特

別

企

画

広げよう英語科の輪（福井市）

福井市藤島中学校

英語科

藤島中学校英語科です。JTE４名と11月末から本校勤務の ALT １名の計５名で構成されています。
生徒に英語の力をつけるため、何ができるかを試行錯誤しながら日々授業実践に取り組んでいま
す！

（左から） 嶋田、 髙橋、 Shafi、 ハート、 藤下
●メンバー紹介
藤

下

慶

①授業で心がけていること

②趣味

③行ってみたい国

昭

①自分も同じ学習者であるという立場で授業に臨んでいる。
②おいしいものを食べることや、ドラマを見ることくらいでしょうか。
③スペイン
ハート

真由美

①笑顔で楽しく、生徒が英語で活動する場を大切に
②読書・公園巡り
③スペイン（昔の友達に会いに…）
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嶋

田

剛

久

① Communicative Class をどう実現するか
②ドライブ
③エジプトでピラミッドパワーを感じたい！
髙

橋

里

佳

①生徒同士のコミュニケーションの時間をとること
②映画・ミュージカル鑑賞
③スペイン（おいしいごはん、サグラダ・ファミリア）
Shafi Izhar
① I try to keep the students’ attention.  I want them to be interested in me and
English.
② I like fitness activities.  I like video games, too.  I enjoy socializing and playing
music.
③ Indonesia
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福井市国見中学校

英語科

日本海を目の前にした、全校生徒20名の小規模校です。遠泳大会や岩のり採りなどの海に関する
行事がたくさんあります。図書室からの眺めは一見の価値があります。是非眺めにおいでください！

（波の助）
河上
Isaak
（波の華子）
＊波の助と波の華子は生徒が創った国見地区の公認キャラクターです。
●メンバー紹介
河

上

由

①授業で大切にしていること

香

②もし教師になってなかったら


①内容を生徒に引き寄せて、生徒が英語で考え表現する場とすること。リズム感。
②トム・クルーズが来日時には必ず通訳に指名する、戸田奈津子さんのような映画字幕翻訳家。
もしくは、パフォーマー。
Isaak Lehew
① I want students to realize that speaking in a foreign language is not impossible,
or something to fear. I try to focus on the importance of communication, or at
least trying to communicate. I hope to show students a good model in me, as a
fellow language learner.
② I would work at a university, in a position where I could advise and support
students who are interested in studying or living abroad. I would also like to try
using my Japanese ability at a company that makes games or fantasy. I want
people around the world to share my passion, regardless of language!
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福井市大東中学校

英語科

男性３名、女性３名のバランスよいメンバー構成です。楽しくて力のつく英語の授業を生徒と創
り上げることができるよう、日々の教科会でアイデアをシェアしたり、課題を見つけて反省したり
しながら毎日奔走しています。

（後列 左から）
●メンバー紹介
広

瀬

安

河合、 Xavier、 池上

①授業で心がけていること

（前列 左から）

広瀬、 Emily、 漆崎

②好きなこと、もの

代



①わかりやすく、楽しく！
②ドラマを見る時間とペットに癒されるひととき。
漆

崎

智

子

①スマイル  &  リアクション
②ミステリーを読むこと、はちみつ入りのカフェラテを飲むこと
河

合

創

①コミュニケーションを楽しむこと。
②最近はプログラミングにはまっています。VBA と GAS を主に。
池

上

岳

昭

①楽しい雰囲気で学習できることを心掛けています。
②マンガが好きです。いろんな雑誌の作品をチェックしています。
Xavier Rosario
① I enjoy communication with students.  
② I like to rock climb.
Emily Miser
① I try to have the kids think creatively about English in English class.
② My favorite things are reading, making art, and shopping.
― 82 ―

福井市殿下中学校

英語科

殿下中学校英語科は、英語科教員１名、ALT １名の計２名で構成されています。本校は、小中
併設校の小規模校ですが、越知山、武周が池、花モモの里、西雲寺のしだれ桜など、豊かな自然に
囲まれた中で、地域の方々とともに１つの家族のように、日々、助け合いながら過ごしています。

（左から） 石田、 Chriserria
●メンバー紹介
石

田

①授業で大切にしていること

さゆり

②好きなもの


①生徒一人ひとりにあった支援
②旅行
Chriserria
① The most important thing is for the students become comfortable speaking
English while having fun.
② I love spicy food, pink, and dogs!

