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本書について 

 

この度は「英語総合技能訓練法」をご購読いただき誠にありがとうございます。 

 本書はインタラクティブ PDF ファイル形式による電子出版物です。インタラクティブ PDF というのは印刷よりもコ

ンピュータ上での閲覧を前提として作成された文書であり、文字だけでなく動画や音声などもページに含ませること

ができ、印刷物としての書物では不可能な表現力を持てるメリットがあります。 

 加えて印刷物としての出版物ではないため、修正や更新を website を通じて速やかにお届けすることが可能です。

本書のご購入者の皆様は今後本書について何らかの更新が行われた際は、website を通じてご案内申し上げますので本

書を最初にダウンロードした URLから最新版を追加料金なしで入手してください。 

 なお PDFファイルは Windows、Macというプラットフォームに依存することなく閲覧できますが、閲覧するためには、

Adobe 社の「Adobe Reader」というソフトが必要です。 

このソフトは Adobe の公式サイトから無料でダウンロードできますので最新版を入手してください。 

 なおこのファイルはダウンロードしたものを開いて閲覧してください。オンライン表示も可能ですが、インタラク

ティブ PDF のすべての機能（動画再生など）が正しく機能しなかったり、「しおり（階層構造もくじ）」が使えなかっ

たりします。 
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英語で悩むあなたのために 

http://roundsquaretriangle.web.fc2.com/new/index.html 
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本書を有効に活用していただくための基本的 

なガイダンスについて解説します。 
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本書の対象読者 

 
 本書は基本的にあらゆる英語学習者を読者の対象として執筆しています。しかし小学生や中学校

低学年の方にとっては理解の難しい記述もあると思います。やはりある程度まで学校で英語を学ん

だ方でさらに英語が得意になりたい方、高校生以上でそれまでの苦手意識を克服し、学校の成績だ

けでなく「使える英語」を身につけたいと考えている方以上に向いていると思います。 

 

 詳しくは「英語学習全般」の中で述べますが、本書は単なる学校の定期試験や高校、大学の入試、

あるいは英検、TOEIC などの特定の資格試験対策などを目的として特化したものではありません。

それらを目的としていないのではなく、もっと大きく高い目標を実現していただく中で、学校の成

績や試験の合格などを当然のこととして包含することを目指しています。 

 

 本書は英語そのものの解説以上に「英語の学び方、習得法」に重点を置きますので、学習者と指

導者、いずれの方にもお役に立てるものと思います。 

 

 次のような方にとっては必ずや強力な味方になれるものと思います：  

 

1. 中学２年以上の学習者で、学校の成績を上げ、同時に英語を話したり聞き取ったりと

いう「実用的な技能」をしっかりと身につけたい方。 

2. 高校に入り、それまで苦手だった英語を是非克服したい方、あるいは大学入試に向け

てあらゆる出題傾向に対応できるような高度な学力を身につけたい方。 

3. 中学生、高校生を問わず、すでに英語が好きで一層の上達を目指したい方。特に英語

によるコミュニケーションの力をつけたい方。  

4. 大学生や社会人で、これまでの英語学習を総復習し、「使える英語」を身につけようと

思っている方。 

5. 現役英語教員、講師、家庭教師など英語を教える立場にあって、指導力を高めたいと

考えている方。 

6. 学習者からのあらゆる疑問に自らの緻密で深い理解により責任を持って応えていきた

いと思っている方。  

7. お子様が英語学習者であり、それを自らも学ぶことで側面からサポートしてあげたい

と考えている親御様。 

8. 塾・予備校などを経営していて、講師の指導法について悩まれている方。 

9. 特に勉強という構えではなく、趣味ではあるがかなり本格的に英語の技能を身につけ

たいと考えている方。 

10. 社会人で仕事のために英語の技能を高める必要のある方。日常的に英語話者とのコミ

ュニケーションが必要な方。 

11. 英語に関連する職業を目指す方、あるいはそれについている方。教員、講師、翻訳、

通訳、英語コールセンター・エージェントなどを目指している方、あるいはそれくら

いの実力を備えたいと考えている方。 
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12. 英語を単なる知識としてではなく「自らの感性」の一部にまで取り込んで、新たな言

語文化を自分の中に築き、ネイティブな英語話者にも引けを取らないレベルを目指し

たい方。 

 

 逆に本書が対象としていないのは次のような方です：  

 

1. 英語の発音、聞き取りなどコミュニケーション能力の向上に関心がなく、目先の試験で

手っ取り早く得点を得られるコツを探している方。  

 

2. 数週間や数ヶ月という短期間で学校の３年間や６年間分の内容を習得できると思い込ん

でいる方。「しなくていいこと」をできるだけ省いて最小限の労力だけで学ぶことを「効

率的」だと考えている方。  

 

3. 聞き流すだけとか「～するだけ」という安易な方法で本当に英語が身に付くと思い込ん

でいる方。 

 
 いかがでしょうか。本書がどういう方向性を持って執筆されているかのイメージを多尐はつかん

でいただけたでしょうか。 

  

 本書の内容を最大限に活用していただくため、どうか序章である「英語学習全般」は決して読み

飛ばすことなく目を通していただきたいと思います。これまで英語が苦手だった方、現在英語の実

力に伸び悩みを感じている方は、その根本原因を正しく認識するところから本当の解決がもたらさ

れます。「英語を学ぶ」ということが一体どういうことなのかという、一見当たり前すぎるような

疑問に明確な回答を持つところから学習も指導も始まります。その意味において、英語学習への取

り組み方・姿勢・構えを序章を通じてしっかりと見直し、認識を新たにしてから本編の「発音、文

法、語彙」などの内容へと進んでください。この順序を守っていただくことが、本書を最大限に活

用し、最大の効果をもたらします。 
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本書の使い方 

 

 本書はインタラクティブ PDF という形式で作成されています。ページは A４サイズでレイアウト

されており、通常の文書と同様、印刷することももちろんできますが、本書の特徴として通常の印

刷物では不可能な動画や音声ファイルの埋め込み、あるいはインターネット Website へのページか

らのリンクなどが含まれていますので、インターネットを接続した状態でパソコン上で閲覧してい

ただくことがもっとも効果的です。 

 

 本書を適切に閲覧・使用するためには Adobe Reader という閲覧ソフトが必要です。Adobe Reader

は Adobe の公式サイトから無料でダウンロードできますので、最新版を入手してください。バージ

ョンが古いと本書の内容すべてが適切に表示されない可能性があります。 

 

Adobe Reader のダウンロード： http://get.adobe.com/jp/reader/ 

 

 インタラクティブ PDF では、website のように文書中で動画や音声を再生することができます。

本書でも音声ファイルを文書に埋め込む形を取っていますが、動画に関しては、どうしてもファイ

ルサイズが大きくなりすぎ、１ファイルとしてアップロードできる上限を超えてしまうため、埋め

込みを断念し、それに変えて、別に用意した動画ページへのリンクを張ることとしました。 

 

Adobe Reader の使用法 

 

 Adobe Reader の詳細な使用法については、Adobe Reader のヘルプをご参照いただきたいと思い

ますが、ここでは簡単に本書を快適に閲覧するポイントについて説明します。 

※Adobe 及び Adobe Reader は、Adobe Systems Software 社の登録商標です。 

 

★ページの表示について★ 

 

（１）単一ページ表示と見開き表示 

 

 Adobe Reader を起動した直後は、画面左上に「サムネイル」と「しおり」のアイコンがあり、

その右側のフレーム内に単一ページ表示にて表紙が表示されます。  

 メニューの「表示＞ページ表示」から「単一ページ表示」、「見開きページ表示」など切り替えら

れますので、好みに合った表示方法を選んでください。 

 

（２）拡大率の調整 

 

 ページの表示倍率を調整するには次のいずれかの方法で行います： 

1. メニューの「表示」から「ズーム」内の適当なオプションを選択する 

2. ズーム倍率に直接数値（％）を入力するか、倍率表示のプルダウンメニューから選ぶ。 

3. 倍率表示の左側の「＋－」ボタンで調整する。 

4. 表示ページにカーソルを置いた状態で「Ctrl + Alt」を同時に押した状態でマウスホイー

ルを回転させることで表示倍率を変えられます。 

http://get.adobe.com/jp/reader/
http://get.adobe.com/jp/reader/
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（３）ナビゲーションについて 

 

 目的のページにすばやくアクセスするた

め、いくつかのオプションが用意されていま 

す： 

 

１、サムネイルの使用 

 Adobe Reader の画面左上にある「ページサムネイル」アイコンをクリックすると各ページのサ

ムネイル（縮小表示）が現れますので、任意のページサムネイルをクリックすることでそのページ

にジャンプできます。サムネイルの大きさはスライダーで調節できます。 

 

 またサムネイル表示枠の幅を調整するこ

とで見開きページ単位でのサムネイルを表

示させることもできます。 

 

２、しおりの使用 

 Adobe Reader の画面左上、「サムネイル」

の下には「しおり」のアイコンがあり、これ

をクリックすると階層構造のもくじが表示

されます。 

 項目名の左にプラス（＋）記号があるものは階層メニュー項目であることを示しています。項目

名の下には、隠れたサブメニューがあり、＋記号をクリックして下位メニューを開きます。表示を

すっきりさせたいときは階層メニューを適当にたたんでください。記号がマイナス（－）のときは

階層メニューが開かれています。 

 

３、もくじからのジャンプ 

 上記以外に、ページ内のもくじからも直接目的の項目にジャンプできます。 

 もくじの項目名には文書内リンクが張られていますので、それをクリックすることで直接目的の

ページにジャンプします。 
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英語の学び方を学ぼう 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここからが第１巻の本編となります。ただし第１巻では 

何も英語そのものを学ぶことはしません。だからといって 

決してこの巻をとばさないでください。第２巻から英語の 

発音や文法について詳細な解説が始まりますが、その前に 

「英語の学び方」をしっかりと理解しておく必要があります。  
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★ 「英語を学ぶ」前に「英語の学び方」を学びましょう 

 

 日本で最も多くの人たちに学ばれている外国語が英語であ

ることは間違いないでしょう。書店には英語関連の書籍だけ

でも膨大な数の本が並べられ、毎年毎月新たな解説書や教材

が発売されています。これほど多くの英語関連書籍や教材が

次々と出続けるのは、それだけ需要があるからに他なりませ

んが、なぜ人はあれこれと様々な英語教材を求め続けるので

しょうか。 

 

 学校の授業内容に準拠した副教材もあれば、逆に学校英語

の効果を否定するようなうたい文句により、学校での学習で

は英語が思うように身につかなかった人の目を引こうとする

ものもあります。市販教材の中には「聞き流すだけで英語が

話せるようになる」とか、安易さを求める人の心につけこむ

ような教材も尐なくありませんが、そのような教材を通じて

ビジネス現場で活躍できるようになったという話を不思議な

ことに耳にしたことがありません。 

 

 「いったいどうすれば英語が身につくのか？」という迷いを抱えたまま次々と書籍や教材を渡り

歩いても、明確な進歩の実感が得られず、そこでまた別の教材に手を出す。それを繰り返すだけの

学習者を巷に溢れる教材は大歓迎で迎えてくれるのです。 

 

 実を言うと優れた教材はたくさん存在します。恐らく本書を手にされている読者の多くはすでに

そういう優良教材を手元に置いていることでしょう。しかし、その教材のよさを最大限に引き出せ

ていないことに気づいていないのです。 

 

 英語について上達の実感がなかなか得られない最大の理由は「英語の学び方」を知らないまま英

語を学んでいることにあります。逆に言えば「適切な英語学習」の取り組み方を知れば、どんな教

材を通じてでも極めて高い効果が得られます。この第１巻では、読者の皆さんが正しい英語学習法

を理解し、どのように学べば試験の成績も伸びて、会話などの実用的な技能も備わるのかという「英

語学習の正しい方向性」について解説します。自らの英語学習に対する姿勢と照らし合わせてみて、

一体どこに問題があったのかを明確にしてください。 

 

★ 英語は実技科目 

 

 英語学習の出発点として英語が「実技科目」であるという認識を持ってい

るかが非常に重大なポイントです。英語の試験としてはリスニングや面接で

の会話も行われる場合がありますが、どうしても筆記試験を中心に意識が向

けられるためか、英語を実技科目と捉えて学んでいる人が非常に尐ないよう

に感じます。 
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 たとえば何かスポーツを習得しようとする場合、基礎段階では「なぜそうするのか」という理屈

から理解し、理論的な納得とともに実際の体の動かし方を覚え、あとは正しいフォームを反復練習

によって身につけます。スポーツであれば理論より実践が重要であることは誰でも納得できるでし

ょう。いくら書物によってスポーツ理論をたくさん学んでも実際に体を動かしてみないことには永

久にそのスポーツは習得できません。理論は「なぜ、そうするのか」を理解・納得し、経験したこ

とのない体の動きを「どこをどう動かすことで可能になるのか」を最初頭で理解するためのもので

すが、そういう理論を通じて実際に適切な体の動きができるようになったら、もう理論は忘れてよ

いのです。あるいは「頭で考える理屈」から「感覚として身についた感性」に高まった状態になっ

ていくべきなのです。 

 

 あるいは音楽にたとえることもできます。歌がうたえ、

楽器が演奏できるために音楽理論を学び、楽譜の読み

方・書き方を習いますが、楽譜だけ見て「これはいい音

楽だ」と思える人は必ず、その楽譜が実際に演奏された

結果の音をイメージできています。上手に歌えるように

なるために発声を習うときも、口の中の部位の名称をいくら暗記してもそれが歌の上達になるわけ

ではなく、理論を理解するための知識としてであり、本来の目的は音楽的な発声そのものを身につ

けることにあります。 

 

 ある音楽を人に伝えるとき、直接歌や演奏を聞かせられればそれでよいのですが、それができな

いとき、あるいは記録として残したいとき、楽譜という手段が用いられます。実際の言語が音声に

よるコミュニケーションであり、それが「演奏」にあたり、文字により文章として書き表されたも

のが「楽譜」に相当します。 

 

 英文が読めるということは、書かれた英文を現実の音声に変換できるということです。単に読め

るというだけでなく、適切な区切り方や緩急、強弱を持たせ、その英文を最初に書いた人が実際に

どういう音声で何を伝えようとしていたかを再現することなのです。それができるためには「意味

に応じた読み方」ができなければならず、文字としては同じ文面でも読み方１つ違えば、伝わる意

味もまったく異なることさえあります。 

 

 どう発音すればよいのかも知らない英単語が並んだ英文を、辞書

的な単語の意味の置き換えだけで和訳することが「英語を理解」す

ることなのではありません。意味を知らない単語が含まれていても、

まずは「英文をどう音声化するか」が第一歩となります。これを忘

れないでください。 

 

