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教養英語と英作文教育

安　藤　重　治

 Language most showes a man: speak that I may see thee.

Ben Jonson

 Verum et factum convertuntur. Giambattista Vico

1．はじめに

　何のために外国語を学ぶのであろうか。この問にはさまざまな答えがある。それぞれ

の答えにはそれぞれの理由があるであろう。もっとも理想的な答えは、「学ぶのが楽し

いから」という答えであろう。だが、外国語の場合、この動機だけで長く学習を続ける

のは難しい。私の場合、いろいろな外国語学習に手を染めてきたが、長く深く続いたの

は英語のみである。そして、このことは、私が英語教師を職としてきたことと密接にか

かわっている。それを認めたうえで、私はこの小論で、外国語を学ぶこと、英語を学ぶ

ことの楽しさを基軸にして、英語学習について、また、英語を教えることについて、自

分の考えるところを明らかにしてみたい。

2．母語・母国語・外国語

　これはすでにたびたび言われてきたことであろうが、外国語を学ぶと異なったものの

見方ができるようになる。私がこれから言わんとすることも、このことに関連すると思

うが、どこか違っているような気もする。たとえば、日本人どうしの間にも、さまざま

な考え方見方の違いが、当然ながら存在する。しかしそのような違いがここで問題なの

ではない。私たち普通の日本人は、母語と母国語を区別することに慣れていない。私は

数年前、内蒙古からの研究生の指導教官となる経験をしたが、彼と話していたとき、母

語と母国語の間に介在しうる亀裂の深さをかいま見るような気がして愕然とした覚えが

ある。彼の悩み、憤り、蹉跌の万分の一もわかってやることなどできるものではないで

あろう。だが、私たちの身近な問題としての、方言と標準語の違いについてはどうであ

ろう。
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　故郷の言葉に対する私自身の思いは込み入っており、おそらくアンビバレントといっ

てよい面がある。普段はたいてい標準語で話しているつもりだが、聞く人が聞けば、お

国訛りが随所に顔を出しているのかもしれない。標準語で話しているつもりだから、い

きなり改まった場所でふるさと方言で話してみろといわれてもできそうにない。しか

し、故郷に帰って、土地の人々の間で話すときには、言葉について違和感を覚えること

はない。たとえば、‘たわけ’という言葉がある。‘たわけ’‘馬鹿’は標準語で、私の

故郷ではこの両方を‘たーけ’という。‘戯け’でも‘田分け’でも‘馬鹿’でもない‘たー

け’の語感が意味するものは、同郷人でないと分からないのではないか。その違いをど

う説明してよいか途方にくれざるを得ない。そのような一番身近なものとしての母語、

いわば自分の血肉と分離しがたいふるさと言葉と母国語や標準語との間にある差異とか

ギャップは、日本の現代の状況では、明瞭に意識される機会は少なくなってきている。

テレビのドラマやお笑い番組などで、地方色を現したり、また大阪や名古屋など、特定

地域の持ち味を強調するために、ことさら方言に焦点が当てられることはある。しか

し、かってのように、田舎から東京に就職などのために急に出てきた少年少女が地方訛

りに深刻に悩むというようなことは話題にならなくなっている。一つには、それは、時

代変化、50年前と現在の日本社会の変わりようのせいであるといえるが、それだけで

はない。もともと方言と標準語の差異はたいていの場合それほどに乗り越えがたいもの

ではないのではないか。言い換えれば、人間の言語能力には、方言と標準語の差異を乗

り越える程度のことはもともと織り込み済みなのではないだろうか。母国語を標準語と

して意識できるような状況では、母語と母国語との懸隔は、母国語がぜんぜん系統の異

なる言語である場合ほどに大きなものではまったくない。しかしながら、それはそれと

して、私がここで問題にしたいのは、方言と標準語の間にある差異やギャップを意識す

るとき、その意識は言語自体に向けられるということである。生きていくために自然に

身についた自分の言葉が、突然に標準語に出会って（あるいは標準語でなくても、遠く

離れた別の地方語であってもよい）、うまく機能しないとき、おそらくその人の意識は

言語自体に向けられる。それを明瞭に意識化したり理論化したりしなくても、新しく標

準語なり別の地方語を使いこなそうとする努力の中にその意識は胚胎されている。私が

最初に述べた、外国語を学ぶと異なったものの見方ができるということは、このことと

密接にかかわっている。

　方言と方言の違いや、方言と標準語の違いなどより、外国語を学ぶときの自分の母語

（母国語）との懸隔は比べ物にならないほどに大きい。地理的歴史的に両者が離れてい

ればいるほど大きくなるはずである。外国語を学ぶとき、言語自体に意識は集中される。

それは、日常生活の中で無意識に用いられ、自分の心の動き、思考や感情と切り離され

えない言葉ではなく、時には遠くから聞こえる意味不明のざわめき、あるいは、小鳥や
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動物たちの鳴き声に近い雑音であり、また、その外国語にいくら習熟したとしても、常