― 83 ―

福井市足羽中学校

英語科

こんにちは、足羽中学校英語科です！本校は、福井市の南部に位置しており、周りを見渡せば、
ハーモニーホールふくいや文殊山など、文化や自然に愛された学校です。JTE ４名＋ ALT ２名の
計 6 名で、フレッシュさとパワーを武器に頑張っています！

（後列左から） Michael、 小木
（前列左から） Melba、 加藤、 酒井、 伊藤
●メンバー紹介
酒

井

朋

①好きなこと・もの

子

木

一

藤

②特に思い当たりません…。

③「雲外蒼天」

伸

①映画を観ること
伊

③座右の銘


①麺類が大好きです。
小

②特技

②風呂掃除

③「諸行無常」

江莉奈

①とにかく食べることとゲームをすること！

②パソコン関係＋ある楽器の演奏

③「誠心誠意」いろいろな人に対して、この気持ちを忘れずにいたいと思っています！
加

藤

佑

理

①ドライブ

②バドミントン

③「虚心坦懐」

Michael
①古い場所を訪れることが好きです。
③「井の中の蛙

②指スマとお酒が得意です！

大海を知らず」

Melba
①かわいい文房具とシール

②カラオケで歌うこと！

③「Where there’s a will, there’s a way.」
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福井市川西中学校

英語科

川西中学校の英語科スタッフは、窪田・廣部・ALT のザビエルの計３名です。田畑や山林が広
がる自然豊かな地域に囲まれた学校で、生徒はとても素直で元気いっぱいです。
●メンバー紹介
窪

田

聡

①授業で大切にしていること

美

②行ってみたい国

③好きな季節



①英語を使うことの楽しさを感じてもらえるように工夫すること。
②フランスのモンサンミッシェルに行きたいです。
③紅葉などがきれいな秋が好きです。
廣

部

彩

乃

①英語を通して、できることが増える！と感じてもらうこと。
②ブラジルのサンパウロにいる友人に会いに行きたい。
③情熱的な夏が好きです。
Xavier
① It’s important to always try, even if you are wrong.  The more you  try the better
you get at it.
② South Korea because they have a lot of delicious food and cool places to see
③ Summer because I like warm weather and where I’m from,
Dominican Republic, it is always hot
本校の特徴として挙げられるのは、「毎単」と「掲示物の充実」です。昨年度から継続して全校
で行っている「毎単」は、全校生徒が毎日、英単語をノートに 10 語ずつ練習するという取り組み
です。新学習指導要領からは中学校で学ぶ英単語数は 1600 ～ 1800 語に増えました。覚えなければ
ならない単語量が圧倒的に増えたので、学校全体で何かできないか、と考えて始まった取り組みで
す。単語力のみならず、帰ってからの学習リズムや基本的な生活習慣を身につけさせるためにも、
この取り組みは行われています。掲示物が学校のいたるところに飾られているのも本校の特徴です。
壁だけでなく、階段や天井からも英語の掲示物が貼られています。
英語が好きな生徒も、苦手な生徒も英語を通して、興味・関心・世界が広がる…そんな授業づく
りを目指していきたいです。

窪田

廣部

Xavier
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福井市棗中学校

英語科

こんにちは。福井市棗中学校英語科です。メンバーは JTE １名のみです。各学年１クラスで、
毎週１回訪問してくださる ALT と一緒に、和気藹々と楽しみながら英語の指導にあたっています。

佐々木

麻有美



趣味・・・手織り
訪れたい国・・・デンマーク
２０２２年にやってみたいこと・・・本をできるだけたくさん読みまくりたいです。
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福井市鷹巣中学校

