
■DM665 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

DM665／コミュニケーション文法 

(Communication Grammar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

コミュニケーションで実際に使われている英語をコンピューターで分析し、言語とは何

か、英語とはどういう言語なのかを深く考え、自らの英語学習や日本の英語教育に活か

す 

 

私たちは言語を使ってこの世界をどう捉え、コミュニケーションを行っているのだろうか。

言語を量的に分析することで見えてくる人間と言語の世界を探る。 

担当者名 

（Instructor） 
鳥飼 慎一郎(TORIKAI SHINICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC3140 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・コーパスとは何かが理解できるようになる 

・コーパス言語学で使われる基本的な専門用語が理解できる 

・コーパス言語学の手法を用いて様々な角度から言語を分析することができる 

・コーパスを使った計量分析を通して、言語とは何か、言語によるコミュニケーションとは何か、人は言語を通してどのような世界

を自らの中に再構築しようとしているのか等について思索することができる 

・大規模コーパスを使って英語の語彙、表現、文法、言語の働きなどが実際のコミュニケーションではどのように使われているの

かが分析でき、その成果を小学校、中学校、高等学校の英語教育における聞くこと、読むこと、話すこと、書くことの指導に活用で

き、学習者が英語で実際のコミュニケーションが可能になるよう指導ができる 

・コミュニケーションを行う目的、場面、状況などに合わせ、日常的あるいは社会的な話題について、実際のコミュニケーションで

はどのように英語を使い分けているのかが理解でき、自らも使い分けることができるようになる 

 

The purpose of this course are: 

(1) To understand what a corpus is, to understand basic technical terms used in the field of corpus linguistics, and to be able to 

analyze language by manipulating various corpus linguistic techniques. 

(2) To contemplate what language is, what language communication is, and what kind of world people are trying to reconstruct in 

mind through the use of language. 

By manipulating large-scale corpora, to analyze how English words, phrases, grammar and functions are used in real 

communication, and to adopt the findings in teaching listening, reading, speaking, and writing in elementary school, junior high 

school, and high school English language education, and finally to help the students become able to use English properly in real 

communication. 

To understand how English varieties are skillfully selected in real-world communication to meet the purpose, situations, and 

contexts when people talk about everyday or social topics, and to be able to do so when communicating in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

秋学期の授業全体を 2 つに分け、前半では言語の計量分析に必要な理論的な事柄について講義をしてゆきます。後半では、前

半で学習した事柄を使って実際に BNC を始めとする大規模コーパスを自分で操作して、各回の授業で取り上げる語彙や文法事

項の使用形態について調査し、その結果をクラスで発表し合い、研究成果を共有してゆきます。この授業は単に講義を聴くだけ

の授業ではありません。授業中に教員に質問をし、教員や他の学生と議論をし、自らも大規模コーパスを毎回使いこなしながら、

言語とは何か、言語は人間とどうかかわりあっているのか、言語を使ったコミュニケーションとは何かを積極的に追求してゆく、ア

クティブラーニングの理論に基づくコーパス言語学と英語の教職科目とを融合させた発見学習型の新しい科目です。 

 

This course is divided into two sections. In the first half of the course, we focus on the theoretical aspect of corpus linguistics 

necessary for the quantitative analysis of language. In the second half of the course, based on what we have learned in the first 

half of the course, we manipulate large-scale corpora, including the BNC, and research how the lexico-grammatical items are 

used in communication, present the research results in the class, and share the findings with others. Merely listening to the 

lecture is not enough in the course. This course is a new type of course based on the active learning theories combining corpus 

linguistics and English language education. Students are expected to ask the instructor questions, debate with the instructor 

and other students, and manipulate the large-scale corpora to seek out vigorously what language is, how language relates to us, 

and what language communication is.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. １．１．この授業の進め方 

