
コミュニカティブ言語教授法と大学生の文法力

大学におけるドイツ語教育を考える

中 井 臣 久

はじめに

日本では外国語と言えば英語なかでも米語が代表的で、マスメディアに

見られる外国情報の多くがアメリカから発信ないしはアメリカについての

ものとなっている。それゆえに、私たちの関心はビジネス、政治、学問、

文化、芸術、テクノロジー、スポーツ、ファッションなどあらゆる分野

で、ますますアメリカ志向に傾いてきている。

このような状況のなかで英語力が必要視され、特に近年では英語のコミ

ュニケーション能力が強く求められるようになってきている。文部科学省

の中学校学習指導要領（2008. 3. 28 改訂）でも、外国語教育について、

「外国語を通じて、言語や文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケ

ーションを図ろうとする態度の育成を図り、聞くこと、話すこと、読むこ

と、書くことなどのコミュニケーション能力の基礎を養う」ことが期待さ

れている。こうした流れから、特に話し言葉を重視するコミュニカティブ

言語教授法が、中学校の英語教育に強い影響を与えている。

コミュニカティブ言語教授法の特徴は、もとより談話の持続や流暢さを

重視し、文法事項を明示的に教授しないこと、文法的誤謬について言語習

得の過程では否定的な考えをしないことなどであり（「応用言語学」、大喜

多喜夫、昭和堂、p. 33）、いわゆる古典的な文法訳読法とは全く立場を異

にしている。

今日の大学入学者は、中等教育でコミュニカティブ言語教授法による英

語教育を受けてきている。学生にアンケートを取ると、私たちがドイツ語

教育に採用している、古典的な文法訳読法には違和感を感じている節があ
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る。

そこでコミュニカティブ言語教授法の実際を知るために、英語力の基礎

固めとなる中学校一年の英語教育で使用されている代表的な教科書

（「NEW CROWN」, 1997（略称 09中英クラウン�）, 2006（略称 18中英

クラウン�）年版 , 三省堂）を概観して、その手法の中身をたどってみ

た。同時に本学の英語のプレイスメントテストで 3段階評価のうちの低位

の C段階クラスに英語の和文英訳テストを実施して、その結果の分析か

ら、彼らの文法知識像の一面を浮き彫りにしてみた。今後のドイツ語教育

に望まれる彼らへの対応策の検討に役立てたいと思う。

1） 中学校一年の英語教科書（「NEW CROWN」, 1997 年版、三省

堂）の概観

大学のドイツ語の一般的な教科書は、多くはいまだに文法訳読法に則っ

て執筆されており、それが特に文法書と銘打っていなくても、通常は文字

のアルファベットで始まり、次に発音、そして文法事項の解説と練習とい

う形式で構成されている。大学のドイツ語教育では、伝統的に書き言葉

（リーディングとライティング）が強く意識されていて、その到達目標は

おもに言語目標で設定され、これは例えばある時点までに習得すべき文法

事項の一部で表現される。

一方でコミュニカティブ言語教授法では、話し言葉（リスニングとスピ

ーキング）が重視され、文法は帰納的に蓄積されていくものと考えて、明

示的に文法事項を説明する手法を取らない。この帰納法の支持者は、.言

語インプットが適切に系統立てて与えられるならば、学習者は規則を「導

き出す」ことができる4（「外国語教育学大辞典」、Jonson K. & Johnson H.

