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『大草原の小さな家』といえば，かなりの人が，お

てんばで明るい少女ローラの姿を思い浮かべるのでは

ないだろうか。だが，そのローラが実在の人物であ

り，『大草原の小さな家』を書いた作家であり，さら

にその物語は彼女の自伝的な物語であることまでは意

外に知られていないかもしれない。

2014年11月，アメリカの小さな地方学術出版社か

ら，ある１冊の本が出され，それはまたたく間にニュ

ーヨークタイムズのベストセラーとなった。その本の

著者はローラ・インガルス・ワイルダー。没後57年も

たって，初めて出版された本である。

ローラが書いた物語は『大草原の小さな家』など10

冊の「小さな家シリーズ」と呼ばれるもので，アメリ

カ児童文学の古典と目されるすばらしい作品だが，今

回新たに出版されたのは，ローラがそのシリーズを書

く前に書き記した覚え書き“Pioneer Girl”に，ロー

ラ研究家のパメラ・スミス・ヒルが詳しい解説・注釈

を加えた大著 Pioneer Girl : The Annotated Auto-

biographyである。

このほど幸運なことに，大修館書店からその訳書を

出すことになった。表紙絵には，湖のほとりで髪を風

になぶらせている，かわいいローラが描かれているの

で，絵本のように見えるかもしれないが，本を開け

ば，ローラの覚え書きに詳しい注がつき，写真やイラ

ストが入った，ローラ・ファン

が初めて味わう物語世界が広が

っているのだ。

では，それほど貴重な覚え書

きがなぜ今になって初めて出さ

れたのだろうか？ この本の解

説・注釈者パメラ・スミス・ヒ

ルの言葉を借りて説明しよう。「この覚え書きは，子

どもが大人へと成長するさまや経験を，大人の視点か

ら語った，大人のための年代記だったが，ワイルダー

（ローラ）はそれを子どものためのフィクションとし

て再創造したのである……娘レインは，ワイルダーを

子どものための物語作家として育て上げ，この覚え書

きの中に，子どもたちが好み，おもしろがる話が盛り

込まれているのを見抜いた。それが作家レインの功績

であり，母への贈り物だった」

母ワイルダーと娘レインは，覚え書きを下敷きに

し，協力して「小さな家シリーズ」を創りあげた。そ

の過程がつぶさに説明されていることも，本書の大き

な特色だ。注釈者ヒルはいう。「この覚え書きを本と

してこのたび出版するのは，ワイルダーの創造力がい

かに進化したかが，刮目に値するものだからである」

覚え書きで，五歳のローラは，姉メアリに，自分の

金髪のほうが，茶色のローラの髪よりきれいだといわ

れ，腹が立って思わずメアリの顔をたたいてしまっ

た。父にそれをとがめられ，ローラはしくしく泣くの

だが，物語の父はローラをやさしく抱きかかえ，いっ

た。「とうさんの毛は茶色だよ」この結末は fictionで

ある。ワイルダーが作家としてこのエピソードにこの

ようなすてきな結末を与える自由を得たのは，物語が

nonfictionではなく，fictionだからなのだ。

今年2017年は，ローラの生誕150周年。本書を多くの

ローラ・ファンに知っていただくための講演会はもと

より，来年2018年２月～３月に銀座・教文館のナルニ

ア国で開催される「『大草原のローラ物語：Pioneer
 

Girl』の世界」展を皮切りに，ローラ生誕150周年記

念展が各地で開かれる予定である。ご期待いただきた

い。 （たにぐち ゆみこ・翻訳家）
原著のカバー
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■くり返し，引いて，読んでほしい

今は紙の辞書と電子媒体の辞書が利用できる時

代。私の若い頃はもちろん紙辞書のみ。初めて手

にした時の感触，紙のにおい，やる気が湧いたこ

とを思い出します。

この頃は，はじめから電子媒体の辞書を使う生

徒も多いと聞きます。しかし，まずは紙辞書から

始めてほしいものです。紙の辞書には，ページが

一覧できる良さがあり，下線を引き，余白に書き

込み，付箋をつけるなど学びの跡が記録でき，身

につくことが実感されます。電子媒体辞書はある

レベルに達してから使えば一層習得がすすむでし

ょう。

この辞書で，辞書の引き方と引いて学ぶ楽しさ

をぜひ生徒にお伝えください。ページが反りかえ

るほど読み込む生徒が現われることを願っており

ます。

■改訂のねらい

改訂の主なねらいは次の５点です。

１．収録語彙と語の重要度表示の見直し

２．語のイメージをつかみやすくするための工夫

３．語義区分の見直し・用例の刷新

４．見やすい紙面

５．充実した関連情報と巻末付録

■「英語学習の旅」のガイドブック

学習用辞書には必要な語彙とその情報（つづ

り，発音，語形変化，品詞，語義，文法的特徴，用

例など）が過不足なくわかりやすく記述されてい

ることが求められます。

そこで，収録語彙を全面的に見直し，現在の英

語を正しく反映するようにアップデートしまし

た。併せて語の重要度表示を初版の３段階から５

段階に変更して習得レベルを明確にしました（詳

しくは関山健治（pp.6-7）参照）。

「見やすい」レイアウトで，「わかりやすく」

書かれていることが親しみをおぼえる上で大切で

す。重要語，重要語義や品詞記号，語義番号，カ

タカナ表記の第１アクセントなどに太字，色文字

を用い，随所にコラムを配置して，格段に見やす

い紙面になりました。

■入門期の辞書指導

「英語学習の旅」のガイド役として，辞書の使

い方と早く引くコツがわかる「英語の入口」を設

けました。まずここを生徒とお読みください。使

い方がわかれば，生徒は使う習慣も身について，

効果的に楽しく学習できるでしょう。

■語のイメージをつかむ

意味のわからない単語に出会うと見出しのすぐ

近くに挙げられた第１語義しか確認せず，文の意

味がとれなくなる生徒がみられます。

特に複数の重要語義や品詞がある重要語につい

ては「ベーシック単語カード」という欄を設けま

した。最初にここを確認することで，単語が１つ

の訳語だけでなく，様々な意味と使い方を持つも

のであることを確認できるでしょう。

また，前置詞，動詞などに基本的な意味がイメ
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ージできるイラストを添えました（これらに関し

ては畠山利一（pp.4-5）参照）。

■一歩踏み込んで

意味のよく似た語や表現に出会うと，その違い

や使い方をもっと知りたいという気になるもので

す。授業を先に進めたい思いを抑えて生徒と一緒

に辞書で確かめることがあるかと思います。その

ようなときに活かせるコラムとして，【似た語】

【使い方】（下図①），【使い分け】（同②），【ここに

注目 】（本誌p.13）などを随所に設けています。

■関連情報，文化背景を知る楽しさ

語の文化背景，日英語のずれなど，語に関する

いろいろなことがらを知ることで，外国語学習が

単に言葉を学ぶ以上の異文化理解にもつながるで

しょう。【文化】（下図③④），【表現】（同⑤），【関

連】（同⑥），【事情】（同⑦）などのコラムで扱っ

ています。

また，語の関連性を気づかせるコラムとして

【Quiz!】（本誌p.9），【なるほど単語情報】（下図

⑧），【一緒に覚えよう 】（本誌p.12）なども掲

載しています。

■発信に役立つ情報

用例は，やさしい語と構文で具体的にイメージ

できるもの，また生徒の生活に身近な話題を取り

入れました。実際に使える短い対話例を数多く挙

げました。巻末付録「和英小辞典」を発信の補助

ツールとしてご活用ください（p.10参照）。

このようにさまざまの工夫，情報が満載の『ベ

ーシックジーニアス英和辞典』は，生徒の興味と

学習意欲を大いに刺激するものと確信していま

す。（はらかわ ひろよし・元平安女学院大学短期大学部教授)
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■はじめに

辞書は学力に合ったものを使わないと十分に役

に立ちません。このたび改訂された『ベーシック

ジーニアス英和辞典 第２版』（BG2）は中学上級

から高校初級の学習者を想定して編集されていま

す。より上のレベルの学習者を対象とする『ジー

ニアス英和辞典 第５版』（G5）とは多くの点で

異なっています。

BG2は，より見やすく，使いやすい辞書になる

ようさまざまな工夫をこらしています。G5と比

較しながらBG2の特色を見ていきましょう。

■語義をまとめる

辞書には語義を大きくまとめるタイプと細かく

区分するタイプがあります。BG2は大きくまとめ

ています。この辞書では語義を細分するよりは大

きく意味をとらえることが重要だとの考えにより

ます。例えばaccurateではG5は４つの語義があ

ります。

１ 情報・計算などが>正確な，間違いのない．

２ 数字などが>正確な．

３ 機器が>精密な．

４ 武器・射手が>標的をとらえる，正確な．

BG2ではこれを１つにまとめています。

正確な，間違いのない； 計器などが>精密な．

ここで大事なことは，語義数は少なくなっても

内容は大きく減少していないことです。語義数が

減って中身もやせてしまってはいけません。語義

のコア部分を保持しながら，細かな違いにこだわ

らず，大きく語のイメージをとらえることができ

るでしょう。

■イラストによる解説

語義をイラスト化すると印象に残りやすい。

BG2の特色の１つは基本語の図版が多いことで

す。例えばBG2の breakでは「break a window

窓ガラスを割る」，「She broke her leg when she
 

was skiing. 彼女はスキー中に脚を骨折した」と

いう用例に下のようなイラストを付けています。

breakが日本語の「割る」の意味にも「折る」の

意味にもなることが一目で分かります。

単に語義を図で示すだけではなく，できるだけ

語の全体の意味をつかめる基本義を図版化するよ

う心掛けました。また日常の身近な場面を設定し

て，すぐ使える表現をイメージごと覚えられるよ

うにしています。

acrossでは用例に次のイラストを付けました。

・go across the road道路を横断する．
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・Susie lives across the street from Tom.スージー

はトムの家と通りをはさんで向こう側に住んでいる．

この２つのイラストを見ることによって「…を

横切って」と「…の向こう側に」の意味が理解し

やすくなるでしょう。

■ベーシック単語カード

BG2は重要語に「ベーシック単語カード」を置

いています。下はchangeにあるものです。

生徒にこのベーシック単語カードを確認させる

ことで，１つの単語がいくつかの意味を持ってい

る場合も多いこと，さらに用例でよく使う表現に

も触れさせることで単語の広がりを認識させるこ

とができるのではないでしょうか。

まず重要な意味のまとめを見ることによって

changeの主要な意味がわかり，動詞だけではな

く名詞もあること，動詞と名詞の意味が相互に関

連していることがわかります。またG5と異なっ

て として用例がついています。短

くて分かりやすい英語による見出し語の使い方で

す。上の語義に対応していて，初めの２つは他動

詞（…を変える），次の用例は自動詞（変わる），

最後は名詞（つり銭）です。この部分を読むだけ

で語の全体像がつかめることがねらいです。

語全体のイメージを把握すると個々の語義も理

解しやすくなります。また実際の英文で意味がわ

からなくても，意味を推測するのにも役立つでし

ょう。これは語彙習得の重要なポイントです。是

非活用していただきたいと思います。

■ベーシックな語法解説

BG2では語法を として解説しています

が，G5にはない基本的なことも取り上げていま

す。次は some⃞形「①いくらかの」の例です。

⑴この意味では数えられる名詞（▢Ｃ）の複数形ま

たは数えられない名詞（▢Ｕ）の前につける：

・some books［× book］何冊かの本．

・some bread いくらかのパン．

⑵ someは肯定文で使い，疑問文・否定文・if

［whether］節では anyを使うのがふつう：…

G5では［肯定文で；～＋▢Ｃ名詞複数形；～＋

▢Ｕ名詞］と短く注記されているだけですが，BG2

の利用者には詳しい説明が必要だとの思いで，用

例を付けてコラムとしたものです。

■おわりに

ある大学生にHe is particular about  his
 

clothes.（彼は衣服にうるさい）という文のpartic-

ularの意味を問うたところ，「ラテン語」と答え

ました。よく聞いてみると電子辞書で『ジーニア

ス英和大辞典』のparticularの項を開け，最初

の行にある語源欄の「ラテン語particularis（小

部分の）」の部分を語義であると読み誤っていま

した。辞書は使い慣れることが肝心です。初級者

はまずはBG2をよく使いこんで，求める情報を

素早く引き出すことができるよう検索技術を養

い，学力がついた時に，上級の辞書に切り替える

ことが望ましいでしょう。

（はたけやま としかず・大阪国際大学名誉教授)
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■ はじめに

