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要旨 本稿では､ 明治期に行われていた英語指導法を現代の授業に応用する試みを報告する｡ 主
に取り上げる指導法は､ ディクテーション､ 訳読､ 復文である｡ これらは日本の英語教授法が確立
していく明治後期には､ すでに教室で行われていた｡ しかし昨今の教室において､ それらが全て浸
透しているとは言えない｡ 特に復文を経験して大学に入学してくる学生は極めて稀である｡
この�つの指導法を一連の流れとして組み込む���学習法 ��������������������������������������
を提案する｡ この方法は���を活用することにより､ 独習法としても利用可能である｡ ���学習法
を体験した大学生の反応から､ この指導法を一層効果的に進める上での示唆が得られた｡

キーワード：英語教育史､ ディクテーション､ 訳読､ 復文､ ����教室
１. は じ め に

英語教育をめぐる議論が喧しい｡ ここ数年の政策的な動きとしては､ 実践的コミュニケーショ

ン能力の養成を前面に打ち出した指導要領の施行 �中学校・����年､ 高等学校・����年�､ スー
パー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール �������の導入 �����年�､ ｢英語が使える
日本人｣ の育成のための行動計画 �����年�､ センター試験へのリスニング導入 �����年�､ 小学
校英語活動の必修化の決定 �����年�などを挙げることができる｡ いずれも､ 日本における英語
教育の不振を改善しようとする試みであり､ ｢聞く・話す｣ に重点が置かれている｡

しかし､ こうしたコミュニケーション至上主義が英語学力の低下を招いているとする指摘もあ

る｡ ｢今は一方に文法・読解があって､ もう片方にオーラル・コミュニケーションがあるという

具合に図式的に受け止められて､ コミュニケーションというものには文法は要らないんだという

ようなところがある｣ ｢文法がオーラルを重視するために犠牲にされてしまったというのも事実｣�大津・小泉・吉田�����������といった状況は看過できないのではないだろうか｡
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日本の英語教育は従来､ 海外の言語理論に立った教授法の移入や､ 近隣諸国の動向に敏感に反

応してきたが､ 日本の状況をより踏まえた議論が必要であろう｡ 近年の学習ストラテジー研究に

見られる ｢成功者に学ぶ｣ というアプローチは､ 混迷を脱する方向性を示すものとして注目に値

する｡ 竹内 ������������は英語学習成功者の調査から､ 次の�点を結論づけている｡�.ありふれたことを挫折せず､ きちんとこなしておれば､ 相当に高いレベルまで外国語を習
得できる�.北米での研究をそのまま日本に移植してはならない

この�点は､ 日本の英語教育史研究の世界では常識的に捉えられてきた事柄である��｡ 先人たちが
わが国で英語に向き合い､ 昔から行われている方法で地道に英語と格闘してきた歴史は､ 私たち

の抱える当面の課題により良い解決策を与えてくれることがある｡ しかし､ 英語教育史の側から

現場実践への具体的な提言が十分でなかったことは否定できない｡

２. 研究の目的

以上の問題意識のもと､ 本稿では英語教育史上における指導法の検討を行い､ 現在の英語教育

実践への提言を行うことを目的とする｡ 主に明治期から大正期に日本で行われてきた英語指導法

を取り上げ､ ����教室等の������������������������������������������情報通信技術�を
活用する形で改良を加えることにより､ 効果的な英語指導を可能にする方法を提唱したい��｡
３. 英語教育の歴史的検討－分科の時代－

長崎で起こったフェートン号事件 �����年�を契機として始まった日本の英語教育は､ ���年
の節目を迎えた｡ 幕末維新期には実学としての英学が盛んに行われ､ その後､ 明治期前半にかけ

ての私塾の隆盛､ それに続く諸学校制度の成立期を経て､ 英語教育は広く浸透していった｡ 明治��年頃より英語教授法への関心が高まり､ 著しい進歩を遂げた｡
この時代に英語教授法の基礎を築いた代表的な著作として､ 外山正一 『英語教授法』 �明治��
年�､ 岸本能武太 『中学教育における英語科』 �明治��年�､ 岡倉由三郎 『英語教育』 �明治��年�
を挙げることができよう｡ いずれも英文を読んで直ちに意味を解する ｢直読直解｣ を重視すると

ともに､ 当時は分科として別々に教えられていた音読や訳読､ 文法や作文などを総合して教える

ことの重要性に言及している｡ 明治��年には日本で最初の英語教育専門雑誌 『英語教授』 が刊行
され､ 大正�年に最終号が出されるまで､ 当時の優れた英語教育者たちによる論考を掲載し続け
た｡

