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英語教育の現場と言語学界の事離

一「教育的健全さ」と「言語学的健全さJ-1)，2) 

高木勇

1. はじめに

英語教育は，世間で常に注目を集める教育関連のトヒ。ツクの1つである。日本においても，言語

学者や教育学者のみならず，一般人の多くが英語教育に関心を持ってし、る。「中執交から大学までの

10年間の英語学習に関わらず，英語が使えない人間jを大量生産してきた日本においては，英語教

育は「国民的な」問題になっており，このような状況を改善すべく，さまざまな学究的分野におい

て，種々の研究・提案が行われている。そしてその一部を言語学からの知見が占めているわけであ

るが，その研究成果は，言語学者が期待・主張するほどには，英語教育の実践(現場)に貢献でき

ていなし、ように管見の限りでは見える。特に，中等英語教育(中学校・高校における英語教育)に

対する積極的・具体的な研究還元はあまり見受けられず，また数少ない応用例を見ても，その教育

的効果には疑問が残る。総じて，中等英語教育(教育現場)と言語学(学究的世界)の聞には大き

な隔たりがあるように思われる。

ヰキ高では，まず，この2つの世界の「事離状態」を具体的に示し，実践と理論の間にある問題点

の整理を行う。そして，ヰヰ高の 1つの大きな結論として，学究的世界からの知見(理論)を教育現

場(実践)に応用する際には，現場での実践に主眼を置いた「教育的健全さJが必要不可欠である

ことを主張する。論文の最後では，言語学的知見を取り入れ，且つ， 1教育的健全さ」も満たす具体

的な耕オ例も紹介する。

2. 研究の背景

筆者は大学卒業後，中等英語教育の現場にしばらく身を置き，その後再び学究界に舞い戻った。

現在は，認知言語学のパラダイムに依拠し，英語(言語)とその教育に関する研究を行っている。

研究成果の教育現場への還元を第一の目標に掲げる筆者が，英語教育系の分野ではなく，あえて言

語系のフィールドに所属している狙し、は「英語としづ言語そのものを見ることから，英語教授/学

習における効果的な"HOW"を考えることjにある。英語教育関連の分野においても 1'"'-'メソッド」

や 1'"'-'アプローチJ(例えば，伊村 (2∞3) を参照)等のタームが示すように，英語教育を“HOW"

の側面から見る傾向が5齢、ように思われるが，教える対象で、ある英語そのものについては，どこか

暗黙の前提とされているところがあり，この分野において英語としづ言語自体が詳細に追究される

ことは稀である。 3) たとえて言うなら，料理において，具材の鞘敷は考慮されず，レシピばかりが

研究されているようなものである。しかしながら実際には，"HOW"の前にまず句伺-IAT"(=英語

そのもの)を知る必要があること，あるいは"WHAT"が見えるようになって初めて本当に効果的な

"HOW"に辿り着けるということは明らかである。 4)，5) 

このような信念の上に成り立つ本研究は，言語学的観点から英語(言語)の本質に迫りつつ，そ

れを基に英語学習/耕受の効果的な"HOW"を模索するものである。また，この研究におし、て重要

なのは，筆者は現場経験者であるということ，すなわち，少なからず現場のことを知る言語学従事

者であるという点である。また，筆者は将来教育現場への復帰を予定しており，すなわち，現場の
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ことを「真の意味でJ第一に考えている言語新走事者であるという点も強調しておく。

以上のことから，本研究は，中等英語教育の生の現場に関して「無知」の学者による「玄人向け」

の「現実需働日した研究とは，その位置付けと意味が本質的に異なる，ということが言える。筆者

の一連の研究は「研究のための研究」ではない。それは，中等英語教育の生の現場に精通し，また

英語教育を現場目線で考察・研究し，その学究的成果を現場レベルで、具体的な形として還元するこ

とを唯一・最大の目標とする筆者による「実践のための研究Jである。 6)

3. 言語学は英語教育で「使える!Jという主張

筆者の独断や偏見などではなく，現在，いたるところで r(認知)言語学は言語教育に貢献する!J 

と福われている。以下では，まず，その有用性や必要性に関する学界人の「期待Jや「信念Jに関

する記述を列挙する。 η

(1) a. "From a me出odologicalstandpoint， the肥 cogr岨onof the mean血gof grammatical 

C∞ons芯st仕ru町lcti出ons芭sp戸'rov吋ide白so叩pp戸O討凹岨e白Sωt蛇eacl出1gr，担nrr立m訂 ina wa可ysi釦宜世訂 t句O血a討tof 

lexical i挺t蛇e臼ms日…"

b. rコ一パス言語学の発展とともに，コーパスの英語教育分野への応用が期待されて

いるJ (中f康ほカ瓦2005:17) 

c. (i) r私は…言語学(特に言語理論)に応用価値を期待する。」

(誼)r言苦理論は言語学外部からの需要や期待に応えるべきJ (以上，黒田 2008:5)

d. r…認知言語学の立場は，語葉習得にまつわるさまざまな学習ストラテジー研究に対

しでも，多くの示唆を与えうる…J (森山2000)

e. r英語表現の認知的珪拍手は，言語学においては言うに及ばず英語教育にも貢献する。J

(二枝2007:樹氏帯紙)

五 「生成文法理論に基づいた第二言語習得研究(し、わゆる， UG-based SLA rese紅白)

の成果(の少なくとも一部)は，外国語教師の心得として有効な示唆を多く与えて

くれる。J(e.g・F 不適格文の積極的利用→生成文法は学校文法が苦手とする非文の

説明が可能) (白畑2008:63る4)

g. (i) r…他の言語学者は，言語学が教育と関わるあらゆる問題の万能薬となり得ると

主張して・・・」

(垣)r理論言語学者は，多くの場合，自分たちの言語理論が，外国語教育や読みの教

育など，実用的分野の諸問題を解決するために，直接応用可能であると考えて

きた。J (以上，スポルスキー 1981:2) 

h.“1 believe血atCogr創刊Linguisticsdoes 0旺era 'g∞d出eoryof language， and one 

whirn should ce此担吐ybet北 enseriously by血elanguage teaclling profession." 

(Taylor2∞4: 116) 

i. "Co伊itiveLin伊凶cs...0証ersimportant new insigh包出togr釦 rmarand lexis." 

(Tyler2∞8: 485) 

j. r身体性J・「投影J・「前景ー背景」・「焦点化」・「意味拡張」・「空間関係付けのメタファ

~J 等の概念は「有効な武器Jo (上野200宍392)

k. 多様な表現聞の違いを的確に説明できるようにするために，教室でも語用論は必要。

(山本2008:2) 

1. r認知言語学的な観点からみた場合，言語教育の現場においても，この言葉の創造的

な視点を何らかの形で体系的に組み込んだ教材と指導法の開発を考えていく必要が

あるJ (山梨2001:16) 
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m. r[語法文法セミナーは]決して空理空論ではなく，翌日の授業にすぐに役立てるこ

とができ，中学校の教員にも，さらには，大学の教員にも，新しい英語の世界が見

えてくるような中身を提供する…J8) 

以上のように多くの学者が言語教育に対する言語学の有用性・必要性を主張し，あるし、はそのよう

なものを期待しており，基本的には材高もこの立場を支持するものである。その一方で，以下に示

すように，このことに関する消極的な意見も少なくないo 9) 

ρ) a. rw文法家』の現実再街もした教理J (ブルームフィールド1965:662)

b. r我われが，たとえ音韻論に関するいくつかの基本的な問題に，ほぼ100パーセント

の確信を抱いたとしても，読みの研究や読みの教育に対して，し、かに重要な結論に

到達できるかは，決して明らかではない。」

(Chomsky (1970: 3) as cited inスポルスキー (1981:4)) 

c. "Idon't出inkmodem linguistics can tell you very much of practical u国ity."

(αoms防 1988:180) 

d. ".. .linguistics has very li社le句 saydirectly to出equestions of language pedagogy. . ." 

(Ferguson 1966: 136) 

e. r研究者が考える理論は実際には役に立たない。J (石黒ほか2∞3:176) 

f. r確証のない処方筆が次から次へと教師や応用言語学者に押し寄せてくる。」

(ロング1998:119) 

g. "… morebぉicrese紅白wasneeded befo陀 insigh包仕omtheoreticallin伊 isti白 could

be applied." (M訂 k田 1990:316)

h. (i) r大学・大学院の英語科教育法などの講義でよく使用されている書物…にも

生成文法理論に基づいた教授法についての言及はほとんどない。」

(並) r生成文法家や外国語教育研究家からの具体的な初受法・指導法についての提

案がなされていない。」

(出) r生成文法は，普遍文法に関連する狭い文法領域について議論しているだけで

.. w読むことjw書くことjW聞くことjW話すこと』の四技能をバランスよく

教えようとする中学，高校の英語教育では使えない。」

(以上，白畑2008:62ゐ3)

i. (i) r…言語学が・直接，教育と関連することはマレ」

(垣) r彼ら[=理論言語学者]は，この問題[=外国語教育や読みの教育の問題]

に対して，充分な見解を持たないので…悪影響をも与える…J

(出) r言語の言己主とし 1うのは，その言語をし 1かに学び，かっし 1かに教えるかに関す

る手引きではない。J (以上，スポルスキー 1981:2， 5) 

j. r認知言語学の知見をそのまま英語教育に適用しようとしても問題がある。J10) 

(田中2006:174) 

k. r実際に応用しようとすると，内実の乏しさが目だ、ってしまいます。J

(田中ほカユ2006:259)

1. (i) "...血e relationship betw目 n lin伊 istics and language teaching is a 

controversial one." 

(垣) "…出eterms 'linguistics' and ' gr百 四nar'probably have a very bad rep凶 ation

wi血q凶tea few people in吐lelanguage teaching profession. 

(以上， Taylor2∞4: 115) 

m. rあれ程すばらしい成果を残した変形生成理論や格文法等の優れたアイデアが何故
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か中・高の教育に生かされていない。J (上野2∞7:ili) 

n. Iただ単に漠然とした枠組みだけを述べた研究内容では，現場の教育者が効果的な指

導を行うための具体的な筋道を学習者にどのようにして示すべきなのかが判然とせ

ず，混沌とした状況を招く ...J (上野2007:ix) 

o. 外国語教育の研究は現場に直接役に立ち，また，現場で必要とされるものを研究す

るべきであるという点で言語学とは異なる。 11)

p. I大学で研究され、教授されている理論は現場で非常に役に立つ有益なものであるに

も関わらず，ややもすると実効感を伴わない場合がある。J明

このように，言語学の言語教育への応用に関する「負」の側面が，言語学者自身によって認識され

ていることも事実である。材高は英語教育における言語学の有用性を肯定・主張する立場であるこ

とは先に述べた。しかし，筆者は，矛盾するようであるが， ρ)で挙げられたものの大部分にも深い

共感を覚える。すなわち，私は，言語研究，特に言語教育を意識したそれでさえも，実際の教室で

は「全く使えなしリあるいはむしろ「有害」であることも少なくないと感じている。 13)，問但し，

繰り返しになるが，本稿はあくまでも「言語学は英語教育に貢献できるJとしづ立場であり，ここ

で重要なのは， (2d) ， (2i)， (有)に含まれる「直接 (clirectly)J IそのままJとしづ言葉である。これ

は材高の主張の核となる部分に直接関係し， 6節で詳述することであるが，言語学的知見が言語教

育の現場に導入される際に問題が生じるのは，それらの知見に対して教育的観点からの加工が何ら

なされることなく， Iそのまま」の状態で「直接 (directly)J現場に持ち込まれる場合である。換言

すれば，言語学界における研究成果が言語教育の現場で有効に働くのは，"百戸19uistiCnotions and 
theories] p肥 sentedin a suitable pedagogical format" (Taylor 2:ω4: 136)とし、う条件っきとし 1うことで

ある。この意味で，上に挙げた言語教育における言語学の有用性に関する両極の意見は，いずれも

真とも偽とも言える。すなわち，ここで問題となるのは言語学的知見を教育現場に導入する「方法J

であり，それらの「知見J自体に欠陥があるとし 1うわけではない。あくまでも，言語学界における

理論や道具立てそのものは，教育実践に寄与する大きな可能性を秘めているのである。

本節では言語教育における言語学の有用性・必要性に対する肯定派と否定派の両立場を概見した。

次節では，後者の論拠となる教育的効果に乏しい耕才を含めた，教育現場と言語学界の「君離Jの

実情を概観し，この2つの世界の間にある問題点を具体的に掘り起こしてし 1く。

4. 英語教育の現場と言語学界の事離

本節では，英語教育の現場と言語学界の事離の実情を， 2つの観点，すなわち， (i) I英語(とい

う言語そのもの)J，そして， (垣)英語教育に関する「老けれという観転から見てして。

4.1.~離の実情①: f2つ」の英語

まず， (3)"'(15)のべアと表1を見ていただ、きたい。

(3) IS+V心 l-f-U2Jと IS+V+02+P心 lJは「同じ意味J !? 

a. Marysent吐lebook to hlm， but he didn't re白 iveit. 

b.持 Marysenthirnthebook buthedi由 't肥 ceiveit. 

(4) I能動態Jと「受動態j は「同じ意味J !? 

a. B迎vainted吐led∞r.

b. 官官doorwas vain蛤dbvBil1. 

(Lee 2001: 74) 

(西村1996:79)
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(5) r A after BJと rBbeforeAJは「同じ意味J !? 

a. Wegotmar甘ed 旦fter we had children. 

b. We had children詮色;rgwegotm田ried. (Radden and Dirven 2007: 29) 

(6) r動名詞Jと「加ー不定詞の名詞的用法」は「同じ意味J !? 

a. 1 didn't like国@g血em.

b. Idi也l'tlike to tell出em.