『ベーシックジーニアス英和辞典』（BG）など

の初級学習者向け英和辞典に対して，数字だけを

見て，「収録語数が少ないから大学受験には対応

できない」という先入観を持つ者も多い。今回の

改訂で，筆者は，収録語や重要度ランクの見直し

を中心に担当したが，初学者向け辞典という立場

をふまえつつも，英語が苦手な高校生を中心に，

中学上級生から英語学習を「再起動」させようと

思っている社会人までの幅広い層の英語学習者

が，ふだんの英語学習において必要十分な規模の

語彙を収録した辞書でありたいと考えた。

■ 収録語彙の選定

筆者が運用している語彙表データベースをもと

に，初版の収録語を一から見直し，必要に応じて

大小様々なコーパスデータを参照しながら，次の

３点を軸にして語彙の選定を行った。

Ａ：日常生活語彙の増強

国内外のpicture dictionaryや児童英語教育向

けの語彙表，小学生向け英語辞典の収録語などを

もとにした語彙表データベースを独自に作成し，

英語圏の子供は誰でも知っているのに，日本の英

語学習者にはなじみの薄い語を追加収録した。こ

れにより，ふだんの英語学習だけでなく，英語圏

へのホームステイや英語の絵本を読む際など，よ

り実践的な場面でもBGを活用していただきた

い。

★新規収録語の例：stuffed animal,unicycle,arts
 

and crafts,green pepper,back-to-schoolなど

Ｂ：高校の定期試験や大学入試で必要な語の増強

高校生の日常学習や入試への対応は，学習英和

辞典の基本である。「BGは易しめの辞書だから，

やっぱり載っていないのか」と思われないよう，

現行の教科書や入試問題コーパスを用いて，検定

教科書やセンター試験を中心とした最新の大学入

試問題，受験用単語集を精査し，収録語の見直し

を行った。とくに，「ベーシック単語ボード」（本誌

p.8参照）でとりあげる表現は，高校の教科書で

多く扱われているものを選んでおり，日常的な英

語学習ですぐに役立つ辞書であることが実感でき

るだろう。また，従来は専門的な語とされていた

が，最近の大学入試で出現頻度の高い時事的な語

や，理系学部の入試で見られる基礎的な科学英語

を新たに立項した。大学入試制度改革を見通し，外

部試験にも対応していることは言うまでもない。

これらの見直しにより，センター試験や英検準２

級，２級の語彙問題や長文に出現する語（一部の

固有名詞を除く）は，99％以上がBGに収録され

るようになり，大学受験や資格試験対策としても

安心してBGを使っていただけると言えよう。

★新規収録語の例：cognitive,empirical,placebo,

embryonic,euthanasia,cardiovascularなど

Ｃ：大学生や社会人の英語学習向け語彙の拡充

今回の改訂では，従来の初級英和辞典では手薄
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になっていた大学の必修英語レベルの語や抽象語

にも目を向け，英検準１級以上やTOEIC，

TOEFLといった上級レベルの資格試験にも対応

できることをめざした。闇雲に難語を載せるので

はなく，G5のような上級英和辞典への橋渡しと

して，資格試験の上位級で頻繁に出題されるフォ

ーマルな語や，CLIL（Content  and Language
 

Integrated Learning）で必要となる基本的な学術

語彙も積極的に収録した。

★新規収録語の例：agenda, cohort, paradigm,

parameter,penchant,debacle,esotericなど

■ 重要度ランク表示の細分化と見直し

BG2では，ランク表示を初版の３段階（星２

つ・１つ，無印）から５段階（星４つ～１つ，無

印）に変更し，語彙表データベースや各種コーパ

スをもとにして，とくに初版で無印であった語を

中心に，ランクを細分化した。これにより，学年

やレベルに応じて，「自分にとってすぐに覚える

必要がある語かどうか」を今まで以上にはっきり

示すことができるようになった。それぞれのラン

クの詳細は以下の通りである。

⑴ ：小・中学校レベルの語（約1200語）

英検５級～３級レベルの語で，中学校の検定教

科書に出てくるような語である。高校入試で必要

な語と考えてよいが，日常生活語彙など，中学校の

英語教育であまり扱われなくても，英語圏では誰

もが知っている語も多く含まれているので，児童

英語教育に携わる先生方にも有用な語と言える。

⑵ ：高校教科書レベル（約1600語）

英検３級～準２級レベルの語で，英語圏での日

常生活語彙の一部も含まれる。卒業後の進路を問

わず，すべての高校生が卒業までに身につけてお

きたいレベルの語である。

⑶ ：標準的な大学入試レベル（約1400語）

英検準２級～２級レベルの語で，センター試験

をはじめとした一般的な大学入試に余裕を持って

対応できる語である。一般入試で大学進学をめざ

す高校生は，専攻を問わず，卒業までにこのレベ

ルの語までは習得しておきたい。

⑷ ：難関入試，大学教養レベル（約2100語）

英検２級～準１級レベルの語で，難関大学の入

試に対応できる語である。

なお，辞書のランク表示は，入試での出題頻度

のみをもとにしたものでも，「生の英語」での頻

度順位を忠実に示したものでもないということを

強調しておきたい。従来の辞書で軽視されがちで

あった日常生活語彙に目を配るという観点から，

入試にはあまり出なくても，英語の絵本によく出

るような身近な語（giraffe,pencil,eraserなど）に

は上位のランクをつけている。一方で，日本人英

語学習者が積極的に使うべきではない俗語，卑語

や，特定の分野に偏って出現する語などは，頻度

に関係なく低いランクとなっている。データベー

スやコーパスに依存することなく，日本人の英語

学習者が使う辞書という観点から，筆者を含め，

複数の校閲者，編集者がすべての語のランクをチ

ェックしていることは言うまでもない。

おわりに

BGは，初版の頃から「ベーシック」であると

同時に，「フレンドリー」な辞書であることをモ

ットーとしてきた。本稿でふれる余裕はなかった

が，今回の改訂では単に収録語数を増やすのでな

く，日本人英語学習者が目にすることが少ないと

思われる古風な語や使用域の限られる語を中心

に，大幅な見直しを行った。これにより，英語の

基本を学ぶ上で本当に必要な情報に今まで以上に

スペースを割くことが可能となり，よりuser-

friendlyな辞書となったと言えよう。

（せきやま けんじ・中部大学准教授)
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■はじめに

私が現場で日ごろ接している生徒は紙の辞書が

苦手です。「辞書って何か難しそうで，取っつき

づらい」という具合に。そこでスマホを常時携行

している生徒たちにも手に取ってもらえて，中を

のぞいてもらえるよう，多くの工夫を盛り込みま

した。英語の持つ面白さ，不思議さを特に初級学

習者にわかりやすく感じ取ってもらえるように，

『ベーシックジーニアス英和辞典』は，よりアクセ

スしやすい第２版（BG2）に思い切って変身しま

した。以下に具体例で紹介させていただきます。

■最重要語（＊４つ）にイラスト付き特設ページ

「ベーシック単語ボード」

見出し語の入り口での

「ツカミ」の機能を担いま

す。大まかに，その語の大

事な特徴をまず摑んでもら

えるはずです。最初にイラ

スト入りの「重要な意味」，

続いて「他の重要な意味」，

最後に頻度の高い「よく使

う表現」という構成です。

詳細は内容見本等をご参照

願います。

■間違えやすい語には「ここに注目 」コラム

生徒は日本語訳１つを英単語にくっつけて記憶

しています。その訳語が似通っていると英語の方

が混乱してきます。たとえば「ほとんど」で記憶

されるalmost，mostなどです。以下はalmost

の項でのコラム「ここに注目 」の記述です。

注意 「ほとんど」はいつも almost？

「ほとんど」を英語で表すときには注意しましょ

う．「ほとんどの子供」のように数や量について

「ほとんど」という場合は，most childrenのよ

うにmostを使うか，almost all (the) chil-

dren（ほとんど全ての子供）のようにallの前

に almostをつけて使います．

×Almost children like curry and rice.

○Almost all children like curry and rice.

ほとんどの子供はカレーライスが好きだ．

○Most children like curry and rice.

(訳は上と同じ）

従来の非文情報（×だけ）をBG2用に○×でさ

らにわかりやすくしました。このような記述に接

することで，生徒はその語の弁別的特徴を自力で

とらえられるようになります。ご指導していただ

く各先生方が，ご自身で「発見」していただき，

その項目に，たとえば付箋を貼っていただく。そ

して「ほら，ここを読んでご覧」と困っている生

徒を「気づき」へと導いていただけます。そして

結果として「実戦」での応用も見込めます。以下

はセンター試験の問題（2010年追試）です。正解

は②です。

our company employees have started to
 

use public transportation because of the
 

increasing price of gasoline.
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初級学習者へ寄り添える
英和辞典を目指して

『ベーシックジーニアス英和辞典 第２版』刊行

イラスト：中畝弘子
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① Almost ② Almost all of ③Most

④ Most of the

■イラストを駆使した「使い分け」

「あっ，そうか，わかった 」は大事です。短

めの解説と説得力あるイラストのコラボで生徒に

直感的な「ワカル感」を提供しています。back

項，draw項から以下にご紹介します。

■身近な語を「ピクチャー・ディクショナリー」

でゲット

『ジーニアス英和辞典 第５版』でもご好評を

いただいた，「ピクチャー・ディクショナリー」

をより分かりやすく，巻頭にカラーで29ページ分

付けました（「ピクチャー・ディクショナリー」の

詳細は，15ページの記事をご覧ください）。

■辞書内の情報リンクで，なるほどね

以下で左にあがっているのはput項の句動詞

put「A on［on A］部分です。「使い方」に「→

wear 」とあります。右のイメージは

参照先の関連語wear項の部分です。セットで理

解した方がわかりやすいものは，このように情報

をリンクしやすくしてあります。ここでもイラス

トが理解を促進してくれます（また，「動詞＋副詞

辞」タイプの句動詞につきましては本体巻頭にあり

ます「この辞書の使い方」の「９ 成句・句動詞」

の項をご参照願います）。

■ちょっと一休み「Quiz!」

The more accessible,the more fun!というノ

リで以下のようなクイズも入れてみました。答え

は各ページの欄外にあります。

■まとめ

生徒に接していて一番感じることは「この子を

自立したactive learnerにしてあげたいな」とい

うことです。自分で課題を探し出し，直面する問

題を，工夫して自力で解決する生徒のことでしょ

うか。生徒がひとりぼっちで英語を自学する時の

相棒は，これまでも，そしてこれから先も英和辞

典です。彼らが「軽い扉」を気楽に押して入って

いける，学習者に寄り添う英和を，ここにお届け

いたします。

（なかうね しげる・埼玉県立本庄高等学校教諭)

G .C .D .英語通信No.6 0 (Oct.2 0 1 7 )
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高校生になると，英文を読むだけではなく，英

語で発信する機会も多くなり，授業だけでなく，

パソコンでメールをやり取りすることなどに楽し

みを見出す生徒もいるだろう。ずっとむかしの世

代が，海外のペンパルとの手紙のやり取りを楽し

んだように。

その英語を使う活動に必携の味方が和英辞典で

あることは間違いない。学校生活，クラブ活動，

日本の事象や風物を英語では何といえばよいか，

そのヒントになる英単語や慣用表現，簡単な用例

が載っているからである。『ベーシックジーニア

ス英和辞典 第２版』（BG2）にもごくごく小規模

ながら「和英小辞典」を付録とした理由である。

項目数およそ２万４千だから十分とはいえない

だろうが，とっさの検索にはなんとか役に立つよ

うに日本語見出しを厳選した。その実際の作業か

ら，いくつか基本的なことがらや具体例を挙げな

がら述べてみたい。

まず，「こうも言える」という，同義語をいく

つも並べることはできるだけ回避した。BG2利用

者は，１つの日本語に対して，こうも言える，あ

あも言える，この単語もある，と並べられても，

どれを選べばよいか迷ってしまうだろう。ただ

し，いたずらに削除するのではなく，生徒が迷う

ような語句に関しては，適切な選択制限を加え

た。

むかつく ［吐き気がする］feel sick，［腹が立

つ］get disgusted

あるいは，見出し語が多義語の場合は必要に応じ

て対応する語を選んだ。

引く ［引っ張る］pull；［数値を］take ...

