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洋楽を活用した英語教育の実践 

－『全国高専「歌える」翻訳選手権』の開催を目指して－ 
 

福井工業高等専門学校 ○森  貞

 

１．はじめに 

 筆者は福井高専赴任当初から，洋楽（歌）を活用

した授業実践を行なっており，学生には大いに好評

であるが，その一方で，歌を用いた授業に関して賛

同を得られているとは言い難い状況も存在する．そ

こで，本発表では，英語の授業において洋楽を活用

することの意義（効用）を明らかにするとともに，

高専生の「自ら学ぶ力」及び「柔軟な発想力」を育

む上で，『全国高専「歌える」翻訳選手権』の開催が

望ましいことを論じる． 
 

２．授業における洋楽（歌）の位置づけ 

授業においてどのような形で洋楽(歌)を用いてい

るかについて，2012 月 11 月発行の『ほやって』（丹

南地区限定・生活実用マガジン）の巻頭特集「たん

なんの名物先生」の記事より全文引用する． 
(1) 「はい，じゃ歌やりますよー．」英語の授業の終

わり頃，教室の学生全員にプリントが配られま

す．そこにはビートルズ「レット・イット・ビ

ー」の歌詞が．学生が DVD の歌を聴き取り，プ

リントの穴埋め問題を終えた後，壇上の先生が

おもむろに生歌を熱唱します．これが森先生の

「いつもの」授業風景．洋楽の歌詞や洋画の台

詞を授業に取り入れ人気を博しています．きっ

かけは森先生自身が，受験勉強のため聴いてい

たラジオ講座で，洋楽の歌詞を聴いて勉強する

コーナーがあったことから． 
元々音楽好きで，今でも学生たちとバンドを

組むほど．「いい曲があると新旧に関わらず，学

生たちに聴かせたい！と思うんです．」時には学

生自身に曲を選ばせ歌詞を訳したり問題を作っ

てもらったりすることもあるそう．「語学は自分

でやらなくてはだめ．学生には，こういう方法

で英語を身につけることができるということを

知ってもらって，少しでも英語に親しんでもら

いたい」と話します． 
「『歌がないと先生の授業じゃない』という声

に甘えてやらせてもらってます．私にとっては

ライブのようなもの．これからも，出来るだけ

続けていきたいですね．」自分が楽しむ姿勢で，

心に残る授業を．愛称「モーリー」先生の歌声

は今日も響きます． 
（「洋楽・洋画で英語に親しみを 大人気！熱唱

『モーリー』先生」p.9） 

３．洋楽(歌)活用法 

３．１ 現在の授業での活用法 

 現在は，下記に示すような形で洋楽（歌）を活用

している（所要時間 20~25 分）．なお，音が出る関

係上，特別教室での授業においてのみ実施している． 
(2) (a) 歌詞の聴き取り 

・穴埋め(単語)問題(15 箇所)形式（最初の一

文字は与えてある）で，2 回聴かせる． 
・韻を踏んでいる箇所は歌詞プリントに下線

を引いて明示している． 

(b) 答え合わせ 
   ・学生(15 人)を指名し，答えを黒板に書かせ

た後に，答え合わせをする． 
   ・誤答に対してはすぐに正解を示さず，ヒン

トを与えて，学生の力だけで正解が出せる

ように心がけている． 
(c) 解説 
 ・単語・熟語・文法・歌詞の意味に関する解

説に加えて，歌唱をする上で気をつける点

（リエゾンや弱形発音等）について説明す

る(説明し過ぎないように留意している)． 
 (d) 教員による「歌える」翻訳歌唱（オプション） 
   ・洋楽の歌詞を「歌える」ように翻訳した日

本語歌詞(自作)をカラオケで熱唱． 
・日英／英日翻訳には，日英語における認知

モード（I-mode, D-mode）の違い（中村 
2004）に着目するのが有効であることを普

通教室での授業で認知図式等を用いて解説． 
  (e)  全員(教員＋学生)による原曲歌唱 
３．２ 10 年前までの活用法 

 通常授業における活用法は赴任当初から変わら

ないが，10 年前までは特活や放課後を利用して下記

のコンテストを実施していた． 
(3) 洋楽歌詞暗記歌唱コンテスト(クラス単位実施) 
 ・一人ひとりにお気に入りの洋楽の歌詞を覚えて

もらい，クラスメートの前で歌ってもらい，投

票によって得票数が多い上位５人の学生に景品

付で表彰を行った． 
(4) 「歌える」翻訳コンテスト（2 クラス合同実施） 
 ・5～6 人のグループを作り，課題曲の洋楽の歌詞

を「歌える」歌詞に翻訳させ，クラスメートの

前で歌ってもらい，投票によって得票数（審査

員の先生 3 人分を含む）が多い上位５グループ



に景品付で表彰を行った． 
   また，夏季休暇中には，「歌える」翻訳の宿題を課

した．以下は学生(当時 1 年生)の作品(抜粋)及び感想

(抜粋)である． 
(5) Over the Rainbow 
   Somewhere over the rainbow way up high 
  はるか虹の路 その彼方 
   There’s a land that I heard of once in a lullaby 
  子守歌で聞いた 空の国 
   Somewhere over the rainbow skies are blue 
  はるか虹の向こう 青い空 
   And the dreams that you dare to dream really 

