
1.はじめに

もう25年も前のことだが、今でも鮮明に心に残る、

教育にまがりなりにも携わる私の姿勢の根底となっ

た出来事がある。

中学校を卒業し、それぞれが自分の道を歩み始め

て数か月過ぎたある日のことだった。社会人1年生

として遠方へ修行に行った友達から、近況報告を兼

ねた一通の手紙を受け取った。故郷を遠く雜れ、慣

れない地での寂しさから、同級生の多くに出された

もののーつだった。中学時代を共に過ごしたが、そ

の友達の書いた文章を読むのはその時が初めてだっ

た。ショックだった。助詞として、お、を、は、わ

が雑然と使われていた。「知っていて当然」そんな

思いでこれまで文字を使っていたが、実はそうでは

なかった、自分の知っている世界は非常に狭い、こ

とをその時初めて実感した。

学校現場で英語を教える立場になって、この経験

は益々意味のあるものになった。英語を苦手とする

生徒、どうしても好きになれない生徒、理解に時間

がかかる生徒、教師の説明を予想、もしない問違った

受け取り方で覚えてしまう生徒、こうした生徒が少

しでも減る工夫を教師は絶えず心がけていなければ

ならないことを痛感してきた。また、根本に流れる、

人と人とのコミュニケーション能力の育成を目的と

する英語学習であることを踏まえ、現在の自分の説

明・指導が、

①生徒が将来にわたって英語学習を続ける上で

誤解を生じることなく受け取れるものか

②簡潔かつ分かりゃすいものか

(3)系統立っているか

④生徒が成就感を覚えるか

⑤生徒が自己を確立する手助けとなっているか

⑥ことばの使い方や人の接し方を考慮された、

人権尊重を具体的に伝えるものになっているか

を考え何手か先を見越しながら授業を進めていく必

要を感じてきた。特に(5)(6)に関しては、教師は

何をすればよいか、生徒は何をどのように学べぱ'よ

いかを具体的に探る必要がある。

英語学習における思し功ゞけない疑問やつまずきを、

生徒の間違い、戸惑いから学ぶ
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私は教える立場となって初めて、生徒たちから教え

られた。「知っていて当然」の思、いが打ち砕かれた

かつての出来事を胸に、先を見越す手を増やし続け

られたらと思う。さて、私は今、何手先を読んで授

業を行っているといえるだろうか。

最後に、手紙をくれた友達の名誉のために付け加

えておくが、現在は社会情勢に関心を持ち、福利厚

生面の向上のために活躍中である。

1.生徒の問違いや戸惑いをまとめるにあたって

①現任校を含め、これまでに勤務した松校(小学

校2/中学校8/高等学校2:講師としての勤務

を含む)での経験から中学校の英語学習で教師が

胸に留めておくとよいと思われる点を列挙する。

②これまで中学校で使用したSunshine (開隆堂)

とNew Horizon (東京書籍)の教科書を使って

学習を進めるときに生徒から発せられた質問、指

導上気付いた点、定期テスト等で見られた生徒の

つまずきを項目別に列挙する。

③ ALT訪問時の生徒たちゃ私自身を始めとする

日本人教師の反応から、文化の異なる人と接する

上で考えさせられたことを列挙する。

Ⅱ.生徒が間違いやすく、戸惑いを覚えやすい場面

音声①

①語尾の発音

初期の段階で語尾の[kHm][n][t]等の、談話

の中では飲み込まれてしまう音が教師の発音で聞

き取れていないと、 oral communicationの場で

は省略して覚えてしまう。

②日本語にない音

子音のf, V, r,1, thは聞き取りにくく、発音も

すぐにできない。日本語の音で代用してしまいが

ちである。

③日本語化した音

Cat ⇔キャット

See/、sea 武> シー

two/to0 ⇔ツー

birthday ⇔バースディ

team ⇔,チーム

ShoW ⇔・シヨー

カタカナで表された音をそのまま英語の発音とする。
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④アクセントと音の高低