off；subtract；［注意を］attract；［辞書

を］consult；［線・くじを］draw

さらに，多義語では選択制限を［ ］で示した。

走る run；［列車・バスが］run

情けない ［事 が］s h a m e f u l；［人 が］

ashamed

安い ［品物が］cheap, inexpensive；［値段

が］low

どろぼう ［人］robber；［行為］robbery

外食産業の進出がはなはだしく，つい最近も，

近所に回転ずしが開店したが，この「回転ずし」

は必要だろう。が，「外食産業」までは要らない

だろう。収録語を決定する際に，BG2を利用する

生徒に必要かどうかを判断する基準が難しい。

「宅急便で送る」や「代金着払い」はどうしよう

かなどと採択するかどうかの悩みは尽きない。

巻末の「和英小辞典」という形態では十分な紙

幅がとれないのも残念だった。例えば，「歯」に

は「歯を食いしばる」と「歯を磨く」の２つしか

載せられなかった。「歯」に関連する語として英

和本文で toothを見ると，「虫歯がある」，「歯を

抜く」，「歯が抜けた」もある。授業で和英辞典の

使い方に触れる機会があれば，和英辞典から英和

辞典へ戻り，英和辞典を和英辞典として活用す

る，そういう使い方も生徒に紹介していただき，

英語で考え，考えたことを英語で発信する，和

英・英和辞典の一歩進んだ生かし方にも触れてい

ただきたい。

（さとう さいじ・『ベーシックジーニアス英和辞典』編集委員，

元高校教師)
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英語で発信する手助けとなる
「和英小辞典」の活用
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第２版でも発音記号に不慣れな学習者のために

カタカナ表記を付した。カナ表記には賛否両論あ

るが，Mikeをミケと読んだり pseudoがまった

く読めないよりも，/マイク/，/スードウ/と声に出

せるほうがよいという考えである。

しかし，カナは日本語なので英語音を表現しき

れないのも事実である。日本語にない音は近いカ

ナで代用したり，日本語で区別のない音は同じカ

ナになったりする（æ/ / /＝ア，l/r＝ラ行，s/

＝サ行など）。また，b/v，z/dz， /d ，l/rを

ブ/ヴ，ズ/ヅ，ジュ/ヂ，ル/ウルなどと書き分け

てはいるが，英語音を知らなければ効果はない。

問題は解決しないが，できる範囲の近似値で表記

した。

注意点を抜粋すると，母音では，緊張母音（i，

u， ， ）は弱音節を除いて長音表記だが（father/

f ðr/ファーザ），“o”綴りの米音//（英音/ /）

は抑止母音相当で短いア（god/ d/ガド）。また，

二重母音は/tu/，/toU/の混同を避けるためにオゥ

など下付文字は使わずにオウ（toeトウvs. toト

ゥ）など。子音では，/ /は下付のングで（kingキ

ング），音節末の/m/はムだが（comeカム），唇音

が続くとン表記（trumpetトランペット）など。強

勢に関しては，第一強勢のみ太字で（Japaneseヂ

ャパニーズ），機能語は弱形（原則は太字なし）を

先に記している（forフォ，フォー）。また，子音

から母音へのリエゾンは語中のみで，ハイフン語

や分離複合語ではしていないが，/n/を閉じない

日本語の癖を防ぐため，/n/から母音は常にリエ

ゾンさせている（run-in ウラニン）。

初版との違いでは，わたりの//のア表記をや

め（serious初版スィアリアス→第２版スィリアスな

ど），フル母音での発音防止を意図した。

また，今回増えたのは音節末子音の下付表記

で，語中にも採用した（picnicピクニク）。子音後

の母音挿入を防ぐ意図だが，リエゾン的な表記が

減る代わりに形態素境界が見える利点もある

（black-eyed初版ブラカイド→新版ブラクアイド）。母

音挿入の恐れのない/n/（penペン），重ね字の//

（dishディシュ）は下付の例外にした。さらに，

音声的に音節末でも形態素境界を優先したり

（build-erビルダでなくビルダ），また発音上の観点

から下付にしていない（Cap-ri-cornキャプリ..で

なくpを止めずに rに繫げてキャプリコーン）など。

そもそも，音節末といっても音節区分は複数あ

る上，辞書も見出し語内の母音変種による区切変

化をたいてい割愛する。つづりや形態素境界，原

語彙，音連鎖などとの関係も見ると様々なケース

があり，あちらを立てればこちらが立たずにな

る。見出し語の境界に基づき，原則に妥当な例外

を許しながら，また発音記号との整合性のため多

くの妥協をしながらの作業となった。

いずれにしてもカナでは限界がある。economy

はイカノミかエカノミかと問われても，弱音節で

はどちらでもなく中間的というのが近いし，re-

playゥリープレイのゥリーは cabキャブのキャ

より実際は短い。endedはエンデドと書きたい

が，すると kissesはキセズでないといけない（悪

くはないが）。ましてや cottonをカッンー，

McDonald’sをメッダーノーヅとハジケルわけに

もいかない。やはり，カナはだいたい，である。

少しでも補助になれば幸いに思う。

（あおやぎ まきこ・獨協大学英語学科教授)

G .C .D .英語通信No.6 0 (Oct.2 0 1 7 )

カナで英語音は表現できないが…。

青柳真紀子
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■入門期用英和に語源欄？

英和辞典というものは，知らない単語の意味を

調べるために引くものとふつうは思われていま

す。だから語源欄などというものが，入門期用英

和に必要なのかと訝
いぶか

る向きも多いのでは？

しかし，入門期こそ，語源を利用しての語彙学

習に意味があるのです。英語学習の早い時期に，

接頭辞や接尾辞などの語形成や語彙構造の仕組み

に触れることで豊かな学習につながります。それ

には，ちゃんと理由があるのです。

■記憶力の発達段階

人間の記憶力には機械的記憶と論理的記憶の２

種類があって，後者は老年期まで衰えませんが，

前者のピークは平均で12歳ということです。語学

の学習には，文法のように論理的に理解できる部

分もありますが，語彙のように言語の恣意性が優

勢な部分もあります。これが若いうちに習得しな

いと外国語がなかなか身につかない原因です。

英語学習の入門期（かつては中学１年，現在は小

学校の高学年）こそが正にその時期にあたるので，

厖大な数の単語を次々に覚えて行かなくてはなら

なくても乗り切れるのです。しかし，そういう時

期だからといって，闇雲に覚えさせるのは記憶力

への負担を増やすだけで，すぐに訪れる機械的記

憶の衰えに対応できないことになります。

そもそも英米人が大人になっても新しい単語を

覚えられるのは，語彙の構造に論理的記憶を活用

する方策が隠されているからに他なりません。そ

れが語源です。同じ語根に接頭辞や接尾辞を付け

たり換えたりすることで，関連語をまとめて記憶

しているのです。これを入門期から開始すること

で，豊かな英語学習へと誘っていけるのです。

■語源欄は現代語情報

英語教師の方々には，語源というと，英語史の

話で，古英語・中英語や比較言語学の知識がない

と触れられないと感じている人も多いのでは？

そんな事柄は英米人もよくわかっていません。単

語が接頭辞＋語根＋接尾辞に分解できて，それぞ

れに共通の意味要素を持っているとしか感じてい

ません。

■具体例から

『ベーシックジーニアス英和辞典第２版』の

attractの項にある「いっしょに覚えよう」では，

次のようになっています。

attractの次の項attractionには「（遊園地な

どの）アトラクション」も出ています。これらの

語が「引く」という共通項で括られ，一緒に覚え

ることができるのです。

急がば回れの語源情報，ぜひ入門期に活用する

習慣を付けさせたいものです。

（はやし のぶたか・フェリス女学院中学校・高等学校教諭)
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「ここに注目 」のコーナーでは，日本の中高

生が間違いやすい誤りを示し，分かりやすく解説

しています。

1960年代後半，第二言語習得研究（Second
 

Language Acquisition）が始まって以来，学習者

の誤り（エラー）は主たる関心事でした。そのた

め，「よくある間違い」に関するコラムはさほど

目新しくはないかもしれません。しかし，昔の教

材や書籍の多くは英語教師の経験のみから示され

てきたことに注意が必要です。

もちろん教師の経験は重要です。筆者も自身の

中高大での教育経験に照らして，本コーナーの項

目を選定しました。しかしながら，何事も経験の

みでは正確に把握できません。確固としたエビデ

ンスが必要です。

■データに基づく英語教育へ

テクノロジーの発展とともに，近年ではさまざ

まな「コーパス」が利用可能になりました。つま

り実際に使用された大量の言語データをコンピュ

ーター上で分析することで，その教師の経験や直

感を補うことができるようになりました。

本コラム執筆において，日本の中高生が間違い

やすい誤りを抽出する上で，２種類のコーパスを

使っています。まず「日本の中高生が実際に間違

えるか」を検証するために，日本人英語学習者コ

ーパス，主として JEFLLコーパス（Japanese
 

EFL Learner Corpus）を用いています※。JEFLL

コーパスとは，日本の中高生による自由英作文，

約67万語を集めたコーパスで，オンライン上で無

償で公開されています。

つづいて「その用法が間違いか」を現代アメリ

カ英語のコーパス（Corpus of Contemporary
 

American English：約５億語）で検証した後に，

世界のさまざまな英語のコーパス（Global Web-

Based English：約19億語）でも確認しています。

下記は実際の事例です。

言語習得において誤りは避けられません。しか

し先人から学び，さまざまな誤りに対して意識を

高めることで，言語学習が促進されることでしょ

う。これからの英語教育の一助になれば幸いで

す。 （ふじわら やすひろ・名城大学)

G .C .D .英語通信No.6 0 (Oct.2 0 1 7 )
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言語と言語学習への科学の目
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※JEFLLコーパスは，投野由紀夫東京外国語大学大学院教授の研究室が作成したJEFLLコーパスの解析データを編集部で分析した
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『ベーシックジーニアス英和辞典 第２版』は，