編、岡秀夫監訳、大修館書店、p. 198）と主張する。従ってコミュニカテ

ィブ言語教授法では行動目標が設定され、学習者がどの時点でどのような

コミュニケーション行動が出来るのかという形で表現される。

さて中学 1年の英語教科書の内容を具体的に参照する。合計 11課にわ
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たるテキスト部分が始まる前の 10ページほどの導入部分では、まずは英

語のあいさつ文が図画とともに紹介されている。自然な場面設定のもと

で、実践的な会話文が使用され、学習者の持つ文法知識にはまったく制約

さていない。次に進むと、英語の子音と母音の発音を区別することなく、

自然にそれらに触れられるように、単語（名詞）が図画とともに機能的に

提示されている。こうして英語においても、物や生物などには名前が与え

られていること、これらは名詞であることが直感的に理解出来る。余談に

なるが、文字表示された名詞は図画の具体物と等価であるはずであるか

ら、文字表示の名詞は冠詞を伴って記載されるべきところ、無冠詞で表示

されている。そのため図画の具体物から受ける実感と文字表示の単語の意

味が一致しない。

合計 11課のテキスト文は、終始一貫して文章が例示的に走ることなく、

実践的な場面の具体的な再現を重視している。解説においても、文法用語

や文法事項に触れないように、最大限の配慮がなされている。特に文法事

項については、学習者に必要とされる知識が、巻末に「文法のまとめ」と

して補足的に解説されているに過ぎない。

最初の第 1課から第 3課までのテキスト文は、直感的に理解可能な内容

の、be動詞を含む文を主体にして構成されている。全体として、肯定文、

疑問文そして否定文に拘泥しない、これらが混合した実践的なものであ

る。テキスト文の内容は、緻密に設計された絵による描写だけで容易に理

解できる。巻末の第 3課までの「文法のまとめ」では、be動詞に関して

動詞としての明示的な説明はなく、最後まで am, is, areは be動詞である

という表現は出てこない。am, is, areについては意味、文中における語順

および主語との一致の確認はなされている。

第 2課の「文法のまとめ」では、第 5課の「文法のまとめ」で解説のあ

る名詞の機能が、ここではいったん名詞という自明の品詞として扱われて

いる。a, anが付くこと、文の最初では主語であることが説明されている。

a, anについては、その使い方のみで品詞名の説明はない。名詞に a, anが
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付いたり無冠詞であったりすると、意味がどう違ってくるのかの説明もな

い。また形容詞の品詞名をあげながら、その機能と用法について説明はあ

るが、第 2課と第 3課で出てくる to, in, fromの前置詞については文法的

な言及がまったくなされていない。

第 4課のテキスト文では、目的語を必要とする have, like, practice, en-

joy, play, useの他動詞が使用される。練習問題では目的語が動詞の直後に

くることが例示されている。これらの他動詞は、「文法のまとめ」では状

態や動作を表す「動詞」であることや、「目的語」の解説もなされている

が、目的語が名詞であるとする品詞の確認はなされていない。一方で動

詞・不変化詞結合の前置詞と結合した look at, go to, work withそして get

upが新出して、第 6課への導入の役割を果たしている。前置詞（句）や

副詞（句）に関する文法的解説は、第 4 課と第 5 課で使用される very

much, every day, well, too, thereを含めて、最後まで言及されない。

第 6課のテキスト文では、これまで意識的に別々に使用されていた be

動詞、他動詞などが、自然な形で混在している。第 6課の「文法のまと

め」では、3人称・単数・現在形の動詞の使い方を利用して「人称」の説

明がなされている。余談ではあるが、「英語の主語は、単数の場合、Iを

「1人称」、youを「2人称」、それ以外のすべてを「3人称」と呼びます」

と記載されているが、全員に正確な理解を徹底するためには、「英語の主

語は、単数名詞の場合には、I°ひとつだけ²が「1人称」、you°ひとつ

だけ²が「2人称」、それ以外の名詞は°すべて²「3人称」と呼びます」

と記載したらどうであろう。もちろん、第 6課の「文法のまとめ」の解説

図を参照すれば、Iと you以外の名詞はすべて 3人称であることが容易に

理解できるが、初学者が正確な人称の知識をこれらの情報で確実に習得で

きるのかは疑問である。実際のところ、私がドイツ語の授業で人称の説明

をすると、人称を正しく把握していない学生も見受けられる。

第 7課のテキスト文では、初めて疑問文以外で主語で始まらない語順転

倒の文が使用される。これらは soと butで始まる文であるが、このこと
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に関してはまったく何も触れられていない。第 7課の巻末の「文法のまと

