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耕缶聴覚

1.はじ柳二

や頼語義表2･124_r碍碑､璃軌 の頑には.｢'il<11も

rlJく1Jマ｣ T ldl(耳J rうせるJ TうLなう｣｢きえうせ

るJ rにtTうせるJ rL77ろJr い7､するJ r3itとT J tS

ど､一群の韓を見出てこY:群できるo･こIdjJh翰ぞぼ.こ光ら

の轟のうう.rな くマ｣●-trぅしなう J に禽点をあて､軒急
場帝､禽もの布衣 rJビについて分析していく｡菅して､rTJ
<耳J TうLTJラJの分叶互顔 7 [=3)ヒ､T おと耳Jと.Q)鼻

零を分覇 していく｡

ぼLtt抑二､F卸l個 海中帝鮎 ドよっ-a:誉れぞ仇の韓かどl)忠

追子弟ているかモみることにする｡

Tうし'JうJ(他m)

ト) 希っているものを'i<了｡老来か畠分のもので甘

くT3ろO畠命かうE3なれる,

L=) せれ 嘗自分のものにしま二㌢う｡取り1=群･･す｡

見つけきニTJう. r冷食をう･LTJう.TJビ

(=) んに究Ti水石｡免にわかれるd

r'i(てJ (偲押)

なし増 穂にてる｡克 くてる｡な<rJ了｡
ト1禽カによって願い壮緒に下ろ.

r欠点､互なくす.r虚からゴ ミをなくす.

C=) ILttQl虐みゼネ赤尭'Jことかう集う｡

.?



｢亀車の中で財布互な< LT=J

T 生きる希鷲をTiくした.

-

=1
∵
ド
･∵;,･ト

｢あ､どす｣(館阿)

トト (-) ものの亜農急患 軒かう下にむけと帝妙子せ 亨 ,

まr=､下降しこ下に逮1-るようにさせろ｡

7､ 落下Tttろ｡ ィ.娩-q.ウ､患巷丁･世も

由 位置乞食<す る ,

缶) 温くへ放ず去うでろ.
臣7､葡 よリ麓度 左下tf巧｡

t･う 率い14-と亀甲釣る.

(G7. 煙管.品伍T3と色聴くする.
L=ト ト) ｢い7Jい葛もの邑取 ()去る｡

(==う 野蒋品Tdtど皇なくす｡

珪叫-卜) うっかりしてあるべきもの 変額甘･すB

t到 ｣JT唾 .

2･｢うL'czう . rq)i(寸J についと

2..1.打象

ま硝 抑 =弁慶二日斡番 . つ晋,llr ～もうしなう｣ p-

と'J<甘 J という物 日酔歩とTiりう為薄についと胡肇

して弟 を｡

(I)､本そ うしなっT=｡

糾 ･本も TJくLl=｡

(3) 千円礼も うしfii､ TT-.

(約 十円礼を なくした.

(f) 野市乏 うしなった .

(i) 散布も TJt<した.

(1)粒度ど家邑 う しなった.
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-∵､-cyF･;HRFtm
広F･r-月,---1等.胡-H･･r:gtJX=h
rlLl鷲相川日和二はnln
-1旧道運月･
司
叩L:I-YE1

月層甥はヨ指喜L･q毒
空き･眉顎用LFE月
け措皐=KL闇を享.T招闇

胤胤m儲

&)鞄 農で壕互なくしT=,
剛両親盈うし'Jう｡
Q

o)､前額 互 ~7-3くす｡〃J)恵鹿乞 うしなう.