全面改訂でまったく新しい辞書に生まれ変わりま

した。紙面レイアウトを中心とした改訂ポイント

と，充実したコラム・付録の数々をご紹介しま

す。

■見やすい引きやすい紙面レイアウト

初版と比べてまずお気づきになるのは，紙面レ

イアウトが一新したことだと思われます。文字の

大きさを全体に大きくし，色文字を効果的に使っ

ています。見出し語のランクを変更したのは関山

健治先生の記事（pp.6-7）の通りですが，重要語

である小・中学校レベル（＊４つ）と高校教科書

レベル（＊３つ）の見出し語は，２行どりの大き

な色文字としました。また，その重要語の主要な

語義も大きな色文字にして，それらの文字をざっ

と追うだけでその語の意味の全体のイメージが把

握できるように工夫しました。

初版同様，発音表記は発音記号（IPA）とカタ

カナ発音を併記しましたが，第１アクセントを色

文字として，よりわかりやすい表記としました。

■重要語を理解するための工夫「ベーシック単語

ボード」「ベーシック単語カード」

最重要語（18項目）については，その語義のイ

メージを一目でつかめるようイラストつきの特設

ページ「ベーシック単語ボード」を用意しまし

た。その語を使ったよく使う表現もまとめてあ

り，学習の導入としても最適です。

重要語（206項目）については，見出し語のす

ぐ下に単語カード形式の「ベーシック単語カー

ド」として，主要な語義とよく使う表現をまとめ

ました。その語のポイントが一目で理解できます

（「ベーシック単語カード」については，畠山利一

先生の記事（pp.4-5）もご参照ください）。

■豊富なイラストで語のイメージがつかめる

初版でご好評をいただいていた語義のイメージ

図ですが，今回の改訂では生徒により親しみやす

く，そして英語の使用場面を視覚的に理解しても

らうために，語義イメージを表すイラストを多用

しました。
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■生徒の知識を広げる豊富なコラム

今回の改訂では，生徒の知識を広げる多種多様

なコラムを追加しました。本文同様，イラストも

効果的に配置し，生徒の英語への興味・関心を高

める工夫をしています。

コラムは，語や表現の使い方に関するもの

（「使い分け」（95項目），「ここに注目 」（26項

目）），語源など単語の背景に関するもの（「なる

ほど単語情報」（29項目）），類義語や接頭辞・接

尾辞などの活用で語彙増強につながるもの（「似

た語」（70項目），「いっしょに覚えよう 」（18項

目））などがあります。

楽しく学べる工夫として，クイズ形式のコラム

「Quiz!」を多数収録しています（91項目）。意外な

単語の使い方のほか，なぞなぞやことわざなども

盛り込んで，英語への興味を広げます。また，関

連語をまとめたものや文化情報に関するコラムも

充実しています。それぞれのコラムの詳しい内容

については，本特集の各記事をご参照ください。

■身のまわりのことを英語で表現 「ピクチャ

ー・ディクショナリー」

巻頭カラーページとして「ピクチャー・ディク

ショナリー」（29ページ）を用意しました。学校

や日常生活の身近な場面をイラストで表し，普段

よく使うものや動作などを英語でどう表現する

か，楽しく学ぶことができます。

教室英語や道案内，買い物など，その場面で使

える会話例も盛り込みました。

ここに収録した語句や会話例については，スマ

ートフォンやタブレットで音声が聴ける仕組みを

提供いたします（近日中に公開予定）。

＊ ＊ ＊

内容でもビジュアルでも，親しみやすさ・使い

やすさを追求し，随所に工夫をこらした『ベーシ

ックジーニアス英和辞典 第２版』は，高校生が

初めて使う英和辞典として最適です。ぜひこの辞

書を手に取っていただき，生徒さんたちといっし

ょに，英語学習の楽しさを再確認していただけれ

ば幸いです。

G .C .D .英語通信No.6 0 (Oct.2 0 1 7 )
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『ジーニアス総合英語』を編纂するにあたって

私たちが立てた編集方針は次の３点である。

⑴ 『ジーニアス英和辞典 第５版』（G5）と連携

させる。

⑵ 分かりやすい説明を示す。

⑶ 必要に応じて，一歩進んだ説明を示す。

⑴の方針についてだが，生徒が総合英語で英文

法を学んだ後で，問題集を解いたり，入試問題に

挑戦したりするだけでは，もったいない。彼らが

将来，英字新聞・雑誌・洋書などに親しみ，仕事

でも英語を使えるように，学習上の道筋をつけた

い。『ジーニアス総合英語』とG5を連携させるこ

とによって，生徒は『ジーニアス総合英語』を学

んだ後，G5を活用して，スムーズに英語学習を

続けることができるだろう。私たちが「総合英語

の参考書と英和辞典を連携させる」という，これ

までに例のない試みにチャレンジしたのは，この

ように考えたためである。

この連携作業の結果，例文に話を限っても，例

えば「第５章 助動詞」の58のモデル文のうち，

G5からの用例は31文である。さらにG5の用例を

一部改変したものを含めると36文に達する。『ジ

ーニアス総合英語』にはサブモデル文も多いが，

それにもG5から多くの文を取り入れた。

⑵の方針については，文法項目の説明を，学習

者にとって分かりやすいものにするだけでなく，

例文を覚えれば文法のポイントを効果的におさら

いできるように，例文の英語と和訳を徹底的に検

討した。

⑶の方針については，これまで総合英語で取り

上げられることが少なかった項目でも，生徒が文

法をより深く理解するために必要であるならば，

一歩進んだ説明を示すように心がけた。

本稿では，この方針の⑵と⑶について，具体

例，特に例文を挙げながら詳しく説明していく。

■分かりやすい説明を示す

１．ポイントが分かりやすい例文

第10章「比較」では A is no more B than C
 

is D>といういわゆる「クジラの公式」を取り上

げた。『ジーニアス総合英語』ではこの構文の本

質を「C is Dは明らかに正しくないことの極端な

例であり，その例に劣らないくらいA is B が正

しくないことをA is no more Bで表している」

と説明した。そこで例文では，C is Dのところ

に，明らかに正しくない内容を持ってくる必要が

あるのだが，これが意外と難しい。

例えばよく見かけるHe is no more a genius
 

than I am.（私が天才でないのと同様に，彼も天才

ではない。）は，「私が天才ではない」ことが，

「明らかに正しくないことの極端な例」となって

いるが，この文だけでは「私が天才ではない」こ

とは分からない。

例文を検討した結果，私たちが採用したのは次

の例文である。my little childの littleがポイン

トで，「私の小さな子どもは弁護士だ」があり得

ない極端な例としてふさわしいだろう。
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He is no more a lawyer than my little child(is).

彼が弁護士でないのは私の小さい子どもが弁護士

でないのと同じだ。

このように，英文法のポイントが一目で分かる

ような例文を挙げた。

２．多角的観点から練られた例文

（all）the＋比較級＋for ...［because ...］>は

「第10章 比較」の重要構文である。この構文につ

いて，私は生徒の時に，I like him all the better
 

for his faults.（私は彼を欠点のためにますます

好きだ。）を暗記した。しかし，正直なところ，

この文の意味を当時は理解できなかった。この文

は，「私は彼のことを好きだ。彼には欠点がある

が，それがそのまま彼の特徴・個性である。だか

ら欠点があるからこそ，もっと彼が好きだ」とい

う意味だが，高校生の私には深すぎた。

この例文は当時の多くの参考書に掲載されてい

たために，私たちの頭には，（all）the＋比較

級＋for>には faultsのような「マイナスのこと

ば」が続くと刷り込まれた。しかし，コーパスの

COCAを見ると，forの後に「マイナスのこと

ば」が使われている例はなかなか見あたらない。

学習用英英辞典の用例も同様で，Oxford
 

Advanced Learner’s DictionaryはYou’ll feel
 

all the better for a good night’s sleep.（一晩ぐっ

すり寝ると，ますます気分がよくなるよ）のように

「プラスのことば」を続けている。

このような考察に，ネイティブ編集委員の意見

も加え，『ジーニアス総合英語』では，forの後

に「プラスのことば」を続けた。

I like him all the better for his sincerity.

彼は誠実なのでそれだけ，いっそう彼のことが好

きです。

このように，『ジーニアス総合英語』では，辞

書，コーパス，文法書などを使い，ネイティブ編

集委員の意見も取り入れながら，例文を多角的に

検討した。

３．例文の和訳にひと工夫

「第５章 助動詞」では，依頼表現としてWill
 

you ...?，Would you ...?， Can you ...?，Could
 

you ...?などを取り上げたが，生徒にとってこれ

らの表現の使い分けは分かりにくいだろう。他人

へ依頼する時に使う表現であるから，場面に合わ

せて使い分けられるように，それぞれの表現の

「丁寧さ」が気になるはずだ。

この章で示したモデル文は，Will you pass me
 

the pepper?である。Will you ...? は略式の表現

（Collins English Usage, HaperCollins, 2012）で，

「どちらかと言うと命令的な感じがあり，ていね

いさの度合いが少なくなる」（『実例英文法』，

OUP，1988）と説明される。G5にも「『取ってく

れませんか』というていねいな依頼の意味には通

例ならない」という注がある。

これらの情報と例文の内容を考え合わせると，

Will you pass me the salt?は家族などの親しい

間柄で使われる表現だと言えよう。これを「コシ

ョウを取ってください」と和訳しては，そのニュ

アンスが分からない。そこで，私たちは次のよう

な例文と和訳を示した。

Will you pass me the pepper?

コショウを取ってくれる？

このように，英語のニュアンスがよりよく分か

るように，和訳にひと工夫を加えた。

４．「ほぼ同じ意味」でも使い分けに注意

「第７章 不定詞」では，「形容詞の意味を限定

する」不定詞の例として，① It is difficult to
 

answer that question. と② That question is
 

difficult to answer.という英文を挙げた。通例，

この２文はほぼ同じ意味を表すと説明されるが，

『ジーニアス総合英語』では，表現は形が違うと

意味が違うという考え方に立ち，可能な限り，意
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味・ニュアンスの違いや使い分け情報を示すよう

にした。

上の①と②との大きな違いは主語である。主語

は，多くの場合，話題を表すので，この２文の違

いを「注意」欄で，次のように説明した。

次の２つの英文はほぼ同じ意味だが，厳密に言う

と，①では it，つまり to answer that question

（その質問に答えること）が話題だが，②は that
 

question（その質問）が問題となっているという

違いがある。

① It is difficult to answer that question.

その質問に答えるのは難しい。

② That question is difficult to answer.

その質問は答えるのが難しい。

このように，ほぼ同じ意味を持つ文のニュアン

スの違いをできるだけ分かりやすく示した。

■必要に応じて，一歩進んだ説明を示す

１．生徒が持ちそうな疑問点をカバー

「第13章 名詞」では，物質名詞の量の数え方

を取り上げた。①「形を表す名詞を使う」例とし

てa slice of cheeseなどを，②「容器を使う名詞

を使う」例としてa bottle of milkなどを，そし

て③「単位を使う名詞を使う」例としてa pound
 

of butterなどを挙げた。

私は，高校生の時に，「グラスでなく，カップ

で水を飲むことがあるが，あのような場合もa
 

glass of waterと言うべきなのか」と疑問に感じ

た。しかし，その疑問に答えてくれる参考書は，

当時なかったように思う。現在でも，私のように

疑問を持つ生徒もいるだろう。そこで，次の注を

付けた。

容器を表す名詞には実際に使ったものの名前を使

う。例えば，「グラス」を使いジュース１杯を飲

んだ場合は I had a glass of juice.と言うが，「カ

ップ」で飲んだなら I had a cup of juice.と言う。

このように，生徒が持つと思われる疑問を取り

上げ，それに対する回答を示した。

２．「使ってみたい」と思わせる有益な語法情報

「第24章 名詞構文・無生物主語」では，She
 

took a look at Jim.（彼女はジムをちらりと見

た。）をモデル文とした。このような名詞構文は，

しばしば「英語らしい表現」とされてきたが，な

ぜそうなのかという説明はされてこなかった。

そこで，『ジーニアス総合英語』では，「もっと

くわしく」という欄で，話し手の立場から一歩進

んだコメントをつけた。

基本動詞＋a/an＋動詞の名詞形>で使われる

不定冠詞のa/anは，「ちょっとした」や「１回

だけの」を意味する。そのためLet’s take a rest.

は「ちょっと休もう」の意味で，例えば勉強の途

中で，「少しだけ休んだ後，勉強を再開しよう」

という場合などに使う。これをLet’s rest.という

と，比較的長い休みを表しているように響く。

同様に，Why don’t you take a look at this
 

book?と言うと「この本をちょっと見て」という

意味を表し，相手にあまり負担感を感じさせない

ような誘いの表現になる。

このようなことから， 基本動詞＋a/an＋動詞

の名詞形>は，リズムがよいこともあって，話し

ことばでよく使われる。

このような情報があれば，生徒は自信を持って

基本動詞＋a/an＋動詞の名詞形>を使いこなす

ことができるだろう。

３．「ふつう」の言い方を提示

「第４章 完了形」では定番とも言える「祖母

が亡くなってから３年になる。」を取り上げ，①

My grandmother has been dead for three years.

