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英語教師として必要なこと

自身の英語能力の向上

学習者に合わせた教え方の工夫

言語に関する幅広い知識
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さっそくですが…

現在、世界の人口は約77億人ですが、
Q. 英語を母語とする人はどのくらい？

A. 約4億人

意外と少ない？



Q. 英語を公用語として使用して
いる人はどのくらい？

A. 約12億人



大勢の外国語としての英語
使用者

１２億の公用語とし
ての英語使用者

４億の母語として
の英語使用者

世界共通言語としての英語



World Englishes
という考え方



色々な英語があるけれど…

変種を話す人同士でもコミュニケーションが成り立つため、
根本的には同じ英語という言語であることには変わりない

いわゆる
方言

World
Englishe

s

アメリ
カ英
語

インド英
語

イギリス
英語シンガポー

ル英語 多様性を認
めよう



英語教師が気をつけるべきこと

アメリカ英語が、
一番良い英語で、正統な英語！

話す時、書く時、
文法・発音を間違っちゃダメ！



英語教師が気をつけるべきこと

発音や文法がアメリカ英語と違うけど、
気にしすぎずに、さまざまな人々と
意見交換をしていこう！

アメリカ人だけじゃなくて、
世界の人々と交流する



日本の英語教育の改善点

正確性
の過剰
重視

伝達内容重視

テストも柔軟性のある採点方法へと転換する
必要がある



でも、英語以外の言語じゃだめなの？

英語帝国主義(English Imperialism)
・英語圏の国々が英語を意図的に広めようとしているのではないか

ダメではないでしょうが、やっぱり…

まず一つ外国語を学ぶとしたら英語になるのでは？

なぜならば…

・世界で幅広く使用されているため、色々な国の人と意思の疎通
がしやすい
・海外からより多くの情報を得ることができ、発信もできる

これらの

手段として英
語が最適



世界には言語がどのくらいあるのか？
1). 100
2). 500
3). 1000
4).    3000
5).    5000
6).    7000
7).  10000
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実は、正確な数は掴めないのですが、

おおよそ、

７０００言語ぐらい

あるというのが、今のところの有力な説です
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母語話者数の多い言語は何か
順位 言語名 母語話者数

１ 中国語 ８億８５００万人

２ 英語 ４億人

３ スペイン語 ３億３２００万人

４ ヒンディー語 ２億３６００万人

５ アラビア語 ２億人

６ ポルトガル語 １億７５００万人

７ ロシア語 １億７０００万人

８ ベンガル語 １億６８００万人

９ 日本語 １億２５００万人

１０ ドイツ語 １億人

・日本の母語話者数は世界第9位
→日本列島に住む人々の数とほぼ同じ

・地球上の約7000の言語の中で、母語話
者数が1億を超える言語は、10言語しか
ない

・世界の言語のうち４％で、世界人口の
96％の母語話者数を網羅してしまう。
つまり、世界の7000ある言語の多くは、
「絶滅の危機」に陥っているということ



大多数が母語話者数の少ない言語

 世界で話されている言語数は減り続けている

理由の１つ→故郷を離れ、都会で生活する人が増えている

 現在は2500の言語が消滅危機（アメリカ先住民のアチュ
マウィ語、アリカラ語など）

 日本でも、アイヌ語や与那国語などが絶滅の危機

このような危機に対して、

・金銭的な援助

・ビデオに録る・録音

がなされている。が、危機言語を救うのは困難



鉄則：ことばは絶えず変化する

止めることは誰にもできません。

良いとか悪いとか、好きとか嫌い
とかの問題ではありません。
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ことばは変化する例：日本語編

・ことばは変化し続けるのです。

特に話し言葉は変化しやすい。

「古文」は日本語であるが…

 『枕草子の冒頭』

春はあけぼの、やうやうしろくなり行く山ぎはすこしあかりて、むらさきだちた
る雲のほそくたなびきたる。…

 『徒然草の冒頭』

つれづれなるままに、日暮らし硯に向かひて、心に移りゆくよしなしごとを、そ
こはかとなく書き作れば、あやしうこそものぐるほしけれ。…

今の意味と異なる
単語もいくつかあ

る…



ことばはなぜ変化するのか？

①言語の特性

・音声言語は姿が見えない

・人々の口から耳へ、耳から口へと伝わる。

②時代背景

・インターネット、テレビ、ラジオ、電話などの通信機器がない
時代だと、他の地域との交流が少ない。

現代でも、どの言語も少しずつ変化している。



ことばは変化する：変化の仕組み編

言語L

(国A)
言語

L
(国C)

言語

N
(国
C)

言語

L
(国B)

言語

O
(国
D)

言語
M’
(国B)

言語

M
(国B)

言語

P
(国E)

言語
M”
(国B)

言語
O’
(国D)