¢)紀鹿芝 rJLくす｡川 瀬金吾 うし･'iう｡(抑 磯金色

なくすβ紳 命互 うLTJうq紬命 -A 'd<苛｡㈹ .自薦を う

Lriう｡碑 畠億 を FJT<す.11上の卵 甘 うわか香盛 り､対象のた

Lll､まT=､対零す感象轡である1Jl･項催物 で 覇 るかTJ守

にはt:_.ん招 サ 頼 ilJl<･ニ静とも色々Td･唱 呼称倶 /王.
とそニ:とかで き/J ←二二7･間藤t='J

招 Vは ､ ｢千円私有うLfJbrT=.ヒ 一一千円丸モな<した ｣

､｢財布もうしTd-,た-･ヒT群符号なくUT=｣などのそれ曾車の野否と二の-

r:うrih薄味cl速い芭手もているのかtlいう二とぞ誘る っ

2 ･2､原取壊 E=2､1･､の愚鮒 =濠起 しf=間膚gl

脅喝Q)たれ ｢うし'yう J rな<すJ ヒいう鮮卑g･もたら

LF='辱軒｣に7日ぞ分析を企めZい

くb歯式LT=r鞄 =･羊毛禽噴11ニよれ で､r うしなう ,l弐
r



る物が､畠分の千旦はfJれ舌､自分のものでTJ<なる(碇

刺 はどうあれ)｣ことで釣ると言えろ｡誉して .巧竹､う希え

ようとしていろ｢商圏 .r-IJ=707廟 かeiる?_･釣ろう｡

-7は､T-主体の子藷恵ヤ気o)蔑み､不本意｣にJるもJ77

でめ り､もう一つは､｢主体か布T37r=ある桁毎の鹿尊と

してJEか ｢ 外事か与の声カごやむ邑え耳Jという理由で

ある｡

二二でijTの皿組07和利をあげろ｡

(lq)う1サ リ層ぎh-来て十円礼邑うし'Jっ.てしまった｡
なa)うっかり届き志水てヰ 門札亙TJ<して しまっT=,

郁 恵佃TJ塵リ物 皇軍rTIT-1動､･試ろL･T-J芸サ リので7i

円礼をうLT37だ｡

な2)*高藤TJ贈り物言苧ったた新,t;ろしたはtiC､リの一万

阿礼互7:3<した ｡

e3)T軒鳶匝 け汚敏明 醸 して.大臣の拘位 邑うLTSっT=｡

帥〆｢'慨 犠-3は汚職か拳骨 して末箆の施 政邑な<LT--｡

帥 暴77軌 =TTたかれ て 節希=L.とうLTJった .

㈲x農オ田ドたT:-～かれZ､財布ゴヒなくした .

U飢 妙の二つの倒立は ｢う｢かリtilきわすれて うしな7

T= 了 うっかりおきわ すれてT3くLl=｣羊いうもC)で ､r

主体の不達恵や負の嶺み､矛本義Jを理由として生Ltt盲T

うLでiうJ 'なくす｣♂湧陀 ある｡ニC)報命 l言､どちらも

用いるニtlか せ き為 obt･)～なさ)の三組 の例 文Zl3'主体が行

訂っT=ある行為の給農と◆してJヒか r銅 伽､ら.の匠7771や

も考えず｣という場合切倒どみろ｡

6/)･(")の例では､Tを倫l噛 り物 を胃rT=Jヒいう彼の

行為の鮭秦と して､つまり､勧 不達喪ヤネ本息 ､素の線

弟からではまったくlsく. r一万円礼もうしTよった｣♂)で

卸 ト この埼食 .TうしなうJは権えても rT3(す｣を俺



う 三と



いうTTい Tsものを軒豪ヒする象各rラLTJう｣ ぞ､l抑 々し

<不貞符なのである｡つまりrうLTJう｣ は｢'J=<可｣より

も鼻丈低 王府 uTせる緒 ぞありT財布 をうしな ったJT郎稀 を

TS<LT=｣互とヒ擬した雛 ､覇者の牙かより丈･777lS肝布で弟

苓ニヒモ確 示 していろ｡

'2_､つ･･.､東電C)再往 .

･栗に考えわばTJらt‖一重専Ti和 音 ｢ Ti< す｣ という語の

T'竜品櫨Jについてである｡(･311)壁上かt7可1 1この暴力をtJく右
(珂X壁上か巧可 t̂tての暴力をうし13う｡

脚 町中からゴミをTJ(す｡

囲て町中からゴミ乞う LTiう｡

鍋教叡 二にぼ､こcTJ臆し＼東与を潜 ころようTi～ここは'J:<

さ抑 fTJtらTkS～い.｡

搬 敢 軌 二たばこの穐いかL/邑槍ZろようTJ:二とI3うL

T,}わ細 君ならT3-い.

