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【英語史研究会第 30 回大会 研究発表要旨】 

 

1. Geoffrey Chaucer の作品に見られる Comment Clauses について 

木村典政（広島大学大学院生） 

 

 本発表の目的は Geoffrey Chaucer の The Canterbury Tales と Troilus and Criseyde の 2 作品に

見られる 5 個の動詞 guess, think, trowe, undertake, witen を用いた Comment Clauses (CC) (例：

For thrittene is a covent, as I gesse.(The Canterbury Tales, III 2259)) に注目し、それらの特徴を

分析することである。 
 中期英語、特に Chaucer の CC に関する先行研究には、Brinton (1996, 2008, 2017)や Nakao 

(2004, 2010)などがあり、主に通時的側面から CC が扱われてきた。 

 これを受けて今回の発表では 5 つの動詞の CC の共時的側面について、特に guess に焦点

を当て、上記の 2 作品を用いて調査・考察する。具体的には、The Canterbury Tales の初期写

本に注意しつつ、脚韻位置に現れる割合、表現形式(as の有無など)や語順、それに伴う韻律

のパターン、さらに CC が付加される命題の法性といった形式的側面を踏まえながら、作品

中の登場人物に注目して CC がどのように機能しているかについて考えたい。 

 

 

2. Comment clause―I think, I know, I hope の用法：17–18 世紀ウィンスロップ家書簡の世代別

用法分析から 

福永眞理子（京都大学大学院生） 

 

初代マサチュセッツ湾植民地総督ジョン・ウィンスロップ(1588-1649)の書簡には I think を

文中に挿入することで残りの節に示された事実関係の確証を弱めている用法がみられる－

Here was an anvil, with a beak horn at the end of it, which I think was carried to Cont[Connecticut]. 

If it be, I pray send it back, for it is challenged. [John Winthrop to his son John Winthrop Jr. on June 

10, 1636] 

上述にみられる I think, I trust 等の「1 人称単数主語 I+現在動詞」は、Brinton (2008: 1, 

Example 1a)に初期近代英語の pragmatic markers の一例として挙げられ、統語的に残りの節

との繋がりのない音韻的に短い語句で語用論的機能を果たすと定義づけされている。Quirk 

et al. (1985: 1112-1114)では文中・文末に用いられる I think を comment clause と呼び、形式的

に類似した matrix verb の I + think + that～とは意味的に交換可能ではなく、I think は 命題真

実性に対する話者の“tentativeness”を表すとしている。こうした認識的語句となった I think

について Thompson and Mulac (1991)は matrix verb の that 補文節から that-deletion が起こった

のが文法化の始まりとしている。 

本発表では、17 世紀初～18 世紀に書かれたジョン・ウィンスロップとその男系子孫計 5
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世代 12 名による 788 通の書簡コーパス約 324,000 語 (Corpus of the Winthrop Family 

Correspondence: CWC)を用い、I think, I know, I hope の現れる位置と意味・機能との関係につ

いて世代別用法の違いを検討した結果を報告する。また、comment clause の発達についてジ

ャンルによる差を確認するため、I believe, I suppose, I trust, I find を分析に加え、福元(2010: 

120-122)（秋元実治編『Comment Clause の史的研究―その機能と発達―』）に示された 17 世

紀劇作品を基にした研究と比較・考察した結果を報告する。 

 

 

3. 古英語期の作者不詳の聖人伝における beon/wesan + 現在分詞構文―『マリアの被昇天』

を中心に― 

市川 誠（東京理科大学） 

 

 Baugh and Cable (2013: 285) によれば、be 動詞 ＋現在分詞からなる進行形の使用拡大は

近代英語の重要な発達の一つである。Ælfric’s Grammar (Zupitza 1881:136) でのラテン語 

manducans est の古英語訳 he ys etende に見られるように、現代英語の進行形に対応する

beon/wesan + 現在分詞構文は古英語期に存在し、通常はラテン語からの翻訳に現れるとい

う。ジャンルが同じであれ beon/wesan + 現在分詞構文の頻度は作品によって異なる。Nickel 

(1966)によれば、the Blickling Homilies の 13 番目の作品であり、作者不詳の聖人伝の一つで

ある『マリアの被昇天』（Assumption of Mary the Virgin）ではこの構文の使用例が 87 あるの

に対し、the Blickling Homilies の 15 番目の作品であり、同じく作者不詳の聖人伝である『ペ

テロとパウロ』(Peter and Paul)ではこの構文が全く使われていないという(Mitchell 1985: 275)。

本発表では、Dictionary of Old English Corpus in Electronic Form に収録されている HTML テ

キストを利用し、35 ある古英語期の作者不詳の聖人伝における beon/wesan + 現在分詞構文

の分布を示すと同時に、この構文が高い頻度で現れる作品の一つである『マリアの被昇天』

における使用の理由を考察する。 
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【英語史研究会第 30 回大会 シンポジウム要旨】 

 

「英語史教育の展望―いかに英語史研究の成果を活かすか」 
 

司会 堀田隆一（慶應義塾大学） 

 

 人文系学問が軽視され、実用志向の勢力が増す昨今、日本においても世界においても、英

語史を含めた English Studies は厳しい立場におかれている。一方、近年国内外で英語史へ

の関心については、研究者、教育者、学習者のいずれの観点からも揺り戻しの兆しが感じら

れるようにもなってきた。そのような兆しのいくつかを列挙してみたい。 

 

・平成 29 年に策定され平成 31 年 4 月から実施されている教職課程の「外国語（英語）コア

カリキュラム」において中・高等学校用の英語学の学習項目として「英語の歴史的変遷、国

際共通語としての英語」が明記された。 

・家入葉子（編）『これからの英語教育――英語史研究との対話――』 (Can Knowing the 

History of English Help in the Teaching of English?). Studies in the History of English Language 5. 

