【特集】文法 ─ 楽しく，効果的に

使える「英文法」の指導
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「文法を教えても定着しない」
「一生懸命解説
しても，
テストをすればまるでわかっていない。

山岡

憲史

もできません。
Unicorn Journal 53 号（2002 年 ６ 月 ） で 新

ましてや，それを使ってコミュニケーションを

里眞男氏が述べておられるように，「実践的コ

したり，自分の考えや意見を書くことなどまっ

ミュニケーション能力」の育成は文法指導を排

たくできない」─このような悩みを持つ先生方

除しているものではなく，むしろ，「文法事項

の声が聞こえてきます。
「コミュニケーション

の指導は必要と認めた上で，それらの理解にと

重視」を求められ，
OC I や ALT とのティーム・

どまらず，実際に活用できるようにする」こと

ティーチングで，生徒の発話力を伸ばす指導に

が求められているのであり，使うという観点の

力を入れようとしても，会話表現の発話練習を

ない指導や学習は，単なる問題を解くための知

させる程度が関の山で，英語力を伸ばしている

識に終わってしまいます。では，コミュニケー

という実感がつかみにくいのが現状ではないで

ションを重視しつつ，文法力も上げ，さらに読

しょうか。

む力・書く力も上げて大学入試に対応する力も

一方，文法指導においては，OC I の時間の

十分つけるような指導法はないのでしょうか。

一部をそれに充てたり，文法参考書で自学自習
させ，定期的にテストをするなどの方法を採っ

１．使う観点から授業を組み立てる

て何とかやりくりをします。ところが，授業で

文法を使えるレベルまで定着させるには，次の

は，解説と問題演習に終始し，文法を使って読

段階が必要と考えます。このプロセスは田尻悟郎

んだり書いたり話したりすることにまで指導が

氏の言う
「理解→習熟→習得」
と軌を一にします。

及びません。自己学習のみで学習させている場

⑴ 形式と意味の理解と暗記

合は，基本的な事柄すら理解できていないこと

⑵ 機械的な練習

が多くあります。

⑶ 使用場面と機能の理解

たと

しかし，このような状況を野球に喩えてみる

⑷ 実際の使用場面での活用・応用

と，このスポーツをあまり知らない生徒にひた

⑸ 強化のためのフォローアップ

すらボールの投げ方やバットの振り方を解説

文法構造とその意味を教えて，文法問題集で

し，それを紙の上で演習させたり試験をしてい

練習させる方法では⑵までにとどまり，知識を

ることに似ています。それもある科目では走塁

活用する段階に至りません。暗記をしても時間

の方法を，別の科目では投球のやり方を教える

が経つと知識があいまいなものとなり，テスト

という具合に，それぞれにつながりがない指導

の結果も期待はずれに終わります。

になってしまうこともよくあります。

⑴を終えた後に，授業内コミュニケーション

文法の指導において，生徒は何のために文法

活動で⑷に一足飛びに移行すれば，その時点で

を学ぶのかがわからず，文法を単に知識や書き

は何とか活発に活動ができても，一過性のもの

換えなどのテクニックとしてしか理解していな

に終わり結果は同じで，活動があっても定着し

いため，読解や作文の際に学んだ事項を活用す

ないものとなってしまいます。

ることは不可能なのです。これでは試合はおろ
か，実際にボールを投げたり打ったりすること
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そこで，⑴〜⑸に至るプログラムの手順と，
その要諦を示してみたいと思います。