こうした明治��年代から大正期にかけての時代を､ 出来 ������は ｢英語教育独立時代｣������と呼ぶ｡ それ以前の､ 教師も教科書も教授法も全面的に外国人教師に頼っていた時代と異
なり､ 日本人英語教師が主体となって多くのことを編み出し運営した時代である｡ 外国人教師の

助力は不可欠であったとしても､ 日常生活を日本語で送る生徒相手に限られた時間で英語を教え

生命環境学術誌 第１巻��



る日本人教師たちには､ 日本の英語教育現場に ｢土着の｣ 方法があって当然の時代であった �出
来�����������｡
茂住 ������は､ 『英語教授』 誌での提案や批判が､ ほとんどそのまま現代英語教育に対して

当てはまると述べている｡ その一つが､ 茨木清次郎の講演にある ｢読書力を主とす可きか実用の

力を主とす可きか｣ �上井��������������という議論である｡ 読方・訳解が中心で､ 話方・作文
が二次的である状況を取り上げ､ これらの各分科をバランスよく､ しかも連関させることに注意

すべきことを述べている｡

｢コミュニケーションか､ 文法・読解か｣ という現代的な問題点は､ この時代の議論に耳を傾

けることによって､ 解決の糸口を探ることができるのではないだろうか｡

４. 分科から総合へ

分科とは学習内容を細分化した学科目のことであり､ 明治��年に ｢尋常中学校ノ学科及其程度｣
が示された際には､ その第一外国語としての英語に読方､ 訳解､ 講読､ 書取､ 会話､ 文法､ 作文､

翻訳という�つの分科が示されている｡ 明治��年には ｢中学校教授要目｣ が定められた｡ この中

の外国語 �英語�においては､ ｢教授事項ハ之ヲ分割スルコトナク同一教授時間ニ於テ相関連シ
テ之ヲ授クヘシ｣ とされているが､ 発音､ 綴字､ 読方､ 訳解､ 会話､ 作文､ 書取､ 習字､ 文法と

いう�つの名称とともに､ 一部分科の扱いが認められている｡ 明治��年には ｢中学校教授要目｣

が改訂され､ 発音・綴字､ 読方及訳解､ 書取､ 習字､ 話方及作文､ 文法の�つの分科が示された｡
なお､ 読方とは音読､ 書取とはディクテーションに相当する｡

この時代の英語教授の特徴を､ 金子 �����������������は次のように総括している｡
明治��年前後：英語各分科はそれぞれ分業的に扱われていて総合する所が無かった
明治��年前後：英語各分科の授業は分析的であると共に総合的であるようにと教授者が努力

するようになってきた

この総括を見ると､ 外山 ������が ｢訳読､ 音読､ 文法､ 会話等ヲ､ 別々ノ課業トシテ教授ス

ルハ､ 今日ノ通弊ナレドモ｣ ������と指摘した状況から､ 分科をいかに総合していくかというこ
とが盛んに論じられ始め､ 変化を遂げた様子を伺うことができる｡ こうした分科を総合する具体

的な解決策を探る上で､ 次の岸本 ������の主張は傾聴に値する｡
同一文章につき訳読を教え､ 読方を教え､ 発音を教え､ 文法を教え､ 作文を教え､ 会話を教

えれば､ 幾度かこの文章を反復するが故に､ 意味の了解愈々明瞭になるべく､ 語句を記憶す

ることも大に容易なるべし ����������
英語の統一的教授法の必要性を説き､ 各分科を全て調和的に系統的に教えるべきだと主張する

岸本 ������は､ 同書の別の箇所で ｢書取は必ず訳読の教科書によりて課せざるべからず｡ 即ち

訳読せる処を順々に書き取らしむべし｡ 而して訳読せる処は規則として始めより終はり迄悉く書

取の用意を為さしむべし｣ �������と述べている｡ 彼は ｢対話が訳読と読方とを一致せしむる最

良手段｣ �岸本����������として��������������������������を編纂し､ 後に編纂した������
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���������������の教師用書において､ 英文を一度和訳した後に和文英訳の要領で再び元の英
文に戻す ｢復文法｣ を紹介し､ 次のような指導手順を示している｡