強く発音する部分を、音程を高く発音すること

で代用する。

Japanese/volunteer

②つづり

①アルファベットの学習

大文字から習うと、使用頻度が圧倒的に多い小

文字を最後まで覚え切れない生徒が出てくる。

また、 bとdの区別に時間がかかる。

②単語の書き方

余白力畉いと、何度注意しても単語を途中で切って、

その続きを下の段に書いたり、縦に書いたりする。

③筆記体

以下の、それぞれのアルファベットの表記が暖

昧になりがちである。

小文字・-a,0, U/b, f/h, k/m, n/

r, S/U, V/V, W

大文字一・F, T/G, S/H, K/P, R/U, V

小文字と大文字一・1,1

④紙面の都合でー(ハイフン)を使って分割された
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mother.と思い込む。

⑤所有格十名詞の変化

所有格+名詞の場合の変化が分からない。例え

ば「私の父のもの」の変化はどうなるか応用がき

かなし、。

⑥冠詞と所有代名詞

This is a my pen.と誤って表現したり、

There is a book on the my desk.のように、

なぜこのような形で表されているのか見当が立

たない。この単語を書く時はいつもーを使用する。

⑤自分の名前や固有名詞の書き方

小学校での口ーマ字指導が徹底していないと、

子音と母音の関係や、大文字による表記が分から

ず、自分の名前や住所が書けるようになるまでに

かなりの時間を要する。

③文法

①自動詞と他動詞の区別

自動詞と他動詞の存在、使い方の違いを知らな

いため、 1Visited to Tokyo.と表現する。

②(e)Sの4つの発音とその用法

複数形'-pens/books/cats/classes (cities)

動二可・-10ves/1ikes/sits/washes (studies),

今oes ->「ゴウィズ」になる

所有・-Tom'S/Tom'sfather'S/hers

それぞれの、音の区別、用法の違いが混乱する。

③ Someとanyとmanyの区男1」

この区別ができにくい。中でも、発音が似てい

るanyとmanyを混同してしまう。

④前置詞の後にくる人称代名詞

This is a present for him

This is a present for his mother

前置詞+所有代名詞+名詞の表現に慣れるのに時

間がかかる。

⑦ always, usuaⅡy, often, sometimes

頻度の関係や、 Be動詞と一般動詞それぞれと

共に表現する場合の違いを混乱する。

⑧ more/the most と be杜er/the best

They're the 今rope 110ve the most.とThis

is the son宮 11ike the best.では、どう違う

のか。 more/the most と better/the best

の使い方が暖昧。

⑨現在完了形

「持っている、飼っている」の表現で習ってき

たhave, haSの全く違った使い方の理解に時間が

かかる。完了形の疑問文、否定文と「持っている、

飼っている」のそれとの区別がつかない。 1

haven't a pet.やTom doesn't have been

go
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your

Sick.といった表現をする。また、現在完了形の

用法に関しては、教師自身にも学習の余地が残さ

れていると考える。 1 Was inV北ed to Jane'S

birthday party this sunday.とl have been

invited toJane's birthday party this sunday

の違いを把握し、的確に使えることが必要と考える。

④表現

①疑問文や否定文の表現の仕方

Be動詞や助動詞がある場合と一般動詞がある

場合、また現在形、過去形といった時制の注意点

が分からない。 Tom wasn't 宮o to scho01

yesterday.やTom didn't can catch the train

といった表現をする。

②疑問文の答え方

When is your birthday?

brothers

単語

When

When

When did

do you usuaⅡy listen

does your sister play

Itis~で答えることの多かった初期の印象が

強く、主語と動詞の関係を把握できなくなる 0

③疑問詞で始まる疑問文の応用

What sports do you like?

前置詞の後にくる人称代名詞の目的格の説明と

糸東習だけだと、 This is a present for him

to the radio?

tennis?

to osaka?



