関する領域「言葉」及び感性と表現

に関す領域など、すべての分野にわたっ

て関わりをもつ非常に大切なものである。 

母親や保育者との関係において、絵本

の読み聞かせ場面は，よくみられる光景

であり，期待される効果として、読み手

との信頼関係の形成、子どもの情緒面で

の安定、コミュニケーション能力や創造

性、ひいては国語力や読解力等の学習効

果も期待される。 

一方、マンガの世界。「マンガ」につ

いて語るときに、そもそも一般的にマン

ガとはどのようなものを指すのか、とい

う定義をまとめておく必要がある。 

広辞苑によれば、 

① 単純・軽妙な手法で描かれた、滑

稽と誇張を主とする絵。 

② 特に、社会批評・諷刺を主眼とし

た戯画。ポンチ絵。 

③ 絵を連ね、多くはせりふをそえて  

 表現した物語。コミック。 

と記載している。 

となると、一般的な言語作品とも対比

的に考察を加えねばならない。つまり、

一方で、挿絵を付けた言語作品、他方で

は絵本との関わりを考えねばならない。 

「マンガとは何か」と学生に聞いたと

ころも参考にし、まとめると、 

１ マンガとは、一般的に、線の描写に

よる作者の個性的な視覚的な絵を前面

に出し、文字は補助的に用いた読み物

である。 

２ 文字をぎりぎりまでに制限している。

どの種類のマンガも、絵の描き方、コ

マの配分や設定、その続かせ方などの

絵の工夫がなされている。（文字を一

切使用しないマンガもあるとのこと。） 

３ マンガの絵と挿絵の違いは、挿絵が

その言語作品に視覚的な映像を付与す

るという補助的な役割を果たすのに対

して、マンガの絵はそれのみが自立し

ており、逆にことばが補助的な役割に

なっている。マンガの絵は挿絵と異な

り、作者の個性的なタッチに重要性が

存在する。挿絵は，牧野日本植物図鑑

のように実写的であるか、小説の挿絵

のように絵画的な装飾的な役割を果た

すことになる。 

  次に、「絵本」とはどのようなもの

を指していうのであろうか。つづいて

広辞苑によれば、  

①  挿絵のある書籍。絵の本。絵草紙。  

②  絵の手本。  

③  絵を主体とした児童用読み物。 

と記載されている。 

    絵本とマンガの違いは、単純化して

言えば、全体を通して、少しの間隔

（０,1,2 ページ程度）において大きな

絵を掲載した作品が絵本。ページ毎に

何葉かずつの絵を配置した作品がマ

ンガであるといえる。マンガの絵は絵

と絵の展開・進行に意味があることか

ら、１ページ一葉の絵だとマンガには

なりづらい。 

 しかし見方によれば、絵と文字言語



との関わりでいえば、絵本とマンガは

共通点を持つと考える。 

４ 文字言語に依存する割合というも

のを考慮外におくとすれば、どのよ

うなジャンルの文章でもマンガ化が

可能である。「マンガ日本史」「マ

ンガ源氏物語」「マンガ日本国憲法」

のように、様々な分野のマンガ化が

試みられている。しかし、前述のマ

ンガと対照的にそういった「マンガ」

は必然的に文字言語が高くなってお

り、通常考えられている一般的な「マ

ンガ」とは一線を画すこととなる。  

以前一世を風靡した、赤塚不二夫

氏の「ニャロメのおもしろ生命科学

教室」(角川文庫 1985)「ニャロメ

の・・・・」は、シリーズものとし

て今も多くの人々の記憶にある。 

このように、人気のキャラクター

を利用して知識の世界を紹介する試

みも見受けられる。 

５ マンガの⾧さは、一コマ、４コマ

などの短いものから、さいとう・た

かお氏「ゴルゴ 13」注３のように今も

201 巻も続いているような⾧編のも

のや手塚治氏の多くのマンガに見ら

れる⾧編マンガまであり、⾧編にな

るとその構想や展開などが⾧編小説

の物語に共通してくる。 

 ６  数ページに及ぶマンガの場合、そ

れぞれのページのコマの大きさとそ

の数は、作者の場面解釈により定め

られる。例えば大きなコマに主人公

の顔をアップに描いている場合は、

その心理を表情で提示するとか、別

の人物の凝視を示すといった意図が

表現されている。その展開方法はマ