教師は各課中より適当と思う英文を選び出して､ 先ず之を和訳して学生に与え､ 彼等をして

更に之を元の如く英訳せしむるべきなり｡ 斯くして得たる英文を暗記せしめて､ 之を会話の

材料に使えば､ 一つにはその課の読み方､ 訳解､ 文典等の復習ともなり､ 又一つには作文､

和文英訳､ 会話等の練習ともなりて､ 英語進歩の上に於て大なる効果を得べきなり｡ �岸本����������
同様に岡倉 ������は､ ｢読方訳解の裏が作文､ 作文の表は読方訳解､ 両者は同一の事柄を裏
表より見たもので､ 決して特別のものでは無い｣ ������､ ｢作文練習の一方法として健全なのは､
簡易なる文章又は説話を､ 聴取の形式で教師から授け､ 之を正しき綴方と句読法で､ 記憶より復

起して筆紙に述べさせる練習である｣ �������と述べ､ 各技能を有機的に結び付けようとする主
張を展開している｡

このように､ 明治期から大正期にかけて､ 英語教授で扱う技能の諸側面が徐々に明らかにされ

るとともに､ それらが大きく偏ることなく総合的に指導することが重要であることを､ ｢分科か

ら総合へ｣ の議論は示している｡ ｢聞く・話す｣､ ｢読む・書く｣､ そして英文を構成するルールな

ど､ 様々な言語の側面を総合的に学ぶ鍵は､ 一つの英文テキストを多角的に扱い､ 十分習熟させ

ることであろう｡ 上で引用した岸本や岡倉の論点は､ このことを示している｡ もちろん､ これに

よって当時の問題が全て解決したわけではないだろう｡ しかし､ ｢文法・読解か､ コミュニケー

ションか｣ という現代の問題を考えるとき､ かつての総合を目指した試みから学ぶことは多いも

のと思われる｡

５. 総合を実現する学習サイクルについて

以上の歴史的な検討に基づき､ ここでは一つの英文テキストを多角的に扱い､ 十分習熟させる

ことを具体化する学習サイクルを提案してみたい｡

まず対象となる学習者として､ 中学校上級レベルから大学一般教養レベルまで幅広い層を想定

している｡ 大学入学生のうち､ 英語に苦手意識を持つ �例えば�����で���点に満たない�学習
者の多くは､ 確実に読めて書ける英文の蓄積が不十分であるケースが目立つ｡ こうした学習者の

基礎固めとして機能する学習法でありたい｡

次に目標とする技能は､ ｢聞く｣ ｢話す｣ ｢読む｣ ｢書く｣ の基礎力の養成である｡ ただし ｢話す｣

技能は基礎固めにとどめ､ 場面に即応した口頭コミュニケーション能力の養成には､ 実際の練習

場面を多く与えるなど､ プラスアルファの配慮が必要となろう｡

最後に使用するメディアと学習形態については､ ����教室に備えられたパソコンとネットワー
クを大いに活用したい｡ 伝統的な指導法を現代の教室に持ち込む際､ 昔であれば用いることので

きなかった教具が使えるという点は､ 最大のメリットと考えられる｡ 特にパソコンとネットワー

クの活用により､ いつでもどこでも学ぶ環境が実現可能となる｡ それに伴い､ 一斉授業ではない
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形態､ 特に独習法としての利用を視野に入れておきたい｡

こうした条件のもと､ 使用する ｢一つの英文テキスト｣ �これは音声と文字からなる�を用意
する｡ その学習サイクルは､ 英文テキストからスタートし､ 英文テキストをゴールとする｡ 明治��年の ｢中学校教授要目｣ の�分科 �書取・綴字・習字・文法・訳解・会話・作文・読方・発音�
に当てはめ､ どのように連鎖的に進めることができるかを示すと､ 次のようになる｡�英文テキスト �音声�

↓ ①書取・綴字・習字 �文字化��英文テキスト �文字�
↓ ②文法・訳解 �意味理解・日本語化��和文テキスト �訳文�
↓ ③作文 �文字化→ ��・会話 �音声化→ ���英文テキスト �文字�
↓ ④読方・発音 �音声化��英文テキスト �音声�

このように連鎖的に進める学習サイクルは､ 基礎レベルの学習者にとって妥当なものと言える

だろうか｡ 竹内 �����������������は､ 成功した学習者が初期・中期のレベルで用いるスキル別
方略を次のように述べている｡��細部にいたるまで ｢深く｣､ ｢細かく｣ 聞く��細部にこだわり ｢分析的に｣ 読む��繰り返し音読する��基本文例・表現を大量に､ 徹底的に暗記する��パタン・プラクティスなどを通して､ 暗記したものを自由に使えるように練習する�� ｢流暢さ｣ を重視する��モデル音声をよく聞き､ 正確にまねる��多重経路と複数の手がかりを使い､ 語彙を記憶する
上で述べた ｢①書取・綴字・習字→②文法・訳解→③作文・会話→④読方・発音｣ の連鎖の中に

