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Abstract 

The effect of daily gratitude towards one’s parents on various subjective well-being measures 

was investigated. Sixty native Japanese speakers were randomly assigned to one of three 

experimental conditions (five listings of gratitude towards parents, five listings of daily 

events, and no treatment) for a week. Results indicated that the parental gratitude group 

significantly increased their life satisfaction and subjective happiness, and the daily events 

listing group significantly increased their life satisfaction and empathy after the intervention. 

Conscious recitation of gratitude towards one’s parents or daily events may induce positive 

subjective well-being. 

 

 Keywords: gratitude, Japan, positive psychology, parent 



        

3 
 

 In April 1935, Isoroku Yamamoto, a highly-respected Japanese Marshal Admiral 

who would later become the commander- in-chief of the combined fleet during World War II, 

addressed the pupils in the elementary school that he had graduated from many years earlier. 

He stated that there are three major debts of gratitude in Japan. They are debts of gratitude 

towards the emperor, one’s parents, and one’s teachers (Yamamoto, 2012). Culturally and 

historically, Japanese emphasized the importance of gratitude towards their parents. In 710, 

Empress Genshō indicated that the respect and thanks to one’s parents and ancestors (kou in 

Japanese) has the top priority among a hundred good deeds of humans (Oohata, 1971). One 

of the most well-known ethics textbooks for Japanese children in the 1800s says, “We have 

debts of gratitude towards our parents that are as infinitely large as the size of the universe 

and their love towards us has the same depth and width as the ocean” (Matsudaira, 1984, p. 

19). After Japan became an open country to the West in modern times, the Emperor Meiji 

declared the Imperial Rescript on Education in 1890 as a guiding principle of all the 

educational institutions in Japan. The rescript mentioned the respect and gratitude towards 

one’s parents first among all the virtues (Shintou, 1986). Of course, gratitude towards parents 

is emphasized not only in Japan but also in other religions and cultures, such as Chinese 

culture (xiào in Chinese), Judaism and Christianity (i.e., Ten Commandments), Islam, and 

Buddhism. The chapter of “The Night Journey” (17:23) in the Koran said, “Show kindness to 

your parents” (Dawood, 1990, p. 198). There is a Buddhist sutra that specifically teaches the 

importance of respect and gratitude towards one’s parents (Matsubara, 2002). Thus, many 

religions and cultures have claimed the virtue of gratitude towards one’s parents. As long as I 

am aware of, no published studies to date have examined the relationship between gratitude 

towards one’s own parents specifically and its possible positive consequence on 

psychological well-being. McCullough, Emmons, and Tsang (2002) reported that grateful 

people indicated higher levels of hope, life satisfaction, subjective happiness, empathy, and 
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optimism, and lower levels of depression and anxiety than their ungrateful counterparts. Yet, 

their studied gratitude phenomenon included all types of gratitude. Since Emmons and 

McCullough (2003) pioneered the use of gratitude- listing intervention strategies, many other 

researchers have utilized similar interventions. Reviewing these intervention studies, Wood, 

Froh, and Geraghty (2010) recommended including a no-treatment group in a 

gratitude- listing intervention experiment in order to indicate a clear research question. The 

present study utilized three groups in order to clarify whether a gratitude-listing intervention 

is more effective than either listing of daily events or doing nothing. The present study 

examined the effects of keeping a daily gratitude journal for a week towards one’s parents 

regarding psychological well-being variables (i.e., gratitude, hope, life satisfaction, subjective 

happiness, empathy, optimism, depression, and anxiety) among three different groups (five 

listings of gratitude towards parents, five listings of daily events, and no treatment). I 

hypothesized that the parental gratitude group would significantly increase their hope, life 

satisfaction, optimism, empathy, and subjective happiness and significantly decrease their 

depression and anxiety scores after the intervention. 

 

Method 

Participants 

 A total of 60 participants comprised of 14 male students (23.3%) and 46 female 

students (76.7%) took part in the study at a liberal arts college in Miyazaki, Japan. They were 

all native Japanese speakers. Participants’ mean age was 18.8 (SD age =1.1, age range: 

18-22). 
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Materials 

 Gratitude. The GQ in Japanese (GQJ) was made from the original Gratitude 

Questionnaire (McCullough, Emmons, & Tsang, 2002) by Kobayashi (2013). Although there 

were six items and each was rated from 1 (strongly disagree) to 7 (strongly agree) in a 

Likert-type scale in the GQ, it was recommended that the sixth item be omitted from the GQJ 

due to its extremely low factor loading. GQJ also demonstrated satisfactory internal 

consistency (α = .70) and sound construct validity in a Japanese undergraduate sample 

(Kobayashi, 2013). 

Life Satisfaction. Sumino (1994) made a Japanese version from an original 

Satisfaction With Life Scale (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). The Japanese 

Satisfaction With Life Scale (JSWLS) had five items that were supposed to measure 

cognitive aspects of subjective well-being, and each item was rated from 1 (strongly 

disagree) to 7 (strongly agree) in a Likert-type scale. Sumino tested its psychometric 

properties in five different studies with Japanese samples. JSWLS demonstrated appropriate 

factor loadings, satisfactory levels of construct validity, internal consistency (α = .84), and a 

test-retest correlation coefficient of .80 with a 4-week interval. JSWLS also exhibited 

satisfactory internal consistency (α = .83) and sound construct validity in a Japanese 

undergraduate sample (Kobayashi, 2013). 

 Hope. Shinohara and Katsumata (2000, 2001) translated the Hope Scale (Snyder, et 

al., 1991) that contains eight items to measure two dimensions of hope: agency and passways, 

and the four remaining items to be fillers. Four agency items in the scale were supposed to 

measure one’s estimated ability to accomplish one’s goals and the other four passways items 

were supposed to measure one’s estimated ability to make plans for achieving the goals. Each 

item was rated from 1 (definitely false) to 4 (definitely true) in a Likert-type scale. Shinohara 

and Katsumata (2000, 2001) demonstrated that their Hope Scale in Japanese indicated two 
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latent factors from factor analysis and acceptable reliability and validity. The Hope Scale in 

Japanese also exhibited satisfactory internal consistency (α = .68 for passways & α = .77 for 

agency) and sound construct validity in a Japanese undergraduate sample (Kobayashi, 2013). 

Depression and Anxiety. Fukui (1997) created the Depression and Anxiety Mood 

Scale (DAMS) that consists of nine adjectives to assess an individual’s current depressive 

and anxious moods. Each item was rated from 1 (does not apply to me at all) to 7 (applies to 

me extremely well) in a Likert-type scale. From the results of three different studies with 

1,452 college-aged Japanese participants, DAMS demonstrated high convergent and 

discriminant validity and test-retest reliability (Fukui, 1997). 

 Subjective Happiness. Shimai, Ootake, Utsuki, Ikemi, and Lyubomirsky (2004) 

developed a Japanese Subjective Happiness Scale (JSHS). There were four items and each 

was rated as a 7-point Likert-type scale in the JSHS. From the data of 364 Japanese 

undergraduate students, JSHS demonstrated appropriate levels of reliability and construct 

validity. In addition, JSHS also evidenced satisfactory internal consistency (α = .81) and 

construct validity in a Japanese undergraduate sample (Kobayashi, 2013). 

 Empathy. Tobari (2003) created the multidimensional empathy scale for Japanese 

that contains 30 items. It consisted of four subscales: empathic concern, personal distress, 

fantasy, and cognitive empathy. Each item was rated from 1 (does not apply to me at all) to 5 

(applies to me extremely well) in a Likert-type scale. Each scale exhibited satisfactory 

internal consistency and significant correlations with other empathy scales and scales of 

prosocial behavior. For the present study, participants responded only to the Empathic 

Concern subscale that contains 13 items with adequate internal consistency (α = .86). 

