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 高専生の英作文能力を高めるためには、語彙（単語・熟語）だけでなく、使用頻度の

高い英語特有のコロケーションを獲得することが必要である。 （特に動詞と共起語の

コロケーションの獲得） 従来の英語教育の英作文指導・学習では語彙・熟語・文法指

導に焦点を合わせ、コロケーションに関する指導・学習を殆ど行ってこなかった。その

理由は英語特有のコロケーションを全面的に打ち出した適切な教材がなかったからであ

る。神谷は 2003 年に使用頻度順に語義を配列した日本初の『ウィズダム英和辞典 初

版』（三省堂）を共著として出版した。語義の順番は使用頻度順に配列されているため、

語彙学習においてはかなりの成果を得た。 （従来の英和辞典の語義配列は派生順（語

源順）であり、古い意味が第１語義になっている。） 

本研究助成を得て、神谷は英語コーパスを利用して、精度を高めた発信型英和辞典（『ウ

ィズダム英和辞典 第 2 版』）を共著で発行した。さらに、理工系英語教材（前置詞 of

を含む高頻度コロケーション資料集）を試作した。 

 

研究成果 その１：発信型英和辞典の刊行 

平成 18 年 10 月に使用頻度に基づく『ウィズダム英和辞典第 2 版』（井上永幸・赤野

一郎（編）三省堂）を共著で発行した。 

 高使用頻度配列の精度を高め、「コーパス頻度ランク」を導入した第 2 版の紹介 

三省堂 HP より抜粋 

1 使用頻度の重視 

語義配列や用例の提示を使用頻度順にし、頻度の高い語義や用例ほどすぐに見つけるこ

とができるよう配慮した。 また、高頻度の語義項目は説明や用例を増やし、 特に、 基

本語は詳細で包括的な記述を心がけた。 

2 きめ細かな語法分析 

ネイティブスピーカーが無意識のうちに行っている言語活動を客観的に分析し、 日本

人英語学習者が英語を発信する際に必要となる十分な語法情報を与えた。日本語の類推

などにより生じる語法上の誤りに関しては、 誤文訂正情報を積極的に示し、 最難関校

の入試問題や TOEIC･TOEFL などの問題にも対応できるよう配慮した。 また、従来



のような○×式の単純な正誤情報にとどまらず、 誤りとは言えないがどの形がより普通

かといった、 平均的な英語を意識した相対的注記も与えた。 動詞･形容詞･前置詞がど

のような名詞と用いられるか、 副詞がどのような動詞と用いられるかといった選択制

限表示や連語情報を可能な限り具体的に表示した。 

3 生活英語の重視 

学校教育でのオーラルコミュニケーションの重視、 急増する海外留学、 インターネッ

トの普及に代表されるグローバルな社会情勢など、 日常生活を生き抜くための英語が

必要とされる状況をふまえて、 これまで扱いが不十分であった日常生活語彙の充実を

図った。 

4 使用域レーベルの吟味 

英語の言語直観の働かない英語学習者でも安心して状況に応じた適切な英語を使うこ

とができるように、 きめ細かく実態に即した使用域レーベルを表示した。その際, く

だけて  や かたく 、 話  や 書  を始めとする直感的でわかりやすいレーベル表

示を行うよう配慮した。 

5 各種コラムの充実 

楽しく興味をもって英語を学習できるよう、 、 、 、 、 、 

 など、 多角的な視野からの各種コラムを充実させた。   

6 豊富な新語･新語義コンピュータやインターネットを始め, 時事･技術革新･スポー

ツ･音楽関係の用語、 視覚方言や押韻俗語など、 急激な変化を迎える時代の英語を扱

うのに必要な新語･新語義を収録した。 本改訂版でも、 wiki, civil union, fat tax, 

organic electroluminescence など、 各種分野について増強した。 

７ 最新の研究成果に基づく発音表示 

現在最も普通に行われている発音を示した上で、 使用域に応じた主な変異形を示した. 

日本語の類推から誤りやすい発音や旧来の発音指導とは異なる形が新しく一般化して

いる事例には、 具体的に注記を加えた. 

８ 派生語表 

原則として B ランク以上の見出し語項目には、 各品詞の記述の前に C ランク以上の派

生語を品詞とともに列挙した。   

9 コーパス分析の結果を見やすい形で提示 

興味をもってかつ効率的に学習を行うため、 各見出し語の周辺に現れる語句を頻度順

に示した や、 発信の際の道しるべとなる情報をまとめた 

を新設した。 

10 発信･受信を強力支援 

各見出し語が日常 生活で典型的に用 いられる場面を具 体例で再現する 

、 日本人英語学習者が誤りやすく各種試験でもねらわれやすい文法･

語法事項を具体例で示す 、英文を読み解く際にカギとなるつなぎ言葉と論



理展開の型を詳説する を新設した。   

 

研究成果 その２：理工系英語教材の開発 

学生の英作文・プレゼンテーション能力を向上させるためには語彙（単語・熟語）指

導以外にコロケーションの指導が必要不可欠である。 英語コーパスにおける語彙頻度

順は「1. the  2.be 動詞(am, is, are など) 3. of」の順であり、前置詞 of を含む

コロケーションを指導することが英語母国語話者の英語に近づく第一歩であると考え

られている。 ofを含む 5語から成る高頻度コロケーション(100例文)を世界最大級の

英語コーパス British National Corpusを利用して試作した。そして豊田高専第 1学年

～第 4学年の全学生に配布しコロケーションの大切さを説明した。特に第 3学年の科学

英語基礎ＩＢの授業で 100例文を学習指導し、試験を課した。 

 

抜粋 ofを含む 5語から成る高頻度コロケーション（  ）は 1億語あたりの使用頻度 

 

1. (4531)  We have final exam at the end of the year.  

年末に期末テストがある。 

2.  (1840)  I have to finish this work by the end of the day.  

今日中にこの仕事を終わらせなければならない。 

3.  (1597)  The buildings burned down as a result of the earthquake.  

地震の結果、建物が全焼した。 

4.  (1516)  The telephone rang in the middle of the night.  

真夜中に電話が鳴った。 

5.  (1234)  I woke up on the other side of the bed.  

ベッドの反対側で目が覚めた。 

6. (1160)  We are at the time of the year when days are long. 

私たちは今、一年のうちで日の長い時期にいます。 

7. (1039)  We finally arrived at the top of the mountain.  

私たちはついに山の頂上にたどり着いた。 

8. (949)  Don't start worrying about final exams at the beginning of the semester. 

学期の初めから期末テストの心配をしなくてもいいです。 

9. (923)  As in the case of the Persian Gulf war, the media followed the official line without 

question. 

湾岸戦争の場合のように、メディアは問題ともせず表向きの説明に従った。 

10. (872)  There are a number of people out there in the woods.  

 

 



研究成果による教育効果 

 

(1) 高専の英語の時間数は高校・大学に比べて７割にも満たない。 

限られた時間数で英作文能力を向上させるためには、効率性を求めざるを得ない。本研

究によって開発された『コロケーション資料集』、『ウィズダム英和辞典第 2 版』は高専

生の英作文学習（プレゼンテーション学習）に効率性をもたらしている。 

 

(2) コーパスによって抽出されたコロケーションであるため、受験英語で学習する文体

とは異なり、より実際的な英語に触れることができ、学習することができる。TOEIC

対策・大学編入学対策にもなっている 

 

(3) 英語特有のコロケーションを研究すること、そしてコロケーション指導をカリキュ

ラムに取り込むことは、英語教育界において先駆的な役割を果たし、豊田高専の名を高

専・大学等の高等教育機関に知らしめることができた。 

 