 英文を「書く」ときも同じです。実際の演奏結果を書き残すのが

楽譜であるように、書かれた英文もまた「実際の音声」の記録です。

現実のメロディをまず思い浮かべたり口ずさんでからそれを楽譜

に記すように、英文も「まず口で言う」ことが先に行われるべきで

あり、「口頭で読み上げた結果」を文字に書き付けるという順序が

大切です。 

 



 

14 

 

 このようにちょっとした順序を守るだけで英語は実技科目となります。順序が逆だと技能の上達

には結びつかず「実際の演奏がどうなるか想像もしないまま並べられた音符」と同様です。 

 

 歌や演奏が上手でも楽譜が書けないミュージシャンはいます。理論に詳しくなくても上手なプレ

ーをするスポーツ選手もいます。それを英語になぞらえるとすれば、単語の正確なスペルは忘れて

も単語の発音は覚えているようなものです。 

 

 日本語の場合をちょっと考えてみましょう。 

 皆さんが何かの話題について日本語で文章を書こうとする場合、恐らく実際に声には出さなくて

も心の中で「言葉を発して」みて、それを書き付けているのではないでしょうか。そのとき漢字が

思い出せないこともあるでしょう。しかし漢字は書けるけど読めないままそれを用いた文章を書く

でしょうか？そういう不自然なことを「英文を書く」とき多くの人はやっているのです。 

 

 本気で英語の上達を目指すのであれば、折に触れて「言葉」そのものについて考えてください。

日本人が日本語を自在に使えているのはなぜなのか？なぜ自分は日本語が分かるのか？なぜ日本

語が話せて聞き取れるのか？など、日常的に当たり前すぎて疑問さえ持たないことの答えが英語上

達の秘訣につながることが多くあるのです。 

 「当たり前すぎて疑問を持たないこと」---これが案外重要なのです。そういう当たり前のこと

に改めて疑問を抱き、考え直してみることで本来あるべき言語学習の取り組み方の指針も見えてき

ます。 

 

★ 実技は訓練で身につく 

 

 英語を学ぶということは机に向かって勉強することだけではありません。そういう勉強は大切で

あり前提ですが、それで終わるものではないということです。勉強は理論を理解し、知識を整理す

るものであり、その次のステップとしての「訓練・練習」を欠かして実技は身につきません。そし

て「英語が身につかない」と嘆く多くの人はその訓練をしていないのです。 

 誤解していただきたくないのは「勉強するな」といっているのではないということです。学習な

しでいきなり訓練だけするのは、決して効果的ではありません。英語の音声を聞き流すだけで文法

は理解できるようにはなりません。 

 

 そういうと「赤ん坊は文法など学ばなくても言葉を身につけている」と

いう反論もあるでしょう。赤ん坊が「本当の白紙」の状態から母国語を習

得するプロセスとまったく同じことをさせてもらえるのであれば、その主

張もまんざら間違ってはいません。つまり、２年から３年ほどの年月をま

ったく周囲の人々の会話も理解せず、「うーうー」とか「あーあー」という

言葉だけで日常生活を送れて、毎日浴びるほどその言語の音声に耳を傾け、

耳からの聞こえのまま、まさに「赤ちゃんのように」それを真似て、親の

表情や仕草などの情報を通じて徐々に「音に伴う意味」を把握し、本来の

発音とかけはなれた「赤ちゃん言葉」をかわいいと思ってもらえ、たくさ

んの無意味な音の発声が徐々に言葉としての体裁を整えるまでの数年間を周囲が許してくれるな

ら、そのようにして１つの言語を身につけることは可能です。ただし他に一切の言語を知らず（あ

るいは完全に忘却して）、身の回りの世話もすべて誰かがやってくれるとすればです。 
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 私自身、本稿を執筆している現在、３歳の長男と４ヶ月の次男がいます。現在３歳になる長男が

赤ん坊のときから、どのようにして言語を身につけていくのかというプロセスを興味深く見守り続

けてきました。彼は日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれ、フィリピンの地においてタガロ

グ語と英語の混じったような言葉を使うほか、わずかな日本語を理解します。目の前でマルチリン

ガルの人格が成長していく過程を観察できる機会に恵まれつつ、発音の上達や文法的な言葉をどう

いう順序で発現してくるのかを興味津々で見つめてきました。これまで高校での英語教員という立

場で、一定の年齢に達したあとの外国語習得についてはその指導法も学んできましたが、第１言語

の習得プロセスの観察がきっと大きなヒントを与えてくれると考えてきました。そして実際に実に

多くの示唆を与えてくれました。 

 

 言語学で「普遍文法（Universal Grammar）理論」というものがあり、理論的に文法を学ばなく

ても赤ん坊や小さな子供が自然と語順や構文を身につけていくことを踏まえて、人間が本来、生ま

れながらにして普遍的な言語機能を備えていることが説かれていますが、これは「人間であれば、

もともと「言語的な性質・才能」を脳の内部に秘めており、外部からの言語刺激の繰り返しにより

自然と自分が所属するコミュニティの言語を身につけていくものであることを示しています。 

 

 言語習得の初期段階にある子供は、人が教えなくても、文法書ならかなり高度な解説事項に含ま

れるような語順を自然と身につけていたりもしますので普遍文法で説かれている「言語的な性質・

才能」を確かに人間は生まれつき持ち備えているようです。 

 

 もちろん、日本語をすでに母語として身につけたあと、一定の年齢に達してから新たに外国語と

しての英語を習得しようとする場合、赤ん坊が言葉を覚えるプロセスとまったく同じものをたどる

わけにはいきません。年齢が高くなるほど、すでに獲得済みである母語の補助を適切に用いながら、

新たな言語の理解の補助とします。しかし日本語はあくまでも英語学習初歩段階の補助であり、自

転車に乗り始めの補助輪のようなものです。最後はまったくそれを用いず英語の中だけでものを考

え英語を聞き取り話すようになるのです。 

 

 「英語を学ぶ」というのは「英語が使えるようになる」ためであり、実技習得の目標を忘れて「英

語を知識的に覚える」のではありません。英語が分かるとは、英語の音声から直接意味を汲み取れ

ることであり、「書かれた英文を和訳できること」ではないのです。英語が話せるとは日本語をま

ったく思い浮かべないままに「伝えたいことが直接英語の音声として発せられる」ことであり、頭

に思い浮かべた日本語を高速で英訳することではありません。 

 

 考えて見れば当然のことです。 

 たとえばアメリカ人は相手が口にした英語を和訳していませんし、自分が話すときに先に日本語

文を思い浮かべたりもしていませんね。英語の習得というのは、そういう英語ネイティブの言語活

動と同じことが自分にもできるようになることを目指すものです。そしてそれは決して難しいもの

ではなく、適切な取り組み方と訓練によって誰にでも例外なくできるものなのです。他の科目の勉

強が不得意だった人でもそういうこととは無関係に英語は習得できます。 

 

 普遍文法で説かれている「人間であれば本来持ち備えている言語的性質と才能」を誰もが例外な

く持っているからこそ、今すでに日本語という１つの言語が使える状態にあるのです。だから同様
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に英語も上達できるのです。これまで望んだ成果が得られなかったのは、どこか取り組み方が間違

っていたり、必要な訓練・練習が欠けていたからなのです。そこを正して基礎から順序よく取り組

みなおせば、これまで何年も（何十年も？）苦労して身につかなかった英語が、尐なくとも数年の

集中的努力で成し遂げられるのです。必ず。 

 

★ 言葉が通じるのはなぜ？ 

 

 アメリカ人同士が英語で会話して、言葉が通じるのはなぜでしょ

う？ 

 先に「当たり前すぎて疑問にさえ思わなかったこと」を考え直すと

述べましたね。日本人同士が、アメリカ人同士が、それぞれの言葉で

会話がちゃんと成り立つのはなぜでしょう？このことからまず考えて

みてください。 

 

 ２人のひとがいて、言葉が通じ合うというのは、その２人が「同じ言語文化」の中に属している

からです。たとえば、最初に主語を言うとか、次に述語を言うといった言葉が持つ情報をどのよう

な順序で相手に伝えるのが通常であるといった「言葉の上での習慣」を共有しているからこそ、自

分の言ったことの意味を相手は理解します。もし仮にそういう習慣が異なる相手であれば、こちら

が主語のつもりで口にした言葉が述語として伝わってしまい、これでは当然コミュニケーションに

なりません。 

 

 「言語習慣を共有」しているというのは： 

 

1. その言葉に用いられる「音声（発音）」が同じである 

2. 語順などの文章構成のパターンが同じである 

3. 強弱、抑揚などの音声的なコントロールの習慣が同じである 

4. 一連の音の連続で構成される「語」が伝える意味を共有している 

 

 などのことです。 

 

 日本語には日本語の、英語には英語特有の「音」が用いられます。同じ言語文化に属している者

同士であれば、互いに理解し、発することのできる音を持ちます。自分が聞き取れる音とはすなわ

ち、自分が出せる音なのです。逆に言うと、自分が出し方を知らない音は適切に聞き取ることに苦

労します。日本人が英語を学ぶとき、極めて大切なのはこの点であり、日本語には含まれていない

英語特有の音を１つ１つ丁寧に理解し練習し、自分でも出せる音のレパートリーを広げていかなけ

ればならないのです。厳密に言えば英語と日本語で共通している音はほとんどなく、現実にはすべ

ての英語の母音、子音の「音の出しかた」から始めなければなりません。 

 

 言語が違えば発音も、単語も、文法も異なります。英語には英語の習慣としての単語の並べ方が

あり、どういう発想によりどんな言葉から順番に思い浮かべられるようになればいいのかという

「新しい言葉の文化」を自分の中にも築き上げていく必要があります。文法を理論として覚えるの

ではなく、文法が教えてくれる英語の習慣を自分の中に取り込むのです。何もルールとして暗記す

る必要はなく、どんな文法事項も、なぜそうなのか、なぜそう言うのかをじっくり考え納得し、同
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じように考え、感じられる感覚を身につけることが大切です。そしてその具体的な方法を本書では

詳細に解説します。 

 

 ある動物を指して「いぬ」と呼ぶ文化の人が、同じ動物を「ねこ」と呼ぶ文化の人とは会話が成

り立ちません。１つの言語の中でコミュニケーションが成り立つためには、その言語文化で標準的

に共有されている語彙、つまり単語を用いなければならず、それがその文化の人たちが行っている

読み方で発せられなければなりません。 

 

 まわりくどいことを書きましたが要するに「英語」

という別の言語文化を日本人である自分の中に「新し

く構築」するのです。赤ん坊なら白紙の状態からそれ

を行って母国語を身につけますが、それを「脳の新た

な領域」を使い、赤ん坊が３年から５年かけて作り出

す脳内文化を、文法理解の補助によってもっと短期間

に成し遂げます。一定のレベルに達したあとは、英語

ネイティブがさらに英語の上達をするのとまったく同

じ要領となります。日本人も日本語の上達のためには

読書をして、表現力を高め、様々な場面で言葉を使う

実践訓練を重ねますね。それと同じです。 

 

 発音というと母音や子音といった「音」の単位を正しく出せることを思い浮かべますが、それだ

けでは十分といえません。単語やフレーズ、文章といった一定の単位について、その全体を「どう

読むか」という、もう一段階上のコントロールが文章の意味を大きく左右します。これについても

発音の章で「様々な音声学的現象」の中で詳細に解説します。 

  英語という新しい「言葉の文化」を自分の中にも作りあげていくためには、英語の習慣を知ら

なければなりません。音にしても語順にしても、使うべき単語にしても、英語話者と同様の習慣を

身につけてしまえば、あとはその習慣に従って、頭に浮かんだ順序のまま言葉を発すればそれが英

語になっていきます。いかにしてその習慣を身につけ、感覚を習得できるのかについて、本書では

順次基礎的なことから解説を重ねていきます。センスや才能の個人差などありません。今日本語が

習得できているだけのセンスと才能があれば、すでに「英語も同様に習得できる」才能の持ち主で

あることを証明しているのですから。 

 

★ 感覚を鍛える学習法とは 

 

 文法事項をルールのように箇条書きにするのは、具体的で捉えやすいのですが、先に述べました

「英語文化を脳内に構築する」ためには、そのような知識だけではまだ不足です。 

 

 「同じ言語文化を共有する」からこそ言葉が通じ合うのだということはすでに述べましたが、ど

うすれば日本人である私たちの中に新たな英語文化を築くことができるのでしょうか。これまで数

多くの英語学習関連書籍が出版されてきましたが、あらゆる文法事項をルールのように網羅した書

籍はあっても、そういう文法事項を「自分自身の感覚」とするための具体的な訓練方法や指針を示

したものは見当たりませんでした。そしてその訓練こそが「英語が使えるようになる」ために最も

必要なものなのです。 
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 感覚的なものだけに抽象的でつかみどころがなく、

誰もがその解説をためらっていたのかも知れませんが、

実を言いますと「英語文化の構築」つまり「英語話者

的な言葉の発想を持つこと」は決して抽象的なもので

はありません。 

 

 詳細については第２巻以降で述べることになります

が、ここでは簡単に「言葉が伝わる様子」を時間の経

過を追う形で考察してみましょう。 

 

 今ふたりの英語話者が会話をしており、１人が次のように話したとします：  

 

A: I went to a department store to buy a dictionary with my mother yesterday. 