英語科

鷹巣中学校は、全校生徒 36 名、教職員が校長先生以下 9 名の、１つの家族のような学校です。
英語科は JTE 1 名と ALT 1 名。また幼稚園や小学校とも職員室も一緒で、小学校を訪問する ALT
１名もいます。生徒も英語科以外の先生方も、ALT と英語でよく話して盛り上がります。みんなで
楽しく、元気に頑張っています！
右下の写真は 2020 年 9 月～ 2021 年 12 月までの ALT Ashlie Pysa さんです。1 月から来られる
Daniel Beauchamp さんとの出会いにも、わくわくしています！

●メンバー紹介

①授業で大切にしていること

② COVID-19 が収まったらやりたいこと

③好きな食べ物
齋

藤

なお美



①生徒が今話したいおもしろい話題や世界に目が向く話題を、易しい英語で話せる雰囲気と場面
づくり
②世界一周旅行！

特にタイやマレーシアなどアジアの素朴な民族を訪ねたい。

ヨーロッパの歴史ある町並みも歩いてみたい！
③好きな食べ物

チョコレートや和菓子、マスカットやいちごの甘い果物
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福井市森田中学校

英語科

森田中学校の英語科は JTE ３名、ALT １名で構成されています。声をかけると、いつでもみん
なで集まって教科会ができる、よいチームです。森中のモットー「和気、覇気、活気、根気」を胸
に、日々、教育活動に励んでいます。

（左から） 飯田、 ミランダ、 栗田、 古市
海外旅行に行きたい、でも行けないので世界遺産シリーズ DVD（５０本）を学生協で買いました。
暇な時間には Duolingo の語学アプリで中国語、ポルトガル語を学習しています。最近は韓国語も
始めましたが、難しくて、全く英語が分からない子どもの気持ちが分かるような気がします。
BTS の言葉が理解できるようにがんばります。（栗田）
最近は一日一冊本を読む、一週間に何本か英語を amazon prime で観る、好きな野球チームで
プロスピを楽しむローテーションで毎日を送っています。来年は第二の人生なので何をしようかと
思い悩む毎日です。あと数ヶ月がんばります。（古市）
昔、見た Harry Potter シリーズの映画を最近、家で見始めたところ、おもしろくてハマってい
ます。シリーズが進むにつれ、ハリーポッターの成長も見ることができ、内容も一層深まりを感じ
ます。イギリス英語をたくさん聞いて、英語に親しむとともに、海外にいるような感覚を引き続き
楽しみたいものです。（飯田）
Hello!  I am Miranda.
I arrived in Fukui from New York in November.  I am very excited to study English
with the students at Morita Junior High School!
I hope I can teach them many exciting things about the United States, and I
hope they can teach me a lot about Japan!
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BOOKSHELF Vol. 8
私のお薦めの一冊
町田 健 著
言語世界地図
2008 年／新潮新書／ 215pp. ／ 770 円／ ISBN978-4106102660

会

長

浅井

裕規（鯖江高校）

世界に存在する言語の数は７千にも及びます。
単純に計算すると、１つの国で３０以上の言語が
使われていることになります。例えばフランスに
おいては、フランス人はフランス語を誇りに思い、
英語からの外来語の流入を好みませんが、ドーデ
の「最後の授業」で有名なアルザス地方ではドイ
ツ語（アルザス語）、ベルギーとの国境地帯では
オランダ語（フラマン語）、スペインとの国境地
帯ではバスク語やカタルーニャ語、イタリアとの
国境地帯ではイタリア語が使われており、多言語
国家であることは免れることができません。
このように、国家と言語は一体のものなどということは決してありません。それだけに、英語を
代表とする欧米の主要言語だけを見て、人間の言語や人間が言語を使う状況とは一般的にこのよう
なものなのだ、と短絡的に考えてしまうことはまことに危険です。人間が言語を使うということは、
単に他者に意味を伝達するためだけではなく、自分がいったいどんな人間であるのか、そして相手
に対してどのような態度をとるつもりなのかをも表す、社会的に重要な機能を果たすものであるの
です。このことを理解しなければ、世界中のどこでも英語さえ使っていれば何とかなるのだ、英語
が使えない相手とは話す必要もない、などという安易にして傲慢な偏見を軽々しく抱いてしまうこ
とになりかねません。（本文より引用）
本書では、多種多様な世界の言語の中から４６の主な言語を取り上げ、その成り立ち、使われて
いる地域、話者数、独自の民族文化などが解説されています。世界における言語使用の真実につい
て読み進めていくうちに、言葉というものがいかに多様で奥深く、民族独自の文化を担い、社会的
情勢を反映しているか分かってくると思います。世界の言語を概観し、あらためて英語を見つめ直
したとき、英語という言語に対するこれまでの認識が新たなものになるのではないでしょうか。
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大下 邦幸 編著
コミュニカティブ・クラスの理論と実践
2001 年／東京書籍／ ISBN978-4487796403
副会長

