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to suggest an effective approach by fostering meta-grammatical abilities 

 focusing on the present and progressive verb patterns. 
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Abstract 

 

This study analyzed Japanese students’ writing errors as a basis for providing suggestions 

to improve learners’ skills by fostering their meta-grammatical abilities. Common patterns of 

English errors were identified from the results of pretests completed during the first session of a 

writing course over a six-year period. It was found that students often made errors when using 

the present and progressive verb patterns, particularly when translating passages containing 

~teiru（~ている）into English. As fostering meta-grammatical abilities is considered an effective 

approach to help students write accurately in English, the instructor provided detailed 

grammatical explanations and examples to students as well as explicated the deeper contextual 

meaning of the Japanese passages. Consequently, students’ writings were highly improved. 
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1. はじめに 

   日本人学生が英文を書くとき、共通して間違うポイントがいくつか存在すること

が6年に渡るプレテストの結果理解された。特に進行形と現在形の用法に関して押し並

べて認識不足であることが分かった。特に「〜ている」という日本語が入る文章を英語

で表現する場合、その傾向は顕著に現れた。文脈理解の不足と英語の文法知識の不足の

せいで正しい英文が書けないと思われた。このような間違いをできるだけ減らせるよう、

高校での学習を一歩進めて、「なぜ間違いなのか」について詳細に論理的に説明し、文

構造を常に意識しながら英文を組み立てたり、批判的に自分が書いたものを確認させた

りした。また、時間の許す限り、学習テーマとなる表現が使われている場面や状況を具

体的に取り上げ、解説することでメタ言語能力の育成をはかった。この結果、学生のメ

タ文法能力が著しく伸びていることが peer evaluation 時におけるコメント、間違い指摘
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の正確さや頻度から理解できた。また、定期テストではこちらが驚くほど正しく、自然

な英語を書けるようになった学生もいた。この論文では大学のwritingの授業で共通に見

られるような進行形と現在形の表現の典型的間違いを踏まえて、そのような間違いを生

じさせないように指導をする効果的な方策として、メタ文法能力を中心とするメタ言語

能力を伸ばす指導法について論じている。 

英作文の授業は学生にとっても教員にとっても苦痛に満ちたものになりやすい。学

生は、単位を習得するためにあまりよくわからないまま正解だと与えられた英文を覚え

ないといけない状況に陥ったり、教員はデタラメな文構造で書かれている英文を気が遠

くなるくらいの時間をかけて採点する羽目になったりするからである。そして苦労した

割にはwriting 力が養成されたと実感できるケースが学生、教員の双方に共に、とても少

ないように思われるからだ。 

  英作文の授業を受講する第一の目的を必ず学生に尋ねるようにしているのだが、毎

年、約4割が単位修得のためと答えていた。そこで彼らに「英語が書けるようになりたい

か」と別の角度から質問をしたところ常に約8割が「そう思う」と前向きな答えをしてい

た。後の約2割ぐらいは就職しても英語は使うことがないので英語に対しては興味がない

と答えており、この割合が大きく変わることはなかった。 

  このような状況で英作文の授業を成功させるために英語に全く興味がない約2割の

学生を除いた残り8割の学生の writing 能力を上げることを主軸におき、メタ文法能力の養

成を授業の目的とした。 

 

2. メタ文法能力と writing  の授業 

メタ文法能力とは「言語に関して『文法』を意識化して、自分で考えたり説明でき

る能力」（秋田、2019）でありメタ言語能力の一つである。メタ言語能力には文法的側

面の他に音声的側面と語彙的側面があるが、writing で取り扱うのは主に文法的側面であ

る。 中等教育における英語でつまずきやすいポイントの 1 位は文法で、内容が理解で

きないと答えている生徒の割合は 45.７％にも及ぶという調査結果が報告されている

（ベネッセ、2009）。中等英語教育は大学の writing の授業の言語運用能力の土台とな

るため、約半数近くの中学生が言語運用ルールである文法に困難を感じている状況はな

んらかの形でいずれ大学の writing の授業に影響を及ぼすと予想される。つまり今後の

writing の授業では大学であるもののもう一度文法の基礎から初め、さらにその過程でメ

タ文法能力が育成されるような配慮をする必要があるだろう。 

  授業の最初にプレテストを行い、学生の基礎文法力をチェックすることにしている。

彼らの誤答分析を行ったところ、共通して理解不足となる文法項目が複数明らかになっ

た。最も間違いが多かったのは時制に関するもので、現在時制とは何かという根本的知

識が不足しているため、過去形との使い分けを始め、現在完了形、現在進行形との区別を
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せねばならないという意識さえ持っていなかった。次に多い間違いは主語と動詞の一致