使える「英文法」の指導

２．形式と意味の理解と暗記

４．使用場面と機能の理解

文法項目の形式と意味の理解は，暗記や後の

学習指導要領でも強調されている「言語の使

活用の大前提になる土台ですから，家庭学習に

用場面と機能」は，野球で言えば実際の試合の

任せることなく，しっかり解説をして全員がわ

セオリーを教えることに似ています。試合のそ

かるようにすべきです。しかし，１時間ずっと

の場その場の状況で，どこを守るか，どこに投

解説だけであったり，細かい規則まですべて説

げるか，どこに打つかを知らないと，せっかく

明しようとすると，生徒はアレルギーや飽和状

の技術も生きないのと同じです。それぞれの文

態に陥り，逆効果になる危険性があります。解

法項目がどのような場面で何を意図して用いら

説は，できる限り短時間で簡潔明瞭を心がける

れるかがわかって初めて，発話の持つ意図を理

べきです。

解でき，どの文法事項を使って話したり書いた

例えば，現在完了では，過去に行われたこと

りするかが選択できるのです。

が現在に影響を及ぼしていることを例をもって

例えば，
Turn right at the next corner. は「指示」

示し，just や ever, since Monday などの副詞

の機能を持つ命令文なので，please をつけると，

や副詞句（節）との関連を図式化して教えます。

自分のために行ってもらうような響きになりま

そして，簡単な例文を 10 文程度暗記させます。

す。Prompt reply would be much appreciated. は，

暗記があいまいであるとこれ以後の活動に支障

強い要望を相手に失礼に聞こえないように受動

をきたすことを伝え，テストや練習問題などで

態にして，仮定法を使っています。If I were you,

徹底します。暗記は，頭で学んだ知識を生かせ

I would not believe such a sweet talk. は控えめな

るようにするための筋肉トレーニングです。

提案の機能を有しています。
このような機能や発話の意図は，機械的な書

３．機械的な練習
何とか暗記ができても，まだまだ定着したこ
とにはなりません。教えた技術を実際に訓練す

き換えや演習だけでは理解できません。せっか
く学んだ文法事項を知識だけのものにしないた
めに，丁寧に指導することが必要です。

る必要があります。これは，キャッチボールや
素振りに当たります。
例えば，受動態が助動詞などと組み合わされ
るときの暗記のための訓練法は，
それはなされるだろう
= It will be done
それはされてしまった
= It has been done
それはされることになっている
= It is going to be done
それはされているところだ
= It is being done

５．実際の使用場面での活用・応用
暗記や訓練で鍛えた後は，実際のコミュニケ
ーション活動に入ります。私はこれを，次の３
つに分類しています。
① controlled pattern practice
② half-controlled pracitice
③ less-controlled communication practice
① は He is taller than John. に diligent, his
cousin を与えて文を作らせるというような，
普通のパタン・プラクティスです。現在ではあ
まり流行りませんが，上記の機械的な練習から
の橋渡しとしてテンポよくやれば効果的です。

のように，日本語と英語の両方が書いてあるカ

②は，文法構造の骨格をそのままにして，文

ードを渡して，日本語だけを見て英語にするペ

の一部を考えて発話させたり書かせたりする活

ア活動を行い，これを繰り返します。ドリルの

動です。以下は関係代名詞の練習です。

際もできるまで徹底的に厳しく行うべきです。
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English is a language which most
Amercians speak. という文を与えておいて，
A dictionary is a book〜以降を説明させます。
→ A dictionary is a book which we use
when we don’t know the meanings of words.
などと言えればいいのですが，A dictionary
is a book which we use in English class. と
いう説明では textbook の可能性もあるので，
その後に It is a thick and heavy book. のよ
うに一文を付け加えさせて specify させます。
ゲーム形式で行う場合には，以下のような活
動が考えられます。

５つ書かれた紙を渡す。

かりと守れば後は自分の想像力や発想で表現で
きる点です。pattern practice は，野球で言え
ば シ ー ト ノ ッ ク に あ た り，half-controlled
practice は投手，野手と走者を位置につかせた
打撃・守備練習に当たるでしょう。
③の less-controlled communication practice
でも，骨格をしっかり守らせることは怠っては
いけませんが，もっと生徒の実生活に結びつい
たと

た内容で話させたり書かせたりします。喩えて
言えば，学んだことをすべて使う他流試合です。

experience

which

you

could

have

avoided if you had been more careful or

なら

⑵ 与えられた語を基本文に倣って相手に
説明する。ただし，その語をそのまま
英語にしてはならない。相手はその語
を英語で，無理なら日本語で言い当て
る。

thoughtful. という指示をし，必ず should
have p.p. を使って表現させます。
例 2 空所に最上級を使った文を書きなさ
い。
Girl: Wow, I really enjoyed that film. I

It’s where we study.

was on the edge of my seat all the

与える語「病院」

the way through. I could go back

→発話例 It’s where we go when we

and watch it all over again right

are sick.

now.