(乃 「繰り上げ」前後の文は「同じ意味J !? 

a. S命mistou写htopleぉe，but Ken is easy to. 

b.? 1ib please Sarn is tmゆ，but Ken is easy to. 

(8) ωillとbegoing加は「同じ意味J !? 

a. Jt's unlikely that Smith辺IIbeat Jones. 
b.? Jt's u1由kely吐1atSrr世出is写oin写tQbeat Jones. 

(9) 譲歩の接続詞 ω の使用制約!?悶

a. Young 呈~she is， she is trusted by everyone. 

b. 持 Woman呈~I 田n， 1 can be of some help to you. 

(10) 関係代名詞使用の意味的制約!?

a. 1 know a girl ~ho nobody is b叫 1詮rthar1.

b. # 1 know a girl ~ho Mary is brighter出ar1.

(11) r2つの世界Jにまたがる事象!?

a. You must write a letter， and ~end it right now. 

b.持 Youmust write a let蛇r，and，Y!ourp紅白色arewai出19forit. 16) 

(12) r命令文」は常に高圧的で失礼な表現!?

a. Peel these po担tぽ s.

b. Enjoy your holiday. 

(13) 関係代名詞 thatの継続用法!?

a. Ken didn't do the homework，型国生madehis mother an伊y.

(Skandera2∞'3: 348) 

(谷口 2004:84) 

(Lee 2001: 136) 

(成田 2008:123-125) 

(高見2003:91) 

(山本2008:2) 

b. 官官Austriangove百rmentallowed one of由ree仕ains，血ill:hadbeens廿andedat血e

Croatian-Slovenian border for tow days， into出ecounむy.
(平田 1996:112) 

(14) listenに続く前置詞は必ず加!?

a. 1 listened to出edoor.

b. 1 listened at the door. 

c. 1 listened for the door. (瀬戸2006:104) 

(15) 冠詞と名詞の関係

a. ??名詞に冠詞をつける

b. 冠詞に名詞をつける (ピーターセン 1988:10-19) 
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表1. r2つ」の英語の比較

中等教育の現場(中学校・高等学校) 言語学界(学究的世界)

(a)と(b)は同じ意味 (a)と(b)は異なる意味

(同じ容認度) (異なる容認度)

容認可 不自然/容認不可

不自然/容認不可 自然/容認可

(l5b) 

これらのべアは，教育現場の英語と言語学界の英語が「別物」であることを端的に示す好例である。

例えば，中朝交や高等学校では， (3)~(8)における a と b の文は「同じ意味」を表すものとして，機

械的な書き換えの指導が行われている。一方，言語学界では，それぞれのペアは「異なる意味」を

持ち，文の容認度にさえ影響するということが「常識」となっている。また， (9b)~(l1b)も言語学

界では容認性が問題となる例であるが，現在の中等英語教育の現場においては何の問題もなく受け

入れられている(可能性が極めて高し¥)。さらに，学界や日常生活における生きた英語では常識的な

(12b)や(13b)，(14b， c)等の用法も，中等英語教育の現場で樹受されることはほとんどない。

教育現場におけるいわゆる「学校文法」は，言吾学界が追究する「生の文法Jを，教育目的で簡

圏各化1乃したものであり，このことから， Leech (1994: 21-22)は， 学校文法のことを，官ction"や

"rule of出国nb"などと参照している。但し，これは学校文法は「文法学者の文法よりも価値が低い

ということではなく J(大津2007:53)，この教育目的の簡略化は心理学的側面からは正当性がある

とも言われている (L配 ch1994: 24) 0 18)， 19) 

いずれにせよ， 12つ」の英語が存在するということは事実であり，このことは，すなわち， rw中
等英語教育の現場の常識』と『言語学界の常識』は異なるJとし、うことを示している。このように

前提とする英語そのものが異なるということが2つの世界の溝そのもので、もあり，また種々の問題

を生み出す元凶になっているということは想像に難くない。 20)

4.2.~離の実情②:教育的効果に乏しい教材

前節では，教間見場と言語学界においては，前提となる英語そのものが異なっているとしづ事実

を見た。本節では，言語学的知見を取り入れた英語学習耕オを取り上げ，その教育的効果を検証す

る。ここでは，認知言語学において最もポピュラーな道具立ての 1つで、ある「イメージ・

スキーマJ21)を応用した教材を例として見てして。イメージ・スキーマは，認知言語学の初級学習

者/研究者にとっても，比較的分かり易い概念であり，そのためにこの概念は多くの人を「これは

英語教育で使えそうだ」と思わせてしまうところがある。初級学習者/研究者ほどこの傾向に陥り

易いのではないだろうか。しかし，この「分かり易さ」あるいは「分かったつもり」が落とし穴で
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あり，これが多くの「札悪Jな耕寸を生み出す原因になっているように思われる。

4.2.1.言語学者からの提案

まず学界の研究者(言語学者)から提案された例を見てして。

(16) r前置詞」①

点£?
(b) 

into .-一-

ーー丘一~outofI~ 寸ー吋噌b

(。 (d) 

(高橋・田部1987:328-332) 

(1η 「前置詞j②

(a) 
across acr口5S acro5s 

across 会后菩て ァ省民 プ斗事 i

along ニグ 室>p 2ぎ猛

through through through 

through 4三ヨ→ 算編 -<Í~三L出
over over 

白血over 必竺 特

(e) 加

市戸、

(c) 
x y 

(d) 

(田中ほか2∞6:67， 103) 

(16)は今から 20年以上前に出版された学習参考書の前置詞の説明欄の一部だが，この時すでに「図」

による説明がなされている。英語の前置詞に関するこのような図あるいはイメージ・スキーマによ

る説明は，早くから標準的な方法として定着しており，その有効性もある程度信頼がおけるo 22) 

さらに最近では，イメージ・スキーマによる説明を前置詞以外の項目にも応用しようとする動き

が見られる。この流れをくむ著書で，一般の英語学習者の間でも比較的認知度が高いのは，大西・

マクベイ (2∞6) と田中ほか (21∞6)であろう。いずれも，以下に示すように，英語のさまざまな

単言吾や構文，文法事項を積極的に「イメージ」や「ハートjで捉える「イメージ文法Jを推進して

いる。
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(18) r動詞」

(b)m回 (f!;9J目

~グ/ず
附杯、¥

CコCコル3

(g) 叩e依~ tal~く~ tell， & s.勾

電mJI 回

ων

。1)reach， get to， arrive at/in 

(i) meet 

(大西・マクベイ 2∞6:163，田中ほか2006:12，23，24，32，82，86，92)

(19) r助動詞」

鑓麟襲撃

a. 

舗織輔機警

唱

b
日会去

(大西・マクベイ 2∞6:100) 

Cf.ρ0) begoingお

生堂監竺
Maximal Scope 

守mmedi3teSrope 

(Langacker 1999: 303) 



ρ1) i冠詞J

(a) 不定冠詞 -

、

戸

一

一

2
・S21

、.. 九一二よ今正正し

IAιり/日日一一

一-

i

3

3

，d
"

}

 

(b)定冠詞

(大西・マクベイ 2∞6:24) 

(23) i構文J

(a) 刀zere-構文

(24) i相.a鞘IjJ

『言語科学論集』第 15号 (2009) 127 

仁:t. (22) 11 grounding" 

domainol 
Instant.at.on 

(Langacker 1991: 92， Taylor 2∞2:349) 

(b) i tell + 0 + to-不定詞J構文

-45遍
I told ..  to do it. 

(c) iname+O+CJ構文

盤機
E named I轟 τ銑

(a1)現在完了 (b)過去(a2)現在完了

C • 

(大西・マクベイ 2∞6:52)
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~ 

現在 未来

以上のように，大西・マクベイ (21∞6)及び田中ほか (21∞6)では，英語の動詞や助動詞，冠詞，

構文，相，時制等さまざまな項目の説明に「イメージ」を導入している。その試み自体は大変興味

深く，またそれまで「一般学習者向けJのイメージ文法書がほとんどなかったことを考えると，彼

らはこの分野のパイオニア的存在で、あり，賞賛に値する。例えば， (18h)で、は類義語で、あるarriveat/in ， 

get加，reachの微妙な意味の差異が，一般の英語学習者にも分かり易く提示できていると恩われる。

また，begoing加に関しては， Langackerによる「玄人向けの」スキーマρ0)に比べると，大西・マ

クベイによるスキーマ(19b)の方が (willとの対比で提示できるという点も含め)いくらか教育的効

果が期待できそうである。劫また， iネイティブの直感」を的確に表したイメージ・スキーマをも

とに指導・学習するということは， i文法や語法の学習だけでは及ばないところに位置していて，究

極的には， w意味の感覚』とでもいったものJ(池上2006:5)や JJJ:6田 l'for由elanguage " (Hadley 2002: 

6， 13)に到達できる可能性がより高まるということである。 24) さらに，この「イメージ文法」は

「日本語の影響を最小限に抑えたJ(田中ほか2006:36)指導・学習法への大きな示唆を含んでいる

と言える。つまり，母語の介入を排除する方法の1つになり得るということである。

ここまで， iイメージ文法」の長所を挙げてきたが，以下に示すように，この記述法は多くの問題

点も苧んでいる。

(26) a. あまりにも単純・素朴すぎて，情報価値がない (e.g.，(18c)のrun)。

b. ii由象的/スキーマ的」というより，むしろ「具体的」な1つの意味を

表しているだけ (e.g.，(18a)のgive，(18 b)のmiss)。

c. スキーマだけでは， i何を表しているのか」が分からず，結局は言葉による

説明が必要。または，説明を加えても理解し難い (e.g.，(23)の構文， ρ.4)の相・時制)。
d 直感に反する (e.g.，(24b)の過去の捉え方)。劫

e. このようなスキーマを「し、つJ・「どのように」提示していくかなどの

実際的な，最も重要な部分が不明I京。 26)，2η 

大津 (2∞7:58与9)で述べられているように，英語のあらゆる側面を「感覚やイメージなどを持ち

だして説明しようとするのはかなり無理Jがあり， i有効な方法ではなしリ。そもそも，他の指導法・

学習法と同様，イメージ・スキーマによる指導法・学習法がうまく機能しない領域も存在すると考

える方が自然である。この点をよく吟味せず， iとにかくイメージを描いてみよう!Jとしづ軽薄な

態度がρ6)の問題点につながっていると思われる。お)

ここで，先に挙げた大西・マクベグ (2∞6)，田中ほか位006)による「スキーマJを改めて見直、

していただきたい。五蝕守的な説明力・説得力を持つものはあるだ、ろうか。筆者の答えは残念ながら

iNoJである。

4.2.2.現場教員からの提案

4.2.2.1.岸本 (2∞6，2∞7):名詞の「数Jの指導

次に，現場教員自らの提案を見る。 1つ目の例は，中学校2年生を対象に名詞の「数」の指導を
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行ったもので、ある(岸本2∞6，2007)。以下に挙げるρη"'(28)は実際に使用された耕オである。

(2η basketballの例

要一
向

字

削
…
や

× a × × × 

(岸本2006:170)

(28) 切'haleの例

(岸本2007:546)

岸本は，このプリント耕オを用し 1て，言言腕式とその指示物(意味)の関係を，生徒に理解・修得

させることを試みている。この耕オの最大の新教は， I絵Jと「文字Jそして「イメージ・スキーマ」

という 3種類の情報が同時に提示されているという点である。つまり，学習者は，現実世界におけ

る「具体物」とそれに対応する「言語形式J，そしてより一般化されたそれぞれの「イメージJを比

較することと同時にインプットすることができるということである。岸本 (2∞7:547)はこの教材

の狙し、を「名詞の『数』…の理解をリコグニ、ンョンのレベルで、定着を図ること」としている。

岸本はこの耕オを用いた授業の前後にそれぞれプレテストとポストテスト(英文の中から適切な

語を選択するテスト)を実施している。結果として，プレテストの段階では実験群も統制群もほぼ

同じ正答率 (65.5%VS. 64.5%)を示していたが，ポストテストでは実験群70.9%，統制群55.9%と

両群に差が生じており，さらに，アンケート調査では7割以上の学習者がこの授業を肯定的に受け

止めていたとしづ。これを受けて岸本は，少なくとも今回の指導においては認知文法を活用した方

法が有効で、あったと結論づけている。

4ユ2.2.小野・高野 (2007)29): 時制の指導

2つ目の例は，小野・高野包007)による，小学ヰ交5年生を対象にした「過去」の概念の指導実

践である。 (29)がこの指導で用いられた教材(イメージ・スキーマ)である。
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(29) r過去」のイメージ・スキーマ

(小野・高野2007:127)拘

小野・高野は，マグネットの付し1た「目Jのカードを，この図の「手前jや「奥Jに動かすことに

より，時制の概念すなわち「現在J(send)と「過去J(sent)を指導している。彼女らはこの図の「奥

行きJで，学習者に過去へさかのぼる「タイムトラベルJをイメージさせたとしづ。

実験結果として特に具体的な数字が挙げられているわけでもなく， r~過去へさかのぼる時間』の

イメージを活性化するのに時間がかかったJ(小野・高野2007:127) ということだけが報告されて

いるが，これは指導前から容易に予測できる範囲の結果だと思うのは筆者だけであろうカも

4.2.2.3.藤井 (2010)31) :助動調の指導

最後の耕オ例として，藤井 (2010)による，高等専門学校3年生(高等学校3年生と同学年)を

対象にした助動詞の指導を見る。実験の手順は以下の通りである。

(30) a. 被験者をA組 (39名)と B組 (47名)に分け(グループ聞に学力差がないことは

編君、済み)，それぞれに内容の説明はせず，助動詞に関する「事前テストJ(付録1)

