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主張点 

  

 中高生が英語表現力を身に付けるには 

 慣用表現力を育てることが鍵になる 

 

 現行の英語教育では「慣用表現力」に十分な関心が
向いていない 
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be willing to / after all /  look down on / if it were 
 
not for … /  owing to… /   can’t help –ing / speak 
 
 ill of /  what about …?  / why don’t you …? / have 
 
 something to do with …   / Count on me 
 
……. 
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 熟語帳で覚える 

 教科書の中で機能表現を覚える 

 英文を読んで出てきた表現を覚える 

 

 

アドホックな学び 

熟語は覚えるしかないが、なかなかうまく使えない 

教師も体系的な指導を行っていない 
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イエスペルセン（Otto Jesperson  [1860-1943]） 

 

言語には慣習と創造の２つの側面がある 

 

慣用：“formulas”         認知言語学 

創造：“free expressions”    生成言語学 

 

自由表現と慣用表現が言語の両輪 
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 慣用表現（formulaic sequences）の習得研究 

 

  Riggenbach,1991; Lewis, 1993；Schmitt, 
2004; Wray, 2000、2002; Ellis, 2012; Jiang & 
Nebrasova, 2007；Conklin &Schmitt, 2008 

 
 

 慣用表現を使いこなす力の習得は困難である 
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 CLTでは、機能シラバス（why don’t you …などの
慣用表現を重視したシラバス）を重視 

 

 そういった指導法が実践されているにもかかわらず、
学習者は慣用表現をうまく使いこなせてないというの
が第二言語習得研究の知見 

 

 慣用表現は重要であり、実際の指導でもその重要性
は強調されているにもかかわらず、その習得はむず
かしい 
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問題点 

機能表現やイディオムに注目する試みは幾多とあるが 

 

目指すべき「慣用表現力」が定義されていない 

 

が故に、指導の方法に体系性が欠ける。 

 

故に、慣用表現の力が身につかない 
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提言： 

 

ストックとしての慣用表現 

 

 

フローとしての慣用表現 
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ストックとしての慣用表現 

 

   個々の表現の蓄積ではなく 

 

   慣用表現ネットワークに注目する 
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Ａ.提案を求める 「どうしたらいい？」  C.自分も含めて「しようよ」         

    What do you think I should…?    Why don’t we …? 

    What would you think if I …?   Perhaps we should … 

 

                   提案    

                  

          Ｂ. 相手に提案する「してみたらどう？」      

                 Why don’t you …? 

                It might be better to ….   
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  注意の喚起   情況の忖度    提案B   促す        
 

・注意を喚起する：I’ll tell you what., I’ve got 
something to tell you., Hey, listen. 

・相手の反応を忖度しながら：I don’t know how you 
feel but…, You may feel it absurd, but …, I’m 
sure you like this idea.  

・提案に入る：提案内容 

・実行を促す：Go ahead., Give it a try.  
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注意の喚起：Hey,  listen.（ねえ、ちょっと）  
 

相手の反応を忖度：Well, you may feel it absurd,  
（ちょっと馬鹿げていると思うかもしれないけど） 

 

提案：but why don’t you ask Naomi to lend you 
some money?（ナオミにお金を貸してくれと頼んでみ
たらどうかな）  

 

激励：Just give it a try.（やってごらんよ） 
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 間投詞                              驚きを直接表現 

 Wow! /Oh, dear!        What a surprise! / Incredible! 

 Gee!/What?!                           That’s unbelievable 

 

                        「驚き」表現 

                    ネットワーク 

  

相手に尋ねる          偶然の出会い         比喩的に驚きを描写 

Are you surprised? Wow, it’s a small world.  a bolt out                 

Isn’t it amazing?     What a coincidence!        of the blue 

 

 



上智大学・ベネッセ英語教育シンポジウム2015  

  (１)発話に臨む態度：honestly speaking（正直いえば） 

    just between you and me（ここだけの話だけど） 

  (2) 話題の幅に言及： generally speaking (一般的に  

    は）、technically speaking（やかましく言えば） 

  (3) 感情的なリアクション：to my disappointment、  

    much to my surprise（とても驚いたことには） 

  (4) 発言内容への確信の度合い：needless to say   

          （言うまでもなく）、undoubtedly （疑いなく）  
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①慣用表現は効率よくある思いを表現するのに最適で
ある（expressive optimization） 