田中

佳之（清水中学校）

1989 年改訂の学習指導要領では「外国語で積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を
育てると共に…」と、初めてコミュニケーションという言葉が使われるようになりました。私が中
学校で英語科教員として働き始めた数年後には、英語授業におけるコミュニケーション活動の重要
性が叫ばれ、「学習した言語知識をコミュニケーションを目的として実際に使用させる」ための研
究が盛んに行われるようになりました。
しかし、50 分間の授業の中の一部をコミュニケーションに当てるだけでは限界があります。そ
こで、授業全体をコミュニケーションの場と捉える「コミュニカティブ・クラス」という考え方を
紹介したのがこの本です。英語を媒介として授業を行い、授業をコミュニカティブに扱うことの利
点が示されており、実践例も紹介されています。
この本との出会いの後、私は英語の授業において、言語形式をできるだけコミュニカティブに提
示しよう、生徒との英語でのやりとりの中で言語形式を理解させようと心がけました。
生徒の英語によるコミュニケーション能力を育成するために、英語の授業はどうあるべきかを考
えさせてくれた、そして、英語科教員としての大きな転機を与えてくれた一冊です。

大下 邦幸 監修
意見・考え重視の視点からの英語授業改革
2014 年／東京書籍／ 349pp. ／ 2420 円／ ISBN978-4487808502
生徒の英語によるコミュニケーション能力を育成するため
にはどうすればよいか、全世界で多くの研究者が研究を重ね、
理論を発表しています。
ところで、コミュニケーションとは何なのでしょう。「コ
ミュニケーションの大部分は意見や考えの表出である」とい
う考え方に基づき、英語の授業においても、意見や考えを重
視すべきであるというのがこの本の趣旨です。
確かに、事実や情報をやりとりするよりも、意見や考えを
述べ合う方が、生徒は意欲的に取り組みます。言語面でも未
習の英単語を使おうとします。「意見や考えを重視すること
による効果」は、当たり前のように思えるのですが、これま
での英語の授業では、それほど意識して実践してこなかったというのが実情です。それは、「意見
や考え重視の授業」には、学習者にとっても授業者にとっても負荷がかかるという現実があります。
毎回の授業で「意見や考え」を求めるには無理があるという意見もあります。
この本では「意見や考え」を広くとらえ、きちんと整理し、英語授業による効果をわかりやすく
説明しています。改めて、英語の授業で「意見や考え」を引き出していこうと思わせてくれます。
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北原延晃 著
英語授業の「幹」をつくる本（上巻・下巻）
2010 年／ベネッセコーポレーション／ 2169pp、224pp. ／各 2200 円／
上巻 ISBN978-4-8288-6475-4、下巻 ISBN978-4-8288-6476-1