言語
P’
(国
E)数百年間で、

言語Lが変化し、
言語M、Nにな

る

国Cが分離し、
言語Nが話さ

れなくなり、言
語OとPが生ま

れる。さらに、
言語O’とP’に
変化する。

最初は一つの言語でした
が、時間を経て異なる言
語へ変わっていきます。



世界の言語：血縁関係編

スペイン語、ポルトガル語、フランス語、イタリア語などの

ヨーロッパ言語は姉妹関係にある。

その親はラテン語である。

そもそも、ラテン語ってなに？

・古代ローマ帝国の公用語

・聖書もラテン語

＜例＞

verbum → verb(動詞)
ラテン語 英語

https://rekisiru.com/7724



世界の語族、語派

 インド・ヨーロッパ語族…英語、フランス語、ポルトガル語…

 オーストロネシア語族…ハワイ語、ジャワ語、サモア語…

 アフロ・アジア語族…アラビア語、ソマリア語、ハウサ語…

 アルタイ語族…トルコ語、モンゴル語…

 ウラル語族…ハンガリー語、フィンランド語…

など…

言語数で一番多いのは、「オーストロネシア語族」

→太平洋にある国々(台湾、フィリピン諸島、ミクロネシア、ポリネシアなど)

で話されている言語

ちなみにラテン語から分化した
言語は、「インド・ヨーロッパ語族」

の中の「イタリック語派」

英語は、「インド・ヨーロッパ語族」
の中の「ゲルマン語派」



比較言語学的な研究手法

インド・ヨーロッパ語族の母親にあたる言語である

「インド・ヨーロッパ祖語」は、紀元前4000年頃に話されていた。

但し、当時の資料はない

復元するために、関連する様々な言語を比較して、「こんな言
語であったに違いない！」と推測する

現在は話し手がいない・文献も存在していない言語の姿を
明らかにする言語学の分野を「比較言語学」と言う。
また、この研究手段を「再建」と呼ぶ。



日本語の先祖は…？
結論：未だわからない。今後も無理かも

今までに、朝鮮語、ビルマ語、タミル語、アルタイ語、オーストロネシア語族などとの関
係性が検討された。

しかし、成立はもっと複雑だと考える。

日本語の北方系言語の要素

語頭に/r/や/l/が来ない、人称・性・数・格の変化がない

日本語の南方系言語の要素

音節が母音で終わる開音節である、子音が2つ以上連続しない

以上から、南方系のオーストロネシア語族の言語を基に、

北方系のアルタイ語族の特徴がミックスされたと考えられる。

日本語は弥
生時代に出
来上がったと
推測されて
います。



ここで、語順について考察してみよう

語順は言語の背骨のようなもの

＝根幹をなすもの



語順の比較（他動詞構造）

 英語

 主語(subject)＋動詞(verb)

＋目的語(object)…SVO

 Taro ate sushi.

• 日本語

• 主語＋目的語＋動詞

…SOV

• 太郎が寿司を食べた。



他動詞構造を基にした理論上可能な語順

6通り

Taro ate sushi.     (SVO) 英語型

Taro sushi ate.     (SOV) 日本語型

Ate Taro sushi.     (VSO)

Ate sushi Taro.     (VOS)

Sushi Taro ate.     (OSV)

Sushi ate Taro.     (OVS)



どの語順が最も多いか？
そして、それはなぜか？

理論的な検証

具体的な検証
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・他者と話をするからには，自分の話す意図を
正しく理解してもらわなければならない。

→聞き手に分かりやすい語順

・「誰が何をしたのか」の「誰が（動詞の動作主）
」にあたる部分を最初に聞く方が意味を予想し
やすい

「誰が」＝「動作主」＝「主語」

・つまり，主語が目的語よりも先に来る方が

聞き手にとって分かりやすい構造となる

・主語 ＋ 目的語



次に、

Taro ate sushi. を２つに区切るとしたら，どこで区切るか？

Taro / ate sushi. それとも Taro ate / sushi.

→たいていは，Taro / ate sushi.と区切るのではないでしょうか



[ate sushi]は、動詞句(verb phrase)と呼ばれる１つのか
たまり

⇒動詞と目的語の結びつきは強い

→「動詞＋目的語」でも「目的語＋動詞」でも，

動詞と目的語が隣同士にある方が

意味が掴みやすく、自然 動
詞

目
的
語



以上をまとめると，

①動詞の動作主（主語）が，被動作主（目的語）よりも先に産出
する方が意味を理解しやすい。「S＋O」

②動詞句を構成する動詞と目的語は，隣接する方が意味を理
解しやすい。「VO」「OV」

→理論的には、SVO（英語型）と、SOV（日本語型）が意味を理
解しやすい語順ということになる



具体的な検証：実際どう
なの？

 世界の言語の中で最
も多い言語はSOV（日
本語型）

言語全体の48％

→日本語は、語順に関
してとても標準的な言語

 OSVとOVSはほとんど

存在しないと言われて
いる

語順 割合

SOV 48%

SVO 32%

VSO 16%

VOS 4%

OSV,OVS ほぼない

例

日本語

英語

ヘブライ語

タガログ語



ここからは、英語と日本語を対照してみよう

英語：SVO
Taro bought a book.

