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は じめに
マル チメデ ィア教材 とは、文字情報 や音声、画像、動画、 ビデオ を組 み合 わせた教材 を意 味
して い る。視覚 と聴覚 の情報 を同時 に利用す るマル チメデ ィア教材 は、現実 の英語使 用環境 に
近 づ くと同時 に、現実 の英語事象 とは異 なった仮想現実 で あ る。 その利用方法 につい て は教育
現場 か らの フ ィー ドバ ックを参考 に しなが ら確立 してゆ く必要 が ある。本稿 で はテ レビ番組 の
中 で扱 われて い る英 語 によるイ ンタ ビュー番組 、 ル ポル ター ジ ュ、及 びポ ップス、名 曲 アルバ
ム な ど音楽 を含 んだ英語教材 な ど身近 なマル チメデ ィア教材 を用 い て どの よ うな共通英語 の授
業構成 が可能 で あるか考察 した。
Multiinedia teaching material includes printed texts,spoken language,still pictures,

moving images, video materials and so ono

Making use of audio―

visual infomation,

multilnedia material creates a viltual context. When we use this kind of material,we
should pay careful attention to the feedback fronl the students in an actual educational
setting。

This paper is a study on how to teach general English classes using multilFledia

materials such as TV interview programs in English,「
conversation,̀Famous Music Albunl,'a′

「

FV reports containing English

V progranl containing classical FnuSiC,and pop

song lyrics.

§1.イ ンタ ビュー番組 を用 いた例
・ウ ィリアムズのイ ンタ ビュー (「 ステージ ドア」、1999。
下 のスクリプ トはギタ リス トのジ ョン
1.17、 日曜 日、NHK教 育テ レビ)の 一部 を書 き出 した ものである。 自然 な会話 にお いては、
繰 り返 し、言 い よどみ、文法的破格、訂正 、追加陳述 な どが頻発 してい る。校正書 きの入 った
原稿 を読 むような もので、通常 の会話 においては、聞 き手 がそれ を整合 して理解 してい る。 自
分 自身 の感懐 とか、思索内容 について回想 しなが ら語 る場合 においては特 に言 い淀 んだ り、言
い直 した りする ことが多 い。 したがって、 ここではいかに正確 に聞 き取 れるか と言 うことと同
時 に、 いかに文脈 をとってい くか とい うことが重要な作業 となってゆ く。

正
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の教材 の導入方法

以下 の手Л
贋に従 って、内容理解 を深 める。

1.ビ デオー 斉放映 (各 ブースで音声録音
2.各 ブース にお ける個別 的 な聞 き取 り
3.要 点作成 (日 本語 また は英語 で要約発表
4.聞 き取 リー書 き取 り
5.英 問作成 (内 容 理 解 を深 めるためにペ アによる英問英答
)

)

1‑2.イ

)

ンタ ビューの トラ ンス ク リプ トおよびその 大意

(1)When l was with some friends in the group̀Sky,'for the guitar world,the amateur
guitarists,the professional guitarists,there was some criticism. But if you are living your

life,what you believe in and what you e可 oy,What can you doP

You continue to dO it... It's natural to continue. You know,I have an idea. It
apphes in music,in society,in poHtics,and everything. The people who are opened to ttew

things,who want to see things develop and improve,improve with communication and,
you know,with their hearts to conllnunicate,to enioy Other people. But many people are
conservative and they're frightened,they're a little fear.… ,they have fear,and they find
it very difficult to accept change. It's in politics,but it's also in art and rnusic. And l think

you know if you continue to do what you want, people in tilne, people win come t。
understand,they will understand ito And those that don'te Wellit's bad luck. It's their loss.
(ク

ラ ッシ ック・ ギター リス トとしての ジ ョン
・ウ ィ リア ム ズ氏 がスカ イ とい うロ ックグルー

プ と共演 した ときに周 囲 か ら批判 の声 がわ き起 こった とい う。 その ことに関 して氏 は次 の よう
に説明 して い る。
人 は 自分 が正 しい と信 じ楽 しい と思 える ことを続 けるべ きで、新 しい こ とに心 を開 き、 い ろ
い ろな人 との交わ りを楽 しむべ きなのだ。 それ なのに、人 々 は変化 を恐 れ 、保守的 になって し
まう。 しか し自分 の好 きな こ とを続 けて い る と、 やがて人々 も理 解 して くれ る ときがや って く
る ものだ)。

(2)Yes,I think l agree.You're right.I would say even moreo WhatI'm going to say
is not possible,but there should not be any CDs. For the good of people,for the happiness
for society there should be no recordings. It's not good for our professions,I agree,but it

would be better because many musicians not only guitarists obviously but on all instru‐

ments,they hear a perfect example always. They put CD,and they are discouraged. They
are.… . They feel it's not worth...,that their playing is not so good. But it is. You know,

everyone's playing what they want to express,what they want to conllnunicate to a friend
or to a fanlily. It's important. lBut Fnany people then don't play,because they think,

