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音 読 と 暗 唱 の す す め 

 
四国英語教育学会副会長 

門 田 幹 夫 (高知工科大学) 
 
一昔前、ミシガンメソッド華やかなりし頃、筆者などは昼夜パターンプラクティスに明け

暮れしておりました。その甲斐あってか、英語を母国語とする人達とどうにかこうにかコミ
ュニケーションがとれるようになったような気がします。しかるにその後単なる機械的記憶
は人間の豊かな創造力を育まないということで、だんだんパターンプラクティスは廃れてい
ったように思われます。しかし、筆者などにとっては昔懐かしいあのパターンプラクティス
はことばの習得に本当に無駄なのでしょうか。 
それにつけ思い出すのが昔高等学校時代に友達と共に競い合って記憶暗唱した日本の詩歌

のことです。“まだ挙げ初めし前髪の、、、”で始まる島崎藤村の“初恋”、“千曲川旅情の歌”、
与謝野晶子の“弟よ”、上田敏の“海潮音”等々の歌詞を暗唱したのですが、それらの歌詞が
今でも頭に浮かび、口をついて出てきます。これらの暗唱練習によって、日本語に対する語
感やイントネーションやリズムなどが大いに培われたと感じています。 
ことばは、その言葉が使われる社会の約束事です。したがって、その約束事の中には記憶

しなければならないことがたくさんあるはずです。私たちは自分たちのことばを毎日休まず
使っているので、意識しようがしまいが知らず知らずのうちに覚えてしまうのです。 
しかし、外国語をマスターしようと思ったときはどうでしょう。学習している外国語は、

その外国語の授業という限られた時間の中で使用することはあっても、一旦その授業を離れ
てしまうと日常生活の中では使用することは殆ど無いのが現実です。このような状況の中で
は、学習している外国語の約束事を記憶することは不可能に近いと考えられます。 
これらのギャップを埋めるのに重要な役割を果たすのが、今回テーマに選んだ“音読と暗

唱のすすめ”だと筆者は真剣に考えています。日本で英語の同時通訳の達人あるいは第一人
者と呼ばれている方々の中には、John F. Kennedy 大統領の大統領就任演説全文を暗記して、
東京渋谷の忠犬ハチ公前で聴衆を前に数ヶ月間滔々と演説されたと聞いております。筆者の
知り合いの大学教授も、その方に見習って、同じことを約３ヶ月間されたそうです。筆者な
どはそんな勇気はありませんが、教員養成学部在職中に英語音声学演習のなかで、Abraham 
Lincoln の“Gettysburg Address”を学生に暗記してもらって暗唱させておりました。学生にとっ
ては少し辛かったようですが、卒業後に何名かの学生より“Lincoln の演説を暗唱したのは思
い出であり、とても役立ちました”という声を聞いて筆者も意を強くしたものでした。 
今日英語学習者は多様化しており、小学生からお年寄りまで幅広い年齢層の方が学ばれて

おります。それぞれの年齢にあった歌、詩，散文、物語、演説等を暗記し、音読、暗唱され
てはいかがでしょうか。必ずや、語学力が身に付くこと間違いなしです！
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第 31 回全国英語教育学会札幌研究大会報告 
 