であった。また、定冠詞と不定冠詞の使い分けや冠詞という概念の欠如も多くみられた。

前置詞に関してはそもそも前置詞に関する知識が不足していて正しく使えないようであ

った。また、基本的な文法項目である仮定法、比較などの基礎的知識も欠けていた。そこ

で英語を書く時に何に気をつけて、どう確認して書けばよいかがわかる力、つまりメタ

文法能力を育てることを授業の目的として講義をすることにした。 

   しかし、最も問題だったのは writing の授業に参加している学生の多くが「writingと

は日本語を英語に変換すること」と考えていることだった。つまり、単語レベルでの日本

語から英語への置き換えができれば英語として正しい英文が書けると思い込んでいる学

生が多数見られたのである。単語の置き換えが英語を書く際の主な作業になってしまう

と、その結果、理解不可能な英文が出来上がってしまう。そこで、「自分の書いた英文は

読んでいて簡単に理解できるか」と尋ねたところ、ほぼ全ての学生が「わかりにくい」と

答えた。「なぜわかりにくいか、考えたことがあるか」との質問に、ほぼすべての学生が

「ない」と答えた。彼らは多読なども簡単にこなすレベルでそれなりの読解力も持って

いるにもかかわらず、自分の書いた英語が簡単に理解できなかったのである。「読みにく

いのは、正しく英語が書かれていないからだ」と伝えたところ、ようやく英文を書くとい

う行為についての基本的考え方が間違っていると気づいてくれた。英文を書くときに大

切なのは、日本語で書かれた内容、もしくは自分が書きたい内容のエッセンスを理解し

て、それを英語の統語規則に合わせて再構築するという力である。そのためには、英訳せ

ねばならない内容、もしくは自分の書きたいメッセージなどを的確に把握する日本語の

力とそれを新しい別の言語リテラシーに合わせて表現する力が必要となる。このような

力のことをメタ言語能力(metalinguistic ability)と呼ぶ。そこで メタ文法能力を主とする

メタ言語能力を育てることをwriting の授業の究極の目的とした。さらに卒業後自分で英

語を書かないといけない場合でも辞書を引きながら正しい英文が書けることを目標とし

て指導することを授業の最初に伝えた。 

 

3. メタ文法能力を鍛える授業の導入 

最初に英語と日本語の根本的なルールの違いをはっきりと認知させるようにしてい

る。ラグビーとアメリカンフットボールが一見似てはいるが、その実全く異なるルール

を持っているように、同じ言語であっても日本語と英語では意味が生じるルールが根本

的に異なることを意識することが大切だからだ。まず、最初に伝えるのは日本語では助

詞が意味を媒介するが、英語では語順が大切であるということである。 

 

(1) a. Her dog licked Jane. 

b. Jane licked her dog. 
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日本語では「Janeの犬はJaneを舐めた」の語順を入れ替えて、「Janeを、Janeの犬は舐