Oh

it's not sO goOd as Shin― ichi Fukuda or John Williams. It's not as good as they play on

record or C]D. IBut reany you know it's awful for us to know that someone doesn't fit the
nicest thing,I think. And you must have to say is when someone comes after one of your

concerts,they come round and they say, ttlt was wonderful. I wanted to go home and
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practice immediately."It's great,isn't itP

When someone says they're inspired to play.… 。When people come round and they
say,ttOh it was great and it was wonderful. I'In never going to play again because l can't

play like you do. That's depressing. That's awful."
(音 質 の劣化 が少 な くきわ めて質 の高 い音楽 を身近な もの とした コ ンパ ク ト・ ディス クにつ

いての会話 で ある。CDが 一般的 に用 い られ るようになって音質 が飛躍的 に高 くなったのは結
構 な ことではあるが、あ まりにも高度 のテクニ ックが簡便 に聞 けるようになって、 自分 自身 で
演奏 を楽 しむ こ とが少な くなってきた とい う)。

1‑3.Communicative Language tteach:ng(CL丁 )教 材 としてのインタビュー英語
このイ ンタ ビューの英語 を書 き取 りなが ら気 づ くことで あ るが、 ネイティブスピーカーで あ
るかないかに関わ らず、 自分 の意見 を考 えなが ら述 べ るときに、言 い直 しや、言 い淀 みが非常
に多 い と言 うこ とで ある。それ にも関わ らず、聞 き手 が不快感 を覚 えた り、苛立ちを感 じる こ
とはない。
言 い違 えや言 い直 しを含 んだ発話 こそが現実 に存在す る発話形式 で あ るが、英語教材 として
使用 されてい るテー プや ビデオの英語 で、言 い直 しを含 んで い るものはない。端正 に整頓 され
すぎた発話 はかえって不 自然 であ り、 これをモ デル とすることは学習者 に過重な緊張 を強 い る
こ とになる。 つ っかえた り、言 い直 しなが ら、乱雑 に述 べ られた発話 は、聞 き手が再統合 して
理解 す る現実 の発話・ 理解 のモデルで あ り、聞 き手 はリラックス して対話 を続 ける ことがで き
る。Communicative Language Teaching(CLT)で は言語表現 において、あ まりに正確 さを
要求す る結果、発話者 が コ ミュニケーションを行お うとす る意欲 や 自信 を喪失 させて しまうこ
とを問題 にしてい る。Accuracyよ りfluencyを 優先 させ よう とい うので あ る。1現 実 の英語事
象 としては、言 い換 えた り言 い直 した りする発話 が頻繁 に登場す るにも関わ らず、言 い直 しを
す る英語会話教材 は見あた らない。 イ ンタ ビュー番組 やル ポル タージュ番組 の英語教材 として
の適切 さは この点 か らも裏付 ける ことがで きる。
§2.音 楽番組 を用 いた例 一『名曲 アルバ ム』 を用 いた英文構成練習方法
クラシ ック音楽 には精神 を鎮静化す る働 きをもつ ものが少な くない。サジェス トペ ディア (暗
示加速学習法)で はコンサー ト 0セ ッションにおいて、古典派や初期 ロマ ン派 のゆった りした
テ ンポの音楽 が用 い られる。 これは学習者 が リラックスする こ とを目的 とした ものであ り、情
緒的 に解放 された状態 で、精神的エネルギー を浪費する ことな く、知的・ 倉J造 的活動 が可能 に
なるとする仮説 に立 つ外国語学習法 で ある。 リラックスした状態 の時 に脳波 として現れ る「α
波」 は長期記憶 に有効 で、学習効果 が上がるとい う。H本 稿 ではこれに ヒン トを得 て、 より簡
便 な形態 で、 クラシ ック音楽 を取 り入れた英語表現力養成方法 を考察 してみた。音楽 は人の心
に直接働 きかけて、心 を動 かす こ とがで きるメディアであ り、喚情言語 としての文学作品 と一
部 目的 を共有 してい る。

林

正 雄

2‑1.作 業内容
このビデオソフ トは音楽 に合わせて作曲家 にゆか りの深 い英国の 自然や人々の生活が映 し出
され、 その説明がテロ ップで流 される。Hiそ のテロップを英語で翻訳表現す る作業 である。
学生の能力 に応 じて次のような段階別作業 に分かれる。
① テロップをあらかじめプ リン トして配布す る。
② プ リン トを用 いず、 ビデオを一時停止 して一文ずつ英語 にする。
③同時通訳 してゆく。
④注 の大意を英訳、和訳 して説明す る。
英訳作業 にはいる前 に、余 り細部 にこだわらず、大意を伝 えればよい といった緩やかな条件
を提示することが必要である。

2‑2.愛 の あい さつ

エルガー作曲

イギ リス中央部 の古都 ウースター。
セバ ーン川 に沿 った美 しい町である。
街 にはチ ューダー王朝期 のたたず まい を今 で も見 る ことがで きる。
ここはウースター・ ソースの発祥 の地 として も知 られてい る。
17世 紀 の内乱 では人 々は国王側 につ き最後 までク ロム ウ ェル の軍隊 と戦 った。