め」では、動詞の使い方について、すぐ後に目的語が必要な場合と目的語

を必要としない場合の 2つに区分けして、わかりやすく説明がなされてい

るが、自動詞と他動詞の基本的な用法や機能に関する明確な言及はない。

この課のテキスト文で難解なのが likeの用法である。この課では likeは

動詞とともに前置詞として使用されている。この相違が品詞の知識なくし

て、しかも何の説明もなくして中学生に理解できるであろうか。文頭に

this afternoonがあったり、文末が todayで終わる文も散見されるが、こ

れらは副詞として機能していて主語や目的語ではないことの説明はない。

第 8課のテキスト文では、文頭に前置詞句が来て語順転倒のある文、ま

た主語と述語の間に頻度の副詞 usually, sometimesが挿入された文が見ら

れる。練習問題では usuallyの用法が扱われているが、副詞に関する説明

はない。

第 9課のテキスト文では、いわゆる前置詞句の形容詞的用法及び副詞的

用法が二つ併置される文が含まれる。この点に関する言及は一切なくて、

練習問題において前置詞句の副詞的用法に焦点を当てたドリル（答え方に

自由度のない練習）が、自動詞を使用する場合と他動詞を使用する場合に

分けて用意されているにすぎない。

第 10課から最後の第 11課までは、時制の知識を与えるテキスト文とな

っていて、現在進行形、過去形の学習につながっている。現在進行形、過

去形に集中したドリルが用意されているが、現在形と対比させて、それら

の時制の使い分けを把握するための練習問題は設定されていない。また、

いわゆる補文である名詞節を含む伝統文法で言う複文が出てくるが、接続

詞を含む複文ではなくて、会話文を° ²（括弧）でくくって、動作他

動詞である ask, shout, explain, sayの目的語となる複文として使用されて

いる。この場合のように、他動詞のあとに一つの文が来ることを示唆する

説明はない。
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2） 中学一年の英語教科書（「NEW CROWN」、三省堂）1997 年版

と 2006 年版の比較

2006年版の教科書は、各課のテキスト文の内容と構成において、コミ

ュニカティブ言語教授法が重視する話し言葉に重きを置いた、タスク

（.与えられた課題を遂行するために、学習者がメッセージの授受をする中

で、言語形式を選択して使用する言語活動4「英語のタスク活動と文法指

導」、高島英幸編著、大修館書店、p. 270）を重視する傾向を強めている。

各課の聴く（listen）と話す（talk）の課題の設定も、内容がいっそう拡

充しているし、言語運用のための多くの練習課題が新規に付け加えられて

いて、この点の充実度は目覚ましいものがある。各課のテキスト文は、現

実場面に即した傾向をいっそう強めていて、第 3課で前置詞 inや接続詞

andそして主語と述語の間に挿入される副詞 often、文末には very much,

every day, every weekなども使用されている。第 6課では tellを使用した

名詞節を持つ複文が出てくる。

注目すべきは、「文法のまとめ」の部分において、旧版（今後は 1997年

版の略称とする）では第 3課にあった「主語」の説明が、新版（今後は

2006年版の略称とする）では第 1課の解説で最初に登場している。旧版

より文法説明がより強く意識されているということであろうか。旧版では

説明もないまま「名詞」の用語が使用されていたが、新版の第 2課で「名

詞」は「いろいろなものにつけられている名前」であると、品詞としての

説明が丁寧になされている。a, an, the の説明においても、名詞の前に置

かれることが新版では新しく付記されている。

人称の説明は新版、旧版ともに第 6課の「文法のまとめ」でなされてい

るが、「自分のことを「1 人称」、相手を「2 人称」、それ以外のすべてを

「3人称」といいます」というコメントに変わり、図画の説明は「こんな

にたくさんあるよ」から「3人称はこんなにたくさんあるよ」と改善され

ているが、それでも「それ以外のすべて（のひと）を「3人称」」と理解

してしまう生徒もあるだろう。
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旧版第 6課のテキスト文となっていた Alice and Humptyは、コミュニ