 Optimism. Sakamoto and Tanaka (2002) developed a Japanese version from an 

original Life Orientation Test-Revised (Scheier, Carver, & Bridges, 1994) and tested its 

psychometric properties using 668 Japanese undergraduate students. Each item on the 
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Japanese Life Orientation Test-Revised (JLOT-R) was rated from 1 (do not think so at all) to 

5 (strongly think so) in a Likert-type scale. There were four filler items in the total of ten 

items. JLOT-R exhibited a coefficient alpha of .62 and a test-retest correlation coefficient 

of .84 with a 3-week interval. Although the JLOT-R indicated low Cronbach’s alpha 

coefficients, it demonstrated sound construct validity (Hashimoto & Koyasu, 2011; Kawahito 

& Otsuka, 2010). Recently, the JLOT-R exhibited better internal consistency (α = .69) and 

appropriate construct validity in a Japanese undergraduate sample (Kobayashi, 2013). 

 

Procedure 

 After obtaining the institutional review board’s approval, I invited undergraduate 

students by e-mail to participate in the research. Interested students came to my office and 

read an informed consent form that explained the study itself, their rights, and that 1,000 yen 

(approximately US$10 in April 2013) would be given as an appreciation of research 

participation. Those agreeing to participate signed on the informed consent form and were 

randomly assigned to Group 1 (20 students), who wrote five things for which they were 

grateful toward their parents every day for a week, or to Group 2 (20 students), who wrote 

every day five things that happened (or they did) in their life on that day for a week, or to 

Group 3 (20 students), who did nothing for a week. First, all the participants anonymously 

answered the surveys of (a) gratitude, (b) life satisfaction, (c) hope, (d) depression and 

anxiety, (e) happiness, (f) empathy, and (g) optimism. Then, notebooks were given to all the 

participants of Groups 1 and 2 and they started writing their daily journal for seven days for 

several minutes every night before going to bed. The participants in Group 3 did nothing 

special during that time. In order to protect their privacy, they wrote their randomly assigned 

identification number instead of writing their names or any other identifiable information on 
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their notebooks. A week later I collected their notebooks and all the participants of all groups 

anonymously answered the same survey again. Then, I gave 1,000 yen to each of them. 

 

Results 

In order to check the validity of random assignment before the intervention, a 

multivariate analysis of variance (MANOVA) on nine target variables (gratitude, life 

satisfaction, hope-agency, hope-pathways, depression, anxiety, subjective happiness, 

empathy, and optimism) was conducted by group. There were no significant group 

differences regarding these variables, F(18, 100) = 1.0, ns. Thus, all three groups 

demonstrated equivalency regarding these target variables before intervention. 

Next, a 2 (time: before and after intervention) X 3 (group: Groups 1, 2, and 3) 

repeated measures MANOVA was conducted to test intervention effect on these nine target 

variables. The results showed that there were significant differences among these three 

groups on these variables, V = .518, F(18, 98) = 1.90, p < .05, p
2 = .26. Univariate tests also 

revealed significant intervention effects on subjective happiness, F(2, 56) = 4.19, p < .05, 

p
2= .13, on empathy, F(2, 56) = 3.46, p < .05, p

2= .11, and on life satisfaction, F(2, 56) = 

5.91, p < .01, p
2= .17. 

Regarding subjective happiness, post-hoc tests (Bonferroni) revealed that Group 1, 

who wrote five daily gratitude listings about their parents significantly increased their scores 

after intervention (p < .05), as Figure 1 shows. 

Regarding empathy, post-hoc tests (Bonferroni) revealed that Group 2, who wrote 

five daily events significantly increased their scores after intervention (p < .05), as Figure 2 

shows. 

Regarding life satisfaction, post-hoc tests (Bonferroni) revealed that both Group 1 

and 2 significantly increased their scores after intervention (ps < .05), as Figure 3 shows. 
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Regarding the other six variables (i.e., gratitude, hope-agency, hope-pathways, 

depression, anxiety, and optimism), there were no significant intervention effects. 

 

Discussion 

 Although I hypothesized that the parental gratitude group would significantly 

increase their hope, life satisfaction, optimism, empathy, and subjective happiness and 

significantly decrease their depression and anxiety scores after the intervention, I could only 

detect such significant intervention effects on two variables among the nine. Throughout the 

present study, only three variables among the nine indicated significant intervention effects. 

The remaining six variables did not indicate any significant effects. Mayers (2013) stated that 

dependent variables in MANOVA should exhibit some correlation, with positive .30 < r < .90 

and negative -.40 < r < 0. Several correlations among these nine variables did not satisfy 

these conditions. Thus, it appears that I chose too many dependent variables at the initial 

research design stage. Future research in this line of investigation should utilize fewer 

dependent variables in MANOVA. 

 However, the present study did obtain interesting results. First, only those who wrote 

five daily gratitude listings about their parents significantly increased their subjective 

happiness after a seven-day intervention; such a phenomenon did not appear in the other two 

groups. This finding may be the first empirical support for the psychological benefits of 

thanking our parents, even though many religions and cultures have taught the virtue of 

gratitude towards one’s parents for centuries. Second, those who wrote five daily events 

significantly increased their empathy after a seven-day intervention, but such a phenomenon 

did not appear in other two groups. Maybe those who wrote five daily events gained insights 

on the perspectives of others because they objectively described incidents as they had 

happened. But those who wrote five daily gratitude listings about their parents focused on 
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their relationships with their parents and did not pay attention to other issues. Thus, their 

empathy might not have changed. Third, both those who wrote five daily gratitude listings 

about their parents and those who wrote five daily events significantly increased their life 

satisfaction after a seven-day intervention but such a phenomenon did not appear in the no 

treatment group. Maybe writing something daily to review one’s life is rewarding, and thus 

increases one’s life satisfaction. 

 In conclusion, this study could empirically demonstrate that experiencing daily 

gratitude towards one’s parents for a week increased subjective happiness, and future 

research in this line of investigation should utilize more focused dependent variables in 

MANOVA analyses. 
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Figure 1. The bar graphs show mean increase of subjective happiness after interventio n as a 

function of group. Error bars indicate standard errors of the means. The asterisk indicates a 

significant increase after intervention (p < .05). 
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Figure 2. The bar graphs show mean increase of empathy after intervention as a function of 

group. Error bars indicate standard errors of the means. The asterisk indicates a significant 

increase after intervention (p < .05). 
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Figure 3. The bar graphs show mean increase of life satisfaction after intervention as a 

function of group. Error bars indicate standard errors of the means. The asterisks indicate 

significant increases after intervention (ps < .05). 