を実施。

b. その後， A 組には， must， should， can， can't， m明，will ， won' t ， shallの

順番で意味を確認させながら，プリント(付録2のイメージ・スキーマがなし、バー

ジョン)に記入させ，その後，そのプリントを用いて意味を覚えるように指示。

B組に対しては， A組と同様に口頭での意味の確認，プリント(付録2)への記入

を行った後，イメージ・スキーマによる説明も実施。

c. A組， B組とも， bの直後に事前テストと同内容の「直後テスト」を実施。

d. A組， B組とも， cの2週間後に事前テストと同内容の「遅延テスト」を実施。

表2.確認テスト (13点満点)の結果

て二 A組 B組

(統制群) (実験群)

事前テスト 7.62 7.57 

直後テスト 9.69 9.79 

遅延テスト 9.28 8.72 

(藤井2010:4) (表は筆者によるもの)
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3回行われたテストのそれぞれの平均点は表 2の通りである。直後テストでは，実験群の

平均点 (9.79)が，統制群のそれ (9.69)を上回っているが，遅延テストでは，その平均点が逆転し

てしまっている(但し，どの段階のテストにおいても，両ク、ループの平均点に有意差はなかったと

報告されている)。

全体としての結果は好ましいもので、はなかったと言えるが，藤井は助動詞別の正答率も細かく分

析している。その中で遅延テストにおける mayの正答率についてはグループ間で有意差が見られ，

この場合もやはり A組(統制群)の方が蹴責が良かったとされている (64.10%vs. 31.91%)。

さらに藤井は指導後にアンケート調査も実施しているが，表3に示されるように，いずれの質問

においても，好意的な回答が過半数を超えている。「知識修得Jとしづ結果が伴わなかったとは言え，

「学習の動機付け」とし、う意味での教育効果の可能性は示されたと言える。認)

表3.事後アンケートにおける各質問に対する肯定的/否定的回答の割合

I~ 質問項目
肯定的回答 否定的回答

(%) (%) 

a. イメージしやすかったか 64 16 

b. 意味を理解しやすくなったか 59 4 

c. 記憶の保持に役立ちそうか 68 5 

d. 会話，作文に役立ちそうか 56 12 

(藤井2010:9) (表は筆者によるもの)

4ユ2.4.現場教員による 3つの実践例の考察・評価

ここまで，岸本 (2006，2007)，小野・高野 (2007)及d藤井 (2010) としづ現場教員による実践

例を見てきたが，本節ではこれらの考察・評価を行う。

(31) a. 岸本位006，2007)における「成功Jは， I図J，I言語杉式J，Iイメージ・スキーマ」

を同時に示したことがポイントで、あったと思われる。つまり，具体的なものから抽

象的なものまでを同時にインフ。ットすることが効果的(それぞれのインブρツトは相

補的)ということ。劫

b. 小野・高野 (2007)で使われたスキーマ(29)は， (少なくとも筆者の)直感に反する

(d. (25)の線的イメージ)。もし， I奥行きj のイメージを使うにしても， I工夫」を

するべき。学習者の「年齢J，Iレベルj などを考慮するべき (d.(有))0 34) 

c. 藤井 (2010)で使用されたスキーマ(付録 2)，例えば，canの「潜在J，mayの

「聞かれたドアJ，ωillの「精神の活動J，shallの「進むべき道Jにおけるそれぞれの

スキーマは，特に学習者の混乱を招く可能性が高い。

d. 藤井 (2010)で実施された確認問題(付録 1)には日本語が付されているため，

純粋な「スキーマによる」学習の効果の測定が難しい。つまり，学習時あるいは

解答時に「日本語によるインプット」が拠りどころになっている可能性がある。

e. 小野・高野や藤井の指導実践は，言語学で得られた知見を言語教育の中で， I使いた

し¥Jとしづ願望，あるいは「イ吏えるはず」としづ教師の期待・思い込みが先行して

いるように見受けられる。均，拘
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4.2節では言語学者と現場教員から提案された耕オ例を見てきたが，そもそも「多くの認知言語学者

は，第二言語習得に軸足を置いて，新しい文法の可能性を研究しているわけではなく J(田中2∞6:

174) ，均実際には，言語学的知見を英語教育の現場で活用し，教育的効果を発揮できる形にするこ

とは容易ではない。やはり，学究的知見の現場への応用という観点から見ても，この2つの世界の

「溝」は深いと言える。もちろん，このことは， 4.1節で見た 12つ」の英語の存在と無関係ではな

く， 1前提となる対象そのものが異なっているからこそ，実践(現場)と理論(学界)がうまくつな

がらなしリということも真実の一部なのである。

5. 教育現場と学界の間にある一般的問題

前節では，複数の英語，また，個々の教育実践例を見ながら，英語教育の現場と言語学界の事離

の一端を具体的レベルで、掘り起こしたが，本節では，英語教育の現場あるいは教育現場全般と，

学界の間にある問題をより一般的なレベルで、考察する。この種の議論に関しては， Kennedy (199η 

が参考になる。 Kennedy(1997: 4-10)はその中で，研究と実践の関係の断絶を指摘しており，その

理由として次の4つを挙げている。お)

(32) a. (教育実践者にとって)十分に説得力のある研究成果がなし九

b. 研究が実践にかかわる度合いが低い。

c. 研究成果が効果的に公表されていない。

d. 教育システムが流動的であり，研究がその変化についていけない。

または，逆に教育システムが謬着状態にあり，教育研究を受け入れ，

向上しようとする体質にない。

教育現場経験者として，また現在学界に身を置く者として， (32)の内容には思わず大きく領し、てし

まう。先に見たように， (32a， b)の内容は4節の実蹴列の一部に当てはまる。 σ2c)に関しては，学界

に教育ツールとして大きな可能性を秘めた理論併葺具立てが無数に存在しているのは事実だが，現

場教員の間ではそれらの認知度は極めて低いと言える。そして，これもまた(32a，b)に関係してくる

ことだが，そのような研究成果は，往々にして「玄人向け」の難解なものになっており，たとえ研

究者が教育に利用・応用可能と主張しても，実際には現場教員がその研究を理解すること自体が難

しい，あるいは，それを「現場に下ろせる形」にすることが難しい，というのが現実である。 39)

先にも触れたように，そもそも「大学の本領は直接の応用を視野に入れない基礎研究J(藤原2∞6:

65)であり， 1基礎知識を直接実用に利用することは通常不可能J(木村2001:9 2.3)なのである。

教育に関する学問でさえも，各分野における「基礎研究，理論研究を進展させることを目的にし…

学校の教育実践レベルで、の教育の進歩・改善，教育実践の問題解決を目的にしたものは少なしリ(木

村2001:92.2.1)ということを考えれば， (32)は必然の結果である。

さらに， Kennedyが挙げる(32d)と完全に合致するわけではないが，教育システムに関することで

言えば， 日本では「受験j の存在が大きい。「受験」が現場の教育内容に及ぼす景タ警は計り知れず，

その内容を「歪めて」しまうことさえあり得る。 4.1節で見た，中等教育で教授される「意図的/戦

略的に簡略化され， w本質』の一部が排除された英語」は，この受』験がその原因の一部を担っている

ことは否定できない。平泉・渡部 (1995:105)は「し 1くら中学高校の英語教育を改革しようとして

も大学の入試に英語がある間は一切は空文になる」叫 41) と5齢、口調で大学入試を批判してさえい

る。

また，石黒ほか (2003:176)は，教育実践者と研究者らが「お互いの立場から相手を非難する」

としづ傾向も指摘しており，実践と理論としづ観長からの溝に留まらず， 1感'情的な溝Jも深まって

きている感もある。叫必)
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以上， 4節と 5節で見た事離の実情と問題点を踏まえて，次節では，教育的効果を持つ適切な教

材・孝甘受法にっし、て考察する。

6. r教育的健全さ」を持つ指導法・教材へ向けて

前節では，英語教育の現場と言語学界の事離の例として， 2つの世界には「異なるJ12つ」の英

語が存在すること，そして言苦学者や現場教員が提案する耕寸が現場では機能しなし¥(場合が多し¥)

ことを見てきたが，本節でで、lはま後者の

の際に考慮しなければならないポイントについて考える。必)

6.1.考慮すべき要素

まず，教問見場にとって最も厄介なのは， 1言語研究のための理論」や「理論のための理論」がそ

のままの形で教育現場に持ち込まれることである。そのようなものが導入されると，実際の現場で

は，逆に誤解や混乱が生じる可能性が大きい。竹内 (2000:73)にもあるように， 1方法をまちがえ

ると，本来の外国語学習という目標を達成できなくなる」ことすらある (cf.(2n))。つまり，多くの

場合 I[教間見場への学究的知見の]出荷にあたっては『加工』が必要J(上野 2007:出)なのであ

る。上野は「この加工も大学の責務の一つ」とまで述べている。

そして，この「加工Jに関連して， 1使える」耕オは，やはり巧みに加工され，岸本 (2006，2007) 

で使用された教材の程度に「具体的」な形になっていなければならない。例えば IWイメージ・スキ

ーマ』は英語教育に使える!Jとし、うかけ声や信念、だけでは何も生まれない。「し、つ」・「どこで」・「ど

のようにJ等の理論や方法，耕オに関する 5W1Hを考え，それを具体的な形にしなければ全く意味

がない。ここで私が考えるポイントをまとめて以下に挙げる。

(33) 耕オに関する 5W1H(特に「し 1つj・「どのように」が課題口)

(34) 3つのにable" a. "teachab出ザ， (指導可能性)

b. "leamab出ザ(学習可能性)

c. "usab出ty" (使用可能性)必)(以上，田中2006:174)

(35) 2つの“soun出 ess" : a. "pedagogical soundness" (教育的健全さ)

b. "linguistic soundness" (言語学的健全さ)

上に挙げたものはし 1ずれも大切なポイントであり，また内容的に重議するものもあるが，ここで特

に強調したいのは(35a)(と(35b)の対立)である。私が考える言語教育における"pedagogical

soundness" (教育的健全さ)とは，ある指導耕オや方法が「生徒の言語学習・習得を援助・促進で

きること」であり，この意味でこの概念は"practicaliザ， (実用性・実行可能性)とも参照できるだ

ろう。そしてこの「教育的健全さJと対立する概念が "linguisticsoundness" (言語学的健全さ)で

ある。この概念はある事柄が「言語学/科学における正しさ・妥当性を持っていること」を表して

おり，この意味で "scien凶 c/academicsoundness" (科学/学究的健全さ)とも言えるだろう。今，

この2つの概念は「対立するJとしたが，実際には必ずしもそうではなく，図1が示すように，こ

れらの概念が並存する場合(楕円が重なる部分)もある。先に挙げた教材の例で言えば，例えば

(17a-d)の前置詞のスキーマ，冠詞指導の耕寸としての(22)のスキーマ，および岸本による(2ηと(28)

の実際の例が，教育的健全さと言語学的健全さの両方を満たしている可能性が高し¥1理想的な耕オ」

の有力候補である。
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(18c)?? (23)??? ω)?? 付録2??

図1. r教育的健全さJ vs. r言語判句健全さj

しかし，ここで問題にしたいのは教育的健全さの楕円に入らないものであり，例えば(l5b)の冠詞

と名詞の関係についての知識，to-不信司のスキーマとしての(17e)，そしてρ0)の難解なbegoingtoの

スキーマで、ある。仮にこれらが言語学的健全さ(科学的な妥当性)を持っとしても，中等英語教育

の現場における教育的効果はほとんど期待できない。さらに， (18c)のrun，(23)の諸構文， (29)の過

去日輪IJのそれぞ、れを表すスキーマは，教育的有用性からはほど遠く，また言苦学的・科学的な妥当

も欠いている可能性が極めて高い。教育的健全さを欠くこれらの例は， (33)で挙げたような実際的

なことを「真の意味でJ詳細に考慮、しなかった結果そのもで、ある。極論すれば，否，これが筆者の

信念そのものであるが，ある「現場での常識Jが「学界で、の常識」と矛盾していたとしても，その

理論や方法が教育的健全さを満たす(現場での教育的効果が認められる)限りにおいて，その「現

場の常識」は「正ししリ。明すなわち，実際の教前見場では「学界の常識」や「科学的健全さ」は無

に等しいのである。必)ここで，偉大な言苦学者のことばを引用しよう。

(36) 11…血ecapacity to c国司Tout practical activities without much conscious awareness of 

what you're doing is u凱lallymuch mo陀 advancedthan scien凶 cknowledge" (実用的

な活動を遂行する能力というものは，通常，科学的知識などよりずっと進んでいる)

