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英語授業のやる気を引き出す 

映画やドラマのセリフに潜む「メタ面白さ」 

 
白石 よしえ 

 
 
 
 
要旨 
    授業で英語に興味を持たせ、学習を促進させるために授業そのものに関心を持たせ

るような仕掛けを用意することはとても重要である。これまで第２言語習得では認知の

側面からの研究が主流で感情に関する研究は多くはない。そこでこの論文では学習者の

感情に働きかけて、ポジティブ感情の下位意味の「新しい知識を知った驚嘆」を引き起

こす事例について論じる。コメディや笑えるセリフがある映画やドラマなどを取り上げ、

「文化や言語に関するより深い知識を知れば理解できる面白さ」をより上位の面白さと

いう意味で「メタ面白さ」と呼び、ただ単に英語で映画を見て面白かった、感動した、

という事例と区別することにした。何かと単調になりがちな基礎レベルの授業や文法の

解説で、退屈ではなく言語や文化に関する驚嘆や驚きを引き出せば、学習者の学習意欲

を高めることがより容易になることを発見した。 

 
 

1. はじめに 
言語習得における動機づけに関して興味を持たせる仕掛けは多様であるが、感情的

観点からみた場合、特に注目されているのはジョークなどの笑いや映像であろう。これ

らの仕掛けを使うことによって、問題解決能力が増加したり、単語の記憶保持が促進さ

れたりするなどの有効性が多くの研究で証明されている。例えば笑いがあるだけでクラ

スが活気づき授業がしやすくなる（白石，2012）。仕組みとしては、笑いや映像はポジ

ティブ感情を喚起させ、ワーキングメモリに作用すると考えられる（苧坂満里子, 2007）
からである。 

菅原ら（2018）によれば、「ポジティブ感情（positive emotions）とは『感情価』1が

 
1 感情価 ・・・良い気分に一致するものなのか、悪い気分に一致するものなのか、とい

う情報や事象のもつ感情的意味合い。（科学事典 file:///Users/yoshieshiraishi/Desktop/感
情価＜気分が与える影響%20%7C%20社会心理学.webarchive） 
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ポジティブで主観的に気持ちの良い感情 (Kitayama et al.,2000; Shaver et al1987; Shiota et 
al.,2011)（菅原ら、2018、p.482）」で、階層的意味構造を持ち、大きく「他者志向的ポジ

