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News Release
2009 年 4 月 21 日
株式会社 旺文社

～旺文社「第 6 回ことばに関するアンケート」集計結果～

小・中・高校生 約 10,000 人が回答

『きれいなことばづかい』をする有名人※

第 1 位は、“エド・はるみ”
（※ 結果の詳細は P.6 に掲載）

教育出版社の株式会社旺文社(本社：東京都新宿区、代表取締役 赤尾 文夫) 生涯学習検定センターでは、
国語・数学・英語の主要3教科の基礎的な知識、技能を問う「生涯学習三検定（語彙力検定・計算力検定・英単
語検定）」を 2000 年より実施し、既に累計で 34万人の小･中･高校生が受検しています。

このたび、2008 年度第 2回(2008年 11月～12月実施)の『実用日本語 語彙力検定』受検者に対して行った
『第 6回 ことばに関するアンケート』（有効回答数 10,930 人）の結果がまとまりましたのでお知らせいたします。

5 月 1日の『語彙（ごい）の日』（日本記念日協会認定、詳細は P.7 に掲載）を目前に控え、このアンケート結
果がことばについて改めて考える良い機会になればと考えています。

【アンケート調査概要】

実 施 時 期 ： 2008 年 11 月 23 日～12月 8 日

調 査 対 象 ： 2008 年度第 2回 『実用日本語 語彙力検定』の受検者（13,704 名）

調 査 方 法 ： 試験終了後、任意で回答（所要時間約 5分）

有効回答率： 79.8％（10,930 人）

回答者内訳： ◆ 小学生＝69.5%(7,598 人)、中学生＝26.8%（2,924 人）、高校生＝2.9%（314 人）、

その他＝0.8%（85 人）、無回答＝0.1%(9 人)

◆ 男子＝52.9%（5,787 人）、女子＝46.7%（5,107 人）、無回答＝0.3%（36 人）

【アンケート結果より （要点）】

 男性語と女性語は異なると約 7 割の子どもが認識。

 「カレーライスうまいね！」「おまえ、いいかげんにしろよ」などの男性語を使う女子
が約3割いる一方、イントネーションによってはやさしく聞こえる「いい天気だね」と

いう言い方をする男子が 5 割以上。男女ともに、使うことばが中性化している。

 『きれいなことばづかい』の有名人、1位は“エド・はるみ”、2 位は“みのもんた”、

3 位は“仲間由紀恵”。

⇒ 詳細は P.2 以降をご覧ください。

≪5 月 1 日は語彙
ご い

の日≫
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アンケート結果の分析

【生涯学習検定センター分析】

質問 1の結果から、男女のことばづかいは「同じでない」と回答しているのは 7割以上。しかし、質問 2 と 3の
結果より、実際は男女のことばづかいの壁がなくなりつつあることがわかる。
質問 4「あなたの近くにきれいなことばづかいで話す人はいますか」という問い（Ｐ.5）に対し、「はい」と回答した

のは53.2％。一方、「わからない」と回答したのが32.8％で、ことばの美醜の基準があいまいな子どもたちが3割
以上もいることがわかる。また、「身近な人の中にはきれいなことばづかいの人がいない」と 12.2％が回答してい
る。
また、質問 6「あなたはきれいなことばづかいで話したいと思いますか」という問い（Ｐ.6）に対し、「はい」が

47.5％と、過半数を下回った。そして、質問 4 と同様、「わからない」の回答が 34.9％にものぼった。
このことから、どんなことばづかいがきれいなことばづかいなのか、という基準があいまいで、しかも、男性語

と女性語の区別がなくなりつつある現在、きれいなことばづかいをしたいと願う子どもが47.5％（質問6）もいたの
は特筆すべきことである、と考えるほうが自然であろう。
質問 7「きれいなことばづかいを身に付けるためにはどうしたらよいか」という問い（Ｐ.6）で、「本を読む」と「きれ

いな日本語をたくさん聞く」がほぼ同数であるのに対し、同じインプットである「テレビを見る」はわずか 10.5％、
「ラジオを聴く」は 7.3％とマスメディアに対する期待値は低いことがわかる。