What kind of food do

Which season do

練習で慣れた文は、 what do you~?が多く、

疑問詞十名詞の疑問文が作れない。 whatdoyou

Iike sports?や Which do you like the best

Season?といった表現をする。

④後置修飾

ア前置詞

イ形容詞用法の不定詞

ウ現在分詞

工過去分詞

オ目的語のない文章

力関係代名詞

後置修飾の用法になじめず、慣れるのに時問が

かかる。ア~力のそれぞれの用法が暖昧。ウと進

行形、工と受動態の区別がつかない。

⑤関係代名詞

Wh0やWhichやthat等がなぜ使われるのか、ど

ういう意味(日本i副で使われるのかといった疑

問をもつ。

⑥ theの使い方

「その」という表現と、それ以外の多岐にわた

る使い方が漠然としていて分からない。世界でた

だーつしかないものに付けるとして、 the earth,

the moon 等の説明をしナ'後、 we aⅡ Share

this beautiful earth.といら表現が出てくると

混乱する。

⑦よく似たつづり

Work⇔Walk/take⇔talk/want⇔Went/

Same⇔Some/fastd>first/weⅡ⇔、wiⅡ/

Sing⇔Son今/then⇔,than⇔them/

Ietter武>1ater⇔little/

thoU8ht⇔'throU今h⇔thoU目h

⑧よく似た意味

Speak⇔teⅡ⇔talk⇔'say/

See⇔Watch⇔、10ok at/hear⇔、1isten to/

abroadヰ、forei宮n/

for⇔durin8⇔between⇔amon宮/

favorite■>1ike/disease⇔、sick

⑨よく似た使い方

home (thereやhere)

to scho01(church/bedや固有名詞)

you

you

Iike

Iike?

the best?

生徒の間違い、戸惑いから学ぶ

視覚的によく似ているものと、音声的に同じもの、

似ているものがあるが、それらが区別できない。

⑪ 1998の読み方を書く

ナインティーン・ナインティエイトと書く 0

⑫ Pardon ?と 1'm sorry, but l can't f0110W

you.

話しかけられて分からなかったらPardon?

と聞き返せばよいが、何回も英語で同じことを問

われて、最後まで分からなかった時どうしたらよ

いかわからない。

⑤発想

①「ひとりっ子」の表現

I don't have any brothers (sisters).がす

ぐに出てこない。 1 have a brother (sister).と

混乱する。

また、兄弟姉妹や家族のことをいう場合、 have,

haSを使った場合と There are ~を使った場合

の数字の使い方が混乱する。

② Americaとthe united states

二つの違いが分からない。アメリカやイギリス

ということばを、もう一度考えてみることが大切

ではないか。

③ Our (their) music teacher

Ourやtheirにつられて、複数形だと思ってしまう。

④" 1'Ⅱ take 辻. Hovv much is it?"

かつて教科書に出てきた、ドレスを買いに来た

客の言ったことばである。日本語訳にとらわれて

しまい、話の流れにまで意識がまわらない。

⑥教師や教材が起因する混乱

①日本語訳の仕方

easy⇔「やさしい」⇔「親切な」つまりkind

と同じような表現として捉えてしまう。

同様にSince■>「~から」⇔from

② iηg形、to・不定詞、和訳

それぞれingの形、t0と動詞の原形、日本語訳

という意味で、何の説明もなく突然教師が使うこ

とばに混乱する。

③ Tom does not (=doesn't) come here.

()内の語が何を示すのかを、下線などを使っ

て示されないと自信が持てない。

④導入の仕方

Which is lon宮er>, A or B ?

Which do ou like be犹er>, A or B?
'、ノ"、"ノ、ノ^

AかBかと問う疑問文の比較級の後にthanをつ

ける。

⑤文法用語の使い方

今0

go

to the library曾0

⑩短縮形とよく似た単語

Who'S⇔Whose/we'Ⅱ⇔WeⅡ/we're⇔、were/

Won't⇔、want/there'S⇔,theirs
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教師が使う日本語に文法用語が多すぎると、英

語まで及ぱない。(注1)