(臼oms勾1988:180)叫

私が多くを語るまでもなく， r言語学界の革命の父」と称されるあのチョムスキーが私の代弁をして

くれている。科学は，現実に起こっている，あるいはそこに荊主する事実の「全てJを「正確Jに

捉えることは到底できず，結局「京朝辛に正ししリのは，その事実だけなのである。また，教育言語

学の提唱者で、あるスポルスキー (1981:8)も「教育文法は実用文法として分類され，むしろ純粋な

文法の前提となる妥当性や簡潔性に関する理論よりも，実用性としづ基準で、もって判断されるべきJ

である，と同様のことを述べている。長々と書き連ねているこの論考における私の主張はこの2人

の学者の短い言葉に集約される。明

6.2. r非科学的Jな教育実践

ここまで，教育現場においては「言語学的健全さJ・「科学的妥当性Jよりも「教育的健全さ」・「実

用性」が重要であると述べてきた。このトピックに関連して筆者の頭にまず浮かんでくるのが元中

朝交教員，現関西大学樹受の田尻悟郎先生の実践である。中学校教員H寺代の田尻先生はその破天荒

ぶりで話題を呼んだが，その教育実践には「非科学的Jとしづ批判も多かったと聞く。市販の

DVD (金谷・谷口 2∞4a，2004b)で確認すればすぐに分かることだが， rパンチゲームjや「詔|頂
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軍手J等，確かに「風変わり」な指導法も見受けられる。 51) しかし， r非科学的Jとしづ批判も多

い中，英語教育界の最高の栄誉である「パーマー賞Jを受賞し，またその実践はしばしばメディア

でも採り上げられ，大きな反響を呼んでもいる。 52)

さらに重要なこととして，田尻先生の実践は「田尻悟郎氏英語教育実践の解明」と題して，科研

シンポジウム(広島大学， 2007年 11月24日)であ取り上げられ，その実践の成り立ちゃメカニズ

ムを「科学的Jに分析する試みもなされている。閉 また，広島大学の柳瀬陽介教授は「田尻さん

の実践は『非学問的』だから無視してもし、いものでしょうかJ，rもしこのような田尻さんのような

やり方こそが，人間の外国語の理解・認知発達の[本当の]様子だとしたらどうなのでしょうかJ

と田尻先生の批判者に問し、かけながら， r私たちはもう一度，教育現場を理論化するための観察の努

力をするべきJ54)として，ボトムアッフ。的な理論構築をしていくさらなる必要性を説いている。

この田尻先生の実践にまつわるエピソードも，教育においてはやはり「現場の知Jが第ーであり，

科学的・学究的健全さは後からでも付し、てくるということを教示している。

7. 英語教育実践に特化した研究分野の創設・ナ鎚

7.1. r教育認知言語学」

前節までの考察を受けて ここで本研究の進むべき方向性をより具体的に示しておく。筆者が意

図する言語学あるいは英文法は，スポルスキー (1981)や田地野による「教育言吾学」や，田中ほ

か (2∞6) による r(認知)教育英文法Jと方向性をーにするo 55) 以下にスポルスキー及び団地野

による教育言苦学のキーフレーズを挙げる。また，図2はスポルスキーによる教育言語学と周辺分

野の見取り図である。

(3η a. r教育言語学は，言語の構造と言語行動，言語と思考の関係，言語と社会の関係，

個人と言語学習・教育との関係を明らかにし，さらに人聞が，し 1かにして第1言語

のみならず，第2言語(外国語)をも理解し使用するか，特lこし、かにしてこれらを

獲得するかに関する，新しい言語モデ、ルの提示を目的としている」

b. r言語と教育の相互作用J (以上，スポルスキー 1981:i， 195) 

c. r教育言語学は，…応用言語学と重なる部分も小さくありませんが，応用

言語学が言語学の応用であるという性格が強いのに対して，教育言語学は，言語と

教育との有機的関連性を視野に入れながら，これらに関わる諸問題を扱いますJ拘

図2.教育言語学と周辺分野(スポルスキー (1981:7)を一部改変)町
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すなわち，従来の応用言語学と異なり，教育言語学においては，教育実践と言語学は「フラット

な関係Jもしくは「はじめに教育実践ありきj としづ考え方である。このような分野においては，

言語学的健全さのみが先行するような理論や手法はまずありえなし九私は，この教育言苦学の分野，

特に田中ほか (2006)が描隼している「認知教育英文法Jの路線で，現場実践に密着した，より具

体的な耕オの形で、の提案を行っていくことを目標とする「教育認知言語学Jとしづ研究分野の創設

を図る。

7.2. "Bridge"となる現場教員・研究者の必要性

前節で「教育認知言語学」創設の意図を表明したが，言うまでもなく，その実現は容易ではない。

これが中等英語教育に特化したものを目指すとなればなおさらのことである。高等専門学ヰ交や大学

等の高等教育機関においては，教育実践者は同時にその分野の研究者であり得る。すなわち，その

ような状況では実践と理論が融合できる可能性が相対的に高いと言える。しかしながら，中学校や

く 言 語 研 究 > 1理論言語学者|

↓[洞察・知見]

< (言語)教育研究 >1応用言語学者 1(program designer， materials writer) 

↓[耕オ]

く実践> | 現場教員 | 

↓[指導]

| 生徒 | 

図3.言語教育における'古ier，紅白y"(Markee 1990: 317) (図は筆者によるもの)

十日企画立案者|

↓ [企画書]

トニーズ分析専門家、&教育方法専門家

↓ [シラパス]

~教材開発専門家&教員養成専門家|

↓ [耕オ，教員養成プロログラム]

I.~ij]コ

↓ [指導]

| 学習者|

Cf.図4.Johnson (1989: 3)による'世ierarchy" (図は筆者によるもの)

58) 
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高等学校の英語教育に関しては，教育実践者と研究者が分離していることがほとんどである。つま

り，中等英語教育の現場と学究界の両極を知る者が非常に少なく，教育に関する研究から実践まで

の作業が(良くも悪くも)細かく分担されているのである。 M訂 kee(1990:31ηはこのような状況を

"hier訂 chy"と表現しているが(図 3)，このような状況が教育現場にとって“undesirablein a 

practical問団" (Mar~田 1990: 317-318)であることは，火を見るより明らかである。すなわち，

図3のような状況では教育実践者の経験(現場の知)が耕オ開発の段階で全く反映されないのであ

る。換言すれば，教育的健全さを欠く，理論先行の耕オ・樹受法の開発につながりやすくなる構図

ということである (cf.r役割分担論J，r埋めがたい草離J(木村2∞1:92ユ1))。材す (2001:まえが

き)が言うように「どのような理想高き，高逼な教育思念，教育政策で、あっても，その教育を行う

のは教育実践の場にいる教師Jであり，教育現場に関することについては，学界人が有する学究的

失隔哉よりも，教育実践者の「現場の知j に基づく直観の方が説得力がある。

もちろん，このような状況は，現場の教育実践者だけでなく，学界の研究者も協力して改善して

し1かなければならなし¥Sheen (2003: 232)はへ.• teachers need旬 playa more active role. …血ey

should be aw，訂eof出ebackground to con仕'Oversiesin applied lingt出tics..."59) と述べると同時に

“…applied linguis包 needto devote出 位 energies句 出eobservation， description， and analysis of 

what occurs in real dassrooms..."とも述べ，この両者の協力態勢が不可欠とし、うことを強調してし、

る。 ω)私も， Sheen 同様，より多くの現場教員が言語教育にとっての「宝の山」である言語学に目

を向け，また，言語学者及。漢語教育学者が真剣に生の現場を知る努力をする そのような教南見

場にとって追い風となる積極的な動きが出てくることを切に願う。 61)，問

8. 認知言語学に関する理論・方法の具体的教材化的)

8.1.教材例

最後に，認知言吾学の知見を応用した耕寸例を2つ紹介する。ここで紹介するものは，特に言語

コーノミス (BritishNational Corpus， BNC)を応用した教材であるが，実際に使用された膨大な言

語データからなるコーパスを用いた研究・教育手法は，用法基盤モデル (e.g.，Langacker 1卯9:α1.4)

を仮定・推進する認知言語学と親和性をもっ。コーパスの教育への利用法はさまざまであるが， ω

本耕オは lookfonvard to (付録3) とsay. tell . speak・talk(付録4'"'-'7)の用法の指導に用し 1たもの

であり，いずれも"Da恒ーDrivenLe国司ng" (DDL，データ駆動式学習)(Hadley 2002)の)と呼ばれ

る手法が基盤となっている。“)以下，これらの耕オを用いた学習の流れを示す。

8.1.1. look forward toに関する教材

まず，look fonvard加に関する耕オ(付録3) を用し、た学習の流れを示す。

(ア)生徒にlωkfonvard加としづ熟語とそれを含む例文(付録3の(1)'"'-'(4))を提示する。

この時，各例文がこの熟語の用法に関する誤りを含んでいることも伝える。

(イ)プリント枠内の実際の使用例に注目させ，このデータをもとにして， (1)'"'-'(4)に含まれ

る誤りを発見するように促す。

(ウ)このタスクの達成が困難だと思われるslowlearnerに対しては，積極的にヒントを

与える。例えば， (i) 1 look fonvard加Tom盟盟空白 thepar砂や， (垣)ん1aryis lookingfonvard 

to匙callingherのように，注目すべき部分を 1箇所ずつ示す。

(エ)生徒全員が答えを発見できた時点で，全体に対して解説を行う。
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ここで，本耕オを用いた学習に関する所見を簡潔に述べておくと，生徒たちはDDLに初めて触れる

ということもあり，はじめのうちは戸惑いが見られた。この戸惑いや混乱は(ウ)の(i)を経ること

によって解消され，最終的には生徒全員が ilookfonvard加の後ろに動詞が来る場合は動名詞J，i動

名詞の前に(代)名詞が来る場合は所有格/目的格」ということを発見することができた。また，

藤井包010)の指導例でも見られたように，この授業の際も，生徒たちは「文法を自分で発見する

楽しさJを感じたようで、あった。但し，本耕オにおいて， BNCから抽出したデータを「生の状態j

で提示したととは大きな反省点であり，このことがupperlevelの生徒も含め，彼らの学習をより困

難なものにする要因になった。的

8.1.2. say • tell • speak • talkに関する教材

本節では，look fonvard却に関する教材での反省を活かし，さらにDDLにイメージ・スキーマに

よる学習の要素を組み合わせた詑襲指導教材を紹介する。以下に本耕オの構成を示す(図5も参照)。

(ア)まず，sayのデータ(付録4の∞1"-'021)を見せ，それぞれのまとまり(①~⑤)の中

で、sayがどのように使用されているかを発見させる(気づき1)。①~⑤までの全ての言

語構造のスキーマ (e.g.，[主語]sa予 H具体的内容つが抽出できたら，黒板の左側半分

にそれらを並べる。これと同様の作業を tellについても行い，その言語構造のスキーマ

(e.g・， [主語]tell [相手]that [具体的内容J)を黒板の右側半分に並べる。

(イ)sayとtellそれぞ、れの言語構造のスキーマが出揃ったところで，双方のスキーマを比較・

対照させ，sayはH具体的内容ぺ tellは[内容]のみならず[相手]が共起していること

を発見させ，それぞれの動詞の鞘教を意識させる(気づき II)。ここでは単語同士のネッ

トワークを形成することを目的とする。以上の作業をspeakと加lkでも繰り返す(付録5)。

(ウ)4動詞の言語構造のスキーマが出揃った時点で，同時に事態構造のスキーマ(付録6)的

を提示し，言語形式と事態の関係を意識させる(補強1)。ここでは「それぞれの動詞に

よって切り取られる事態の部分が異なるJということも意識させながら，人間の認知と

言葉の関係についても触れる。

(エ)最後に日本文を読み，適する動詞を選択する練習問題(付録7) を解かせ，知識の定着

を図る(補強II)。この時，言語構造のスキーマと事態構造のスキーマ(付録6)を参照

しながら問題を解かせ，動詞の感覚を掴ませる。

(ア)Iコーパスデータ|

↓ [言語構造のスキーマ(規則)の抽出]ニ気づき 1(" noticingつ倒，苅)

(イ)I言語構造のスキーマ慌則 I

↓ [共通点・相違点の抽出] =気づき 11(" Networking 11 (田中ほか2脱 :v)) 

(ウ)I事態構造のスキーマ|

↓ [共通点・相違点の確認] ニ補強 1 (“ Networking ，，) 

(エ)I 練習問題|

↓ [知識の確認] =補強E

く知識の定着>

図5.教材の構成(学習の流れ)
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本耕寸を用いて指導した生徒は， 8.1.1節で挙げた耕オによりDDLをすでに経験しており，また，今

回は生徒が学習しやすいようにBNCから抽出したデータに筆者が事前に手を加えていたため，刀)

DDLは前回よりもスムーズに進んだ。また，事態構造のスキーマ(付録6)をプリントとして教材

化し，提示したのは今回が初めてであり，生徒たちは興味を持って学習に臨んで、いた。

8.2. DDL及びイメージ・スキーマを応用した教材の特長と問題点

本節では，上で見た 2つの耕オの言刊面・考察をまとめて行う。まず，本耕オはし、ずれも DDLを

基盤としているが，これらは特に「収束(convergence)JタイプのDDLである(驚藤ほか1998:254)。

このタイプは「教師の側であらかじめ学習目標を設定しておき，生徒にデータを読み取らせること

で角手答にたどりつかせるJ(粛藤ほか1998:254)ことを目指すものである (cf.i拡散 (divergence)J )。

また，これら 2つの指導例はし、ずれも"form-foasedinstruction" (言語形式重視の指導)，特に，

教師が暗示的に言言勝式へ学習者の意識を向けさせる"implicitform-foased instruction" 72)と位置

付けられる (cf."explicit form-fo印 sedins加 ctionつ。付録6単体としては，意味を中心とした言語

活動において適宣言語形式へ注目させるとし 1う句Oason form" (言語形式の焦点化)功の指導理念

をベースとしている (cf."foas on formSぺ"foason meaning")。

白畑ほか (20仰:114)では，このような指導法は次のような儲リを果たすとされている。

(38) a. 学習者に言語知識を直接的に与える。

b. インフ。ットとして，よりよく理解するための事前知識を学習者に与える。

c. 形式と機能の結びつきをより明確に示す。

d. 学習者に言語形式を意識させ(consciousnessraising)，言語使用の正確さを高めるo

e. 言語習得の速度を速める。

このような言語形式重視の指導は，意味重視の指導 (me紅白g-foasedins加 ction)にバランスよ

く組み入れることによって，言語を正確にかつ流暢に使う能力が育てられると主張されている(白

畑ほか2仰:115)。

以下に耕オの特長と思われる部分を列挙する。

。9) 各耕オにおいて，言語データや言苦スキーマ，事態スキーマから共通点を抽出する部分

はボトム・アッフ。式(帰納的/発見的)作業であり， r気づきJの要素を含んでいる。九)