⇒ アンケート結果をもとに、語彙力検定委員長の宮腰賢先生（東京学芸大学名誉教授）にご意見を伺いました。

～ 「ことばに関するアンケート」の結果を見て ～

【東京学芸大学名誉教授 宮腰 賢】

◆ ことばの正誤、適否を超え、美醜をとらえる

語彙力検定にあわせて行う「ことばづかい」に関するアンケート、今回はことばの美醜についてどうとらえられてい

るか、8 つの質問に答えてもらっています。ことばの正誤、ことばの適否についての調査は多いのですが、感覚に左

右される美醜についての調査は少ないのです。今回は有効サンプル数 10,930 という統計上の誤差を超えるに足る

信頼のおけるデータが得られました。

◆ 男性言葉・女性言葉の認識はあるが、中性化することば

「このバスに乗ればいいのよね？」「わたし、これ好きなんだ！」は女性言葉、「このカレーライスうまいね！」「おま

え、いいかげんにしろよ！」は男性言葉としています。おもしろいのは、女性言葉の「このバスに乗ればいいのよ

ね？」を使う女子は 4 割に満たず、男性言葉の「このカレーライスうまいね！」は 3 割を超える女子に使われ、これま

た男性言葉の「おまえ、いいかげんにしろよ！」は 3 割弱の女子に使われていることです。女性の若い世代では、い

かにも女性らしいことばが敬遠され、中性化する傾向があります。「あなた、いいかげんにしなさい！」では、怒りのこ

とばとしての迫力が出ないのです。文末のイントネーションによってやさしくも言える「今日はいい天気だね。」が７割

を超える女性と 5 割以上の男性に支持されているのも、中性化の現状を顕著に示すものです。

◆ 歯切れのよさが「きれいなことばづかい」

「きれいなことばづかい」とはどんなことなのか。難問です。質問8の回答結果のベスト5は、エド・はるみ、みのもん

た、仲間由紀恵、タモリ、安住紳一郎。歯切れのよいことばづかいが「きれいなことばづかい」であると受けとめられ

ているようです。麻生太郎の名が挙がっているのも、用語の正誤、論理の一貫性よりも、語り口の歯切れのよさが評

価されているのでしょう。

ただし、歯切れのよさだけではありません。わかりやすい語や単純明快な構文を用いて、信念を語るイチローや石

川遼が挙がっているのは、心の伝わることばづかいを「きれいなことばづかい」であるとする感覚が働いたものでしょ

う。日本語の将来に希望のもてる結果です。
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「ことばに関するアンケート」調査結果内容

【質問 1】 男の子（人）が使うことばと、女の子（人）が使うことばは、同じだと思いますか？
（※有効サンプル数：10,930 人）

【質問 2】 次の各文は、それぞれ男の子、女の子、どちらの話し方だと思いますか？
【質問 3】 あなたは次の各文のようなことばづかいはしますか？

（※有効サンプル数：10,930 人）

● A：今日はいい天気だね。

【質問 2】 男の子、女の子、どちらの話し方だと思いますか？

【質問 3】 あなたはこのようなことばづかいをしますか？

● B：このバスに乗ればいいのよね？

【質問 2】 男の子、女の子、どちらの話し方だと思いますか？

【質問 3】 あなたはこのようなことばづかいをしますか？

はい 12.2 ％
いいえ 71.7 ％
わからない 14.7 ％
無回答 1.4 ％

男の子 7.1％
女の子 23.2％
男女どちらでもよい 67.1％
よくわからない 2.1％
無回答 0.5％

総数 男子 女子
はい 63.4％ 54.4％ 73.6％
いいえ 28.4％ 36.4％ 19.4％
わからない 6.8％ 7.7％ 5.8％
無回答 1.4％ 1.6％ 1.2％

男の子 1.3％
女の子 85.6％
男女どちらでもよい 11.1％
よくわからない 1.3％
無回答 0.6％

総数 男子 女子
はい 21.9％ 13.5％ 31.6％
いいえ 70.8％ 80.6％ 59.8％
わからない 5.6％ 4.0％ 7.3％
無回答 1.6％ 1.9％ 1.4％