日本語：SOV

太郎が本を買った。

文 文

主
語

主語動詞
句

目的
語

動
詞

動詞
句

目的
語

動詞

Taro bought a book 太郎が 本を 買った



英語と日本語の対照

主要部(head)、句の中心となる要素、について比べる

動詞句の主要部→動詞

名詞句の主要部→名詞

前置詞句の主要部→前置詞

英語は主要部が前↔日本語は主要部が後ろ

鏡像関係にある



英語と日本語の対照

名詞

主要部

動詞

名詞

前置詞

補文標識

名詞

the boy who can ride a unicycle

日本語

寿司を食べた

1945年の夏

沖縄から

太郎が寿司を食べたと（健は言った）。

椅子に座っている女の子

一輪車に乗れる男の子

英語

ate sushi

the summer of 1945

from Okinawa

(Ken said) that Taro ate sushi.

the girl sitting on the chair



英語と日本語の対照

a. 主語と動詞の一致現象の有無

b. 格助詞の有無

c. 多重主語構文の有無

d. 主語や目的語の省略の有無

e. 自由な語順の有無

f. Wh語の移動の有無



a. 主語と動詞の一致現象の有無

 英語は主語の人称・数に応じて動詞の形が変化する

（三人称単数現在の語尾変化）

 日本語は変化しない

a. I play the piano every day./ John plays the piano every day.

b. 僕は毎日ピアノを弾く。／ジョンは毎日ピアノを弾く。



b. 格助詞の有無

 日本語は格助詞で格関係を表す

 英語は格を表面的に音で表さない（代名詞を除く）

a. ジョンがナンシーに時計をあげた。

b. John gave Nancy a watch.



c. 多重主語構文の有無

多重主語構文とは，

主格の格助詞を複数伴い，一見すると主語と思われる要素が
文の中に複数回出てくる構文

 多重主語構文は日本語にはあるが、英語には見られない。

a. 日本が女性が平均寿命が長い（と言われている）。

b. 日本の女性が平均寿命が長い（と言われている） 。

c. 日本が女性の平均寿命が長い（と言われている） 。

d. *Japan, women, the average of life span is long.



d. 主語や目的語の省略の有無

 日本語：省略できる

 英語：原則省略できない（例外：命令形など）

a. ケンは朝ご飯を食べましたか？

―はい，＿＿ ＿＿食べました。

b.  Did Ken eat breakfast?  

―Yes, he ate it./ * Yes, ___ate___.



e. 自由な語順の有無

 日本語は格助詞があるため、語順の入れ替えが可能

 英語は、一般的には入れ替えは許されない

a. ジョンが机の上に本を置いた。／本を机の上にジョンが置い
た。

b. John put a book on the desk. / * A book on the desk John 
put.



f. Wh語の移動の有無

 英語は，wh語は必ず文頭に移動しなければならない。

 日本語は、元の位置にあってもよい。

a. What did Ken eat?

