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第３３回 英語部会研修報告 

 

８月９日（火） 

研修Ⅰ「英語の構文・表現形式と意味」                          

    講師： 濱 田 英 人（札幌大学教授／昭和５５年度外英卒）           
１ リンゴを例にとると、目で知覚したものをニューロン・クラスターを経由して脳内に取り込

まれ、形成された「表象」が私たちが言葉で表現してものである。 

 

２ 日本人は「目に見えているまま」を言葉で表現するが、英語話者は自分を含めて出来事全体

を「場面の外から見ている感覚」で表現という違いがある。 

 (例) 友達から電話がきて遊びに誘われている場面で 

   a. 「今、人がきてるの。後で電話するわ。」             
       → 見えているままの状況（日本人） 

   b.  "I have someone here now.  I will call you back later."    
       → 場面全体を外から見ている感覚（英語話者） 

  (例)  
      a. 山が見える 

              → 「見え」の範囲は山のみ 

   b. I see a mountain. 
              → 「見え」の範囲は山を見ている自分を含めた範囲＜右脳でメタ認知処理＞ 

                      ※主語が必要、出来事全体を客体化 

                          
      英語話者は脳内で、主語・目的語がうまって初めて表現する 

 

主 語      目的語 

 ●  →  □ 

 

         ↑Start Point 
 

３ 英語話者は出来事を脳内で客体化して処理するので、抽象化・イメージ化がしやすい。 

  抽象化されたイメージ・スキーマをある前置詞で言語化する。メターファー的解釈を含めて、

状況（出来事）がこのイメージ・スキーマに合致するとそれをその前置詞で表現する。このため

英語の前置詞は多義性を持つ。 

 (例) 'in' 
   a. I met Mary in the station. (物理的空間) 

        (駅でメアリーに会った) 

      b. The historic event occurred in 1976. (時) 

        (1976 年に歴史的に重要な出来事が起こった) 

      c. John is in a good mood. (心的状態) 

        (ジョンは機嫌がいい) 

  (例) 'on' 
      a. There is a book on the desk. 
        (机の上に本がある) 

      b. There is a picture on the wall. 
        (壁に絵が掛かっている) 

      c. There is a fly on the ceiling. 
        (天井にハエが止まっている) 

 

 

  (例) 英語の前置詞の多義性: over 
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      a. 川にかかっている橋 (the bridge over the river) 
      b. 通りに突き出したバルコニー (the balcony over the street) 
      c. 飛行機が我が家の上空を飛んで行った。 (The plane flew over my house.) 
      d. 道路の向こうにある家 (the house over the road) 
 

４ 二重目的語構文と前置詞文(SVO to(for) 名詞)では次の点に注意する。 

 

 ＳＶＯＯの構文の意味： 

 ＳＶＯ1Ｏ2 ではＯ1とＯ2はhaveの関係にある 

 

  (例)  
      a. John sent a Christmas card to Mary. 
      b. John sent Mary a Christams card. 
        (ジョンはメアリーにクリスマスカードを送った) 

 

  (例)  

      a. John gave Mary a book. 
 

      b. John gave a book to Mary. 
 

 1. 人と人の関係として出来事を伝える   → 二重目的語構文で表現 

 2. 人と物の関係として出来事を伝える     → to / for 前置詞文で表現 

 

  ※上のイメージが固定化することで、新しく誕生した語でも、このイメージに一致するとＳＶ 

ＯＯで表現できる 

   John telegraphed / faxed / e-mailed / wired Bill the news. 
 