第 31回全国英語教育学会が 2005年 8月 6日、7日の 2日間にわたり、北海道教育大学札

幌校で開催された。北の国にもかかわらず 8 月初旬の札幌が期待していたほど涼しくなかっ

たことに驚いたが、期間中好天に恵まれたのは何よりであった。竹村大会実行委員会事務局

長によると、札幌で気温が 30 度を超えるのは、一年でもこの時期の数日間だけということ

らしいので、きわめて貴重な体験ができたと思うことにした。 
学会会場も熱気に満ちていた。いや学会会場に向かう臨時バスの車内からすでに人で溢れ

ていた。事務局の発表によると大会期間中の参加者は600人を超えたそうである。年々参加

者、発表者が増え続けていた全国大会であったが、北海道は地理的に遠いうえに、発表資格

を前年度の全国学会会員登録者に限るという規定改正がなされたため，今回の参加者数はか

なり減るのではないかと予想していた。しかし、蓋を開けてみれば相変わらずの発表予稿集

の厚み、各発表会場での質疑応答の熱気。まさに今回の大会のキーワードは「意外なあつさ

（暑さ、熱さ、厚さ）」ということに尽きるであろう。 
全国英語教育学会も 31 回を数え、この間に新たな研究テーマが次々と生まれてきている

ことは、研究発表タイトルのバラエティの豊かさからも窺い知ることができる。金谷全国英

語教育学会会長の挨拶にもあったとおり、「『英語が使える日本人』の育成のための行動計画」

に基づいて教員研修や SELHi が推進され、公立小学校での英語教育開始も真剣に議論され

る一方で、教育現場においては学力低下問題や中学校における英語週 3 時間完全実施という

厳しい現実との矛盾を抱えている。研究課題フォーラム、問題別討論会、シンポジウムでも

やはりこれらの問題が中心的に論じられていた。 
しかし，その一方で多少気になったこともあった。加藤大会実行委員長が、冒頭の委員長

挨拶としては異例な形で、幕末に当地に上陸を果たしたラナルド・マクドナルドの業績を紹

介されたが、それを除くと、シンポジウム等を含め、英語教育史に関わる研究発表が今回は

全く見られなかったことである。現在の英語教育が過去に例のない展開を迎えている状況を

象徴しているとも考えることができるが、これほど熱心に英語教育の将来像が論じ合われて

いる一方で、過去を振り返ってみようとする風潮があまり感じられないことには、何か大き

な忘れものをしているような不安を感じざるをえない。「歴史は繰り返す」といい、温故知新

という賢明な言葉もあるからである。 
 とはいうものの、北海道英語教育学会および大会実行委員会の細やかな配慮と多大な尽力

のおかげで大会内容は実に充実しており、研究上の収穫も多く得ることができた。研究発表

会の熱気と暑さのせいか、懇親会のサッポロビール園のビールの味もまた格別であった。 
 さて来年度は、全国英語教育学会も初回大会開催の地である高知に 31 年ぶりに戻ってく

る。全国英語教育学会研究大会もいよいよ第２ラウンド。大会開催地区学会としては、今回

に劣らぬ「あつさ」（暑さだけは保証できるのだが）を提供できるように努力せねばならない。 
（香川大学 水野 康一） 
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平成 17 年度四国英語教育学会理事会・総会報告 

 
≪理事会報告≫ 

平成 17 年６月 25 日(土)、標記理事会が香川大学教育学部において開かれ、下記の事項が

審議された。 
 
○議  事 

議題１．平成16年度会務・会計決算報告並びに会計監査報告について 
平成 16年度会務報告並びに下記の会計決算報告・同監査報告があり、承認された。 

＜収   入＞                                ＜支   出＞ 
前年度繰越金 ２３４，１２３ 徳島研究大会補助金 ５０，０００ 
会費振込 ５０９，０００ 印刷費 １４１，４５０ 
全国英語教育学会より ４７，６４０ 通信費 ８９，７７０ 
紀要掲載料 ６２，０００ 雑費 １３，１７９ 
その他（全英教学会費） １０６，０００ その他（全英教学会費預り金） １０８，０００ 

―― ―― 次年度繰越金 ５５６，３６４ 
合計 ９５８，７６３ 

 

合計 ９５８，７６３ 
 

議題２．平成17年度会務・予算案について 

会務並びに下記の予算案が提示され、承認された。 
＜収   入＞                                ＜支   出＞ 

前年度繰越金 ５５６，３６４ 香川研究大会補助金 ５０，０００ 
会費振込 ４５０，０００ 印刷費 ２１０，０００ 
全国英語教育学会より ５０，０００ 通信費 １５０，０００ 
紀要掲載料 ５０，０００ 雑費 ５０，０００ 

―― ―― 予備費 ６４６，３６４ 
全英教学会費預り金 １００，０００ 全英教学会費 １００，０００ 
合計 １，２０６，３６４ 

 

合計 １，２０６，３６４ 
 
議題３．平成18年度研究大会について 
平成 18 年度の定例開催予定の愛媛研究大会については、同年 8 月に四国英語教育学会の

担当により高知県にて全国英語教育学会研究大会を開催するため、研究発表者の確保が困難

と思われることから、愛媛研究大会については平成 19 年度の開催とし、18 年度については

全英教高知研究大会の会場にて総会のみを開催するとの昨年度の事務局提案を再確認した。 
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議題４．NEWSLETTER, No.30の執筆分担について 
従前の担当記録に基づき、事務局よりNo.30の執筆分担を下記のように提案し、了承を得

た。締め切りは、例年どおりの分量によって、1月末までに事務局宛てに送付とした。 
巻頭言（高知）、全英教大会報告（香川）、四英教理事会・総会報告（事務局）、四英教大会