b. ケンは何を食べましたか？



日本語の特徴

• 目的語が動詞の前に置かれ，
後置詞型である

• 主語と動詞の義務的な一致
がない

• 格助詞や多重主語構文があ
る

• 主語や目的語の省略や自由
な語順を許容する

• 義務的なwh移動がない

英語の特徴

• 目的語が動詞の後ろに置か
れ，前置詞型である

• 主語と動詞の義務的な一致
がある

• 格助詞多重主語構文を持た
ない

• 主語や目的語の省略や自由
な語順を許容しない

• 義務的なwh移動がある

日本語・英語の特徴まとめ



次に、現代英語の特徴について：
７つの特徴

a. 借用語（外来語）が多い

b. 屈折する語尾（語形変化）が少なく、語順が重要な役割
を果す

c. 文法上の性がない

d. 句動詞などの慣用表現が多い

e. 類義語が多い

f. スペリングと実際の発音に大きなずれがある

g. 世界共通言語としての役割を担っている（前述）



a. 借用語（外来語）が多い

日本語にも借用語（外来語）がたくさんあるが…

英語にもたくさんの借用語がある

英語：成立から現在まで１５００年ほど

その間に他言語からたくさんの語彙を借用してきた

英語という言語は、他言語から語彙を借用しやすい
性質を持っている言語

借用語に見えないのは、借りてきた語彙と英語
の語彙が共にアルファベット表記だから！



英語の借用語の例

a. 借用元の言語数：７５言語（例：ケルト語、ラテン語、古ノルド語、フランス
語、ギリシア語など）

b. 借用語の総数：約１７万語

・代表的な借用語例
a. 古ノルド語*（ヴァイキングの言語）

bank,birth,call,egg,get,seem,sky,take,they,wantなど
b. フランス語

commence, hotel, marriage, messenger, robe, servant など
c. ギリシア語

bio-, drama, eco-, -logy, museum, photograph, topic など
d. ラテン語

age, ascend, epoch, firm, intellect, interrogate, secure, terror など

語形は変化している
marriage←mariage

hotel←hostel



古ノルド語について

［古ノルド語（Old Norse)］

 インド･ヨーロッパ語族ゲルマン語派北ゲルマン語群に属する
言語

 ８世紀から１４世紀にかけてスカンジナビア人やスカンジナビア
出身の入植者が用いた

 ８世紀から１０世紀にかけてヴァイキングがブリテン島へ侵略し
定住したため、古英語期の英語に強く影響を与えた

 語頭にsk-, gi-, ge-を持つものは古ノルド語由来

 三人称複数代名詞のtheyも古ノルド語由来



ここで、日本語の外来語

 日本語の明治以降の借用語は、基本的にカタカナで表
記→外来語と認識しやすい

 しかし、実はこれらも外来語！

例：梅（ウメ）（［mme]⇨[ume]）

馬（ウマ）（[mma]⇨[uma])

元々は明治以前に中国文化圏から伝わった借用語

→日常的に使われる内に、和語（日本語）に取り入れられ
た。



カタカナで書かれていても外来語とは
限らない？！

 日本人が作成し、カタカナで表記する「和製外国語」、「和製
英語」

 次のカタカナで書かれた語は、和製英語
例：「ガードマン」「ハンドル」
英語では…「ガードマン」→a security guard

「ハンドル」→a steering wheel
☆和製英語は、あくまで日本語の語彙であって、英語ではない

※教師は、カタカナ語が英語でも同じ言い方をする外来語か、
日本人が作った和製英語かを確認すべき



b. 屈折する語尾（語形変化）が少なく、
語順が重要な役割を果す

 今から1000年～1500年程前「古英語期」の時代は

名詞、冠詞、形容詞、動詞など、性、数、格、時制に応じて形を
変化させていた

例：hus (=house) という名詞

hus (家が）、huses (家の）、huse (家に）、hus (家を）

語尾が変化することを「屈折（Inflection)」

各品詞に豊かな屈折があり、意味を伝えるのに語順に
頼る必要がなかった



現代英語に残る屈折
 現代英語は屈折がほぼない

しかし、次のようなところには若干残っている

・現代英語で屈折する箇所

a. 名詞の複数形：pen-pens, church-churches

b. 所有格の’s: Mary’s dictionary

c. 人称代名詞：he-his-him-his

d. 過去、過去分詞：give-gave-given, make-made-made

※動詞の三単現について

古英語期の時代は、一単現も二単現も動詞の語尾が変化していた

現代：三単現のみ、当時の格変化が残り、-ｓをつける形が残っている

☆語尾の変化は昔の英語の名残り

語順が意味を理解する
手がかり
John hit Mary.と
Mary hit John.は
反対の意味



c. 文法上の性がない
 「文法上の性がある」＝名詞に「性別」がある

（男性名詞、女性名詞、中性名詞）
 現代のドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語などにはある
 英語にも昔はあった

文法上の性の例：イタリア語
「基本的に」*男性名詞に-o、女性名詞に-a
男性名詞⇨-o: libro(本）, palazzo(建物）, cappello（帽子）
女性名詞⇨-a: penna(ペン）, rivista(雑誌）, cravatta(ネクタイ）

実際の性とは無関係

*男性名詞も女性名詞も-eで終わるものもある！
例：ponte（橋、男性名詞）, fiore（花、男性名詞）, arte（芸術、女性名
詞）, stazione（駅、女性名詞）

☆現代の英語にも日本語にも存在しない



d. 句動詞などの慣用表現が多い
 どの言語にも句動詞（phrasal verb)がある

 他の言語に比べて英語はその数がとても多い

句動詞の例：

take off, give up, make out, put up with

 慣用表現の増加は古ノルド語

との接触の影響が大

understandやendureで

表す方が覚えやすく、意
味を覚えるのに苦戦…



e. 類義語が多い
 他の言語と比べて英語の類義語は多い！

１５００年間でたくさんの言語と接触し、借用語が増えて
きたため

古英語・中英語・近代英語期に

ラテン語・古ノルド語・フランス語・ギリシャ
語などとの接触



名詞「証拠」に関係す
る語

attestation（ラ）, demonstration（ラ）, evidence
（ラ）, exhibit（ラ）, indication（ラ）, proof（ラ）, 
sign（ラ）, testimony（ラ）, token（古英）, 
verification（ラ）, witness（古英）など