 

 平易な英文ですから中学生の方でも一読して意味が理解できるかとは思います。（「和訳できる」

ではありません） 

 

 この Aさんが口にした（つまり音声によって伝えられた）英文は、聞き手の B さんにはどのよう

に伝わったのでしょうか。実際の時間の流れを超スローモーションにして、聞き手である B さんの

脳の中に沸き起こる「瞬間瞬間のイメージ」を描写してみましょう。 

 

１、まず「I」という主語が聞こえてくる。 

 音声であれば「話者が口にした順序」でしか聞き手の耳には入ってきません。当然ですね。しか

しこの「当然のこと」をしっかり踏まえることが英語学習において極めて重大な意味を持ちます。

「和訳した最終結果」がどうなるかはまったく考える必要はありません。今は「英語でのコミュニ

ケーション」をしているのですから。 

 

 英語という言語は「最初に主語を、次に結論的な部分となる述語を伝える」という言葉の順序を

習慣とします。この基本的な習慣ですら、日本語では「主題＋（必要があれば）主語＋伝達部＋結

論」という大きな違いがあります。日本語の構造や文法については今はこれ以上触れません。 

 

 「同じ言語文化に属している」ということは「最初

に言いたくなる言葉」が「最初に聞きたくなる情報」

でもあるのです。ですから聞き手の Bさんとしては、A

さんが何かを言い出そうとしたその瞬間から「さて主

語は何かな？」という基本的な構えをもって耳を傾け

ます。その予測通りの情報が入ってくることもあれば、

予測が裏切られる場合もあります。 

 

 今は「I」という主語が予測通りに伝えられました。 

 その瞬間、聞き手 Bさんは「ああ、なるほど」と一旦納得します。 
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２、その「納得」のすぐ次の瞬間、B さんの脳裏には「その I(=A さん）がどうしたって？」とい

う疑問が沸き起こってきます。 

 英語では「主語」のあとには「述語」となる動詞が続く習慣がありますので B さんとしては「A

さんはきっと何か動詞を言うだろうな」という「予測」を立てます。 

 

３、次に went という述語となる動詞が聞こえてきました。これも今回は B さんの予測どおりに進

みました。B さんとしては予測の通りの情報順序なので抵抗なく「I went」のつながりが理解でき

ます。 

 「I」だけが聞こえてきたとき「何したの？」という疑問が沸き起こり、その疑問に答えるよう

に「went」という情報が与えられたわけです。聞き手としては「次にこういうタイプの情報が来る

のではないかな」という予測があり、Aさんが次の言葉を口にする一瞬前の時点ですでに「どうい

うタイプの情報」が来るはずという予測をもって構えています。 

 

 このように「通じる会話」というのは、聞き手側の心理として「予測」 →「納得」 →「疑問」 

→「新たな予測」というサイクルが瞬間瞬間にめまぐるしく繰り返されています。 

 

 同じ言語文化を共有する者同士の場合、「自分ならこういう順序で言葉を発する」という前提に

基づいて「相手はこういう順序で言葉を言うだろう」という予測がなされます。だから情報が伝わ

るのであり、予測が終始裏切られ続けると聞き手としては、連続して飛び込んでくる情報同士の関

連が分からなくなります。つまり通じません。 

 

４、I went に続いては「to a department store」という部分が聞こえてきました。この「句」も

さらに細かく単語単位に分析して解説することができますが、今は簡単にフレーズ全体で「デパー

トへ」という意味をまとめて伝えたと考えてください。 

 この「to a department store」が聞こえてくる直前、went を聞いた時点で、Bさんは「went 

？なるほど『どこかに行った』んだな。で、『行った』って『どこへ』？？」という疑問を持って

います。その疑問は「きっと行き先の情報を次に言うだろうな」という予測となって A さんの次の

言葉を待っていたわけです。 

 

 その予測に対して「to a department store」が聞こえてきたことで、Bさんはまた「なるほど。

デパートに行ったのか」と納得します。 

 この時点で「最低限欲しい情報」は一応与えられたと B さんは感じますが、英語文化の中で長く

生活していた経験から、それに続く可能性のある様々な情報タイプをすでに考えています。「いつ

行った」と来るかも知れないし、「なぜ行った」とか「どうやって行った」など「デパートへ行っ

た」をもっと詳しく説明する情報が追加されるかも知れない。きっとそうだろう、なぜならば「I 

went to a department store」まで言った Aさんの声の調子が下がっておらず、言葉がまだ続きま

すよという雰囲気が伝わってくるからです。 

 

５、すると「to buy a dictionary」というフレーズが現れ、「ああ、なるほど。辞書を買うためか」

と納得。声の調子からまだ後があることを理解します。「辞書を買いにデパートへ行った」という

ところまですでに Bさんは把握しており、それに「追加」されうる様々な情報タイプに耳を傾ける

準備ができています。 
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６、Aさんの口からは「with my mother」、続いて「yesterday」が聞こえてきました。最後の  

yesterday で Aさんの声の調子が下がり「話を言い終えました」という雰囲気が Bさんに伝わりま

す。 

 

 このように「会話が通じている」ということは話し手と聞き手の間で、共有された習慣によって

情報単位が次々と伝達されるということです。「こういう種類の言葉が来るぞ」という「予測」、そ

れが聞こえて来た時点での「納得」、そこまでの納得がもたらす新たな「疑問」、そしてまた「予測」。 

 

 「予測＞納得＞疑問」という小さな鎖が一瞬の中で連なって情報が伝えられていきます。最後だ

けは「納得」で聞き手は終了します。そうでなければ、未解決の疑問を晴らすための質問を逆に返

すことになるでしょう。  

 

I went / to a department store / to buy a dictionary / with my mother / yesterday. 

 

 特にどこかを強調するわけでない、単純な情報伝達としてなら「内容語」と呼ばれる具体的な意

味を持つ、そして今それを聞かされないとそうであることが分からない新たな情報の箇所が強めに

発音されます。同じ英文であっても、どういう前後関係の中でそれが現れたのかによって単語ごと

の読まれる強さは様々に変化します（詳細は第２巻「発音」で）。 

 

 意味のまとまりのある箇所には、ゆっくり読むほどはっきりとした切れ目が現れます。大衆を前

にしたスピーチや会社の上司に対する改まった言葉遣いなどでは、全体のスピードは遅めになり、

フレーズごとの区切りもしっかりと置かれますが、会話のスピードが上がるほど、また口調がカジ

ュアルになるほど区切られる箇所は減っていきます。文字に書き表してまったく同じ英文であって

も、「誰が、どういう場面で、誰に対して、どういう意図で」それを口にしたかによって、読み方

は実に様々に変化します。ですから英文を音読する際、そういう「場面、状況」などを踏まえて「話

者の意図、心理」を想像した上でそれに合わせた読み方が音声に反映されなければなりません。 

 

 日本人が英語を学ぶ中で「英語的感覚」を養うには、発音の基本を学んだ上で、「英語文化特有

の情報伝達の基本パターン」になじむことです。英語というのは「付け足し、付け足し」の連続で

文章が作り上げられる言語であり、話者は最初の言葉を口にする時点で、文章の終わりまで完全な

形で何を言うか予定が決まっていないこともよくあります。「とりあえずある情報を伝える」それ

をあとから補うことのできる情報を言う。さらにそれを補う情報を加える。もう追加する情報がな

くなれば話が終わる、という感じです。 

 

 もちろんこれはあくまでも最も典型的な基本パターンでの例ですが、その基本パターンから外れ

た情報伝達がなされたときは、「その意外性」に由来した言葉の効果が与えられます。 

 

 学習者が英文法を学ぶのは、そういう英語特有の情報順序のパターンを類型化、整理したものを

習うことで「自分の中にもどういう言葉の癖」を持てばよいのかを知るためです。つまり「新たに

脳内に構築する英語文化」として、「どんな順序で言葉を思い浮かべられるようになればよいか」

という基本指針を文法が教えてくれるわけです。 

 

 すなわち英文法をルールとして暗記するのではなく、「新しい言葉の癖を身につけるための方針」
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として捉えるのです。方針を知ったらあとは簡単な例文を通じて反復練習し、理屈が感覚になるま

で訓練します。感覚的に理屈抜きで「自分自身の言葉」という実感を伴って１つの表現を口にした

り聞いて理解できるようになったら、さらに変化をつけて別のパターンに進みます。この積み重ね

によって、いつしか自分の脳の中に「日本語とはまた別の言語回路」ができあがっていくのです。 

 

 ここまでの説明でもまだまだピンとこないかも知れません。ここではごく大雑把な「学習の方向

性」を理解していただくだけでかまいません。細かいことは今後、第２巻以降の中でその都度また

詳しく解説します。今の段階で理解していただきたいのは、「どうやらこの解説書を通じて学ぶの

は、単なるルールの羅列ではないようだ。日本人が生まれて何年も経ったあとから、脳の中に『後

天的セミ英語ネイティブ』となるような神経回路を作るための訓練があるようだ」ということです。 

 

★ 効果的な学習方法とは 

 

 定期試験や入試などに追われる学生などは特に「効果的、効率的」な学習方法を求めます。それ

は当然のことであり、無駄が多く効果の伴わない学習は無意味です。今 A 地点にいるあなたが B

地点までできるだけ速やかに達するためには、その２点を結ぶ直線コースを進むのが最も効果的で

効率的といえます。逆に前に進まず左右に道をそれてはまた戻りを繰り返せばそれだけ余分な時間

がかかりますね。 

 

 ふもとからある高さを目指すとき、１００メ

ートル前進して１０メートル上がるのと、５０

メートル前進しただけで同じ１０メートルあが

るのでは後者の方が効率的です。しかしより短

い距離しか前進せず同じ高さにたどりつこうと

すれば、それだけ強い勾配の坂道を登ることに

なります。 

 

 中学１年生の最初から高校卒業までの６年間をかけてひたすら勾配を上り続けて来た人はそれ

だけの高みに到達しますが、中学の３年間をたた平坦な道を進んできてしまった人は残りの３年間

で同じ高さに到達しようとすれば、より急勾配を登る覚悟をしなければなりません。その苦痛を避

けて緩やかな勾配しか登りたくないのであれば、３年後に到達できる高みもわずかなものしか期待

できないのは当然です。 

 

 ここでもまったく「当たり前」のことを述べていますが、この当然なことを踏まえないで学習の

指針は立ちません。他人が６年かけてがんばり続けてきた高さに３年で到達しようとすれば、それ

だけきつい勾配を登りきらなければならないという現実にまず目を向けてください。 

 

 しかし中学、高校の学習内容というのは常に一定の勾配であったわけではなく、特に初学者の段

階では非常に簡単なことを時間をかけて学んでいた段階もあります。年齢を重ねた人には自然に理

解できるようなことでも、中学低学年など抽象思考にまだ弱い学年では、より噛み砕いた説明でゆ

っくりと学習が行われますので、中学１年間の英語の学習内容を高校１年生が２週間程度で学び切

ることはそれほど無理なことでもありません。 
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 そして大学生や大人になってから英語を学び直そうという場合、さらに人生経験も豊富であり、

抽象思考にも強くなっていますので、１つの文法事項を理解するのも中学・高校時代より容易に感

じるでしょう。ですからあとになってからでもがんばり１つで前からがんばっていた人に追いつく

ことは可能ですが、ずっと英語の勉強を避けていた受験生が高校３年生の３学期、入試まであと２

ヶ月になってから、「効率のよい勉強方法」を求めるのは単なる夢想です。 

 

そのまま平坦な道を進み続け、まったく０の高さのまま登山を終えるか、人は頂上まで行けても自

分はなんとか３合目までは登って終わろうと腹を括るかのいずれかを選択しなければならないで

しょう。 

 

  目標へ向けて今何をどうがんばればよいのかを具体的に知る有効な方法としては、「ゴールから

の逆算」があります。 

 

 今のがんばりをそのまま続けたらどこまでいけるかではなく、「ここまで行く」というゴールを

先に設定し、そこから逆算的に今の足元まで線を引いてやることで、登るべき坂道の勾配を知るの

です。その勾配の強さに自分が耐えられるかどうかを客観的・冷静に判断してください。いくらや

る気があっても、垂直の勾配の岸壁を基礎も経験もない人が登ろうとするのは無謀です。 

 

 本音としては努力を払いたくない人が、１日１つの英文だけを暗誦しようとして、それも数日に

１回はさぼってしまい、それでも「しないよりはましだ」と自らを慰めるのは「何もしないのと実

際変わりない」とあえて申し上げましょう。むしろ自らの怠惰を合理化し、より強化してしまう悪

い結果とさえなりかねません。  

 

 何事につけ「成功の秘訣」は「一度立てた目標と計画にしがみつく」ことです。途中一時的にく

じけてもそこからまたしがみつきなおすことです。 

 

★ やるべきことをやるのが効率的 

 

 人は誰でも怠惰なところがあります。私個人に限らず、誰もが安

易に流されやすいものだと思います。学習の「効率」を求めるとき、

それが自らの怠慢の言い訳になっていないかをまず確認しましょ

う。 

 

 本当の効率というのは「やるべきことをすべてやる」ことであり、

すなわち「何がやるべきことか」を見極めることです。しかし多く

の人は「何をしなくていいのか」を知ろうとします。この２つは似

ているようでまったく違います。 

 

 「やるべきことをすべてやる」ことで効率を求める人は「もしかしたらしなくていいこと」も進

んでやります。しなければならないことをもらさないためです。 

 「やらなくていいこと」を排除した結果による効率を求める人は「しなければならないこと」に

も疑念を持ちます。「するべきか、しなくてよいか」の判断が「できればしたくない」という否定

的願望を背景としているため、常に前に進むことをためらいます。 
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 そういう「後ろ向きの効率」を求める学生は、試験に出題されるかどうかが常に念頭にあり、直

接の問題素材とならない発音記号を覚えようとしません。「発音記号を書かされる問題など出ない」

から覚える必要を感じません。そして発音問題では、単語のスペルなどから発音の規則性を覚えよ

うとしたり、「読みの例外の単語」だけを暗記して臨んだりします。１つ１つの単語を「正しく読

める」ようになっておくことの方がはるかに効率的、効果的であり、発音問題以外の成績にも結び

ついていることに気づきません。 

 

 試験の得点だけが念頭にあると英語の理解が「和訳できる」ことにあると勘違いしがちです。そ

れは「次の英文を和訳せよ」という問題に直接効果がもたらされると誤って思い込んでいるからで

す。 

 

 なぜ「英語が話せる」ことを目指さないのでしょうか。英語が話せて聞き取れる人であれば、試

験の長文問題でも日ごろの趣味の読書のようにすらすらと読みこなせ、あとは必要に応じて「日本

語に頭のチャンネルを切りかえて言い直してみる」だけで、自然で正確な和訳がいつでもできます。 

 

 それでは英語学習において「やるべきこと」とは何でしょう。 

 それは「発音」と「文法」と「語彙」です。いまさら

言われなくてもこれまでずっと聞かされていたことと

まったく同じではありませんか？そうなのです。学校の

教科書の勉強とどこも変わることはないのです。実は学

校の教科書や参考書、副教材などを「正しく学ぶ」こと

によって英語は話せるようにも聞き取れるようにもな

るようになっているのです。それを「学校英語は役に立

たない」とか「学校で習う英語表現は不自然だ」あるい

は「How are you?は死語だ」などと、本来体系的で非常

に内容の整った教育プログラムを否定する書籍や教材

があるのはなぜでしょう？ 

 そうすれば売れるからです。学校教材を通じて英語が伸びなかった人が「自らの怠慢」を理由に

せず責任を転嫁して楽な気持ちになれるからです。そういう怠慢に迎合してさらなる横道、遠回り

にいざなっているというわけです。 

 

 学校の教科書などの内容をしっかりこなした上で「さらにその他の教材」に手を伸ばすことは大

いに結構です。学校教材が完全にこなせていなくても、別の教材が気分転換になればそれでも効果

はあります。他の教材で学んだことも学校教材のどこかでまた学びますし、学校教材での学習を他

の教材が強化してくれたりもします。 

 