あてはめてみると､ �～�は､ それぞれ①書取 �ディクテーション�､ ②訳解､ ④読方 �音読�の方
略として､ また､ �と�は③作文・会話､ �と�は④読方､ �は②訳解と関連付けることが可能であ
ろう｡ このように､ 成功者の学習方略の多くを活かすことができる点においても､ 学習サイクル

は妥当なものであると思われる｡

以上のモデルを具体化したのが､ 次に述べる���学習法 ��������������������������������������
である｡
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６. DTR学習法

この学習法は､ まとまった英文を聞いて書き取り�����������､ それを日本語に訳し�������������､
その和訳文を英訳する ����������������一連の作業からなる｡ それぞれの指導法はいずれも明治
期から行われているが､ 連鎖的に組み込んだ形で行われていたという記録は､ 筆者の知る限り無

い｡

以下､ 各指導法が明治・大正期にどのように行われていたか､ 具体例を示したい｡���������とは､ 英文を聞いて正確に書き取る方法である｡ コミュニケーション中心の授業では
あまり重視されないが､ 正確に書き取るためには聞く力のみならず､ 綴りや文法など､ 総合的な

力が求められる指導法である｡ 『英語教授』 誌に掲載された論考の中には､ ���������を扱ったも
のが多い �松田������野上����������������など�｡������������は､ 英会話や和文英訳の際は聞いたことのある英語を用いるべきであると述べ､
教師が読み上げる英文をディクテーションし､ 書き取った英文を会話に応用する方法を紹介して

いる｡ 書く､ 話す前に､ その英語を十分に頭に入れておくべきとする主張は､ ���のサイクルに
通じるものがある｡

熊本謙二郎は大正�年の文部省夏期講習会における講演の中で､ ���������は綴りのためだけで
なく､ 応用範囲の広いものとして､ 次のような指導法を紹介している｡ 文法指導への展開や教具

の活用法などが参考になる｡

私は謄写版を傍へ置いて書取を直ほす｡ 書取中に生徒の誤った文章を集めて書いて置いて､

之を刷って生徒に配り､ 皆には直させて文法上のことに注意を惹いたり､ 且つ意味上の関係

をも会得させるやうにする｡ 例へば�������������と云う場合生徒はよく���を脱したり�����の�を抜かしたりして居るが､ 生徒全般に亘るやうに謄写版を渡して文法の智識抔もあ
まねく得さするやうに努めて居ます｡ 文法書中に有る������を直せなどと云う事も其れは其
れでよいが､ ���������中の誤りを正せと云うやうな事は実に生きた応用の練習になる｡ �上
井������������������������は､ 外国語を母語 �あるいは母語を外国語�に訳す活動である｡ ｢��世紀における理

論と教授法のほとんどが否定した指導法｣ �ジョンソン�ジョンソン������������と言われてい
るが､ 日本においては ｢今でも多くの高校にみられるように､ 授業のほとんどを訳読に費やして

きた｣ �卯城�����������と評されるほど､ 教室に浸透している方法である｡
明治期に出版された多くの英語読本独案内 �独習書�には､ 漢文訓読式に語義と訳順を示す数
字が記されていた｡ 例えば森 �����������では､ 次のように示されている｡�� ��� ��� ���� ���� �� �� ���� ���

彼ガ 為サザリシ 知リ 何テ�カヲ 可キ 為ス 以テ 其レヲ

一 九 八 四 七 六 五 三 二

数字の順に語義をつなげて読むと､ ｢彼ガ 其レヲ 以テ 何テ 為ス 可キ カヲ 知リ 為サザリシ｣

という訳文になる｡ (ただしこの森の独案内では､ 前後の文脈を補い､ ｢�������ガ小鳥ヲ見出ス

生命環境学術誌 第１巻��



ヤ取ツテ之レヲ其ノ手中ニ置キシト雖ドモ如何ニ之レヲ処置スベキカヲ知ラザリシ｣ という ｢意

解｣ も示している｡)

こうした行きつ戻りつしながら訳す方法は､ ｢外国語ニテ会話スルコトノ出来ルマデニ至ラザ

ルモ､ 少ナクトモ､ 書物ハ音読棒読ミニテ理解シ得ルガ必要ナリ｣ �外山���������������､ ｢英
語を教ゆる目的は､ 生徒をして訳読によらず通読して意味を了解し得しむるに在るべきなり｣�岸本�����������､ ｢原文を一読して直ちに其意味を連想し得る程度に至らしむるを要する｣ �岡
倉������������といった､ いわゆる ｢直読直解｣ を目指す立場から､ 批判を受けるようになっ