・基本文 It’s what we use when we take
a bath. It is made of cloth.
→ 発話例 It’s what we use when we
open a door. It is made of metal.
⑶ 限られた時間で 2 人合わせてたくさん
解答ができたペアが勝ち。

中間として，次のような活動が可能です。
going

to

write

教室という制限のある空間ですから，実際の
コミュニケーションとは異なりますが，できる
限り自分の体験や身近な出来事を話したり書い
たりできるように工夫して，ペアやグループで

書かせる活動でも，和文英訳と自由英作文の

You’re

Boy: You’re kidding, aren’t you?
――――――――――――――――
（2007 年 東北大学入試問題）

与える語「鍵」

about

the

similarities and differences between
soccer and rugby. という指示を与えて，
その中に必ず be forbidden to do, allowed
to do を使わせる。



pattern practice と異なる点は，骨格さえしっ

例1 Tell your partner about a terrible

⑴ ペアにして２人に違う語（日本語）が

・基本文

half-controlled practice が controlled
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活動させたり，書かせたものを発表させたり（で
きるだけ読まないように文単位で暗記させて）
することによって，学んだ文法事項を自分のも
のにできる契機となります。関心のあることに
ついての自己表現練習であるため，モティベー
ションも上がります。また，入試問題などから
題材を取ってくることによって，問題を解く上
でも文法の力が生きることを実感させることが

使える「英文法」の指導

できます。公式試合とまではいきませんが，紅
白試合や練習試合をさせることによって，技術
は応用のきくものとなります。

６．強化のためのフォローアップ
ここまでの指導で，生徒たちはかなり文法の
力とそれを応用する力をつけるようになります
が，このような力を落とさせないようにするた
めには，テストで再度しっかり書かせたり，次

on the East Coast a few years before.
But this other classmate had never let
on that she was a returnee student. She
even spoke with a distinctively Japanese
accent whenever she was called on to
read aloud during English classes.
Perhaps she was afraid that（

）.

（2007 年 東京学芸大学入試問題［改］）

の文法事項での活動で既習の事項も使えるよう
なものを考えるなどして，強化することです。
また，文法を自己表現に応用するだけでなく，

７．最後に
文法を教える時間がないという悩みは高校の

その文法事項が使われている英文を読んだり聞

英語教員に共通のものです。しかし，１年間〜

いたりして理解できることも「使える英文法」

２年間に生徒が学ぶべき文法事項を選定・配置

の重要な側面です。文法事項を含んだ英文を探

し，どの文法事項をどの科目で重点的に扱うか，

すことが難しければ，ALT の力を借りて作っ

どの部分を自己学習に委ねるかなどの計画を立

てみましょう。OC I では読む量が少ないので，

て，４つの技能を伸ばしながら集中的に扱えば，

テーマに関した英文を読ませ，そこに重要な文

十分可能であるばかりか，従来の文法単独の授

法事項を投げ入れるといいでしょう。ここでも

業より大きな効果が期待できます。文法を使っ

入試問題を使うことが可能です。
野球で言えば，

てコミュニケーションをすることの喜びや意義

試合をさせる一方，いろいろな試合を見せて学

を感じられる生徒を育てるためには，教師の側

ばせること─それが客観的で広い視野を養いま

に，わかりやすく簡潔に文法を説明する力，訓

す。

練を厭わずにやらせる指導力，練習の意味を理

例）
（

）に受動態の文を書きなさい。

More than thirty years ago, when I
was at junior high school, a Japanese girl
who had been living in the United States
joined my class. She spoke English like a
native speaker, and naturally that went
for her mother tongue, Japanese, as well.
She was the first bilingual person I had
ever come across. “So this is English as
it’s spoken by native speakers,” I thought.
I marveled at her fluency. But then one
time during recess, I overheard her
chatting to a classmate in Japanese. “Hi,
so-and-so.

It’s been a long time,” she

said. I found out that they had been at
the same supplementary Japanese school

いと

解させ興味深いものにする演出力，コミュニケ
ーション活動を考え，それを成果のあるものに
仕立てる企画力などが必要です。しかし，何よ
りもまず大切なことは，教師自身の「使える文
法を教えたい」
，
「文法が使える喜びを知らせて，
英語を好きにさせたい」という意欲だと思いま
す。生徒の潜在力を信じ，情熱を持つ指導者は，
学んだことを積極的に生かしていこうとする
プレーヤー

学習者を育てることができるのです。
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