ケーションを介したタスク中心の指導材料というよりは、むしろ物語の筋

を追うリーディング材料としての適性が大きい。新版では総単語数が 110

語（合計 24述語）から 138語（合計 33述語）の過去時制が新たに加わっ

た文章へとヴァージョンアップして、第 9課のテキスト文に続くリーディ

ング材料として採用されている。

旧版第 9課の「文法のまとめ」の「is [ am, are]の働き」と見出しのあ

る be動詞の説明は、新版第 9課の「文法のまとめ」では「is, am, areの

はたらき」というタイトルに変わっている。isは「全部どんな状態にある

かを表している」として、主語と補語が意味上においていわばイコール関

係で説明されているが、教科書では be動詞は存在を意味する完全自動詞

としても使用されている。

3） 大学における文法訳読法とコミュニカティブ言語教授法

大学では、第二外国語科目は他の教養科目と同一に扱われていて、カリ

キュラム上の限られた枠内（通常は 90分授業を週に 1回実施して全 15週

で完結）にあるから、学期内に特別に集中講義を提供することは基本的に

は不可能である。また、英語志向の強い日本にあっては、教室外の日常生

活で目標言語と生の接触をすることはほとんど期待出来ない。しかも、社

会の関心が英語に集中してきていることから、学習者のモチベーションを

上げる要素が身近な環境のなかで見当たらない。英語以外の外国語教育は

受難の時代にあるといっても過言ではなかろう。

こうした第二外国語教育が未曾有の逆風にさらされていようとも、英語

以外の他の言語との接触は、学習者をして英語圏を越えた文化、芸術、社

会、政治、スポーツなどへと関心を向けさせ、米英文化とは異なる異文化

が提供する異なった視点を発見するきっかけとなる。そういう意味におい

て、第二外国語教育は大学のリベラルアーツ教育の一翼を担う重要なもの

であることは、従来と何ら変わるところがなかろう。
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伝統的な第二外国語であるドイツ語の初級授業では、英語の既習者にお