② Three years have passed since my grand-

mother died. ③ It is three years since my
 

grandmother died.を挙げた。

一般に，この３つの表現はほぼ同じ意味を表す

と説明されるが，その説明だけでは，ふつうはど

の表現を用いればいいのか生徒にはわからないだ

総合英語の決定版 『ジーニアス総合英語』登場
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ろう。実際のところ，日本語の感覚からすると，

①は多くの学習者にとっては違和感のある文だ

が，my grandmotherを主語とし話題の中心とし

ていることから，この文の内容を考えると，最も

ふつうである。（ちなみに②は３年が話題の中心

になっており，誰かが例えば，「祖母が亡くなっ

てから５年が経つ」と発言したために，「（５年で

はなく）３年だ」と述べている文である。また③

は②とほぼ同じ意味を表すが，②ほど唐突な感じ

は与えない。）そこで，『ジーニアス総合英語』で

は，次の情報を加えた。

現在完了形の継続用法を使った第１文目が最もふ

つうの言い方。

このように，できるだけ，「どの表現がふつう

か」を示すようにした。

４．実際の英語を踏まえた解説

「第23章 強調・倒置・挿入・省略・同格」の

「同格」では，「名詞（句）の並列による同格表

現」（例：Ms.Brown,our new ALT），「ofを使っ

た同格表現」（例：the state of New York），「同格

の that節」（例：the fact that ...）を取り上げるの

がふつうだ。しかし次のような同格表現は実際に

はよく使われるのにもかかわらず，総合英語で取

り上げられることは少なかった（下線部は筆者）。

Florentyna won and chose to speak first, a
 

mistake she never made again in her life.（フロ

レンティナは［コイントスの結果］勝ち，最初にス

ピーチすることを選んだ。しかしそれは間違いで，

彼女はその間違いを人生で二度と繰り返すことはな

かった。）―Jeffrey Archer,The Prodigal Daugh-

ter.

そこで「もっとくわしく」として，次の一歩進

んだ説明を加えた。

前文で使われたことばやその内容を名詞で表現

し，それに関係代名詞節を加える用法がある。特

に新聞・雑誌などでよく使われる。

Water boils at 100℃― a fact that you can
 

easily prove yourself.

水は100度で沸騰するが，このことは自分で簡単

に証明できる事実だ。

この例では，Water boils at 100℃という文の

内容をa factとまとめ，それに関係代名詞節の

that ...を加えたものである。

このように，実際の英語に目を向け，これまで

あまり取り上げられなかった表現にも注目した。

＊ ＊ ＊

はしがきに書いたEvery ounce of effort you
 

make in learning English will be amply repaid
 

to you later.（あなたが英語を学習する際に積み重

ねたどんな小さな努力も，後に必ず豊富な知識とな

って身につく。）は私の大学時代の恩師のことばで

ある。

このmaximのwillは単純未来であり，話し手

がある事柄が高い確率で，または必ず将来に起こ

ると考えていることを表している。しかし，英語

学習者にとって英語力は順調には伸びないことが

多い。そのような時に「本当に私の努力はwill
 

be amply repaid to me laterなのだろうか。本当

はmay（かもしれない）ではないのか」と悩む人

も出てくるだろう。私もそうだった。

しかし，それでも，英語学習を続けているうち

に，英語力が伸びたとハッキリと意識する時が訪

れる。その時だ。「あのwillは，すぐにくじけそ

うになる私のような学習者を励ましていたんだ」

と気づくのである。恩師のこのことばが素晴らし

いのは，willの持つ「励ます力」のためである。

生徒には，『ジーニアス総合英語』で英文法を

学んだ後に，G5でさらに学びを深めてほしい。

英語には，そのように学習を続ける価値があるか

らだ。そうすれば，このmaximに励まされる生

徒がまた現れるかもしれない。その願いを込め

て，私たちは『ジーニアス総合英語』をお届けす

る。

（なかむら みつお・関西大学教授)
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■文法知識とコミュニケーション

文法の知識はコミュニケーション能力の育成に

欠かせないものであることに異議を唱える人はい

ないでしょう。しかし，私たち英語教師は形式

（form）と意味（meaning）の定着に力を入れす

ぎ，生徒たちに文法規則の暗記と演習ばかりを強

いてきたように思われます。その結果，生徒たち

は文法問題には対処できても，実際に文法を使っ

て表現するという力が，悲しいほどついていない

のが現状です。

しかし，現行の学習指導要領が謳うように，

「文法はコミュニケーションを支えるもの」であ

り，文法指導は常にコミュニケーションを意識し

たものでなければなりません。形式の習得はもち

ろん必須ですが，今後の文法指導は，学習した形

式をどのような場面（situation）でいかに使うの

か（使い方：usage）という，実際のコミュニケー

ションを見据えたものにすることが肝要と思われ

ます。

■『ジーニアス総合英語』のめざすもの

今回，９名の編集委員が渾身の力を込めて上梓

した『ジーニアス総合英語』は，文法の形式と意

味にわかりやすくかつ詳しい解説を施しただけで

なく，文法形式が表す表現がどのような機能

（function）を持ち，どのような場合に使われるの

かについても丁寧な説明を行っています。

例) 未来進行形を使った表現（p.82）

⑵ We will be landing at Haneda Airport
 

shortly.（訳省略）

未来進行形にはもう１つの用法があり，⑵のよ

うに，「～することになっている」という意味を

表す。主語の意志とは関係なく，成り行きや状況

からして当然そうすることになるという予定を表

す。

［もっとくわしく］ 未来進行形は，意志の意味合

いを含まない。そのため，相手の意志を尋ねるこ

とが直接的すぎる場合は，未来進行形を使うこと

で，間接的で丁寧な表現にすることができる。

When will you be visiting us again?

次の訪問はいつ頃になりますか。

上例の下線部が機能であり，どのような場合に

使われるのかの説明ですが，『ジーニアス総合英

語』では，文法が使われる場面や機能とその使い

方について，このような細心の配慮をしており，

「英語表現」の教科書の例文と最小限の解説では

補いきれない解説に命を吹き込むことができま

す。似た表現や語の意味の違いにも詳しく言及し

ていますので，例えば「可能性」を表すcanと

mayの使い分けができるように，『ジーニアス総

合英語』p.121を参照させます。

［もっとくわしく］canが「一般的な可能性」（出

来事が不定期に何回か起こる可能性）を表すのに対

して，mayは「具体的な可能性」（出来事が特定

の１回だけ起こる可能性）を表す。

① Mountain climbing can be dangerous in
 

summer,too.（訳省略）

② Mountain climbing may be dangerous
 

today.（訳省略）

①は，夏の山登りの危険性について一般的に述

べている場合で，②は今日山登りをしようと考え

ている人に山登りの危険性を説明している場合で

ある。
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■『ジーニアス英和辞典 第５版』との連動性

このように，文法形式の持つ機能や実際の使い

方に鋭く切り込むことを可能にしたのは，『ジー

ニアス英和辞典 第５版』（以下G5）とのコラボ

レーションの賜物です。電子辞書の搭載率で圧倒

的なシェアを誇り，語法の詳しさに定評のある

G5ですが，一般的な高校生にはややハイレベル

で，意味を調べること以上の活用があまりできて

いないケースもあるかもしれません。

『ジーニアス総合英語』は，G5に盛り込まれ

ている文法形式や語句の使い方のエッセンスを高

校生が実際にコミュニケーションに役立てること

ができるように抽出し，例文も極力同じものを取

り上げています。例えばp.612には，Why don’t
 

you take a look at this book?という例文につい

て「『この本をちょっと見て』という意味を表し，

相手にあまり負担感を感じさせないような誘いの

表現になる。」という記述がG5の look⃞名①内例

文Could you take a look at this draft?の注記

♦ Could you read this draft?では，「間違って

いるかもしれないので注意して読んでできれば批

評してほしい」の意 に通じる解説になっていま

す。

このように，『ジーニアス総合英語』をG5と一

緒に参照させdual sourcesから学ばせることに

より，知識は複眼的でより確かなものとなり，メ

タ認知力を伸ばすことにもつながるでしょう。

指導例を１つ挙げてみます。

he was so funny that she couldn’t help
 

laughing.という文の前に来るのにふさわしい文

を選ばせます。

⑴ Bill tried to be serious,but

⑵ Bill tried to amuse everyone,and

そして，『ジーニアス総合英語』p.579および

G5helpの成句を参照させ，cannot help do ing

が「～することが避けられず，自分の行為をコン

トロールしようと思ってもできない場合に使われ

る」ことを学ばせます。

■文法の持つ特性と文体への配慮

それぞれの文法形式には，その特性とそれが使

われる必然性があります。『ジーニアス総合英語』

では，関係代名詞の制限用法を「絞り込む用法」，

非制限用法を「つけ足す用法」と説明していま

す。受動態で行為者を表すby～は，「それが必

要な場合にのみ置かれる」とし，すでに話題に上

っている（旧情報である）代名詞がby以下に来る

ことはあまりないことを記しています。分詞構文

の例文には，従来Walking along the street, I
 

met John. のようなものがほとんどでしたが，

「あいまいさを残したまま判断を読者に任せる小

説などで多く見られます」と解説して，The
 

queen went down the stairs,waving her hand.

のような，文語体にふさわしい例文を挙げていま

す。このような情報は，表現力を伸ばす指導で極

めて重要であるだけでなく，英文を読解させる場

合にも参照させるべきだと言えます。

総合英語の参考書を使わせる場合，「35ページ

から58ページまでを勉強してきなさい。次の時間

にテストします。」というような指導がどれほど

非効率で生徒の意欲を削ぐかは，多くの先生が身

をもって体験しているはずです。最初は網羅主義

を捨てて，必要な時にピンポイントで文法に関す

る有益な情報を referさせる書物として，授業内

や家庭学習で使わせてみることをお勧めします。

生徒には理解した内容をマーカーでハイライトさ

せます。（本書に必要以上に色が使われていないの

は，生徒に「色をつけさせる」という深謀遠慮から

なのです。）次第に自分の色が多くなってくれば，

難しいと思っていた文法が身近なものとなり，参

考書が親しいものに思えてくるでしょう。そうな

れば，生徒が自ら読み進んでいくものです。その

ような，生徒の気づきや発見を豊富に散りばめた

「コミュニケーションを支える」文法参考書とし

て，『ジーニアス総合英語』は貴重な学習書とな

ることでしょう。

（やまおか けんじ・立命館大学教授)
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『ジーニアス総合英語』の１つの目標は，従来

の学習参考書ではあまり取り上げられていないが

一歩進んだ重要な文法・語法情報を，英語学の知

見に基づいて幅広く取り入れ，それを平易な言葉

で解説することであった。実際に本書をご覧いた

だければ，それが随所にちりばめられていること

が分かってもらえると思うが，以下では紙幅の関

係でその具体例を７項目だけ紹介する。

◆現在時制のhearと forget

本書の「第３章 時制」p.86と「第４章 完了

形」p.97に次のようなhearや forgetが現在時

制で用いられた例が載っている。

⑴ I hear John has a job at the hotel.（ジョンは

ホテルで働いているんだってね）

⑵ “What was the title of the movie you saw
 

yesterday?”“I forget.”（「昨日君の見た映画の

タイトルは何だった？」「忘れちゃった。」）

⑵の「忘れちゃった」なら現在完了や過去時制

を使って表しそうだが，現在時制が使われている

ことに疑問を持つ生徒も多いことだろう。

これらの現在時制は I’ve heard...や I’ve for-

gotten. よりもさらに現在の状態を強調する働き

をし，それぞれ I understand（～という情報を持

っている）や I don’t remember（忘れて思い出せ

ない）とほぼ同じ意味を表している。このhear

と forgetは，特に話しことばでよく用いられる。

◆may，might，couldと can

「第５章 助動詞」p.120にmay，might，could

が現在や未来に関して「～かもしれない」「（たぶ

ん）～だろう」の意味を表す例が見られる。

⑶ Bill may［might,could］be sick.

⑷ She may［might,could］come here soon.

ここでは３つの助動詞は「具体的な可能性」

（出来事が特定の１回だけ起こる可能性）を表して

いるが，こういう場合にはcanは使えない。can

が使えるのは，Anybody can make mistakes.

（誰でも間違いを犯すことはある）のように「一般

的な可能性」（出来事が不定期に何回か起こる可能

性）を表す場合である。ただ，これは肯定文に限

って言えることで，疑問文や否定文では，Can it
 

be true?（それは本当なのか）や It can’t be true.