(40) 明示的な指導も，自由に組み合わせ可能 (cf.r帰納十演鐸」指導の効果(Tyler2∞8:45η)。

各教材のDDLの段階で， slow learnerに対してはトップ。ダウン的指導も行う。乃)

(41) sayやtell等に関する耕オの(イ)， (ウ)の段階では，複数の語を比較・対照することに

より，知識のネットワーク化(単語同士の関係の意識・理解)が望める。

(42) 教室での英語学習のインフ。ツト不足を補うことが可能。

(43) データとして使用される英文は，非母語話者による作例によるものではなく，コーパス

から得られたau吐lenticな英語で、ある。 76)，77) 

(44) DDLを一度経験すると， 1つの言語現象に限らず，他の言語現象に関しても，どのよう

な視点をもって接していけばよいのか，としづ態度・姿勢が自然と養われる。 78)

(45) say作ell等に関する耕オは，情報源に対する学習者の注意配分の度合し 1の観点からの妥

当性も持つ。つまり，本教材の構成は，上野 (2007:吋j-吋並)が指摘する「学習者の注意

配分の度合しリの観点からも妥当なものということである。すなわち，学習者は複数の

情報源が同時に使用された場合，文字情報を最優先させ，映像情報，音声情報の順で注

意配分の度合いを変えていくと言われているが，このことはスキーマ(映像情報)だけ
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の学習をしても効果が薄いということを示しており，文字のインフ。ット(コーパスデー

タ)で情報の土台を作り，映像のインブρット(スキーマ)へと移る本耕オの構成は妥当

ということである。乃)

次に今回の耕オに付随する課題・問題点を挙げる。

(46) コーノ号スデータを利用した本耕オは， "inherent difficulty"の問題(=難単語や非文法的

なデータの問題)を有する (cf.Friedrnan 2∞9: 126)。

(4η 学習者の「生きた英語Jに対する抵拘惑/不安をあおる恐れがある (Achard2∞8:453，

Friedrnan2∞9: 127)。

(48) (性6)がクリアできたとしても)KWICや Excelに落としたデータを，そのままの形で

使用するのは望ましくない。つまり，学習者のレベルに合わせて，その提示の仕方には

工夫が必要であり，例文の取捨選択や単語の置き換えを予め行わなければならなし¥80)こ

の結果，使用する例文は「作例Jに近づき，結局は完全なauthentidtyを保つことはでき

ない。

(49) 物理的な動きを表す前置詞等の場合に比べて，より抽象的な語葉であるsayやtell等の学

習にイメージ・スキーマを応用する場合，逆に混乱を招いてしまう可能性も否定できな
し、。 81)

(50) 耕オの作成・準備に莫大な時間と労力を要する。

(51) 本耕オのような手法が有効な手段だとしても，それを他の多くの文法項目や語葉の指導

に適用するのは，時間的な制約から不可能である。

(52) 藤井 (2010:2)でも述べられているように， DDLやイメージ・スキーマとしづ手法が，

どのような単元・項目，あるいはどの年齢層・学力層の学習者に対して効果があるのか

の分析・検証が必要。

以上のように，当然ながら本稿で挙げた耕寸も少なからず問題点を含んでいる。しかし，これま

での議論で何度も繰り返しているように，本研究において最も重要なことは，学界における理論や

道具立てを「具体的にどのように」教育現場に還元するかを示すことである。そのような学究的知

見を耕オ化する過程では，教育的健全さを第一に考え，つまり現場レベルのことを具体的に考慮す

ることが不可欠であり，本稿で挙げた耕オはこのことが反映され「実際に現場で使用できる」もの

になっているという点に大きな意味がある。学究的知見がこの程度にまで、具体的な形になった教材

は，これまでにほとんど見られず，本研究は，理論と実践の実質的な融合を目指す実践研究として，

1つのモデルを示したことになる。

9. おわりに

材高で、見てきたように，言語学界と英語教育の現場は実質的には断絶している状態であり，現時

点では，言語学と言語教育，特に「認知言語学と言語教育との関連にかかわる研究は，実質的に[ほ

とんど]なされていなしリ(山梨2001:15)状況にある。そしてこれが中等英語教育に関することと

なると，両者の関係はさらに希薄化する。この現状を踏まえた上で，材高では2つの世界をつなぐ

ために考慮、すべきことを議論し，さらに学究的知見の現場への応用の 1つのモデルとして，具体的

な耕オも提案した。ヰヰ高のような中等英語教育に特化した「教育認知言語学J的研究は，筆者にと

ってライフワーク的な大事業であるが，中等英語教育の現場と学究界の両極を知る者としての筆者

に課せられた使命を一言で言い表すならば，それは i2つの世界の橋渡し」ということになる。

私は将来，中等英語教育の現場に復帰する予定であるが， i教育的健全さJを備えた耕オや耕受法
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の開発のために，自分自身を含めた現場教員の実践に対して，積極的に科学的/言語学的観長から

の考察・検証を行っていきたい。「教師が持つ教育実践に有用な実践知，経験知…を蓄積し，体系化

すれば，教育実践の新しい知識の創造につながり，教育実践理論は大きく進歩するJ(木村 2∞1:

92.4.1) ことは確実であり，この意味で現場教員が担う役割は非常に大きい。

また，学制糊究，特に言語学に従事する者としては今後も，学究的知見の実践的応用を，あくま

で、も教育現場レベルの具体的な観点から考えていきたい。言語学の理論が英語教育に貢献できるこ

とを示す手段は，現場教員や学習者にとっても利用/入手可能な耕オを作り出してそれを実際に試

すこと以外にはなく (Tyler2∞8: 485-486) ，このような教育研究に携わる学界人あるいは教育実践

者に要求されるものは，学究的/科学的真実への探究心よりはむしろ，京税辛に「教育現象を『子ど

もの成長ll~教育の進歩・改善』の視点で捉えるJ (オミ村2001:92.4.3)教育従事者としての誠実さ(あ

るいは探究心)である。閉また，本研究が依拠する認知言語学としづノミラダイム，また言語学とい

う狭い一学究分野に限らず，広く学究界からもたらされる知見の中には，教育的応用可能性を秘め

た無数の「宝物Jが眠っており，そのようなものに関しても，実践レベルで活用で、きるよう，積極

的に具体的教材化を図っていきたい。

かの有名なマーク・トウェインはかつて自分自身の作品の位置づけを，次のような言葉で

表現した。

My books are water; those of the great genius are wine-everybody dl鳩山'ater.

(私の本は水だ。偉大なる天才の本はワインだ。誰もが飲むもの，それは水だ。)

この言葉でトウェインは「ワインは人によって好みが分かれ，また単なる噌好品であり，生活に絶

対に必要なものではないが，水は誰もが飲み，また生きるために不可欠なものである」ということ

を意図し，自分の本はその「水Jのようなものだ，と主張している。このトウェインの言葉を借り

て，私の立場を言い表すならば，

Mystudi仰 rewater;t，加'5eof the great genius are wine--everybody drinks water. 

ということになる。私が目指す研究は，一部の玄人にしか理1解できないような「ワイン」ではなく，

専門的な知識を有しない人でも，その「味」が王朝卒でき，誰もが必要とする「水」のようなもので

ある。少なくとも生の現場で望まれるもの，必要とされるものは後者である。

私は今後も，本稿で提示したような学習耕オの作製を中心に，中等英語教育に特化した教育認知

言語学的研究を進めていくつもりであるが，その過程においては，自分自身を含めた英語教育研究

者にずっと間い続けたい。今，あなたが携わっている研究の向こうに教育の現場と生徒の顔は見え

ているか，と。お)

付記

本研究の構想、は同志社大学在学中における認知言語学との出会いの年 (2005年)にまでさかのぼ

る。当時，筆者は言語学のゼミに所属していたが，そのゼミでの使用テキストが認知言語学の入門

書である DavidLee (2∞1)のCognitiveLinguistiα: An lntroductionで、あった。その第3章のoutやup
の説明の項で「おお!認知言語学，スゴイ!Jと赤酵辛に感動し，第5章の“RaisingCons仕uctions"

では「うわあ! ! Jと身震いし，第7章の法助動詞の説明で，筆者は完全に認知言語学に魅了され

た。 Lee(2∞1)で得たこのような感動と興奮が原動力となり，筆者はすぐに本稿のような「教育認知

言語学J的な研究に着手した。もちろん「認知言吾学は英語教育の生の現場に大きな貢献ができる」

とし、う信念があってのことである。

その2年後， Tak誌i(200乃として，この構想、を初めて成文化したが，この英語教育に関する研究
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は，筆者の所属や専攻上の理由から， r裏ネタ」的な位置付けで、あった。公式の「本ネタJである純

粋な言語学の研究(修士論文)を進めながらで、あったため，その進行は亀の歩みで、あったが，言語

研究で得た知見も取り込みながら，高木 (2∞8a)，高木 (2008b) と，その内容を徐々に

拡大・精激化していった。

その過程においては，言語学の「外」からアイデアを得ることも少なくなかった。筆者は，京都

大学大判完人間・環境学研究秒間語教育論講座が樹共する講義を2007-----21∞9年度の3年に渡って

受講してきたが，そこで得られる言語と教育に関するさまざまな知見が，本研究を少しずつ形ある

ものにしていったように思う。特に，当講座の団地野彰教授には，大学院入学当初から大変お世話

になった。田地野教授からは，学問的な助言のみならず，常に暖かい励ましの言葉を掛けていただ

き，そのお言葉に筆者はどれだけ勇気づけられた村士からない。また，本手高の基になっている高木

(2∞8b)の学会発表時には，筆者の拙い発表のためにわざわざ会場まで足を運んでもくださった。

ここに記して心からお礼を申し上げたい。

最後に，先iこ角封もた認知言語学との出会いの際，この学問と筆者の「仲人」をしてくださった同

志社大学の菊田千春先生と，この学問との「格闘Jを共にしたゼ、ミ生にはこの場を借りて改めて感

謝の意を表したい。あの「菊田ゼミj としづ場がなかったならば，筆者にとってライフワークとも

言うべき「教育認知言語学J的研究が(道半ばではあるが)このように具体的な形になることはな

かっただろう。あの場がなかったならば，およそ，このような発想すら浮かんでいなかったかもし

れない。本稿を執筆するにあたり，この研究の原点が W'05菊田ゼミ JuniorSeminadで、あったこ

とを再認識した次第である。菊田先生とゼミの同志に，この論文と共に最上級の感謝の気持ちを捧

げたい。

注

1) 材高は，第34回全国語学教育学会国際大会(JALT2008)における口頭発表(高木2008b)に

基づいて，若干の加筆・修正を施したものである。また，同発表は，Tak法i(2ooη及び高木(2008a)
を発展させ，内容をより精微化したものである。

2) 本稿において「英語教育Jあるし 1は r(教育)現場」とし、うとき，それらは中等学校(中判交・

高等学校)におけるそれらを指す。

3) もちろんこれは主に言語学が担うべき仕事であるが，京都大学の田地野彰樹受によれば(私信)， 

海外の大学の外国語教育系の学生は，言語そのものについてもしっかりと学ぶとのことである。

団地野樹受は，もし， 日本の大学の状況がそうでないとしたら，それは「特殊j ないしは「異

常Jな例である，というニュアンスのコメントをされていた。

4) Cf. r…[第二言語学習の研究の]大半が授業を『如何に』展開すべきかとしづ概略的方策に焦

点が当たっているばかりで， W何』を教えるべきかとしづ語特旨導の中身の提示方法とその

効用についてはなおざりになっている感は否めない。J(上野 2∞7:vi)， r言語とは何かが

わかつてはじめて言語習得理論を開発し得る。J(ラドフォード1984:1)
5) この意味で私は，直接のターゲ、ットである英語だけでなく，母語である日本語も研究の対象と

してきた。つまり私は，ある言語を「真の意味で、知る」ためには，それ以外の言語も「知

るJ必要があると考えている。例えば，英語学習者としては専ら日本人を相手にする私の

場合， 日本語も「知っている」必要がある(あるいは，そうあれば，少なくとも有用である)。

すなわち， r日本語を知るJことは「英語との共通点・差異を知る」ことにつながり，そして

このことは「英語を知ること」にほかならなしL但し，私は，これを特別な考え方とは思って

おらず，むしろごく普通の健全な考え方だと思っている。しかしながら，言語教育に携わる現

場教員の実情は必ずしもこのような考えに沿ったものとは言えない。日本の中等教育現場

で言えば，英語教員は英語のみを，国語教員は日本語のみを，それぞれの目標言語として「勉

強」しているだけというケースがほとんどである。但し，前者の場合，英語と向き合ってい

るというだけで，英語教員がそのことを意蔽せずとも， 日・英語の比較・対照研究の要素は必

ず付いてくる。しかし，後者の国語教員の場合は事情が異なり，通常の国語の耕オ研究の範囲

において，そのような日・英語の比較・対照の要素が含まれることは稀である。このため，国

語教員が日本語(の耕受法)を磨くために行う外国語学習は，自らの意志で意図的に行われる
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という場合にほぼ限られる。私は「日本語を知るために，ある外国語の勉強をしているJとい