めた」としても意味は大きく変わらないが、英語では a とb では全く意味が変わる。つま

り英語は日本語と異なり、語順が変われば意味が変わること、語順の大きなパターンと

して文型という概念が役に立つことを伝える。文型を導くのが動詞であることから、動

詞の用法を今一度復習するように促し、特に第5文型の補語に注意を促す。 

 次に、時制の概念について説明する。最初に、現在形は現在のことを表す訳ではない

ことから話を始める。 

 例えば、「私は英語の先生です」という文があるとする。日本語であれば昨日も英語

の先生であったし、明日も英語の先生であることはすべからくすべての学生が共通認識

として持ち得るところである。しかし、英語にして I am an English teacher. と書かれた

英文を見た場合、昨日も明日も an English teacher だから「現在形は現在のことだけを

表すわけではない」と演繹して意識できる学生はとても少ない。このように説明するこ

とで、なんとなくわかっていることを改めて意識し、時間の表現の基本ルールに気づい

てもらう。この気づき（awareness）こそがメタ文法能力を育成する上で重要になる。 

  続いて現在形には不変の真理を表現する用法があることを伝える。不変の真理とは

「昨日も英語の教師だった、今日も英語の教師であり、明日も英語の教師である」とい

う過去、現在、未来にまたがる事実が気の遠くなるような長い間繰り返された結果に他

ならないので、論理的に考えると現在形以外のどの時制にもなり得ないからである。例

えば「水は 100 度で沸騰する」という表現は不変の真理だが、英作をさせるとほぼすべ

ての学生が正しく c のような英文を書いている。 

 

   c. Water boils at 100 degrees Celsius. 

 

しかし、「Mary は水は 100 度で沸騰すると言った」を英訳させると、e  のように that節

中の動詞を無意識に述語動詞の時制に一致させてしまう学生が出てしまう。 

 

   d. Mary said that water boils at 100 degrees Celsius. 

    ✴e. Mary said that water boiled at 100 degrees Celsius. 

 

ところが  that節中の動詞を文の述語動詞に一致させて過去形にすべき場合もある。それ

は f のように「Mary は鍋の水が 100 度で沸騰したと言った」のように特定の状況下に

おける特定の水が沸騰した、という過去の事実を表す場合である。 

 

      f. Mary said that the water in a pot boiled at 100 degrees Celsius. 
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 このような説明から、学生は「水が沸騰する」という表現がどのような文脈で書かれ

ており、具体的な事実なのか不変の真理なのかを判断する必要があると意識できるよう

になる。そして、文法的に正しいからといって、必ずしもある文脈のある全体の一部に

なったときに正しいとは限らないという正しさの相対性を学ぶことができる。この「正

しさの相対性」を意識し、認知する働きを育成することが、メタ文法能力を育てること

と言えるであろう。 

次に、動詞の時制だけが時間を表すのではないことを学ばせる。次の３つの英文を

比較させて、表されている時間について気がついたことを発表してもらう。 

 

 (2)  a. I am in the kitchen. 

      b. I am happy. 

      c. I am a police officer. 

d. I am a woman. 

 

この 4 文は、共に現在形であり、動詞はすべて be動詞である。それにもかかわらず、 

 

a. I am in the kitchen.  

 →I am preparing meals in the kitchen.  

 

のように「一時的に何かをしている」イメージが伝わってくる。それは場所を表す副詞

句が後に続いたせいである。普通、人は、冬眠中のクマのようにひとところに長期間い

ることはない。普通の生活をしているのであれば、眠る時はベッド、食事を作る時はキ

ッチン、入浴するときはお風呂と 1 日のうちで様々な場所に移動する。このような経験

から「場所を表す副詞句が続くときは、表される時間はかなり短い」ということが認知

できうる。一方、b. I am happy. では、be動詞の後に心理状態を表す形容詞が続くことよ

り、a. I am in the kitchen. に比べてより長い時間の経過が予想される。そこには「幸せ

だ」という心理状態は普通ある程度の時間持続するだろうという経験からの予測が土台

になっている。そして、c では be 動詞の後に職業を表す名詞が続く。このため、この

英文で表現される状況は「ある程度永続的に続く」と予想される。また、同じ名詞でも

その種類によって表される時間のスパンは変わってくる。d. I am a woman. のように、

後に性別を表す名詞が続く場合は、経験からさらに長い間、多分人生が終わるまで英文

の状況が続く可能性が高いことが予想される。このように品詞の違いが、我々の経験的

な推測を活性化させ、時間の解釈に影響を与える。品詞一つで、読み手が理解する時間

のイメージが変わる可能性が存在することに気づくことがメタ文法能力を育てる
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writing 授業のスタートになる。 

文法はもちろんのこと単語そのものの意味や属性、そして品詞に対する感受性を育

てることがメタ文法能力を育てるのに必要である。「とりあえず日本語を英語に変換し

ておけばいい」という心理状態から、「正しい英語で誤解の生じないように伝えるには

どうすれば良いか」と主体的に考え、辞書を引き、品詞を確認し、その語句が使われて

いる例文を読み、文脈を確認せねばならない、という意識を育てることが重要である。

自分が書きたい内容が正しく英語で表現されているかどうかを文法を軸に考えるよう

とする姿勢が身につけば、writing に役立つメタ文法能力の育成が成功したと考えて良

いであろう。 

 