考えることを促す国語表現の授業 

前田淳 

（１）はじめに 

（２）「国語表現」の授業 

（３）文章判定の規準 

（４）「アクティブ・ラーニング」 

（５）文意が二通りにとれる文 

（６）課題文 

（７）その他の文例 

（８）終わりに 

（１）はじめに 

国語表現の授業で、次のような問題を出されると学生はどのような反応を示すだろうか。 

学生の言語表現能力を伸ばすことを目的とする「国語表現」・「日本語表現」等と呼ばれる科

目が大学のカリキュラムにはある。私はこれまで２０年近く一般言語科目「日本語表現」を担

当し、日本語を母語とする学生の文字・音声両言語での表現能力向上の指導に当たってきた。

教える事柄が多く存在することを思えば、与えられた授業時間で何から何まで取り上げること

は固より不可能である。そこで何を教えるか、その選択を迫られることになるが、対象学生の

日本語能力向上を授業の目的とする一般言語科目であるこの科目の位置付けを考慮すると、専

門的な知識を身に付けさせるよりも、この授業を受けた学生がそれまでよりも言葉についての

関心を強め、その言葉の感覚が磨かれることを目的とする授業を考えるべきであろうと思う。 

本稿は学生が日本語の勉強に向かおうとする動機、日本語を少しでも深く考えてみようとす

る持続的な意欲を高めることを考えて筆者が試みた教室活動の中から、冒頭に示した質問から

始める一例を紹介するものである。 

トリックアートと呼称される絵がある。例えば、一見すると若い女性の後ろ姿だが、見方に

よってはそれが顎のしゃくれた老婆にも見える、というあの不思議な絵である。我々は、あの

絵を前にして自分の目には隠された老婆の姿、或いは若い女性の姿を絵の中に見付け出そうと

して、離れて絵を見たり、逆にぐっと近付いて絵を見たり、斜めから見たり、下から見たりす

課題文 エビが嫌いな魚はいない 

課題文は少なくとも二通りの意味に解することができます。 

問 1．課題文を書き改めて、二通りの意味を、意味⒜、意味⒝として示してください 

問 2．課題文が二通りの意味に理解できるのは何故でしょう。要因を指摘し説明してください 
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る。また帽子に焦点を合わせて絵を見たり、太い線、逆に細い線に目を凝らしたりして絵を見

たりする。そうしている中に、自分には隠されたもうひとりの人物をうまく絵の中に発見でき

たりする。その時、小さな秘密の扉が開いた時のような喜びと驚き、そして満足を覚えるので

はないか。同時に、一体どうして一枚の絵に二人の人物が描きこめるのかと不思議な思いを抱

くだろう。この疑問を抱き続け温め続け考え続けた人はトリックアートについての借り物では

ない知識と理解とを身に付けて行くことだろう。 

本稿冒頭の課題文はあの有名なトリックアートが我々に与える不思議さと面白さとを与え

てくれはしないか。そして「どうして課題文が二通りの意味に理解できるのか」と考え続けた

人は借り物ではない日本語についての理解を育てて行くのではないだろうか。 

この課題文を示されて初めから二通りの意味にとる学生はいない。「二通りの意味にとれる」

と指摘を受けた瞬間から、その前に立ち止まって「課題文に隠されていてしかも自分の目には

見えないもう一つの意味は何か」と頭を働かせ始める場合が殆どだ。そして丁度一枚の絵をあ

れこれと見方を変えて眺めるように、この課題文を眺める。文章は絵よりもはるかに抽象度の

高いものなので、「眺める」と云うよりも注意して分析的にこの課題文を読もうとする。時間

をかけて文章を注意しながら読むという大切なことがこうして始まる。 

ところで、「これが「日本語表現」の授業なのか」と疑問に思う学生が中にはあるかもしれ

ない。というのも、これは学生が高校時代に親しんだ国語表現の参考書にはなかったことであ

るからである。手元にある長谷川泉他編著「国語表現ハンドブック」（昭和六一年新訂版発行 

明治書院）には「読書感想文の書き方」「意見文の書き方」「レポート・報告文の書き方」「小

論文の書き方」「表現の工夫」「手紙の書き方」「学校新聞―記事の書き方」「届出書・願書の書

き方」と各種の文章の書き方が説かれている。更に「用字用語編」として「常用漢字表・付表」

「現代仮名遣い」「常用漢字筆順一覧」「学年別漢字配当表」「人名用漢字」「送り仮名の付け方」

「同音異義語」「同訓異義語」「紛らわしい言葉の使い分け」「四字熟語」「故事・成語・ことわ

ざ」「くぎり符号の使い方」「くり返し符号の使い方」「横書きの場合の書き方」「横書きの場合

の数の書き表し方」「外来語の表記」「これからの敬語」と１７もの項目が並んでいる。文章の

書き方に関する基本はこの本に全て書いてある、と思える網羅的・組織的な編集である。「こ

の本の内容を全て頭に入れておけば「国語表現」は完ぺきに身に付いたことになる」と受け取

る学生があっても不思議ではない。そうして身に付けられるはずの国語表現を教える授業で、

あのトリックアートに似た課題文と質問とが出されるのである。「これが「国語表現」の授業

なのか」と戸惑う学生があるかも知れない。「便利な参考書があるのだから、分からないこと

があれば、それを繙けばいいだけだ」そう考えて授業を受ける興味を失いそうになる学生もい

るかもしれない。課題文を考えても小論文が書けるようにはならないとソッポを向く学生もあ

るかも知れない。つまり、私があのような課題文を出し質問をする意図が学生に伝わらないお

それがあると予想できるのである。 

そのような疑問に私は次のように答える。国語表現のような覚えることの多い科目を征服す
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るには、迂遠な方法と見えても、こうして一度は日本語について、また日本語の表現について

自分の頭で考えてみることが必要なのだ。それが学習の近道なのだと。一度自分の頭で考えて

日本語の表現の基本や原理（の一部）が見えてくれば、日本語を考えることになじんだ頭は国

語表現に関する諸々の事柄をその基本や原理に従って消化し吸収してゆきやすくなる。 

私の目論見通り、トリックアートの謎を解くような気持ちで学生が課題文の二通りの意味と

は何かを考え始めたと仮定してみよう。もしそうならそれは授業導入のこの工夫はうまく行っ

たということである。とはいえ、「問１．」だけで終わってしまっては、この授業が目指す「言

葉に関心を持たせ、言葉の感覚を磨かせる考える国語表現」という授業にはならないと思う。 

またあの老婆の横顔とも見え若い女性の後ろ姿とも見えるトリックアートの例を使うと、

「問 1．」は、一枚の絵が老婆にも見え、若い女性に見えることを自分の目で確認した段階であ

るということができよう。ただ、この授業の最終的な目的が、あの一見至極平明な課題文がど

うして二つの意味に取れるのかを明らかにしようとして、あの一文を研究することにあること

を考えると、次の段階がどうしても必要である。それが「問２．」であるが、そのように日本

語を考えてみることで、文章の構造や言葉の働きについての秘密が少しずつ我々に開かれて行

くのだ。このような過程を繰り返して行くことで、学生の言葉に対する関心は深まり言葉を見

る目も一歩一歩磨かれて行く。丁度あのトリックアートがどうしてあのような不思議な効果を

持つのかと研究する姿勢で絵に臨んだ人にあの絵の秘密が開かれて行くように。このように学

生が興味を持って日本語の文章に向かい、日本語の性質を考え、関心を今一歩深め、言葉を操

る感覚を磨きさらに勉強を深めて行く動機を根付かせることこそあのような課題文を使った

この授業の意図なのである。 

（２）「国語表現」の授業 

国語表現の授業では、漢字学習や語彙の習得、原稿用紙の使い方など暗記を中心とする基礎

的学習から文法事項などの専門的なもの、文章読解や小論文の作成など総合的なものに至るま

で扱う範囲は広範であり、知的能力を駆使する度合いもそれぞれ異なる。しかし、たとえ基礎

的で基本的な学習であっても、取り組み方を工夫すると、別の意味で非常に高度な国語表現の

授業の展開が可能である。 

かつて現代仮名遣いを批判する福田恒存氏の「私の国語教室」（文春文庫版）を学生ととも

に読んだことがある。教室では「第二章 歴史的仮名遣ひの原理」を取り上げ、テキストを短

く区切って学生に割り当て、割り当てられた箇所の内容を担当の学生が解説するという進め方

で授業を行った。 

仮名遣いに関心を持っている学生は多くない。仮名遣いは暗記するもので、考えたりするも

のではないと理解している学生も多い。大抵の国語辞典には巻末の付録に「現代仮名遣い」が

いかにも「このように決まっているので覚えておいてください」という様に「内閣告示」とし

て載っている。あれをみれば、仮名遣いは「暗記するもの」であって、「考えるもの」ではな
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いという認識が生まれても仕方がない、---とも思える。そんな仮名遣いを扱った「私の国語