ティブ感情」と「自己志向的ポジティブ感情」に大別される。他者志向的ポジティブ感

情の下位に「驚嘆」が存在する。 
この論文では言語や文化に関係する、アカデミックなより上位の知識を知った時に

生じる驚嘆の感情に注目し、その時感じられる面白さを「メタ面白さ」と命名した。ど

のような上位の知識があれば、どのような上位の面白さ、つまり「メタ面白さ」が感じ

られるかについて、大学の授業で使えるような「メタ面白さ」が潜む事例や素材を取り

上げ、その具体的方法や効果について論じたものである。 
 
 
2. 英語授業における「メタ面白さ」が学生の感情に与える影響 
  大学における基礎クラスの英語授業は得てして退屈でできれば避けたい類のもの

になりがちである。そのような状況に対して「メタ面白さ」は２通りの肯定的な影響を

与える事ができる。一つは学生の側の「面白くない」という思い込みを覆す事が可能に

なるという効果である。ただ見るだけでもポジティブ感情を引き起こせる映画やドラマ

を使って、さらにある場面にフォーカスして特定のセリフなどを取り上げ、シラバスに

載っている学習予定内容と関連づけて取り上げる。このような形で授業に導入すれば、

英語の統語に関する知識や英語圏の文化的背景に関して楽しく、新しい学びが生じ、退

屈さを楽しさに変える事が可能になる。 
 もう一つは、「本来、高校で習得すべき内容を習得できずにいる」という、学生の劣

等感を無くす、又は軽減する効果である。「メタ面白さ」で扱う知識は大学受験のため

の英語学習では学んではいないためどんなに英語ができる学生でも知らないと予想さ

れるような知識なので、退屈な基礎をやり直しているというネガティヴな感情から、新

しい知識を学んでいるという驚嘆の感情への変化を可能にし、自尊心を復活させるのに

貢献するであろう。このようにネガティヴな感情から学生の気持ちを解き放つことを可

能にする「メタ面白さ」を感じさせるような授業は、基礎レベルの学生にとってやる気

を持って学べる授業になる可能性が極めて高い。 
上位クラスにおいても、今までなんとなく理解していた文章や場面に、より上位の

文法や文化に関する知識を与えることで、ネイティブが理解しているような面白さに近

づける「メタ面白さ」が感じられ、統語や文化へのより深い理解と興味が生じる。TOEIC
などの資格試験での得点を上げることのみを目標にして疲れ切っている学生には、学び

の楽しさ、つまり新しい知見を得ることの楽しさを思い出させ、英語をもっと知りたい

という動機づけとなる可能性が高いと言えるであろう。 
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3. 語用論的観点からのメタ面白さ：進行形に関して 
進行形はbe動詞の後に現在分詞を続けて「進行中の行為」を表す、と言うだけの認

識を持っている学生が多い。しかし、それは現在分詞にする動詞が動作動詞の時のみで

あることは意外と知られていない。また、「進行中の行為」意外に「一時的状況」や「近

接未来」を表す用法があることも知られていないケースが頻繁に見受けられる。例えば、 
 

(a) She is being funny today.（彼女は今日はちょっと変なんだ。いつもはまともだ。） 
 

というような大学受験の参考書には必ず載っているような英文でさえも知らない大学

生は意外と多い。しかし、授業でこれを説明しても、心に届かない可能性が高い。進行

形には、「進行中の行為」意外にたくさんの意味があるが、中でもTOEICの会話ぶんや

日常でよく使われる用法に「近い未来を表す」用法がある。進行形で未来のことについ

て述べると、今すぐ生じる行動について言及しているニュアンスが生まれる。 
例えば、 
（b）“John, where are you?” “Coming”  
（「ジョン、どこにいるの？」「いま行くよ」） （2005，安藤，p.120） 
 
また,第一人称、否定文で使う場合は非常に近い未来に関しての強い決意が読み取れる 
（c）I’m not staying here. （こんなところにはいないぞ）（2005，安藤， p.121） 
 
小野（2015）によれば、進行形の構造のbe動詞＋doing において「存在を表す」be動詞
の後に続くのものはなんであれ、「場所」を表す。例えば、 
（d）Mary is in the kitchen. 
（e）Mary is happy. 
 
（f）では be動詞の後に続く下線部kitchenは文字通り「場所」だが、（e）では「幸せで

ある」と言う「抽象的場所に存在する」（小野，2015，p.149）というわけである。進行

形で近接未来を表す場合も、心理的には既にそこに存在してる訳なので、進行形を未来

に使うことの決意や確実に起こるという気持ちが理解できるであろう。 
このような説明に加えて『Full House』2というアメリカのシチュエーション・コメ

ディのスキットを見せる。登場人物は妻を無くした売れっ子の番組司会者Danny（Daniel 
Ernest Tanner）とその3人の娘たち、そして子育てを手伝うために同居を始めた義理の弟

と男友達の6人からなる家族の出来事を描いたものである。 

 
2Full House・・・1987年から始まり、日本では NHK教育テレビで 1993年から放映さ

れていた楽しく笑える一話完結の連続ホームコメディ。シチュエーション・コメディ

（situation comedy, 略して sitcom）。 
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Stephと少年: This tea is poison.  
D. J.: Freeze, nerd-bombers! Up, up, up, up! Better keep away from my stuff. I just got back from 

karate class, and I’m pumped. （空手の型を見せる） 
Steph: You’re just jealous because I have a boyfriend and you don’t. 
D. J.: You’re dreaming. You don’t have a boyfriend. 
Steph: It so happens I do. 
D. J.: Who? 
Steph: Him 
少年: Me? 
Steph: You are a boy. You’re my friend. That’s makes you my boyfriend. 
少年: Got it. Chief. （Stephと少年は遊びに戻って） 
Steph: More tea, soldier? （毒入り紅茶に倒れるふりをする） 
D. J.: I’m never having kids. 