4. 進行形と現在形に関するメタ文法能力の育成 

  writing の授業では最初の導入に続いて、過去 6 年間プレテストを実施してきた。

全 20問で、そのうちの 6問が進行形と現在形に関する問題である。この論文ではテー

マとなる最初の 6問のみ取り扱うこととする。 

  一見簡単に思えるような問題ばかりなのだが、全問正解者は今までで存在していな

い。特に 1 と 5、6 の問題は今までのところ正解者は見られていない。 

 

  Writing Pretest 

  

   

      

 

  

 

 

 

  

 

    

 

4-1. 1.「今から帰るところなの」の英訳で一番多い解答は a である。 

  

    (3) ✴a.  I will go back home now. 

     b. I am leaving. 

 

Writing Pretest 
Department.              Id.               Name. 

 

  Read those Japanese sentences and translate them into English. 

1.  今から帰るところなの。 

2.  洋子は洋服を着た。 

3.  耀子は洋服を着ているところだ。 

4. 葉子は着物を着ている。 

5.  蓉子はいつもは意地悪だが、今日だけやけに親切だ。 

6. 電車は駅に止まっている。急ごう。 
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a では「今、家に帰るつもり」という内容になってしまうし、now という副詞と不確定

な未来を表す will が矛盾してしまう。しかし、b のように進行形を使えば、確定した未

来を表すことが可能になる。now という時の副詞も必要ない。 

実は現在分詞や動名詞と呼ばれている doing 形を「進行中の動作」以外で使用する

場合に伝えられるメッセージは「心理的にすでにしている、行為の最中である」と話し

手もしくは書き手が感じている状況である。例えば、I look forward to seeing you. とい

う文があり、ここでの seeing は文法的には動名詞と呼ばれ、現在分詞とは全く違うもの

のように捉えている学生もいるが、「会うのを楽しみにして、心の中ではすでに会って

いる」と考えると良い（小野 2015）。「明日リッツカールトンに泊まるの！」という内

容を表したい場合、(4)  a ような英語が考えられる。しかし、既に予約が取れていて泊ま

るのを楽しみにしているならば(4)  b の方が良い。 

 

   (4)   a. I will stay at the Ritz-Carlton tomorrow.  

b. I am staying at the Ritz-Carlton tomorrow. 

 

 この話題のまとめとして「明日 20歳になります」の英訳を求めることにしている。 

 

(5)   ?a. I will be 20 years old tomorrow.  

          b. I am 20 years old tomorrow. 

     c. She will be 20 years old tomorrow. 

 

a が正解とされているテキストもあるようだが、主語が I であるため、will は推測では

なくて、意志未来を表すと考えられる。意志未来の典型的な例文は I will stop smoking. 

のような、行動について表現するものである。20歳になるかならないかを「ブリキの太

鼓」の主人公のオスカル1のように自分で決定できるのであれば will を使っても問題は

ないが、19歳で次の誕生日が来れば 20歳になるのは不変の真理なので b のように現在

形を使用するのがナチュラルである。ただ、c のように主語が自分以外であれば、ここ

での will の方法は推測となり英文として問題ない。この英文から推測できるのは話し

手及び書き手は彼女の正確な誕生日、または年齢を知らないか覚えていない、というこ

とである。 

 
1 ブリキの太鼓（Die Blechtrommel）・・・ドイツの作家ギュンター・グラスが 1959年に発表した

処女作であり長篇小説で第二次世界大戦後のドイツ文学における最も重要な作品の一つに数えられ

る。（Wikipedia） 
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4-2. 問題の 2,3,4 はすべて「着る」という表現に関するものである。 

 2.「洋子は洋服を着た。」 

3.「耀子は黒い洋服を着ているところだ。」 

4.「葉子は古い着物を着ている。」 

 

日本語ではこれらの文書を 2 分するようなルールはないが、英語では使用される動詞の

性質が大きく 2 分類される。状態動詞か動作動詞かである。 

2.「洋子は洋服を着た。」の正しい英訳は a である。 

 

（6）a.  Yoko put on her clothes. 