いては文法の基本的知識はほとんど自明のこととして取り扱われている。

履修者には、ドイツ語の文法理解に不可欠な英語の品詞、構文、時制など

に関する正確な基本的知識が求められている。しかし、今日の中学校 1年

の英語教科書の内容を概観してみると、日本の中等教育でもコミュニカテ

ィブ言語教授法が台頭するに及んで、こうした大学における文法訳読法に

よるドイツ語教育にはもはやあまり根拠がなさそうである。

1960年代にオーディオリンガル メソッドが流行すると、話しことば

が言語の主要な伝達手段であって、文法説明に関しては不必要なものであ

るという考え方が台頭した。この方向性は、理論的背景は異なるものの、

コミュニカティブ言語教授法でも受け継がれている。.外国語を用いてタ

スクを行ううちに、文法は心の中で「成長する」ものである4（Prabhu,

N. S.、「外国語教育学大辞典」、p. 203）とされており、今日では文法は意

識的に学ぶものであるという認識ではない。

1970年代にコミュニカティブ言語教授法が英語教授法の主流になって

くると、言語教育の目標は.知的な鍛練と偉大な文学へのパスポート4

（「外国語教育学大辞典」、p. 199）としての言語構造の習得から、コミュ

ニケーションの手段としての言語使用能力の養成へ、という大きな方向転

換が明確になってきた。今日では文法事項だけをとりだして重点的に学習

するのではなく、母語獲得の環境を教室内で出来る限り忠実に再現する、

タスク中心の指導が行われるようになってきている。今日の英語教育は、

私たちが大学で続ける文法訳読法的な管理的教授法から、むしろ母語環境

の適切な再現を目指した、学習者主体の教授法となってきている。

こうした潮流にあっても、大学のドイツ語教育は相変わらず文法訳読法

による知的な鍛練の様相があるのは否定しがたい。従来からの文法重視の

文法訳読法には、.頭からたたきこむという創造性に欠ける場合が多く、

演繹的な要素はほとんど含まれない機械的暗記による学習が行われてき

た4（「外国語教育学大辞典」、p. 204）という批判さえある。
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文法訳読法は、大人数のクラスで学習者の母語による外国語教育法とし

ては高い評価を受けてきたし、その評価は相変わらず確固たるものではあ

る。しかし、大学のドイツ語教育と中等教育における英語教授法との整合

性、ひいては大学におけるドイツ語教育の目標設定の仕方についても、議

論が必要であろう。今日においては文法訳読法の蓋然性が揺らぎ始めてい

るいっては過言であろうか。

4） 中学一年教科書（1997 年版）の文法訳読法の視点からの分析

大学におけるドイツ語教育で採用されている古典的な文法訳読法の視点

から、今日の中学一年英語教科書を概観し、コミュニカティブ言語教授法

との明らかな相違点を具体的に列挙してみると、下記のような事実が見え

てくる。

①英語を構成する 8つの品詞（動詞、名詞、形容詞、副詞、限定詞、代

名詞、接続詞、前置詞）の基本的な解説がなく、品詞解説は部分的か

つ限定的である

具体的事項

冠詞の説明がない

副詞（句）の説明がない

前置詞（句）の説明がない

②文型の解説がない

具体的事項

語順転倒で語順が崩れたときの説明がない

基本 5文型や付加詞、修飾語句の説明がない
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③日本語と英語とを対照させた解説がない

具体的事項

語順の相違の説明がない

品詞分類の相違点の説明がない

コミュニカティブ言語教授法は、今日では英語教育の最適アプローチ法

として広く受け入れられているが、メソッドとして完全無欠のものが確立

しているわけではない。コミュニカティブ言語教授法といえども、その具

体的な方法論（メソッド）においては試行錯誤が繰り返されていて、いま

だ発展途上にあると言えよう。

例えば Hammerly, H.（1991）は、.学習者は話さなければならないとい

うプレッシャーがある一方、文法を気にせずに話すように言われるため

に、誤りを含んだ教室ピジン（共通語であるが、それを母語とする人がい

ない、「言語と社会」、P. トラッドギル著、土田滋訳、岩波新書、p. 196）

が 2、3年生の早い時期に定着してしまう4から、正確さと流暢さのバラ

ンスの良さが大切であるとし、特に第二外国語の初級、中級学習者には正

確さの指導がもっと強調されるべきであるとの指摘もある（「外国語教育

学大辞典」、p. 7）。

日本語と英語は、起源、文字、発音また文法などのあらゆる面で全く異

なっており、両言語間の距離は英語・ドイツ語間の距離と比較すると格段

に大きい。Larsen-Freeman, D. & Long, H. M.（1991）は、.母語と学習言

語の言語的、文化的相違が、負の転移や母語の干渉を引き起こし、語学学

習を困難にするが、2言語の文法構造、音韻、文化的背景が類似していれ

ば、正の転移が起き、語学学習を容易なものにする4（「言語教育学入門」、

山内進編著、大修館書店、p. 140）と述べている。日米両言語間の距離が

大きいということは、学習者にとっては目標言語である英語を習得する上

で大きな困難を伴うから、2言語の文法構造、音韻などへの配慮がもっと
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あっていいのではないだろうか。