do come true 
  叶わぬ夢は無い 魔法の国 
  ○文章を訳すのは，文の構造を理解していれば簡

単ですが，歌を訳するには，リズムに合わせなけ

ればならないので，なかなか大変です．言葉を付

け足した部分や原本の意味を十分に訳せなかっ

た部分もありますが，（なんとか）メロディーラ

インに乗せることは出来ました．（原文のまま） 
 
４．学生アンケート 
 では，学生自身は，洋楽（歌）を使用した授業を

どのように捉えているのであろうか．以下に，本年

5 月 22・23 日に 3 年生 3 クラス(3M, 3EI, 3C)・4 年

生 1 クラス(4C）の学生(147 名)を対象に実施したア

ンケート調査（無記名）の結果を示す（(12) は抜粋）． 
(6) 歌を用いた学習（授業）は英語学習に役立って

いると思いますか？ 
はい いいえ 分からない 

88 (60%) 1 (1%) 58 (39%) 
(7) 歌を用いた学習（授業）を通して英語的感覚を

養うことができると思いますか？ 
はい いいえ 分からない 

123(84%) 1 (1%) 23 (16%) 
(8) 歌を用いた学習（授業）によって英語に対する

関心が増しましたか？ 
はい いいえ 分からない 

126 (86%) 10 (7%) 11 (7%) 
(9) 英語を用いた学習（授業）を通して英語の発音・

リズム・イントネーションの習得の面で自分の英 
語力がいくらかでも上達していると思いますか？ 

はい いいえ 分からない 
87 (59%) 12(8%) 48 (33%) 

(10) 今後も歌を用いた学習（授業）を継続してほし

いですか？ 
はい いいえ 分からない 

134 (91%) 1(1%) 12 (8%) 
(11) 歌を用いた学習（授業）は楽しいですか？ 

はい いいえ 分からない 
140 (95%) 0(0%) 7 (5%) 

(12) 歌を用いた学習（授業）はどのような面で自分

の英語学習に役立っていると思いますか？具体

的に書いてください（質問(6)で「はい」に丸を

した人のみ回答して下さい）． 
○ネイティブな発音に慣れることが出来る．(4 年) 
○歌を歌うと元気になるので勉強に対してやる気が

でる．(4 年) 
○ボキャブラリーが増える．(4 年) 
○普通のリスニングに較べ，楽しくできる分，集中

して聞いて文法なども考えるようになった．(4 年) 
○英語の好きな歌ができる→歌いたくなる→勉強し

たくなる．(4 年) 
○英語の流れるような発音に耳が慣れる．(3 年) 
○英語と日本語のニュアンスの違いがなんとなく分

かってきた．（3 年） 
○文の用例として頭に残るため日常的な会話に使え

る．(3 年) 
○正しい発音をしていくことによって単語が覚えや

すくなった．（3 年） 
○歌を聴く→歌う→興味がわく→英語が好きになっ

て勉強する！(3 年) 
○英語を学んでいる気はしないけど着実に力がつい

ている気がします．（3 年） 
○有名な曲は動画サイトにも載っているので，家で

も楽しく学習できると思う．(3 年) 
○歌いたいから歌詞を聞き取る意欲が増す．(3 年) 
 

５．『全国高専「歌える」翻訳選手権』開催の意義 
 2004 年(第 1 回)から 2008 年(第 5 回)にかけて『全

国洋楽翻訳選手権』(主催：株式会社アルク，後援：

毎日新聞社)が実施され，多くの参加があり，人気の

コンテストであったが，現在は実施されていない（第

5 回大会団体部門最優秀賞：秋田高専 M 科 3 年）． 
 現在，英語に関しては，『全国高専英語プレゼンテ

ーションコンテスト（スピーチ部門・プレゼンテー

ション部門）』が実施されているが，英語が得意な学

生を対象としたものとなっている．他方，洋楽を「歌

える」日本語歌詞に翻訳する作業は，英語を得意と

しない学生であっても，辞書を片手に「柔軟な発想

力」を発揮することで十分に対応可能である．『全国

高専「歌える」翻訳選手権』の開催は，高専生に楽

しく英語に親しむ機会を与えると共に，日英語の発

想（認知モード）の違いを体感させる契機にもなる． 
 本発表が，『全国高専「歌える」翻訳選手権』開催

の実現に向けての第一歩になれば幸いである． 
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