た｡

村田 ������は､ 英文を和訳するのに上から順に下へ訳し下ろして行く ｢直読直解法｣ を提唱

した��｡ 例えば､ �����������������������������������������を ｢私は彼の云うことが分

からない事ほど左様に彼は早く話す｣ ではなく､ ｢早くて分からぬ程だ｣ が良いと述べている�村田�����������｡ この系譜に属するものとしては､ 浦口文治の ｢グループメソッド｣ があり､

先の英文は ｢彼の話すのが早いから､ 私には出来ない､ 彼を理解することが｣ と訳す｡ 村田の

｢直読直解法｣ よりも区切る単位を短くし､ 極力英語の語順に沿って日本語に訳している｡ いず

れも訳すことのみが最終目的であったわけではなく､ 村田 ������は ｢英文の排列法に慣れ､ 英

語の文脈が直覚的に分り会話や作文の助けとなり｣ �����と述べ､ 浦口 ������������も和文英
訳への応用を示唆するなど､ 発信への糸口として利用可能であることが示されている｡��������������は､ 一度母語に訳していたものを､ 再度外国語に訳し戻す方法である｡ 古賀������は明治��年前後の中学校時代を回想し､ ｢暗唱して又逆に此の日本語を英語に還元させら
れた｣ ｢���������������は余り行われずに初めから和文英訳式復文教授であった｣ �������という
授業風景を紹介している｡ 明治��年に出版された英語教科書���������������������には ｢復訳

法｣ が採用されている｡ この教科書は､ ｢中学校教授要目｣ に標準読本として定められていた当

時の輸入教科書からの抜粋によって作成され､ 明治��年には採択率で首位に立つほど人気を博し
た教科書である �小篠・江利川�����������｡ 復訳法について緒言では､ ｢生徒が既に学び得たる
章篇中の特に習熟を要すべき慣用的語句よりなれる文を選び｣ ｢会話練習の章に至らば生徒をし

て書を閉ざさしめ､ 各文に対する教師自身の適当なる日本訳を与えて､ 直に是を原文に復訳せし

むるに在り｣ �鍾美堂編輯部������と説明されている｡ 第�巻では､ 数レッスン毎に復習用のレッ
スンが置かれ､ 教師の訳を聞いた生徒が､ 再び英語に訳す練習法が示されている｡��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������鍾美堂編輯

部���������������

���を活用した｢歴史的｣英語指導法の研究(Ⅰ)(馬本) ��



本稿で提案する���学習法は､ 以上の���������､ �����������､��������������を核とするものである｡ 以下は学習法の具体的
な流れである｡

(1) 準備���シート ���サイズ�を用意する｡ 白紙でも良い｡ 四つ
折りにして用いる｡ 筆者が授業で用いている用紙には､ 上部

に日付や氏名欄を設け､ 四つ折りした際の各面上部に､ ������������､ ������� ��������､ �������������､ ����������������
とだけ刷り込んでいる｡ 図�上に大きく書かれた数字①②③④
は､ 手順説明の便宜上記載したもので､ 実際は空白である｡

学習素材となる英文テキストを用意し､ ���������の予備的
な活動として､ 黙読・音読・シャドーイング等を行う｡ �枚のシートで扱う英文は��語程度から
なるパッセージ｡ テキスト中の語句を確認し､ 未知語は意味調べをして､ 右上②面に書き込む｡

以下に､ パッセージの例を示す｡����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������語�����������������������������������������������
(2) Dictation

上記の英文パッセージを聞いて､ 全文を書き取る ����シート左上①面�｡ 音声の読み上げス
ピードは���～������程度で､ ナチュラルスピードの�分の�程度である｡ ����教室の��を用い､
音声ファイルを繰り返し聞いて書く｡ 書き取った英文は自ら推敲を行い､ その後､ 原文と照らし

合わせて添削を行う｡ 添削時に語句の確認を行い､ スペリング練習に②面を用いる｡

(3) Translation

添削をした英文を見ながら､ その下の③面に日本語訳を書く｡ この際､ ｢直読直解法｣ の要領

で､ センスグループ �意味のまとまり�ごとに頭から訳すよう心がける｡ 訳文は解説スライドで
確認する｡ 解説スライドはパワーポイントを用い､ センスグループの単位で表示させる｡ スライ