５ 進行形のイメージは、「終わりをイメージできる行為」の途中を見ているような時に使う表

現である。 

    始まり                            終わり 

   End Point 
 

 
 

 

 

 

 

 

  Ⅰ. ある時点での進行中の動作（行為）を表す 

       When I visited John, he was talking woth someone on the phone. 
       (私がジョンを訪ねた時、彼は誰かと電話で話をしていた) 

  Ⅱ. 一時的な出来事を表す(終わりがある) 

       Mary is living in New York. 
       (メアリーは今ニューヨークに一時的に住んでいる) 

       You are being a good boy today. 
       (今日はいつになく良い子だね) 

  Ⅲ. 今後の計画を話すとき：meet や marry した時点でその行為が達成されるので、このような 

 動詞を進行形にすると、そこに至る過程を表すので未来の予定として使われる。 

    I'm meeting Bill this afternoon. 
       (今日の午後ビルと会うことになっている) 

       We are getting married next week. 
       (私たちは来週結婚することになっている) 

  Ⅳ. 自分の気持ちを丁寧な表現(控えめな表現)として伝えたいとき 

    I'm hoping that you will join us. 
       (私はあなたが私たちに加わることを希望している) 
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  Ⅴ. 生き生きと出来事の臨場感を伝えたいとき：「終わりをイメージできる行為」の途中を見 

 ているというイメージからその行為の有り様に注意が向けられていることを表し、イキイキ 

  伝える効果がある。 

       A:  "Michael, I'm so glad to see you.  Thank you for arrnaging everything so quickly." 
          (「マイケル会えてうれしいわ。すぐに手配してくれてありがとう。」) 

       B:  "No problem.  I've been waiting for you, Jennifer." 
          (「お安いご用佐。待っていたんだよ、ジェニファー。」) 

 

   ※日本語の「Ｖテイル」は見ているままの状況を表現する「現象文」 

   a. 庭で犬が走り回っている 

    b. 雪が積もっている 

   C. 財布が落ちている 

 

６ have 構文の意味は「文主語の(経験)領域にモノや出来事がある」ということ。「モノや出来 

事を持っている」という感覚がすべてに共通している。 

              モノ 

   I have   a car  .   (「車」というモノをもっている) 

 

              出来事 

      I have   a mechanic repair the car  .   
              (「修理工が車を修理する」という出来事をもっている) 

              出来事 

      I have   the car repaired  . 
                            (「車が修理される」という出来事をもっている) 

                                               出来事 

  同様に英語の「現在完了」も、「主語＋have＋すでになされている行為」をもっているとい 

う ことになる。 
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研修Ⅱ  "Classroom English"                                     

    講師： 仲 川 武 雅（北海道小樽桜陽高等学校教諭／昭和５５年度外英卒）    

 

１ 小学校３・４年生での英語学習が開始予定であり、中学校・高等学校ともに授業は英語で 

 と、今後ますます英語を使うことが必要となる。 

   

２ "Classrrom English"は「教師と生徒が授業で使用する英語」としてとらえる。児童・生徒の 

理解が第一であり、必要に応じて日本語も使用する。活動内容や注意事項等は、事前にしっか り

指導する。繰り返し同じ語彙・表現を使うことが大切である。 

 

３  小学校・中学校・高等学校、それぞれの立場での"Classroom English"  

  (1) 英語で指示された内容を理解する 

  (2) 指示に従って活動する 

  (3) 活動について激励や評価を受ける 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 (4) 自分の感想や考えを発表する 

 (5) 他の人の感想や意見を聞く 

  (6) 自分の感想や意見との共通点や相違点を理解する 

 (7) ほかの人の感想や意見に対する自分の考えを発表する 

    教員の笑顔・大きな声が活動に対する意欲・関心を呼び起こす。「もう少し」「もっと大き 

な声で」「頑張ったね」と指示・激励の言葉をかける。活動に対して、きちんと評価をする（数 

字だけでなく、努力したこと等も言葉で） 

 

４ 「児童・生徒の理解が第一」という大前提を忘れなければ、ある程度日本語を使って説明し 

 て、理解の程度を確認した後は英語でというように、臨機応変な対応が大切である。 

 

５ 学習指導要領＜中学校英語＞は、英語教師として必要な素材がつまっている「宝の山」であ 

る。きちんと読みこなして、自分の糧とすることが大切である。 

  今回作成した「"CLassroom English"（教友会版)」は、 

   ◆平成 20 年度小学校外国語活動に係る担当教員研修資料「教室英語表現集」 

      ◆Let's Speak English! (Classroom English, Debate マニュアル, Discussion に役立つ表現集) 

      (平成 26 年２月 高知県教育センター) 

    等をベースに作成したものである。 