１．２．まずは BNCに触れてみよう 



１．３．現実の言語使用とコーパス言語学 

・コーパスとは何か 

・コーパス言語学とは何か 

・コンピューターで英語を分析するとは 

・コーパス言語学で英語の何が分かるのか 

・コーパス言語学で英語の使い手に関する何が分かるのか 

・使用域（register）とは何か 

2. ２．使用頻度（frequency） 

・使用頻度とは何か 

・総語数（token）と異語数（type） 

・語彙の使用頻度表を作ってみよう、そこから言語使用の何が分かるのだろう 

・話し言葉の使用頻度表を作ってみよう、話し言葉の特徴を話し合ってみよう 

・書き言葉の使用頻度表を作ってみよう、書き言葉とはどのような言語なのだろうか 

・品詞別の使用頻度表を作ってみよう 

・小学校、中学校、高等学校の英語教育ではどのような語をどのような順番で導入すれば、より効果的に４技能あるいは 5

技能を指導できるのか話し合ってみよう 

3. ３．レジスター（使用域） 

・レジスターとは何なのだろう 

・どのようなレジスターがあるのだろう 

・なぜレジスターという概念が重要なのだろう 

・レジスター別の使用頻度表や品詞の使用頻度表を作ってみよう 

・なぜレジスターごとに使われる語の種類やその頻度が異なるのだろうか 

・文法形式やその他の言語形式はレジスターごとに異なるのだろうか 

・モノローグとダイアローグでは言葉の使い方はどう違うのだろうか 

・話し言葉と書き言葉の違いをコーパス言語学の立場から比較してみよう 

・学習指導要領にある「言語の使用場面」、「言語の働き」をレジスターという考え方を使って理解し、どのような語彙や文法

や表現がそれぞれの言語の使用場面や言語の働きの中で数多く使われているのかを調べ、その成果を英語教育に活か

すことができ.る 

4. ４．コロケーション 

・「冷たい水」と「寒い水」、「冷たい冬」と「寒い冬」の違いは何なのだろう 

・BNC でコロケーションを調べてみよう 

・どの単語とどの単語がよく一緒に使われるのだろう 

・語彙の選択制限とは何だろう 

・コロケーションが強い（＝よく一緒に使われる）とはどういうこと指すのだろう 

・用例数かその語の中でしめる多さか（例：have dinner か、cook dinner か） 

・co-occurrences、candidates、T-score、MI、LogDice とは何だろう 

・コロケーションを分析すると何が見えてくるのだろうか 

・小学校、中学校、高等学校の英語教育で新出語をどのような語と一緒に導入すればより効果的なのだろう 

5. ５．N-gram とは何だろう 

・２-gram の頻度順の表を作ってみよう、どのような語が隣り合わせになっているのだろう 

・３-gram の頻度順の表を作ってみよう、意味のまとまりが出始めた句はどれだろう 

・４-gram の頻度順の表を作ってみよう、句の基本構造とその後へのつながりを考えよう 

・５-gram の頻度順の表を作ってみよう、単語はどのようにして談話になってゆくのだろう 

・レジスター別に N-gram の表を作ってみよう、その表から何が分かるだろうか 

・現実の言語使用では語はどのようなつながり方をし、それは何を意味しているのだろう 

・語とは何か、なぜ語は群れるのだろうか 

・小学校、中学校、高等学校の英語教育で、コーパス言語学の成果を活用して、どのような連語や慣用句をどのように取り

上げると効果的に４技能あるいは 5 技能の指導ができるのか考えてみよう 

6. ６．コーパス言語学を使って「文法」とは何かを考える 

・文法タグとは何か、なぜ文法タグが必要なのだろう 

・コリゲーションとは何だろう 

・イギリス人はどのようなことを enjoy しているのだろう 

・start と begin は後にどのような不定詞あるいは-ing 形を取るのだろう 

・remember、forget、like が to不定詞と-ing 形を取る場合の違いって何だろう 

・コーパス言語学を使うと in と at と on の違いをどうやって説明できるのだろう 

・コーパス言語学から「文法とは何なのだろう」を考えてみよう 

・語の中に文法があるのだろうか 

・学習指導要領で取り上げられている「文、文構造及び文法事項」は、実際のコミュニケーションではどのような英文の中で

使用されているのかが分析でき、その成果を４技能あるいは 5技能の指導に活かすことができる 