ンガ特有のものである。 

   いわゆる「マンガ」というものに

定義付けをするとしたならば、以上

のようになると考える。勿論別の観

点からの分析もあろうが、以下にそ

の具体的な検討を加えていく。 

   なお、ここでいう「マンガ」は、

新聞や雑誌の４コママンガや、手塚

治氏などの⾧編マンガを対象に見て

いくこととする。勿論これ以上のマ

ンガも存在するわけではあろうが、

私自身最近マンガに触れたことがあ

まり無いことから、分析に限度を感

じているのが正直なところである。 

 

前述した２で述べたように、「文字

をぎりぎりまでに制限している。どの

種類のマンガも、絵の描き方、コマの

配分や設定、その続かせ方などの絵の

工夫がなされている。文字を一切使用

しないマンガもある。と述べたが、４

コママンガや⾧編マンガの場合、次の

ような言語表現が求められているよう

である。 

１ マンガに見られる文字による言語表

現 

 (1)  題名の表示 

(2)  作者名の表示 

(3)  前書き 

(ナレーション・状況の解説) 

 (4)  会話 

 (5)  登場人物の表情や背景となる場

面の擬態語や擬声語・擬音語 

 (6)  登場人物の名前、町の名前、学校

名などの固有名詞 

 (7)  前回までのあらすじや次回作の

予告など 

２ マンガの考察から求められる言語

表現 



 (1)  文字言語を制限するための絵の

工夫 

 (2)  マンガ自身の持っている構造・

展開 

 (3)  マンガ世界独特の専門的言語表

現 

２の「マンガの考察から求められる言

語表現」は、文学研究でいえば、表現

論や修辞論的な内容であり、必須の検

討事項には当たらないと考える。 

ことばの研究としては、以上の中の１

「マンガに見られる文字による言語表現」

の(1)～(7)の各項目の、特に、(4)「会話」

の中の感動詞と、(5) の「擬声語・擬音

語」の２つの項目が、語彙、音声の二面

から取り上げられるに過ぎないと考える。

また、それらの３項目は、共通した問題

としてまとめて考えることができそうで

ある。 

 一方、(4)「会話」をはじめとした各項

目のマンガの言葉には、様々な問題点を

含んでいると考えられるが、まだほとん

どその言語学的な検討は加えられていな

い現状である。 

次に、２「マンガの考察から求められ

る言語表現」の３つの項目について考え

てみる。 

まず、(1)「文字言語を制限するための

絵の工夫」について、「マンガのことば」

という観点からマンガ作品を見ると、文

字言語を制限するために、どのような映

像化が図られているかという問題である。

言語を全く使用しないマンガでは、どの

ように展開をしているのか、コマとコマ

の連続性をどのように考えるかというこ

と。つまり、ある゜出来事を描くのに、

どの程度粗削りにしたり、精密に描いた

り表現するのかという問題である。 

このことについては、例えば小説にな

った言語作品と元のマンガ作品を対比的 

に見てみることも必要であろう。しかし、

アニメ化されないで直接むマンガ作品か

ら小説化された作品があるのかは不明で

あるが、漫画とアニメとの関係も考えて

みることも良いかと思われる。 

 次に、(2)「マンガ自身の持っている構

造・展開」について考えてみる。マンガ

ももちろん読み物としてとしての構造と

展開を持っているので、全体を一つの言

語作品としてとらえることができる。(そ

うした取り組みはまだ見たことはない

が) 

 次の(3)「マンガ世界独特の専門的言語

表現」について、例えば、ポップに使用

される会話文の問題である。 

マンガの世界をみると、プロとアマの境

界線が他の分野に比してある程度緩やか

なように感じる。したがって専門的な用

語がマンガ雑誌などでも普通に使用され

ている様子である。その専門的な用語が

どの程度あるのか。どのような場面でど

のような頻度で使用されているのか。ま

た、時代と共にどのように使用され、ど

のように廃れていくのか調査してみると

おもしろい結果が出てくるのではないだ

ろうか。 

 