ドの一例を以下に示す｡
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�����������
例えば������������������������������
フロリダ・バーチャル・スクールの生徒は������������������
より高い成績を取った�����������������������������
同じコースを履修した生徒よりも������������������
伝統的な方法で｡

図２ 解説スライドの例

(4) Re-translation

③面の日本語訳を見ながら④面に英訳を書く｡ このときにはシート上半分を折り込み､ ①面の

英文を見ないようにする｡ ③面では頭から訳すことを心がけたので､ その流れに沿って英訳する｡

英文を推敲した後､ 音声を聞いて確認し､ 元の英文を見て添削する｡�③面の日本語訳の例) (④面)

例えば �����������
フロリダ・バーチャル・スクールの生徒は �������������
より高い成績を取った

同じコースを履修した生徒よりも

伝統的な方法で｡

図３ Re-translationの際のDTRシート (下半分の一部)

(5) 全体の確認

①面 �����������と④面 ����������������の英文を比べ､ 自己分析をする｡ 英文パッセージの音
読を繰り返し､ テキストを完全に自分のものにする｡

７. DTRとICT

この一連の活動に���はどのように関わることができるだろうか｡ 筆者の実践をもとに､ それ
ぞれの段階における���の役割を述べてみたい｡���������のための音声ファイルは､ 学内ネットワーク上の ｢教材フォルダ｣ に保存しておく｡

このフォルダは､ 学内ネットワークにログインできる教員と学生が共通に利用することができる｡

教材フォルダに各自アクセスして���������を行う場合､ 学習者のペースに応じて何度でも繰り返
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し聞き返すことができる｡ 音声ファイルの再生には､ 通常ウィンドウズ・メディアプレーヤを用

いているが､ ����システムに組み込まれた ｢ソフトテレコ｣ でも可能である｡�����������の確認段階では､ パワーポイントによる解説スライドを表示する｡ 図�で示したよ
うに､ センスグループごとに分割し､ �行目に英文､ �行目に訳文という順で提示していく｡ 文法
上の注意喚起が必要な場合は､ 色を変えたり､ 解説を書き加えることもある｡ ��������������の確
認や､ それに続く音読練習では､ 図�の解説スライドの行を入れ替え､ �行目に日本語の訳文､ �
行目に英文が来るようにしたスライドを表示する｡ この解説スライドの役割は､ センスグループ

をどこで区切ると良いかという感覚を養うためのものである｡���������用の音声ファイルや解説スライドのパワーポイントファイルを保存しておく ｢教材フォ
ルダ｣ は､ 学内ネットワーク上にある��からアクセスが可能である｡ これは����教室での授業
時のみならず､ 自学自習の際に威力を発揮する｡ この点が���活用の最も大きな利点であろう｡
また､ この教材フォルダへの学内限定リンクを含む授業用ウェブサイトを開設し ������������������������������������������������������������､ 授業の流れや関連事項へのリンクを行い､ 授業や
自習で活用している｡

８. 学習者のコメントと今後の課題����年度前期､ 大学の�・�年次を対象とした共通教育の英語授業において､ 授業時間の�分の�
程度 �約��分�を���に当てた｡ 自由記述式のアンケートに記載されたコメントのうち､ ���に
関するものを挙げてみたい��｡
・���������に関するもの
＜�年次学生＞ 一度本文を読んでおくと､ リスニングの書き取りがスムーズにできる／単

語は聞き取れるが文にならない／聞きながら全文を書くのは難しい／聞き取れても綴りが分

からない／ところどころ止めてしまう／最初よりも耳が鍛えられた／聞いて書くのが楽しい／

リスニング能力がついた／綴り間違いが多い／短時間で聞こうとすると集中できる／これま

で書き取る経験がなく新鮮だった

＜�年次学生＞ 書き取りの力がついた／リスニング向上に役立った／スペルミスが多い／

何回も聞きなおした／発音がはっきりしていて聞きやすい／事前に英文を見て流れをつかん

でおくと比較的楽にできる／リスニングを毎回やるのは初めて／聞きながら書くのは難しい／

音読をしておくと頭に入って聴き取りやすい／英語を聴き取る実感が感じられる／何度も聞

きなおすことができるのでやりやすい

・�����������に関するもの
＜�年次学生＞ 訳が難しい／辞書にある単語の語義のどれを使えばよいのか分からない

＜�年次学生＞ 句ごとに区切るとぐっと訳しやすくなる／小さな単位で訳してからつなげ

ると簡単なことが分かった／細かく分割して訳すと多く書けた／短く分けて訳すと内容をつ

かみやすい／区切って訳すことの大切さが分かった
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・��������������に関するもの
＜�年次学生＞ 英文を覚えるように音読すると､ ��������������が原文に近づく／今まで日
本語訳をすることは多くても､ 英訳することは少なかったので､ 文の構造を頭に入れるには