放送テスト部部長

栗田

由紀枝（森田中学校）

英語科の研修で北原先生が講師で来られたこと
がありました。その研修に参加したのは教員にな
りたての頃で、授業で何を教えるか、どんな力を
生徒に付けるのか、などと悩んでいることもありました。北原先生は一般的な公立中学校の先生と
して活躍されましたが、在席している中学３年生の 16％が英検の準２級を、53％の生徒が３級に
合格させる力を身に付けさせた、ということで全国１位という成績を収めたこともあるそうです。
研修ではピクチャーカードを使った教科書内容のＱ＆Ａの体験で、生徒が英文を発話する際に意
識させなければならないポイントが徹底されていることを実感しました。授業１時間の組み立て、
単元全体の組み立て、すべてが理論的で無駄がないことに感嘆しました。
本書には北原先生が積み重ねてきた実践が詳しく書かれています。４技能それぞれの指導法から
文法、発音、語彙、辞書指導、小学校英語活動とのつながり、さらには授業における生徒指導や活
動形態などについて具体的に書かれています。「こういうところはどのように教えているの？」「自
分が教えている方法はこれでいいの？」とちょっと聞いてみたいときに参考になります。
いろいろな先生の授業を見せていただいたり、お話を伺ったりする中で、自分がやりやすい指導
法や効果的だと感じる指導法を取り入れ、アレンジして自分の授業を作っていると感じています。
経験豊かな北原先生という先輩先生の話を聞くつもりでご一読ください。
2021 年ということで、さらに今年創刊の一冊おすすめします。もう、ご存じの先生方もたくさ
んいると思いますが、NHK ラジオテキスト「中高生の基礎英語 in English」です。オールイングリ
ッシュで、１つのトピックについて１週間会話を進めていきますが、生徒にも理解しやすい英語で
す。受講当初は自分で参考にしようと考えていましたが、最近では高校、大学を受験する息子と娘
と一緒に聴いています。彼らの言うことには、鈴木福君と一緒に英語を上達している気分になれる
そうです。
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武藤一也 / 森田鉄也 著
直前 1 カ月で受かる 英検２級のワークブック
2020 年／ KADOKAWA ／ 152pp. ／ 1540 円／  ISBN 978-4046040657

放送テスト部副部長

伊藤

美智子（足羽高校）

これは、以前福井県で教員をしていらっしゃった先生から紹介されたワークブックです。
彼は現在、このワークブックの著者の方と一緒に、執筆活動もされています。
「1 カ月前からで間に合う ! 最短ルートで英検合格 !」と銘打って、満を持して発行されました。
英検対策といえば、リーディングとリスニングだけだと思っていませんか ?
英検攻略には、4 技能をかたよりなく鍛えることがなによりも大切です。
本書では、スピーキング ( 面接 )・ライティング ( 英作文 ) の解説もふんだんに盛り込まれてい
ます。著者が全国のトップ予備校講師の二人の武藤一也さんと森田鉄也さんなので、効果は間違い
ありません。
一次試験から二次試験まで全てに対応し、リーディングは読み取るべきポイント、リスニングは
聞き取るポイントや選択肢や設問の確認の仕方など合格率を上げるポイントを的確に解説していま
す。
ライティングと 2 次面接のパートは採点基準を意識した解説になっているので、合格のみならず、
高得点合格を狙えます。
特にライティングは、ライティング＝リーディングパート＝リスニングパートと、配点が大きい、
つまり重要度高いので、ライティング対策が英検対策といっても過言ではないのですが、そこを丁
寧に解説してあるところが、この問題集の魅力の一つです。
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ちょっといい話製作委員会

英語でちょっといい話

編

ベストセレクション

2021 年／アルク／ 295pp. ／ 1980 円／  ISBN 978-4757439009

広報部副部長

織田

昌宏（大野高校）

生徒たちが英語を読むのは何のためでしょうか。
当時の私自身を振り返ると、学校でテストがある
ため、入試に必要なため、さまざまな英語の検定
試験のためでした。私と同じような理由で英語に
触れている生徒も少なからずいるのではないでし
ょうか。テストや入試のためだけに英語を読み続
けていると、英文を読む楽しみよりも、問題を解
かなければならない苦しみのほうが強く、本来あ
るべきである純粋に英語を楽しむ気持ちが弱くな
ってしまうのではないでしょうか。生徒たちが気
軽に読むことができ、内容も心に響くようなもの、
それが今回紹介させていただく「英語でちょっと
いい話