②慣用表現は英語表現の組み立てを容易にする    
（constructional easiness） 

③慣用表現は表現の流れを自己調整する働きをする 
（discourse navigation） 

④慣用表現の連鎖がプレゼン力だとか議事進行力など
のスキルになる（formulaic chaining） 
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《遠慮がちに感謝の意を表す》 

A: 「どうも、すいません。ありがとうございます」 
 

*相手が話し手の意図を理解する上一番効率のよい表現 
 

B: 「そんなことをしていただくと心の負担が大きくなり、  
とても落ち着いた気持ちではいられなくなります」 

 

*意図は通じるかもしれないが（そして文法的にも正しい
が)自然な感じがしないし、場合によっては相手に失礼
な印象を与えるかもしれない。 



上智大学・ベネッセ英語教育シンポジウム2015  

頭の中で英文作成＋和文英訳 

「ご親切に, そんなことをしていただいて, 大変恐縮 

 しております。」 
 

[A] I’m awfully sorry for your kindly having 
done that for me.  

[B] I don’t know what to say, but thank you so 
much  for your kindness. 
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慣用表現をプレハブのように使用：様態を表現する 

…in such a way as to do 
The manual should be written  in such a way as to 

be easily understood.  

…in a way that … 
He expressed his ideas in a way that no one could 

ignore. 

We should present it in a way that appeals to young 
women. 
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慣用表現:思考の流れを調整するナビゲーターとして 

の働き 

 《何かを即興で言おうとしている途中に》 

Yeah, that’s it / you know / I mean / That’s  

what I want to say / Well, let me clarify my  

point / All I want is などを差し挟む 

 

    表現の流れを自分で調整することができる 
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Q: What’s the most important thing both as an actor 
and as a family man? 

J: Well, um, smooth sailing, /that’s what I hope 
for. //No, uh … /I’m OK with no big ups,/  

no big downs, /it’s all right, you know,/  

just a s- full steam ahead,/  

all things, un, you know, / 

well and good. // 
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Yeah, um, yeah, /I mean, as a family man,/  

you- you- all of you want is,/ um, you know, / 

as a dad, pu- pure, /uh happiness for your 
kids.// Um, that’s a universal sort of,/ uh, 
parent thing, you know. //Um, yeah, that’s – / 

that’s it, /that’s my dream: happy kids.//  

（『多読多聴マガジン』2013, 8, コスモピア出版） 
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うん、そうだね、順調な航海かな、それが望んでいること
なんだ。というか、ぼくは、ぼくは大きな山あり谷ありの変
化はなくていいね。それでいいのさ、つまり、全力で走っ
ていれば、すべてのことはさ、うまくいくからね。それに、
えーと、つまり、家庭人として、みんなが望むことは、あの
、そう、父親としてだと、純粋にさ、子供たちの幸せだね。
それって親にとって、どういうか普遍的なことだよね。そう
、それが、それがまさに、ぼくの夢だね。子どもが幸せで
いることが。 
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  慣用表現の連鎖（formulaic chaining） 

 

        言語スキルの形成 

 

     慣用表現の議論で欠けている点 

 

 プレゼンテーションや会議の司会や交渉は、訓練によ
って高めることができる技能（スキル）である。 
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注意の喚起         
 Ladies and gentlemen, may I have your attention, 

please?  
会議を始める         
 I’d like to start the meeting.   
 Shall we start now?  
自己紹介する             
 Let me introduce myself. I’m …  
会議の目的を述べる          
 The purpose of today’s meeting is to discuss …   
 We are here today to talk about …. 
要点をくり返す                    
 As I said earlier …   
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慣用表現力とは、 

 

ネットワークとしての慣用表現ストックを前提として、 

 