次に具体的な検討を考えてみる。 

1 題名表示について 

「マンガ伝」注４に収められた「マン

ガ年表 1970~1986」には、百編以上の

マンガ名が発表月別にむまとめられて

いる。それらを通算すると 1 語の題名の

場合は「デジール」のようなカタカナあ

るいはローマ字表記の外来語が多く、ひ

らかな表記の題名は少数である。2 語の



場合は「愛してナイト」のように異種の

ことばを組み合わせた題名が多い。 

次に、題名にも、本題以外に小見出し

をつけることもある。4 コママンガの場

合は、マンガごとの小見出しのつくこと

がある。近年は、宣伝的な表現がついて

いて、そのどこまでを題名とするのか判

然としない場合もある。 

例えば「週刊ビッグコミックスピリッ

ト」に⾧年連載されていた「風します?」

(小道迷子)の場合、平成元年 9 月 4 日の

表紙には「202 回記念 2 色で疾走!!」と

いう宣伝的な言葉がついており、「かー

らふるに」という修辞表現がついている。

そして、「キャビッツと快楽」「単車乗

り便覧」(ルビには、ライダーズ・マニ

ュアル)という説明が上部につけられて

おり、下部には「愛車はイタリアの熱い

風・・・だといいわね」という説明が提

示されている。また、巻末の目次には「巻

頭涼風カラー」という宣伝がついている。

これは読者の視覚に訴えるマンガ特有

の題名表示である。 

 他に人名をはじめ各種の表現様

式があり、言語的な表現の整理は

いまだ行われていない。 

  

２ 作者名表示について 

小説家と比してマンガ家の筆名をみ

ると、「マンガ黄金時代 60 年代傑作作

集」(文芸春秋社) は 32 名の作家によ

るマンガ作品を掲載しているが、その

作者は姓と名のいずれも漢字であるの

は 17、どちらかにひらがなを使用して

いるのは 9、どちらかにカタカナを使用

しているのは 4、ひらがなのみが 2 名で

ある。 

この傾向はマンガというメディアに

由来しているのであろう。そのそれぞ

れの分析もまだ行われてはいない。 

 

3 ナレーションについて 

ナレーションは、状況提示・状況解

説ということで、書き出し部分をはじ

めとして、あらゆる場面につけられて

いる。ナレーションは、作家視点、主

人公視点、別の人物視点などの表現が

ある。通常は作家視点のナレーション

が普通で、主人公視点の場合は、その

内面やうちわの話、別の人物の視点の

場合は、回想表現になる場合が多い。

このような解説的な表現は、マンガの

芸術性を追求している作品では、限定

されており、あるいは削減される傾向

にある。例えば、「エースをねらえ」注

5(山本鈴美香)の書き出しは、テニスコ

ートの試合風景の描写を前面に出し、

さりげなくスコアボードを揚げる状況

説明を行っている。美容赦している風

景の中に校名を描出すような変則的な

ナレーションもある。一方では、既成

の言語作品をマンガ化したものや、歴

史・科学物などの解説マンガにはナレ

ーションが多くみられる。 

 