教室」が仮名遣いを国語の原理から論じているのを見て、学生はこれまで思いもしなかった仮

名遣いの一面を理解する。国語学の知識がなくては理解できないこともこの本には多く書いて

あるが、それがまた国語学の知識に接する機会を作り出すことにもなる。そればかりではない。

例えば「舞鶴」「国府津」（文春文庫版二八頁）等地名を現代仮名遣いではどのように表記する

べきかという問題が取り上げられる箇所では、文化史的な知識、更にその文化を支える人間の

心理的な側面にまで議論が及ぶ。ここでは、仮名遣いの問題がより広い文化の問題として意識

されることになるのである。 

たとえ専門科目でなくとも、大学で行う「国語表現」の授業は、国語の原理を考え、それを

理解するという過程を踏むものでなければならないということを心に置いて行ったこの授業

は、暗記が主な学習法と学生に思われがちな仮名遣いの問題を取り上げてさえ、「考える」こ

とを学生に要求するものになった。そして、仮名遣いを「考える」ことによって、学生は国語

をこれまでよりも深く理解することになった。 

あの単純そうに見える課題文についてもよく似たことがいえるのではないだろうか。課題文

の不思議や面白さを多方面から考察することで学生はこれまで気が付かずにいた言葉の一面

を知る。 

（３）文章判定の基準 

そもそも、文章を書く目的は様々である。その目的に従って、文章の在り方も様々である。 

「日本語表現」の授業ではどのような種類の文章を念頭に置いて授業を行うかが問われる。

これには「学生が社会に出てから書くことになる文章は何か」ということを考えてみるとよい。 

多くの場合、学生は卒業後会社に就職する。会社の業務も様々だろう。中には将来新聞社で

記事を書くことになる学生もいるだろうし、広告会社に入ってコピーを考えることになる学生

もいるだろう。そのような人たちは文章を書くことを職業とするいわば文章のプロである。職

業的に文章を書く人たちを除いて、それ以外の人が日常の業務で書く文章は、報告書、意見書、

企画書、ビジネスレターの文などの実用的な文章であろう。それらは事実を伝えたり、何事か

を説明したり、意見を述べたりする文章である。その種の文章に求められる基本的性格は、ま

ず正確さではないだろうか。事実を伝える時にその事実をできるだけ正確に伝えることの重要

さは改めて言うまでもない。さて、次に明確であることも求められる。正確さが事実の把握に

関するとすれば、明確さは表現に関するという意味で使いたい。誤解を招く表現、曖昧な表現

というものがあるが、そんな表現がないということが明確であるということであると考えたい。

こうして、その文章がある思想・事柄を正確に明確に伝えているかどうか、ということが実用

的な文章に求められる基本的な性格として挙げられるであろう。それ故、これ等の性格を「日

本語表現」の授業で学ぼうとする実用的な文章の良否を判定する時の基準としたい。 

ところで、この「正確さ」「明確さ」は学術論文の文章、学生が提出するレポートの文章、
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新聞などの報道の文章、投書文などに見る意見文の文章など、多くの文章に共通に要求される

性質である。つまり、「正確さ」「明確さ」を重んずる文章は応用の範囲が広く、この点におい

ても学生が目指すべき文章として適当であると言えよう。ある文章が「正確に」「明確に」伝

えようとするところを伝えているかどうかを基準として文章を吟味することを「文章を考え

る」と呼びたい。更に実用的な文章の条件として、例えば、「分かりやすい」とか「ムダがな

い」とかということも挙げられるが、これらもあの二点に結局収斂する条件であるとみて、今

は文章を吟味する際の基準を「正確さ」「明確さ」に代表させたい。 

 

（４）「アクティブ・ラーニング」 

 現在筆者が教鞭を執っている宮崎国際大学は「アクティブ・ラーニング」を教育方法の理念

として掲げている。本稿はこの「アクティブ・ラーニング」の実践を眼目として「国語表現」

の授業を展開した試みの報告でもあるので、ここで実際の教室活動を「アクティブ・ラーニン

グ」の理念とのかかわりで少し書いておきたい。 

「アクティブ・ラーニング」は、学生が自発的自主的能動的に授業に参加する授業形態が望ま

しいとし、一方通行の講義形式の授業は望ましいものではないと考える。言葉を変えていえば、

「アクティブ・ラーニング」は教える側と教えられる側との間に学びの場を創造する活動であ

り、それは一方から他方への知識の受け渡しといった静的なものではなく、一方が発した知識

を他方が受け取り、次の場面ではこの両者の立場が入れ替わり、知識を受け取った側が相手に

反応して議論が発展するといった動的な活動である。プラトンの対話篇の生き生きとした対話

の場面は「アクティブ・ラーニング」の具体的な例ではないか。宮崎国際大学ではこの「アク

ティブ・ラーニング」の理念に従う教授法で教室活動を行うことが教員には求められる。この

ような学習活動が成立するためには、学習の動機が不可欠である。発言を受け取る側が、無反

応であっては「アクティブ・ラーニング」は成立しない。「アクティブ・ラーニング」の理念

に立った授業が成立するためには、学習者がその学習に取り組む動機を持つことが絶対的に必

要なのである。 

日本語表現の授業で最初にあのような問いを学生に投げかけることは、普段私たちが疑問を

持たずに使っている日本語の文章にも、よく考えてみれば面白い問題が潜んでいることを学生

に認識させ、学習者を刺激して学習の動機を高める働きがある。あのような平易な一文を取り

上げて「どうして一つの文章が二通りの意味を持つのか」という素朴な疑問の解明を授業の出

発点に据えて、学生を刺激し「日本語を考える」世界へ学生を導いてゆくのである。面白みを

感じて考える興味を刺激された学生は、積極的に授業に乗ってくるだろう。このように学生に

日本語学習の動機を持たせるような問いを与えて、「考える国語表現」の授業を展開する教授

法は、「アクティブ・ラーニング」の理念に立った「国語表現」の授業の一つの試みと見るこ

とができるだろう。 
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（５）文意が二通りにとれる文 

日本語では文意が二通り以上に解釈できる文章が存在する。掛詞などの意図的・作為的なも

のは除くとしても、普段の会話や普段書く文章の中に、考えてみると発言の意図とは別の意味

を持ったものが出てくることがある。会合の出欠の返事などでそれが誤解のもとになったとい

うこともある。これは「明確さ」とは相いれない性格である。それ故先の文章の基準からする

と「文意が二通り以上に解釈できる文章」は、実用文としては失格、即ち失敗例である。しか

し、成功例が私たちを感心させる時以上に、失敗例が私たちに文章を考えさせる場合がありは

しないか。失敗例は私たちの批評精神を誘い出す力があるのかもしれない。たくまずして学ぶ

動機を誘発する力が失敗例にはこもっているようにも見える。それを考えると、「実用文とし

ては失格」の文に我々は「失敗から学ぶ」姿勢で向かいやすく、その点では成功例に劣らぬ興

味深い教材なのである。すなわち、失敗例はそれは先に挙げたよい文章の規準を満足させる文

章を書くにはどうすればよいのかを考える際の興味ある教材でもあり、更には日本語を研究す

る研究材料でもある。課題文はその好例である。 

さて言うまでもなく、この種の失格実用文の例は他にも数多くある。試みに、インターネッ

トの検索エンジンで「意味が二通りに取れる文」として検索してみると、色々と面白い例が出

てくる。一文が二通りの意味に取れる要因も様々である。次にそれについて考えてみよう。 

 