（The Second Season, the 5th episode, Disc2, 5:50～6:27） 
第5話「パパは3人」長女D. J.（第1話設定10歳）と次女Steph（第1話設定5歳）の会話 

 
大意 
Stephと少年：毒入りだ！ 
D. J.: あんぽんたん！それ以上動かないで。私のベッドから離れてよ、早く早く早く！

やるならやるわよ！ほら（空手の型を見せる） 
Steph：ヤキモチ妬いてんじゃないの？自分にボーイフレンドがいなくて私にいるから。 
D. J.: なに寝ぼけてんの。あんたにだってボーイフレンドいないじゃない！ 
Steph: あいにくいるのよね～。 
D. J.: 誰よ？ 
Steph: この子 
少年: 僕? 
Steph: あんたは男の子（ボーイ）でしょ？ あんたは友達（フレンド）でしょ？ だ・か・

らつまりあんたはボーイフレンドってことでしょ！ 
少年: 承知いたしました、大佐！ （Stephと少年は遊びに戻って） 
Steph: もっとお茶を飲まないか,伍長? （毒入り紅茶に倒れるふりをする） 
D. J.: 子供なんか絶対いらんわ。 
 

あらすじは以下の通りである。 
   次女の友人の少年が家に来て2人で遊んでいる。そのうちこのお茶は毒入りだ、と

いう設定になり2人で姉のD. J.のベッドでふざけて苦しみのたうちまわっているところ
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に空手の教室から長女が帰ってくる。長女のD. J.は2人が自分のベッドの上で遊んでい

るのを見て気分を悪くし怒るのだが、おませな次女のStephが「やきもち焼いてるんで

しょう？ 彼氏いないもんね」とからかう。「あんたにだっていないじゃない」と怒る

姉に対してStephは「私はいるもん」と無理矢理友達の少年を彼氏に仕立て上げ遊びを

再開する。このくだらない遊びを見た姉のD. J.が「子供なんか絶対にいらない」と言

う。大切なのはこのセリフが進行形になっていることである。 
スキット最後のセリフである「子供なんか絶対にいらない」を大学生に英作をさせ

るとどうなるであろうか。考えられるのは次の（g）～（i）のような英文である。 
（g）I don’t want any kids. 
（h）I don’t have any kids. 
（i）I will not have any kids. 
 
進行形が使われる可能性は極めて低いだろう。しかし、実際のドラマでは 
（j）I’m never having kids. 
 
と進行形を使っているところに日本語には訳せない「メタ面白さ」が存在する。つまり、

たかが10歳の、物理的にも子供を持つ条件が揃っているとは思えないし彼氏もいない女

の子が「子供を産む」という話題を切羽詰まった「確実に起こる未来」として捉えた上

に「強い決意」として宣言しているナンセンスさである。日本語では「来年のことをい

えば鬼が笑う」という表現があるが、このナンセンスさを日本語の訳だけで表すことは

絶対に不可能であろう。ここに英語を母語とするものしか感じられない「メタ面白さ」

が存在している。 
 
 
4. フレーズアクセントに関する「メタ面白さ」 
  2語以上のフレーズはアクセントが変われば意味も変わる場合があるということを

知らない大学生は意外に多い。大学受験で単語のアクセントばかりをいやというほど覚

えてきたせいで、結局、話す時に最も大切なイントネーションをつけることや、フレー

ズアクセントをどう落とすかという大切さに気付きさえしない可能性が高い。例えば、

よく知られている例は greenhouse「温室」と green house「緑の家」の違いであるが、両

者の違いはスペースの有無だけだとみなされていることが多い。実は、アクセントも異

なるのである。greenhouse「温室」は最初の green にアクセントが落ち greenhouse と
発音されるが green house では house にアクセントが落ち green house と発音される。 
    なぜこのようなアクセント移動が生じるかといえば、それは語の成り立ちにある。

greenhouse「温室」は一語だが、green house「緑の家」は形容詞＋名詞からなる句である

からだ。英語のルールでは「形容詞＋名詞からなる句においては，必ず、後ろの名詞に
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アクセントが落ちる」ことになっている。これらを文字で表記する場合は green の後に