4 会話文について 

マンガのことばの最も重要な対象で

各種様々な問題をはらんでいる。十分

ではないがここで一度整理して提示す

ることとする。 

(1)  会話文の展開の仕方 

人物の対話の問題で、その対話

を少しずらせると、ギャグマンガ

となる。 

(2)  文の種類について 

どのような文の種類が多いのか



については、感嘆、命令、疑問の

文が多く、それも不完全な構文の

ものが多い。 

(3)  語彙について 

どのような語彙が多いのかにつ

いては、(2)の各種の文に関係する

語彙が当然多くなる。相手を表す

ことばでいえば、二人称代名詞、

愛称、きちんとした呼称などの使

い分けの問題がある。 

(4)  擬音語・擬態語について 

マンガのことばの最も代表的な

ことばで、流行語として流行する

ことばとなる場合も多くある。そ  

の表記も、わざと活字でなく、書 

き文字で表現したり、大きさやそ

の種類を変えるなど、また重量感

を出すなどで、感情や声の程度を

表す場合がよくある。 

(5)  会話文の分量について 

マンガによる解説書は別として、

通常は文字言語を制限することを

重視することになる。そして、一

つのポップにことばを入れるとし

ても、その意味を考慮に入れて、

視覚的にとらえやすいように語句

の単位で区切るという配慮を加え

ることになる。 

  (6)  会話文について 

    会話文を補うことで、どのような

役割を果たすのかについては、マン

ガにおける会話文の表現効果の問

題である。会話文を削除した場合、

同じようなことばと差し替えて置

いた場合、もっとことばそのものを

補った場合を想定して、それらと対

比的に考えることが出来る。 

 (7)  会話文の多いマンガの種類につ

いて 

   会話文の多いマンガの種類にど

のような種類のものがあるかにつ

いては、前述のごとくマンガに様々

な解説書「美味しんぼ」注 6 のように、

知識導入的な内容のマンガは当然

会話文が多くなる。手塚治のマンガ

はおしなべて会話文が多いのに対

して、あだち充のマンガは会話文が 

非常に少ない。その違いは、非日常

的な虚構に題材を求めるのか。日常

に題材を求めるのかに起因すると

思われる。その二者を対局に置くと

したならば、どのような会話の違い

があるのかを検討すれば興味深い

結果となるであろう。 

 ここでは、前述のごとく問題を提

起することとしたのみであり、その

検証には膨大な時間を有すると思

われることから、その検証までは至

っていない。分析については、今後

機会が在れば検証したい。 

  いずれにせよ以上７つの観点に

ついては、いずれも大切な問題であ

ると考える。 

 

５ 擬声語・擬態語について 

  人物の表情や情景などわ表す擬

声語・擬態語について、喜怒哀楽や

ちょっとした動作・表情を表す擬声

語・擬態語がマンガのことばの特徴

として注目される。特に、擬声語の

場合は、その文字を絵画化すること

が困難でありその数も少ない様子

である。 

赤塚不二夫のマンガによく登場

する「天才バカボンのおやじ・・・・

なのだ」は、相手を威嚇する気合い



の大きさ、質の表現などは特筆すべ

き者である。その中でも「シェー」

は、別格である。その動作の大きさ、

表現は一世を風靡した。 

  次に、擬声語・擬態語について 

問題を考えてみる。 

 (1)  音声的な問題 

  マンガによく使われている擬声

語・擬態語に関わる問題について、こ

れらには清音・濁音、繰り返し等の工

夫がよく見られる。時の流れと世の中

の動きと共に強烈でインパクトのあ

る口調の言い方が多くなっていく傾

向があるように思われる。 

 (2)  造語の問題 

   新しい擬声語・擬態語がさまざ   

   ま生まれている様子である。流行語

も誕生している。言葉の組み合わせに

よる造語がよく行われている。 

(3)  ことばの絵画化 

擬声語の重量感を表すために、文

字の絵画化か様々に行われている。 

(4)  語彙の傾向 

   時代と共に変化している。 

(5)  ひらかなとカタカナの使い分け 

    擬声語・擬態語とともに、表現効

果の面からひらかな・カタカナの使

い分けがよく行われている。 

   例えば、Dr スランプ「アラレちゃ

ん」注 7 では、設定上の幼さとキャラ

クターの幼さのギャップが特徴的で

ある。そこで、「アラレ」の会話文

には、ひらかな表記が圧倒的に多い。

もちろん、文中に漢字などが少ない

ことも理由ではあるが、際立ってい

るのは、カタカナ表記が本来と思わ

れるものまで、多くひらがな表記に

なつている点である。「あいすきゃ

んでー」「おっけー」「たっち」な

どなどがある。 

 

６ 人物名・地名・学校名などの固有名

詞の問題 

  マンガの場合は、人物名をはじめと

する固有名詞の命名は大きな問題であ

る。文字言語を可能な限り制限する上

で名前などの固有名詞は発想の展開の

うえで非常に重要な役割を担い、貴重

な原動力となってくるからである。 

 

7 前回までのあらすじや次回予告など 

 どのような⾧さの説明でねどのような

観点から説明されているのかなどは一

切考慮されていない。また、連鎖・・

回などの数字がどのような形の数字で

記されているか、またどのような位置

に記載されているかなどの考察も必要

となってくる。 

 