にどこかは母語とは異なる異物として意識される何かである。

　言葉が異物として意識されるということは、言い換えると、言葉が見えるという

ことである。私の場合、このことを明瞭に自覚したのは、英語を読むという経験を

通してであった。おそらくそれは、英語を学び始めて 10数年以上たった、英語を

自分の職業の必須の部分として選択し、英語の力を身につけようと懸命に努力して

いたころのことであったと思う。ある程度の分量の英語をそれほど苦労せずに一息

に読めるようになったころ、初めて英語を読むのを楽しいと感じた。そしてその楽

しさには、日本語を読んで楽しいと感じるのとはどこか違う楽しさが含まれてい

た。そのころ一番よく読んだのは小説だったが、日本語で読む場合、特に言葉を意

識することはなかったが、英語で読む場合はそうではなかった。「言葉が見える」よ

うに思えたのである。言葉が情報を伝える手段であるならば、「言葉が見える」な

どということは余計なことである。事実、母語話者どうしの会話では、言葉自体が

意識されるのは情報のやり取りに何らかの支障が生じるときである。それ以外の場

合に、通常言葉が意識されることはないであろう。ところが、英語で小説をよん

でいて、ストーリーの面白さのほかに、英語を読む面白さを確かに感じたのであ

る。言葉による情報のやり取り、つまりコミュニケーションには、当然いろいろな

種類がある。音声によるものか文字によるものかによって大きな違いがあるし、ま

た、扱われる情報の種類によっても、情報の送り手と受け取り手の間の人間関係に

よっても、さまざまな相違が生じてくる。だが、母語話者どうしの間でのコミュニケー

ションにおいては、特に言葉自体が問題になることは少ないであろう。言葉自体の機能

をできるだけ意識に上らせないようにすることが、標準語や、標準語による教育全般の

最初の（最終のではない）目標なのかもしれない。

　しかし、言葉というものはコミュニケーションの手段道具であるかもしれないが、そ

うとは言い切れない何かでもある。道具は、普通、それを思いのままに、ほとんど無意

識に使いこなすことができれば、それは名人上手の技であり、人間と道具との理想的な

関係を現している。ところが、言葉はあらゆるものに浸潤している。情報の中味もすべ

て言葉がかかわっており、情報の送り手も受け取り手も言葉なしには何事もなしえない

存在である。つまり、人間は、言葉を支配し、言葉を使いこなしていると思っているか

もしれないが、逆に、言葉に支配され使われているかもしれないのである。私が英語で

小説を読んで、英語を読むのが楽しいと感じたとき、それは、その小説を書いている作

者の顔が見えるような感じ、作者の息遣いや癖、その意図が見えてくる感じであった。

このことは、当時の私が文学研究を目指していたことからして、文学の特徴は情報の中

味ではなく、情報をいかに伝えるかにかかっているというような考え方に大いに影響さ
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れた結果であったかもしれない。確かにそういう面は大いにありえたと思う。だが、一

方で、それだけではないという思いはどこかにあった。英語で小説を読んだときの、日

本語で読んだときには味わったことのない面白さの感じには、どこか、単に小説とか詩

という文学特有の面白さを越えた何かがあるのではないか。それを正確に表現すること

はなかなか難しいが、次のように言えないであろうか。

　私が英語の小説を読んで味わう楽しさは、日本語の小説を読んで味わう楽しさと別種

のものではないであろう。ただ、英語で読んでいるとき、その楽しさを作り出している

作者の気配や息遣い、あるいは面白さを生み出すための工夫などが分かってきて、それ

は楽しさを減退させるどころか、倍加させるものであった。言うならば、私の味わって

いる楽しさは小説家によって意図的に作り出されたものであるが、それを自覚すること

自体が楽しいのである。私が英語の小説を読んで味わったおもしろさは、英語が外国語

であるが故のおもしろさであった。日本語ならば、小説家の作り出す世界に何の違和感

もなしに入りこんでゆける場合でも、英語で読むと、それが小説家によって意図的に作

り出されたものであることを明瞭に意識させられる。そして、それを楽しいと感じるこ

とは、未知なる世界を自己のものとする感覚、他なるものが自己と宥和する感覚と類似

のものではなかろうか。このようなことは何も外国語を読むという経験に限っておきる

ことではないであろう。母語しか知らなくても起こりうるし、小説とか詩とかの文学に

限った経験でもないであろう。人間が経験をつみ成長するためには、いかほどかは自分

の殻を抜け出ることが常に必要である。自己の成長とか発展には、自己が他と出会い、

その他なるものを自己の中に取り込む過程が含まれる。

　話がいくらか大げさになりすぎたかもしれないが、このことと、私が英語の小説を読

んでおもしろいと感じた経験とは密接な関係があると思うのである。英語は、私にとっ

て常に何ほどかは異物であり、他なるものである。母語である日本語のように、常に自

分と不可分に存在しているわけではない。逆に言えば、私が日本語しか知らなければ、

私の「自分」というものは、その日本語の世界から一歩も出ることはできないのであ

る。私が英語の小説を読んで楽しいと感じたとき、それは単にその小説の小説としての

面白さ、ストーリーの展開とか、作者の表現技巧の面白さだけではなく、それが英語で

書かれていることによる面白さも確かに存在した。それは、英語が私にとって外国語で

あり、常に異物として意識される対象であるがゆえに生じた面白さであった。しかし、

その異物であり、他である英語が面白く感じられたということは、英語がすでに私自身

を構成する一部となっていたためではないであろうか。

　言葉には、確かに、支配し支配されるという関係が含まれる。標準語と方言という言

い方にはすでに中央と地方という上下関係が入り込んでいる。外国語を学ぶということ

も、学校という制度の中にそれが組み入れられたものである限り、時代や社会を支配し
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ているイデオロギーからそれが自由であるわけではない。外国語といえばすぐ英語を思