大阪洋書、2016 年。 

・Johnson, Keith. The History of Early English: An Activity-Based Approach. Routledge, 2016. 

・Heyes, Mary, and Allison Burkette, editors. Approaches to Teaching the History of the English 

Language: Pedagogy in Practice. OUP, 2017. 

・片見 彰夫・川端 朋広・山本 史歩子（編）『英語教師のための英語史』 開拓社、2018 年。 

・朝尾 幸次郎『英語の歴史から考える英文法の「なぜ」』 大修館書店、2019 年。 

・駒場英語史研究会シンポジウム「これからの英語史教育を考える―英語史をトリビアに終

わらせないために」2019 年 9 月 22 日。 

・「英語史教育を考える」『アステリスク』28 号 (forthcoming) 。 

 

 本シンポジウムでは、このような英語史への「追い風」をさらに推し進めるために、英語

史の異なる時代や話題を研究している 4 名の講師に登壇いただき、議論の端緒を開いてい

ただく。各講師には、(1) ご自身の英語史教育の実践事例をご紹介いただき、(2) 専門の立

場から、その研究成果をいかに英語史教育に活かせるかを論じていただいた上で、(3) 自由

に英語史（教育）論を展開していただく。 

 シンポジウムの終盤にかけては、各講師の発表内容を受け、フロアの方々とともに今後の

英語史教育を盛り立てていくための方法を議論していきたい。 
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1. なぜ英語の否定文・疑問文には do が必要なのか？ 

矢冨 弘（熊本学園大学） 

 

 本発表は、私が担当する英語史の授業における実践報告である。前半では、受講生、授業

構成、到達目標などを含めた授業の概観をする。現代英語や日本語などと関連させて学生の

興味関心を喚起しつつ、音変化や古典講読など専門的で学問的な領域に触れてもらうため

に工夫している点に言及する。授業では「歴史から解き明かす英語のなぜ？」というテーマ

で毎回異なるトピックについて扱っている。本発表の後半では、その一例として「なぜ英語

の否定文・疑問文には do が必要なのか？」という疑問に英語史の視点から答えていく。現

代英語の素朴な疑問に対しても、英語史が実際的で興味深い知見を提供できること、素朴な

疑問を持ち批判的に思考することの重要性を訴える。最後に、これまでの学生からのフィー

ドバック、反省点、今後の展望で発表を締め括る。 

 

 

2. 身近な映像と固有名詞で考える比較言語と音法則 

吉田雅之（早稲田大学） 

 

 ひと昔前の英文科学生は第二外国語としてフランス語かドイツ語を学ぶのがごく自然で

あった。現代の学生の中にはスペイン語や中国語を履修する者も多く、そのために英語史の

導入として英語とドイツ語との間に見られる音法則を例に出しても理解が進まない。学生

が抱えているこの種のハンデをどう補えばよいのか、ささやかな工夫をいくつか紹介して

みたい。(1) 身近な単語を使えば履修していない言語であっても理解しやすいので、映像で

接することの多い固有名詞を中心とした紹介を出発点とし、綴りと発音との関係を考えさ

せる。(2) 受講している学生の大半が日本人であるという前提のもと、日本語の方言にみら

れる音の対応関係に注目させてから英語とその周辺言語に言及する。(3) 言語以外にも文学

や文化の中に印欧諸語間で密接な要素のあることに気づかせる。(4) どの言語を学ぶ際にも

最初に確認するのがアルファベットの読み方なので、そこに見られる特徴を考えさせる。 

 

 

3. 教育学部における英語史教育：実践事例と課題の検討 

脇本恭子（岡山大学） 

 

 本発表では、まず、教育学部の主に 2 年生から 3 年生の学生を対象に、今まで担当してき

た「英語史」の授業（基礎的内容）の実践事例をいくつか紹介し、さらに、授業を行う中で

浮かび上がった課題を取り上げる。所属の教育学部には、中学校の英語教育を専修とする者

もいれば、小学校教育や特別支援教育など英語以外を専門とする者もおり、これまでに受け
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てきた教育のバックグラウンドは様々で、歴史に対する興味・関心の度合いもまちまちであ

る。とりわけ、近い将来教壇に立つ学生においては、専門知識を増やすことよりも、速攻で

役立つ教え方を身に付けたいという思いが強い。このような状況の中、学生の学習意欲を高

め、専門の如何を問わず積極的に授業に関わり、引いては、一歩進んだ専門的内容にも踏み

込むことを目指した指導の工夫、具体的対応策を模索・検討していく。 

 

 

4. トリビアからリサーチへ―英語史授業の実際 

守屋靖代（国際基督教大学名誉教授） 

 

 昨年 9 月の『駒場英語史研究会』において、「これからの英語史教育を考える―英語史を

トリビアで終わらせないために」と題されたシンポジウムを拝聴する機会があり、英語史を

担当して来た者として大いに触発された。この発表ではその応答として、英語史の授業で行

なっている以下について紹介する。(1) OED やコーパス等の道具を知り語源と言語変化の

動向の調べ方を学ぶ。(2) 学生が持っている現代英語の知識を活かしつつ英語史のリサーチ

へ発展させる。(3) 社会言語学や語用論と絡ませて異なる分野での英語の使われ方を比較し、

学生自身がリサーチクエスチョンを立てて分析できるように、最終的には、英語史関連のト

ピックで卒論を書くまで導く。(4) トリビアが解決した達成感から、それを教えてくれた高

校や塾の先生を思い出して自分も英語の面白さを伝えたくなり教職課程や英語と関わる職

種を意識し始める学生が毎年いるが、一生続く英語との関係についても考える。 

 

 