Johnson, K. は、.教室だけしか目標言語との接触がない学習者には、コ

ミュニケーション活動（タスク）と目標言語の言語項目に焦点を置く指導

の両方を含むプログラムによって効果がもたらされるであろう4（「外国語

教育学大辞典」、p. 69）と主張している。

Joworska, E. は.最近の言語習得理論では、言語習得における個人差、

習得の道筋や速さ、明示的で意識的な知識の役割などの概念を盛り込むよ

うになっている4（「外国語教育学大辞典」、p. 268）と述べているが、進

化を続ける中学校の英語教育にとって示唆に富んだ提言であろう。

特に初級学習者に対する明示的な文法解説の必要性の有無や方法に関し

ては、今後も議論がたたかわされることであろう。一方で中等教育の現場

指導にこのような議論の成果が生かされ、他方で大学におけるドイツ語教

育が今後改善されていけば、大学生のドイツ語履修も少しは楽しくなるの

ではないだろうか。

5） 大学生の文法知識像

大学の文法訳読法で重視する構文と品詞の理解度に主に焦点をあてて、

学生の文法知識像を観察するために簡単な和文英訳のテストを実施した。

批判はあるであろうが、問題の和文は単語の欠損を防止するために、.英

語の教室のみで許容されている日本語4（「英文法の基礎研究」、黒川泰男、

三友社出版、p. 21）を敢えて使用した。得られた解答は、正答率と単語

の欠損数について分析した。

テストの目的

文法知識の評価

テストの方法

和文英訳のテスト
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テストの特性

対象集団の選定：大学 1年生で英語の履修者（3段階評価で低位 C段階

クラス）

対象集団の数：A，Bの 2グループ

対象集団の大きさ：Aと Bグループ合わせて合計 26名

テスト形式：和文英訳（辞書利用可）

テスト時間：無制限

問題文の数：各グループ 10問

テストの集計方法

1）解答文（単文、複文別）の正誤の集計

a）必要な単語が適切な語順にあるか

b）品詞が正しく選択されているか

注 1：単語の意味上の不適切な選択は誤りとしない

注 2：冠詞の用法については正誤を問わない

注 3：時制の正誤は問わない

注 4：前置詞の不適切な選択は誤りとしない

注 5：接続詞の不適切な選択は誤りとしない

2）単語の欠損の集計

a）品詞で分類する

注 1：名詞は主語、目的語、その他として分類する

注 2：単語の移動、補充そして修正の必要が 2語以上に及ぶ解答文は誤

りを明確に分類できないことから誤文として処理して集計対象と

しない

Aグループの問題文

私が日曜日に食べたアイスクリームはとてもうまかった。

その少年は君がスーパーで買ったリンゴを食べた。
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彼女はその少女が書いた 2冊の本を読んだ。