い浮かべるほどに日本社会の中で英語が重視されるようになったのは、高々この 50年

か 100年のことである。英語が国際語としての地位を高めつつあるといっても、世界に

は英語など知らない人は無数に存在するわけだし、英語とかかわりのない文化もおそら

く無数にあるであろう。しかし、外国語を学ぶときにはまずどれかひとつを選ぶ必要が

あり、日本の歴史的地域的事情から見ても、学校教育の中に英語が今のように取り入れ

られていることに私自身はそれほど問題を感じない。もっともこれは、他の外国語を勉

強している人とか、私などとはまったく異なるイデオロギーを持っている人には全く別

の考え方もあるであろう。しかしここでは、この問題にこれ以上深入りしないことにす

る。

3．なぜ英作文教育なのか

　私は英語教師として 30年以上やってきたが、英語を教えることに少し自信がもてる

ようになったのはほんのここ数年のことである。大学で英語を教え始めた 1970年ころ

には、すでにリーディングと会話作文の両方のクラスを教えることが主流となっていた

ように思う。私が大学の教養課程や学部大学院で習った英語の授業は、ほとんどすべて

といってよいほど、リーディングの授業であった。だが、教師としては最初からずっと

リーディングと会話作文の両方のクラスを受け持ってきた。そして、にもかかわらず

ずっと、英語教師として片肺飛行をしているのではないかという不安や自責の念がどこ

かにつきまとった。リーディングの授業にはいささかの自信と自負があった。リーディ

ングといっても、私のやっていることは訳読である。これは私が学生のころ教わった方

法であり、昔の私と今の私の教え方にほとんど変化はない。また、この方法で教えてお

られる他の先生方のやり方とそんなに違いはないであろう。この方法にも利点と欠点の

両面があり、またそれに合う学生と合わない学生がある。他の方法を試してみたことが

ないわけでないが、リーディングの授業としては、訳読が私に一番合った、もっとも効

果的な教育方法であるという考えは変わりそうにもない。しかし、会話作文の授業では

ずっと不全感をもっていた。転機となったのは、名古屋大学の言語文化科目英語の授業

で、統一教科書が採用されたことである。1994年からだったと思うが、それまでの大

学のあり方を細かく規定していた文部省令の大学設置基準がなくなって（大綱化）、一

般教育カリキュラムの大幅な改編が行われて、そのときに語学の授業も、卒業単位数や

クラス定員の見直しなどがあった。授業内容にかかわることとして、英語の必須単位数

の内の 4単位（4コマ）分に、統一教科書を使用することが決められた。統一教科書が

採用された理由はいろいろあったが、よく覚えているのは、それまでの英語の授業が
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個々バラバラで、全体としての視点が何もないという従来のやり方に対する批判であっ