ウースター は歴史 を感 じさせ る街 で ある。
ウースター郊外 の村 ブロー ドヒース。
作曲家 エルガーの故郷 で ある。
エルガー は1857年 この村 で生 まれ、 ウースターで76歳 の生涯 を終 えた。
その生家 は現在記念館 として残 ってい る。
エルガー は多 くの名曲を残 し、国民的な作曲家 として
暖 かい支持 を得 た。
彼 の作品 は夫人 の熱意 と愛情 か ら生 まれて ものである。
フランス語 のタイ トル を持 つ小品「愛のあい さつ」 は
良 き伴侶 で あった夫人 キャロライ ンにささげられた。
うるわ しい夫婦愛 をは ぐくんだ この村 は
今 も名曲 とともに生 き続 けてい る。
(注 )

たたず まい :(an)appearance;(a)shape.
発祥地 :the bilthplace of
家 :the house where one was born;one's(parents')home.
ささげる :Dedicated to.… α時書を)・ ¨にささ ぐ。

生

麗 しい :beautiful;lovely;challlling;
記念館 :a memorial hall.
熱;意 :enthisiasrrl;zeal
夫婦仲 よ く暮 らす :have a happy married life
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訳例

̀Salut d'Amour'
Worcester is an ancient town located in the rrliddle of England.

It's a beautiful town along the]River Sevem.

Even today we can see the appearances of the Tudor]Era.
It is also known as the birth place of Worcester sauce.
During the Civil War in the 17th century,people of the town stood for the king,and
fought against the alllly of Cronlwell to the end.

Worcester is a town with a sense of history.
Braodheath is in the suburbs of Worcester.
It's the hometown of Elgar。

Elgar was born in this village in 1857 and died in Worcester at the age of 76.

The house where he was bom remains today as a memorial hall.
Elgar composed considerable pieces of famous music and gained wa■

11l recognition

as a national composer.
His lnusic was produced with the aid of his wife's enthusiasFrl and affection.

̀Salut d'Amour' titled in French is a short lovely piece dedicated to his wife
Caroline.
This village inspired their happy rnarriage and is remembered through this excellent
piece of music.

2‑4.各

種 CD― ROM資 料 を利用 した注

テ ロ ップ の 内容 として、 その 曲が生 まれた土地 の解説 や歴史 的背景 が語 られて い るのである
が 、 その説明内容 に指 示 される固有名詞 をキー ワー ドに して参考文献 を容易 に例 示す る ことが
で きる。出典 は、 エ ンカル タ98、 平凡社百科事典、小学館百科事典、 ブ リタニ カ百科事典 な ど
が あ る。これ らはきわめて利用 しやす い CD― ROM形 式 の参考資料 で あ り、次 にその引用文 を例
示す る。

2・

‑4‑・ 1 . Worcester

イギ リスの イ ング ラン ド西部、 ヘ リフ ォー ド・ ウース ター州 の州都。 セバ ー ン川沿 い に位置
す る。周辺 の農産物取 引 や 革手袋製造 の 中心地 で あ る。良質 の ウース ター磁器 とウース ター・
ソースで も有名。人 回は 8万 9500人 (1994年推計 )。 ウース ター大聖堂 は、そのほ とん どが 12〜 13
世紀 にたて られたが、最古 の部分 は11世 紀 に司教 ウル フス タ ンによって建設 された。古 い教 区
教会 や 17〜 18世 紀 の半木造 の家 が現在 も多 くみ られ る。 キ ングス・ ス クールが1541年 に、 王立
グ ラマー 0ス クールが 61年 に設置 された。 ウ ェールズ との 国境 に近 く戦略的 に重要 な地 だ った
ため、 くりか えし攻撃 を うけた。 ピ ュー リタ ン革命 の際 には国王 軍 が ここに本拠 をお い たが 、
1642年 と46年 の 2度 にわた って議会軍 に包囲 された。 51年 の ウー ス ターの戦 で は議会軍 が ク ロ
ム ウ ェル の指揮 の もとにチ ャールズニ 世 の軍 をや ぶ り、 この地 で最終的 な勝禾Uを お さめた。 市

正
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ルガー Edward William E!gar 1857〜