う国語教員に未だ、に出会ったことがない。しかし，英語教員が(意識している・いないに関わ

らず)日・英語の比較・対照学習を行っているのと同様に，国語教員が日本語以外の外国語と

向き合うことが必要なのは明らかである。「日本語は英語に比べてなぜ語順が自由なの?Jや「日

本語では語順は自由のはずなのに， ~昨日は何を食べたの?~に対して『何を昨
日は食べたの?~は少し違和感があるのはなぜ ?J という日本語に関する生徒からの質問に
答えることができるのは(皮肉なことに)多くの場合，英語教員の方ではないだろうか。この

ような知識は，言吾学界からの単なる「豆知識Jとし、うことに留まらず， 日;将吾として「より

自然なJ文章を書くために必須の知識である。国語教員にとっては，例えば，作文指導の際に，

これまで「日本人としての直感」だけに頼り， rなんとなく j指導してきた事項に「明示的jな

説明を加えるために，専門家として当然持っておかなければならない知識である。平

泉・渡部 (1995:197)では，日本の「国語の時間は日本語の文学的勉強(鑑賞)，こなっており，

英語の時間こそが， 日本語の語学的勉強の時間になっている」と指摘されている。このような

国語教育の状況は，彼らの著書の初版が発行された 1975年から四半世紀以上た

った現在で、も変わっておらず，国語の授業において文学の読解に焦点が当てられ，言葉の学習

が軽視されている現状が森山 (2009:4)でも指摘されている。大津 (2∞6:26)の言葉にもある

ように「ことばに対する意識を高めることが豊かな言語生活を送る上で、持つ重要'性の認識は国

語教育関係者の間で、もまだ、まだ低しリょうである。「英語の先生が，英語の先生であるだけにと

どまっている限り，教室英語の恩恵が少なくなるJ(平泉・渡部1995:197) ことと同様に，国

語の先生が「国語のJ先生でしかありえないとすれば，たとえ本人が母語話者だとしても「本

物の」国語を教授することは極めて困難だろう。この件に関して私は，言語教育者が直接の

目標言語以外に最低一言語を修得/学習することを義務化するべきだと考えている。このこと

は「二科兼学のすすめJとして，平泉・渡部 (1995:196-204)でも述べられている。私は，英

語教員や国語教員がそれぞれの教育活動を「英語教育」や「国語教育」とし 1う「狭い枠組み」

で捉えているようでは，効果的な教育はできないと考えている。それらは断絶した別個の教育

活動ではなく， r言語教育Jという 1つの枠組みで捉えられるべきである。つまり，英語教育と

国語教育は「共通基盤を求めると同時に，両者の相違を理解しあって，相互に協力し合うこと」

(西尾・石橋1967:224)が必要であり， r有機的に連携することによって一体化されるべきJ(大

津2006:21)なのである。このことに関連する重要な国の動きとして， 2008年3月に告示され

た『中学校学習指導要領』の外国語の欄においても， r日本語との違いに留意して」や「英語の

特質を理解させるためにJ(文部科学省2008a:110)等の文言が付け加えられており，文部科学

省も「国語をはじめとする言語に関する能力の重視J(文部科学省2008b:2)をようやく謡うよ

うになった。英語教育と国語教育を言語教育としづ共通の枠組みで、扱っている論考としては，

東京教育大学英語教育研究会 (1977)，~英語教育』編集部 (2006) 等があるが，ここで言及
した「二科兼学Jや「言語教育Jについては稿を改めて詳しく論じたい。

6) 材高は，鶴見的な数字やデータを提示できるような実験に基づいたものではなく，厳密には「研

究論文」というよりは「エッセイJの色合いが濃いものになっている。先にも述べた通り，本

稿は問題提起の場であり，読者と問題(意識)を共有し，それらに対する筆者の考えや改善案

を提示することを第一の目的とする。

7) 以下に示すように，言語学がその一端を担う認知科学全体としても，教育への寄与が大きく

期待されている。

(i) r認知科学，すなわち，心の科学は，学習と樹受の応用科学をもたらすことができるの

である。すなわち，認知科学は学校を改革し，学習環境を改善するための深い

示唆を含んでいる」

(垣)r認知科学は，生物学が医学の実践を導くのとまったく同じように，教育実践を導く

ことができるJ (以上，ブルーアー 1997:2-3) 

認知科学の詳細に関しては，ガードナー (1987) を参照。

8) r英語語法文法学会主催第5回語法文法セミナー開催のお知らせ」より。

(ht中://english.出s.nihon-u.ac.jp/segu/Serninor%205.pdf，2∞8年7月30日閲覧)

9) 言語学に限らず， r学究界で行われている基礎研究は，実用性に欠ける」とよく言われる。
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(e.g.， (i) r基礎知識を直接実用に利用することは通常不可能J，(並)r臼歯科学や心理学等の]諸

理論，諸成果も，時には局所的，抽象的であり過ぎたり，マクロ的に有用で、あっても，現実の

子どもの個性豊かさの故に，また，現実の事態，相互作用の複雑さ故に，諸成果がE愛術品ぎた

り，決定論的安定性に欠ける点を認めざるを得なし'¥J，(出)rこれら[=脳科学，神経学的・遺

伝子学的研究]の基礎的学問領域も，実際の教育との関連でみた場合，研究対象の記述の仕方

がそれぞれの領域です虫自の発展を遂げているため，有機的な関係をもたせることなく，その結

果，教育に対して大きな力をもってこなかったJ(オ吋ナ2001:92.3，2.4.2) ) 

10)認知言語学会第7回大会(2∞6年9月23-24日)において，森山新樹受(お茶の水大学)も同様

のコメントをされていた。

11)大木充教授(京都大学)のコメント (2∞8年度京都大学大学院人間・環境学研究科集中講義

『外国語教育論演習2J](2∞9年2月6日)にて)。

12) 田尻悟郎耕受(関西大学)のことば(関西大学HPr教員紹介Jより:

http:/，仰ww.kans司-u.ac.jp!fl/teacher/lis的12.h恒吐， 2010年1月28日閲覧)。

13) もちろん，藤原 (2006:65)が言うように， r大学の本領は直接の応用を視野に入れない基礎研

究」であり， rw役に立たなし'¥J]は必ずしも『価値がなし、』を意味しなしリことも理解しておか

なければならない。このこと(学究的研究とその有用性)に関連して，国際高等研究所の

木下冨雄先生は，次のようなコメントをされていた(日将忍知心理学会第5回大会(京都大学，

2007年5月26-27日)にて)。

。)研究者自身も全ての研究を有用と思っているわけではなしL

(垣)ただ自分の知的好奇心を満たすためだけの研究が存在するのも事実である。

(出)いくら後付けで自分の研究の正当性(妥当性)を主張しても，それらの判断をするの

はネ士会である。

14) Cf. r数学者ならば，自分の仕事を普通の人々と関連づけることは期待されていない。

ーしかし，言語[学者]は話が違ってくるらしい。J (ジヤッケンドフ2∞6:2)

15) 日本の英語学習参考書として名高い『徹底例解ロイヤル英文法J](旺文社， 2∞0年)は，この

譲歩の仰の使用制約に触れているが (p.624)，中等英語教育の現場において，この事項は「常

識J(教授事項)として定着していないと思われる。

16) 2007年度京都大学大学院人間・環境学研究科講義『言語機能論 lJ]のハンドアウトより (2007

年7月2日，東銅活性二教授担当)。

17) ここでの簡略化としづ語は， Tickoo (1993)が挙げる次のような意味で用いている:

"...a process由atenables us to cono四国teon what is currently important and to 

ignore what is currently irrelevant." (p.4) ;“…any means taken to make anything 

easier to understand so that it may be taught and/or learned." (p. 155) 
18) Cf. r学習英文法は，英文法の中の基礎的な部分を正確にしかも分かりゃすく解説したものであ

るべきで，学習の手助けが最優先J (大津2007湖)

19)英文法の簡略化に関する最も大きな問題は，簡略化される際に「仮に」排除されるはずの項目

が，結局，学習者に「永遠に」提示されないままである，とし 1う事実である。本来なら，その

ような項目は，学習者のレベル(発達段階)に合わせて提示され，学習されていくべきであ

り，そのように提案する学者も多い(例えば， Ach紅 d(2∞8: 450)， Chalker (1994:位)， 

Taylor (2∞4: 129)を参照。 (0.上野 2007:391， Ungerer 2001: 216))。つまり，学校文

法や教育文法は，究極的には学習の対象物ではなく，それらはあくまでも「生の/本物

の文法j を習得するための一手段であるべきということである(白畑ほか2009:225)。

20)ちなみに， L目白 (1994:1乃は，教育現場における文法を， "teachers' grammar"と

"1e田ners'gr田nmar"の2つに分類し， (当然のことではあるが)教師は， r学習者が目指す文法」

以上の内容から成る文法知識を有しておくべきだと述べている。

21)“[Image schemas are].. .schematized pa社ernsof activity abs廿acted仕omeveryday bodily 

experience， especially pert泊目ngto山 io凡 spao巳motion，and force." (Langacker 2008: 32) 

(Cf. Croft and Cruse 2004: 44-46，松本2003:49-65，辻2∞12:13-14) 

22)認知言語学で「イメージ・スキーマとし 1う概念が最初に使われたのは，英語の前置詞の意味記

述J(松本2∞13:50)であるとされる。



『言語科学論集』第 15号 (2009) 145 

23)但し，この逆の場合，すなわち，学究界における「玄人向けの」スキーマの方が，一般の学習

者にとっても分かり易い場合も荷主する。例えば， (定)冠詞に関しては，大西・マクベイによ

る(21)よりも， LangackerやTaylorによる(22)の図の方が説明力があると思われる。

24) I外国のことばは辞書と文法書があれば分ると思うのは大間違しリとしづ鈴木 (1973:122)の

言葉も，外国語学習における「ことば以外Jによる説明の重要性を示唆している。

(Cf. Iイメージすることの重要性J，I視覚的な面で、直感に訴えるJ(スピーロ 2∞7:107，335) ) 

25) このことは次のような概念と密接に関連している:

(i) "p巧寸1Ological陀 ality" (心理的実在性)

(垣) "psychological plausib出ty" (心理的尤もらしさ)

(出) "cultural thought pa仕ems"

(以上，田中ほか2006:13) 

(Kaplan 19“，，1987) 

(竹内2∞0:141) 

(中村2004:33-48) 
咋旨導法アラカルトJとして，かなり具体的な提案も行

(iv) Iスキーマの文化的差異J
(v) I認知モードJ

26)ただし，田中ほか包∞6)に関しては，

っている。

27) Cf. I手続き上の諸方法，提示の順序，さまざまな細かい工夫などは，実験してはじめて決定し

うるものJ (フ、ルームフィーノレド1965:668) 

28) これが認知言語学が「お絵描き言語学」としばしば潮弄を受ける所以である。

29)厳密には，小野先生，高野先生のお二方とも「現場」の先生ではなく， I学界Jの先生である

(それぞれ，成媛大学，昭和女子大学にお勤めである)。

30) このイメージ・スキーマのオリジナルは，大西 (2003:89)によるものである。

31)藤井先生は，研究機関と位置付けられる高等専門学校(高専)にお勤めであり，当然ながら

学界の研究者ということになる。しかし，高専の学生には高校生の年齢層も含まれていること

から，高専所属の先生方は(研究者であると同時に)中等教育実践者とも見なすことができる。

また，今回の研究における実験対象は高専 3年生であり，この研究は中等英語教育における

実関列と見なすことができょう。

32) この他，藤井による実践例としては，動詞に後続する不定詞と動名詞の選択に関して，同じく

イメージ・スキーマを用いて指導した藤井包009)がある。

33) Cf. I外国語の基礎部分は，実際の事物や場面 たとえば教室内のそれとか，絵によるとかーと

関連づけて提示されるべき J (ブルームフィールド19白:674) 

34)α. (i) I教材は学習者の能力の限度内に十分あるものたるべきで、あって，パズ、ルを解くこと

は，言語の学習ではない。J (ブルームフィールド1965:674)

(並)I [学究的研究の現場への]出荷にあたっては『加工』が必要J (上野2007:iii) 

35)藤井 (2010:11)自身も「英語の授業のためとし、うよりも，認知言語学の導入のような耕受法も

見られるJと述べ，過去の認知言語学的知見の英語教育への応用例を批判している。

36)αI…多くの言語教師は…かなり多数の言語教授『方法』などについて，教授法研究者の

自信ある提言にまどわされて絶対正しい方法だと信じ込まされてきたJ(ロング1998:119) 

37)研究者側にとっては「教育現場を扱っても業績にも何もならなし 1からJ(広島大学・柳瀬Fがト
耕受のことば (ht中://ha2.seikyou.ne.jp/horne/yanase/essay98a.h凶， 2010年2月15日閲覧)) 