動詞「思う」に関係する
語

believe（古英）, conceive（ラ）, consider（ラ）, figure
（ラ）, guess（中英）, hold（古英）, imagine（ラ）, 
picture（ラ）, reckon（古英）, suppose（ラ）, suspect
（ラ）, take（古ノルド）, think（古英）, wonder（古英）
など

形容詞「美しい」に関係
する語

attractive（ラ）, beautiful（中英）, enchanting（ラ）, 
exquisite（ラ）, fair（古英）, fine（ラ）, good-looking, 
graceful（ラ）, heavenly（古英）, lovely（古英）, mellow
（中英）, picturesque(イタリア), pretty（古英）など



類義語 時代別３層
意味 英語本来語 フランス語 ラテン語・ギリシ

ア語

尋ねる ask question interrogate

本 book volume text

美しい fair beautiful attractive

しっかりした fast firm secure

助け help aid assistance

王の kingly royal regal

上がる rise mount ascend

表を見てどのような印象を受けます
か？？



類義語 時代別３層
意味 英語本来語 フランス語 ラテン語・ギリシア語

尋ねる ask question interrogate

本 book volume text

美しい fair beautiful attractive

しっかりした fast firm secure

助け help aid assistance

王の kingly royal regal

上がる rise mount ascend

基本的！身近！

日常の会話などで
頻繁に使う語彙

難しそう！厳格！

堅い論文などを書く
ときに使用する語彙

「ちょっと手伝ってくれない？」

☓ Can you assist me?  
☓ Can I interrogate you?
〇 Can you help me?    
〇 Can I ask you?



句動詞 or  一語の単語

★1000年以上前の古英語期には古ノルド語からの影響も受
け、句動詞を使って表現する場合が多かったが、その後フ
ランス語やラテン語からの１語の言い換えが導入され、結
果として英語では句動詞でも1語でも、ほぼ同じような意
味を表現できる組み合わせが増えた

★本来語である句動詞を使う方が堅いイメージがなく、口
語的表現の感じになる

come across = discover （偶然見つける）
give up = surrender （降服する）
look forward to = expect （期待する）
stand by = support （支持する）
take after = resemble （似ている）



f. 綴りと発音に開きがある

 「あ」…「あ」の発音しかない

 「a」…/eɪ/  (例：ate)   

/ə/ （例：about)

/æ/  (例：cat)

