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ロシア語教育研究会誌『ロシア語教育研究』書式 

 

 原稿作成はワープロソフト“WORD”を使用し，以下の書式に従ってください． 

編集作業をより容易にするため，以下のような様々なお願いをします．以下の書式通りに

いかない場合や，不明な点などは編集委員会にお尋ねください．最終的な体裁の統一につい

ては編集委員会にお任せいただければ幸いです．わかりにくい点もあろうかとは思いますが，

よろしくご協力ください． 

 

１．［ページ設定（レイアウト）］の各項目を次のように設定してください． 

・まず，下の方にある ［フォントの設定］ ボタンを押して， 

フォントを次のように設定してください． 

日本語用のフォント  MS 明朝 

英数字用のフォント  Times New Roman 

スタイル     標準 

サイズ     11 

・［用紙］タブ 

用紙サイズ    A4 

（ただし印刷するときに B5 に縮小します．表やグラフを挿入される方は，この点を考

慮し，表・グラフ中の文字サイズに注意してください．） 

・［余白］タブ 

上   25 mm    下   30 mm 

左   27 mm    右   27 mm 

とじしろ  0 mm 

・［文字数と行数］タブ 

［文字数と行数を指定する］に印し，次のように設定してください． 

文字数  41 字    （字送り 10.8 pt） 

行数   37 行    （行送り 18.5 pt） 

・［その他］タブ 

ヘッダー  15 mm 

フッター  17.5 mm 

なお，脚注の書式設定については，３の 注の設定等について を見てください． 

 

２．論文等の構成 

・本文をいくつかの節に分け，１．２．３．．．のあとに見出しをつけてください． 

・節を項に細分化する場合には（１）（２）（３）．．．のあとに小見出しをつけてください． 
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３．注の書式設定等について 

※ 原則として，脚注機能を使い，脚注にしてください． 

 本文中の注番号 

・注番号は〈上付き文字〉で両括弧付，括弧・数字ともに半角で記入してください． 

・なお，句読点は注番号の後ろ．閉じ括弧類 」 や ） や ］ などは注番号の前． 

例 ……それは忌むべき最悪の紋切り型に他ならない(15)．…… 

……感情をそのまま演じてはいけない」(29)
 ……

 

 

 脚注（このページの下部に例） 

・半角で両括弧付きの数字にする． 

・文字サイズは 10.5 にし，〈上付き文字〉の設定を外してください． 

・脚注の文章はこのページ下部の例のように，タブ機能などを使って頭を揃えてくださ

い（［段落］メニューの中の［タブ設定］でタブを 9mm，［最初の行］で［ぶら下げ］

9mm に設定してください）． 

 ・脚注の文章中の文字のサイズは，10.5 に設定してください． 

 

４．文献の指示 

・本文及び脚注で文献を指示する場合には，かぎ括弧［ ］をつけ，著者名，刊行年次，

引用ページの順に書き，下の例に従って記載してください． 

［山田 1960: 34-37］ 

［Clarke 1980: 140］ 

［山田 1960: 34-37, Clarke 1980: 140］ 

 

５．参考文献一覧→本文のあとにつける 

・本文の後 2行あけて，参考文献（文字サイズ 12，MS ゴシック）と記入． 

・文献・資料名の文字サイズは 10.5． 

・［セクション区切り］で前後を区切り，［ページ設定］の［行数］のみ変更する． 

行数を，40 行とする． 

（［セクション区切り］は，［挿入］メニューの［改ページ］の中にあります．Vista→［ペ

ージレイアウト］→［区切り］） 

・参考文献は著者名，刊行年，タイトルまたは論題，雑誌または書名，巻，号，出版社名，ペ

ージ数の順に下記例の要領で記すこと．日本語以外の参考文献は単行本名や雑誌名をイタリ

ックで記すこと． 

                                                      

(15) 自動詞の「～テイル」，受動形の「～ラレテイル」，結果相の「～テアル」のそれぞれの

意味的差異について 

(29) Auty, R. 1978. Literary Language and Literary Dialect in Medieval and Early Modern Slavonic 

Literatures, The Slavonic and East European Review, 192-201. 
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・一つの資料名が複数行になる場合，2 行目以下はぶら下げ機能などを使い，左端を揃え

る． 

 a) ナンバリングする場合は，ナンバー数字以外は 9mm ぶら下げ 

（脚注と同じ要領です．） 

 b) ナンバリングがなく資料名が複数行にわたる場合は，2行目以降を 5mm のぶら下げ

とする 

 

参考文献一覧 (b) 例 

 

参考文献 

Балыхина Т.М. 2004. Основы террии тестов и практика тестирования (в аспекте русского 

языка как иностранного). М., МГУП. 

林田 理惠 2010.「ロシア語総合試験結果データとその分析 ― ２年次 2000-2009 年度 ―」

科学研究費補助金（2008-2009 年度）研究成果報告書『到達度評価制度構築のための『国

際基準』に準拠したロシア語総合試験開発』大阪大学, 55-79. 

伊藤 祐郎 2008.『日本語教師のためのテスト作成マニュアル』アルク. 

鎌田 修 2005.｢OPIの意義と異議－接触場面研究の必要性－」『言語教育の新展開』ひつじ書

房, 311-332. 

Методические совещания-семинары 2009. Методические совещания-семинары по изучению и 

преподаванию русского языка как иностренного. СПб., «МИРС». 