ベストセレクション」です。

本書は、「英語で泣けるちょっといい話」、「英語で心いやされるちょっといい話」など６つのシ
リーズから 51 の物語が掲載されています。初中級レベルの英単語を中心にリライトされており、
基本的な構文がベースとなっているので、中学生、高校生も読みやすくなっています。語数も 200
語程度のものから多いもので 800 語程度のものとなっています。それぞれの物語には、日本語での
リード文があり、話の概要を押さえたうえで読み始めることができます。また、語注や和訳も載っ
ているので、読んでいて難しいと思った場合には、それらを参考にすればどんどん読み進めること
ができるようになっています。さらに、無料アプリを用いて、英文の音声をダウンロードすること
までできます。したがって、使い方によってはリーディングだけでなくリスニングも伸ばすことが
できる作りとなっています。
私はこの本を最近読んだばかりなのですが、これまでに授業で扱ったことがある話があったり、
生徒に読んでほしいなと思う話があったり、今の生き方を変えないといけないなと考えさせられる
話があったりと、本当に読んでよかったなと思える一冊でした。
学習指導要領の改訂に伴い、学校で学ぶ単語数が増えました。中学校では「1200 語程度」から「1600
～ 1800 語程度」、高校では「1800 語程度」から「1800 ～ 2500 語程度」に増えています。高校入試、
大学入試を見ても、語彙数がどんどん多くなり、長文化が進んでいます。英文に慣れるために長文
の問題集をやらせる、それで英語ができるようになるかもしれません。しかし、最初にも述べまし
たが、純粋に英語を楽しむ気持ちを育てるために、生徒たちが気軽に楽しみながら英語に触れ、英
語力を高めることのできる素材を示してあげることが、わたしたちにはできるはずです。課題や宿
題としてではなく、自ら進んで英語を読もう、学ぼうとする生徒が一人でも多く出てきてくれたら、
英語教師として喜ばしいことですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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石井隆之 著
英語スタイルブック ライティングの表記ルール辞典
スペリング・記号・句読点の正しい使い方
2019 年／クロスメディア・ランゲージ／ 304pp. ／ 2398 円／  ISBN 978-4295403197

研究部副部長

村

昭信（三国高校）

今回で３回目の寄稿になりますが、前回、前々
回とも「書くこと」についての書籍だったかと思
います（
『英語らしい英文を書くためのスタイルブ
ック』 と『パラグラフ・ライティング指導入門』
の２冊）
。今回は違う視点から「書くこと」に役立
つ書籍をご紹介します。
第３回は「
『English Stylebook ( 英語スタイルブ
ック )』石井隆之著

クロスメディアランゲージ

社 2019 年発行」です。読み物ではありませんし、
スタイルと書いてありますが文体論を扱ったもの
ではありません。どちらかというと、パンクチュ
エーションなど、ライティングにおける形式面を確認したいときに参照する参考書的な本です。私自
身、研究部のリーディングテスト委員会に所属していて、委員の先生方が作成される英文を検討して
いる際にパンクチュエーションについていろいろと悩むことが多く、委員さんからどっちが正しいで
すかと聞かれても、自信を持って答えられないことがありました。そんな中、ある書店でこの本に目
がとまり購入しました。
私が特に勉強になった項目は「コンマ」です。A、B、C を and や or で並列する際に and（or）の
前にコンマが入る場合と入らない場合や、名詞句の中で形容詞を並列するときにどんな場合だとコン
マがいるのか、because 節で because の前にコンマが入る場合と入らない場合ではどういう違いがある
のかなど、自分が整理できていない知識を再確認できました。パンクチュエーションのことだけでな
く、大文字の使い方や省略形の表記、メールやプレゼンでの表現形式についての説明もあり、
「固有
名詞に定冠詞をつけるかどうか」というコラムでは、ある程度境界線を示して説明してあり、応用が
きく書き方がされています。
自分自身、英語で正式な論文を書く機会があるわけではないので、スペースの数や括弧の使い方
など、あまり必要性を感じられない項目も含まれていますが、生徒の英作文添削や英語研究会のリー
ディングテスト作成に活かせるようなルールもたくさん説明されていて重宝しています。昨今 ICT 機
器が発達し、スマホでネット検索すれば似たような情報を即座に得られますが、信頼できる情報源で
はない場合もあります。頻繁に参照するものではないかもしれませんが、専門家が書いた信頼できる
ソースとして手元に１冊あるとライティングの場面で困ったときに安心かなと思います。詳しくは書
店またはネットでお探しください。
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文学で英語を深く学ぶための４冊
広報部