1934

イギ リスの作 曲家。 ウース ター近郊生 まれ。 い くつ かの音楽 の仕事 をへ て、 1885年 父 の後 を
ついで ウース ター の セ ン ト・ ジ ョー ジ 。ローマ・ カ トリック教会 のオ ル ガ ン奏者 となった。 89
年 に結婚。 それ を機 にオ ル ガ ン奏者 をや め、以後、作 曲 に専念 す る。
1890年 に序 曲「 フ ロ ワサール」 でみ とめ られ、 99年 にハ ンガ リー の指揮者 リヒター の ロン ド
ン公演 で「創作主題 による変奏 曲」 が演奏 されて有名 になった。 この 曲 は、 主要主題 が ぼんや
りとして い るた め、「謎 (エ ニ グマ)」 とい う通称 で知 られ るが 、 エル ガ ー の作 品中 もっ とも高
く評価 され 、 また した しまれて い る。
エル ガーの名声 はイギ リスの司祭 ジ ョン 0ヘ ン リー・ ニ ューマ ンの詩 に もとづ くオ ラ トリオ
「 ゲ ロンテ ィア スの夢」 (1900)で 不動 の もの とな る。後期 ロマ ン主義 を反 映 し、彼 の作品 は、
ウ ィッ トと抒情 (じ ょじょう)性 、独特 の形式 を特徴 として い る。
作品 には、 カ ンター タの「黒 騎 士 」 (1892)と「 カラクタクス」 (1898)、 オ ラ トリオの「使徒」
(1902)と 「神 の 国」 (1906)、 バ イオ リン協奏 曲 (1910)、 チ ェ ロ協奏 曲 (1919)、 5曲 の有名
な行進 曲「威風堂 々 」 (1901〜 07、 30)な どのほか、序 曲「 コケ イ ン」 (1901)、 交響 的習作「 フ ァ
ルス タ ッフ」 (1913)、 交響 曲第 1番 変 イ長調 (1908)と 第 2番 変 ホ長調 (1911)が あ る。 1934
年 2月 23日 、 ウース ター で交響 曲第

3番 を作 曲中 に死去 した。 V

2‑4‑3.S:R EDWARD W:LL:AM ELGAR
(b.June 2,1857,Broadheath,Worcestershire,Eng.― ―d. Feb. 23,1934,Worcester,
Worcestershire), English composer whose works in the orchestral idiom of late 19th一
century]Romanticism― ―characterized by bold tunes, striking colour effects,and mastery
of large folllls― Stimulated a renaissance of English music.
The son of an organist and music dealer,Elgar left school at age 15 and worked
briefly in a lawyer's office. He was an excellent violinist,played the bassoon,and spent
periods as a bandmaster and church organist. He had no forlnal training in composition.

After working in London(1889‑91),he went to Malverrl,Worcestershire, and began to
establish a reputation as a composer. He produced severallarge choral works,notably the

oratorio Lux Christi(1896;The Light of Life),befOre composing in 1896 the popular
Enigma Variations for orchestra.
The first English composer of international stature since Henry Purcen(1659‑95),
Elgar liberated his country's music from its insularity. He left to younger composers the

rich harmonic resources of late Romanticism and stirnulated the subsequent national
school of EngHsh music. His own idiom was cosmopoHtan,yet his interest in the oratorio
is grounded in the EngHsh rnusical tradition, Especiany in England,Elgar is esteemed both

for his own music and for his role in heralding the 20th― century]English musical renas―
cence.Vi
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2‑5。 学生 アンケー ト
方法論改善 のためには、実際実施 した方法 が学生 にどのように受 け止め られてい るか、 その
反応 を調査 し授業方法 を修正 してゆ く必要が ある。学生ア ンケー トの回答 には次 のような指摘
が あった。

2‑5‑1.メ
①

リッ ト

クラシ ックを聴 いてその曲がで きた背景や、作曲家 についての資料 を英語 で表現す る こと
により、ふだんなかなか使 うことのない単語 を知 る ことがで きる。特殊 な書 き方や発音 の
仕方 をす る地名 や固有名詞 のスペ リングについて学習 で きる。 (例 Worcester/wastiγ /)

②

静 かなクラシ ック音楽 を聴 くと気持 ちが休 まる。退屈 な英語 の授業 が楽 しくなって、眠気
が消 える。

③

歴史 を感 じさせ る静 かな町 のたたず まいや、街角 を通 り過 ぎる人 々の落 ち着 いた表情 が見
るものの心 を和 ませて くれる。音楽 も良 い し、ナエ レーション もいい。ナ レー ションを英語
にする と、内容 が良 く理解 できる。いつ まで も覚 えるてい るので、教養 がついた気 がする。

§3.ポ ップス を利用 した英語 レッスンの例
ロー リン・ ヒル、 メア リー・ J・ ブライ ジな ど、 ポ ップスに対す る学生の関心 は、 きわめて
強 い ものがある。 ゆった りしたテ ンポのポ ップソングは母音 を長 く延 ばす ことが多 く、 リスニ
ング/発 音教材 としての利用価値 が高 い。 また、 ポ ップソングの歌詞 は、 リズムや押韻形式 に
おいて詩的構造 を取 るものが少な くないので、文学教材 として用 い る こ とがで きる。 ここで は
ポ ップス を英詩 の導入教材 として利用す る方法 を考察す る。