  渡辺刑事は血まみれになって逃げ出した賊を追いかけた 

 

 これは本多勝一氏「日本語の作文技術」（朝日新聞社文庫版 七四頁）に挙げられた例であ

る。この文の問題は、「血まみれ」なのが、「渡辺警部」であったのか、それとも「賊」であっ

たのかがはっきりしない点である。この一文を誤解の生じないように書き改めることはそれ程

難しいことではない。本多氏は次のような解答例を自著に挙げている。 

 

① 渡辺刑事は、血まみれになって逃げ出した賊を追いかけた 

② 血まみれになって逃げ出した賊を渡辺刑事は追いかけた 

 

 ①は「もしテンのうち方だけで改良するなら、いうまでもなく次の方法であろう」として

挙げられた例、②は「「長い方を先に」及び「詞より句を先に」の原則に従って「渡辺刑事は」

をあとにすることにより、テンがなくても誤解はなくなるのだ」として挙げられた例である。

この「原則」は本多氏の著書が実例を挙げて説くものである。 

文意の曖昧な文を書き直して、文意明確な文を書くことを求めるこのような質問は、クイズ

に通う知的な面白さがあり、この点で学生の関心を引きやすい。丁度先に述べたトリックアー

トの話のように、学生に不思議な思いを持たせ、興味を刺激することができる。このような文

が教室活動で役に立つのはそのような点でばかりではない。先にも述べたが、学生を巧みに導
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けばそこから正確で明確で分かりやすい文章を書くにはどんな注意をすればよいのか、文章を

書く際にそのような欠点を排除するにはどのようなことに留意すればよいのかという実用的

文章の書き方を、いわば裏側から考えさせる授業を展開する端緒にもなるのである。 

それではこのような質問を出された学生が見せる積極的な反応をうまく生かして、日本語を

考える世界へ彼らを導く方法とは何か。「文意が二通りにとれる一文を書き改めなさい」とい

う問いをあと少しだけ先に進めて、「文意が二通りに取れるのはどうしてか」という疑問に答

えさせてみるのはどうだろうか。これは即ち先に挙げた欠陥がどうして生じるのか、その因を

考えさせることで、先に述べた文章の良否を判断する基準である「正確さ」「明確さ」を原理

的に考えさせること、別の言葉でいえば、正確で明確な文章を書くルールを学生一人一人に考

えさせることでもある。文の欠陥の要因を追究するこのような問いは、日本語の文章を注意深

く読んで「よい文章とは何か」を分析的に考えることを学生に要求する。こうした「文章を考

える」実践の繰り返しこそが、日本語についての認識と理解を深めることになる。更には言葉

への愛着も育まれるという見過ごしがたい余禄もある。勿論文章によってはこのような問いに

答えることがそれ程簡単ではない時がある。様々な方向からの考察を要求する課題文などはそ

の一例ではないかと思う。その意味でもこの課題文はこのような授業で用いる文としては面白

いと思う。 

 

（６）課題文 

さて本稿の冒頭に挙げた課題文について考えてみよう。先のよい実用的文章の規準から見て、

この課題文はよい文ではない。これは先の「渡辺刑事は血まみれになって逃げ出した賊を追い

かけた」のように句読点がないために文意が明確ではない、として片付けられる程単純な構造

の文ではないが、裏を返せば、その分だけ考える面白さが期待できる文でもある。ここでは筆

者がこれまで考えた５つの要因をあげたが、この５要因の中には、最初から頭に浮かんだもの

もあるが、課題文を一応考えた後に気が付いたものもある。考えてゆくとこの５つの他にも気

付いていない要因がまだあるかも知れない。 

 

 

【解答例】 

問 1．二通りの意味を、意味⒜、意味⒝として書いてください。 

「課題文 エビが嫌いな魚はいない」は次の二通りに理解できる。 

課題文 エビが嫌いな魚はいない 

課題文は少なくとも二通りの意味に解することができます。 

問 1．課題文を書き改めて、二通りの意味を、意味⒜、意味⒝として示してください 

問 2．課題文が二通りの意味に理解できるのは何故でしょう。要因を指摘し説明してください 
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㋑ 食べるのは魚、食べられるのはエビ 

⇒意味⒜エビのことが嫌いな魚はいない 

㋺ 食べるのはエビ、食べられるのは魚 

⇒意味⒝魚のことが嫌いなエビはいない 

 

問 2．課題文が二通りの意味に理解できるのは何故でしょう。説明してください 

以下の５つの要因から、課題文は二通りに解釈できる。 

 

１．文法的な要因：松村明編「日本文法大辞典」（８９ページ）によると、格助詞「が」には

（イ）「主格助詞として用いられ、その動作・作用を行う主体、またその性質・状態を有する

主体を表わす」働きの他に、（ロ）「可能・希望・好悪・巧拙などの対象を表わす」ものがある。 

 

（イ）「主格助詞として用いられ、その動作・作用を行う主体、またその性質・状態を

有する主体を表わす」例 

バスが来ましたよ／木々の緑がひときわ美しくなった／あそこにだれがいるの／電

話がかかってきたら、知らせてください／庭の桜が美しい／ここまでが私の担当範

囲です 

 

   （ロ）「可能・希望・好悪・巧拙などの対象を表わす」の例 

    住所が分からないので、手紙が出せない／金がほしい／故郷の母が恋しい／私は映画

が好きです／頭が痛い／あの人は字がじょうずだ／私は人前で話すのが苦手です 

 

課題文「エビが嫌いな魚（はいない）」の「が」は上の（イ）（ロ）のどちらなのだろうか。

まず考えられるのが、「嫌いな」とあるのだから、「好悪などの対象を表わす」（ロ）ではない

かということである。この場合、例の「私は映画が好きです」のように、その行為の主体は「は」

で示される。主語は「魚」であることは明らかだから、この解釈に従って書き換えると課題文

は「魚はエビが嫌い（ではない）」となる。 

ところで、課題文の「が」は主格助詞として使われている、つまりこの「が」は行為の主体

が「エビ」であることを表わす格助詞であると理解することも決して無理な解釈ではない。こ

の解釈に従って書き換えると、課題文は「エビは（全ての）魚が嫌い（ではない）」となる。 

ここで考えなければならないのが、なぜ好悪を表わす「嫌いな」の主語を「は」ではなく、

「が」で示したのか、ということである。考えられることは、課題文では「（エビが嫌いな魚）

はいない」のように、「いない」の主語を表わすために既に一度主格を示す助詞として「は」

が使われているので、この様な短い文章では、助詞「は」を「エビは嫌いな魚はいない」と二

回使うということが嫌われたのであろうということである。この構文が課題文の曖昧さを生む
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一つの要因だ。 

                                  

２．「エビ」「魚」の同位関係：「エビ」「魚」の同位関係も文意を曖昧にしている。同位関係と

いうのは、両者が対等の立場にあるということを意味し、ここでは、「食う側」「食われる側」

が相互に成り立つ関係であるということを言うものである。つまり、「エビが魚を食う」とい

うことも、「魚がエビを食う」ということも等しく起こりうるということを言っている。これ

は「エビ」と「魚」との間でこのような関係が成り立っているということは、言うまでもない

ことである。 

このように「エビ」「魚」が同位関係にあるということが、課題文を二通りの意味に解釈す

ることを許すことになってしまっている。つまり、課題文の文意を曖昧にしている、というの

である。このことは、課題文の「魚」をそれとは同位の関係にはないもの、たとえば、「日本

人」に置き換えてみると明らかになるのではないか。 

 