稲葉

芳明（勝山高校）

柴田元幸 編・訳・註
英文精読教室 第１巻 物語を楽しむ
2021 年／研究社／ 254pp. ／ 2420 円／ ISBN: 978-4327099015

本書「はじめに」で著者の柴田元幸氏はこう記します：“この「英文精読教室」は、読者が英語
の小説を原文で読むのを助けるためのシリーズです。まずは編者がこれまで読んだり訳したりして
きたなかで、とりわけ面白いと思った短編小説を選び、６巻それぞれ、ひとつのテーマに沿って作
品を並べてあります。（中略）どの作品にも詳しい註を施しました。註というものはつねに諸刃の
剣であり、読者にとって「小さな親切」にも「大きなお世話」にもなりえますが、このシリーズで
はどちらかというと、一部の読者には「大きなお世話」になる危険も覚悟で、やや多めに註が施し
てあります”。
小説を原文で読む楽しさを味わいたい、でも、自分の読み（解釈）が合っているか（適切か）ど
うか自信がない（確認したい）という筆者のような読み手にとって、本書は渡りに舟地獄に仏干天
の慈雨です。原文でじっくり物語を読み解き、自分の解釈の妥当性を細部に亘って確認し、さらに
は懇切丁寧至れり尽くせり痒い所に手が届く註と解説の助力を得て英文解釈力向上が図れると、正
に一石三鳥の素晴らしいシリーズです。
2022 年１月時点で全６巻中第４巻まで刊行されていますが、柴田氏が言うように第１巻から順
に読む必要はなく、自分が惹かれるテーマの巻をまず手に取ることをお勧めします。ちなみに筆者
のイチ押し作品を各巻から挙げておきます。第１巻 Shirley Jackson, “The Lottery” (1948)；第２巻
『他人になってみる』Nana Kwame Adjei-Brenyah, “The Finkelstein 5” (2018)；第３巻『口語を聴く』
Jim Shepard, “Batting Against Castro” (1996)；第４巻『性差を考える』Karen Russell, “Reeling for the
Empire” (2013）。いずれも珠玉の――且つ衝撃的な――逸品です。
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北村一真 著
英文解体新書２

シャーロック・ホームズから始める英文解釈

2021 年／研究社／ 264pp. ／ 2420 円／ ISBN: 978-4327452995

「会報」78 号で御紹介した北村一真『英文解体新書』の待望の続編が刊行されました。
今回はシャーロック・ホームズが登場する作品を英文素材の核に据えていますが、これについて
北村氏は「はじめに」でこう述べています：“（ホームズ作品は）受験単語をしっかりマスターして
いれば何とか挑戦できる語彙の難度である一方、重要な表現がこれでもかと散りばめられているの
で、文法や構文の理解を確認しつつ精読していくのに極めて効果的な素材になっているのです。（中
略）想定している読者も必ずしもホームズのファンの方だけでなく、大学受験レベルより上の英文
解釈力を身につけたいという方、近代後期の英語の文章をしっかりと読んでみたい方一般が対象で
す”。
まず【例題】が提示され、そのあと【語法・構文】【ポイント】で微に入り細を穿つ分析が施さ
れていき、天網恢恢疎にして漏らさずと言わんばかりに雑駁な「読み」を容赦しない姿勢は、正編
と同様です。ただ今回大きく異なる点が一つあって、それは【例題】の難易度です。正続とも例題
は５段階で難易度が示され、正編で出題された難易度５の英文（例えば John Stuart Mill）は、恥ず
かしながら筆者には手も足も出ませんでした。それに比して続編の難易度はかなり甘めで、続編の
難易度５の例題≒正編の難易度３の例題と思えました。ですから、これから正続２冊読んでみよう
と思われる読者は、（「正編」の難易度４～５の例題はひとまず無視して）解説を熟読して英文解釈
力を高める⇒必要に応じて「正編」を参照しながら「続編」を完読する⇒「正編」の難易度４～５
の例題に挑む――という読み方もいいかもしれません。
知らぬ者はないホームズ譚に原典で親しみながら、伊藤和夫の名著『英文解釈教室』の系譜を継
ぐアプローチで英文を読み解く思考プロセスを鍛える本書は、筆者にとって理想究極至高の英文解
釈参考書です。
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阿部公彦 著
英文学教授が教えたがる名作の英語
2021 年／文藝春秋／ 207pp. ／ 1925 円／ ISBN: 978-4163913162