3‑1.̀Loo輛 ng

in'の 場合

1995年 に発売 されたアルバ ム ̀Daydream'の 最後 に収録 されてい る ̀Looking in'は 、他 のほ

とん どの恋愛感情 を綴 った歌 とは違 って、 テーマの上か らも一風変わ った歌 となってい る。 ス
ロー なテ ンポのメロディーで切 々 と胸 に迫 る歌 は、 マ ライア 自身 の歌手 としての苦悩 を訴 えか
けてい るように聞 こえる。Vll
Looking in

@SONG:Looking ln,@LYRICS:M.Carey,@MUSIC:M.Carey,Wo Afanasieff
You look at me and see the girl
Who lives inside the golden world

But don't believe
That's all there is to see
You'll never know the real me
She smiles through a thousand tears
And harbours adolescent fears
She dreams of all
That she can never be
She wades in insecurity
And hides herself inside of me

10
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Don't say she takes it an for granted
I'In well aware of all l have

Don't think that l am disenchanted

Please understand

15

lt seems as though I've always been

Somebody outside looking in
Well,here l anl for a1l of thenl to bleed
But they can't take my heart froFrl ine

And they can't bring lne to my knees

20

They'1l never know the real rne

注

2. golden:radient,destined for success

1。

l.6.smile through:涙 を流 しなが ら微笑 む。
1.7。 harbour:to hold esp. persistently in the Frlind
l.10. wade:Frlake ones's way through difficulties
l。

12.take it for granted:cease to appreciate through familiarity.(あ

れて).… を

りがた味 を忘

当た り前 の もの [当 然 な こと]と 考 える、特 に注意 を払 う必要 のな い人

[も

の]と みなす。 He takes for〜 ed all that l do for him。 彼 は私 が彼 のために してや る こ
とをす べ て 当然 な ことだ と思 って い る。 She takes her husband for〜 ed。 彼女 は 自分 の
主人 を特別気 を使 う必要 のな い人 だ と思 って い る。

1.14.disenchanted:free from enchantment or illusion,to be let down.「 幻滅 して い
る」

1.18.bleed:く 人 が〉 ¨のために)心
(・

for.… 》:く 心 が〉 ( 0に 接 して)
[胸 ]を 痛める 《

血の出 る思 い をす る 《
at.… 》;vo t.draw blood from。 「彼 らは私 か ら生気 を奪 って行 く」
。
潟血 のメタフ ァーが用 い られてい る。舞台 に立 つ度 に彼女 はぼろぼろになって行 く。命 が
けの公演である ことが暗示 されてい る。
1.20. bring a person to his knees:force a person into subnlission or compliance

3‑2.質 問
(1に の歌 は、舞台 の上のわた しとその姿 を外側 か ら眺 めるわた しとの分離状態 を歌 にした

ものです。The girl(1行 日)と 対比 されてい る存在 を表す言葉 を第 1連 か ら選びなさい。

(2)golden wOrld(2行 日)と は どのような世界 だ と思 い ますか。
(3)6〜 11行 にかけての内容 は、誰 が誰 について観察 した ものですか。
(4)6行 日の sheが 指示す る名詞 を記 しなさい
(5)7行 日の adolescent fearsと はどのような ことだ と思 い ますか。
の歌詞 の押印形式 は不完全 なが ら、 かえって面 白い ものなってい る。 そのような押印
形式 について説明 しなさい。

(6)こ

(7に の歌 の主題 を説明 しなさい。
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3‑3.回 劉
の歌 は、舞台 の上のわた しとその姿 を外側 か ら眺 めるわた しとの分離状態 を歌 にした
ものです。The girl(1行 日)と 対比 されてい る存在 を表す言葉 を第 1連 か ら選びなさ

(1)こ

い。 (◎ は回答例 )

◎ The real me。

(2)golden wOrld(1.2)と はどのような世界 だ と思 い ますか。
◎活気 に輝 く世界。具体的 には芸能 の世界 とも考 えられる。
(3)6〜 11行 にかけての内容 は、誰 が誰 について観察 した ものですか。
◎ the real meが the girlの 内面世界 について語 ってい る。
(4)6行 日の sheが 指示す る名詞 を記 しなさい。
(》

the glrl

(5)7行 日の adolescent fearsと はどのような ことだ と思 い ますか。
◎青春期 に特有 の将来 に対す る漠然 とした不安感 や恐れ
(6)こ の歌詞 の押印形式 は不完全 なが ら、 か えって面 白い もの となってい る。 そのような押
印形式 について説明 しなさい。
◎ girl― world,tears― fears,granted一 chanted,been― in
(7に の歌 の主題 を説明 しなさい。

◎舞台が跳 ねた後 で一人 に戻 った ときの寂 しさを噛 みじめてい る。
「本当の私」が い る。本当の私 は華 や
◎私 には、 ステージで見 る「私」とはか け離れた、
かな芸能 の世界 か ら常 に遊離 して、部外者 として冷静 に芸能 の世界 を覗 き込 んで い
る。