（それは本当のはずがない）のように，canは「具

体的な可能性」を表すことができる。

◆must not と don’t have toの表す意味

「第５章 助動詞」p.125にmust notとdon’t have
 

toの意味の違いについて次のような説明がある。

例えば，You must not do that.では notは動

詞（do）にかかり，「あなたがそれをしないこと

が要求されている」（＝It is necessary for you not
 

to do that.）ことから「それをしてはいけない」

という意味になる。一方，You don’t have to do
 

that.では notは have toにかかり，「あなたはそ

れをすることは要求されていない」（＝It  is not
 

necessary for you to do that.）ことから「それをす

る必要がない」という意味になる。

ちなみに，他の助動詞，例えばmayは「可能

性・推量」の意ではnotは動詞を否定し，「許可」
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の意ではnotは助動詞を否定する。

⑸ He may not be serious（彼は真剣でないかも

しれない）［＝It is possible that he is not seri-

ous.］

⑹ You may not touch my belongings.（私の持

ち物に触ってはいけない）［＝You are not all-

owed to touch my belongings.］

must notと don’t have toの意味が違うことは

どの文法参考書にも載っているが，なぜこのよう

な意味の違いが生じるのかについて書かれている

ものはあまりないようである。

◆分詞構文が使えない場合

「第９章 分詞」p.250に「彼は目を閉じて座ってい

た」を分詞構文を使って，×He was sitting,clos-

ing his eyes.とはなぜ言えないかの説明がある。

これが不可なのは，close his eyesは瞬時に目

を閉じる動作を表すので，現在分詞のclosingに

すると反復動作を表し，He was sitting, closing
 

his eyes. は「彼は何度も目を閉じながら座って

いた」という意味になってしまうからである。こ

こでは， with＋目的語＋分詞>を用いてHe
 

was sitting with his eyes closed.とする必要があ

る。

同じように，「彼は腕を組んだままそこに１人

で立っていた」は foldは瞬間的な動作を表すの

で，×He was standing there, folding his arms.

ではなく，He was standing there with his arms
 

folded.が正しい。

◆ as ...as>構文で使われる形容詞の意味

「第10章 比較」p.261に as ... as>構文で用

いられるold/tallなどの形容詞の意味について言

及がある。ふつう，これらの形容詞は「（年齢が）

…歳の」「（身長が）…の」という中立的な意味を

表すので，⑺ではトムとジェリーは５歳でも80歳

でもいいし，150センチでも180センチでもよい。

⑺ Tom is as old［tall］as Jerry.

ただし，文脈上，「年を取っている」「背が高

い」という前提があれば文字通りの意味を表すこ

とになる。英文法の指導では，このことについて

あまり強調されていないように思われる。

⑻ Tom is old. He is as old as your grand-

father.

⑼ Mary is tall.She is as tall as her father.

◆配分単数

「第13章 名詞」p.372に次例があり，smartphone

は単数でも複数でもよいという解説がある。

⑽ All the students have their own smart-

phone(s).（学生はみんなスマートフォンを１台

ずつ持っている）

ここでの単数形の smartphoneは配分単数と呼

ばれるもので，「それぞれの学生に１台ずつ」と

いう意味を表している。スマートフォンは常識的

に１人１台であるから，単数にすると考えがちだ

が，むしろ複数形がふつうというのは意外に思う

人もいるかもしれない。次の場合も同様。

They nodded their head(s).（彼らは一様に了

承してうなずいた）

◆接触を表す動詞の取る構文

「第14章 冠詞」p.381には接触を表す動詞は，

①She hit me on the head.のような構文を取る

だけでなく，② She hit my head.という言い方

も可能という記述がある。そして，①は「なぐら

れた人」に，②は「なぐられた部位」に焦点を当

てた表現という説明をしている。

さらに詳しく言えば，一般に，①は主観的な表

現で，目的語の人に対する何らかの感情を交えた

表現であるのに対して②は客観的な表現というこ

とになる。本書に挙げられているShe patted
 

Bob affectionately on the head.（彼女はボブの頭

をやさしくなでた）の例もこのような観点から眺

めるとさらに理解が深まることだろう。

（かしの けんじ・大阪樟蔭女子大学名誉教授)
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生徒が『ジーニアス総合英語』の文法項目の説

明を理解したとしても，その項目を英文の中で認

識できないのなら，またその文法知識を使って英

文を作れないなら，本物の文法力を身につけたと

は言えない。総合英語において，例文は，生徒の

文法知識を定着させる「かなめ」である。

『ジーニアス総合英語』の例文の多くはG5に

基づいたものだ。しかし，G5の用例を日本人と

ネイティブスピーカーが徹底的に話し合い，必要

に応じて，高校生の学習により役立つように変更

したものもある。

『ジーニアス総合英語』の例文は全て，この話

し合いを経て作り込んだものだが，本稿では，４

つの表現を取り上げ，例文検討会議の様子をお届

けする。なお，本稿の JEは日本人の編集者

（Japanese Editor）を，AEはアメリカ人の編集者

（American Editor）を指す。

■ learn to doと「～するようになる」

JE「第７章 不定詞」では learn to doを取り上

げていますが，He learned to like the dog.（彼

はその犬が好きになった。）という例文はどうでし

ょう。

AE この文には「最初彼はその犬を好きではなか

ったが，なんとか努力した結果，やっと好きだと

言えるようになった」というニュアンスがありま

す。「彼はその犬が好きになった。」という和訳は

そのニュアンスを十分に表していますか。

JE 十分とは言えないかもしれません。この文は

G5の用例です。G5では語義が詳しく，他の用例

もあるためにこの文のニュアンスがわかるのです

が，『ジーニアス総合英語』ではニュアンスを丁

寧に説明し，例文も高校生にとってポイントがよ

り分かりやすいものに代えましょう。learn to
 

doの意味を，toの後ろの動詞を状態動詞と動作

動詞との場合に分け，例えば，状態動詞なら

「（努力して［経験を積んで］）～するようになる」

と示すのがいいと思います。

AE では，例文はHe has learned to be patient.

（彼は忍耐強くなった。）でどうでしょう。

JE それはいいですね。彼には忍耐強くならなけ

ればならない事情があり，がんばってそうなっ

た，という意味ですね。

■ as soon as possibleと as soon as S can
 

JE「第10章 比較」の as＋原級＋as possible

［S can］>の例文候補は，He put forward a pro-

posal as soon as possible.（彼はできるだけ早く

提案を提出した。）です。

AE この文でas soon as possibleは使えません。

as soon as possibleは現在や過去から見た未来の

ことに使うからです。過去についてはas soon as
 

S couldや as soon as was possibleと言います。

JE G5の用例を見ると，as soon as possibleは

「至急」という意味，as soon as S canは「でき

るだけ早く」の意味で，必ずしも同じ意味を表す

とは言えないようです。例文を変更しましょう。

AE John parked as far as possible from the
 

road.（ジョンは道路からできるだけ離れた所に車を

停めた。）はどうでしょう。...as far as he could
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from the road.もほぼ同じ意味を表します。

JE いいですね。それを例文にしましょう。ただ

し，今日話し合ったas soon as possibleと as
 

soon as S canの意味の違いは非常に重要です。

「注意」としてその点を明記したいと思います。

■What is the matter with you?と「どうした

のですか。」

JE「第19章 前置詞」では，withが持つ「関連」

の意味をWhat’s the matter with you?（どうし

たのですか。）という定番の表現で示したいと思っ

ています。with youは「あなたに関して」と訳

すことができるので，生徒にも「関連」の意味だ

と分かりやすいでしょう。

AE 賛成です。ただし，with youがあるとないと

では，ニュアンスに違いがあることにも触れるべ

きだと思います。

JE 確かにこの文ではwith youがないことが多

いですね。昨夜テレビでアガサ・クリスティの

Curtainを見たのですが，“What’s the matter?”

と言っていました。with youはつけていません

でした。

AE What’s the matter with you?と言うと，ふつ

う，話し手がイライラして，「どうかしたの。」

「何考えてるの。」と言っている響きがあります。

JE 反対に，話し手が聞き手への気遣いを示すた

めに，with youをつけることもありますね。イ

ライラして言う場合のほうが多いと思いますが。

この表現は教科書などでもよく出てくるので，

with youのニュアンスを詳しく説明しましょう。

例文をWhat’s the matter (with you)?とし，

「with youをつけると話し手のいらだちを表すの

がふつうだが，時に気遣いを表すこともある」と

書き添えることにします。

■ his willingness to workと he is willing to
 

work
 

JE「第24章 名 詞 構 文・無 生 物 主 語」に は

「 SVC>の内容を表す 所有格＋名詞>」という

ポイントがあります。これの例文候補としてHe
 

has shown his willingness to work with us.

が挙がっています。この文がHe has shown that
 

he is willing to work with us.とほぼ同じ意味を

表すと説明するわけです。

AE でもその２文のニュアンスは少し違うと思い

ます。

JE そのニュアンスの違いはどこから生じるので

しょう。

AE willingnessとwillingの違いからだと思いま

す。show his willingness to workは，彼の働く

意思がある程度強いことを表していますが，He
 

has shown that he is willing to work with us.で

は彼の意思がそれほど強くないように聞こえま

す。

JE LDOCE はwillingnessを the state of being
 

prepared to do somethingと定義し，willingを

prepared to do something,or having no reason
 

to not want to do itと定義しています。willing

の定義の後半を見ると，確かにwillingnessのほ

うがしっかりとした意思を表すように見えます。

これが名詞と形容詞の一般的な違いを表している

のか，それとも show willingnessというコロケ

ーションのためなのか，興味深いですね。

日本人が英文の書き換えを考える時に，このよ

うなニュアンスの違いを考えるだけの余裕はない

でしょうが，無批判に「書き換え公式」に従うこ

との危険性は意識するべきですね。

この文を，He showed his eagerness to
 

work.（彼は働こうとする熱意を示した。）にしま

しょう。eagerも eagernessも強い熱心さを表す

ので，He was eager to workの内容をhis
 

eagerness to workと表現できると思います。

AE 賛成です。

（なかむら みつお・関西大学教授)
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４技能育成を意識した
文法書

加藤治之

アクティブラーニングを重視す

る施策のもと，現在，高校英語教

育にはディスカッションやディベ

ートを通じて「交渉能力」を身に

つけさせることが求められつつあ

ります。それ自体は結構なことで

すが，文法指導に割ける授業時数

が減ってきているのも事実です。

このような時代の文法参考書はど

うあるべきか，２点に絞って考え

てみます。

１．生徒の自主的学習を促すもの

であること

このためには，生徒が学習しや

すい適切な文法項目の配置と説明

の readabilityが求められます。

２．言語事実を反映していること

廃れてしまった表現の指摘・排

除だけではなく，学習項目がどの

ような場面で使用されるのかにつ

いての説明も必要になってきま

す。

では，『ジーニアス総合英語』

は上記２点にどのように応えてい

るでしょうか？

１．について

全24章中，授業で特に丁寧に取

り上げられるべき12章がすべて前

半に配置され，かつBASICと

ADVANCEDに分かれています。

第13章以降の後半は，授業で必要

をバックボーンとして生まれた

『ジーニアス総合英語』は，高校

生が文法を習得するための良きガ

イドとなるはずです。

(かとう はるゆき・京都府立嵯峨野高

等学校教諭)

文法コア解説やコラム
が充実

𠮷田健三

１．文法項目のコアが簡潔明快

英単語の意味を理解し，記憶す

るのには接頭辞，接尾辞，語根な

どの知識が有効ですが，文法項目

においても，それぞれのコアの意

味を知っていれば，英文の理解や

表現にとても役立ちます。

たとえば，学習者がよく躓
つまず

くの

が，日本語の「～た」にひきずら

れて誤用する過去時制と現在完了

形との使い分けや，能動態と受動

態を機械的に置き換える不自然な

英語表現です。

本書では，文法項目のコアの意

味が簡潔明快に説明されており，

上記のような誤解もすぐに解決で

きます。

・完了形は時間を線に見る。過去

形が表すのが点なら，現在完了形

が表すのはいわば線である。現在

完了形は現在形have/hasを使う

ことから，実際は現在形の一種で

ある。過去を表すのは過去分詞の

部分である。つまり，現在完了形

は「過去に起こったこと（＝過去

に応じて扱われるべき項目です。

BASICには多用される必須項目，

ADVANCEDには表現の幅を広

げる項目が配置されています。必

ずしも前者が易で後者が難という

単純な分け方ではありません。

readabilityについては紙面を

ご覧いただくのが手っ取り早いの

で，ここではコラムを２種類だけ

ご紹介します。

◆Question Box

(例)must notが「禁 止」，don’t
 

have toが「不必要」を表すのはな

ぜ？（p.125）→否定の作用域に

関わる疑問に易しく答えています。

◆比べよう

(例)I forgot. / I have forgot-

ten./I forget.の違い（p.97）→

過去形と現在完了形，現在形の根

本的な違いに基づいて明快に述べ

ています。

２．について

一例を挙げます。従来cannot
 

but doとcannot help doingは同

列に語られてきましたが，前者は

「古い言い方」（p.579）です。ま

た，同じページにある使用場面の

説明や例文から，例えば「タクシ

ーを拾わざるをえなかった」に I
 

couldn’t help taking a taxi.は適

切でないこともわかるでしょう。

最後に一言。文法学習は文構造

や語形だけを理解して終わるもの

ではなく，それに個々の語の意

味・語法を重ね合わせてはじめて

血の通ったものになります。この

意味で，最新の言語事実を提供し

てくれる『ジーニアス英和辞典』

総合英語の決定版 『ジーニアス総合英語』登場

現場教員の観点から
『ジーニアス総合英語』のここを推す
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分詞の内容）を今も持っている