 knife …×「クニーフェ」

〇「ナイフ」ｋは発音しない！

 eight の gh 、bomb の後ろのｂも発音しない！

bomber… 「ボマー」



なぜ英語は綴りと発音の乖離が激しいのか？

 そもそも、別の言語（ラテン語）を書き表すために作られ
たローマ字を使用しているから

→古英語の音（音素）は３５個あったが当時のローマ字は２３
文字しかなく、２文字で１音を表したり他の言語から借りたり
した

音素
その言語で意味を区別できる最小単位
eg）pen/ten/menの最小単位はそれぞれp, t, mになる



なぜ英語は綴りと発音の乖離が激しいのか？

 中英語期時代、コピー機は無く、フランス人の写字生が
公文書を書き写していたから

 中英語期以降の語源学者達が自分達の学問や知識を
ひけらかすために、発音しないのに綴る「黙字」（例：debt
）をわざと単語に挿入したりした

 他の言語からの借用語は、元の言語でつづられていた
通りに英語でも綴られた

その写字生のほとんどがフランス人だった
⇀・英語を写す際、彼らの母語であるフランス語式の綴りを採用

・検閲が厳しくなく、自己流の綴りを採用することもあった



 １５世紀後半、イギリス最初の活版印刷業者が本を印
刷するようになり、綴りが固定される

 同時期に「大母音推移」などの大規模な発音の変化
が起こった

「発音は変化するが綴りは変化しない」

なぜ英語は綴りと発音の乖離が激しいのか？



大母音推移（the Great Vowel Shift）

 母音（正確には /iː/, /uː/などの強勢のある長母音）の発音
が大きく変わっていった現象

 1400年頃～1700年くらいまでの300年間をかけて、特別な

先導者がいたわけではないが、徐々に長母音の発音の仕
方が規則的に変化していった



大母音推移（the Great Vowel Shift）

 強勢のある長母音が１段（時には２段、３段と）、全体的に
調音位置（音を作る位置）が上がって発音されるようにな
った現象

舌の位置が高くなる
口が閉じてくる



大母音推移（the Great Vowel Shift）

 一番上の位置（口が一番閉じた位置）で調音する/iː/
や /uː/ は、二重母音に変化した

 1段階

 4段階

lif /lːf/ → life   /laɪf/
hus /huːs/  →   house lif /haus/

fool /foːl/  →   /fuːl/ 

name/naːme/→/neɪm/ 



アルファベットの歴史

 アルファベットの原型ができたのは、

紀元前2000年から紀元前1500年くらいの間、つまり3500年
から4000年くらい前に、セム語族のフェニキア人に作り出さ
れたとする説が有力。

 この文字は「北セム文字」と呼ばれているが母音字はなく
22の子音字しかなかった。

 当時の人は、子音字の中に相応しい母音を入れながら
読んでいた。つまり現代英語で表記すると

wtr(water), mlk(milk), shp(sheep)など



アルファベットの歴史
紀元前1000年くらいに、

東地中海地方からギリシア地方に、子音字のみのアルファベットの変種
が伝わり、そこで母音字が加わった。

当時ギリシア地方に住んでいた人たちはエトルリア人で、その人々に改
良されたので「エトルリア文字」と呼ばれた。

さらにその文字は紀元前7世紀ごろ
ローマに伝わり、ラテン文字（ローマ文字）が派生した。

それから10世紀以上経った紀元6世紀ころ、つまり古英語期
キリスト教の布教ともにローマ字がブリテン島に持ち込まれた。

英語を記述するため改良され現在の26文字となった。



アルファベットの歴史

アルファベットの呼び方は、ギリシア語の最初の２文字が

αとβなのに由来している。

さて、英語には大文字と小文字が存在している。



アルファベットの歴史

最初は「大文字」しかなかった。

小文字が登場するのは8世紀のこと。

フランク王国のカール大帝の時代は「カロリング＝ルネサンス」と
呼ばれる文芸復興の時代だった。

この時代に多くの本が出回るようになり、修道院などで本を作る
には、文字を記すものが大量に必要になった。

しかし、当時まだ製紙法が伝えられておらず、羊皮紙に書いて
いた。

羊皮紙は高価だったため文字を詰めて書く必要があった。

そこで考案されたのが小文字だった。



アルファベットの歴史

当初、小文字といっても、修道院ごとに
まちまちであり、字体の統一が必要になった。

神学者アルクインがカール大帝に招かれ「カロリング小字体」と呼ばれる
小文字を作成し、統一された字体が確立。

これを機に小文字表記へと発展していく。

ドイツ語では、名詞は文のどこの位置に出てきても大文字で始めるが、英
語は特定の名詞のみ（固有名詞、曜日など）大文字で始める。
大文字・小文字の使用の規制は言語によって異なる。



アルファベットの歴史

 カール大帝以前の写本や碑文を見ると、語間にスペース
がなく、単語は全てくっついている。さらに、ピリオドもなけ
れば、コンマも段落もない。

IATEBREAKFASTATSIX(=I ate breakfast at six.)

 カール大帝のカロリング朝文字改革に伴い、語間にスペ
ースを置く事がはじまった。

 単語を切り離して書くことで、意味が曖昧になることを避
け、原典の意味を正確に保存する結果につながった。

 また、カール大帝以後、句読点を打つことが初めて一般
的に行われるようになり、文字が読みやすくなった。

 文字の読めない人々に僧侶や有識者が聖書を読んで聞
かせることにも役立った。



英語の歴史を概観しましょう

a古英語期 (Old English, OE) 449(700）年-1100年

b中英語期 (Middle English, ME) 1100年-1500年

c 近代英語期 (Modern English, ModE) 1500年-1900年

d 現代英語期 (Present-day English, PE)  1900年-現在

これまで英語は４回にわたって大きく変化してきた。



英語の歴史的区分
 英語の始まり

→西暦449年

・ドイツ北部とデンマー
ク周辺に暮らし、英語
の元となる言語を話し
ていたアングロ人とサ
クソン人、さらにはジュ
ート人と呼ばれていた
人たちが移住してきた
年代

アングロ人

サクソン人

ジュート人



英語の歴史的区分

 英語の始まり

英語は右の三つの民族の侵入によって

形成された言語。

・この三部族の中で最も有力だったのが

アングロ人（Angle)。

→このことから、アングロ人という言葉に

接尾語-ishがついたAnglish（アングロ人の

言葉）というところからEnglishとなった。

また、アングロ人の土地（Angle+land）が元

となり、イギリスの一部はEnglandとなった。

※英語の始まりを700年とするものもある（英語で書かれた文献が出始めるのが

700年ごろのため）

アングロ人ジュート人 サクソン人



英語の歴史的区分

 英語の始まり

 三部族がブリテン島に侵入した際、そこに
人がいなかったわけではなく、ケルト人が
先住民として住んでいた。侵入してきた部
族たちと戦闘しながら北・西・南へと逃げた
。