⑥教科名の書き方の説明

教科名はすべて大文字で始めると思っている。

教科書によっては、なぜかすべて大文字で説明さ

れ、後に小さく rEnglish, Japanese以外は、文

中では小文字で書きます」という説明があり、余

分な混乱をきたしている。

⑦コミュニケーションの手段としての英語

①英語の長文

英語の長文を読むのに自信が持てない、避けた

いと感じる。これは、多くの英語学習者に共通し

た課題である。

②英語で表現

言いたいことを、既習事項を工夫したり変化さ

せて使うことができない。日本語をそのまま英語

に直そうとする。これについては皿4)で述べる。

③人との接し方

異なる文化を持つ人と接する場合に最低限必要

なエチケット、マナーを確信しておらず、自信が

持てない。 ALTの質問に対し、近隣の友達と答

えを相談し合う。又、「箸の使い方が上手ですね」

と褒めことばのつもりで言う。なるべく ALTと

の接触を避けようとする。

④自分の考え

何を話すか、相手から何を知りたいか、自分の

考えは現時点ではどうなのかをはっきり持てない。

意見の対立を恐れる。意見対立後の、自分の意見

の表明に自信がない。

⑤主張する人

自分の意見を主張する人に対して、「自信家」

「でしゃぱ'りな人」といった感情を抱きがち。

⑥暖昧

疑問点の表明をためらい、質問をせず暖昧なまま

終わってしまう。自分の言ったこと力旺里解されたと

思っているALTは、後で非常に驚くことになる。

⑦ れ'じハ

外国語を使う時の、文法や表現の間違いや発音

の間違いを恐れる。裏を返せば、同じ外国語を学

ぶ者同士の目、相手の目を気にする。その為、疑

問点の表明をためらう。

⑧日本に氾濫する英語

必要以上に日常生活の中に英語を使う。また、

それらが母国語である日本語より優位な位置づけ

であるかのような感覚を持つ。あるパン屋で売ら

れている「りんごパイ」と「アップルパイ」では、
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「アップルパイ」の方が20円高い。これに何の疑

問も持たない。

⑨合衆国、ヨーロッパ優位

合衆国、ヨーロッパの人々の日本に対する批評、

批判をそのまま受け入れてしまうだけで、相手と

の意見の交換をしない。日本人の発想について説

明しようとしない。母国に対して誇りが持てない。

Ⅲ.指導上の注意点

Ⅱで挙げたそれぞれの点にどのように対処していく

かといった、個々の対処法は別の機会に譲るとして、

現在基本的に必要と考える何点かを下記に挙げる。

①小学校の口ーマ字指導との関連

現在、小学校では4年生時に年問6時間の口」マ

字を学ぶ時問が計画されている(注2)。それ以降

中学校に入学するまで、ローマ字を学習する時間は

学習指導要領には設定されていない。学んだ方法や

時間数によって、生徒の中には中学校に入学した時

はほとんど忘れてしまい>思い出せない生徒も珍し

くない。反対に交着がしっかりしている生徒で、

英単語のスペノ、を口ーマ字式に覚え、書く時と読む

時を区別してVう場介がある。

中学校では英語学習入門期に、ローマ字と英語の

違いを説明しながら指導を進めていくが、小学校時

代に習った口ーマ字をある程度覚えていると、音声

と文字、特に子音の発音の定着が早い。これを、中

学校でゼロから始めなくてはならない場合、かなり

遅れをとることになる。

自分の名前、住所、好きなタレント名等々、英語

学習中に口ーマ字表記法は何度も必要になってくる。

せめて自分の名前は書ける状態で英語学習にとりか

かってほしいと願う。

以下は、平成8年度本校入学現中学3年生147名

に実施したアンケートである。

し、なし、

2%

*ローマ字に関するアンケートと意識調査*

このアンケートと意識調査は、みなさんの小学校で

の口ーマ字の学習経験と中学校での英語学習との関連

についての意見を知り、今後の英語指導に役立てたい

という願いから行うものです。

考えていること、思うことを書いてください。 1、 4、

5 は全員が、 2、 3 は選択して答えてください。

あなたは小学校の時の口ーマ字をどのくらい学びま

したか。あなたが思、う番号を0で囲んでください。

かなり時間を

使って習った
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6%

2

26%

3

43%

4

23%

全く習って
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2 1の質問で、 1・ 2 ・ 3のどれかに0をつけた人に