報告（徳島）、四英教次回大会案内（なし）、全英教大会案内（事務局）、編集後記（事務局） 
 
議題５．その他 
・会長代行権を持つ副会長の選任について 

竹中会長が全国英語教育学会副会長に委嘱されたことに伴い、四国英語教育学会を代表

する全国理事を選任するようにとの全英教事務局よりの連絡により、次期会長の可能性の

高い松本達也愛媛県支部長に全国理事を会長委嘱により選任した件について、理事会とし

て追認した。 
・会長就任特別講演について 

第 18 回香川研究大会の特別講演について、竹中会長の新会長就任に伴う inaugural 
lectureとしての位置づけを与えること、これを前例とはせず、一提案として扱うことを承

認した。 
・Joint membershipについて 

本学会中に、夫婦で入会されている会員がおられるが、紀要やニュースレターを2部ず

つ送る必要はないのではないかということで、joint membershipの制度を設けて2人分の

会費より少し減額し、紀要等の送付については 1部のみとすることについて事務局提案が

あった。 
これについて、賛成意見もあったが、学会費を研究費より支払うときに領収書が出しに

くいのではないかとの意見があり、事務局で再度、検討することとなった。 
 
○報告事項 

報告１．平成16年度会務報告 
報告２．平成16年度会計決算報告 
報告３．平成16年度会計監査報告 
報告４．平成18年度全国英語教育学会高知研究大会準備状況報告 
門田幹夫高知県支部長ならびに那須恒夫理事より、同研究大会の準備状況について報告が

あった。4 月に東京で開催された全国英語教育学会理事会に提案した内容に対し、地元の事

情により、日程、会場を変更せざるを得ないことになり、日程については平成 18 年 8 月 5・
6日、会場は高知大学とすることで全国英語教育学会の金谷会長ならびに事務局の了解を得、

松本代表理事へもこの件を通知済みで、準備態勢に入っていることの報告があった。 
報告５．その他 
・紀要編集委員長より同委員会の報告 
・各県役員の交代等について報告 
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≪総会報告≫ 

平成 17 年６月 25 日(土)、標記総会が香川大学教育学部 631 教室において開かれ、下記の

事項が審議された。 
 
○議  事 

議題１．平成16年度会務・会計決算報告並びに会計監査報告について 
理事会に提出のとおり、事務局より平成 16 年度会務・会計決算報告を行い、会計監査報

告を行ったのち、了承を得た。 
 
議題２．平成17年度会務・予算案について 
理事会に提出のとおり、事務局より平成17年度会務・予算案の提示を行い、了承を得た。 

 
議題３．平成18年度研究大会について 
すでに昨年度総会にて提案・了承の本件について、再確認を求め、了承を得た。 

 
議題４．その他 
・会長代行権を持つ副会長の選任について 

竹中会長の全国英語教育学会副会長選任に伴い、全国英語教育学会理事を松本達也愛媛

県支部長に委任し、あわせて会長代行権を持つ副会長に委嘱したことを追認した。 
・会長就任特別講演について 

竹中新会長の就任に伴い、香川研究大会の特別講演を会長就任講演（Inaugural Lec- 
ture）と位置づけることを了承した。なお、本件は、今大会における一提案とし、前例と

はしないこととした。 
・家族会員制度の新設に伴う会則変更について 

夫婦、親子等の joint membership を新設してはどうかとの事務局提案を提示し、会則

第 13条に第2項として次の文言を加えることを了承した。 
「(2) 家族会員（主たる会員と従たる会員とが住所を一にする場合）の会費については、

主たる会員は年額 3,000円、従たる会員は年額 2,000 円とする。従たる会員は紀要等

の本会刊行物の配布を受けない。」 
なお、これに伴って第 16条附則に（平成 17年 6月 26日一部改正）の文言を加えた。 

 
○報告事項 

報告１．平成16年度会務報告 
報告２．平成16年度会計決算報告 
報告３．平成16年度会計監査報告 
報告４．その他 
・平成 18年度全国英語教育学会高知研究大会準備状況報告 
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第 18 回四国英語教育学会香川研究大会報告 
 

第 18 回四国英語教育学会が 2005 年 6 月 25 日、26 日の 2 日間にわたり香川県高松市の

香川大学教育学部において開催された。25 日は夕刻より理事会および懇親会が行われ、26
日は同大LL教室において研究発表会が開催された。正確な人数は把握していないが、午前・