た。一人の学生が一二年次に受ける 6コマないし 8コマの授業の中の 4コマ分に統一教

科書を使用することで、段階性を与えることが試みられたのである。統一教科書によ

る授業では、読む、書く、聞く、話す、の 4技能を総合的に教え、あとの 2～4コマの

授業は、教科書も授業内容も各先生の自由裁量で決めて、学生がいくつかのクラスか

ら自分に合ったものを選ぶというシステムとなった。慎重審議の後、採用された教科

書は、最初はオックスフォード大学出版局の Headway Intermediateと Headway Upper-

intermediate、次はケンブリッジ大学出版局の Interchange 1と 2、さらに同出版局の New 

Interchange 1, 2であった。採用する教科書は 2年ごとに再検討することが最初から決

められていたのだと思うが、Headwayの場合、内容が消化できないほどに盛りだくさ

んだったことと、話す、聞く技能を教える教材としてはふさわしくないところがあった。

私にとっては、特にリスニングのほとんどすべてが長すぎて非常に使いにくかった。

　Headwayの次に、ケンブリッジ大学出版局の Interchange 1, 2 、ついでその改定版の 

New Interchange 1, 2が採用された。どちらも 4技能を含む総合教材だったが、こちら

は会話やリスニングの比重が極めて高かった。New Interchangeを例にとると、1単元

が 12の部分に別れ、最初は各単元で扱われるトピックの簡単な紹介（snapshot）があ

り、会話文 2、文法練習 2、リスニング 2、作文、リーディング、発音各 1、そのほかは

ペアワークやグループワークを中心とした会話・語彙の練習というのが基本的な構成で

あった。これは特に後になって気づいたことだが、Headwayと Interchangeでは、教科

書編集の理念に根本的な相違が見られると思う。Headwayを支配しているのは英国文

化を伝えようとする配慮である。それは、教科書に盛り込まれている教材の選択、その

多様さや豊富さにもよくでていたが、リスニングにおいても、ごく普通の英国人の生き

方や考え方が良く伝わるような内容となって現れていた。Interchangeの特徴は 1ペー

ジあたりの英語の語数を Headwayのそれと比較すれば歴然とする。Headwayでは、ほ

とんどのページが 3段組で印刷され、写真やイラストも配されていたが、大部分はびっ

しり英語で埋まっている。ところが Interchangeでは 1ページあたりに出てくる英語は

まばらであるといっても過言ではない。その代わりにイラストや写真がやたらに多いの

である。教科書に印刷されている完全な英文は、会話やリーディングの部分なのだが、

分量から見ても内容からいっても極めて限られた断片的なものである。あとの部分は、

学習者が練習するためのヒントを提供するためのもので、会話の簡単な雛形や、いくつ

かの類似の疑問文の例が少数提供されている程度である。このような Interchangeの構

成には、単に受動的に与えられたものを繰り返したり暗記したりするという従来型の語

学教育への批判がこめられている。学習者の創造性、学習者が個々に自分の力で文を生

み出す能力を訓練するという大方針があるのだと思う。しかし正直のところ、この教科



9

教養英語と英作文教育

書を使うのはとてもつらかった。一番つらかったのは、教科書の中に教えるための模範

となる例文があまりに少なかったことである。私は学生だった 1960年代おそくに、C. 

C. FriesのいわゆるMichigan method に基づいたカリキュラムで編成された会話学校

に 2年ほど通った経験がある 1。そのやりかたは、今ではもう正確には覚えていないが、

毎回 60分ほどの授業が半分に分かれていて、前半は LL教室でのテープ教材による文

型の反復練習に当てられ、後半は、外国人インストラクター指導による教科書やチャー

トを使ったこれも文型中心の言い換え練習であった。インストラクターを中心にした自

由会話や議論は、上級クラスで始めて毎回の授業に取り入れられたが、それでもそれは

授業の一部で、基本は文型言い換えの反復練習だったのは変わらなかったように思う。

これは確かに単調で、またそれほどに繰り返しが必要かと思えるほど執拗に繰り返され

た。ああいうやり方であれば、教師が教える材料の不足に困るということはないであろ

う。しかしまた、教師が自分の技量を発揮する余地もあまりなかったかもしれない。そ

れはともかくとして、Interchangeの場合、ある程度の分量の英語が与えられる会話や

リスニングの練習部分はまだよかったが、学生が主体的に練習するペアワークやグルー

プワークでは、教科書に出ているわずかなヒントだけでは、それをうまく発展させて活

発なやり取りを行うというところまではなかなかいかなかったし、その間隙を十分に

うずめられるほどには教える私自身のほうも英語が自由に出てこなかった。その中で、

New Interchangeの各単元には必ず 1箇所、作文練習が設けられ、そこには簡単な指示

と解答例が与えられていた。1例をあげれば次のようなものである。

[Instruction]   Write a recipe for an interesting dish. First, list the ingredients you 

need.  Then describe how to make the dish.

[Model Answer]  This recipe is for chicken curry.  For this dish, you need chicken, 

 coconut milk . . .  First, cut up the chicken.  Then fry the chicken 

pieces in oil . . . 

私はこの部分を利用して、50語くらいの長さの英語の文章を書くことを宿題にして、

3週に 1回くらいの頻度で全員に提出させていた。当時は各クラスの学生の人数も多

く、統一教科書による授業も各期にいくつも持つ必要があって、提出されたものは

ざっと目を通して提出されたかどうかをチェックする程度であった。

　やがて統一教科書の使用は中止となった。その決定までには何度もの議論がなされ

た。一番問題とされたのは、Interchangeのリーディング部分が量的にも質的にも非常

に弱いということであった。統一教科書による授業では、4技能すべてを含む総合英語

を教えることが採用時からの方針であったから、リーディングのもっと充実した教科書
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が求められたのである。しかし、いろいろな教科書が検討されたが、これという教科書