とし、う現実的な事情もあるのだろう。

38) この研究は，これまでの教育学と教南見場の関係を述べたものであり， 基本的には，言語学と

教南見場の関係は視野に入れていない。しかしながら， I教育現場で応用するための研究」とし 1

う点では，教育学も(応用)言語学も目標を共有しており，ここで挙げられている観点から，

教育現場と言語学の関係あるいは教煎見場と学究界全体の関係を見直すことは有用であると思

われる。なお， (32)の日本語訳は石黒ほか (2003:175-176)を参考にした。

39) Cf. I多忙を極める現場の先生方が贈特生成文法の書物を倒軒、て，教育に応用するために

独力で読もうとする可能性は低い。J(白畑2008:65)， "[Teachers訂 e]urぜ訂凶五町withthe 

吐leoretical仕arneworkor unable to rnake links between the theoretical analysis and 

e旺ectiveteacl世19rnaterials."σyler2∞8:456) 

40)伊村 (2003:187)も「中等教育，特に中学校の英語耕受の最大関心事は入学試験で」あり， Iそ

のために英語耕受法の歪曲されていることは否定し得なしリと述べている (d."1五ghschool 
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口江主icul四 nis con仕olledby en廿mαex田nsof unIversities. Universities need to reモxar凶ne

exarn contents." (Ross-Smi血 2∞8:4))。

41)金谷 (2008:78-84)は「受験が諸悪の根源Jとする考え方に批判的である。

42) 関西大学の山本英一先生は，ある研究会で現場教員を対象に教育現場における語用論の有用性

を説いた際，フロアから i(中等教育の現場には)関係なしリ， i大学入試で問われますか?J等

の反応を得たという(山本 2∞8:1)。現場教員にとって学究界の知見は机上の空論で、しか

ないこと，また現場教員には受験の存在が大きくのしかかっていること，さらには現場

教員が学界人(の主張)を敬遠する傾向があることがここからも伺える。

43)いま 1つ教育現場と学界の断絶を生む要因と考えられるものを，現場経験者として挙げると

するならば，教員が抱えるめまいがするような「莫大な業務量j ということになる。「立派な

英語の教師であるためには，英語について新しく生み出された知見を知り，英語そのものに起

こる変化についていくための勉強を欠かすことはできなしリ(成田2008:123)とは言うものの，

現実は現場教員にそのように「外」に日を向ける余裕など与えてくれない。

44) i2つj の英語に関しては，個人レベルで、は全く手も足も出ない難問である。現状を改善し，

1つの英語(例えば，学界で追究する英語)に統一する，というのは非現実的な話である。

45) "Usab出ty'(使用可能性)とは「英文法がコミュニケーションに役立つかどうかの尺度J(田中

2006: 175)のことである。

46) i認知モードJは言語学界でしばしばその存在自体が議論となるが，筆者はこの概念は英作文の

指導で有用であると考えている。この概念を導入した英作文指導の耕オについては，稿を改め

て紹介する。認知モードに関しては，中村 (2004:33-48)及び中野 (2∞15)を参照。

47) Cf. i人類のための科学」・昧Ij用/応用価値Jvs.i真理の探究/真実の解明J(木村2001:~2.1， 2.2.1) 
48)但し，黒田 (2008:5)では「すべての科学的理論は応用的価値をもっ必要性がある」とされ，

すなわち「科学的に正しいものJは必然的に応用的価値も持っと述べられている。

49) 日本語訳は，チョムスキー (1989:179) より。

50)小寺 (2∞4:20)においても「教育的な視点からは必ずしも…科学的・学術的に見なければな

らないという必要はなしリと述べられている。彼の研究においては，刀areお aman中
町仰お tosee youという類の ηare-アマルガム構文が扱われており，当構文は，科学的・

学術的には「関係代名詞の省略と見るべきではなしリと分析されている。しかしながら，

小寺 (2∞4:20)は，教育的には「関係代名詞の省略」とする方が「合理的と言えるのかもしれ

なしリとしている。刀are-アマルガムのより詳細な議論については， Tak法i(2∞9， 2010a， 2010b， 

2010c) ，高木位010)を参照。

51) DVDの中で，黒板や軍手を使って iW誰が』→『どうする』→『何を』…Jというような指導

が行われているが，これは田地野 (1労9)で提唱され，団地野包∞8)や山岡 (2009)等でそ

の効果が実証されている「意味順」を用いた語順指導法である。

52) W第 14回FNSド、キュメンタリ一大賞』包∞5年 11月3日放送)， Wプロフェッショナル:仕事

の流儀』包∞6年9月7日放送)。

53) h仕p://d.hatena.ne.jp/karishima/20071016(2010年2月2日閲覧)。

54)柳瀬阪ト教授個人の田より。

(ht中:/!ha2.se均Tou.ne.jp/home/yanase/essay98a.h町北 2010年2月2日閲覧)。

55) この枠組みは，より広くは，木村 (2001)が提唱する「教育実践学Jの下位分野と位置づけら

れるだろう。そこでは，学界からトップ・ダウン的に下りてくる，現場に関して無知な学界人

によって構築された「机上の空論」よりも，現場の教育実践者が持つ「実践例・「暗黙知」が

重視される。そしてそのような教育実践に有用な「知Jがボトム・アップρ的に吸い上げられ，

蓄積・体系化されることによって，本物の「教育実践理論」が生み出されることになる。言う

までもなく，この理論は「学究的・科学的探究」の結果でも，それを達成するためのものでも

なく，真の意味で「教育課程の編成やカリキュラム開発，授業改善，子どもの成長支援，クラ

ス編成，学級経営など，学校の教育実践レベルでの教育の進歩・改善，教育実

践の問題解決J(木村2001:~2ユ1) を達成するためのものである。
56)京都大学町(田地野彰耕受「研究テーマ紹介J) より。

(ht中://www.h勾oto-u瓜.jp/staff/161一同ino_a_Oj.h位吐， 2010年2月2日閲覧)
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57)スポルスキーのモデルで、は，一般言語学と第 2言語教育学の直接の相互作用は仮定されて

いない。田地野彰教授は，この相互作用(図 2における太線の矢印)も存在するという

立場である。

58) Cf. [現状分析(see)J→[設計(plan)J→[開発と試用(do)J→[実施と評価(田e)J 
(国際交流基金2008:16-17)。

59) Cf. r理論を教育に応用しようとする意気込みを持った人材が必要J (白畑2008:65)

60) San Miguel & Nelson (2∞7: 73)でも， "research professionals"の重要性は述べられているが，

その逆の"practicingrese紅白ers"のことについては何も触れられていない。また， Taylor (2∞4: 
115)は，言語教育に対する認知言語学の応用可能性を強く主張しながらも， 自らの立場を

(" active practitioner"で、はなく)単なる "interestedob配 rver"であるとして，やはり，教育

界を「外」から眺めているだけである。

61)木村 (2001:92.1)は，教育心理学を例に，その歴史をたどり， r実践学を学として成立させる

ことの困難さ」について触れている。

62)材高で強く主張している教問見場と学究界の協力の重要性に加え，木村 (2001:9 2.5)では，
行政(教育委員会)を加えた3者のパートナーシッフ。の必要d性が述べられている。

63)本稿は特に「教育認知言語学j 的研究であり，ここで紹介する耕オ例もその鞘数を有するもの

である。但し，筆者はあくまでも「認知言語学を大きな柱とするJというスタンスであり，

今後の英語教育研究において，認知言語学以外のパラタ守イムや理論等を完全に否定・排除する

というわけではない。教育に応用できそうなものであれば，その枠組みを問わず，積極的に

利用していくつもりである。例えば，allの文中での位置の説明は，丸暗記はもちろん，生成文

法のH仕ee"を用いた説明 (Radford1997: 158， 176)を加えても混乱を招くだけであり，そのよう

なものより機能構文論的な説明(高見 1998:165-196)の方が教育効果は高いだろう。また，

関係節化に関しては，現在の学校現場では機械的な作業が行われており， r言語学的には」非文

となる例が多用されている状況が予想されるが，そこに生成文法の「付加詞条件」

や「複合名詞制約J(原口・中村 1992:11-13， 106-108)を持ち出しても事態は改善しないだろ

う。それに対し， r機能的制約J(高見 2003:89-91)による説明は理解しやすく，学校現場で

そのような非文を減らす効果は十分にあると思われる。

64)最近では，Nl氷の英会話番組でもコーパスが利用されていた(Wコーパス 1∞!で英会話12∞9

年3月 30日-----9月 25日放送)。このほか，コーパスの言語教育への応用については，

中候ほか(2:∞5，2008)やグレンジャー (2008:第 3部)， Hadley (2002)，驚藤ほか (1998:

12章)， aKee旺eet al.ρ00η等を参照。

65) DDL はJohnsand同ng(1991: iii)では次のように定義されている."出eusein血eclassr∞mof 

∞mputer-gene肥 atedconcordances句 getstudents to explore regularities of pa抗emingin血e
t訂 getlanguage， and the development of activities and exercises based on concordance output." 
ちなみに，DDLはこの他lこ"discoveryle田吋ng"(Leech 1994: 20)や“classroomconcordancing" 
(膏藤ほか1998:265) とも参照される。

66) ここで紹介する耕オはいずれも学習塾の英語の授業で筆者が実際に使用したものである (2007

年12月-----2∞8年2月)。但し，学習塾としづ環境や，受講者数(中学2年生5名程度)の関係

で，実験的なことは実施できていない。これらの耕オの教育効果については，実験の環境・条

件を整え，今後の研究の中で検証してし 1く。

6η 実際には，データの"au血enticiザ'を保つために，意図的に手を加えなかった，という事情も

ある。耕オに関する"authenticity"については，白畑ほか (20仰:28)を参民

68) say， tell， speak，加lkの事樹高差のスキーマの作成に際しては，安藤・田中 (1987:12，289-290) ， 

フアロン (21∞4:14-17)，小池 (2006:82-83) ，大西・マクベイ (2006:163) ，清水 (2003:161-166)， 

田中ほか(2:∞6:30-31)を参考にした。

69) 白畑ほか (2∞9:207)では， r気づき」は「目標言語の形式的鞘教とそれが表す意味・機能と

の関連に学習者が意図的に気づくこと」と定義され，図5においてこの意味での「気づき」に

適うものは「気づき llJのみであり， r気づき 1Jはこの定義からもれる。「気づきJの概念に

ついては， Hadley (2002: 6)，田中ほか (2006:v)， Taylor (2004: 131)，特に， Al-H司in(2004) 

及び schrrせdt(1994)を参照。
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70)逆に，教員の観点からすると，学習者の気づきを促進するための「学習者の意識を言語形式(特

に文法)へ意図的に向けさせる指導J(白畑ほか2∞9:68)のことを「意識化J("consdo田町田

raisingつという。

71) このように「例文を工夫して配列し，学習者に与え，学習者自身が文法規則を自ら発見できる

ように導く指導Jが意識化の典型的な方法だとされる(白畑ほか2∞9:68)。

72) "form-批 usedins加 ction"(言語形式重視の指導)については， Dou俳句Tand Williarns (1998)， 

Ellis (1労0，199ス2∞8)，大下 (1996)，白畑ほか (2∞9)を参照。

73)句0四 son form" (言語形式の焦点化)については， Dough句Tand Williarns (1998)，石黒ほか

。∞3)，Long (1991)， Long and Robinson (1998)，村野井 (2006)，白畑ほか包∞9)を参照。

74) Fotos and Ellis (1999: 192)は，文法の耕受で必要なことは， I練習Jではなく， r意識化Jである

ると述べてしも。また， Schrnidt (1991: 145)は「気づきJの要素を含むマorm四批凶edinstruction" 

は，特に成人の学習者にとって重要で、あると主張している。

75) "…gr田runarins仕uctionsho叫血'tbe limited to either approach [inductive or deductive]." 

σ北euchi2∞8:2)
76)孝財布こ関する"authentidty"については， 白畑ほか (2∞9:28)を参照。

77) I官 官useof au吐lentictext makes it like砂出atnot only structure and neces臼rychoice but also 

出etypical behaviour of words and p凶 seswill be captured and…high1igh蛇dfor出elearner." 

nγ迎is1993: 92) 

78) Cf. IKWICは文法項目そのものを教えるものではない。代表的な例を取り上げながら，文法や

語句の意味についての意識化・気づきを生み出すところにその意義があるJ(驚藤ほか1998:

255)， Iことばを考える対象とし，その倣且みや働きを意識的に捉える力J，Iことばへの気

づきJ，Iメタ言語意識J(以上，大津2∞7:141-142)， rメタ認知J(三宮2008)

79)少なくとも今回の耕オにおいては，スキーマによる学習は補助的な位置づけ，あるいは言葉を

介しての学習と相補的なものと考えている。

80)但し，禁藤ほか (1998:252)では，コーパスから用例を抽出する際の留意点として， (i) I生徒

が短時間に全体を見渡すことができるよう，出力する用例の数を少なくするJこと， (垣)I教師

の側で用例を取捨選択しなしリことの2点が挙げられている。

81) これは4節で見た，イメージ・スキーマを応用した教材の問題点そのものであるが，この種の

耕オはこのような問題を常に苧んでいると言える。

82) Cf. 1"真理の探究""事実の解明"の科学技術から，“人類のためH の科学技術…へと，これまでと

は異なる学制棚究のあり方(価値観を基盤に含む科学技術)へとパラダイムシフトしてき

たJ，I教育研究も車制半研究にとどまらず…教育的価値を追求する…教育実践研究に転換す

ることが求められてくるJ(以上，木村2001:S 2.1，2.2)， Iこれからの認知科学は，人聞社

会への貢献とし、う千居室を忘れてはし、けなしリ(乾2∞5:135) 

83)木村 (2001) の論文はウェブ上でも公開されているが (ht中://wv円 v.n訂 uto-u.ac.jp!kyozai/
jyugyou/d/m出1_2_2.h也吐， 2010年2月 12日閲覧)，彼はその目的を「ささやかでも，教育実

践，授業実践の進歩に連なる語りの輪ができ，広がり，ネットワークを通して語り合い

ながら，教育の改善，授業の改善に貢献J (まえがき)することとしている。

私も木村と全く同様の目的で，今後の研究成果及び教育実践をウェブ上で公開してし、く予定で

ある (ht中://lst.geodties.jp/rebornn2oo5/academic.h回)。材高や今後ウェブ上で、公開される研

究成果が契機となり，筆者とその目標を共有しようとしづ有志が現れ，この分野の研究のネッ

トワークが広がり，同時に中等英語教育に特化した教育認知言語学的な研究に，より多くの注

意・関心が向けられるようになるとしたら，それは筆者にとって望外の喜びで、ある。
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付録1(藤井 (2010)で使用された教材①)

裏書重喜鍔ぬ護憲懇鶏欝
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付録2(藤井 (2010)で使用された教材②)

浅幾重事ベ芝主義暴動議ぬ繁華雪

*ぷ〈縄選え言ごしを多?艶動鋳ぬ擁護として宅5・J幸一躍‘震噂ぬ礎認をし音響しぶよう殴
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弘治長声、事ゴ買いこ写
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付録3(look forward toの用法)

問題 :次の(1)-----(4)では， "1∞kforw訂 dto -----"とし、う熟語が使われています。

ただし，それぞれの文はにの熟語の使い方に関して)誤りを含んでいます。

下に挙げてある(大量の!)実際の使用例を参考にして，

H勺l∞kforw，訂d句~

(1仰1り)-----(件仰4勾)に含まれる誤りを正しく直してみましよう。

(1) We間 lookingforward柏町youagain.