8 文末の符号とモダリティーの視覚化 

  マンガでは、文末に様々な符号が多用

されている。それらは会話文の場合、音

声的特徴の代用が多く見受けられる。例

えば、よく見受けられるものとして、絶

句やひらめき、驚き、不審、強い意志の

強調に対応する符号の使用がよい例であ

る。絶句やひらめきの場面では、「!」が

多く用いられ、驚きには、「!?」など、

不審には、「?」か用いられることが多

い。これらは、絶句などに明らかなよう

に、全く音声との関わりを持たない。そ

の点で音声的特徴の代用とは別のモダリ

ティーの視覚化と考えらせれるものも存

在する。 

 

9 語りのリズムづくり 



 マンガには句読点が圧倒的に少ない。

句読点が使用されない場合、他の文や会

話文は、文の切れ目や語の切れ目を視覚

化するのに、分かち書きや改行が頻繁に

行われている。これは、音の切れ続きの

明確さを補う消極的な表記効果とも言え

なくもない。しかし、そうとも言えず読

者にはもっと積極的なものとしての表現

効果が生み出されているようにも感じら

れる。特に、改行による場合が顕著であ

る。改められる行に沿って細かく視線を

移動させることにより、そこにある種の

リズムが生じる。それがあたかも、地の   

文や会話文の語りのリズムのように感

じられるのである。このリズムづくりを

視覚を活用したマンガの言葉の積極的側

面と考える。 

 

以上、マンガのことばを中心に、その

視点を列挙した。指摘した観点は今後時

間が許せばそれぞれ解明していくととも

に、絵本との関わりにおいても考察を加

えていきたいと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 

1 鳴門教育大学研究紀要 32 

「絵本の読み聞かせがその後の人生

に及ぼす影響」2017 浜崎隆司・黒 田 

みゆき氏 

 

２ 厚生労働省「保育所保育指針」第

１章総則１・保育所保育に関する基

本原則⑴保育所の役割ア保育所 

  

３ 「ゴルゴ 13」は、さいとう・たかを

氏のコミックス。小学館「ビッグコミッ

ク」に 1968 年から連載中。 

コミック版は現在 201 巻まで発行さ

れており、「最も発行巻数が多い単一漫

画シリーズ」としてギネス世界記録に認

定されている。 

超一流のスナイパー“ゴルゴ 13”こと

デューク東郷の活躍を描いたスパイア

クションで、世界各地の戦争・紛争、ゲ

リラ活動や最新テクノロジー、歴史問題、

芸術、スポーツなど題材が多岐にわたっ

ている。 

同一タイトルで 100 巻以上刊行され

ているコミックスの作品としては、2016

年 9 月に発売された『こちら葛飾区亀有

公園前派出所』（集英社）などがある。 

 

4 村上知彦他・高取英・米沢嘉博著 

平凡社 1987 

 

5 「エースをねらえ!」は、山本鈴美

香のスポーツ漫画。1973 年から 1975

年、1978 年から 1980 年まで『週刊

マーガレット』に連載された。 

少年少女を中心にテニスブームを

起こした、俗に言われる、「スポ根」

漫画として知られ、アニメ化、テレ



ビドラマ化などもされている。 

 

6 「美味しんぼ」（おいしんぼ）

は、雁屋哲原作、花咲アキラ作画

による日本の漫画。 

『ビッグコミックスピリッツ』

（小学館）にて、1983 年 20 号より

連載。1987 年、第 32 回小学館漫画

賞青年一般部門受賞。2020 年 10

月で累計発行部数 1 億 3500 万部を

突破している。 

 
7 「Dr スランプ」は、『週刊少年ジ

ャンプ』（集英社）に 1980 年から

1984 年まで 4 年間連載された。 

また、『月刊少年ジャンプ』2007

年 4 月号には 2007 年特別編が掲載

された。他にも多くのコミック本も

発行されており、TV 化もされてい

る。 

ペンギン村に住む発明家、則巻千

兵衛が作った女の子タイプの人間型

ロボット・アンドロイド。則巻アラ

レの様々なおかしな日常を描いたギ

ャグ漫画。 