 的確に意図を表現する慣用表現を選択できる； 

 慣用表現の型を利用して表現を作り出すことができる； 

 慣用表現を利用し、会話の流れを調整することができる； 

 慣用表現を連鎖化させて、プレゼンテーションや司会な 

  どを行うことができる 
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この定義が与えられることによって、 

 

学習の目標が明確になるだけでなく、 

 

慣用表現力を測定するテストの開発にも方性が見えて 

くるはずである。 
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田中茂範 
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●これから述べる内容に対して態度を示す 

generally speaking /honestly speaking / 
technically speaking  
 

 

●これから述べる内容に対して感情的なリアクションを
示す 

to my surprise / to my regret / to my 
disappointment 



上智大学・ベネッセ英語教育シンポジウム2015  

Generally speaking   

一般的に言えば 

 

Honestly speaking  

正直言えば 

 

Technically speaking 

厳密にいえば  
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Japanese people aren’t very outspoken. 

日本人はあまりしゃべらない 

Restaurants in the U.S. serve large meals. 

アメリカのレストランで出す料理は量が多い 

I don’t like to clean my room. 

部屋を掃除するのは好きじゃない 

A whale is not a fish. 

クジラは魚ではない 

 

Generally 
speaking 

Honestly 
speaking 
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To my surprise  

驚いたことに 

 

Much to my surprise  

大変驚いたことに 

 

To my pleasant surprise 

うれしい驚きだが  
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He decided not to join our team. 

彼は私たちの部に入らない決心をした 

Mr. Hashimoto became a billionaire. 

橋本先生は億万長者になった 

I got a perfect score on the math test. 

数学のテストで満点を取った 

My mother said, “You can watch TV all day 
long.” 

「一日中、テレビをみていいよ」と母が言った 

To my 
surprise 

Much to my 
surprise 

To my pleasant 
surprise 
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To my disappointment 

がっかりしたことに 

 

Much to my disappointment 

とても失望したことに 

 

To my regret 

残念なことに 
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His outdoor concert was canceled. 

彼のアウトドアコンサートは中止になった 

The teacher didn’t like my idea. 

先生は私のアイディアを気に入らなかった 

I failed the test. 

テストに落ちた 

I didn’t win the lottery. 

くじに当選しなかった 

To my 
disappointment 

Much to my 
disappointment 

To my regret 
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   Generally speaking    
   Honestly speaking  
   Technically speaking 
 
   To my surprise  
   Much to my surprise  
   To my pleasant surprise 
 
   To my disappointment 
    Much to my disappointment 
    To my regret 
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一般的に言えば 

 

Generally speaking  
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厳密にいえば ….. 
驚いたことに …… 
がっかりしたことに…… 
残念なことに……. 
とても失望したことに….. 
一般的に言えば…… 
正直言えば….. 
うれしい驚きだが….. 
大変驚いたことに….. 
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…….,he is reading “Sin and Punishment.” 

 

……., she is going to be a Hollywood star. 

 

……., I’ve won the Nobel Prize in physics. 

 

…….., I had to stay home because I had a    

          fever. 
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例. 

Generally speaking, I think I did well on the  

math test. 
 

Much to my disappointment, I got only 65 
marks on the test. 

 

To my pleasant surprise, it was not my score. 
Mine was 99.  
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写真使用許可を得ている 
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    Generally speaking    
Honestly speaking  
Technically speaking 

 

 
 
To my surprise  
Much to my surprise  
To my pleasant 
surprise 
 

 

   To my disappointment 
    Much to my disappointment 
    To my regret 
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英語について学ぶのではなく 

英語力を身につけよう！ 

慣用表現を学ぶのではなく 

慣用表現力を育てよう！ 
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田中茂範・岡本茂紀 2015a. 『話すための表現英文
法トレーニング』 コスモピア出版 

田中茂範・岡本茂紀  2015b. 『会話を組み立てる英

語プレハブ慣用表現プレハブ表現１５０』コスモピア出
版 

田中茂範 2016.「第二言語発達における慣用表現力」 
ARCLE REVIEW, １０ （2016年3月出版予定） 

 

 