良かった／訳せても文に直せない／スペルミスが多い／語順を間違える／接続詞があいまい／

細かいミスが多い／複数の�を忘れる／�と���の区別が難しい／文全体を考えて英訳しない
といけない／英文に訳すことができない／家で復習することで忘れていた熟語や単語を思い

出させてくれる／構文などを考えながら書くと書きやすかった／なんとなく英文を覚えてい

るところは書けた／英作文も前よりできるようになっている気がする／���������と��������������と同じ箇所を間違えた／日→英が難しい／英文そのものを覚えるのが難しい／語
順が変わったり､ いろいろ発見できる／前置詞が抜けてしまう／もう一度英語に直すだけだ

が難しい／難しかったが､ 自分の英語力をつけるためには重要だと思う

＜�年次学生＞ 冠詞､ 単複､ 前置詞が難しい／油断すると､ ���や��を忘れる／直前まで見
ていた文でも完璧に戻すのは難しい／復文があることを意識して聞くと大体復文できた／変

わっていて面白かった／細かいことにとらわれてしまうタイプなので得意／文章力がつく／

日本語から英文に書き直すのは慣れていないので難しい／やる前に読んでおくとよくできる／�回訳すと聴き取りにくかった英文もすらすら書けるのでビックリする／文章を組み立てな
がらやると訳すことが簡単に思った

・���全般について
＜�年次学生＞ パソコンを使ったのでやりやすかった／リスニングがメインでより実践的

に学べる／���は難しい／教材フォルダを家で見たい／この単語はこういう意味なのかとい
う新しい発見があった／効率的で分かりやすかった／���はためになる／力になった／大変
だったが勉強になった／英語に触れるにはとてもよかった／文法も少しはやってほしい／���は初めてだった／���は面白い／���を重視してほしい／英語は書かないと覚えないこ
とを実感した

＜�年次学生＞ ���はいい練習だ／とてもいい学習法／訳は面倒くさいが楽しい／かなり
勉強になる／���の勉強は､ 英語をしてるなあと感じる／新鮮でよかった／リスニングとリー
ディングの両方できるので良い学習法だと思う／とりくみやすく勉強しやすい／何度も違っ

た観点から学習することが理解への手助けとなると気づいた／英語→日本語､ 日本語→英語

と繰り返していく中で英語にすごく馴染んでくる／���は効率よく英語力が身に付けられる
と感じた／���の�回目 �����������と�回目 ����������������では書ける英語の量が全然違い､
身についている気がする／���が一番役に立った
以上のコメントによって､ 次に挙げる���の課題が明らかにされたように思われる｡��確実に読めて書ける力を養うために､ 語句や文法の指導を充実させる必要がある｡ 学習者に
よる添削や自己分析を受け､ 教師がどのように介入していくかが課題であろう｡�����シートには語句確認欄を設けているが､ その活用についてはさらに工夫が必要である｡
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�������������に際してセンスグループごとに区切って訳すことを奨励しているが､ このセンスグ
ループという句の実態をより明らかにし､ どう区切るかを身につけさせる指導が検討されな

ければならない｡

９. お わ り に

読解授業の ｢退屈な時間｣ を減らし､ ｢身についた｣ と学習者が実感する授業にしたいという

願いに一つの答えを与えてくれたのが､ ここで論じた���学習法である｡ 英文を読むだけではな
く､ 聞く､ 書く､ そして声に出すことによって､ より深く英文を理解し､ 表現にも結びつくこと

を､ 学習者の声は物語っているようである｡ 一つの英文を扱うにしても､ 学習活動の幅を広げ､

多元的に扱うことができれば､ それだけ確かな英語力が身につくものと思われる｡ 本稿で論じた

明治・大正期の ｢分科から総合へ｣ の議論は､ 現在の私の英語教育方法論に大きな示唆を与えて

くれた｡

｢先人は､ 我々の考えることの多くを既に実践している｣ ��指導法の試みを語るとき､ ある
英語教育史研究家のこの言葉を､ 私たちは忘れてはならない｡ もし先人の実践に新しいものをつ