(2) 11∞k forward to Tom comes to the p訂句T.

(3) M町 is1∞lkingfo抑 制tohe calling her. 

(4) 百 eylooked forward to 1 visited血em.

[look forward toの実際の使用例}

outlined in血epapers and we look forward初 workingin even clo町

exactly what you wan陸d.[p] 1 look forward to heari略的myou.[p]Yiαm

and another in Sep蜘 ber，so 1 look forward to that. Isobel and the children 

Hopes were high as people looked forward to a new life仕eeofshel加

出roughsince 19位 andas he looked forward加 defendinghis US PGA 

TheE紅白Ratcan look forward to some very happy times wi血his

half of the year. He can also look forward t，οlea品19aconte吋 andsettled 

[p] But 1 am lookingforward to seeing what players such as 

wish Bill a sp田 dyre∞Iveryand look forward加 wel∞minghim back when he is 

pulling for me and I've been looking forward to Silverst，∞emore出anever.

ou凶七回d:Tm really looking forward to wearing it -it's bound to be a 

ぽ yourpla田.伊]1 was looking forward to each challenge and when you are 

game [p] Faldo added: Tm lookingforward初Americabecause next問 rおmy

plans伽 it.伊]Now 1 can look forward初出efutu肥 knowing脳血e

缶四ag町 Ke町rConむonお look初~forward初出s∞veringthe excitement and 

could出 eatwith braces. We looked forward to the day the braces would come 

仕的'Omou叫rlas坑ts史es悶S泊ioα∞n孔1.Ilook舵edj戸orwα rdt，初οlea釦I立出T

T羽hll凶油伽a出ss蹴e白e.[p] Barber: I'm looking forward to your flying down and being in 

yourpoωvoice heals. We'lllook forward to hearing it again in about a 

wein出eOpenSpa田 Dis出ctlook forward to her assuming a position of 

問 onlya phone call away. I'lllook forward to hearing from you s∞n!伊]Most 

附 m.[F位]Ye油 yeah.And er 1 look forward加 goingback and see句 somesun

yeah. [F02] They w悦肥allylook初~forward to me moving. [F01] Yeah. 
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付録4(say， tellの用法) (※実際に使用した耕オには，板書のイラストは付載されていなし、。)

圃画】⑦~⑩におけるsayと必ずのそれぞれの使い方を発見して抜き出してみましょう。

001) They say， "How can社beright now?" (right now. . .今すぐに)

一 002)Stephen Ross says: "We配 enopla田...

(1) ~~馴)"...H匝町聞削eぜ凶e'll百llge炉eto司V叫J
'-!ノ 00悦附4の)M陥r.S伽加m芭別S悶a司副id仕.1"百 e悦r肥eisa臼al加町g伊ed白emandι.一….一" (demand…需要)

∞15) He says， "1 was listening句 yourprogr訂nonαms出las."(progr田n…番組)

006) And 1 said， "No，血at'snot加 eat all." (加e…本当の)

∞ηq明mtwe're looking for?"回 ysSari匂Soni.

② 附 I附缶削帥伽lt川山tw

lL 竺)0馴ω09)"1τIs即a仰W 加 d似d恥均gg炉訂由帥おmornin均g，s釧司副do悦ne配e巳.一….一. (均民均gg炉訂.一….一.ι乞食釦) 

、-' 010)"官官presidentcannot afford it，" he said. (president…社長， afford・~の余裕がある)

011)“…You see how it 1∞ksIike回 nsetnow?" he was sa向g.(s国百et...日没)

012)My 白血ersays出atwe must go ag司n.

013) The leader says that we should not do it. 

③ 山rresponde吋says出 sis血e伽 t伽 e 吋∞de吋通儲謂)

l..1) 015) He says that they were totally tired. .. (totally.. .完全に)

、_， 016) He says that he now has a more uncomfortable fl配 lingabout.一 (un∞mfo巾 tble...不快な)

01η1 remember saying that it was impo此ant出ings…

018) Bolcom says we're at a disadvantage. (at a disadvantage...不利な状態で)

④ 山sonsai…附…
⑤ 020) She was sa戸gtohimthat山叫

021) And 1 just kept sa戸ngto them that 1 don't believe it. 
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022) 1 won't tell anyone that she works with that fact. (fact・..事実))

023) Howco叫dshe tell him that she was haunted? (haunted...何かに取り付かれたような)⑥仰向…llhimI山 swrong. (wrong 間違って)

025) It tells us Ms. Jones is fascinated with the idea. (be fascin醍dwith~…~に興味を持っている)

026)百世sstudy tells us that healing works. (healing…治療， work..・うまくし、く・効く)

02η1 told出ernwe wanted to change the way. 

028)I'rnte出ngyou a story 

⑦白川副srne向仙g

l I J 030) He was telling rne仕lat.

、_， 031) Tell him that. 

032) Did he tell you that? 

033) The book tells you about the illness. (出ness.一病気)

⑧)削ttells you abo山 servias.(吋ぽサービス)

¥巴ノ 035)They told rne about angels. (angels.一天使)

036)1但kewas telling rne about血at.

⑨ 037) She tells everyb叫叩吋山)
¥叫ノ 038)What can we tell thern? 

0白3均均9吟)Rae吋de町rwo叫u凶ldt凶ell血白e加由th.(凶血th..真実菊) 

d⑤04叩 srnan附1
¥J もvν 0阻4但1)1刊hep戸ictu凹1脱r児et，山t栓ellsa削no旧ot血he町r吋巾t恒帥al，枇le.(tale... 話)

悦2)1 told it... 
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付録5(speak， talkの用法)

直垂]@-@における抑I{Jkとお此のそれぞれの使い方を発見して抜き出してみましょう。

043) She began to speak. . . 

044) I can still speak Arabic. 

045) Don't rnove and don't speak. 

倒的…hed促 sn'tspeak any English. . . 

_ 04ηMygrandfa出ercould speak Russian and French. .・

(11)側)血eydid附料、E3〆049)I waited for hirn to spe法.

050) When I explained， Graa did not speak. 

051) At last， he was able to speak... 

052) I can't speak ve巧Twell.

053) If you want it， speak. 

054) As he spe北s，thepict町 ebecomes more cornplex. 

055) I speak about fa叫包...

d⑪b 脱附…)川川M附叫dωω向a“叫S叩…P卯O

{け11)0白5η7)Is叩po改keaめbou凶t血eimp戸O抗m臼.一….一. 

可-♂.， 0白58め)Hes叩pokeabou叫1辻thisdoubt包s.….一. 

059) Peter never spoke about the problern. 

@~附entl予同0除 of凶山山me
( 1:'1) 061) He spoke ofhis leadership... 

可..7 062)恥11".Li spoke of the need for a balanced reduction of出立15.

f 同型、 063)官官Yspeak only Spar也h.

(14) ~~?子町ザokeFrench
、ー.， U65) He spoke a lot ot nonsense. 

066)官官li仕legirls did not speak to hirn. 

06ηYou want to speak to me? 

⑮鰯)山内町村町内川町do伽

069) He would speak to thern. . . 

070) ... she spe法sto hirn... 

071) I spoke to Peter Ge出In，and I asked hirn... 

072)官官yspoke to you. 

⑩……仰S附 曲 除問

⑪山esp…eめout伽 t
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075)官官yw迎凶ktous.

076) They sho叫dcontinue to ta1k to Gerry Adams. . . 

0ガ)…shet品kedto the baby. 
078) ... we will ta1k to two or血児epeople...

079) She would wait and ta1k to him白rst.

080) While you ta1k to the pωplein仕ont，I'Urun訂 oundbehind. . . 

(fa)町田t…t品川
¥ 1 0) 082) Nice to ta1k to you. 
- 083)Hyou社liketo ta1k to us， we'd love to ta1k to you. 

084) Ita1kedtoFuch訂 dSrni血.

085) He ta1ked to血ebird，田制ysoasnotto創ghtenit.

086) He ta1ked to them in a low voice. 

08η...he's旬1kingto you. 

088) 1 was ta1king to a旬xi世iver...

089) Hewas担1kingto Steve Bates. 

d弓、)Allan ta1ked with him. 

(19)。記I蜘 dwi出W出ams

、-- a2) Six months ago， we ta1ked wi血B吋anaBe凶c.

093) 1 could ta1k about the need for the workers. . . 

ω'4) .. .but he doesn't want to ta1k about it. 

a5) Let's旬lkabout the American League series白rst・..

a6) She would ta1k about the fad that she's terr姐edevery time. . . 

09ηLet's ta1k about it， shall we? 

⑩腕)••• p…伽uth訂 d仙 andmemory and 

( 111) 099) 1 ta1k about members of血eirfarr世y…
ミ.7 100)…he didn't ta1k about the War. 

101)A丘町出egame， they went home and ta1ked about it. 

102) ... she ta1ked about vacations. 

103) 1 didrずt匂lkedabout出is...

104) We ta1ked about the experience. 

105)… and you were ta1king about your mother. . . 

1叩0“的6め)1百he匂y'陀凶恰凶1唱gt，句opeople about d白iおS虻sco∞ount包s.一….一. 

@…pr，配…e

@ lO8lめ) ωω伽 拙 脚ωe吋dun叫叫叩凶印削1日1則R附M 
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付録6(say，た11，speak， talkの言語構造及び事態構造のスキーマ)

say 

、
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① (001)-(006) [主語]say，"具体的内容"

② (007)-(011) "具体的内容，"[主語]say /say [主語]

③ (012)ー(018) [主語]say that [具体的内容]. 

④ (019) [主語]say to [相手]，"具体的内容・"

⑤ (020)・(021) [主語]say to [相手]that [具体的内容]

、，
、
，
，
，
 

‘
 

F
 

-
、

，
 ，、

ー'、、，、，
、
，，--
.. 

--------
•• •• 

---'-
易、， I、， I 、

，'，、、
E 

S ，、，、，、，、，、

⑪ (043)・(054): [主語]speak. 

⑫ (055)・(059): [主語] speak about [簡単な内容/表現]

⑬ (060)ー(062): [主語]speak of [簡単な内容/表現] . 

⑭ (063)-(065) : [主語]speak [言語]

⑮ (066)・(072): [主語]speak to [相手]

⑮ (073) [主語] speak with [相手]

⑪ (074) [主語]speak to [相手]about [簡単な内容/表現] . 
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@ (022)ー(027) [主語]tell [相手]that [具体的内容]

⑦ (028)・(032): [主語]tell [相手] [簡単な内容/.現]

③ (033)ー(036): [主語]tell [相手]about [簡単な内容/寝現]

@ (037)ー(038) [主語]tell [相手]

⑩ (039)-(042) [主語]tell [簡単な内容/寝現]

talk ，，，， 

O#?大!ム

C 事前意。 : ，' 可. ... 

ト¥

⑮ (075)ー(089): [主語]talk to [相手]

⑮ (090)ー(092): [主語]talk with [棺手]

⑮ (093)-(105) : [主語]talk about [簡単な内容/表現]

@ (106-107) [主語]talk to/with [相手]about [簡単な内容/表現]

@ (108) [主語]talk. 



158 

付録7(say， tell， speak， 初此の使い分けに関する練習問題)

直聖司 次のことを英語で表現する場合，太胸部分には say， lel/， 抑 8広雌のどれを

使うのがベストでしょうか。今回の授業で習った「ルール」を試してみましよう。

(ただし，答えは1つとは限りません)

(1) 太郎はいつも大声で話す。

ρ) 僕は先生と 2時間ほど話した。

(3) rはしリと言いなさしL

(4) それについては，みんなと話し合うつもりだ。

(5) 息子は，今日，朝交で、運動会の練習があったと話してくれた。

(6) もう少しゆっくり話してください。

(η ユミが，あの本はとてもおもしろいと言っていたよ。

(8) 黙ってて(何も言わないで) ! 

(9) このことを彼に教えてあげよう。

(10)先生はジェスチャーを交えて話しをされた。

(11)何かおもしろいお話をしてよ。

(12)誰にも言わないでよ。
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