 このように「怠慢の合理化」や「逃げ」の姿勢からではなく、現実から目を背けない前向きな姿

勢からであれば、書店でちょっと角度の違った視点から書かれた他の英語関連書物を手にするのも

知識や理解に幅と奥行きを持たせてくれます。 

 

 要するに最も「効率的な学習」とは「常に前に進み続けること」なのです。「しなければならな

いこと」を何かもらしてはいないかに注意を払い、特に「実践技能としての英語」を身につけるた
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めの努力を絶やさないことに他なりません。「しなくていいこと」を探し始めたとき、すでに効率

は大幅に低下していることを忘れないでください。 

 

 そして本書ではシリーズの全体を通して、「やるべきこと」をいかに網羅するかを伝えようと努

力します。そしてもっとも重点を置くのは「英語の学び方」を知っていただくことであり、教科書

や他の解説書の「読み方」をお伝えするのが目的です。最終的には本書を離れて、自分の好きな書

籍や教材を通じて大いに学んでください。そしてそのとき、「英語の学び方」を知らないままでい

たときより、手にする教材の活用度が劇的に向上すると思います。 

 

★ 学力の包含関係を知ろう 

 

 英語の技能は大きく４つの側面に分けて捉えることができます。 

 それはすなわち「話す(Speaking)、聞き取る(Listening)、読む(Reading)、書く(Writing)」の

４領域であり、これらが言語習得としてのバランスよい形で総合的に伸びていくのが望ましい姿で

す。 

 

 自らの日本語を振り返ってみましょう。 

 恐らく「読める漢字」と「書ける漢字」を比べてみて読めるほどには書けない人が普通でしょう。

それが自然な姿といえます。逆に言えば、「書ける漢字は読める」ということです。中には書き方

は知っているが読み方のわからない漢字もあるかも知れませんがごく小数でしょう。 

 発音はどうでしょう。自分が出せる音で聞き取れない音がありますか？ないですね。 

  このように言葉の技能・学力というのは、互いに包含関係を持っており、「こちらができれば、

こちらは自然にできる」関係があります。英語の技能に当てはめると： 

 

1. 自分が出せる音は聞き取れる 

2. 自分が書ける英文は読み取れる 

 

 というふうに「Speaking > Listening」、「Writing > Reading」という包含関係があります。 

 ということは「含む側を延ばすことで含まれる側の力は必然的に身につく」ということでもあり

ます。すなわち 

 

1. 自分自身の発音を鍛えることで聞き取りの力は伸びる 

2. 書く力を伸ばすことで読解力も伸びる 

 

 と言えます。 

 発音記号を学ばず、自分自身の発音を鍛えないで「聞き取り」の

対策を練るのは非常に効率の悪い取り組み方です。同様に文法や英

作文に力を入れずに「読解力」を伸ばそうとしても遠回りです。 

 

 教科書の英文や問題集の長文を見たら、「これくらいの英文が言

えて書けるようになろう」と考えるのが積極的で前向きな効率の求

め方なのです。 
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 詳しくは第２巻「発音」の中で述べますが、特に発音をしっかり鍛える努力をすることは、文法

理解や読解力を強力に支える重要な基礎となります。たとえ試験中に問題文を音読しなくても、人

は黙読の最中にも口の中の各パーツが「実際に声を発するときと同じ動き」をすることが研究によ

り報告されており、英文の意味に即した適切な読み方を正しい発音によってできることで、読解力

は飛躍的に伸びます。発音の基本を身につけていない学習者と比較して１時間程度の試験問題なら

４倍程度のスピード差となって現れるでしょう。そして速さ以上に「正確さ」が格段に違ってきま

す。 

 

 発音の基本が備わっていると、英文を苦痛なくなめらかに読めますので、読むことそれ自体が快

適で楽しくなり、それが更なる学習効果の向上をもたらします。 

 考えてみれば当然ではありませんか？ 

 カタカナ風の不適切あるいは間違った発音で、つっかえつっかえ読みながら、どこで区切ればい

いのかがイメージできず、３０行の英文を理解するのと、英語本来の正しい発音でなめらかによど

みなく、適切な区切りをつけながら、すらすら読めている場合とでは、どれほど内容把握のスピー

ドと正確さに差がでるでしょう。 

 

 「読める」ということは「意味に応じた抑揚と強弱、緩急」を伴って音声化できることです。英

文を語順に従って頭から意味を順次感じ取りつつ、音読できていれば、その英文の内容が自然と音

声になって現れます。つまり、和訳させなくても音読させてみるだけで、学習者がその英文をどれ

だけ理解していて、あるいはどの箇所に理解の戸惑いや間違いがあるのかが分かるものなのです。 

 日本語の文章だって「内容が分かっている人の読み方」と「内容が読み取れず字面だけを追って

読んでいる人の読み方」では聞いていてはっきり違いがわかりますよね。それと同じです。 

 

 そういう学力の包含関係を踏まえて日ごろの取り組み方をちょっと変えてみてください。 

 

1. 読み方の分からない単語を許さない。必ず発音記号を調べる習慣をつける 

2. 意味を辞書で調べる前にまず「どう発音するか」を予測してみる。それから辞書の発音記

号の結果と予測を比較して反省する  

3. 和訳を強く意識せず、英文を「英語のまま理解しよう」という気持ちで音読する。早口で

読む必要はなく、むしろゆっくり目に的確に読む。抑揚、強弱、区切りの入れ方を「意味

に応じた」ものとする 

4. 英作文では書く前にまず口で言う。口で言えたらそれを書き留めるという順序を守る  

5. 試験など範囲のある単語をまとめて覚えようとするときは、まずリストを音読だけする。

読めない単語をまずなくしてから、意味や用法の学習に移る。人の顔を見てすぐ名前が言

えるように、単語を見て即座に発音できるまで練習する  

6. 読解教材などでも「その英文が書けるように」なることを目指す。和訳できて満足せず、

その和訳から元の英文にどこまでもどせるかを必ず試してみる（このときも「口で言えた

ら書く」順序） 

 

 決して楽ではありません。しかし確実に実力をあげてくれます。大切なのはこれらを習慣化する

ことです。 
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記憶のメカニズムについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習効果を高めるために人間の記憶の 

仕組みについて理解を深めましょう  
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★ 人はどのように覚え忘れるのか 

 

 英語学習者、特に初歩の段階にある人ほど、英単語の暗記には悩まされ

ることと思います。一定のレベルに達してしまえば、それまでに習得した

基礎の上に新たな知識を積み重ねるのはどんどん楽になっていきますが、

単語力がまだ白紙に近い段階では、どうしても根拠のない暗記をしなけれ

ばならない時期もあります。 

 

 それでもほんの２００語程度まで単語の力がついてくると、その２００

語の知識を活用して新しい単語を覚えやすくする様々な工夫も可能になってきます。 

 

 単語の力を飛躍的に伸ばすよい方法については、第４巻の「語彙力増強法」の中で詳細に述べる

予定ですが、ここでは「人間が何かを記憶する」というメカニズム全体についての基礎理解を得て

いただきたいと思います。人はどうやって物を覚えるのか、覚えられないのか、忘れるのかなどに

ついて、心理学的な観点から基本理解を持つことは英語の学習に限らず応用が利くことでしょう。 

 

 私自身、中学のころから英語は好きであり、人一倍英語の学習には時間をかけていた方でしたが、

それでも高校に入ると授業の進度も速く、授業のテキスト以外に与えられていた文法書や副読本を

自主学習だけで定期試験以外のテストも行われ、どんなに日常的に予習や復習をまじめにやってい

ても、試験直前になって見ると「まだ習得していない単語」がリストにして３００もあったりしま

した。 

 

 その３００語の単語リストを１日か２日で最終的に記憶して試験に臨まなければならず、「いか

にして効率的、効果的に単語を覚えるか」で悩んだのは皆さんとまったく同じでした。 

 そしてそのために心理学の本なども参考にして人間の記憶のメカニズムを学び、自らの単語記憶

に活用しようとしました。 

 

 高校生以上の方なら「エビングハウスの忘却曲線（あるいは把持曲線）」などというものを耳に

したことがあるでしょう。 

 ドイツの心理学者であるヘルマン・エビングハウス（Hermann Ebbinghaus、1850 年 1 月 24

日 -1909 年 2 月 26 日）の研究によって人間が一度覚えたことをどのように忘れていくかのメカニ

ズムを表したものが「忘却曲線」のグラフです。 

 

 エビングハウスは「意味のない単語（無作為な「子音・母音・子音」から成り立つ rit, pek,  

tas など）」を被験者に記憶させ、それが時間の経過とともにどのように忘れられていくかを実験

により記録しました。 

 

 この実験では被験者に無意味な単語を暗記させ、一定時間が経過したあと一度覚えた内容をもう

一度記憶し直すまでどれくらいの時間がかかったかによって「節約率」というものを算出しました。 

 たとえば１回目に１０分かかって覚えたことを２０分経ってから覚え直したとき４分で済んだ

とします。すると記憶に要する時間が「６割節約された」ことになりますので、節約率は６０％で

す。 
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 これをグラフにしたのが右の図です。 

  

 実験結果として、１時間後では半分程度まで下が

り、１日経つと約４分の１（２５％）まで、その後

は１週間経過で２３％、１ヶ月経過しても２１％と

大きな変化はなくなり、極めてゆっくりとした減衰

が観察されたそうです。 

 この忘却が復習を繰り返すごとにカーブが緩やか

になり、徐々に記憶が定着し忘れにくくなっていく

様子がグラフから読み取れます。 

 

 

資料：Wikipedia (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%98%E5%8D%B4%E6%9B%B2%E7%B7%9A) 

 

 初歩段階の英語学習者が単語を覚えようとするのは、この実験のように「無意味な文字の羅列」

を記憶しようとすることに似ています。記憶しようとするものがもっと意味を感じられるものであ

る場合は、忘却ももっと緩やかになりますが、他にも人間の記憶を助ける要素がいくつかあります。 

 

 さて、初学者が英単語を覚えようとするとき、初めてその単語を覚えてから１時間で約半分は忘

れてしまうものです。そのまま何もせず１日経過してしまうともう４分の３は忘れてしまいます。

そうなってから覚え直しても初めて習うときと大きく変わらない時間を要するわけです。 

 最初に記憶してから覚え直すまでの時間、つまり復習までの時間が短いほど再記憶は容易であり、

復習したあとの忘却曲線は初めての学習時よりゆるやかになります。そして復習を４回も繰り返せ

ば非常に忘れにくい状態になってきます。 

 

 よく学校では「習ったことはその日のうちに復習しなさい」と指導されますが、これは心理学的

にも有効性が認められた根拠あることなのです。今日のうちに復習すれば１時間の勉強でできるこ

とが明日になってから同じことをやっても３時間かかるというようなことだと理解してください。 

 

 ちなみに人間の脳というのはすごいもので、本来一度でも見たものは「覚える」のだそうです。

これを「記銘」といいますが、記銘したものを「思い出せなくなる」のが「忘れる」ということで

あり、忘れるというのは「記憶がなくなる」のではなく、厳密に言うとその後あらたに加えられた

別の記憶や刺激などが邪魔になり、先の記憶がうまく取り出せなくなるということなのです。 

 ただし一度でも記銘したことのないものは当然思い出せません。まだ覚えてもいないのですから

ね。 

 「無理せず尐しずつ、毎日５個の単語を覚える」などという学習法を取ったことがある人もいる

かと思いますが、実はこの方法、ほとんど効果がありません。先に述べた忘却曲線で言えば、今日

５個覚えても明日覚えているのは１個あるかどうかなんです。だったら今日１０個覚えて明日２個

覚えていた方がよいですし、その倍の２０個覚えてあす１６個忘れても４個は覚えています。 

 

 つまり記憶についていうと、尐しだけ覚えておけば忘れにくいというものではなく、忘れてしま

う比率が一定であるため、沢山覚えて沢山忘れた方が、記憶に残るのも多くなると言えるわけです。

覚えたいと思ったら忘れることを恐れてはいけません。人間は「忘れることを繰り返して記憶する」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%98%E5%8D%B4%E6%9B%B2%E7%B7%9A
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ものなのです。「絶対忘れてはいけない」と無理なプレッシャーはかえって記憶にふたをしてしま

うことさえあります。 

 

 目覚めている間は、何かを記憶したあとも次々と多くの情報が絶えず視覚・聴覚その他の感覚か

ら飛び込み続けてきます。それらの情報は新たな記憶対象として古い記憶の上に覆いかぶさります。 

 しかし、睡眠中はそういう余計な追加刺激がほとんどないため、記憶の減衰も緩やかだと言われ

ています。つまり同じ６時間後であっても、昼間覚えてその６時間後の記憶と、眠りにつく直前に

覚えて６時間後に目覚めた直後の記憶とでは、後者の方が減衰しにくいということです。私はこれ

を利用しました。 

 

 ある範囲の勉強をしたとき、まだ覚えきれていない英単語をリストに抜き出し、読み（発音）と

代表的な意味、品詞をリスト化し、それを眠る前に床に入った状態で覚えました。 

 １つの単語の記憶確認は２秒以内とし、単語を見て２秒以内に正しい読みと意味が言えなければ

「未記憶」、それができれば「記憶済み」としてチェックマークを入れ次からは記憶チェックの対

象からはずします。それを繰り返して、リスト全部の単語がチェックされたら、間髪入れずに眠り

につくのです。もう何もしてはいけません。ラジオも聞かず、他の本も読まず、とにかく「余分な

外部刺激」をできるだけ割り込ませない状態で速やかに眠りにつくように努めます。 

 そして朝眠りから目覚めたらまず真っ先に枕元にある単語リストに手を伸ばし記憶の再確認を

するわけです。時間としては現実に６時間が経過していても感覚的には「ついさっき」のように感

じるためかなり効率よく記憶が残っており、再記憶も容易でした。このように記憶の再定着が図ら

れたあとは、忘却曲線も緩やかとなり試験開始までリストの単語が記憶に残っていたのです。 

 

 このやり方は特に初学者で英単語が「根拠のない無意味な文字の羅列」として記憶するしかない

場合に有効といえるでしょう。なぜその単語がそういうスペルで、そう発音するのか、自分を納得

させる手がかりがなにもなく、やむを得ず「丸暗記」で望むしかないときです。 

 