は見つからず、むしろ統一教科書の中止という決定となったのである。結局、統一教科

書が使用されたのは 6年ほどのことであった。その結果について、具体的な資料を持ち

合わせているわけではないが、当初の目的が十分に達せられたとは言いがたい。まず一

つは、一二年次にわたって段階的な内容を教えるという点についてであるが、確かに、

特に Interchange（New Interchangeも）では、あらゆる角度からの細かな分かりやすい

プログラムができあがっていた。だが、特に文法を扱った部分で強く感じたことだが、

日本の大学生に教えるには少し易し過ぎたのではないかと思う。段階的に文法事項が配

されてはいるが、すべてすでに高校までに教えられたことばかりで、それを段階的に教

えることにはほとんど意味がなかった。またもう一つの、各先生の間で個々バラバラに

行われていた授業に統一性を与えるという目標についても、どの程度の成果があがった

か極めて疑わしい。むしろ、当初からそういう不安はあったが、個々の先生の持ち味を

損なう弊害のほうが大きかったかもしれない。さらに、一番重要な、学生への教育効果

の面でも特段の進歩があったとは私自身も感じられなかったし、他の先生からもそのよ

うな声は上がらなかったように思う。ただ、私は、統一教科書、特に Interchangeを教

科書として使用して授業のやり方に苦労したことから、一つ大きな収穫を得たと思って

いる。それは、Interchangeでは、個々の学生の文を生み出す能力の訓練が主眼とされ

ていることに大いに関係している。

　New Interchangeのライティング部分は、何について書くかということと、それをど

のようにまたどんな順序で書くかという指示、それらに加えて、モデルとなる文章（完

成したものではなく、導入部程度のもの）の提示が基本となっていた。つまり、極めて

簡単な形ではあったが、パラグラフ・ライティングの考え方を基にした練習が意図され

ていた。統一教科書が中止となった後の名古屋大学の英語の授業は、それ以前の形に近

い、リーディングとコミュニケーションの二種類となった。わたしは、このコミュニ

ケーションの授業で、New Interchangeのライティング部分でやっていた方法を取り入

れることにした。教科書による平常の授業と、課題について学生が 100語程度の英文を

書いてレポートとして提出する二段構えのやり方としたのである。授業では、簡単な日

本文に相当する英語を学生に口頭で言わせてそれを私が板書するということを基本とし

て、教科書にある模範の会話文を使ったリスニングとスピーキングの練習もできるだけ

取り入れるようにした。レポートのほうは、クラスの学生をいくつかのグループに分け

て順番に提出させ、添削と評価をして学生に必ず返すことにした。2003年度からのカ

リキュラムの再度の改編により、コミュニケーションのクラス定員が 20名となってか

らもこのやり方は基本的には変えていない。このようにして、学生の書いた 100語程度

の英文を丁寧に見て添削し、評価するというやりかたをしているうちに、自分のすべき
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ことが次第にはっきりしてきたのである。