 

６．文字を全角にするか半角にするか？ 

原則として， 

全ての日本語および日本語と一緒に用いられる記号 … 全角 

全ての英数字および英数字と一緒に用いられる記号 … 半角 

脚注の番号と括弧         … 半角 

 

７．最初のページのレイアウト（最終ページに添付した例を参考にしてください．） 

説明文中の字体は，日本語の場合の字体です．欧文の場合は，それぞれ次のように変え

てください． 

MS 明朝 → Times New Roman  MSゴシック → Arial 

 

・1行目  全角の［ ］をつけて分類を表記（MSゴシック・文字サイズ 14）． 

括弧と分類名の間には半角空白を入れる． 

［ 論文 ］ ［ Статья ］など 

・2行目  タイトル（MS 明朝・太字・文字サイズ 20）を［両端揃え］で表記． 

副題がある場合，タイトルの次の行から 1 字下げて副題（MS 明朝・太字・文字サイ
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ズ 14）両端にダーシ ―― をつけて［両端揃え］で表記． 

  ・タイトルまたは副題の後は，1行 空白． 

・次の行に氏名（MS明朝・太字・文字サイズ 14）を［右揃え］で表記． 

姓と名の間は全角空白．欧文の場合，姓名の順で姓を大文字で表記． 

・名前の下は，1 行空白． 

  ・次の行から見出し・本文（または小見出し）を始める（MS 明朝・文字サイズ 11）． 

 

８．要旨のレイアウト 

・1行目MSゴシック・文字サイズ 14で 

要旨 Summary  Резюме などとする． 

・2行目  タイトル（MS 明朝・太字・文字サイズ 18）を［両端揃え］で表記． 

副題がある場合は，タイトルの次の行から一字下げて副題（MS 明朝・文字サイズ 14）

の両端にダーシ ―― をつけて［両端揃え］で表記． 

・タイトルまたは副題の後は，1行 空白． 

・次の行に名前（MS明朝・太字・文字サイズ 12）を［右揃え］で表記． 

姓と名の間は全角空白．欧文の場合，姓名の順で姓を大文字に表記． 

・次は 1行空白． 

・次の行から要旨の文を始める（MS 明朝・文字サイズ 11）． 

 

９．  その他 

 本文や要旨の欧文は，段落の第一行目は，2.5文字の字下げ． 

 

１０．提出原稿 

・ハードコピー（プリントアウト原稿）とメール添付にて電子ファイルを提出してくださ

い． 

・完成原稿を提出してください．著者校正は 1 回のみで，あくまで単純なミスの修正など

に限り，内容の変更，加筆は原則として認めません．編集委員会は校正に責任を負いま

せん． 

・編集委員会が版下を完成させて印刷業者にわたすので，原稿は可能ならばワープロソフ

ト WORD（できる限り office 2003以降のバージョン）を使って書き（他のワープロソフ

トご使用の場合は事前にご相談ください），印刷原稿と電子ファイルを編集委員会に提出

してください． 

 

 

以上について，ご協力よろしくお願いいたします． 

ロシア語教育研究会編集委員会 



 5 

［ 論文 ］ 

いわゆる「瞬間動詞」について 

－ロシア語動詞アスペクト分析－ 

 
 

林田 理惠 

 

1. 「瞬間動詞」とは 

 

 Апресян (1988: 57-78) では「瞬間動詞」についての詳細な叙述がみられるが，古くは Маслов 

(1948: 303-316) で動詞の語彙的意味とアスペクト的意味の相関性が分析され，そこで｢現実

的持続｣の意味をもたない動詞群の存在が言及されている．さらに Vendler (1967) の動詞 4 分

類中の «Achievement» 類の言及を経て，その後，数多くの研究がこの「瞬間動詞」と呼ばれ

る動詞グループについての分析を行っている［Булыгина 1982: 40-85, Гловинская 1982: 71-115, 

Мелиг 1985: 227-249, Апресян 1988: 57-78, Гиро-Вербер 1990: 102-111, Падучева 1996a: 84-102, 

Падучева 1996b: 103-121, Падучева 1998: 332-342］． 

 これらの先行研究の多くで，「瞬間動詞」は「新しい状態への移行」「瞬時的 1回動作」[Маслов 

1948:315]，「時間幅をもたない動作」「瞬時に生起する動作」［Vendler 1967:102-103］，「きわ

めて限定された時間幅しかもたない動作」［Kučera 1985:123］を表す動詞として定義され，い

ずれも動詞が表現する言語外事実としての動作のありようそのものに依拠した内容となって

いる(1)． 

 しかしながら，動作が瞬間的であれ状態であれ，それが「瞬時に変化する」と判断するの

はあくまで発話主体たる人間の主観であり，したがって，現実に生起する動作や状態そのも

のの時間幅の長さをいくら議論したところで，「瞬間動詞」として括られるところの動詞群の

特徴を導き出すことはおそらくできないであろう． 

 一方で Апресян (1988:64-67) でも述べられているように 

1) 動作の持続時間を表す時の状況語 долго, недолго , час ... 

2) 漸進性を表す様態の状況語 медленно, постепенно ... 

3) 動作の完成に要する時間を表す時の状況語 за три минуты, за год ... 

4) 位相動詞 начать, продолжать, кончать, перестать           等 

とは構文上のふるまいとして結合しがたい動詞群が存在するということも，揺るがすことの

できない事実である． 

                                                      

(1) Падучева (1998:332-342) においてのみ，「瞬間動詞」について「その描く事態に対して共時

的視点をとることが不可能で，回顧的視点のみが可能な」動詞群との定義がみられる．共時

的視点／回顧的視点については Падучева (1986) , 林田 (2007:79-82) 参照． 