スペースがあるか無いかで greenhouse「温室」と green house 「緑の家」の違いは一目

瞭然に理解できるが、耳で聞く場合はアクセントが落ちる場所でしか理解できない。し

かし、「緑の家」と「温室」を間違える可能性は実生活の中では極めて低いであろう。 
そのため学生も興味を持てないと思われる。しかし、恋人と女友達を間違ってしまうと

すれば、どうだろうか。片思いの相手の女性に女友達を恋人と伝えてしまうなら悲惨な

結果になるのではないだろうか。授業ではこのようにが学生に身近で起こりえる例を挙

げて、実際に映画『About Time（愛おしい時間）』3を見てもらう。 
   「メタ面白さ」が見られるのは、後半でTimが以前振られたCharlotteに偶然再開する

時のセリフで恋人と女友達を聞き間違えてしまうシーンである。 
恋人は girlfriend なので girlにアクセントを落として発音するが、「女性の友人」

は girl friend とスペースが入る2語からなる句だから girl friend と friend にアクセン

トが落ちる。このことを知ってから、映画のシーンを」見てもらう。アクセントが落ち

ているところはゴシックで表している。 
 

Tim: Charlotte. 
Charlotte: Oh, my God. Tim. How fabulous to see you. Wow. This is my girlfriend Tina 
Tim: No. Oh! that is so brilliant. Well, hello, Tina 
Tina: Why is it brilliant? 
（中略：Timは、昔シャーロットに振られたのは彼女がゲイだからだと分かって男と

しての自信が戻ったと話す。） 
Charlotte: Not that kind of girlfriend 
Tim: What? 
Charlotte: You think I’m gay? 

Tim: No. No, of course not. It’s a girl friend. Yes. No. Wow. Year, friend who is a girl, which 
you so clearly are. I’m just gonna go and get my boyfriend, who is a boy. 

（55:24~56:55） 
 
大意 
Tim: シャーロット 
Charlotte: 久しぶり、ティム。 こんなところで会うなんて。こちら仲良しの Tinaよ。 
Tim: わぁ。そうなんだ、素晴らしい！こんにちは ティナ。 
Tina: 何が素晴らしいわけ？ 

 
3 『About Time（愛おしい時間）』 Love Actually の監督・脚本である Richard Curtis 
によって作成された、2013年公開のイギリス映画。主人公の Tim は男性だけ何度でも

過去に時間旅行ができるという特殊な家系に生まれたという設定。 
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（中略：Timは、昔シャーロットに振られたのは彼女がゲイだからだと分かって男と

しての自信が戻ったと話す。） 
Charlotte: そう言う仲じゃないわ。 
Tim: 何だって? 
Charlotte: 私をレズだと? 
Tim: まさか、思うわけないだろ、女友達だ、素晴らしい友情、女の友達だろ？それぐ

らいわかるよ。仲良しの友達が待ってるんだ、男の友達だ。 
 
このままセリフの日本語訳を読んでも、なぜ面白いのかわかりづらいだろう。大意はほ

ぼ字幕通りだが、「仲良しのティナ」は正確には「恋人のティナ」となる。映画では話

をまとめるために「仲良しの」と訳されている。 
    片思いをして振られた相手であるCharlotteが女友達を girlfriend というアクセント

で紹介したため、主人公のTimは自分が振られたのは相手がゲイでその性的嗜好のせい

だと自分に都合良く解釈して突然元気になるところに「メタ面白さ」がある。Charlotte
の女友達のTinaに「なぜ、素晴らしいの？」と尋ねられ、このように説明したところ 
Charlotteに即座に否定され恥ずかしさを隠すために、ゲイでもないのにただの自分の友