 しかし、同じように無意味な文字や数字の羅列であるにも関わらず不思議と一度で記憶され、ず

っとその後も忘れない場合があります。高校生なら気になる彼女の生年月日や電話番号など「心が

積極的に記憶を受け入れたい」と感じている情報は、記憶の根拠がなくても定着度が高くなる傾向

にあります。要するに「好きなこと、好きなもの」はそれだけで覚えやすいのです。逆に「心が消

極的で、記憶することを拒絶する情報」は忘れやすく（思い出しにくく）なり勝ちです。不得意科

目がなかなか得意に変わらない１つの要因です。 

 

 誰にでも向くとは限りませんが、ちょっと強引な不得意科目の克服法として「その科目が好きだ

と決める」というものがあります。好き嫌いというのは決めてそうなるものではないのですが、そ

こをあえて「自分に対するルール」のように決めてしまうんです。それからはそのルールから自分

の行動を導き出してそれに従います。たとえば学校から家に帰る。家に着いてまず何をするか？そ

のとき自分で自分に答えます。「自分は何よりも英語が好き。ということは家についたら真っ先に

英語の勉強がしたくてしょうがないはず」というふうに理詰めで行動パターンを作り出してしまう

のです。勉強に疲れてくる。いつもならここでテレビをつけてしまうとき自分に言います。「いや

待て、テレビを見るより英単語の勉強の方が楽しくてしかたない」と。そしてそれに従った行動を

取ります。 

 非常に強引で無茶なやり方にも見えますが、「好きとは物の上手なれ」ということわざを逆に実
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践したもので、２ヶ月も実践していると本当にそれまで苦手だった科目が好きに感じてきますし、

学習効果も上がっていることを実感します。（だってそれほど「大好き」な科目を沢山勉強したの

ですから、ある意味当然の結果ですね。） 

 本書の読者は「英語が嫌い」という方はいないかも知れません。もしそうならそもそも本書に縁

がなかったでしょうから。でも「好きだけど上達実感が物足りない」という方ならいらっしゃるこ

とでしょう。そんな方なら「英語が今よりもっと好き」というところから一切の行動パターンを決

めてみるのも１つの手かも知れません。 

 

★覚えやすい情報と忘れやすい情報 

 

 人間の心というのは「記憶を受け入れやすい状態」というものがあるようです。１つには「精神

が緊張しておらずリラックスしているとき」、その典型が「笑いの中」にあるときです。ある情報

が笑い話の中で語られると非常に強く記憶に残ります。それを授業のテクニックとするのが「計画

的に用意されたジョーク」です。生徒の緊張をほぐして記憶が最も注ぎ込まれやすい精神状態を作

っておき、そこに大切な情報を放り込むという、立派な指導テクニックの１つです。 

 

  記憶は根拠のないものには困難ですが、「なぜ」という根拠があれば「思い出すきっかけ」があ

るため忘れにくくなります。根拠を伴った記憶は「知っている」というより「分かっている」とい

う段階になるため、いつでも必要なときにその情報が取り出せます。 

 

 指導的立場にある方は、学習者に情報のみを提示するのではなく、その情報が深く記憶に残るた

めのきっかけやヒントも同時に与えていただきたいと思います。 

 特に文法事項では、根拠ないルールとしてではなく、生徒が手の回らない調査などにより、なぜ

そういう文法事項があるのかについて尐しでも解説を加えられれば、学習者に納得をもたらせるで

しょう。学習者側としては、丸暗記を避け、常に記憶のきっかけとなる根拠を求めるようにします。

文法事項や単語の記憶について、どのようにしてそのきっかけ根拠を得ればよいのか、本書では随

所で述べるようにしますので、そこからヒントをつかんでください。 

 

 根拠を伴った記憶が定着しやすいことに加え、整理された情報はその根拠をおのずから与えてく

れます。１つのおもちゃ箱に無作為に放り込まれたものはどこに何があるのかわかりにくく、必要

なときに必要なものが取り出せませんが、整理ダンスに計画的に収納されたものであれば、どこに

なにがあるのかが分かりやすいため、いつでも必要なときに必要なものをすばやく取り出せます。

記憶も同様で、体系的に整理された知識は、学習効果が高く、記憶も容易で、さらに新たな情報の

取込が格段に簡単になります。 

 会話などの実用性に重きを置くあまり体系的な文法学習を敬遠する傾向も最近は見られますが、

文法を学ぶことで頭の中に知識の整理ダンスが作られ、英文の語順や用いられている語形などに根

拠を感じて覚えられますので、例文暗唱などもより簡単になります。 
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学習環境について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英語が上達するためには英語を話す国に 

留学しないと無理なのでしょうか？ 
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★英語学習に最適な国はどこか 

 
 本格的に英語の上達を目指すとき、英語を母国語あるいは公用語とする国に渡り現地で学ぶこと

は確かに望ましいことだとは思います。しかし、十分な基礎のない人がいきなりアメリカに滞在し

て大きな効果が期待できるかといえば疑問です。 

 

 外国語を習得するための「実践の場」として、その言葉を話す国に身をおくことのメリットは計

り知れません。その言語を使う機会が豊富なだけでなく、言語の背景となる文化に直接触れること

は貴重な経験となることでしょう。しかし、私自身、日本を離れてフィリピンという国に10 年間

の居住経験がありますが、「この国にいるからこそ英語や現地語（タガログ語）の上達をした」

とは必ずしも思えないところがあります。恐らくは日本国内ほど日本人にとって外国語の学習に

最適な国はないのではないでしょうか。： 

 

その理由は： 

 

１、どんな書籍・出版物も容易に入手できる 

 日本の書籍流通システムは極めて優れており、大手書店に限らず町の小さな本屋でさえ ISDN（書

籍 ID 番号）さえ分かれば世界中のどんな書物の取り寄せもできます。日本国外で同様のサービス

は必ずしも期待できないものなのです。海外で日本国内の出版物を入手することは容易ではありま

せん。 

 海外の書店にあるものはすべて日本国内でも入手可能ですが、日本国内の出版物は必ずしも海外

では入手できないものなのです。 

  

２、日本人を対象とした教材が豊富である 

 日本国外ではたとえば英和辞典１つにしても入手は困難です。携帯に便利な電子辞書なども日本

人向けの製品は海外ではなかなか入手できません。 

 英語学習教材・参考書についても日本国内では教育関連産業が盛んなので実に豊富にそろってい

ます。和英対訳の映画のシナリオもあれば、日本語・英語字幕を切り替えられるビデオソフトなど、

日本国内でこそ入手可能な優れた教材にあふれています。 

 いざ海外に留学したあとになって日本でしか入手できない書籍・教材が必要になることも珍しく

ありません。 

 

３、インターネット環境に恵まれている 

 日本のインターネット環境は世界でもトップクラスであり、通信速度も多くの国と比較にならな

い速さが安価で実現されています。回線の速さと安定度が優れていることのありがたさは日本から

出てみると実感されます。 

 ビデオストリーミング再生もストレスなく行われますが、これが外国だと場所によってはネット

接続料も割高で、速度もかなり昔の日本並みです。インターネットが自在に使えるということは現

代において必要不可欠な要素にさえなってきています。それは英語学習においても同様で、オンラ

インで様々なタイプの辞書、速やかに疑問に答えてくれる様々な情報、リスニング教材として活用

できるビデオ類、 skype などの通信ソフトの使用が極めて容易であることのありがたさはそれが

当然である日本国内にいると案外実感できないものです。 
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 このように日本国内というのは英語学習者にとっては非常に恵まれた環境にあることを知らな

ければなりません。その中にいるとありがたみが実感できませんが、日本国内にいるからこそ容易

に実現可能な学習環境を最大限に活用することをまず考えてみるべきでしょう。 

 

★留学について 

 

 もともと留学というのは、特定の学問分野についてある国

にいかないと学べないものがあるとき長期的にその国に滞在

して学ぶことを指しました。言葉の通じない国で特定の専門

分野を学ぶため、現地の言葉はツールとして必須になったわ

けです。しかし今では日本にいたのでは学べないことなどほ

とんどなくなっています。 

 

 英語を学ぶために巨額の費用と時間をかけて英語圏に滞在することがそれに見合った効果を常

にもたらすわけではありません。日本の学校教育で十分な成果が得られない根本原因をはきちがえ

て「海外に行けば自然と上達する」と思い込むのは間違っています。「留学」などと肩肘はらず気

楽な「長期観光旅行」というのなら（費用と時間に余裕があるのなら）それはそれでまったくかま

いません。きっと異国の文化に肌で触れて得るものは大きいでしょう。しかし、それによって外国

語も日本国内にいたときより簡単に上達できると考えているとしたら大きな間違いです。 

 

 何よりも先に「留学する理由、目的」を明確にしなければなりません。日本国内で英語が上達し

ないというだけでは、たとえ数年間もアメリカに滞在しても大きな成果は得られないでしょう。な

ぜなら「英語が上達しない」本当の理由が「日本にいるから」ではないからです。そこを勘違いし

てはいけません。すでに述べました通り、日本は英語学習にとって極めて優れた環境にあるのです。

その恵まれた環境を生かせないのに英語圏に行ったからといって劇的な変化はありえません。 

 

 たとえばある人がアメリカに渡り１年間英語の勉強をしたとしましょう。もしその人が結果とし

て飛躍的に英語の上達をしたとしたら、それは「自分の部屋に帰ってひとりきりになったときの時

間」を有効に使ったからです。その日の経験を踏まえて新たに出会った単語を覚え、書籍に向かい、

「一人で学ぶ時間」を有効に使ってこそ上達がもたらされます。語学の上達というのは「主体的能

動性」によってのみ実現されるものであり、環境から受動的に与えられるものでは決してないので

す。これを肝に銘じてください。 

 ですから日本国内で能動的な自主学習・訓練のできない人が、たとえアメリカに渡ってもそれが

突然できるようになるものではありません。 

 

 日本で十分な基礎を固めてからアメリカの大学で学ぶなどするのはよいでしょう。多くの留学制

度では事前に厳しい審査・試験があります。なぜそういうものがあるかといえば「費用と時間をか

けて留学してもそれに見合った成果が収められる状態にあるかどうか」を見極めるためです。 

 商業主義的な留学斡旋では、英語初心者であっても簡単に「留学」させます。それは留学といっ

ても名ばかりのものであり、「英語の勉強もできる海外旅行」に過ぎないのです。そしてそういう

留学の場で通う語学学校は、日本国内の英会話学校となんら違いがなかったりもします。まして一

週間や一ヶ月の滞在期間をもって「留学」と呼べるものでしょうか。語学の勉強を考えない普通の
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海外旅行でさえもっと長期の滞在をする人が多くいます。 

 

 それでも日本を離れて異国の文化の中に身を置くことには多くのメリットがあるでしょう。英語

の上達と切り離して考えるとして、実際にその国に行ってみなければ分からない「空気、光」とい

うものがあります。現地の人とのふれあいや、言葉の通じない不便さまでもが貴重な体験となるで

しょう。留学だと考えずに気楽な観光旅行の中で、日本に帰ってからの英語学習に向けての強い動

機付けとするのは大いに望ましいことだと思います。 

 もしすでに今後留学の予定があるのであれば、今から入念な準備を開始してください。現地に渡

ったら英語を学ぶのではなく、今学び、その成果を現地で武者修行するという気構えが必要です。

そして現地についたら１日たりとも無駄にせず、常に必死に学び続ける覚悟を決めてください。同

じ費用と時間をかけても「気楽な観光旅行」とするのか「大きな成果をお土産にする留学」とする

のかは、本人の主体的な構え１つにかかっています。 

 

 繰り返しますが「日本国内で十分な基礎を固めてこそ留学は効果を発揮します」。留学すること

で自動的に英語が上達することなど決してないのです。 

 

★洋楽の活用 

 

 日本国内でも工夫１つで英語学習環境を整えることは十分可能です。英語の発音の上達のために

も、英語の歌を覚えることは非常に望ましく効果があります。勉強という構えでなくても趣味の１

つとして気楽に聞き流してもよいでしょう。「聞き流すだけで英会話は身につきません」が、環境

の一部として英語音声に触れる時間を多く持つのは望ましいことです。英語特有のリズムや言葉の

メロディのようなものに耳をなじませることは、本格的に発音の訓練をするときにもきっと役立つ

でしょう。 

 

 ただし英語の上達を目指して洋楽を活用するのであれば、発音記号を通じて英語の母音・子音を

一通りは学んでください。耳で聞こえるままに雰囲気だけ口真似しても「英語っぽい」発音にはな

りますが、「英語の発音」にはなりません。 

 

 また洋楽の歌詞は、しばしば俗語的表現が含まれており文法的には標準的な表現でない言葉が含

まれていることもありますのでその点は注意しましょう。「文法的には間違いだが、こういう言い

方も現実にはする」ということに気づくのはよいでしょう。 

 

 詳細については第２巻「発音」の中で解説しますが、英語と日本語とで

はそれぞれの言語が本来的に持っている性質の違いによって言葉のリズム

の取り方そのものに違いがあります。それを音声学として説明すると結構

難しい話になるのですが、音楽を通じて英語のリズムにまず耳と口を慣ら

してしまうことは、そういう英語という言葉のリズムに自然となじみます

ので言葉の習得の上で大変効果的です。 

 

 教材という観点からは発音が明瞭で背後の演奏が言葉にあまりかぶって聞こえないタイプの曲

が適切でしょう。昔からカーペンターズなどは発音教材として定番になっています。それに限らず

好みの曲でかまいませんので、１曲まるごと歌詞を暗唱して歌えるようなレパートリーを増やしま
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しょう。楽しみながら発音も上達しますし語彙も豊富になってきます。スピーチなどを暗記するの

は苦労しますがメロディのある歌なら覚えやすいでしょう。また英語の歌がうたえれば英語話者と

の交流の際にも役立つことがきっとあるでしょう。 

 

★洋画の活用 

 

 私がまだ学生だったころはまだレンタルビデオすら存在せず、映画は映画館に行って見るほかは

ありませんでした。しかし学生にとって 1 本の映画を見るために当時でも 1000 円以上の出費は簡

単にできるものではなく、月 1 回程度、土曜日の夜から日曜の朝にかけて行われるオールナイト上

映で繰り返し見るのが精一杯でした。 

 大学の研究室に「スクリーン・イングリッシュ（現

在廃刊）」という月刊誌があり、それにその時々の話

題の映画が和英対訳のシナリオ（一部）とともに紹介

されていました。興味ある映画が上映されているとき

はその雑誌で十分に予習をした上で最低 3 回は同じ

映画を繰り返しみたものです。（ですから毎回入れ替

え制のような作品は避けました。） 

 

 なけなしの出費に見合った成果を持ち帰るため次

のような要領で映画を活用したものでした： 

 

(1) 1 回目は素直に作品を楽しむ気持ちで、日本語字幕も見ながら内容やセリフをよく頭に入れて

見る。 

 