3‑4.設 間作成
設問作成 の作業 は、試作品 の深 い理解 を前提 としてい る。学生 が設間 に答 えるばか りではな
く、立場 を逆転 して、設問作成 の作業 を行 うことによって、作品 の主 旨を読 み とろうとす る意
欲 を引 き出す ことがで きる。次 に掲 げる応答 は、学生 自身が作成 した設 間 とその回答 である。
(1)あ なたは この歌 の どこが一番気 に入

りましたか。

Don't say she takes it an for granted
I'IIl well aware of all l have
(こ

の一節 は次 のような解釈 ができると思 う。舞台 の上の「彼女 は」 自分 の仕事 を苦

もな くこなしてい るようではあるが、 それが 自分 に与 えられた能力 の限界 まで出 しきっ
て、 ぎ りぎ りの ところで活動 してい る ことは、他 な らぬ私 にはよ く分 かってい る)。
(2)「 私」 は今 どのような状況 にい ると考 えられ ますか。
世 の中 を渡 るきび しさを痛 い ほど感 じなが ら、明 るさをよそおいなが ら強 く生 きてい
くこ とを決意 してい る。
(3)16行 日の Iを テキス ト中の他 の語句 で置 き換 えるとすればなにが適当ですか。

the real me

林

§4.ル ポルタージュを用 いた例

正 雄

1‑―「沈黙 の春」

ル ポル タージュュ番組 は時事的 に最 も関心 が寄 せ られて い る トピ ックが特集 されてい るの
で、学生 の関心 も強 く、社会科学的内容 も盛 り込む ことがで きる。教材 は、平成 10年 の年度末
に Perfect TVの

NNN 24で 放映 されたル ポル ター ジュで あ る。

4‑1.作 業内容
(1)番 組 の中で語 られる英文音声 を書 き取 る。
(2)環 境 ホルモ ンの番組 を ビデオで見 て、 その要点 を英語 で表現す る。
(3)立 花隆 の講演集 ホームペ ージ との関連 づ け。
http://wwwoiijnet.or.jp/wgendai/TACHIBANAO/KOUEN971101.html
(4)英 字新聞 を併用 して時事英語 の表現 を学 ぶ
ホルモン撹乱物質 (hollllone disrllpting substances),
環境 ホル モ ン (envirorlmental estrogen),
拡散 され た 汚染物 質 (widespread pollutants)

4‑2.英

文音声書 き取 り、及 びナ レーシ ョンの英訳例

(1)次 のパ ッセー ジは、殺虫剤 の毒性 につい ての レイチ ェル

0カ ー ソ ンの警告 が根拠 のな

い ものだ と言明 す る薬 品製造会社 の研究員 の英語書 き取 り例

:

Silence of Spring"has been caned the most controversial book of the year.
The mttor claims in Miss Rachel Carson's book,

彫ル%

",are gross
グ シ ″η要

distortion of the actual facts completely unsupported by scientific experilnental
evldence.

テ ロ ップ

:

「沈黙 の春」 は大 きな反響 を呼 んで い ます。 レイチ ェル・ カー ソ ンが書 い た「沈黙
の春」 は科学的根拠 が な く事実 をね じ曲げて い ます。
レイチ ェル・ カー ソ ンの反論

:

First l hope this comFrlittee win give serious consideration to a much neglected
problem,that of the right of the citizen to be secure in his own home against the
intrusion of poisons applied by other persons....

ナ レー シ ョン英訳例

:

レイチ ■ル・ カー ソンは執筆 に当 た り、数百通 の手紙 を専門家 に送 り世界 中 か ら論
文 を取 り寄 せ た。科学的裏付 けが あ ったのだ。
(Rachel Carson wrote several hundreds of letters to the experts to get their
technical thesis. She was actually supported by the scientific evidence.)

この ように、 ある文脈 の 中でナ レー シ ョン を英訳す る とき、前後 の脈絡 な しにその文 を単独
で英訳 す るの とは大 きな違 いが生 まれ る。科学的根拠 が な い とい って非難 した科学者 こそが事
実 を歪 曲 して いたので あ り、 レイチ ェル 0カ ー ソ ンには科学的裏付 けが あ った。 理不尽 な科学
者 に対 す る義・
LAを 感 じなが らの翻訳 は、学生 に とって も強 い動機付 け とな る。
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(2)ナ レーションの英訳例

:

レイチ ェル 0カ ーソンは、小 さな虫 の命 も大切 にす る子供 だった。蝶 や鳥、読書が大
好 きで、大学 では生物学 を学 んだ、 この ころ彼女が環境 に興味 を持 つ きっかけとなる出
来事 が あった。 その秘密 は彼女 が生 まれ育 つた家 に隠 されていた。階段 を上 ったす ぐ横
に生前彼女 が過 ごした部屋 が ある。窓 の向 こうに見 える景色。子供 の頃 に見 た空が、 日
に 日に灰色 に濁 り、大学生 の頃 にはついに山が見 えな くな った。 これが環境問題 に取 り
組 むきっかけとなった。
In her childhood,she liked small insects. She was fond of butterfHes,birds and
readingo At college she studied biology. In those days she had an experience
that caused her to pay attention to the environment. It happened in the house
where she was bom and raised up. Beside the top landing of the stairs was her

′
he clear
「
sky in her childhood became smoggy day by day, till she could not see the

r00Frl that corninands a view of the landscape through the window.

mountain on the other side.It led her to work on environmental problems.