 こうした成り立ちから

→スコットランドの独立

BBCのウェールズ語・英語での放送

北アイルランド紛争

また、ケルト人は英語と全く異質のケルト語を
話す。

三部族

スコットランド

ウェールズ

ブルターニュ

ケルト人



古英語期
・古英語の例（ベーオウルフ）
Hwæt!  Wē  Gārdena        in  geārdagum,
Þēodcyninga þrym  gefrūnon.
Hū ða  æþelingas ellen fremedon,
Oft  scyld  Scēfing sceapena þrēatum
Monegum  mægþum,       meodosetla  oftēsh,
Egsode  eorlas.                   Syððan ǣrest  wearð
Fēasceaft  funden,              hē þæs  frōfre  gebād    
Wēox  under  wolcnum,    Weorðmyndum  þāh,
Oðþæt  him  ǣghwylc       þāra  ymbsittendra
Ofer  hronrāde                   hȳran  scolde,
Gomban   gyldan þæt  wæts  gōd  cyning!



古英語期

 ベーオウルフの概要

 「ベーオウルフ」は主人公の勇士ベーオウルフが妖怪などと戦う
古英語で書かれた最大の叙事詩

 作品の成立は諸説あるが８世紀ごろとされ、古英語の標準である
西サクソン方言で書かれている

 現代英語との相違点

æ, ā, ð, ē, ǣ, ȳといった現代ではない文字

Pēodcyninga,  ðaといった現代英語にはない語
→千年間での英語の変化



古英語期

古英語の特徴

a. 語彙は英語本来の語彙から成り立っていた。

b. 文法的な性があった。

c. 名詞、動詞、形容詞、冠詞などが複雑に屈折したため、語

順に重きが置かれなかった。

d. 綴り字と発音が一致していた。



古英語の特徴

 綴り字と発音が一致していた。

・現代英語では綴り字と発音が必ずしも一致しなくったが、古英語
の時代は綴りと発音がほぼ１対１で対応していた。

・大体ローマ字通りに発音すればよかった。

古代語の発音と綴りの例
a. Dēor (deer)         デーオル
b. eald (old)            エアルド
c. hwā (who)           フワー
d. sunne (sun)        スンネ
e. climban (climb)   クリンバン
f. cniht (knight） クニヒト
g. hring (ring)         フリング
h. writan (write)      ウリータン

これまでの様に古英語と現代英
語は同じ言語であったと思えない
ほど異なっている。

（現代日本語と平安時代の日本
語の隔たりよりも大きいと言われ
ている。）



中英語期については省略します
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近代英語の主な特徴

a. ギリシア語やラテン語などから多くの語彙が導入さ
れた

b. 語尾の変化(屈折)がほぼ消失した

c. 長母音の発音が大きく変わった(大母音推移)

d. 疑問文と否定文でdoが使用されるようになった

e. 規範文法家が数多く現れた



a. ギリシア語やラテン語などから語彙が導入された

 特に古典語といわれているギリシア語・ラテン語から導入
された

なぜ？

ルネサンスが関係している！

 ルネサンスに特徴的な古典語へ

の関心のために古代ローマ帝国な

どの公用語であったラテン語やひ

と時代築いたギリシア語から大量

の語彙が借用された

ルネサンス(文芸復興)とは？
14世紀にイタリアで興り16世紀
までにヨーロッパ全土に広がる
学問と芸術における革新運動。

ギリシア・ローマの古典文化を
復興し、教会中心の中世的世
界観を離れ現世の肯定、人間
性の開放、個性の尊重などを
謳った。

その影響は政治・社会・宗教な
ど多方面に及びヨーロッパ近代
化の礎となった。



どんな語彙が借用されたのか？

 ラテン語から

education, focus, formula, investigate, medium など

 古典ギリシア語 (ラテン語またはフランス語を通して)から

drama, museum, photo, topic や、接頭辞、接尾辞 (bio-,  
eco-, -logy) biology, economics, psychology



古典ギリシア語の特徴

 優れた造語力で無限に増大する近代の学術語を補給す
るのに役立っている

例

anthropology→ anthro ‘human’+ logy ‘science’

philosophy → philo ‘loving’+ sophy ‘wisdom’

biology→ bio ‘life’ + logy ‘science’



諸言語から近代英語に借用された語①

 ドイツ語

hamburger, kindergarten, lager

 オランダ語

boss, cookie, landscape

 フランス語

buffet, tennis, ticket



諸言語から近代英語に借用された語②

 スペイン語

cafeteria, cigar, vanilla

 アメリカ先住民族の言語

canoe, raccoon, skunk

 日本

shogun(将軍)

この時代に英語の語彙が
増大した理由

・世界が「大航海時代」だったから

→古英語時代は本来語の使用が一
般的で、中英語期ではフランス語か
らの借用語がたくさんあったが、

近代英語期では、大航海によって世
界が広がり、

ヨーロッパ言語のみならずアジアの
言語からの借用語が増えた。



d. 疑問文と否定文でdoが使用されるようになった

 Do you like mathematics?