(2) 2 回目は意識的に字幕から目をそらし、英語の音声に特に集中して見る。人物の顔が大きく映

っているときは口元にも注目する。すでに 1回目でストーリーやセリフの大まかなところは頭

に入っているので、思いのほか英語も聞き取れる箇所が多いことに気づきます。 

 

(3) 3回目はメモを用意して、「使えそうな表現」、「上手な字幕翻訳の箇所」などを控えながら見ま

した。 1 本の作品の中には「こんな簡単な言い回しで、なるほどそういうふうに使えるのか」

と感心したりするところも多く、メモ帳 1 冊分のお土産をいつも持ち帰ったものです。 

 

 今ではこんな苦労をしなくても、DVDやインターネットのビデオが豊富にありますので、積極的

に活用さえすれば、日本にいながらにして海外留学しているのと変わらない効果を引き出せるの

ではないでしょうか。 

 

 英語の映画に英語の字幕があると細かい聞き取りの確認ができますし、ディクテーションの訓練

にもなります。また俳優と同時にセリフを言ってみることで強弱や抑揚まで含めての大変よい発音

練習ができます。どんな表現も常に「前後関係、脈絡」があってこそ、どういう意味なのかが決ま

るものですが、映画ほど完璧な前後関係を与えられながら表現を学べる素材も他にないでしょう。 

 

 作品によっては俗語表現や特定の専門分野の用語が多くて、日常会話などに直接役に立たないこ

ともありますが、自分にあった難易度の適切な作品を上手に選べば最高の学習教材です。 
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 映画が教材としてすぐれていることは以前から注目されており、学習に適した作品を和英対訳の

シナリオに解説までつけた書籍が発売されています。特定の作品や俳優などにこだわるのでなけれ

ば古本屋でそういう書籍を入手してから、その作品の DVD を見るというのも安上がりでしょう。 

 

 参考：スクリーンプレイシリーズ 

 

  映画ソフトの活用法は工夫次第で無限に広がっています。決まったマニュアルがあるわけでは

ありません。１つの作品を繰り返して見るのもいいですし、シリーズ物のドラマをどんどん見てい

っても構いません。字幕のオン/オフが可能であれば、あえていきなり字幕なしにして見てみるの

もいいでしょう。英語圏で映画館に行けば当然英語の映画に字幕などありません。実生活で会話す

るときもどこにも字幕は出ません（当たり前ですね）。たとえ隅々まで完璧に理解できなくても映

像を通じて、つまり俳優の表情や仕草、声の調子などからも多くの情報が伝わってきます。研究に

よると実際のコミュニケーションでは言語による伝達と言語以外による伝達とでは、言語によるの

はわずか 3割に満たず、7割以上は言語以外の情報から伝えられているだそうです。その意味で映

像素材を通じて現実のコミュニケーションを学ぶのは、まさに「映画を見ている時間だけ留学して

いる」のとまったく同じ環境であるということができます。これを活用しない手はないでしょう。 

 

  外国語の上達というのは「言語体験」の豊富さが大切です。発音や文法の基礎を学んだ上で、

多くの実体験を積むことで知識が強化され、自分自身の感覚へと昇華されます。 

 最近はインターネットの普及により無料素材が多く出回るようになっていますが、よい作品のビ

デオソフトならばしかるべき対価を支払ってでも手元において損はないと思います。 

 

★インターネットの活用 

 

 本書もまたインターネットがなければ存在できませんでした。現代社会においてインターネット

はまさに不可欠の存在になっているといえるでしょう。 

 インターネットを通じて無料でオンラインの辞書も使えますし、無料とはいえ印刷物の辞書では

困難なさまざまな活用法が可能になっています。 

 たとえば、「あるスペルで終わる単語」を調べたいという場合など一般の印刷物の辞書では簡単

にいきませんが、オンライン辞書ならばオプション指定することで「あるスペルを含む単語、ある

スペルで始まる/終わる単語」などを調べることが簡単にできます。 

 また英和辞典や和英辞典に限らず、英英辞典、語源辞典、百科事典その他あらゆる種類の事典が

活用可能であり、ブラウザのタブを使って複数の辞書を引き比べたりと便利な使い方が沢山できま

す。さらに辞書によっては音声ファイルで発音が聞けたり、それも英英辞典の中にはイギリス式、

アメリカ式両方の発音が再生できるものまであります。これは紙媒体

の辞書では無理ですし、高価な電子辞書でさえそこまで実現している

ものがあるか分かりません。 

 

 ただし注意すべきこととしてインターネット上の情報は「玉石混交」

であり、信頼できるものもあればそうでない情報も多く飛び交ってい

るということです。 

 

https://www.screenplay.jp/
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 文法や語法などについて分からないことがあると質疑応答の掲示板などに質問投稿すればすぐ

に多くの回答が得られますが、そういう回答が必ずしも正しいことを教えてくれるとは限らないこ

とを念頭に置きましょう。尐なくともそういう場で得られた回答については自分でも調べて裏づけ

を取るくらいの慎重さが必要です。事実間違った回答を疑問なく鵜呑みにしているやりとりを多く

見かけます。 

 

 たとえそれが英語ネイティブからの回答であったとしても「１つの意見」であり正解とは限らな

いということを忘れないでください。たとえば日本語についての質問に日本語ネイティブなら常に

正しい回答ができるかを考えてみれば理解できるでしょう。その言語のネイティブならではの意見

からは感覚を学ぶ上で貴重な情報が汲み取れますが、ときにはスペルなどまで正しくないこともあ

ります。日本人でも漢字を間違えたり、敬語など文法的な間違いをするのと同じですね。 

 

 インターネットでは「検索」を上手に活用することで世界をデータベースにして実に色々な調査

が可能です。ある英語表現が正しいのかどうかを、そのフレーズでキーワード検索をしてどれくら

いヒットするのかによって判断材料とすることもできます。しかしこれも注意が必要で、ヒット数

の多い尐ないだけで単純に「正しい/間違っている」の判断ができないこともあります。 

 英語表現について検索するのであれば、まず検索オプションを必ず使いましょう。検索では色々

な条件を指定することができますので、「対象とする国」をアメリカやイギリスなどだけに限定し

てみたり、英語以外の言語で書かれたサイトを対象からはずしたり、さらにはドメインを「.edu

（教育関連）」や「.gov（政府関係）」などお堅いドメインに指定してみると検索結果も変わってき

ます。 

 

 また検索結果として表示された様々なサイトの中の例文をいくつか実際に開いて見て文全体が

適切な英語で書かれているか、そのページの趣旨がまじめな内容なのか、気楽な日記の一部や情報

的信頼性に疑問のある記述ではないのかなども確認しましょう。すべてについてこれを行うのは無

理ですが、検索のヒット数だけにとらわれないためにも個別検証を怠らないようにしなければなり

ません。 

 

 英語の学習という目的においてインターネットは実に強力な味方です。英語ネイティブとのリア

ルタイムな交流も可能ですし、映像や音声素材も無数にあります。また小学校から大学教養までの

授業内容をそのままビデオで学べるサイトもあり、こうなりますと留学体験そのものです。英語圏

の小学校でどのように算数が教えられているかなど、実際に留学してもそれを見学する機会はまれ

でしょうが、インターネットなら簡単に見ることができるのです。 

 

 カーンアカデミー（Khan Academy）というサイトはもともとサイトの発起人が個人的に親戚の

子供にビデオで家庭教師をしていたのがはじまりだったと聞きますが、今では大学の専門的な内容

までビデオ教材によって一般公開されており、日本にいながらアメリカの大学の講義を受けるのと

まったく同じ環境が得られます。  

Khan Academy: https://www.khanacademy.org/ 

 

 その他英語学習に活用できる優良サイトをいくつか私のサイトの「リンク集」でも紹介していま

すので参考にしていただければと思います。 

https://www.khanacademy.org/
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基礎的な考え方を固めよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実用的技能の向上に直結した最大効果の学習 

法を身につけるため、英語学習そのものにつ 

いての基礎的な考え方をしっかり固めること 

にしましょう。 

  



 

39 

 

★文法とは 

 

 最初に「文法」とは何なのかを考えてみましょう。 

 

 一見いまさら定義する必要もないように見えるこの言葉ですが、どうも人によってその捉え方に

は大きなばらつきがあり、「英文法とは何か？」という考え方の違いがそもそも語学の習得に対す

る致命的なまでのスタンス（構え）やアプローチ（取組み方）の差となっているように見受けられ

るのです。そして文法というものをどう捉えているかの基本姿勢が、語学学習全体について正しい

アプローチができるかどうかを分ける重要なポイントとなっていると思われるのです。 

 

 「文法」という漢字２文字を見ると「文の法則」と読めます。そして意外に多くの人たちが、ま

るで英語には「人為的に定められた規則があり、その規則に応じて英語話者が文章を作り出してい

る」かのように考えているように思えます。しかしそれは違います。英語にルールブックなどとい

うものは、もともと存在しません。それは英語に限ったことではなく、どの言語であっても、「ま

ずルールありき」ではないのです。 

 

 「りんごが木から落ちる理由」を尋ねられたとき、「ニュートンが万有引力

の法則を発見したからだ」と答えるでしょうか？ニュートンがその法則を発

見するずっと前からりんごは木から落ちており、たとえニュートンがその法

則を発見しなくても、今でもりんごは木から落ち続けているのです。りんご

は法則にしたがって木から落ちているというより、「木から落ちる」という事

実の中に法則があるのです。言葉のあり方と文法も同様なのです。誰かが先に法則・ルールを決め、

それに従って現実があるのではありません。先に現実が存在し、それをあとから観察･研究・分析

したとき、そこに法則性や傾向性が見つかるということです。 

 

 １つの言語を共有する人々が互いに意思の疎通が図れているということは、「言葉の使い方に共

通性がある」からに他なりません。１つの単語について人々が点々ばらばらの意味を感じていたら、

会話１つさえ通じなくなってしまいます。ですから同じ言語文化を共有する人々の間では、確かに

言葉を使う上で共通の申し合わせのようなものがあり、互いにそれにしたがって言葉を使っている

からこそ、コミュニケーションが成り立つのだと言えます。 

 

 それでも言葉のルールは人為的なものではなく、人か

ら押し付けられたものでもありません。同じ文化を共有

する人々が自由に言葉を発している中で、長い歴史を通

じて、なかば自然発生的に「言葉づかいの傾向性」とい

うものが生まれてきたというのが正しい理解だといえる

でしょう。 

 

 つまり言語は、その背景となる文化によって大きく規

制されるところがあります。その文化の中で必要とされ

る語彙が生まれ、必要とされない語彙は消えていきます。

季節変化のない国に暮らす人々に「春夏秋冬」という言
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葉は必要ありませんし、雪国に暮らす人にとっては、「雪」を表す表現は多くなります。インドな

どでは宗教的に神聖なものとみなされる「牛」について「立っている牛、寝ている牛、妊娠してい

る牛」などを個別に表す単語があるといい、牛関連の語彙だけで３００に上るそうです。日本なら

乳牛や肉牛という言葉があった方が何かと便利でしょう。 

 

  このように言葉は文化を背景として構築されます。ですからある文化の中で培われる「ものの

考え方・感じ方」がその言語の語彙、構造や文法にも現れてきます。すなわち文化がまずあり、そ

の文化の中における人の心理が言葉になって現れると言えるのです。ということは、言葉を通じて、

それを使う人々の心理を観察することができるということでもあります。 

 

 本書の第 3 巻「文法」では英文法を解説しますが、決して「ルールの押し付け」を行いません。

常に「なぜそういう文法事項があるのか」を考え続けていきたいと思います。そして英語学習者は、

文法の学び方そのものを学んでいただきたいのです。解説の必要上、多くの文法用語も現れますが、

用語そのものの暗記に神経を使ったりする必要はありません。理解を深めるため是非覚えておきた

い用語はその都度丁寧に解説しますので何も心配はいりません。 

 

 文法用語というのは、「頭の中に知識の整理ダンスを作る」

ために必要なものです。人間は言葉によって考えるため、あ

る種の用語は使いこなせたほうがなにかと話が早いし、理解

も簡単になります。しかし、文法用語自体にこだわりすぎる

必要もありません。用語は自分が分かりやすいように言葉を

変えてしまっても別にかまいませんし、用語をつかわず噛み

砕いた言い回しのままでも大いに結構です。 

 

 ただし「是非、覚えておいて欲しい用語」として提供する

ものについては、それなりの根拠がありますので、できるだ

け覚えてください。それでも決して何も丸暗記しろとは言い

ません。常に「覚え方、考え方」と絡めて用語を出しますの

で、記憶についての負担は最小限となるはずです。 

 

 私が中学で最初に英語を習った先生の口癖が「英文法は心理学だと思って勉強しなさい」でした。

なんとも漠然としたこの表現の意味を理解するまでに何年もかかりましたが、このたった一言を冒

頭に与えられたことが、今思えば英語学習に正しいベクトルを与えられたのだと感じます。 

 その先生は次のようにも述べていました。 

 「どんな文法事項でも決して暗記しようとするな。そこには常に理由がある。その理由をさぐろ

うとしなさい。すぐにわからなくてもいい。でも、疑問を持ちつづけていれば、いつか納得できる

日が来る。ルールに従って英語を使おうとするのではなく、自分の感性の中に英文法がしみつくよ

うになることが大事だ。自分自身の中に英語ネイティブと同じ言語感性が徐々に築き上げられてい

けば、自分の思うがままに言葉を口にするだけで正しい英文となるのだ」と。 

 

 すなわち文法学習というのは「ルールを暗記」することではなく、英語文化の中で暮らす人たち

の「物の感じ方、考え方」を言葉の傾向性を通じて知ることであり、文法事項はすべて「感覚の鍛

え方の指針」を与えてくれるものなのです。そういう指針そのものを暗記しても実際に訓練を行わ
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なければ感覚は身に付かないのです。 

 

 英語は実技科目です。文法書はスポーツの技能解説書のようなものであり、そこに書かれている

「ラケットの振り方、足の置き方、体重移動の要領」などの項目をいくら暗記しても実際にそれに

従って自分の体を動かさなければそのスポーツの技能は身につきません。そして最初は理屈で覚え

ながら、やがて訓練を通じて感覚的にその動作が身に付いたとき、理屈は忘れて構いません。 

 

 書店に並ぶ文法書はどれも分厚く、まるで膨大なルールをすべて覚えきらなければならないよう

な印象を受けるかも知れませんが、これまで述べました通り、文法事項は「人為的に定められたル

ール」ではありません。その言語を使う人たちの自由な言語活動をあとから観察して見出された傾

向性を統計的にまとめたものです。暗記すべきルールなどまったくないといっても過言ではありま

せん。 

 