卜の旅」イギ リス :嵐 が丘の風 に誘われて一
§5。 ルポル タージュを用 いた例 2‑「 我 が′
この番組 は、旧小和 田国連大使 が若干22歳 の時、新進気鋭 の外交官 の卵 として初 めて英国 に
宙H一 人 の謹厳 な紳 士の半生が時間的経過 と共 に映
留学 した ときの模様 を綴 った回顧録 で あ る。
像 で映 し出 され る。 エ ディンバ ラの堅牢 な石造 りの街 並み、雨 に濡 れた石畳、 ケ ンブ リッジ大
学 の学寮風景、 ケム川 の流 れ、ハ ワースの古 めか しい街角、 ヒース に覆 われた荒涼 とした荒野
の遠景等々の映像 は英国の文物 について貴重な情報 を提供す るものであ り、何度見 て も飽 きる
こ とがない。
この「何度 も見 る」 と言 うことが、実 は映像 を教材 として用 い る場合、留意 しなければな ら
ない ことで ある。一般 に映像 メデ ィア は情報量 が多すぎて、 しか も各 フレームが動画 として流
れてゆ くので、 ほ とん ど記憶 に残 らない。 これを見 るものは一方的 な受容 に終 わつて しまいが
ちである。映像 は所詮 ブラウ ン管 に映 し出 され る視覚的世界 で あ り、実体験 が伴 つていない。
これ を少 しで も擬似体験化す るためには、静止画像 を活用 して学習者 の想像力 を刺激す る こと
が必要 になる。

5‑1.作 業内容
(1)英 語 によるイ ンタ ビュー部分 の聞 き取 り
け)日 本語 ナ レーションの英訳
ナ レイターの音質、 トーンの教材 としての適性 にも注意す る。

(3)静 止画像 の利用方法
・ 画像 を静止 させて、 その画像 について英語 で何 らかの コメ ン トをする。
(例 :ケ ンブ リッジの学寮風景、 ケム川、中庭、図書館 な ど)

・ パ ター ン化 された英文 の機械的 な繰 り返 しによるレ ッスンではな くて、

simultaneousな 反応 の訓練 を目的 とす る。
5‑2.英 語 によるイ ンタ ビュー部分 の聞 き取 り

正

雄

次 に掲 げる英文 は、 ケ ンブ リッジ大学時代 に小和田氏 が師事 した国際法 の恩師 との再会 の場
面 の英文 を書 き取 った ものである。恩師 との出会 い は心温 まるもので あ り、初 めての留学生活
を始 めた頃 の苦労話 が語 られる。流暢 な英語 を話す 日本人 の英語 の聞 き取 りで あ り、ネイティ
ブに も聞 き取れない ところ もある。書 き取 った英文 を下 に掲 げたが、学生 はあまり細 かな部分
にこだわ らず に大意 を聞 き取 るように指導す る。下 に書 き取 った英文 は書画 カメラで学生 の
ブースに映 し出 し、post― reading activityと して cons01idationを 目的 として利用す る。

Hi ! Professor Jennings. So good to see you.
Jennings Nice to see you. I remember you so well. In a day like this. . . , everyday you
worked away, didn't you ? And in those days it must have been quite cold
sometimes, because there's no central heating and you're just supposed to, so
you didn't feel cold.
Owada
Here of course it's all based on case law and positive approach on international law, whereas in Japan what I learnt at the University was very
conceptual, abstract, and principles and no authorities to substantiate. The
first question he asked me when I brought an essay to him, just as I came, it
was a very basic question like, 'what is a legal nature of the international
laws or force ?' And I produced a short essay and took to him. And the first
question he asked, "Your statement here is accurate but what is your authority ? And I didn't understand the meaning of the word authority.
To a common lawyer, the first thing you need.
Jerurings
Owada
I was very diffident, because it was totally new environment and of course
English was not my language, and I had great difficulty. But one word that
you gave me after the examination gave encouragement tremendously. You
said that you've done very well. I have never expected that.
Yes, well, ['m going to (remember) I did do that. Because I've always
Jemings
been. . . , most of my career I was a teacher, and it's quite clear that the secret
of good teaching is encouragement. It's very, very important, because
Owada

everybody has something.