エビが嫌いな日本人はいない 

 

非常に特殊な状況を除いて、「エビが日本人を食べる」という関係は成立しない。そうする

とこの文の意味は「日本人がエビを食べる」という関係を考える文意にしか理解されない。文

の構造は課題文と変わらず、「は」「が」の位置も同じだが、課題文のような曖昧さは消滅して

いる。従って、課題文のような主語が「エビ」であるのか「日本人」であるのかという問いは

この文では発生しない。これはひとえに、「日本人」「エビ」には、同位関係が存在せず、「日

本人がエビを食べる」という一方通行の関係しか存在しないからだ。課題文の曖昧さは「エビ」

と「魚」が同位関係にあることが一因であるということが明らかである。 

 

３．課題文のおかれた状況の省略：そもそも言葉というものは、その言葉が発せられる状況を

考えに入れて理解されるものである。たとえば、教室で日本語を母語とする学生Ａが隣に座っ

ている同じく日本語を母語とする学生Ｂに次のように言ったとしよう。 

 

  赤ペン持ってる？ 

 

この言葉が発せられた状況を想像してみると、学生Ａが、「赤ペンを持っていたら、貸して

ほしい」という意味で学生Ｂにこう言ったことは明らかである。それを聞いて、もし学生Ｂが

「うん、持ってるよ」と答えて、しかもその赤ペンを学生Ａに貸してやろうとする行動をとら

なかったとするなら学生Ａはどう考えるだろう。学生Ｂが①日本語を理解しなかったか、それ

とも②学生Ａに親切な気持ちを待たなかったか、と思い、学生Ａは怪訝な思いを抱くに違いな

い。しかし、両者の感情的な関係はおいて、言葉の理解に限っていえば、学生Ａは日常生活で
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怪訝な思いをさせられるそんな不思議な場面に出くわすことは先ずない。それは、会話をする

二人のおかれた状況の助けを借りて、学生Ａの言葉の意図が学生Ｂに理解されるからである。 

課題文では、そのような状況は一切語られていない。理解の助けになるような状況を排除し

た実験室的な場で課題文は発せられている。これがこの課題文の文意に曖昧さを生じさせる今

一つの要因ではないか。 

それでは考えられる状況とはどのような状況であろうか。男性Ａが男性Ｂと海釣りに行った

としよう。釣場についてみると、男性Ａは何種類かの餌を準備してきたことが分かった。男性

Ｂはというと、餌にはエビしか持ってきていない。このような流れの中で、男性Ａと男性Ｂと

の間に次のような会話が交わされた。 

 

男性Ａ：エサはエビしか持ってきていないのか。   

  男性Ｂ：うん、エビが嫌いな魚はいないからね。 

 

 この時、男性Ａは、課題文と同一の文を耳にしているが、それでも男性Ｂの言葉は意味が

曖昧だと思うことは先ずない。それは、二人が置かれた状況がこの文章の意味を限定している

からである。聞き手である男性Ａは「課題文」を話者の意図通りに理解するために状況の助け

を借りることができるからである。一方状況から切り離された場面で、課題文を出されると、

文意がとりにくくなるのである。 

                                    

４．「この課題文は少なくとも二通りの意味に理解できます」という暗示的な指摘：これはこ

れまで上げた要因とは少々異なり、文章を受け取る側の心理に与える影響に関係する。「この

課題文は少なくとも二通りの意味に理解できます」といった注意を最初に受けると、少々不自

然な読み方であっても、複数の読み方を探ろうとする気持ちが働くのではないか。これは丁度

あのトリックアートの老婆の絵が、それ自体としては決して上々の出来と云えるものではない

のに、それをあの「絵の中に人物が二人いる」という前提を受け入れた上で、老婆の絵である

と認めるのに似ている。つまり、普段の私たちが使う言葉とは幾らか違っていても、「意味が

二通りに取れる」という要求を優先させる読み方をするのである。言語コミュニケーションが

成立する通常の場面から切り離されて提出されたいわば不自然な状況での言語表現を許容す

る隙間が受け取る側の気持ちに生まれるのである。これも「一文が二通りに読める」曖昧な表

現を認める（心理的な）要因と言えよう。                                   

 

５．句読点の欠如：句読点は補助的なものと考え、「句読点がなくても注意をして読めば意味

が正確に伝わる文」を書くことを目指すべきではないか。あの、「渡辺刑事は血まみれになっ

て逃げ出した賊を追いかけた」を本多氏の原則に従って「血まみれになって逃げ出した賊を渡

辺刑事は追いかけた」と書き直した方が句読点で処理するよりも文章構造の原理を理解した手
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の入れ方であると考えられる。句読点を打つことによって文意を明確にすることができるので

あるから、句読点の有無を文意の曖昧さの要因に挙げるのは、全くの間違いとは言えない。し

かし、補助記号である句読点の働きに依ろうとする前に、文章表現の原理を考察して問題をと

らえる方が言葉の働きを根本的に考えることになるのは言うまでもない。               

以上の５点は、それも課題文を分かりにくくしている要因ではあるが、あるものは文法的な

面から考えての分かりにくさの指摘であり、あるものは言葉が用いられた実際の場面を考えて

のそれである。これらの要因を見る目はそれぞれ性質を異にすると言えるが、言葉を考え、そ

れが言葉についての理解を深めることにつながる点では共通している。 

平明に見える課題文であるが、文法的な知識、現実的な日本語運用の場面への考察、言語に

よる意思疎通の文化的な常識等、この課題文の分かりにくさの要因を追究するには複数の方面

からの考察が必要である。そのような種々の方面からの考察なくしてはこの課題文の謎は解明

できない。このような考察を要求する文が、言葉を考え、言葉の感覚を磨く等の目的には適し

ている。         

以上、一例を挙げて、言葉を考えさせ学生の言葉に対する感覚を磨く試みを紹介してみた。

宮崎国際大学の学生は英語の習得に強い興味を持って大学に入学してくる。国語表現の授業で

日本語の感覚を磨くことが学生の英語習得にどのような好影響があるのか。そもそも自国語で

あれ、外国語であれ、言葉を学ぶ者にとって、言葉の感覚を磨くことは非常に重要であると思

う。言葉に対する意識が低ければ外国語学習の成果も思うように上がらないだろう。その意味

で、「日本語表現」の授業で言葉についての意識を高め、その感覚を磨くことは英語学習に熱

意を持つ本学の学生には根本的に重要な勉学姿勢であろうと思う。 

 

（７）その他の文例 

次にこのような「考える国語表現」を目的とする「日本語表現」の授業でこれから筆者が使

ってみたいと考える「文意が二通りに取れる文」を挙げておきたい。条件としては、その文を

論じるには言語に関する多方向からの考察及び知見が求められるものがよい。 

 

ⓐ 筆箱の中には長い鉛筆が一本しかない 

  

㋑筆箱の中に一本しか鉛筆がなく、その鉛筆が長い 

 ㋺鉛筆の中には鉛筆その他はたくさんあるが、長い鉛筆は一本しかない 

これは、子どもが言った言葉の中にあった文章である。考えてみると、上の㋑㋺のような二

通りの意味に取れるが、それが何故かを考えると、色々と因が考えられそうである。 
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ⓑ 先生と友だちだった 