午後ともに同室が満席であった。研究発表数は午前が5件、午後 2件であった。例年に比べ

て少ない発表件数であったが、その内容については、近年の英語教育の動向や課題を反映し、

いずれも発表者の英語教育発展への熱意が伝わってくるものであった。 
1件目の発表は言語コーパスを用いて英語使用（degree adverb）の男女差を比較検討する

内容であり、2件目は言語コーパスを用いた collocation分析を通してその可能性や問題点を

検討するといった内容であった。どちらの発表も実際に言語コーパスを提示しながら進めら

れた。言語コーパスは英語教師にとって比較的容易に使用できる道具であることを印象づけ、

それを使うことで英語教師の語彙指導の幅が広がることを示唆する内容であった。3 件目は

高等学校のオーラル・コミュニケーションⅠを通して生徒の spoken outputを促す取り組み

の紹介であり、4 件目は英語発音指導に関する中学校英語教師と生徒の認識に関する研究で

あった。いずれも音声重視の英語教育が着実に普及していることを示唆するものであり、そ

の改善・発展のためにも今後さらに研究が推進されねばならない課題であることを印象づけ

る発表であった。5 件目は小学校英語活動におけるリズム教材の効果について音楽教育の知

見を利用しながら体系的に整理した研究であり、6 件目は小学校英語活動の動向や問題点を

踏まえて具体的な小学校英語活動担当者の育成プログラムを提案する内容であった。ともに

小学校英語活動ではカリキュラム・教材の開発や指導者の育成など環境面・条件面の整備が

これからの重要課題であることを示唆する内容であった。7 件目は英語科教員がもつ英語教

育観に関する研究発表であった。英語力や教授力の獲得をねらった教員の育成よりもむしろ、

英語教師がもつ英語教育に対する見方・考え方を育成していくことの重要性を主張する内容

であった。 
研究発表会終了後は、四国英語教育学会・竹中龍範会長による「英語教育学と英学史・英

語教育史研究」と題した特別講演が行われた。英学史・英語教育史研究の意義や英語教育学

における位置づけ、その方法論や問題点等について英語教育史上の事例や具体的資料を通し

て講じる内容であった。英学史と英語教育史研究の学問的な価値とその奥深さを改めて認識

させられた。また四国英語教育学会『紀要』第 25 号は「四国英学史」特集号として歴史関

連論文 3編が掲載されているので参照されたい。 
最後に、香川研究大会事務局と香川支部のご尽力により有意義な大会になったことに心か

ら感謝の意を表したい。次年度（2006年度）は全国英語教育学会が高知県で開催されるため、

次回研究大会は 2007年に愛媛県で開催予定である。  
（鳴門教育大学 山森 直人） 
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第 32 回全国英語教育学会高知研究大会(案) 
 
期  日：平成18年 8月 5日（土）・6日（日） 
場  所：高知市・高知大学 
日  程：詳細については未定・未発表 

※平成 18年4月 1日（土）に開催予定の全国英語教育学会理事会に報告・提案が

なされ、承認を得たのち、ホームページ上に公開される予定。 
 
 
 

紀要編集委員会より 
 
◆『紀要』第26号原稿募集中 
四国英語教育学会『紀要』第 26号への投稿締切りは4月 20日（木）となっています。第

25号巻末に収載の執筆要領、文献の示し方を踏まえ、投稿規定等は学会ホームページで確認

して、奮ってご応募ください。 
なお、投稿された論文は、複数の査読委員による査読を経たのち、編集委員会において掲

載の可否が決定されるという手続きによって進められますが、掲載が認められた場合には、

修正が求められている論文については必要な修正を施して、最終稿をご提出いただくことに

なります。この際に、併せて掲載料 5,000円をお振込みいただくこととなっておりますので、

この点ご了承おき下さい。 
 
 

編  集  後  記 
 
 いよいよ今年は，全国英語教育学会研究大会が第 1 回開催の地、高知に戻って参ります。

会場校であり大会事務局でもある高知大学のスタッフを中心に、現在着々と準備が進められ

ているところです。開催地区学会としましても、この大会をこれまでに劣らぬ成功に導きた

いと考えておりますので、何卒会員の皆様のご参加、ご協力をお願い申し上げます。（KM） 
 

学会HP  http://www.ec.kagawa-u.ac.jp/~mizuno/SELES/ 