5‑3.日 本語 ナ レーシ ョンの英訳
次 に小和田氏が、
外交官生活 を回想 しなが ら原稿の用意なしに外交術 の要諦 を語 った箇所 と、
番組構成 の主軸 をなすナ レー ションが ある。前者 は国語的 な生の回想談 で あ り未整理 の生命感
を持 ち、後者 は整理 された端正な日本語 が使 われてい る。学生 は翻訳作業 に当たる こ とによ り
初 めて、 日本語 の多様 さと質 の違 い につ いて実感 として識別 する ことがで きる。
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小和 田

193

:

外交交渉 には〕戦 略 と戦術 と両方必要 だ と思 い ます。 その意味 で は、戦 い の手段 は基 本
〔
的 に違 い ます けれ ども、戦争 と非常 に似 た ところが ある とい える と思 い ます。戦争 はい ざ と
なった らぶん殴 る ことに よって問題 を解決 す る とい う ことが で きるわ けです。外交 にはそれ
が許 されな い。従 って、結局、相手 に対 してな るほ ど、お前 の言 ってる ことは もっ ともだ と、
な るほ どそ うい う こ とで あれ ば 自分 たち もその こ とは確 か に考 えなけれ ばい けな い な と思わ
せ る ことに よって、解決点 を見 いだ してゆ くとい う ことで す か ら非常 に人 間的 な関係 で あ り、
葛藤 であ るけれ どもその葛藤 は、相手 に対 す る説得力 とい うもの を通 じて和解点 を見 つ けな
けれ ばな らな い。
We need both strategy and tactics(for diplomatic negotiation). In that sense, it
may be silnilar to war,though the ineans of fighting is basically different. In war one
can solve problems by by means of violence,but foreign negotiations do not a1low it。
They only ailn to solve problems by making people notice their own nlisunderstandings

and reconsider their poHcy. So they are based on humane relation,and contain emo‐
tional confHcts that must be reconciled through persuasion.
ナ レー ター

:

あ る国 の 国民性 を知 るには、 その 国 の小説 を読 む ことが 欠 かせ な い、 とい うのが小和 田 さん
の持論 で す。留学 中 に読 んだ多 くの作 品 の 中 には、高校生 の時代 か ら親 しんだ小 説 もあ りま
した。 エ ミ リー・ブ ロンテの「 嵐 が丘 」 で す。小和 田 さんは留学 中、「嵐 が丘 」 の舞台 となっ
た コー ク シ ャー地方 を訪 れた い と願 い なが らも、 その夢 は果 た せ ませ んで した。
It's Mr. C)wada's cherished opinion that to know a national character of a nation
the novels of the nation cannot be dispensed with. During his study abroad he read lnany

novels,and among thenl there was a novel he used to read in his high school days. It

was

Wuthering Heights"by Emily Brontё .During his stay abroad Mr.Owada vainly

wished to visit Yorkshire, the scene of the novel.

正
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まとめ
以上本稿 では、 日常生活 の中で容易 に入手で きるマルチメディア教材 を用 いた英語教育 の試
みについて考察 してきた。本稿 で取 り上 げたマル チメディア教材 は初心者向けに平易 に作 り直
されてい る市販教材 ではな く、一般 のテ レビ番組 で、各場面 が母語話者 に とって も全 く違和感
無 く、啓発的で感動的 な内容 を持 つ ものを選定 した。 これ らの種 々の場面 で使用 される英語内
容 は実際 に使 われてい るなまの英語 で あ り、周囲の雑音、話者 の言 い間違 え、言 い直 し、 な ど
現実 の会話 がそのまま教材内容 の一部 となってい る。高校 までに相当の英語力 をつ けてきた学
生 にとっては、 で きる限 り現実 の生の会話状況 を教材 として とりあげ、そのような状況の中で
使用可能 な英語力 を養成す る必要が ある。
また本稿 で取 り上 げた教材 に見 るように、今 日の日本 において、身 の回 りには本格的 な英語
運用能力 を修得す るための教材 に不足す る こ とはない。不足 してい るのは、習得 した英語運用
能力 を生活 のために使用 し続 けなければならない必要性 で ある。Situational contextを 伴 わな
い「閉 ざされた知識」 としての教育内容 は学習後間 もな く忘れ去 られて しまう。
身 の回 りの英語教材 は生活 に密着 していて、時流 に即 したテーマが取 り上 げられてお り、 日
常生活 の一部 として扱 うことがで きる。単 なる娯楽 の対象 としてしか見 なされていないポ ップ
ソングにして も、学習者 自身が強 い関心 を持 つ もので、利用 の仕方次第 では英詩 の導入教材 と
して利用価値 が高 い ものである。 また、
いの旅」で小和 田氏 は、文学作品 の持 つ深層 の価
「我 が′
値 について発言 してお られるが、長 い問第一線 で外交活動 を続 けて こられた元外交官 のた くま
ざる回想 の こ とばだ けに、印象深 い ものがある。 このような新 しい発見 もまた、 マル チメディ
ア教材 な らではの ものである。
以上身近 に求 める ことので きるマル チメディア教材 を中心 として、 その利用方法 について考
察 を進めてきたが、 この方法 を参考 にして学生 自身が 自分 にふさわ しい利用方法 を編 み出 して
ゆけば、相当な学習効果が期待 で きる。なお本稿 は、平成 11年 度科学研究費補助金鰊 に基づ い
て行 なわれた研究成果 の一部 で ある。 ここに記 して謝意 を表す る次第 で ある。
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