鍋 女中の韻リ邑なくすcfう額カして下T llb

(39)X丈ヰ;･鳴 りをうしなうよう撃力してTT LtQ

･即 欠落達T3< し.長輯互のばす｡

如Y欠き T:iうLTsい.長押をグ=訂了｡

上記の例のように｢!,よ
く耳Jl.
はr･･-しようlヒいう主体

の清適鵡古をもつ.二の歯では､r努抑=よってTJい
群絶

.
堤
.
禍Jという
TTd･く
す
Jの瀬音による
寓啄からも理辞下ろ

ニylが空亨ろ,葡述した｢心の
窟みや子本恵fJことから某j
_i
t
.い
う鳶唆C)
'な<了Jtl朗潤約で萄為｡二の
寓味引よ
rうLltJ･t
うJ乞剛lるコとl才できず､r
うし甘
う
Jが椅極的

㌔痛み陣互帝rこなし.ことがわかる.
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I転 ′;J,.,?,■托J.II.AJ.5, ''iくすJ机 こうした恵鹿 削 ､られる齢 に現通し

て竜えろ二とは｢弼 私 乞ヒ為ことである｡別物 由裾こもあるよう

に貴中に明紀丁九ていろ場金もあ為し､ 女中に仔岬紀されr妄

<ても ､孝火lてあrころ轟モ女中に韓み とろことができろ ｡ 朗 の甥

食 は ｢日本から｣ヒカ､rこの世サら｣とかの帝が師の壊命も

｢女中かC7｣という藷か施みとれろ｡,Lの｢主査のLL.の埠

か西 注意･不本寓から集うJ という格 剣 こl打 から軌 もとちことは'J･

.=or'JくすJかこの意味をもっ剣 吉､rTiく｣ 十T-qか = '+1(すとしlう歯構塩かケ魂生すろ
,JJでE3'J:=がと

患われろが､ rTsくすJ ヒいう額軸 もC1の藷轟追払 今 後i藍 に分析す

る必魯瀬あるo2

.年･ ･断 り的用法･Evc･飴 r's<マJrうL'sうl♂-′斬 晒 用象 t･L

て如 よう7才もglがある｡(4]) 象 邑う LT

J:う｡勧 - セ ､Y卜をうLTsうふ'瞬 色乞うしなう｡'i言 ､ rうしな う⊥ 'Tgcくす⊥研ぎと

頻1'/上(1､ユ･- 24 'の命材 をまと〆ろヒ ,うLTiうJrrd:く

司lにつtlてl作 のこ軸卿 さる.(7')､ 'うLTJうJrlS<すJ臥 ｢畠/紬 もo'で

,i<,j'与､畠/hの与を廃 れろJという膏を頚通のもあとしても

ち.軒家についてC)利得は基本勧 てlI机｡Lt.)
Ir'3くす｣は･r主知 Lbtc磯 みや子太東⊥の練 と
してあり･rうLTsうJは.号 頼 加えて､



tldi)｢うしな うlは｢TJ.tくすJ より更に重大性 革み叩r=毛

貴ztlQ)ろ｡

tI.V) ｢な(すJは r･--しまうl という積極勾な主体の魚

苗乏二韓79

ち. ｢おと寸 Jについて

冴r-｢あ､ヒ首Iにつ11て皆瀬 し,｢ラしな う J rな <すJ

との凄貫を明 らかに LZ:い < ｡

ます､. ｢あ.こす ｣ につい乙は∴1.0滴 寺による鳥虎 にある

℃ころo)｢(=J-(=).軒靖品など.生な <す｣ の薄味に･かぎつて考

察する｡ .

3､ 1.･対象

(日 本 をみ こしr=.

(2) あ をなく Lた Q

Lう) 手嶋 を舟とした,

(4) 寺嶋 をな< Lr=.

Lg) 万寿寺 を舟とLT:I.

(る) 万年◆~肇 も,J< したQ

.(耶 *白妙車をあとLr=Q.

(8) '自動 卓を'cLh< Lrll.

(q)x-白骨の濠をお t:した｡

(IQ) 舌骨 C)牽竜な く∵した｡

(tll 竹nttこも打 とした,

(fRJ カht'-/モな く した .

lJ3JX'風鈴 をみ とした.

(#) 敵組 をなく しT=.

(ts)xや る気もわとした｡

Cl6) や香気をなく Lた.

(Jq)X各軍を舟 とした ｡

(/%) 為 官 をTs<した.

(/アJX畠倦怠かとした.･

(A)) 自店 をな < した ｡

ます､ ｢う LTSう⊥｢Ts<耳｣の場合 と喝 Ll.<,号の軒象

について分析 をしてふよ う｡

第- ド.対象 C)大小 を考 えてみち.(∫)～q2)に ｢お t･●すJ ｢

1dLhくすIa)持廟 を示 した ｡ 三の他 こも 境 qな 対 象物 を示す

=t はで きる飢 凍漁 して菖 え竜三とは . ｢おとLr='ば .