女子

男子

女子

男子

※小数点以下を四捨五入しているため、合計が100％になっていないものもあります。

「いいえ」の回答から、「男性語」と「女性語」の違いを認識して
いる子どもが 7 割以上を占めていることがわかる。

男の子 7.1%
女の子
23.2%

男女どちらで
もよい 67.1%

よくわからない 2.1%
無回答 0.5%

はい 54.4% いいえ 36.4%
無回答 1.6%

わからない 7.7%

はい 73.6%

いいえ 19.4%

無回答 1.2%

わからない 5.8%

はい
13.5% いいえ 80.6%

無回答 1.9%

わからない 4.0%

はい 31.6% いいえ 59.8%
無回答 1.4%

わからない 7.3%

よくわからない 1.3%
無回答 0.6%

男女どちらで
もよい 11.1%男の子 1.3%

女の子 85.6%

はい 12.2％

いいえ 71.7％

わからない
14.7％

無回答 1.4％
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● C：このカレーライスうまいね！

【質問 2】 男の子、女の子、どちらの話し方だと思いますか？

【質問 3】 あなたはこのようなことばづかいをしますか？

● D：わたし、これ好きなんだ！

【質問 2】 男の子、女の子、どちらの話し方だと思いますか？

【質問 3】 あなたはこのようなことばづかいをしますか？

● E：この本、先生のだよな。

【質問 2】 男の子、女の子、どちらの話し方だと思いますか？

【質問 3】 あなたはこのようなことばづかいをしますか？

男の子 65.6％
女の子 3.5％
男女どちらでもよい 27.4％
よくわからない 2.6％
無回答 0.8％

総数 男子 女子
はい 53.0％ 70.3％ 33.5％
いいえ 38.8％ 23.1％ 56.6％
わからない 6.5％ 4.8％ 8.5％
無回答 1.6％ 1.8％ 1.4％

男の子 1.0％
女の子 91.5％
男女どちらでもよい 5.4％
よくわからない 1.1％
無回答 1.0％

総数 男子 女子
はい 32.0％ 4.9％ 62.7％
いいえ 60.9％ 89.6％ 28.4％
わからない 5.2％ 3.2％ 7.4％
無回答 1.9％ 2.2％ 1.6％

男の子 91.0％
女の子 0.5％
男女どちらでもよい 6.1％
よくわからない 1.4％
無回答 0.9％

総数 男子 女子
はい 34.2％ 56.6％ 8.9％
いいえ 57.8％ 34.8％ 83.9％
わからない 6.2％ 6.8％ 5.6％
無回答 1.7％ 1.8％ 1.6％

女子

男子

女子

男子

女子

男子

よくわからない 2.6%
無回答 0.8%男の子 65.6%

女の子 3.5%

男女どちらで
もよい 27.4%

女の子 91.5%

はい 70.3% いいえ
23.1% 無回答 1.8%

わからない 4.8%

はい 33.5% いいえ 56.6%
無回答 1.4%

わからない 8.5%

よくわからない 1.1%
無回答 1.0%

男の子 1.0%

男女どちらで
もよい 5.4%

はい 4.9%

いいえ 89.6%
無回答 2.2%

わからない 3.2%

はい 62.7%
いいえ
28.4% 無回答 1.6%

わからない 7.4%

女の子 0.5%

よくわからない 1.4%
無回答 0.9%

男の子 91.0%

男女どちらで
もよい 6.1%

はい 56.6% いいえ 34.8% 無回答 1.8%
わからない 6.8%

はい 8.9%

いいえ 83.9% 無回答 1.6%
わからない 5.6%
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● F：おまえ、いいかげんにしろよ！

【質問 2】 男の子、女の子、どちらの話し方だと思いますか？

【質問 3】 あなたはこのようなことばづかいをしますか？

【質問 4】 あなたの近くに、きれいなことばづかいで話す人はいますか？
（※有効サンプル数：10,930 人）

【質問 5】 （質問 4 で「はい」と答えた人のみ）あなたの近くで、きれいなことばづかいで話す人はだれです
か？（3 つ以内） （※有効サンプル数：5,818 人）

男の子 78.2％
女の子 0.7％
男女どちらでもよい 17.6％
よくわからない 2.6％
無回答 1.0％

総数 男子 女子
はい 46.7％ 63.6％ 27.6％
いいえ 41.7％ 25.7％ 59.9％
わからない 9.8％ 9.0％ 10.8％
無回答 1.7％ 1.8％ 1.6％