 

㋑（お見舞いに来てくれたのは）先生と友だちだった 

㋺（中学校の時、）先生と友だちだった 

 

これは、近くの果物屋に「宮崎マンゴーは太陽とお友達」と書いてあったのにヒントを得て考

えたものである。これも議論が広がりそうな文である。「友だち」という言葉には「友だちで

あること」という抽象的な意味もあることが分かる。これは形容動詞の語幹が持つ性質に似通

っている。これを考えるだけでも、学生はこれまでとは違った目で口語文法の一面を理解する

ようになるのではないか。 

 

ⓒ 山田さんは田中さんが東京にいた時に世話をした人です 

 

 ㋑東京で田中さんの世話をしたのは山田さんである 

 ㋺東京で田中さんは山田さんの世話をした 

 

これは、朝日新聞（２０１４年８月２７日付）にあった文章を書き換えて作ったものである。

元の文章は「正秀は芭蕉が近江に滞在した時に世話をした門人の一人。」というものであるが、

「芭蕉は旅先で各地の門人等の世話になって旅をつづけた」という予備知識がなければこの文

章は分かりにくいかも知れない。この新聞の文章を書き改めてⓒのようにした。 

 

ⓓ このクラスには、太郎が好きな女の子はいない 

 

これは「太郎が好きな花子」（佐竹秀雄「サタケさんの日本語教室」（平成一二年発行 角川

文庫 二〇八頁）という文を少し変えたものである。構造はあの課題文と同じであるが、少し

変えただけでまた違った発見ができるかもしれない。 

 

（８）終わりに 

 谷崎潤一郎は「文章読本」の中で森鷗外（鷗外譯「即興詩人」の一部）の文章を論じて「隅

から隅まで、はっきり行き届いていて、一点曖昧なところがなく、文字の使い方も正確なら、

文法にも誤りがない」（中公文庫版７２ページ）と評している。この様に評価される鷗外の文

章を手本にして日本語を学びたいと思う人も多いのではないか。永井荷風のように、鷗外を直

接の師と仰ぐ人は言うまでもないが、その他にも鷗外の日本語を手本にしたいと考える人は少
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なくないようだ。例えば、堀辰雄である。「（鷗外は）自分の頭の中に入ってしまっている」と

云い、「かなづかいなどは、ずいぶん鷗外の真似をしている」（中央公論社 日本の文学「堀辰

雄」月報）と堀多恵子が遠藤周作との対談で明かしている。 

鷗外が言葉を愛していたことはよく知られている。「仮名遣意見」という有名な演説で、鷗

外は「我仮名遣というものは、Sanskrit に較べてもそんなに劣って居らぬような立派なもので

あって、自分には貴重品のように信ぜられます」といっている。鷗外の国語を愛する熱い心が

読む者の胸に迫る言葉である。また、山田孝雄「森林太郎博士の苦心の事」という文章（「仮

名遣いの歴史」昭和４年寶文館発行 １５１頁以下）は死期の近い鷗外が国語の将来を憂い、

山田孝雄に後事を託する旨の伝言をしたという逸話を伝えている。これもまた鷗外の国語を愛

する情熱が伝わってくる話である。 

岩波版第三次鷗外全集第三十六巻書簡集には小島政二郎宛の書簡が二通収められている。一

般に言葉の習得には、細々とした注意が要求されるものだ。先の小島政二郎宛ての鷗外書簡二

通は仮名遣いに関する内容だが、それを読むと鷗外という人がどれほど言葉を大切にしていた

かどれほど細心であったかということが実際の例を通して理解できる。あのような細かい注意

を重ねることなくして、鷗外のような文章は実現しなかったのだろう。鷗外のような文豪と

我々とを同列に置くような書き方をすると笑う人があるだろうが、この様な鷗外の姿は私たち

を励ます。やはり日本語に対する不断の注意がなければ、本稿が目的とする正確で明確な文章

を書く力も身に付かないのだろう。この他、言葉に関する逸話には事欠かぬ鷗外だが、あの変

わらぬ情熱をもって言葉に向かう鷗外の姿勢は、言語だけではなく、大凡物を学ぶ者の模範と

すべき態度ではないか、とも思う。 
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Abstract 

Plastic in the ocean is an environmental issue that has been gaining 
attention in recent years. It not only affects marine habitats, but 
ingestion or entanglement can also kill marine life. The final 
destination of plastic waste is not yet known, but some researchers 
believe that such debris may be entering our food chain as plastic 
molecules are broken down and absorbed by marine life. In this 
study, we are going to discuss some of the effects that plastic in the 
ocean may have on marine environment and how it may be entering 
our food chain. Finally, we surveyed a local beach in order to verify 
the ratio of plastic within the litter found on the shore and found out 
that most of it was in fact plastic-related. 
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Introduction 

In 1997, Charles Moore discovered the Great Pacific Garbage Patch, which is composed of 

marine debris in the North Pacific Ocean. Marine debris is characterized as garbage found in 

the ocean or other large bodies of water (National Geographic 2014) that ultimately have been 

washed away from land and ends up in ocean gyres, which have slow-moving centers that 

collect plastic and other debris (Environmental Cleanup Coalition 2014). Greenpeace, in its 

2006 report, and other researchers have been warning about how marine debris is hurting both 

humans and marine life, affecting habitats, killing animals, and as we will later discuss, 

possibly entering our own food chain. 
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Habitat Pollution 

Marine habitats today are greatly affected by human generated waste that is regularly found 

floating in the ocean. The most commonly found waste is plastic. It has been discovered that 

eighty-percent of plastic in the marine debris found in the ocean comes from land, through 

beaches, streets and highways (Allsopp et al. 2006). Also, according to the Environmental 

Health News “plastic buried deep in landfills can leach harmful chemicals that spread into 

ground water” (Environmental Health News 2009), that ultimately flow out to the ocean. This 

plastic have been corrupting the marine animals’ habitats in terms of food ingestion, causing 

them to mistakenly ingest the non-nutrient and toxic materials floating on the ocean or use it as 

parts of their nests. Although the final destination of plastic debris is unknown, Song et al. 

(2009) pointed to the fact that the low temperatures found in the oceans will reflect in slower 

degradation. That idea leads us to infer that the length of time required for some plastic 

products, such as plastic bottles and fishing line, to be completely broken down in the ocean is 

longer than most human and animal life spans. What makes us think that, which such long 

lifespan, pieces of plastic swallowed by a marine animals can return to the ocean after the dead 

body of the animal has decomposed, continuing to pollute. 

Habitat pollution problems do not end with direct impact to species, but also indirect. 

Floating plastic waste can be used by invasive species as rafts for transportation into habitats 

where they do not naturally exist (Mayell 2002). This causes the possibility of another species 

colonizing other habitats and competing for the food available in the area. It shows that plastic 

waste can change natural habitats of humans and animals over long periods of time. 

  

32



 

 
 

Marine Life Mortality 

Particles of plastic and plastic nets play a great role in marine animal mortality and sea turtles 

are an example of species that have been affected by plastic debris. In 1980 researchers have 

found that 30% of sea turtles had swallowed plastic debris, but in 2012 50% of turtles were 

found to have ingested it (Schuyler et al., 2014). This, according to the researchers, shows that 

the amount of the debris in the ocean has been increasing. Once turtles see the plastic bags 

floating in the ocean, they confuse it with food (e.g. jellyfish). Ingesting plastic may block 

turtles’ stomachs and lead to death by starvation and malnutrition. In addition, there is already 

evidence that toxic chemicals that are incorporated to plastic during manufacture, like 

bisphenol-A (BPA) and phthalate, can be released to humans through plastic containers and 

toys. Both chemicals have shown to affect marine life in different ways during laboratory 

studies (Thompson et al. 2011). 