ききます。中学校へ入学したとき、ローマ字を覚え
ていましたか。

ほとんど

覚えていた

62%

3

2

1の質問で4.5のどちらかに0をつけた人にきき

ます。中学校で英語を学習するとき、ローマ字を

(あまり)習っていないことへの不安がありましたか。

18%

大変あった

生徒の間違い、戸惑いから学ぶ

3

15%

3%

4

4

2

英語を学習する上で、小学校の時の口ーマ字の学習

は必要だと思いますか。

2%

5

全く覚えて

いなかった

3%

6%

大変思、う

学んだ経験がまったくない、思い出せない、という生

徒もかなりいる。反対に、多くの時間をかけて学んで

きたと考える生徒も多い。こうした異なる経験を持つ

生徒が、 1つの教室でスタートを切らなくてはなら

ない

小学校での学習が定められている以上、最低限の

指導は行ってほしい。それをもとに中学校の指導は

始まるのである。また、せっかく学んだ口ーマ字が

十分に生きる英語の指導を、中学校も工夫していく

必要を痛感する。

②日本語と英語の音声やりズムの違い

小学校によって口ーマ字の定着が一定していない

生徒がいるため、まずは子音の音について説明する。

次に子音と母音(ア、イ、ウ、エ、オ)のそれぞれ

の音とその成り立ちを説明し、単語の説明に入る。

特に子音のf, V, r,1, thは日本語にない音である。

これまでに経験したことのない唇や下の動かし方、

呼吸の仕方が必要となる。また、 fとh、 bとV、 rと1、

Sとth、 Zとthの区別も難しい。実際に何度もぢを音し、

読み、聞き、その違いを身体で覚えていく必要がある。

アルファベットや単語を発音する場合、

①一拍で

②最後の音程を下げる

③子音を重視する

文章を読む場合、原則として

①一つの文はりズムをつけ、一息、で読む

音声学習のまとめとして詩の朗読や暗唱を行うと

効果的である。 q主3)

母音の音の説明に関しては、これからの課題である。

※音の成り立ち

3

17%

22%

5:4 について、具体的なあなたの意見、考えを書い

てください。

賛成一・単語を覚えやすい。英語を理解しゃすい。英語

と関連がある。名前などを書く剛斐立つ。安心して

英語の授業に臨める。一般常識。英語をやってい

く上で基礎となる。何となく英語の発音が分かる。

反対・一英語の発音と違う。英単語を口ーマ字読みして

しまう。英単語を覚えにくい。英語を習った時に

混乱してしまう。英語と口ーマ字の違いをはっき

り知っておかないと分からなくなる。小学校での

学習に差がついていると中学校へ入ってから困る。

なぜ口ーマ字を学ぶのか教えてほしかった。本当

の英語を学ぶためには不要。

4

2

19%

31%

5

まったく

なかった

55%

3

28%

4

12%

5

まったく

思わない

フ%

本校の中学3年生147名にとったアンケートでは

半数以上の生徒が、小学校での口ーマ字指導の大切

さを感じている。反面、その必要を覚えない生徒は

その理由として、英語と口ーマ字の音声上の違いの

難しさを指摘している。英語学習初期の段階でもっ

と分かりゃすい音声に関する説明がなされたら、ロー

マ字指導は英語学習を進める上で一層効果を上げる

と思われる。

また、ローマ字を小学校でほとんど学んでいない

生徒が約4分の1にのぼった。中学校の英語教員が

そうであるように、小学校の先生にも口ーマ字指導が

不要だと考えている方がかなりあると耳にする。中

には、ローマ字指導はほとんどされない方があるよ

うだ。アンケートの結果を見ても、実際口ーマ字を
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※単語と発音

ed X boy big

desk d0今 door
Ork fast

hand have horse

Japan Japanese

Iemon black

tanmap Inornlng

notebookno

Pen pencil park piano
racket rose red

Ix seven

tenn玲 ten

Very

Watch window weⅡ

es yeⅡOW
Chair chess watch

Short

hat this think third

SI'ep,"3

N血m-

齋

炉

A'1,鯛キろ

Sk4t_,1__

藤

ん1訪.み
易"る

き11,1、

t.1練1ろ

9αγe

Cook e'

rocTI(1力

子

品m』"3

洲0,C'、ed

,0IL"g

C

U"derS九oa

少,"1,",

1:気41イ

飢石

YIS、t゛'

You must write it neatly.
The movie was interestin倉.
They are practidn宮北.
I boU8ht a fine sewing machine.
The dress has many buttons on it.
What is David parker?

※文の練習(注4)

レιιP゛",

④既習事項の工夫

Ⅱ⑦については、事例を挙げ、言い換えの方法を

機会ある毎に説明していくことでかなりの成果を上

Sh'ⅢM

di'"、."3

叉・ケ.考ヌろ

1.豊f,

③動詞を重視した指導

英語では主語と動詞の関係が大切である。主語、

動詞とは何かの説明から始め、時には形容詞や副詞

の説明もするが、かつて、同僚の国語教師から、日

本語の文法との混乱を避けるため、「英語学習にお

It is me.