✴b. Yoko wore her clothes. 

c. Yoko wore hand-me down clothes.「Yoko はお下がりの服を着ていた」 

 

しかし、b のような誤訳をする学生が多い。これは「Yoko は洋服を着ていた」という

意味になる。put on「着る」は行為を表す動作動詞で、。wear は「着ている」という状

態動詞である。そのため wear を使うと日本語の意味を正確に表していない上に、英文

としても正しくない。それは、現代の多くの先進国の文化では洋服を着用するのが当た

り前なため、わざわざ Yoko が洋服を着ている、という文を書く意図が理解できないか

らである。もちろん、例えば狼に育てられたアマラやカマラ2のように服を着ることを

知らない者が主語という前提があれば、このような英文も意味を持つかもしれない。で

は、普通に正しい英文にするためにはどうすれば良いのであろうか。このことを学生に

考えてもらう。答えは c に見られるように形容詞を入れるということである。形容詞が

あることで名詞が特定化され、そのため伝えるに値する、新情報が取り込まれ流ことに

なる。叙述に値する内容になったのである。 

 3.「耀子は黒い洋服を着ているところだ。」で学生がよくする誤答は a である。 

 

(7)✴a. Yoko is wearing black clothes. 

b. Yoko is putting on black clothes. 

c. Yoko is dressed in black. 

 
2 アマラ（Amala、1919 年? - 1921 年 9月 21 日）とカマラ（Kamala、1912 年? - 1929 年 11月 14

日）・・・1920 年にインドで発見された、狼に育てられ裸で 4足歩行をしていたところを保護され

たとされる 2人の孤児の少女。 

 



 9 

 

状態動詞 wear は基本進行形にはできないので正しい英訳は b や c となる。もちろん、 

c も正しい表現である。 

4.「葉子は古い着物を着ている。」では、a のように状態動詞 wear を使うか b のよう

に状態動詞 have を使って表現するのが正解である。よく見られる誤答は c のように状

態動詞を進行形にしてしまうものである。学生は「状態動詞は進行形にできない」と知

っているのだが、おそらくどのような動詞が状態動詞なのかを個別に意識していないた

めであろう。大学受験の文法問題で頻出する know, resemble, belong に関してはこのよ

うな違いがかなり少なくなるように思われる。 

 

    (8) a. Yoko wears an old kimono. 

       b. Yoko has an old kimono on. 

✴c. Yoko is wearing an old kimono. 

d. Usually, Yoko wears a red dress but today, she is wearing a black kimono. 

  「普段 Yoko は赤い洋服を着ているが、今日は黒の着物3を着ていた」 

 

しかし、d のように「今日だけ」という「一時的状況」が生じる場合は状態動詞の wear 

でも進行形にすることが可能である。 

5.  「蓉子はいつもは意地悪だが、今日だけやけに親切だ。」も「一時的状況を表す」

ため、状態動詞の be を進行形 にして be  +  being +  形容詞の形で使う必要がある。

Pretest で(9)のような正しい英文を書ける学生はほとんどいなかった。 

 

(9) Usually, Yoko is very mean but today she is being very kind. 

        

 

 4-3. 学生にとって一見、最も簡単に思えて最も難しいのが「6. 電車は駅に止まって

いる。急ごう。」の英訳だった。 

 

   (10) ✴a.  A train stops at the station now. 

✴b. A train stops at the station. 

 

 よく見られる間違いは a のように現在形を使うものである。現在形は「不変の真理を

表す」ので、ネイティブ教員によれば「今」という断片的な時間を表現する副詞 now が

 
3 「着物」を不可算名詞にする誤答が思いのほか多いことをここで明記しておきたい。実際の授業

では、冠詞がテーマの時に同じ英作文をさせてから授業に入ることにしている。 
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一緒に書かれていることが特に問題というわけである。また、b では now がなく、誤文

とまでは行かないものの、何を伝えたいかがわからないためかなり不自然な英文となる。 

  

(11) ??a. A train is stopping at the station.  

        b. The train is stopping  

✴ c. A train is at the station now. 

d. The train is at the station now.  

e. The train has arrived at the station now. 