達（friend）をわざわざ boyfriend と発音するくだりが非常に滑稽で「メタ面白さ」を理

解していれば大笑いできるシーンとなる。 
    もちろん普通は友達の性別をわざわざ言わないのだが、このような特別な例でアク

セントの落ち方が滑稽さを引き立てる場合があると学ぶ意義は非常に深いであろう。 
    アクセントの落ち方と品詞の間には深い関係がある。映画がなければ難解なルール

に思える規則も「メタ面白さ」を理解したあとならば学生の記憶にしっかりと残るであ

ろう。なお、フランス語にはアクセントはほぼないので女性の恋人を表す時に友人を表

す ami の前に「私の」を表す mon をつけて C’est mon amie. という。このように解説

を膨らましていけば様々な言語における「恋人」を表す表現に触れることも可能であり、

グローバルな視点での英語授業が可能となり得る。 
 
 
5. 名前の表現における関する「メタ面白さ」 
最近、日本の大学で日本人の名前を姓から名へと日本国内で話されているように表記

することが多い。例えば山田太郎はYamada Taroと書いて、Taro Yamadaとはしないので

ある。しかし、2019年度11月のフィギュアスケートの表彰式では羽生結弦はYuzuru 
Hanyu と呼ばれていた。それでは名前をどう言うかについてどのような事が授業で伝

えられるだろうか。 
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 5-1. イギリスとアメリカの文化差について 
初対面での名前の伝え方はアメリカとイギリスで異なる。アメリカでは名前だけを

言うのに対して、イギリスでは大人の場合姓から名乗る。だから、007のJames Bondは
初対面ではいつも“Bond, James Bond”と言っている。日本人は初対面で姓だけを伝えた

り、姓だけか姓＋名前なので、例えばメルセデス・ベンツは姓にあたる「ベンツ」であ

る。しかし、アメリカ人は「メルセデス」という。これは、「メルセデス」が名前の部

分に相当していると認知されるためである。 
 

5-2. フルネームで相手を呼ぶ場合について  
あまり知られていない名前の発話に関するルールとして、母親などが子供を叱る場

合、自分の子供でもフルネームで呼ぶことが挙げられる。例えば、Harry Potter and the 
Chamber of Secrets（ハリーポッターと秘密の部屋）でUncle Vernon (バーノンおじさん)
に軟禁されそうになったHarryをRon（Ronald Weasley）とその兄弟が父親の空飛ぶ車を

勝手に使って助け出し、ようやく自宅に戻ったところ心配した母親にきつく怒られるシ

ーンがある。その時のRonの母親であるMolly Weasleyのセリフをみて見ると、 
 
Molly Weasley: Where have you been? Harry, how wonderful to see you, dear.  

Beds empty. No note. Car gone. You could have died. You could have seen. 
Of course, I don’t blame you, Harry, dear. 

Ronald Weasley: They were starving him, Mum. There were bars on his window. 
Molly Weasley: Well, you best hope that I don’t put bars on your windows, Ronald Weasley.  

(11:36~12:01) 
『Harry Potter and the Chamber of Secrets（ハリーポッターと秘密の部屋）』 

大意 
Molly Weasley: 今まで一体どこに行ってたの？！  ハリー、よく来てくれたわね。 

あんた達のベッドはからだし、メモはないし、車は消えてるし！死んでたかもし

れないし、誰かに見られていたかもしれないのよ！もちろん、ハリー、あなたは

いいのよ。 
Ronald Weasley: 奴らハリーにご飯もあげないで窓に鉄格子をつけて閉じ込めて                            

たんだ。 
Molly Weasley: ロン自分の部屋の窓に鉄格子をつけられないように願っておきなさい。 
 
日本では怒っていようと怒っていなかろうと自分の息子に対してフルネームで呼びか

けることは決してない。しかし、欧米では当たり前なのである。Harryは名前だけで呼ば

れているがRonはフルネームで呼ばれていることから、Ronだけが怒られていることが

わかる所に「メタ面白さ」が存在する。 
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    このように名前の発話一つとっても英語には日本語と異なったルールが存在する。