はい 53.2 ％
いいえ 12.2 ％
わからない 32.8 ％
無回答 1.7 ％

総数 男子 女子
女の友だち 37.8% 24.2% 52.0%
学校の先生 30.6% 30.6% 30.7%
母親 25.7% 23.9% 27.8%
祖父母 23.1% 20.8% 25.3%
塾の先生 21.6% 23.6% 19.6%
男の友だち 17.8% 30.0% 5.3%
その他 14.3% 17.7% 10.7%
父親 12.1% 13.2% 11.1%
その他の家族 6.3% 6.9% 5.8%
兄・姉 1.5% 1.6% 1.4%
弟・妹 0.7% 0.7% 0.7%
無回答 0.7% 0.7% 0.8%

女子

男子

「男性語」「女性語」の使い分けをある程度理解している一方、極端な「男性語」「女性語」は男女共に避
ける傾向にある。実際、男子は「女性語」を、女子は「男性語」を使うようになっており、ことばづかいの中
性化が進んでいる。
「うまい」「～しろよ」などの「男性語」も、「C：このカレーライスうまいね！」は 27.4%、「F：おまえいいかげ

んにしろよ。」は 17.6%の人が「男女どちらでもいい」という回答だった。

女の子 0.7%

よくわからない 2.6%
無回答 1.0%

男の子 78.2%

男女どちらで
もよい 17.6%

はい 63.6% いいえ
25.7%

無回答 1.8%

わからない 9.0%

はい
27.6% いいえ 59.9% 無回答 1.6%

わからない 10.8%

半数以上が、身近にきれいなことばづか
いで話す人がいると感じている（質問 4）。
その中でも、学校の先生や両親を抜い

て、女の友だちが 1位になるという興味深
い結果になった。次いで、2位が「学校の
先生」、3位が「母親」。
また、男子は男の友だちの影響が、女

子は女の友だちの影響が大きいことがわ
かる。

はい 53.2％

いいえ 12.2％

わからない
32.8％

無回答 1.7％
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【質問 6】 あなたはきれいなことばづかいで話したいと思いますか？
（※ 数字：％、有効サンプル数：10,930 人）

【質問 7】 きれいなことばづかいを身に付けるためにはどうしたらいいと思いますか？（3 つ以内）
（※ 数字：％、有効サンプル数：10,930 人）

【質問 8】 きれいなことばづかいをしていると思う有名人を 1 人だけあげてください。
（※ 数字：人数、有効サンプル数：2,456 人、自由回答）

はい 47.5 ％
いいえ 14.1 ％
わからない 34.9 ％
無回答 3.5 ％

本を読む 55.0 ％
きれいな日本語をたくさん聞く 54.7 ％
年上の人と話をする 46.4 ％
国語の勉強を一生懸命にする 32.9 ％
テレビを見る 10.5％
ラジオを聴く 7.3％
特になにもしなくてよい 2.6％
その他 8.9％
無回答 3.8％

順位 総数 男子 女子
1 エド・はるみ 205 人 111 人 94 人
2 みのもんた 133 人 111 人 21 人
3 仲間 由紀恵 120 人 18 人 102 人
4 タモリ 114 人 83 人 31 人
5 安住 紳一郎 80 人 43 人 37 人
6 イチロー 74 人 72 人 2 人
7 新垣 結衣 67 人 5 人 62 人
8 デヴィ夫人 54 人 26 人 28 人
9 黒柳 徹子 53 人 29 人 23 人
10 スザンヌ 44 人 8 人 36 人
11 堀北 真希 43 人 2 人 41 人
12 島田 紳助 43 人 38 人 5 人
13 上戸 彩 41 人 1 人 40 人
14 櫻井 翔 39 人 4 人 35 人
15 麻生 太郎 36 人 32 人 4 人
16 石川 遼 34 人 24 人 10 人
17 浅田 真央 33 人 6 人 27 人
17 DAIGO 33 人 28 人 4 人
19 上地 雄輔 32 人 23 人 9 人
20 高島 彩 30 人 1 人 29 人

昨年活躍した「エド・はるみ」が、2位の「み
のもんた」の 1.5 倍以上である 205 票を獲得
し、1 位となった。「みのもんた」のほかにも、
「タモリ（4位）」「安住 紳一郎（5位）」など司会
のイメージが強い芸能人が上位に入ってい
る。
また、【質問 4】にて同性の友だちの影響が