 

a は明らかな間違いでないとしてもかなり不自然な英文である。意味が「ある電車が止

まりかけている」になるからである。止まりかけているのは見えている特定の電車であ

り、しかもそれに乗ろうとしている文脈があるのでこの英訳は間違である。しかし、b

のように不定冠詞を定冠詞に変えて場所の副詞を取り除くと「（乗る予定の）電車は止

まりかけていた」となりナチュラルな表現になる。c は明らかな間違いである。now で

時が限定されている上に、乗る予定の電車を不定冠詞で表す事はできない。この英文を

正しい英語にするには   d のように the train にすれば」良い。時制の問題は主語が特定

か不特定かが重要なな要素となる場合が多く見受けられるので、冠詞の講義が必要とな

る。大学受験の入試問題でほとんど出題されないため、学生は冠詞についてはほとんど

意識しないか講義を受けてない場合が多く、大学の授業で初めて冠詞の重要性に気づく

ことになるケースが多く見られた。 

なお日本語の「電車が止まっている」から「電車が存在している」という状況を読

み取り、存在の be 動詞を使ったり、電車は駅から駅へと移動するものだという認識か

ら「電車が到着した」と読み変えると英作はうまくいく。この読み替える力がメタ言語

能力である。 

  それでは  Google に翻訳させてみるとどうなるであろうか。 

 

(12)  a. A train is stopped at the station. ( Google 翻訳)  

b. The train is stopped at the station. ( Google 翻訳)  

  

文法的には正しい英文だが、英訳を求めている内容とずれてしまう。その理由は stop の

用法に起因する。stop は自動詞で「止まる」か他動詞で「〜を止める」で使われるが、

主語は普通「人」である。「止まる」場合も「〜を止める」場合も主語の決定によって

なされると考えられる。しかし、電車は決められたルールに沿って運行されているため

運転手の一存で止める事はほとんどない。それゆえ a も b も特定か不特定かは別とし

て、共に「修理や掃除などの目的で」「列車が止められている状態」を表していること
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になる。どんなに急いでも乗客は決して電車に乗れないだろう。 

  最後に「急ごう」の部分だが 

 

(12) a. Hurry up!                                     

✴b. Let’s make it.  

c. Let’s get it. 

d. Let’s try to get on this train! 

e. Run! 

                              

 この英訳に関しては、あまり目立った誤答は見受けられない。ただ、「急ごう」を「間

に合わそう」というニュアンスで捉え直し、さらに拡大解釈して「成功する」と考えて、

b のように答えた学生もいたが、この状況で使うには無理がある。電車に乗るという具

体的な状況があるので、c のように具体的にその行為を表す get を使わなくてはならな

い。なお、英語では全て Yoko だが、日本語には漢字があるのでそれぞれ別の人物のこ

とだと一瞬で理解できる。このように日本語と英語の違いを意識させるような説明をす

ることによって、メタ言語能力の育成が促進されると思われる。 

 

5. まとめ 

  メタ文法能力を育てる授業はこれまで学生にとても評判が良い。その理由の一つに

「簡単ですぐにできそうに見える英語が実は難しい」という驚きにあったように思われ

る。新しいことを知る驚きはポジティブ感情の喚起に繋がり、ワーキングメモリも促進

されるため学習効果も上がるようにと思われた。また、この論文で触れる事はできなか

ったが、映画を見せたり、音楽の歌詞をきかせたりして実際に使われている場面を見せ、

どのようなやりとりや心理的状況で使われているかという大きな文脈を示すことで、メ

タ言語理解を深めることが可能になった。 

writing 授業の奥には「書く」という行為とそのような行為を引き起こす人間本来の

欲求が存在している。その背後に在る、他者に何かを伝えたいという人間としての基本

的な要求を意識することで書くという一見単純な行為の持つ意味が変わってくるので

はないか。しかし、実際の writing 授業では、最も大切なはずの「伝えたい」という思

いの部分が忘れられたまま、ひたすら日本語を英語に変換することに意識が行ってしま

いがちである。問題文として与えられた日本語にしろ、自由に思いを書けるエッセイに

しろ、まず何を伝えたいのかを明確に理解せねばならない。そのような意識を持ってい

ることがメタ言語能力を育てる第１歩となると思われる。そして、身につけた文法知識

を使って、そこから適切な表現を使うように辞書を引くようになればメタ文法能力は育

ったと言えるであろう。 
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