自分たちが当たり前に思っている名前の呼び方でさえも実はそう単純なものではない

と認識できる良い機会が映画におけるこのような場面の「メタ面白さ」の説明から得ら

れるはずである。 
 
5-3 書き言葉をそのまま発音する場合について 
 大学などの登録で名前が記される場合は、「姓，名」と表記されることが多い。しか

し、自分の名前を発話するのは、普通に名前から発話する。ところが、 『LEGALLY blond』 
という2001年のアメリカ映画において、主人公のElle Woods がハーバード・ロー・スク

ールに入学し、自分の名前を発話するシーンにおいて 
 
Hi, Woods, comma, Elle. （21:33） 

『LEGALLY blond』 
と言っており、発言を聞いた学生は「はあ」というような表情でElleをジロジロ見つめ

るくだりがある。普通にElle Woodsでよいのに書類の記載形式の Woods, Elle のコンマ

まで発話しているからである。この場違いな一言で、物怖じしない、美人で誰にでも好

かれる、あの強気の主人公が慣れない場所で緊張しガチガチになって普通に振る舞えな

い滑稽さが読み取れる。ここにコメディらしい「メタ面白さ」がある。 
 
 
6. 結果 
    「メタ面白さ」を感じてもらう授業は無料の語学教育センターと理系必須科目の英

語演習で2015年度から行ってきた。語学教育センターの出席率は平均20％前後だが、上

位、下位クラスの２クラスで平均70％前後を保てた。また、最初と最後で行われるプレ

イスメントテストでほぼ全員の成績が伸びた（同点１人含む）。必修科目の英語演習で

は理系最下位や10段階中下から3番目のクラスであった。2015年度担当の下から3番目の

クラスにおいては27名中、70％にあたる19名の認定クラスが上がり、そのうち16名が2
レベル以上、2名はそれぞれ10レベル中の１番目と2番目のクラスに移動した。ともにア

ンケートの自由記述では「楽しい」「やる気が出た」「英語が嫌いでなくなった」とい

う意見が多数あった。2018年度担当の理系最下位のクラスの授業出席率は前期98％、後

期95.6％となった。もちろん、直接の因果関係を測定・分析してるわけではないので、

これが大きな要因であるとは断言することできないが、少なくとも今まで知らなかった

内容を学んだ驚嘆や楽しさが出席率の良さや授業への関心に繋がり、それが教科内容の

興味や知識の定着につながった可能性が高いと考えている。 
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7. まとめ 
近年、大学の英語授業はTOEICなどの資格試験で点数を取ることを目標にする実用

的なものにシフトしている傾向がある。しかし、背後に潜む文化や言語のより深い知識

に触れさせることによって、アカデミックな教養を学ぶ世界に触れる機会が与えられる

のではないかと思われる。大学受験で経験した学習の世界は、学習した結果が人生を豊

かにしたり幸福感を感じることに寄与されたりするよりは、偏差値で一元的に序列化さ

れて、自分の立ち位置を他者から分かり易くする評定尺度として二次使用されていた側

面がないとは言えない。学問の成果を、このような学問の目的から外れた目的で使用す

るという経験から学生を開放してやらねばならないし、そのように感じられるきっかけ

を与える必要があると考えている。「メタ面白さ」を扱う授業はきっかけの一つになり

得るのではないかと思われる。 
英語の試験で点数が取れなかったり、そのせいで英語学習に苦手意識を持っている

ことと「なぜか」を理解するのに興味を感じる感性を持ち合わせていることとは質的に

別のものである。知的な理解を楽しむ感性を持ち合わせていれば、最初の得点が低いも

のであったとしても、おそらく、学習は自発的に進んでいくであろう。「メタ面白さ」

を説明する授業で英語力が伸びた一因に「なぜかを理解できた」という経験からポジテ

ィブ感情が生じ、英語という言語に付随するネガティヴな経験が薄れ、英語に対して前

向きに取り組めるようになり始めたことがあると考えている（白石, 2019）。ポジティ

ブ感情を引き起こし、英語の成り立ちに興味を持たせる仕掛けの一つとして「メタ面白

さ」は有用であろう。 
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