 ただし決して動かせない本当のルールといえるものが１つだけあります。それは： 

 「相手が口にした順番にしか聞き手の耳にその言葉は入ってこず、そこに書かれている順番にし

かその言葉は目に入ってこない」 

 ということです。これは自然科学的な法則です。これだけは決して覆せまえん。考えてみれば当

然ですね。相手がまだ口にしてもいない言葉は決して聞こえてきませんし、まだめくってもいない

ページの文字は目に入らないのですから。 

 

 このあまりに当たり前の「法則」をしっかりと念頭に置いていただきたいのです。一切の文法事

項の理解はここから始まります。この当然すぎる前提をちゃんと踏まえて英語を学んでいるかどう

かが、学校英語、受験英語と実用英語を「まったく同じもの」とできるかどうかの分岐点となるの

です。 

 

 先に英語話者同士の情報伝達というものが「予測＞納得＞疑問」の小さな鎖の輪の連続から成り

立っていることについて触れました。この大原則にさえ則っていればどんな複雑そうな構文も容易

に理解できます。基本原則の語順から外れた特殊な言い回しでなぜそういうニュアンスが発生する

のかなども納得されます。 

 

 いかなる英文に接するときでも、常に「語順に従って状況を汲み取り続ける」ことを忘れないで

ください。英語話者がその順番で単語を口にすることには理由があるのです。最初はそれが理解で

きません。だから文法を学びますが、目指すのは自分自身が英語話者と同じ感覚によって、同じ語

順で言葉が思い浮かび口にできるようになることです。そうなったとき、英語はもうあなたにとっ

て「遠い国の言葉」ではなく「自分自身の言葉」の一部になっているのです。たとえ日本で生まれ

育ち、日本国内で英語を学ぶとしても、英語話者たちに極めて近い「ネイティブ感覚」を後天的に

習得することは十分可能なのです。 

 

 多くの学習者は「文法」と「聞き取り」がまったく切り離されたものであるかのように誤解して

いますが、これまで述べました「英語の語順」のままに情報を汲み取り続ける感覚は緻密な文法理

解を背景にして得られるものであり、その感覚はそのまま「聞き取る能力」や「話す能力」に直結

するものです。便宜上、「話す、聞き取る、読む、書く」という４つの側面から英語の技能は解説

されますが、それらはもともと１つの総合的能力であり、別々に切り離して１つだけを伸ばしたり
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できるものではないのです。１つの英語という立体物を様々な角度から見た個別の姿に過ぎません。 

 

 ですから「文法」を学んでいる間にも「聞き取り」や「話す」能力なども同時に培われるもので

あり、そういう学び方となっていない文法学習は無意味です。さらに「発音」の練習の中にも文法

は存在します。あらゆる知識・理解・技能は有機的につながっており、そのつながりが分かってく

ると「本を読みながら聞き取りの力が伸び」、「英語の音声に耳を傾けながら文法理解が伸びる」と

いうことも起きてきます。 

 

 そのように何を学んでいるときでも、総合的な技能の向上につながる英語学習法、そして技能訓

練法を本書では一貫して解説していきます。 

 

★英語を学ぶ目標・意義・目的 

 

 英語を学習する目標は、言うまでもなく「英語の習得」です。英語を習得するとは： 

 

英語が話せる(Speaking)  

英語が聞き取れる(Listening)  

英語が読める(Reading)  

英語が書ける(Writing)  

 

 という４つの技能領域のすべてについてバランスよく

能力を伸ばしていくことを指します。 

 なんと、このどこにも「和訳できる」はありません。

考えてもみましょう。英語ネイティブは基本的に日本語

が分からないのですから英語そのものを学習する「目標」

には本来「和訳できる」は含まれていなくて当然なので

す。 

 

 ではなぜ学校の授業で多くの場合、和訳が重んじられるのでしょうか？それは教員側が生徒の英

文理解を確認する手段として「和訳できるかどうか」を主な手段としているためです。確かに英文

の意味を日本語で言い表せるかどうかは英文の理解度の証明の１つになりますが、和訳以外に英文

理解を確認する手段はないのでしょうか。生徒が本当に英文の意味を理解しているかどうかは音読

させてみれば一目瞭然であり、どこが分かっていてどこで理解

につまづいているかまで音声に現れるものなのです。また「和

訳できるかどうか」だけに重点を置きすぎると学習者はそれだ

けを目標に置くようになってしまいます。英語が使えるように

なることより和訳することが英語の学習目標であるかのよう

な誤解をしてしまいます。 

 

 それでは英語学習において和訳は悪なのでしょうか？まっ

たく必要ないものなのでしょうか？ 

 それもまた違うと思います。私たちは日本人なのですから、
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母国語である日本語と英語を比較していろいろ気づき理解することもありますし、英語という外国

語を通じてはじめてより深く日本語を知ることだってあります。 

 つまり「英語を学ぶ目標」とはまた別に「英語を学ぶ意義」として付け加えられるものがあって

よいと思います。 

 

1. 英語という外国語を他山の石として母国語である日本語を客観的に見つめなおす。 

2. 英語、日本語それぞれの論理や表現方法を比較して、互いの文化を学ぶ。 

3. 時に英文を「自然な日本語に直す」という作業を通じて日本語の表現力の向上にも寄与す

る。 

4. 翻訳や通訳といった実利的な業務に関する素養も培い、異文化間の橋渡しとして自らの存

在価値を得る。 

 

 他にもいろいろ考えられるでしょうが、英語学習の「目標」と「意義」は、このようにたてわけ

て考えていくのがよいと思います。多くの人はすでにこの段階で目標と意義を混同しており、だか

ら目標が達成されないという結果に陥っているのです。 

 

 加えて言いますと「英語学習の目的」も、またこれらとは違ってきます。目的とは、その個人が

「なぜ英語を学ぶのか」、「何のために英語を学ぶのか」です。これは人それぞれ違った目的を持っ

ていることでしょう。ある人は受験に合格するため、ある人は仕事のため、また趣味としてなど、

千差万別の目的があって構いません。個々人の目的まで１つにまとめる必要などありません。しか

し、その人が持つ目的は実現されなければならなりません。どうしたら実現されるのか？答えは簡

単。だれにでも共通である目標を達成すればよいのです。目的は人それぞれであっても、目標は同

じなのです。 

 

 「目標、意義、目的」という３つの概念をよく

理解し、たて分けることが大切です。一見同じよ

うなこれらの概念の違いを踏まえているかどうか

が極めて重要な出発点なのです。そして個々人の

目的がなんであれ、「共通の目標を達成できたとき

は、そのどの目的も実現される」ということを理

解していただきたいのです。英語学習の目標は、

あらゆる英語学習の目的にとっての必要条件であ

るということです。 

 

 なお「目的のない学習」は高い効果が期待できません。単に外国語の勉強が好きで趣味として取

り組んでいるだけで楽しいという人はそれで構いません。「趣味として楽しむ」ということだって

立派な目的となりうるからです。学習者が自らの意思・希望・願望により目指すものであればどん

なことでも目的になりえます。ただ１つ望ましくないのは「やりたくないけどやらなければならな

い」という種の目的です。 

 

 「受験のため」というのがそれにあたることがままあります。だからそういう消極的な目的を掲

げて英語学習に取り組む人は高い効果が得られないことになりやすいのです。 

 これはもう「英語学習」の話題からはずれてしまうかも知れませんが、受験以外にこれといった
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英語学習の目的を見出せない人はまずそこを改善することから始めなければならないでしょう。

「受験にさえ合格できれば、別に英語が話せなくてもいい」という感覚の学習者は、言うなれば「聞

く耳持たない受講者」であり、本書でどんなに苦心して文法解説しても効果はないでしょう。「（目

先の試験で点数を取るために）やらなくていいことはできるだけ省き、どうしてもやらなければな

らないことだけをやりたい」という考えでいられると、すでに「本当にやらなければならないこと」

が見えなくなってしまいます。本書でいくら発音記号の習得を勧めても「発音記号を書けという試

験問題はない」からという理由で勝手に学習方法をアレンジされてしまうことでしょう。 

 

 そのような発想で英語を学んでいる方については、どうか自らの人生全体を見渡す気持ちで「受

験に合格する目的」から考え直していただきたいと思います。人生におけるとき折々の「小さな目

標」は、その向こう側にあるさらに大きな目的への一里塚であり、最終目標をしっかり抱えている

人でなければここの小目標は実にむなしいものとなってしまうのです。そこまで本書でお話しよう

とは思っていませんので、それについてはご自身でよく考えていただくこととしましょう。 

 

 それではこの先に進む前に一度ご自身にとっての英語学習の「目標、目的、意義」を整理してみ

てください。 
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１、目標 

 どのようなレベルに達したいと思っているのか、できるだけ具体的に書き記してください。洋画

を字幕なしで楽しめるようになりたいとか、通訳ができるようになりたい、英語コールセンターの

エージェントとして世界各国からかかってくる英語の電話で業務上の質問に答えられるようにな

りたいなど何でも構いません。 

 

２、目的 

 最終的な目標に至るまでの通過点として今当面実現したいと考えている目的を明確にしましょ

う。いくつあっても構いません。これもできるだけ具体的に書き記してください。 

 

３、意義 

 英語学習を通じて付随的にもたらされるメリットにはどんなものがあるでしょうか。思いつく限

り何でも書いてください。 

 

 英語学習における「目標、目的、意義」を自分なりに明確にすることで動機を強化し、今自分が

どこに向かっているのかを自覚しましょう。これらが明確になればなるほど、今後の本書の内容が

自分の目指すものの実現にいかに直結しているかを納得していただけることと思います。 
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★ローマ字について 

 

 ローマ字は「日本語表記法の１つ」です。日本語はその表記法として「漢字、ひらがな、カタカ

ナ、ローマ字」の 4 種類を持っており、西洋のアルファベットを用いていてもローマ字はあくまで

も日本語だということを誤解しないでください。 

 もともとローマ字はポルトガルの宣教師がポルトガル語に準じた表記方法として発明したのが

最初で、その後様々な変遷を経て、現在では大きく分けて「ヘボン式」と「訓令式」の２つの様式

になっています。 

 詳細については Wikipedia などの資料を参照していただくこととしますが、ここでは英語学習

者にとっての予備知識として大切なポイントに絞って何点かお話します。 

 

 ローマ字はあくまでも日本語表記の１つなのですが日本人は案外ローマ字を知りません。これは

ある意味当然のことであり、パスポートの氏名など特定の用途以外には日常的にローマ字を使う人

はほとんどいません。基本的にローマ字というのは「外国人が日本語の予備知識を持たないままで

きるだけ日本語の発音の『近似値』的な音が出せるための工夫」に過ぎないというのが実際のとこ

ろでしょう。ですから漢字、ひらがな、カタカナという一般的な日本語表記で通常は十分なわけで

すからあえてローマ字を深く学ぶという必要性もほとんどありません。 

 しかしローマ字に関しての誤解や思い違いがあちこちで見受けられ、特に英文に混じって日本語

の人名や地名を織り交ぜて表記しようとする場合、最低限のローマ字の知識は必要です。 

 

 本来日本人にとってはローマ字など一切なくても日本語は表記できます。ですからローマ字の必

要性はあくまでも非日本人（特にローマアルファベットの読める人）が日本の人名や地名を読める

ための補助という用途が大きいでしょう。そういう用途としてはヘボン式が主に用いられます。パ

スポートの申請では外務省が用意したヘボン式ローマ字の書き方に従わなければならないという

規則があり、個人的な好みや思い違いで勝手なスペルを用いることが認められていません。 

 例外として、国際結婚などで外国にも出生届が出ている人の氏名については現地の届けを添付し

て「非ヘボン式」での表記の許可を得ることになっています。 

 

 よく問題になるのが「長音」であり、「ゆうた」を Yuta とするべきか Yuuta と書くべきか、「た

ろう」を Taro,Tarou, Taroh のいずれとすべきかなどです。パスポート用のヘボン式ローマ字で

は「Yuta」と「Taro/Taroh」のみが認められており、Yuuta や Tarou は許可されません。「お」の

長音のみ H を添える特例がありますが、これも場合によっては混乱のもとです。たとえば Ohi と

いう書き方は「Oh-i」として「おうい（王位）」の意味なのか「O-hi」で「おうひ（王妃）」なのか

の区別がつきません。 

 

 外国人に自分の名前を正しく発音してもらおうとしても、その人がどこの国の出身者かによって

も簡単にはいきません。フランス語には「ちゃ、ちゅ、ちょ」や「は行」の音がないため、 Michiko

（みちこ）さんはどうしても「みしこ」としか読んでもらえませんし、 Hashimoto（はしもと）さ

んは「あしもと」になってしまいます。 

 

 たとえ英語話者にターゲットをしぼっても、日本語にしかない音はどう表記の工夫をしても正確

な日本語の発音を再現できません。（これは逆にいって英単語をカタカナでは決して正しい発音を

表せないことと同じです。）つまりローマ字で書きさえすれば自動的に英語話者に正しい日本語の

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E5%AD%97
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発音を伝えられるものではないということは知っておきましょう。「簡易（かんい）」を kani と書

けば「蟹（かに）」とまったく同じになり、英語話者には「かんい」という発音がそもそもできま

せん。後に母音が続く日本語特有の「ん」はどうしてもナ行音になってしまいます。たとえ表記で

「kan-i」や「kan’i」としても「n」の音が日本語の「ん」ではないからです。これについては発

音の巻の中で英語の「n 音」の練習として詳しく述べます。 

 

  さらにパソコンの文書入力で用いられている「ローマ字式」入力のスペルは「ローマ字に準拠」

してはいますが、ローマ字そのものではありません。ですからローマ字入力でタイピングした結果

正しい日本語が出てきたからといって、それが「正しいローマ字の書き方」とは限らないことにも

注意してください。 

 ローマ字入力では「ん」を「nn」とタイピングしたり、小さな「っ」の出し方も色々可能だった

り（例：LTU/XTU→っ）しますが、それらの特殊入力法のスペルは本来のローマ字とは違うもので

す。「講師（こうし）」はヘボン式ローマ字では「koshi」であり、「こう」の長母音は「o」だけで

す。これを「koushi」とタイプしないと「こうし」のひらがなにはなりませんが、「koushi」は「ko-ushi」

つまり「子牛」のように「u」をはっきり「う」と発音する場合のスペルなのです。 

 

 ローマ字は英語そのものではありませんので、詳細については本書で解説しませんが、自分の名

前の正しい表記方法など Wikipedia その他の資料によって是非一度は確認しておくことにしまし

ょう。 

 

★機械翻訳について 

 