布 ･手嶋 ･苛立筆 .カ)でンな.とL:手 l=特ち遭.封一三との で.きる
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畠clに搾られているとし'､う=こ甘ある｡亀鮮卑や象も:ど空は

摩帝できない｡

第ユに､碑食餌は卑吻石.は峰岡ござriA'い｡細 (/T)､(/?)97よ

うl=｢やる気/弟曹/畠借｣tj:tTa抑象Y.LZ満てt.fいここ

葱､も明 うかご,あろQ

r第三l二,婦殊な創 立 しそ r風軌 な t:t､手首 鹿耳と上 に舵

んごいってしまうも叫 二伸硬帝ご子楓 ､ようご濁 る二･tl州 )

がろ｡

3.2,場碑や打と｣れ ごノいて

物 , 亀卓の中ご農才稀 をあ､'i:した｡

払) 電厚の ヰ ど財布乙'S<LT=｡
(23) 買い軌 =出TJHT乙 財布巳 封,=した.

紳 晋レ､幼L'=出かiT:'亡 由布･&.TiくLT:T-.

LZb-J飯孝子,･1途 守ご 銅布乙 jt,ttレr=e

(毎 親行抄･1遠耳空 重挿 芝.T･/=くした ｡

(L7ノX弟の上にあ･'●r=亭E I:ELT1-0
的 机の上にあ71と茶 毘 な くしTT=｡

(絢X垂にかけZ矛)･'T= コ･一卜も ち､とLr= b

擁)風 こかLTど第 号= コ-卜巳 T:3:く した 4

新 二｢3'化 す J の場布 や､雪t･･･,1為'tLLオi=つい て/jy帝 7iし

てみろ｡

上払棚 か ら､層唾や貰い軌 独行の虚字否Tj:i;｢･jrェqJ

L亭使え射 ､Hl帰f)の用例をil言俊商運き協 1.つ菩リT才は -lj

孝和 11番勤していろY_恥 帝IibLr=ときに ｢あ､tlす.という

海鳥が生LiL/a二と乞食堺 ｣三･L,鳩 ｡そC減 食､蛍帝㌦主体l]+.

卓につけZ.｣､なくてはなL,γ､(L7日lLi)oよう1: 宅も･uLも机
の上に董議事､とか 壁J二かTこ卦 ,たコ-i-rSどは｢京;と

すJことばできはい0割 '--､3･191細 にあらわれたS)

i7



t=､r主体 が'李7㌧樽 ち遭 ､貢ぐごとの できろ'もの J Lか . 対象と

しても･77才いのも =の ごとか ら鼓喝 され ろ｡

3､3.移勧細

｢おとすl とい う藷 C)了れらの簿 執 言.･｣･･｢為 と･3 ' が本巣

移動紬 zI滴 るZYと穿く銘 ,Jt'っいて ､,与 ｡ 菅もモモ ｢上

か ら下L=物を棉卸 させる'という句が ,TE-輩の尭Z･･あ り ､を

の1'と力､ら巷 え恥はIl. ｢腐戯 言あ､と 司.1 と奮いブらいの草理

解 さthよ う｡

亨r= ｢む と右 場合.一定の 帝衛 がT=つ了か ら 主帝が

｢あ とした lと細激 す るので あり･､｢お と･した l 軸 で･JZ,

主塔 の 宙軌 こな い ニヒ姉 沓泡 T･ある A

3.私 ｢あ､と 右 のまとめ

(() 舛慶て.してと･･るこことが できるの は. T-チご.または.

身 につけ-:掻 ら虜び ていきる免停骨折巧身体1.･二腰 ら九号o

(lt) ｢主 体 が強 敵 している噂 に.毎に つけていT.こもの･LJttお

ちて､今/言い･,i)17いあ ううlと･3,連騰,,･･)Ti二隻 まれろ轟

で r主体 が紳勧 してい る時 lという場 面激 喪 が ‥恥

曹ご@)各Q

U.I.I) こかいこ鍾 しこ､ rうLrj:-)irrd:くす J は.tl'沖 つけ

こうLr=制限をもr=rd.-Ll.

多発史献

虜虹国軍窃取酉Ph漁韓食え β/9Hz 香華恋敵

留鳥重た ･棉Ii博 繋 ぎ線量藷碑契 a /テク之. 東京堂出版.

藤牧紡兎 :吉tB増 一娩伊璃再圧は紳番奨 凸 ノアJ73卸 .ほ 声

言藷感度 Iq5-T(q/凋 魚東都 釦､低 に生:SlJ.L}o

六才～ 神条 -1鳩 -i)埼67.
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