（have/has）」ということを表す。

過去から現在につながる時間軸が

線のようにとらえられている。

・能動態と受動態は，伝える出来

事は同じだが，伝える重点の置き

所が異なる（旧情報・新情報と話

の流れに着目して区別する）。

ほかに，「不定詞は未来志向で

ある」「動名詞は「動詞＋名詞」」

「分詞は形容詞の働きをする」「比

較では，比較対象と比較基準が重

要」「冠詞は特定できるかどうか

が重要」「前置詞にはイメージが

ある」等々，これさえ押さえてお

けば文法の理解が格段に深まる，

という明快な解説が魅力です。

２．100のコラムが充実

Question Box，コミュニケー

ション・リーディング・ライティ

ングのコツ，比べよう ，英語の

発想，といったコラムが充実し，

読解や表現を助けるだけでなく，

英語への興味を高めてくれます。

・pleaseと「～してください」

（×Please go straight and turn left
 

at that corner. 不可の理由は本書

を参照してください，p.41）

・Does he speak English or
 

Spanish? の 意 味は２通り？

（Ａ：話し手の前提が決め手，

p.39）

・①There was nothing to do.

と②There was nothing to be
 

done. の違いは？（Ａ：①は「何

もすることがない」②は「手の打

ちようがない」，p.200）

・The book sold quickly.の sold

はwas soldで な くてよい？

（Ａ：受動態が事実を述べるのに対

して，能動態の方は 動詞＋副詞>

で表される内容を実現できるだけ

の「潜在能力」が主語にあること

を表す，p.162）等々。

『ジーニアス総合英語』は，英

語の初学者から上級者まで幅広

く，学んで楽しめる参考書です。

(よしだ けんぞう・神戸大学アドミッ

ションセンター特命准教授)

今求められる「総合英
語」の役割

富永 幸

現行の学習指導要領が導入さ

れ，４技能を統合的に指導する授

業が本格的に始まって５年目とな

ります。文法はコミュニケーショ

ンを支えるものである，という認

識は定着してきている一方で，実

際に使用する場面とリンクさせた

文法指導は，いまだに悩ましい部

分です。豊富なコミュニケーショ

ン活動，使用場面に応じた適切な

表現の使い分け等，文法指導にお

いて考慮するべきことが変化して

います。同様に，「総合英語」は，

ターゲットとする文法の「機能や

働き」に着目し，実際の使用場面

を想定した解説を通して，学習者

の表現力の涵養を支援することが

求められています。

『ジーニアス総合英語』では，

本文はもちろんのこと，各章の

INTRODUCTIONや100項目の

コラムでも，「形」だけではなく

「機能や働き」に注目した解説に

こだわりました。例えば，助動詞

の章の INTRODUCTIONでは，

「文法的な働きをするものと，話

し手の気持ちや判断を付け加える

ものとの２種類がある」としたう

えで，「話し手の気持ちや判断を

表す」という機能を具体例を挙げ

て説明しています。Question
 

Boxで，「日本語を話せますか。」

と尋ねるのに“Can you speak
 

Japanese?”ではなく“Do you
 

speak Japanese?”の方がよく使

われる背景を，前者は「あなたは

日本語を話せないといけない」と

いう意味合いを持ってしまうから

だと解説しています。これも助動

詞が「話し手の気持ちや判断を示

す」からこそコミュニケーション

において注意しなければならない

点です。

形だけに注目することによって

生徒が誤解しがちな点について

も，丁寧な説明を心がけました。

例えば，仮定法といえば if節か

ら始まるものという思い込みから

if節のない仮定法を苦手とする生

徒は多いのですが，仮定法の章の

INTRODUCTIONでは，「 仮定

法＝if>ではない」としたうえ

で，「事実に反することを心に思

い描く場合」が仮定法だと述べて

います。さらに，仮定法過去にお

いて過去形を使う理由として，過

去形は現在からの「時間的な距

離」を感じさせるものであり，仮

定法過去の場合は，「時間的な距

離」を表す形が「現実からの距

離」を表す役割を担い，現在の事

実から切り離された事柄を表すの

に過去形が使われると述べられて

います。

こうした「形」の背景にある

「機能や働き」の理解と豊富なコ

ミュニケーション活動が両輪とな

ってこそ，学習指導要領が目指す

「表現力」の涵養が実現するのだ

と思います。文法指導についての

悩みを先生方と共有する教員の一

人としても，『ジーニアス総合英

語』が授業作りのパートナーとな

ることを大いに期待しています。

(とみなが みゆき・滋賀県立膳所高等

学校教諭)
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この秋，『ジーニアス総合英語』が満を持して

登場します。既に見本本をご覧になった先生もい

らっしゃると思いますが，いよいよ正式に刊行さ

れ，書店にも並びます。

■文法版「ジーニアス」

英語学習の二本柱は「語彙」と「文法」でしょ

う。語彙の面では『ジーニアス英和辞典』が学習

者を支えてきましたが，小社は学習用の文法書は

出していませんでした。これからは『ジーニアス

総合英語』が文法版「ジーニアス」として学習者

を支えられることをうれしく思います。

実のところ，『ジーニアス英和辞典』にも文法

の情報は多く載っています。例えば，助動詞の

canには約2.5ページ，willには約２ページ，

mayやmustにはそれぞれ約1.5ページの紙幅が

割かれており，いずれも相当の情報量です。ま

た，beを引けば，進行形や受動態，be toなどに

関する詳しい情報を得ることができます。

しかし，単語をアルファベット順に並べる辞書

では，文法事項について体系だった説明をするこ

とは困難ですし，動名詞・分詞や基本時制など，

扱える見出しが存在しない文法事項がいくつかあ

ります。文法のことは辞書でなく文法書で調べる

という学習者も多いでしょう。

『ジーニアス英和辞典』の有益な文法・語法情

報を文法書という形で学習者に示す必要がある

し，示したい――これが『ジーニアス総合英語』

を刊行することになった大きな理由の一つです。

■編集委員と形式上の方針

総合英語の分野に新規参入するにあたっては，

「とにかくよい本を作る。そのために『ジーニア

ス英和辞典』のエッセンスを注ぎ込む」と考えま

した。主幹を含む編集委員チームには，『ジーニ

アス英和辞典』から中邑光男先生，柏野健次先

生，富永幸先生，英語表現の教科書 Departureか

ら山岡憲史先生，加藤治之先生，𠮷田健三先生に

入っていただきました。さらに，主に英文校閲担

当の北野マグダ・レーナ先生，駿台・河合塾・東

進の講師を経て現在は代々木ゼミナールの福崎伍

郎先生などもメンバーです。ちなみに，福崎先生

は，そのキャリアを活かし，『ジーニアス総合英

語』の講義動画（購入特典）の講師を務めてくだ

さいます。

『ジーニアス英和辞典』のエッセンスを注ぎ込

むと言っても，もちろん，辞書の記述をそのまま

移すことはできません。解説の内容以外について

は，次の方針を定めました。

・わかりやすい文章にする：辞書は紙幅の都合に

より非常に簡潔な記述が求められます。総合英

語は主に高校１年生が読むことから，具体的で

理解しやすい文章にすることを心がけました。

・読みやすい紙面にする：囲みや色を多用すると

むしろ読みにくいと考え，紙面はシンプルにし

ました。また，検索の便を考慮し，小見出し付

きの２段組としました。

・使いやすい目次立てにする：現場の先生方の使

いやすさを考え，目次立てでは独自性を出さ

ず，オーソドックスなものにしました。
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■発信のための情報に富む中身

さて，肝心の中身ですが，コミュニケーション

のための英文法，４技能のベースとなる英文法と

いう観点から，高校生にとって必要十分な情報が

盛り込まれています。その情報は，発信用辞書で

ある『ジーニアス英和辞典』に基づいていて，正

確です。例を２つ挙げてみましょう。

⑴ Will you ...?と Can you ...?

Will you ...?も Can you ...?も「依頼」を表す

という説明はどの本にもあります。受信にはそれ

だけで事足りるでしょう。しかし，発信を想定す

るなら，２つの表現の違いを押さえていないと，

どちらを使えばよいかわからず困るはずです。『ジ

ーニアス総合英語』はWould you ...?， Could
 

you ...?も含めて違いを記しています（p.131）。

中邑先生が「ジュース１杯」がカップ１杯なら

a glass of juiceでなく a cup of juiceと言えると

いう注記をつけたと本誌p.18に書いておられま

すが，これにしても発信を想定していることの一

例です。そういう記述が『ジーニアス総合英語』

にはたくさん載っています。

⑵ may,might,couldと can
 

may，might，couldは現在や未来に関する

「具体的な可能性」を表します。しかし，canは

肯定文で「具体的な可能性」を表すことはできま

せん（疑問文・否定文では可能）。M.Swanの

Practical English Usageの第４版（2016）に次の

ような説明があります（第３版にもありました）。

chances:may/might/could
 

We often use may, might and could to talk
 

about the chance(possibility)that something
 

will happen,or is happening.

Can is not normally used to talk about the
 

chance that something will happen or is hap-

pening.

『ジーニアス総合英語』は，柏野先生の記事

（本誌pp.22-23）にもある通り，正しい情報と適

切な例文を載せています（pp.116-117，pp.120-

121）。これは細かい情報のように思えるかもしれ

ませんが，発信を想定すると決してそうではない

とおわかりいただけるでしょう。

■『ジーニアス総合英語』の完成まで

このような類書にあまりない説明を入れるにあ

たっては，多くの議論を経ました。辞書編集でも

そうですが，英語の使用実態をそのまま示せばよ

いというわけでなく，規範的な立場に立ったり日

本の英語教育の事情を勘案したりする必要があり

ます。そのあたりのバランスには非常に気を遣い

ました。編集委員の半分は，高校現場での指導経

験がある先生方です。一歩進んだ説明は，主にコ

ラムや注記で扱いました。

類書と同じような説明の一つ一つについても，

従来通りでよいかという吟味をしたため，『ジー

ニアス総合英語』にかかった時間や手間は並大抵

ではありません。編集会議を何回も開き，原稿は

何度も書き換えていただきました。校正刷り（ゲ

ラ）の形になってからも修正を重ねました。間違

いを正しくするためというよりむしろ，より適切

でわかりやすい説明にするためです。

編集期間の後半の数か月間は，編集部員が編集

主幹の一人と電話で質問や確認のやり取りをする

のが文字通り日課となりました。別の編集委員に

は，やはり質問・確認のための長文メールを，頻

繁に送り，回答をしていただきました。

そのようにしてようやく完成した『ジーニアス

総合英語』です。ぜひとも手に取ってご覧いただ

ければと思います。

G .C .D .英語通信No.6 0 (Oct.2 0 1 7 )

福崎伍郎先生（『ジーニアス総合英語』編集委員／代々木ゼミナー

ル講師）による講義動画の１コマ
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コミュニケーションと文法指導の