 インターネットでは各種辞書の他、web 翻訳というサービスもあり、単語単位だけでなく文章ま

るごとを各種外国語同士あるいは日本語へと変換してくれて一見便利そうにも見えます。実際利用

者は大変多いようで、質疑掲示板で英和や和英の質問が出ると決まってそういう web翻訳の結果を

丸投げして回答する者がいたり、便利だからと使用を勧める投稿があります。 

 

 しかし結論から先にいいますと現在のところ、使用に耐える web 翻訳はまだ存在しません。それ
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が文法構造の近い西洋言語同士の変換などではまだ利用価値が高いようなのですが、構造的に非常

にかけ離れた日本語と英語では、和英、英和のいずれに用いてもまったく意味を成さない結果を返

してくることが珍しくありません。オンラインの辞書などを使って単語の意味を調べつつ、文法的

な解釈は人間によって行うのであれば「調べてみた」ともいえますが、機械翻訳にかけてみること

を指して「調べた」とは言えません。まして意味を成さない和訳や英訳の結果を検証もせず、自分

なりの修正を加えてみることさえしないとすると、そういう機械翻訳に頼ることは多くの弊害と危

険性をはらんでいます。尐なくとも英語学習者として実技の向上を目指す方は使用を控えることを

強くお勧めします。 

 

 機械翻訳もいまだ開発途上であり、今後さらに開発が進めばもっと使いやすいものになってくる

ことは間違いありません。しかし、無料で使える web アプリケーションとしてどこまで高機能を期

待できるかは疑問です。 

 最近の web 翻訳に限らず、ずっと以前から大変高価なソフトとして自動翻訳システムは存在しま

した。そしてそういうソフトを利用していたのは「英語の分かる人」たちだったのです。自分でも

辞書を引いて英文の解釈ができたり、日本語から英語への翻訳もできるような人たちがなぜさらに

そういう機械翻訳を使用したのかと言いますと、たとえば医学や工業など特定の専門分野の書籍の

翻訳などで、専門用語の訳語を文書全体を通して一定化させたり、文体の統一を図るなどの主に「編

集目的」として活用されました。そういうソフトを適切に使うためには、利用者側にも多くの知識

や技術が要求され、英文であれば「コンマやピリオドなどのあとには必ずスペースを入れる」など

の適切な句読点の使い方を守ったり、大文字・小文字を厳密に使い分けるなど様々な約束事を守る

必要があります。これは web翻訳でも同様であり、コンマやピリオドのあとにスペースを入れると

いう正書法を守らないで書かれた英文はプログラム側が正しく解析できません。 

 たとえば「I woke up.It was cloudy.」という文でさえピリオドのあとにスペースを入れずに翻

訳させてみると「私は up.It は曇っていた目が覚めた。」という意味不明な結果を返してきます。

これはピリオドのあとにスペースがないことで「up.It」を 1語として認識した結果です。 

 

 このように文章を書く上での決まりごとを正しく守っていないとそれだけで意味不明な翻訳結

果となってしまいます。また日本語は前後関係から明白なときは主語を示さないのが普通ですが、

主語のない日本文を英訳すると、文脈判断ということができないため、これも信頼性に著しく欠け

る結果となります。 

 英語そのものをよく理解している人であれば、原文と照らし合わせて誤訳箇所を手作業で修正で

きます。製品版の自動翻訳システムは利用者がそのような手作業で誤訳の修正や不自然な言い回し

の訂正などを行いながらプログラムに学習させながら使用したのです。多義語が含まれている文章

などでは単語をクリックして表示される多くの意味から適切なものを選ぶなどもしながら、徐々に

その文書の翻訳結果の精度を上げ、最後にまるごと人間の手で自然な言葉に書き直すという手順を

踏みました。 

 1 冊の書物など作業量が多くて、様々な用語を常に一定の訳語で統一しなければならないなど、

出版上の制約の中で作業する上では便利なところも事実あるのです。ソフト自体が何十万円もする

高価なものであり、それを業務として常用する人でなければ手の出るものではありません。そうい

うソフトの「ごく簡単な機能だけ」を無料で公開しているのが、web 翻訳です。 
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 web 翻訳も進歩してきており、中には「です・ます

体」と「だ・である体」から翻訳結果の文体を選べた

り、結果としても１つだけでなく数種類の翻訳例を提

示してくれたりするものさえあります。また入力され

た文章に近い表現を含む他の例文をインターネット

上の例文集から検索して参考として示してくれるな

ど、機械翻訳の不正確さや不十分さを補う工夫がなさ

れるようになってきましたので、ひところの「おおみ

そか」を「Oh is that miso?」と返してきたようなひ

どい状況ではもうないようです。 

 

 それでも web 翻訳は、内部アルゴリズム（プログラ

ムの仕組）そのものがどこまで行っても不完全さから

脱却できるものではありません。どうしても使いたい

場合は、「うまく翻訳されやすい文章」というものを

入力する必要があり、そういうコツが分かる人というのはそもそも機械翻訳に頼らなくても自力で

自然な翻訳ができる力を持っているものです。機械が人間の思考をシミュレートして自然な言語を

生み出すだけの能力は今後もまだまだ期待はできないように思えます。尐なくとも人間でなければ

できないタイプの翻訳は多くあり、今後どこまで機械翻訳が進歩しても職業翻訳家が失業する心配

はなさそうです。 

 

 なお web翻訳以外にも、文法チェッカーというものもあり、こちらは入力した英文が文法的に適

切かだけをチェックしてくれます。これも試してみましたが、自動翻訳ほどではないにせよ、まだ

多くの改善すべき点が残されているようです。明らかに間違った英文を正しいと判断してきたとい

う実例報告もちらほら聞きます。 

 

 ワープロなどの付属機能としてあるスペルチェッカー。これは是非利用してください。英単語と

して存在しないスペルをタイピングするとその単語が赤くなって確認を求めてきたり、多尐の文法

チェックもしてくれます。英単語として辞書になくても日本人の

人名など「それで正しい」というスペルを勝手に修正したりはし

ませんので、最低限のうっかりミススペリングを防止する目的と

しては大変価値が高いでしょう。ビジネスメールなどでは送信す

る前に一度スペルチェッカーをかけるのが普通です。 

 

★世界の様々な英語 

 

 学校では英語といえばアメリカ英語とイギリス英語があると

習うと思いますが、それら２つの英語だけがすべてではありませ

ん。英語を（事実上を含めて）公用語とする国はアメリカ、イギ

リスのほかカナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどがあ

りますし、英語を第 2公用語としていたりして通用度の高い国と
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しては、インド、シンガポール、フィリピン、その他多くがあります。 

 

 世界のどこでも通じる標準的な英語としては確かにイギリスまたはアメリカのいずれかになる

と思いますが、同じアメリカ国内でも地域差があり、アメリカ標準とされているのは中西部の英語

だそうです。初学者にとってアメリカの西側と東側の英語の区別もつきませんし、その必要もあり

ません。またイギリス英語とアメリカ英語ではスペルも尐し違うことがある他、文法的な傾向性に

も多尐の違いが認められます。しかし互いに問題なく通じ合える範囲内であり、どちらの英語でな

ければならないということはまったくありません。 

 

 

 英語人口の比率としては英語を話す全人口のうち 3分の 2をアメリカ英語が占めるとされていま

すが、もし将来イギリスに移住する計画があるのであれば自分の生活環境に合わせた英語を習得す

ればよいでしょう。それでもアメリカ英語を習得した人がイギリスで苦労するわけではありません。

日本国内でも他県に移り住んでいつの間にか地元の訛りが自分に移ったりしますよね。 

 

 学校では世界のどこの国の人を相手にしても無難に通じるという観点からアメリカやイギリス

の英語を標準として教えます。しかし、それだけが「正しい」と思い込んでいると様々な国の英語

に接する中で驚くような体験もすることになるでしょう。学校なら間違いとされる英語が実はある

国では正しかったりさえするのですから。 

 

 和製英語とされる「エアコン」や「ボールペン」はフィリピンではそのまま通じます。 

air-con、  

ball-pen 

と日本語とまるで同じ表現が普通に使われています。フィリピン独自の傾向としてはトイレのこと

を CR(Comfort Room の略）と呼びます（restroom などももちろん通じます）が、CR は他国で

は理解してもらえません。また冷蔵庫（refrigerator)をアメリカなら fridge と略すところを「ref」

という独自の短縮形を用いたりもします。 

 

 「フィリピン標準英語」と呼ばれるものは教養ある人々によって用いられる、アメリカ英語とほ

ぼ同じ言語であり、発音も明瞭で大変美しいものです。最近では、遠いアメリカやイギリスに行く

代わりに時差も尐なく、物価も安いフィリピンに英語留学する人も増えています。フィリピン人は

「英語ネイティブ」ではありませんので、語学学校から一歩外に出ると英語以上に現地語が使われ

ていて、英語を母国語とする国ほどには日常生活からも英語が吸収できるとはいえませんが、それ

でも英語の映画には字幕がなく（必要ないのです）、町中に英語の看板が溢れていますので、日本

国内とはまったく違う雰囲気に浸れるでしょう。なお、マニラ首都圏一般庶民の間では現地語のタ

ガログ語と英語が混在した「タグリッシュ（Taglish）」というユニークな言葉が用いられています。

これは日本語に外来語が混じるようなものではなく、文章丸ごと英語に突然切り替わったかと思え

ばまた突然タガログ語だけになったりするもので、言語学的には「code-switching language」と

いうのだそうです。Uncle を「アンケル」bicycle を「バイシケル」のように「-cle」語尾を[ -kl ]

ではなく[ -kel ]と読むのもマニラ方言の特徴です。 

 フィリピンはもともと現地語があり、そこにスペイン語の影響が強く働いたあとアメリカ軍の進

駐により英語が浸透しました。他の多くの国でも英語を第２公用語としている場合は同様の歴史が

あったりします。 
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 インドの英語もかなり独特です。 

 インド英語は「外国とのコミュニケーション」を目的とした教養のある人たちが話す英語と、そ

れとまったく別に「国内で方言が多すぎて互いに通じ合わないため、国内のコミュニケーションを

目的として独自に発達」したインド英語があります。前者の場合は、訛りは感じるものの慣れてし

まえばそれほどの違和感なく会話もできるのですが、後者は地方ごとにさらに強い特色があり、同

じ英語とは思えないほどの違いがあります。 

 

[タミル英語]  

Meester Bharma uaj bhomitting in the bharandah, Sir!  

=Mr. Verba was vomitting in the verandah, Sir! 

ヴァーマ氏はベランダで吐いていらっしゃいました。 

 

[ヒンディ英語]  

It ij terribull. Prejence is por in i-shcool.  

=It is terrible. Presence is poor in school. 

これはひどい。学校の出席率がとても低い。 

 

[パンジャビ英語]  

Go sutterait in the suttereet and ju bill find the house ju bant!  

=Go straight in this street and you will find the house you want! 

この通りをまっすぐ行けば探している家が見つかりますよ。 

 

（上記例は「英語の歴史（松浪有編/大修館書店）」から） 

 

 それではイギリス、アメリカならどこでも分かりやすいかといえばそうでもありません。日本で

も標準語は東京地方の言語を基礎としていながら、いわゆる江戸っ子の方言は「100円」が「しゃ

くえん」だったりするように、たとえばイギリスの首都であるロンドンの下町でも「コックニー英

語」と呼ばれる強い訛りがあります。 

 

 ロンドンに留学中の学生が「ビクトリア駅」への行き方をたずねたところ「オウ、ビットーリャ

スタイション、タイクブス、ヌンバーライト！」と言われて、それが「Oh, Victoria Station? Take 

the bus number eight.」だと分かるのに時間がかかったというエピソードがあります。 

 

 また映画「マイフェアレディ」では言語学者のヒギンズ教授がロンドンの下町娘のイライザの強

い訛りをを矯正するシーンがあり大変面白いでしょう。 

 

 他にもオーストラリア、ニュージーランド、カナダなど英語を主に用いている国でもそれぞれの

特色ある訛りがあります。どの国でもその国の中ではそれが「標準」なのですから誰も自分が訛っ

ているとは思っていないわけです。 

 

 このように世界には様々な特色ある英語が多く存在します。英語を公用語とする国だけでなく、

英語を外国語として学びながら用いている人々を含めれば、こちらが期待するような文法的に正し
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い英語ばかりを使ってくれるとは限りません。しかし、多くの人にとっては、英語を母国語とする

人とのコミュニケーションに英語が必要になる場面よりも、そうではなく、英語以外の言語を母国

語としながら、私たちとの共通言語が英語しかない人たちと意思の疎通を交わさなければならない

場面の方が多いかも知れません。そういう機会が多くあることもまた英語が世界的に多くの人に学

ばれ、用いられている証拠でもあります。 

 

 私たちは英語学習者として、どこの国の人にも通じる世界標準としての英語を身につけるように

心がけるべきですが、様々な癖のある英語を使う人たちともコミュニケーションが取れる柔軟性も

備えたいものです。尐なくともアメリカ英語やイギリス英語以外の英語を話す人たちを見下すよう

な姿勢を持ってはなりません。自分がこれまで知らなかった英語もまたあるのだという現実を受け

入れていくことも重要なのです。 
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第 1巻の最後に 

 

 いかがでしょうか。いよいよ英語を本格的に基礎から徹底的に学ぶ気構えが 

できあがったでしょうか。これまで英語について伸び悩みを感じていた方は、 

英語の学び方から根本的に見直す気持ちになっていただけましたでしょうか。 

あるいは英語を教える立場にある方は、英語指導の方針について気持ちを新 

たに考え直してみようと思っていただけましたでしょうか。 

 

 この第 1 巻では英語学習全般についての総論をお話しました。まだ何も個 

別の内容には入っていません。 

 この先、第 2巻では発音の基本について多くの練習課題を通じて学びます。 

単に英語の発音記号の読み方を解説するだけではなく、単語やフレーズ、 

文章といった長い単位についても適切な読み方を意味に応じてできるように 

なることを目指し、多くのビデオ教材も提供します。 

 第 3巻では文法を中心に英語的なものの考え方、感じ方を身につけるため 

の訓練指針を詳細に示します。人為的ルールの羅列ではなく、生きた言葉の 

裏側にある英語話者の心理をさぐり、自分自身の言葉として英語が口をつく 

ため、あらゆる文法事項について「なぜ」を考えます。 

 さらに英語の語源を中心にして英語話者と同様のイメージを英単語から感じ 

取りつつ、極めて効率的に膨大な数の英単語を短期間に習得する秘訣を伝授 

します。 

 その他英語学習の効率化に大きく寄与する英文タイピングの練習もあります。 

 

 どうか本書の一連のシリーズを通じて、生涯にわたる確固たる英語学習の 

方針を得てください。 

 

 著者 
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