私たちは太郎と次郎と一緒に公園でサッカーをする。

私が昨日あった旅行者はアメリカから来た。

その学生が助けた婦人は英語と日本語を話す。

彼はとても空腹なので君が焼いたパンを食べる。

その学校は丘の上にあります。

山田さんは新聞を読んでいたのでマイケル ジャクソンが死亡したこと

を知っている。

私はトムがパリに住んでいると聞いた。

Bグループの問題文

私が彼女と日曜日に食べたリンゴはとてもおいしかった。

その少年は君がパン屋で買ったパンを食べたがっている。

彼女はその少女が書いた 2冊の本を読んだ。

私たちは公園で太郎と次郎に会う。

私が昨日駅で会った旅行者はアメリカから来た。

その学生が駅で助けた婦人は英語を話しました。

彼はとても空腹なので君が焼いたパンを食べる。

その白い家は丘の上にあります。

山田さんは新聞を読んでいたのでマイケル ジャクソンが死亡したこと

を知っている。

私はトムがパリに住んでいると聞いた。

集計結果

1）解答文の正誤（正答率）

単文 71％

複文（関係文） 50％

複文 40％
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2）単語の欠損

動詞 19

前置詞 31

名詞（主語） 2

その他の品詞 0

学生が和文英訳の問題に解答した結果を集計してみると、主語−述語関

係が単一の単文の場合には正答率は高いが、関係文から接続詞の必要な複

文に移行するにしたがって正答率は低下することが読み取れる。つまり、

一組の主語─述語関係からなる単文を組み合わせて新しくひとつの文を組

み立てることは、関係代名詞節を含む関係文であれ接続詞を持つ複文であ

れ、学生にとっては難儀な作業であると推定される。

また、誤りで際立って多いのが前置詞の欠損であった。日本語には前置

詞は存在しないから、修飾語句であれ付加詞であれ前置詞句の機能はなか

なか理解しにくいのであろう。また前置詞は一つのものがいろいろな意味

で使用されるから、多数の前置詞の多義にわたる意味や用法を理解して、

自信をもって適切に使えるようになるのは至難の技である。

LEARNERʼS GRAMMAR（Oxford）の巻頭文では、英語の学習者にとっ

て前置詞の利用は悩みの種であって、前置詞には金曜日にとか 2時にとい

うような沢山の慣用句が存在している。前置詞と副詞は動詞と結合して例

えば誰かを待つとかラジオを切るとかのような慣用句をつくる。こうした

表現が実にたくさんあってボキャブラリーの一部として習得する必要があ

ると記されているように、前置詞のマスターはなかなかやっかいなもので

ある。

前置詞の次に多い誤りが動詞の欠損であった。そのほとんどが、存在を

意味する完全自動詞としての be動詞の欠損であった。主語の欠損は、複

文における後置従属文の主語の場合に限られていた。
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6） 考察

今日における大学入学者は、中学校時代からコミュニカティブ言語教授

法のもとで初級英語教育を受けてきている。現行の中学 1年の英語教科書

を概観してみて、コミュニカティブ言語教授法の特性として、学生が大学

で旧来から求められている強固な文法知識を持っていない理由が理解出来

る。学生は英語学習の初級段階で、例えば構文や品詞に関する基本的な解

説を十分には受けていない。本学のプレイスメントテストで低位の C段

階評価を受けた学生は、その和文英訳テストの結果を分析してみても、構

文や品詞の理解は乏しく、句や節の構成や機能についてはほとんど理解し

ていないことがわかる。

コミュニカティブ言語教授法は、英語圏で少人数教室で実施する ESL

教授法として確立されたものである。和文英訳テストの結果を見ると、日

本の中学校教育のような、生徒数 30人を超える大教室の指導に本当に適

用できるのかという素朴な疑問を持たざるをえない。コミュニカティブ言

語教授法が求めている、教室内ではタスク中心の指導を進めるということ

についても、大人数クラスの場合には、学習者ひとり当たりの言語活動は

必然的に薄まってしまう。十分な自宅学習だけがそのデメリットを補って

くれるはずであるが、学習者全員にこれを期待することは出来ない。

もとよりコミュニカティブ言語教授法においては、教師は教師と学習者

又は学習者同士のインタラクションなどを通して学習者の言語活動を十分

に賦活し、できるかぎり母語獲得と同じような環境を創造する役割を果た

すことになる。この場合には、学習者の習熟度の面で個人差が大きく浮き

彫りにされやすく、教師が機転を効かせて学習者のモチベーションを維持

する努力をしないと、十分な自習能力のついていない初級学習者は落ちこ

ぼれやすい。

母語に限られた報告ではあるが、文法形態素の習得には順序があるとい

われ（「英語教員のための応用言語学」、大喜多喜夫、昭和堂、p. 42）、前

置詞 in, onの習得は第一番目の現在進行形の次にランクされている。少な
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くとも基本的な前置詞の使用は、母語獲得の場合には早期に習得されるは