 

Fig. 1 - A decaying plastic bag resembling a jellyfish - which happens to be one of sea turtles favorite food (By seegraswiese 

(Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons) 
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Other materials that have plastic in their composition are also harmful to sea animals. 

Among those, fishing nets are one of the most harmful products when thrown away in the 

ocean or involuntarily lost by fishermen. Large marine animals such as turtles, seals, and 

whales have been entangled in the nets (Laist et al. 1997). When an animal is trapped, the net 

limit their movements, preventing them from catching food, escaping from their predators and 

even resurfacing to breathe, causing death by drowning. Even if an animal succeeds in escaping 

from the net, it could be injured leading to infection and eventual death (Poiner et al. 1996). 

Not only fish, but also predatory birds can be entangled and dragged into the ocean 

while they hunt for their food (Miljö, A. 2001). As oceans have currents, these discarded plastic 

nets travel around the world and keep trapping the animals in what is called ghost net fishing. 

In addition, the movement of the nets drag and tear coral reefs off from the ocean floor causing 

loss of habitats for smaller marine animals and plants. Plastic debris is harming animals that 

live both in and near the ocean. 

 

Food Chain 

It was previously believed that it took high temperatures and dozens of years for plastic to 

break down, but studies have shown that plastic starts decomposing even in lower temperatures 

within a year (Barry 2009; Andrady 1989), leaving toxic substances in the sea. The amount of 

time a specific piece of plastic takes to completely decompose may vary according to size and 

manufacture process, but it is important to notice that, as mentioned before, when plastic starts 

to decompose it can leave toxic chemicals behind that will affect marine life in various ways. In 

addition, plastic waste in the oceans absorb other chemicals from present in the ocean making 

plastic in the ocean an actual toxic “sponge” (Teuten et al. 2009). 
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Many marine animals, including seabirds, have been found to eat plastic, but now it is 

known that they are consuming the chemicals from the dissolved plastic as well (Tanaka et al. 

2013). These chemicals are known to cause cancer in humans, which raises questions as to 

whether smaller animals will be more susceptible to their effects. Also, toxins such as mercury 

can travel up the food chain and large fatty fish like tuna can have higher concentrations of it in 

their body. In order to understand how plastic plays a role in the toxins moving up the food 

chain, one study tested a Japanese fish called medaka by adding plastic to their diet (Rochman 

et al. 2013). One group of fish ate normal fish food, another group’s diet consisted of 10% 

“clean” plastic, and another group’s diet was made up of 10% “dirty” plastic that had been 

floating in the San Diego Bay for several months. It was found that the fish that ingested plastic 

absorbed the toxins through their stomachs and were more likely to have tumors or liver 

problems.  
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Fig. 2 - Pollution swan. (Licensed under Public domain via Wikimedia Commons, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pollution_swan.jpg) 

 

 

Fig. 3 - Laysan albatross chick remains (Licensed under Public domain via Wikimedia Commons, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ALaysan_albatross_chick_remains.jpg) 

 

For some time, researchers had speculated about toxins being absorbed by fish (Derraik 

2002; Katsanevakis 2010) but the medaka study confirmed what many had feared. There is 

now a concern about humans consuming toxic fish, as it is impossible to know how much 

plastic a certain fish has consumed. This is especially true in the United States where only a 

small portion of imported fish are tested for contaminants (GAO 2012). 

 

Effects in our Local Area 

In 1986 a Texan and former member of the Ocean Conservancy organized a beach cleanup 

along the Texan coast. This effort soon spread globally as Canada and Mexico held cleanups in 

1989. This International Coastal Cleanup aims to centralize information about cleanups in a 
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global scale, asking volunteers around the world to share their data. In 2014, 92 countries were 

participating in the cleanup (Ocean Conservancy,2014) and their report (which contains data 

from the cleanup performed September 20, 2013), shows that more than 5,592,490 kilograms 

of garbage was collected over 20,783 kilometers of shore line. Unfortunately, due to time 

constraints1, we were unable to participate more actively in the International Coastal Cleanup, 

but we were able to go to a local beach and collect data on the rubbish found on the shore. 

 

 

Fig. 4 - Location of Aoshima beach in Kyushu, Japan (left) and detailed view of the surveyed area (right) 

 

                                                

1 The International Coastal Cleanup is held every year on September 20. Our research deadline was set to July 15, 
2014, what made impossible for us to organize an institution wide volunteer group. 
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Fig. 5 - Bottle caps and beverage bottles were the most common items in the surveyed area 

Data Collection 

Our group went to Aoshima beach, located in Miyazaki, Japan (31.8050° N, 131.4757° E). 

There, we used the same data form used by the Ocean Conservancy2 to catalog all kinds of 

rubbish we could find. Also, due to the fact that our data collection group counted with only 4 

people, the total area covered by our group was restricted to around 48m2. 

 

 

Fig. 6 – Ratio of plastic and non-plastic rubbish found during data collection 

 

                                                

2 http://www.oceanconservancy.org/our-work/international-coastal-cleanup/data-form.pdf, retrieved on June 13, 
2014 
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Bottles and bottle caps comprised most of the plastic rubbish found by our group 

coming only after foam packaging. Most of the foam packaging found were food containers 

used by Japanese people to store ready-to-eat meals. Looking at the non-plastic related rubbish, 

we found an amazing quantity of fireworks material what lead us to think that most of the 

rubbish found by our group didn’t come through sea currents but were probably brought and 

disposed of by visitors to the beach. 

Finally, looking at the ratio of plastic and non-plastic litter found by our group, 59.3% 

of all rubbish cataloged was plastic or plastic related, which reflects Ocean Conservancy’ 

findings. In addition, it is safe to assume that, once the littler is washed away into the ocean, the 

plastic will start its pollutant-cycle by killing direct or indirectly sea animals and birds. 

 

Discussion and Future Directions 

Though the immediate effects of pollution on marine life are evident, the long-term 

consequences of plastic pollution are still unclear. Some researchers argue that there is a risk 

that plastic will make a permanent imprint on our planet (Nuwer, 2014 & Corcoran et al. 2014), 

leaving its traces for generations to come. Whether or not this happens, humanity is responsible 

for taking care of the environment that it depends on. Just as it is a good practice to keep our 

houses clean, taking care of the environment should not be a chore. 

Some possible solutions have been proposed for the plastic problem. Recycling 

definitely could be an effective solution because by reducing the possibility of plastics thrown 

away we would be reducing the amount of debris in the oceans. Also, improving recycling 

technology and making clear policies of how and why recycling is a vital activity to the public 

can also be effective measures. Offering incentives for recycling could be another method of 
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encouraging more people to take care of the plastic. Another solution that has been proposed is 

a method to clean up the plastic that is already in the ocean (The Ocean Cleanup 2014) .A 

collection of floating barriers would trap debris as the ocean currents push under them. The 

barriers are solid rather than nets, so marine life can swim around them without being caught. It 

is understandable that such method would take a long time to show itself effective but 

implementation of both would undeniably help to reduce the impact that plastic pollution in the 

ocean have on marine life and, probably, on human life as well. 

We hope we can organize an institution-wide activity in the near future and help 

providing data to the Ocean Conservancy for the International Coastal Cleanup. We would also 

like to raise people’s awareness as to how not only plastic, but garbage in general affects 

marine life and our lives. This would hopefully encourage people to volunteer for cleanup 

activities and raise awareness of plastic disposal methods in their local communities. 
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