大きいことが結果として出ていたが、【質問 8】
においても同様の傾向が見られた。
男子からの投票が多かったのは「イチロー」

や「麻生 太郎」、「島田 紳助」、「みのもん
た」、「タモリ」など。
一方、「仲間 由紀恵（3位）」をはじめ「上戸

彩」「堀北 真希」「新垣 結衣」などは女子か
らの票が多かった。

※ 自由記述で回答が分散したため、この質問に限
り人数で記載した。

「本を読む」が「きれいな日本語をたくさん聞く」と
約 55％でほぼ同数であるのに対し、同じインプ
ットである「テレビを見る」はわずか 10.5％、「ラ
ジオを聴く」は 7.3％とマスメディアに対する期待
値は低いことがわかる。

約半数の子どもが、きれいなことばづかいで話したいと
思っている。

はい 47.5％

いいえ 14.1％

わからない
34.9％

無回答 3.5％
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【生涯学習三検定について】

生涯学習検定センター（旺文社が1999年9月に検定試験の実施を目的に設立）は、実用的な日本語の語彙
力を総合的に測定する「実用日本語 語彙力検定」、算数・数学の計算力を測定する「計算力検定」、英語の基
礎的な単語の知識を測定する「英単語検定」の『生涯学習三検定』を開発し、2000 年 7月から毎年 2回（7 月・
12 月）実施しています。これらの検定試験は、基礎学力を客観的に測定・評価できる信頼性の高い検定試験と
して、中学校と学習塾を中心に普及し、昨年までの 9年間で累計受検者数が 34万人を突破しました。

＊ 実際の検定試験問題の一部や正答率、受検者数などの検定結果データは、生涯学習検定センターの URL
http://www.kentei-center.com/でも詳しく紹介しています。より詳しい資料・問題集などのご要望がございましたら、旺文
社 生涯学習検定センター（TEL：03-3266-6764）までお問い合わせください。

＊ 実用日本語 語彙力検定の 2009 年度実施スケジュールは以下の通りです。（学校や学習塾等の団体受検のみ）
第 1 回 （通算第 19 回） ： 試験実施 6 月 28 日（日）～7月 14 日(火） 〔申込締切 6 月 8 日(月)〕
第 2 回 （通算第 20 回） ： 試験実施 11 月 22 日(日)～12 月 7 日(月) 〔申込締切 11 月 2 日(月)〕

≪５月１日は語彙
ご い

の日≫

旺文社は、生涯学習三検定の一つである『実用日本語 語彙力検定』にち

なみ、日本記念日協会に５月１日を『語
ご

（５）彙
い

（１）』の日として申請し、2007年

2 月に正式認定されました。

また、近年、語彙力が低下していると言われる子どもたちに語彙力の大切さ

を認識してもらうため、2008 年よりホームページ上で語彙力を試すことができ

る「にほんご WEB テスト」を実施しています。

WEB テストは小学生向けの初級「にほんご山コース」、中学生向けの中級

「ふじ山コース」、高校生向け上級「エベレストコース」の 3 種類です。テスト結

果に対する分析コメントも表示されますので、自分の弱点を把握でき、日常

の学習にも役立ちます。

にほんご WEB テスト ⇒ http://www.kentei-center.com/goi-chan/index.html

以上

【会社概要】
社 名： 株式会社 旺文社
代 表 者： 代表取締役 赤尾 文夫
設 立： 1931 年 10 月 1日
本 社： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町 55 TEL：03-3266-6400
事業内容： 教育・情報をメインとした総合出版と事業
U R L： http://www.obunsha.co.jp/

実用日本語 語彙力検定
日本語の語彙力を客観的に測定・評価する検定試験です。社会生活上実用
性の高い語句の理解や活用について測定します。（2～7 級）

計算力検定
算数・数学の計算力を測定・評価する検定試験です。計算力は、他の教科の
学習や社会生活を営む上でも重要な能力です。（3～7 級）

英単語検定
英語の基礎的な単語の知識を測定・評価する検定試験です。英語学習者が
それぞれの学習段階に応じて習得すべき英単語力を測定します。（3～5 級）

語彙の日、
語彙力検定の
キャラクター
「ごいちゃん」

「にほんご WEB テスト」

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社旺文社 広報担当：山縣(ヤマガタ)・三澤(ミサワ)
TEL:03-3266-6495 FAX:03-3266-6492 E-mail：pr@obunsha.co.jp