 I don’t like mathematics.

このdoは文法的な働きであり、実質的な意味は持た

ない

つまり・・・

「この文は疑問文ですよ」や「否定文ですよ」という目印の役
割



 doが出てくる前はどうしてたのか？

 疑問文

動詞を文頭に移動し「動詞+主語・・・？」

の語順で表していた

Like you Mary? = Do you like Mary?

 否定文

否定を表すことばを動詞の前に置いて表していた

I not like Mary. =I don’t like Mary.

doが使われるように

なったのはいつか
ら？

Yes /No 疑問文で
は16世紀から
Wh疑問文では17世
紀中ごろから



古英語から中英語期にかけての否定文

I ne say.

I ne say not.          I don’t say. 

I say not.

これら３つの否定の形が混在していた。

※neは否定を表す

I ne say not.は I don’t say nothing.のように二重否定になるが、
当時は二重否定ではなく否定の意味を強めていただけ。

doが使用される前の
英語の疑問文と否定文の形式

a. Like you Mary? (Do you like Mary?) 
b. I not like Mary. ( I don’t like Mary.)

疑問文：文頭に動詞を移動する語順で表す
否定文：否定を表す言葉を同士の前に置く



現代ドイツ語の疑問文と否定文

Ich lerne Deutsch.                 Was lernen Sie?

I     learn German.                  What learn you

Lernen Sie Deutsch?             Ich lerne Deutch nichit.

Learn  you  German?             I     learn German not.

doという目印を挿入するのは英語独特であると

と言える



doの元々の意味とは？

 「～する」という動詞
 「～させる」という使役の動詞

 次第に使役の意味が薄れていき、疑問文や否定文での文法的な標識
と「～する」という動詞での意味のみの機能となった。

 屈折が消失した後の「主語+述語」の語順を遵守したいことも働いた。

つまり・・・
doを挿入することで、「英語の平叙文の語順(SVO)を変える必要がなくな
る！」



平叙文の語順を変えなくて良いとは？

a. The girl sitting under the big oak tree loves the dishes 
Taro makes.(SVO)

b. Does the girl sitting under the big oak tree love the 
dishes Taro makes?(Do+SVO？)

c. *Loves the girl sitting under the big oak tree the 
dishes Taro makes?(VSO)

doesを使わないと意味を理解することが難しくなる！



否定文の例

a. Mary will not go to New York/

b. John cannot swim well.

c. My brother does not work hard.

do notを使うことで他の助動詞と同じ形を取れて統

一感が出る



なぜbe動詞の疑問文と否定文にdoが挿入されないのか？

 be動詞が文頭に来ても文の意味を理解するのにほとんど
問題が生じないから！

 連結辞としてのbe動詞は、主部と同じ種類の要素が両者
を「イコールで」結び付ける働きをする

 London is a wonderful city. (S=C)

 * Does London be a wonderful city?

 Is London a wonderful city? (S=C)

doを挿入しなくても意味理解に困難を生じない



be動詞を教えるときの注意点

 be動詞＝「～です」、「は」ではない！

 Mary is beautiful. (「メアリーは美しい」が一般的)

be動詞は日本語で対応するものがないから

混乱させてしまう可能性があり、初学者に対しては「~です」

という教え方もありかも

※中級学習者には正しく教えるのが良い
日本語の「です」は
助動詞に属する



日本の教室で学ぶ英語の学習環境



a) 教師の指導を受けながら教科書を使用

b) 教科書はコミュニケーション能力育成を意識＋基本的には文法シ
ラバスの形態

c) 中学校や高等学校：教科書の順序に沿って新しい文法項目や語
彙を学習

d) 教師は１名で、大抵英語の非母語話者であり、学習者と同じ日本
語を話すため、母語を通じてコミュニケーションを取りやすい

e) 授業時間数が限られている

f) クラス人数が数十名であり、教師が１対１で教えるチャンスは少な
い

g) 同じ教室にいる学習者でも習熟度に差があり、必ずしも自分に合
ったペースで学習が進むとは限らない

h) 教室外で英語を使う機会が少ない



明示的指導・タスク
（否定証拠を含む）

UG 母語の知識

中間言語体系

一般問題
解決能力

内的学習者
要因

第二言語
インプット アウトプット

明示的指導・タスク
（否定証拠を含む）

外的学習者要因

提案する教室での第二言語習得モデル



英語教育の連携は大事です

小・中
• 自分の言いたいこと(主張)を何とか伝えられるようにする

高校
• 流暢性に加え、正確性も意識させる

大学
• 正確性を意識

• 世界のさまざまな英語に触れる機会を与える

小・中・高・大の連携・接続



以上です。

ご清聴

ありがとうございました！

質問をお願いします！
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世界人類が平和で

ありますように！
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