　学生の書く英文は、ほとんどの場合、その背後にある日本語による思考がまざまざと

感じ取れるようなものである。単に簡単な課題について英語で文章を書くという場合、

学生は日本語で文章を書くことと英語で文章を書くことの違いについてほとんど意識す

ることはない。だから、あまり英語力のない学生の場合でも、何をその英文によって言

わんとしているかはよく分かる。しかし英語としてはまるで体をなしていない。これは

比較的良くできる学生についても言えることであって、英語としてはほとんど間違いの

ない文で書かれていても、実は完全に日本語の文脈に支配されていることが多いのであ

る。このことは、単なる和文英訳の授業ではまったく気づかなかったことである。そし

てこのような経験から、私は、文を作ることの意味について新たに考えるところがあっ

た。英語で文章を書くということは、日本語で文章を書くということとはまったく異な

る経験であり、そのことは、単に英語の文章を読んだり、スピーキングやリスニングに

熟達することだけからでは得られない経験ではないかということである。一般にコミュ

ニケーションという人間の行為について、情報の伝達という観点から、情報内容（メッ

セージ）が送り手と受け手の間でやり取りされるという定義がなされる。このことから

語学教育において、スピーキングとリスニングを一連の働きとして捉え、リーディング

とライティングに対立させる傾向があるのではないであろうか。そのような区分も確か

に可能であるが、一人の言語使用者の中で、受容する側面と創出する側面、つまりリス

ニングやリーディングとスピーキングやライティングを分ける区分の仕方も十分考えら

れる。言語活動における音声面の重要性は認めたうえで、私が特にここで問題としたい

のは、リーディングとライティングの間の相補的な関係についてである。つまり、読む

あるいは単に受容するだけでは外国語教育は充分ではない。書くこと、自ら外国語を用

いて書くことによってはじめて身につくものがあるということなのである。

　Interchangeが目指していたもの、それは単に英語を話したり聞いたりする能力の向

上なのではなく、英語母語話者の話し方や書き方、極端な言い方をすれば、彼らの生活

方法をそっくりそのまま身につけることを目指すものであったと言えなくはないと思

う。それは言い過ぎだとしても、私が Interchangeを教科書として使いにくいと感じた

理由の幾分かはそういうところにあったのではなかろうか。母語話者でないものが母語

話者と同じようなことを要求されるのは、教える側からいっても、学ぶ側から見ても無

理があると思う。ただ Interchangeが方針とする、個々の学習者の文を作り出す能力を

主眼とする教授法は、前に触れた Friesなどのグループによるパターン・プラクテイス

中心の教授法ではぜんぜん得られなかった新たな視座を私に与えてくれた。それは、言

語構造の非常に異なる日本語母語話者が英語で文章を書くことによって、日本語では得

られない新しい自分を見出す可能性、言い換えれば、自己を発展拡大したりあるいは再



12

言語文化論集　第XXVII巻　第 1号

発見したりという自己成長のための契機となりうるのだということである。私は、リー

ディングのみでなく、ライティングにおいても教えることがあるのだという自覚を持

てるようになって初めて、英語教師としての自分にいくらかの自信が持てるようになっ

た。それでは次にどのように英作文の授業をやっているかについて書いてみよう。

4．方法

　私の英作文の授業は、前にちょっと触れたように、比較的短い日本文を英語に直すこ

とを中心とする教科書使用の授業時の練習と、課題自由英作文といったらよいような、

100語程度の英語の文章を書いてレポートとして提出することからなっている。授業時

の練習によって目指していることは、英語の文章を書くときに役に立つような英語表現、

特に動詞を中心とする文型をできるだけ多く覚えることである。そのような目的にぴっ

たりした教科書にはなかなか出会えないのだが、最近使った中では大矢復著『発信する

英語ライティング入門（Matrix）』がよかった。内容は二部からなり、第一部は時制の

用い方などの文法や動詞を中心とした基本文型が、網羅的ではなく重点的に取り上げら

れ、説明とセンテンス・レベルの練習問題が配されていた。第二部ではパラグラフ・ラ

イティングが取り上げられている。私は授業においてもっぱら第一部を用いたが、日本

人学生が間違えやすいところや、理解が不足しがちな点が重点的に扱われており、また

日本語にできるだけとらわれないようにする配慮も感じられて良くできていたと思う。

ただこの教科書の場合は、私のやり方からすると、日本文を英語に直す練習問題が少な

すぎた。しかし、他方、そのような練習題の充実した教科書では、教科書の編者の英語

の感覚と私のそれとの間にずれを感じる経験もした。そのような編者は、確かに英語を

操る能力は十分あると感じさせても、その力は、日本語の細かなニュアンスを英語でど

のように表現するかということに注がれているように思えることが多い。しかし、英作

文の場合は、日本語独特の言い回しなどは無視したほうが良いのである。言葉のニュア

ンスといったものは、それぞれの言語に特有のものがあって、発せられる言葉がおかれ

ている状況や文脈と切り離すことはできない。私が学生に繰り返し注意しているのは、

日本語の細かな言い回しにとらわれないようにすること、またそれとともに、自分が

（または、与えられた日本文が）何を言いたいのかをよく考えて、それを表すのにふさ

わしい英語表現を見出すことである。英語の動詞基本文型を学生が理解したり覚えたり

するのに役立てるために、A. S. Hornbyによる動詞基本文型表を私流に並べ替え、単

純化したものをプリントにして授業時に渡している。実際の授業ではこの文型表までは

なかなか手が回らないのだが、5文型と関連させた説明を試みたり、また中間試験とし

てこのプリントに基づいた 20分ほどの試験を行ったりしている。 
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　次に、課題自由英作文であると称したレポートについて説明する。基本的には、ト

ピック（たとえば、my future, family, foreignerなど）を毎回与え、そのトピックにかか

わることを 100語程度の文章にして、1学期に最低 5回（3回の授業で 1回の割合）提

出することを義務づける。提出されたレポートは、添削し A B C Dに評価して次週に

返すというやり方をしている。出されたトピックに少しでも関係があれば何を書いても

よいのだが、どのような書き方をするかは、学生が提出したものを参考にするなどして

繰り返し説明する。

　まず、最初の授業で、英語と日本語の文章の違いという視点から、英語のパラグラフ

がどういうものであるかを学生に理解させるための説明を試みる。そのために私が参考

にしている本が何冊かある。そのうちの一冊は中島文雄著の『日本語の構造』である。

その本の最初で氏は、英語の文が主語を題目としてそれについて陳述する「命題文」と

いう構造を基本形式として持つのに対して、日本語では、具体的な場面や感情に即した

表現法をとる「描写文」をその特徴とすると指摘している。その例証の一つとして、川

端康成の『雪国』の冒頭をサイデンステッカーの英訳とともにあげている。

「 国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。信号所に汽

車が止まった。」

　 The train came out of the long tunnel into the snow country.  The earth lay white 

under the night sky.  The train pulled up at a signal stop.

日本文では、第 1文のように、主語は状況からそれと分かれば省略される。また、第 2

第 3文の‘夜の底が’や ‘汽車が’は英語でいう主語ではない。日本語の場合、文の中

心は述語であって、主格の‘が’は、主語ではなく補語であると言う。たとえば、日本

語の‘のどが渇いた’、‘おなかがすいた’、‘歯が痛い’、‘熱がある’は英語では I am 

thirsty/hungry.  I have a toothache/a fever. となる。「日本語の文は発話や脈絡に依存す

るところが大きく」、それに対し英語においては、「主語を立てそれを中心に客観的に陳

述しよう」とする独立性の強い文である。そしてこのような日本文の特徴の一つとして、

日本語ではいかに名詞的表現が多用されるかを和歌などを例にして指摘している 2。確

かに日本語には名詞や名詞的表現が多いし、その習性からか英語で話したり書いたりす

るときも、われわれはすぐそのような日本語表現と等価な英語を探そうとする。学生の

書く英語にもやたらに名詞的表現が多く、難しい抽象名詞などが氾濫するのはよくある

ことである。私はこれに対し、人主語、さらには、‘I’を主語にした英語を書くよう努

めるようにとしばしば注意する。これは、自分の意図する意味を名詞形ではなく、主語

＋述語の文または節の形で表現したほうが英語らしい表現になるし、そのほうがずっと



14

言語文化論集　第XXVII巻　第 1号

易しく表現できるということもあるが、またさらに大事なこととして、発想の中心に自

分を据えるということでもある。

　次にパラグラフとは何かということである。この点で大変参考になったのは、ケリー

伊藤著『書きたいことが書けるライティング術』である。パラグラフの説明のため、最

初の授業で、同書が引用する The World Book Encyclopediaの定義と解説を学生に紹介

する。

Paragraph is a section of a written work that consists of one or more sentences to 

function as a unit.

An effective paragraph must be unified, ordered, and complete.  A paragraph is 

unifi ed when all the sentences contribute to creating a single idea.  A paragraph has 

order when the sentences form a pattern, such as leading from cause to effect or 

from the general to the particular.  A paragraph is complete when the writer brings 

its idea clearly into focus. 　