ずであるのに、今回のテストで確認できたように、前置詞について基本的

な知識さえ持っていないということは、彼らが英語教育の初期の段階で脱

落した痕跡であると解釈できよう。したがって、特に日本人の英語教育に

は、前置詞の用法・機能についての充分な配慮が必要で、その理解度は初

級英語力の重要な指標となりうることが示唆されているといえよう。

ベネッセ教育研究開発センターの生徒調査（「第�回中学校英語に関す

る基本調査報告書」）、速報版、p. 8）でも、中学�年後半で英語が苦手に

なる生徒が最も多いようで、今回の分析結果と符合する部分がある。

コミュニカティブ言語教授法では、文法的誤謬は単に言語の段階的進歩

の道標にすぎないとして、「ニキビ」（「英語教員のための応用言語学」、

French, F., 大喜多喜夫訳、昭和堂、p. 32）のようなものと見なされる。

今回の和文英訳テストの結果を分析してみると、学生の文法的誤謬は単な

るニキビでは済まされず、特に前置詞のつまずきは初期脱落の誘因になっ

ていそうである。

英国でも、.英語圏の国では、この数十年間、形式文法を捨てたのに伴

い、母語での「創造性」という面に教育の重点が置かれてきた。このよう

な傾向のために識字能力が低下し4（「外国語教育学大辞典」、p. 205）て

いると言われている。英国人においてさえ見直しの機運がでてきているの

だから、日本人の学習者とくに初級学習者には文法事項の説明がもっと加

えられていいのではないだろうか。

一部の大学の理工系学部では、新学期が始まる前に導入授業が行われて

いるようだ。こうした導入授業の設定を含めて、今後のドイツ語教育をど

う徹底していくか、その具体的な方法について議論を始める必要があろ

う。

7） まとめ

今日では中学校の英語教育にしっかりと根付いているコミュニカティブ
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言語教授法は、科学的な根拠に根差したいわば総論に相当するアプローチ

法であり、現状においては最善の英語教授法であることについては疑問の

余地はなかろう。

本学のプレイスメントテストで C段階の評価を受けた学生に和文英訳

テストを実施した。その結果を分析してみると、私たち大学のドイツ語教

員が、構文、品詞、句、節などに関する強固な基本的文法知識を入学者に

期待することには、今日ではあまり根拠のないことが示唆された。

こうした事実を踏まえると、大学のドイツ語教育では、学生の持つ文法

知識は一般的にかなり希薄かつ漠然としたものであるという前提のもとに

進めなければならないだろう。

おわりに

今回の論稿を思い立ったのは、前置詞の説明で英語の前置詞を書き出さ

せると、a, theを挙げる学生がいることからである。その理由が私には長

らくどうしても理解出来なかったが、中学校の教科書を勉強してみて、や

っとその謎が解けた。冠詞は前置詞と同じく名詞の前に必ず置かれるから

である。

かつてワールドサッカーがドイツで開催された時には、はからずもドイ

ツ語履修希望者が大幅に増加してほくそ笑んだ記憶がある。学生の英語以

外の言語への興味の程度は、まわりの社会情勢に大きく左右されることを

如実に物語っている出来事であった。

いうまでもなく大学図書館には、数多くのドイツ雑誌やドイツ日刊紙そ

して多くのドイツ専門雑誌が整備されているが、あまり人気はなく寂しい

存在となってしまっていて、現代ドイツ社会との接点の希薄さを痛感す

る。

このような状況は大学で意欲のあるドイツ語履修者が多く集まらない現

状を辛辣に代弁している。私たちドイツ語教員が、出来る限り図書館にあ

る資料を有効活用して、地道に啓蒙活動に力を注げば、かつてのワールド

コミュニカティブ言語教授法と大学生の文法力

─ 41 ─



サッカーほどのインパクトは与えられないにしても、多少は学生の関心を

喚起できて受講者増に結びつくのではないだろうか。

また、アメリカ式自由主義が跋扈するこの頃の日本の生きにくさのなか

で、ドイツ語の教員としてこれを座視することなく、少しでもその能力を

利用して異なった視点を社会に提供出来ればよいと考えている。
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