I am here.

He W辺今0

He and l W1Ⅱ go.
This is a man.

Glve it to me

Peter painted a picture.
゛Good mornin8, Mother," said
Mary

The girl goes to the 倉arden gate.
Her hat is in her hand.

Carl came in the car today.
He is takin今 this hat off his head.
Cathy, why didn't you show up
yesterday ?

Do you think we can have our

Picnic on Thursday ?

Do you know where the other 8irls
are ?

Her bird was hurt when the Cage

turned over.

Once there were little lndians who

11Ved in a smaⅡ tipi.

tγαlned

訂"Ⅷψ3

ける文法用語の説明」ということを予め生徒にしっ

かり了解させた上でやってほしいといわれたことが

ある。

主語・ー「~は、が」にあたることぱ

動詞・ーウ段で終わる

動作、動きを表す

特に、教科書に出てくる動詞はその都度書き出さ

せ、将来~血宮や過去、過去分詞の変化を学習する

時、再度確認し、変化表を完成させる。 Be動詞、

一般動詞を1年生の初期から意識させると、1am

not like fish.やMy doesn't mother play drum.

やIplay ski.といった間違いが激減する。

"ot.tC4

Slept

5P゛"di"3
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※りズムとイントネーションの練習
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動詞の変化表 NO.3

1 1ike cats.

11ike to skate.

She studies very hard.

They usuaⅡy walk.
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げることができる。本校では、授業の始めに生徒が

一人ずつ交替でスピーチを行い、それに対する質疑

応答を行っている。英語の表現がなかなか出てこな

い場合、全員で考える機会を持っている。

①さ来週テニスの試合があります。
、ノ'、"J^^

⇔0月0日にテニスの試合があります。

-43-

②テニスを始めてどのくらいになりますか。

⇔いつテニスを始めたのですか。
、」ノ、、ノ^

③小学校6年の時です。

(さいとうたかこ・英語科)

⇔約3年前です。

生徒の問違い、戸惑いから学ぶ

④テニスの試合、がんばってね。

⇔あなたがテニスの試合で勝つように願っていま

す。

⑤あなたの学校は創立何年目ですか。
、"ノ'、"ノ

⇔あなたの学校は何歳ですか。
、"ノ"、ノ門^

いかに既習事項を工夫して自分が表現したいこと

を表すか、その工夫の仕方に習熟させることはコミュ

ニケーション能力の育成に大きく関わってくる。

世界の中の自分を意識した時、自ずとすべきこと

が見えてくる。それを具体化し、少しでも、日本で

英語を学ぶ生徒たちに伝えていけたらと感じている。

2.終わりに

義務教育を終えた中学生は様々な進路へ歩んでい

く。中学校卒業後も英語を学び続ける生徒は100%

に近い。その時、中学校でどの程度、何を学んでき

たかが大きくものをいう。それ子'れの先生によって

方針は異なるだろう。しかし、自分が教えたことが

過去から未来へどうつながるのが_冷静に見つめる

ことは、生徒への礼儀だと考える。小学校、中学校、

高等学校の先生方がもっと連携し合い、協力し合っ

たら生徒の伸びは大幅に広がると確信する。

Ⅱ(7Xの~Ⅱ(7X①は今後に残された私自身の課題と

いえる。教える側の教師は果たしてこの問題を自分

自身の問題としてすべて解決しているだろうか。仕

事柄ある程度外国語で意志の疎通が可能な私自身を

振り返ったとき、胸を張って肯定できる項目が非常

に少ないことを痛感する。では、その原因は・ー?

英語を教える立場として社会に出て20年近く経と

うとしている。幸いにも、異なった文化を持つ多く

の人に出会い、外国を訪れる機会もかなり与えられ

た。それを重ねるうち、ーつの大きな疑問が生まれ

た。「日本で英語を教える立場にある『教師』とし

て自分の英語圏での存在意義はどこにあるのか、英

語圏へ置かれた場合、自分はこの英語を使って何が

できるのか」と。そして、この疑問を解決しようと

した時「Ⅱ(7Xの~Ⅱ(7Xのの自分自身への解答が強烈

な意味を持ってくるのだ」と気付いた。

e・mai1アドレス

t・saito@edu.shimane・U.ac.jp
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