英語のパラグラフがどのようなものであるかを学生によく理解させることはなかなか難

しい。まずは、一つのパラグラフには一つの内容（one topic for each paragraph）であり、

各文が相互に緊密な関係を持つこと（unity, order, focus）をざっと説明する。そして何

よりも、上にあげた説明の文章そのものが英語のパラグラフの典型的な例であることを

指摘する 3。

　もう一つ最初の授業で注意することがある。それは、文を書く場合にも、それぞれの

場合が置かれた状況が必ずあるということである。たとえば手紙を書く場合には、誰か

にあてて、何らかの目的で書くということが常にあって、手紙を書くのだろうし、論文

を書くにしても、各分野にそれぞれ定まった論文のスタイルとか既定の約束事があるで

あろう。授業で、英語で短い文章を書いてレポートとして提出するという場合にも、そ

こにはすでに無意識の前提が入り込んでいる。一番困るのは、書き手（学生）と読み手

（教師の私）の関係を当然の前提とし、手紙なら可能であるような書き方、たとえば、

英語は書くのは苦手だったが、この授業に出て書くのが好きになったというようなこと

を書いてくれても、それは教師としてはうれしいにはちがいないが、文の書き方として

は落第である。それゆえ、全然関係のない第三者が読んでもよく分かるような書き方を

するように注意する。レポートとして、あるいは練習として書くのだけれども、関係の

ない第三者が読んでも、なんら予備知識なしに理解でき、しかも読む側の興味を惹起し

うるような書き方を求めるわけである。
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　この最後の点も学生に理解してもらうのはなかなか難しい。私が繰り返し言うこと

は、匿名（anonymous）の書き方をしないようにということである。どのようなトピッ

クを出してみても、学生はそれについて客観的に論じようとしたり説明したりしようと

する傾向が見られる。もちろん文章には自分を出さない書き方、新聞記事とか論文など

のような書き方がある。だが、100語程度の文章ではこのようなスタイルの書き方は決

して望ましいものではない。第一に、あることについて論じようとすると、名詞的表現

の過剰な日本語の影響がもろに出てきて、極めて抽象的であいまいな英語となることが

ほとんどである。また、日本人にはどこか自分の内面の経験を文章のような形で表に出

すことを恥じる気持ちがあるらしく、学生の書くものが会社のパンフレットとか、自治

体の行事の紹介記事のような内容になってしまう。このような経験から、匿名の書き方

ではなく、できるだけ身近な経験を題材にして、人主語、‘I’主語の易しい英語で書く

ように指示するわけである。

　以上のようなことを最初のというより、最初の 2, 3回の授業で繰り返し説明しながら、

課題自由英作文をスタートさせている。それでは最後に、課題自由英作文によって私が

どのようなことを目指しているのかを、学生の書いた文章を例にしながら具体的に説明

してみたい。

　私が最も留意することは、パラグラフが構成を持つということである。

　例 1．（トピックは music）
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例（1）を見てみよう。学生は英語のパラグラフがしっかりした構成を持っていること

をなかなか理解できない。構成や一貫性の観点からすると書かないほうがよいことや、

文の流れを無理やり止めてしまうようなことを無意識に書いている。そのような場合は

日本語で思い浮かんだままを英語にしようとしているのである。例（1）の場合、英語

の文章としては、① ② ③ ④ ⑤の順に並べるだけで、言うべきことは尽きている。そ

のほかは文の流れの邪魔になっているだけである。書いている本人は、このように自分

の文章を直されたなら、自分の言いたいことを押し曲げられたように感じるかもしれな

い。しかし、自分の言いたいことが別にあるならばパラグラフの構成を根本から考え直

さなければならないであろう。

　例 2.　（トピックは movie）
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例（2）の場合、構成という観点からは立派にパラグラフの体をなしている。最初にト

ピック ・センテンスとして一般的な言明をもってきて、次に自分の場合を例にして述

べてゆく書き方である。課題作文の場合はこのような書き方になることが多いし、また

それを勧めてもいる。例（2）の場合、好きな映画だけでなく嫌いな映画についても述

べているのも、内容にコントラストを付加していて、パラグラフの書き方の一つの型に

合っている。（その対比がいくらか強引に感じられるのはわたしの個人的な感想であろ

うか。）

　構成という考え方とともに重要なのは、文の相互のつながり（coherence）である。

　例 3．（トピックは free time）

例（3）の場合、最初から二つめの文はとってつけたような感じで、いかにもおさまり

が悪い。おそらくこの場合は最初から最後まで自分のこととして通したが良いだろう。

そうならば、添削してみたように、疑問文を使って自問自答という形で書けば、書きや

すくなるし、また全体のつながりもスムースになるであろう。
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　例 4．（トピックは my future career）

　　　　（When I was an elementary school student, I had a homework.  I had to write 

about “My future career” in Japanese.  But then I had no idea.  I couldn’t imagine what 

kind of  job I would have.  With some hesitation, I wrote, “I cannot think about my 

future.”  A few days later, of course, I was told to rewrite my paper.  My teacher said I 

had to write something positive.  I was worried.  But fi nally I got a good idea and wrote 