け加えるならば､ かつては利用できなかった���との組み合わせが考えられる｡ 本稿ではその一
つの試みを論じたが､ 今後も継続した研究が必要であろう｡

これからの英語教育史研究は､ 歴史研究の成果から現代の授業改善を目指す方向へ踏み出して

いかなければならない｡ 本稿はその第一歩である｡

注��本稿で取り上げる 『英語教授』 誌には､ ありふれた実践を地道に行うことの重要性に触れた

論考が多い｡ 例えば松田 ������は､ ｢少時間で相当の学力を養うのに少数の科書によって充分
練習するの案が得策｣ �������と述べ､ 自らの方針を ｢練習主義｣ と呼んだ｡ 野上 ������は､
｢教授に必ずしも技巧を要しない､ 但之を記憶せしめ必要に応じて使用せしめるのが困難｣������と述べ､ そのためには ｢復習練習｣ を重視すべきであるとしている｡ また､ 現代のスト

ラテジー研究を待つまでもなく､ ������������は､ ������� ����������������������������������������������������������������������と述べ､ 海外の方式が日本に適用できる
とは限らないことを既に指摘している｡��本研究は､ 平成��～��年度に実施した重点研究課題 ｢広島県の英学史資源を活用した英語教

育方法の改善｣ に関する報告の一環である｡ 本文､ ならびに注に引いた明治・大正期の実践例

や論考には､ 広島高等師範学校の教授 �例：野上源造�や卒業生 �例：松田與惣之助�をはじめ､
広島県出身者 �例：岡田實麿､ 森修一�や広島県の学校で教えた人物 �例：古賀圓太�の実践や
主張などが多く含まれている｡
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��村田の言う ｢直読直解法｣ とは､ 漢文訓読式のように行きつ戻りつ訳していくのではなく､

英語の語順に従って数語を一つの単位として訳す方法である｡ 読んでそのまま理解するという

意味での ｢直読直解｣ とは異なった用法である｡��毎回の授業後に感想を求める ｢コメントシート｣ に記載されたもの｡ 最終回の授業では､ 学

期中の授業方法についての感想を求めたので､ ほとんどがその回のものであるが､ 一部､ 途中

の回で���についてコメントされたものも含まれる｡
参 考 文 献��������������������������������������������������������������������������『英語
教授』 ���������������������������������������������������������������� 『英語教授』 ����������������������������������������������������������������������『英語教授』 ��������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

上井生 ��������｢茨木督学官の講演 �文部省夏期講演会に於ける�����｣ 『英語教授』 ����������
上井生 ��������｢熊本教授の講演 �文部省夏期講習会に於ける�����｣ 『英語教授』 �����������
卯城祐司 �������｢『何となく読めた気がした』 授業の再検討：リーディング指導の 『常識』 を検

証する｣ 『英語教育』 �������������
浦口文治 �������『グループ式訳し方』 同文館�
岡倉由三郎 �������『英語教育』 博文館.
大津由紀雄・小泉 仁・吉田研作 �������｢どうなる！どうすべきか？これからの学校英語教育｣

『英語教育』 �������������
小篠敏明・江利川春雄 �������『英語教科書の歴史的研究』 辞游社�
金子健二 �������『言葉の研究と言葉の教授』 東京宝文館�
岸本能武太 �������『中学教育における英語科』 鍾美堂�
岸本能武太 �������『対話読本 巻�』 ��版�興文社�
岸本能武太 �������『女子もでるりーだず教師用参考書 第�巻』 東京開成館�
古賀圓太 �������｢中学英語教育の回顧｣ 『英語英文学論叢』 ����������
鍾美堂編輯部 �������『スタンダード・チョイス・リーダース 第三』 ��版�鍾美堂�
ジョンソン����ジョンソン���(岡秀夫 監訳) �������『外国語教育学大辞典』 大修館書店�
竹内 理 �������『より良い外国語学習法を求めて：外国語学習成功者の研究』 松柏社.
土屋澄男 �������『英語コミュニケーションの基礎を作る音読指導』 研究社�
出来成訓(編) �������『����������������������������英語教授��復刻版�別巻・解説』 名著
普及会.
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出来成訓 �������｢総合解説｣ 出来�編�������
外山正一 �������『英語教授法』 大日本図書株式会社�
野上源造 �������｢復習練習の必要に就きて｣ 『英語教授』 ������������
松田與惣之助 �������｢余が英語教授に於ける経験の一端｣ 『英語教授』 ������������
村田祐治 �������｢直読直解｣ 『英語教授』 ������������
村田祐治 �������『英文直読直解法』 南総社�
茂住實男 �������｢第�巻解説｣ 出来�編��������
森 修一 �������『正則ニューナショナル第二リードル独案内』 吉岡平助�
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