本書は、英米文学の古典等を鑑賞しながら英語を学ぼうというのが狙いです。作品の概要をまず
日本語で示し、和訳を読んでから原文にあたり、それから語釈や文法を解説するという「ミルフィ
ーユ型」構成になっています。
阿部氏は、英語は所詮情報収集の道具であり、まずは速く正確に読むことが大事であることを認
めたうえで、こう述べます：“しかし、言葉は「情報」だけでは終わらないのです。ちょうど食べ
物に「おいしい」「まずい」があるのと同じように、言葉は私たちの「心の味覚」に働きかけてき
ます。（中略）文学作品の文章は「おいしい」を知るのにもってこいです。読者の興味を引き、楽
しませ、かつ説得しようとあの手この手でこちらの「読み心」をくすぐります。近代英語がどのよ
うにその魅力を磨いてきたかが、小説の文章にはよくあらわれているのです”（「はじめに」）。
本書で取り上げられている作品（抜粋）は、デフォー『ロビンソン・クルーソー』、スウィフト『ガ
リヴァー旅行記』
、オースティン『高慢と偏見』、ポオ『黒猫』、フィッツジェラルト「リッチ・ボ
ーイ」、ヘミングウェイ『老人と海』、村上春樹「シェエラザード」の７篇です。いずれ劣らぬ名作
ばかりですが、翻訳を読んだことがあっても原文で読んだことがある人は少ないでしょう。いきな
り全部を英語で通読するのは敷居が高すぎるので、「抜粋」という形ではあるものの、原典に直接
触れて作品の息吹を感じることは極めて有意義です。
ちなみに、最後に村上春樹の作品が採られていることを奇異に感じる人が多くおられることでし
ょう。このチョイスには阿部氏の或る意図が込められていますので、是非本書を手に取って、その
「意図」をお確かめください。
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倉林秀男 今村楯夫 著
ヘミングウェイで学ぶ英文法２
2019 年／アスク出版／ 335pp. ／ 2200 円／ ISBN: 978-4866393049

本書は言語学・文体論を専門とする倉林氏と、日本ヘミングウェイ協会の設立者・元会長の今村
氏の共著で、2019 年に刊行されて静かなブームを巻き起こした『ヘミングウェイで学ぶ英文法』
の続編です。「確かな英文法の知識がなければ、正しく英語を理解したり、使ったりすることはで
きない」のだから「英語の小説を楽しみながら読めるようになるには、しっかりと文法を理解する
ことが大切だ」というコンセプトには微塵も揺るぎがなく、但し、前作で扱った文法項目とは重複
しないように執筆したとのこと。
平易な語彙で書かれたヘミングウェイの文章を名文たらしめているのは、実は「文法」であり、
文法的工夫を凝らすことで深みのある文体に昇華していることを、実証的に分析していきます。“代
名詞が過去を暗示し、比較級が消えた情景を呼び起こす。倒置構文が生と死を語り、助動詞が時を
巻き戻す。文法学習とはなんとスリリングな文学の冒険だろう”という翻訳家鴻巣友季子氏による
推薦文が決して誇張された宣伝惹句ではないことは、本書を紐解けば実感できることと思います。
例えば、第１章 “Indian Camp” では、that, it, another, the other といった代名詞に着目して、前提
情報や登場人物の心情を読み解いていきます。また第５章 “I Guess Everything Reminds You of
Something” では、仮定法を用いることで父親と息子の間に流れる微妙な空気感が鮮やかに描かれ
ていることを、具体的に分析していきます。これはほんの一例に過ぎず、目から鱗が落ちまくる実
例・解説がぎっしり詰まった、玉手箱のような一冊です。
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