it.  It said, “I want to be a good father.”）

例（4）は、素材は面白いが、その素材を生かしきれていない例である。この学生の場

合はむしろ、動詞型の使い方や文法の基礎知識などの方に問題があり、授業時間に行っ

ている短文の日本語を英語に直す練習や動詞文型の説明などが少しでも役立たないであ

ろうかと思わせられる例である。

　次に、ケリー伊藤氏が効果的パラグラフの書き方の最後にあげるフォーカスについて

考えてみよう。フォーカスというのはなかなか説明しにくい概念であるが、日本語風に

言えば、文章のピントが合っているかどうかということである。



19

教養英語と英作文教育

　例 5．（トピックは family）

例（5）は、学期の初めのころ出されたもので、またこの学生の最初の提出レポートで

ある。私は面白いと感じたのだが、よく考えてみると、日本の事情をぜんぜん知らない

母語話者にもよく分かる文章なのかどうか疑問にも思える。たとえば、漫画だけは自分

で買って、おやつは人に買わせるようにするというところは、原文のままで十分に通じ

るのか私にもよくわからない。しかしながら、伝えにくい内容を、無駄なことを書き加

えず、自分の使える易しい英語で、要点を絞って書いているのはなかなかのものではな

いだろうか。



20

言語文化論集　第XXVII巻　第 1号

　例 6．（トピックは English）

例（6）のような文章を書くのにもそれほど高度の英語力必要ないであろう。しかし、

私にはとてもよく書けているように思える。フォーカスがあるかどうかは、ピントが

合っているかどうかとも言えるが、また文章が生き生きしたものに感じられるかどうか

でもあると思う。この学生の場合は直接話法を巧みに使っている。私はライティングの

教科書のどこかで、直接話法の多用は読み手に書き手が幼稚であるかのような印象を与

えることがあるという趣旨のことを読んだことがある。確かにそういう面もあるに違い

ないが、しかしもっと大事なことは直接話法か間接話法かではなく、自分の言わんとす

ることをしっかり言いえているかどうかだと思う。人それぞれの習熟度に応じて書かれ

た英語の文章が読む者にたくみに見えたり稚拙に見えたりするのはやむをえないことで

ある。むしろ外国語として英語で文章を書く場合には、どんなに練達の人でも、母語話

者同様の英語が書けるようになるとは私には思えない。英語の上手下手よりも、自分に

使える英語で自分の言いたいことをしっかり英語母語話者に伝えられることが重要であ
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る。その際、書かれたものが読む者に面白いと感じられるかどうかが非常に大切なポイ

ントなのである。書くということにも情報を伝える側面があるのだから、当然ながら伝

えられる情報が有用かそうでないかとか、情報が的確に伝えられているかどうかという

観点も重要である。だがその前に、文を書く場合、書いている人間がまず存在している

わけであり、書いている人と書かれる内容との関係が必ず存在する。私が、匿名の文章

ではなく、人主語、‘I’主語の英語で、できるだけ身近で具体的な話題について書くよ

うに学生に注文するのは、このことに関係している。学生が抽象的に論じたり、匿名の

説明的な書き方をする場合、英語がどうかという前に、読んで面白いと思うことはほと

んどない。出来合いの観念の押し売りだったり、伝統行事の紹介だったりする。それで

は、英語で文章を書いてみることの第一の意味を見失うことにならないであろうか。外

国語である英語で書くことによって、日本語で書いたらちっとも面白くないようなこと

でも、新鮮で思いがけない面白さが出てくるかもしれない。何も特殊な珍しい体験につ

いて書く必要はない。私がいつもトピックとして出す、家族とか、自動車とか、友達な

どについて、何か個別的で読んで面白いと感じさせるような体験は探せばどこかにある

のではないだろうか。もっともそれを英語で短く的確に言い表そうとすることは大変な

ことかもしれない。実際に、私の目から見て、面白い文章を書けたなと思っても、その

学生が必ずしも英語のパラグラフを書くこつをつかんだとは言えないことも多い。次の

レポートはまた元の木阿弥という場合がしばしばである。だが、書く内容についてあま

り細かな指示は与えたくない。今までに概略したような指示にとどめて、学生の方で、

私がどのような文章を望んでいるか分かってくれるのを待ちたいのである。

5．終わりに

　私が上に述べたような英作文の授業をするようになったのは、名古屋大学で統一教科

書の使用が中止となった 2000年以後のことだから、まだ四、五年しかたっていない。

だから、今のやり方はしっかり確立したものではないし、その効果のほどにもそれほど

自信があるわけではない。また、このやり方が、学生の今後の英語力の伸展にどのよう

に役立つか、たとえば、学生がもっと長い文章を書くときとか、英語で論文を書くとま

ではいかなくても、社会に出て、実地に英語で書いたり話したりする必要が生じたとき

に、私の今のやり方が少しでも資するところがあるのかどうかについては、皆目分から

ないと言ったほうがよい。自分勝手な思い込みで論じているところもずいぶんあるはず

で英語教育や英作文教育を専門とする方などから見れば、まったく片手落ちの見方しか

できていない可能性も大きい。そのような不安もあり、また一応は、自分の英作文のや

り方がはっきりした方式をとるようになったこともあって、このような形にまとめてみ
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た。同僚諸氏や、ご関心のお持ちの方々のご批判、ご意見をお聞かせいただければと

思う。

注

1 芦屋市に本部があった Seido Language Instituteである。なお、Michigan methodによる教育
方法は、大修館書店発行の「英語教育シリーズ」の１冊、ミシガン大学英語研究所編『英文の
型　改訂版』などで知ることができる。

2 中島文雄　『日本語の構造』　特に 1．2．3．4節が参考になる。
3 ケリー伊藤　『書きたいことが書けるライティング術』　第 1章、第 2章は大変参考になった。しか

し、氏はビジネス英語を念頭に書いているので、教室での材料にはしにくいところもある。
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