英語の「融和」

政，官，財の要請を受けての英

語教育政策の変化に現場の教師は

翻弄され，日々教室で苦悶し奮闘

している。このような背景の中で

できたコミュニケーション能力の

育成を掲げる英語教育の潮流は，

伝統的に行われてきていた文法訳

読式指導法を退けた。文法指導や

授業で母語を使用する場面では教

師は幾分，罪悪感を持ちながら指

導にあたるようになった。

文法指導については明示的な指

導と暗示的な指導のせめぎ合いが

続く。文部科学省は「外国語習得

の過程は，曖昧さに耐えながら，

コミュニケーションの経験を通し

て曖昧さを徐々に減じていく過程

だ」とコメントする。一方で本書

は，「コミュニケーション活動の

中で，言語形式に注意を向けさせ

る指導を行うことが，単純に意味

だけを重視する活動よりも，学習

効果が高い」（p.8）と述べる。

本書は教室内第二言語習得研究

（ISLA）の視点から，現場の教師

が時には経験則で判断し実践する

英語の授業を理論的に後押しす

る。

新学習指導要領では中学校でも

「英語の授業は英語で」と明記さ

れるが，本書では中学校の授業で

広汎な情報を凝縮した知恵が

あなたの授業観を変える

「タスクベースの英語指導」

（TBLT :Task-based Language
 

Teaching）と言われても，特に

興味を抱かない方も少なくないか

もしれない。なにせ，小中高のほ

とんどの授業は，言語的目標の提

示と定着という構造をとっている

からだ。いわゆるPPP（Presen-

tation-Practice-Production）で

ある。大学のシラバスを見ても，

TBLTはほとんど見当たらない。

「TBLTは海外のもの。日本では

PPP」というのが日本の英語教

育界の「常識」なのかもしれな

い。

しかしもし日本が世界の中でお

そらく「英語教育にもっとも熱心

な国」であると同時に「学習者が

もっとも英語下手な国」であると

したらその「常識」を疑うことも

必要だろう。ぜひ本書を手にとっ

てほしい。

理論編の第１部と実践編の第２

部から構成された本書 は，

TBLTについて系統だった理解

が得られるように編まれている。

だが，もしあなたがTBLTにつ

いて否定的な見解をもっていた

り，ほぼ何の知識もなかったとし

たら，第２部（実践編）の最初の

第５章から読み始めるといいかも

は母語の効果的な利用について言

及する。教師にとっては悩まし

い，パフォーマンステストについ

ても実施法や評価について詳しく

記載されている。授業の導入で行

う小テストにも絶妙の見取りとタ

イミングを助言している。

現場の教師に，これまでの指導

はそれほど間違ってはいなかっ

た，理論を踏まえたうえで微調整

すればよい，第一言語（日本語）

も時には効果的に使用すればよ

い，といった温かいトーンで語ら

れているようである。

本書は以下の13章から成る。１

章は文法指導の変遷，２・３章は

インプット強化と処理指導，４・

５章はフィードバック，６章は効

果的なタスクの活用，７章はペア

やグループ活動での指導法，８・

９・10章は発音指導，語彙指導，

語用論指導，11章は学習者の見取

りとコンテクスト，12章では評価

について，13章はまとめとしてフ

ォーカス・オン・フォームについ

て触れている。各章ごとに理論の

解説の後に中学校，高等学校それ

ぞれの授業における理論に適った

授業実践例が記載されている。

編者が中心となって招聘された

国内外の著名なESL研究者によ

る講演会では，常に校種を問わず

数多くの教師が参集して現場で英

語の授業をする際のつまずきや悩

みが共有されてきた。本書はこれ

らの声に耳を傾け，変化多き英語

教育の現場で時として戸惑い，指

導法を模索する教師に寄り添いな

がら語られている。私には教室で

思い悩む英語教師への温かい言葉

が随所で響きわたっているような

気がする。

(こばやし えいじ・山形県立東桜学館

中学校・高等学校教諭)

実践例で学ぶ第二言語習得
研究に基づく英語指導

鈴木 渉 編

A5判・218頁

本体1,800円＋税

［評者］

小林英治

タスク・ベースの
英語指導
TBLT の理解と実践

松村昌紀 編

A5判・272頁

本体2,500円＋税

［評者］

柳瀬陽介
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しれない。特に表5.1の「タスク

のタイプと例」に注目したい。授

業に創意工夫を凝らしている教師

なら「これはやっている」，「これ

ならできる」と思える活動が次々

に頭に浮かぶだろう。そして続く

第６～８章で小中高大の実践につ

いてより具体的に学ぶ。それから

第１部（理論編）の第４章を読み

TBLTについての懸念や疑問を

解消すれば，TBLTは自分とは

縁遠いものとはとても思えなくな

るだろう。

しかし本書の真価はここから

だ。TBLT実践についてのイメ

ージをもった上で，本書冒頭章の

第１章と最終章の第９章をぜひじ

っくり読んでほしい。日本の英語

授業は「教室の中のゴール」を目

指すことだけに終始していない

か，英語教師の指導と評価は「自

己完結の檻」に閉じ込められてい

ないか，ことばの習得とは本来

「楽しみながら自然にできるよう

になっていくこと」ではないか

――これまで一顧だにしなかった

考えにあなたは新しく深い意味を

見出すだろう。その上で第２～３

章でTBLTの応用言語学的・教

育学的考察（文献情報がすばらし

い）を読む。その頃には，この本

はあなたの英語授業を根底的に変

えてくれる記念的な書となってい

るかもしれない。

常識を疑い，より真実に近づく

ことは容易なことではない。それ

には，広汎な情報を凝縮した知恵

が必要だ。編著者の前著である

『タスクを中心とした英語授業の

デザイン』と共に，本書を授業に

関する具体的で深い思考に導いて

くれる良書として多くの実践者・

研究者に心からお薦めしたい。

(やなせ ようすけ・広島大学教授)

これからのテスト作成・評価・検

証・改善に大切な実践ガイド

教育現場では，アクティブラー

ニング，カリキュラムマネジメン

ト，高大接続改革などのキーワー

ドをよく耳にする。また，英語科

においては，小学校における英語

の教科化，センター試験に変わる

大学入学共通テストにおけるリー

ディング・ライティング・スピー

キング・リスニングの４技能をど

のように適切に評価するか，とい

うことが話題に上がっている。

そのような趨勢の中で，本書

は，変わる授業，変わる入試に対

応するテスト作成について，テス

ト実例の添削を通して改善方法を

具体例で示しつつ，テスト作りで

知っておきたい理論をわかりやす

く解説している。

本書は，以下の３章から構成さ

れる。第１章は［テスト添削編］。

テストをどう改善するかを学ぼ

う，第２章は［理論編］。テスト

作成に必要な理論を学ぼう，第３

章は［演習編］。テストを一から

作ろう，である。

第１章では，中高で実際に使用

されたテストについて４技能別に

添削前と添削後の２パターンを示

し，どのように改善すればより適

切な能力を測定するテストになる

か，あるいは，より適切な指示文

になるかについてポイントを解説

している。

第２章では，テスト作成の原

則，実施時の注意点，テスト形

式，テスト実施後の注意点につい

てわかりやすく解説している。と

りわけ，観点別評価・CAN-DO

リストとの関係，技能統合型テス

ト，PDCAサイクルによるテス

ト結果の生かし方については，よ

りよい学校評価・経営を進めてい

く上で今後，ますます重要な項目

であり，一読に値する。

第３章では，４技能別，そし

て，技能統合型テストについて作

成例が紹介されている。ここで

は，予想される対話例・解答例だ

けではなく，採点基準であるルー

ブリックが記載されていて，なお

かつ採点例についても得点ごとに

詳細が記述されている。そのた

め，教師が採点に困ったときのヒ

ントとなり，生徒になぜそのよう

な採点となったかについての説明

責任を果たすことができる。

いずれにしても，少しずつ改善

はされてきている部分がありなが

らも，いまだに定期テストでは，

能力を包括的に測定しようとする

総合問題が散見される。本書は，

これからの変革に備えて現場の教

師がどのように対処していけばよ

いかの指針を示した示唆に富む１

冊である。日々のテスト作りの参

考書としてだけではなく，校内研

修にも大いに活用ができる。ま

た，大学の教職課程における講義

の教科書の１つとしても十分活用

できる素晴らしいガイドであるこ

とは言うまでもない。

(えぐさ ちはる・北海道湧別高等学校

教諭)

実例でわかる

英語テスト作成ガイド

小泉利恵・印南 洋・

深澤 真 編

B5判・176頁

本体1,800円＋税

［評者］

江草千春
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営 業 便 り

▶昨年の秋に大阪から金沢に転勤し，社会人

になってから６回目の引っ越しをしました。

北陸３県は，日本海側に住んだことのなかっ

た私にとって，とても魅力的です。北前船の

寄港地・立山連峰・白山・能登半島・越前岬

……。それは外国の方たちにとっても同じようで，例えば

金沢の街を歩いていてもとても観光客が多いです。それも

ヨーロッパ系。小さな子供連れの家族が多く，新幹線に乗

り合わせると，子供がじっとしていられないからか，客車

の中を親が後をついて歩かせています。▶ある時，新幹線

の中で子供が近づいてきて満面の笑みでこちらを見ている

ので，つい「ハロー」と言ったら，車内中が私の次の言葉

を待っているような雰囲気になり，プレッシャーを感じま

した。▶なぜ日本語で話しかけなかったのか。「イージ

ー・ジャパニーズ」作戦があったのに。英語で始めたのが

失敗だったのか――。いやいや，そんなことはないはずで

す。冷や汗の出た一瞬ではありましたが，自分にとって

は，コミュニケーションについて考えるきっかけとなった

一瞬でした。 (大阪支店 古賀一範)

編 集 後 記

▶最近は邦画のDVDにも多言語字幕付きのものがあり，

これが結構楽しめます。▶例えば高校生が主役のアニメ，

『君の名は。』の出だしの印象的なモノローグ，「朝目が覚

めるとなぜか泣いている。そういうことが時々ある」。英

語でどう言うのかと字幕をみると“Once in a while when
 

I wake up,I find myself crying.”なるほど 『ベーシッ

クジーニアス英和辞典』で「［find A C］A 人・物>がC

状態>であることを（偶然）見つける，…に気づく ◆C

は形容詞・分詞など 」とある，この表現が使えるんです

ね。▶その次の「見ていた夢はいつも思い出せない」は

“The dream I must have had I can never recall.”となっ

ています。「 must have＋過去分詞>「～したにちがいな

い」を意味し，『過去の事柄に対する現在の確信のある推

量』を表す」(『ジーニアス総合英語』)を採用した日本語解釈力

に脱帽です。▶日本文化を英語でどう簡潔に紹介するかの

ヒントにもなります。邦画で英語学習，お勧めです。（穂)

第60号

2017年10月10日発行

(年２回発行)

お知らせ

小社英語教科書についてのご質問，ご感想などを小誌

編集部宛にお寄せください。「G.C.D.教科書Question
 

Box」で随時ご紹介・ご回答してまいります。

また，小社教科書を使った授業の紹介などのご投稿

（郵送のみ）をお待ちしております。（採否のご連絡は致

しておりません。また，原稿はお返ししません。）

なお，小社ホームページには小社教科書の内容をご案

内しているサイトがございます。ここでは，英語の先生

方に役立つ様々な情報も提供しております。

http://www.taishukan.co.jp/gcdroom/

◆ポカホンタスからトランプまで，人物に焦点をあて，い
きいきと描くアメリカ史

列伝アメリカ史

松尾弌之＝著

（四六判・322頁・本体2,300円＋税）

◆これも１つのコミュニケーション

街の公共サインを点検する――外国人にはどう見えるか

本田弘之・岩田一成・倉林秀男＝著

（四六判・216頁・本体1,800円＋税）

◆英文をどこまで深く読めるか？

続・本格派のための「英文解釈」道場

筒井正明＝著

（A5判・224頁・本体2,000円＋税）

◆「間違い」ではなく「変化」。

敬語は変わる――大規模調査からわかる百年の動き

井上史雄＝編

（四六判・298頁・本体2,300円＋税）

◆センター試験分析に基づく新しい文法指導の提案

英文法、何を重点的に教えるか――大学入試分析を授業に活かす

佐藤誠司＝著

（四六判・320頁・本体2,300円＋税）

大修館書店の本
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