7. ７．中間口頭発表会 

8. ８．冠詞の使い方の実態と情報 

・絶対に the が付くと教えられた Sun や Moonや Earth や Worldなのに…？ 

・そもそも a(n)と the とは何なのか 



・絶対に複数形にならないと教わった語が…？ 

・there 構文は常に新情報を示すのか 

・a の複数形はないのか 

・数えられる名詞と数えられない名詞とは 

・数量詞とは何か、どのようなものがあるのだろう 

・不定代名詞は代名詞とどう違うのか 

・some apples と some of the apples はどこが違うのだろうか 

・a bottle of water と a variety of English と the scope of this theory の共通点は 

・日本人学習者にとっては難しい英語の冠詞や「数」の概念を、コーパス言語学の成果を使って、小学校、中学校、高等学

校でどのように指導すればより効果的なのだろう 

9. ９．-ing 形 

・進行形になる動詞とならない動詞 

・進行形でよく使われる動詞と、よく使われない動詞 

・進行形とはどういう事象を言語化したものなのだろう 

・進行形があらわす未来形（例：Train is arriving soon.など） 

・be 動詞以外の動詞と-ing 形（例：go running、go hiking、come crying など） 

・-ing 形の形容詞としての使い方（例：reading glass、cooking table など） 

・-ing 形の名詞としての使い方（例：her (hand)writing、different reading など） 

・「（様）相」（aspect）における-ing 形の使われ方（start moving, finish speakingなど） 

・知覚感覚動詞の補語としての-ing 形（例：see him shoppingなど） 

・前置詞の目的語としての-ing形（例：be afraid of losing all、keep you from going など） 

・小学校、中学校、高等学校の英語教育では、進行形が比較的早い段階で取り上げられるが、どのような文を使って、どの

ように指導すればより効果的なのだろう 

10. 10．過去分詞形 

・そもそも過去分詞形とは何なのか 

・これまで習ってきた完了形の用法（経験、完了、継続、結果）はどこから来たものなのか 

・どのような動詞が完了形でよく使われるのだろうか、そこから見える完了形の正体は 

・have 以外を使った完了形（例：People are gone.など） 

・受動態と様々な受け身表現の使われ方（例：感情表現 be surprisedなど） 

・通常、受動態でよく使われる動詞とは（例：be allowed to、be supposed to など） 

・受動態の正体とは 

・be 動詞以外を使った受動態（例：become interested、get scared など） 

・形容詞化された過去分詞の様々な用法（例：broken English、smoked ham など） 

・中学校、高等学校の英語教育で完了形や受動態は比較的難しい部類の文法事項であるが、どのようにコーパス言語学

の成果を使えばより理解が進むことになるのだろう 

11. 11． 動詞とその構文構造 

・動詞の分類：primary verbs（be, do, have）と lexical/full verbs 

・動詞の意味機能による分類（Longman Grammar of Spoken and Written English (1999)に依る） 

・伝達動詞（reporting verbs）とはどういう動詞なのか 

・発話動詞（utterance verbs）とはどういう動詞なのか 

・遂行動詞（performative verbs）とはどういう動詞なのか 

・認知動詞（cognitive verbs）とはどういう動詞なのか 

・動詞 requireや getは何通りの構文構造を取る動詞なのだろう 

・require 以外の動詞についても、どのような構文構造を取るのか調べてみよう 

・意味分類が同じ動詞は同じような構文構造を取る傾向がないか調べてみよう 

・小学校、中学校、高等学校の英語教育では、複数の意味や文法構造を取る基本的な動詞が多数取り上げられるが、それ

らをコーパス言語学の成果を使ってどうやって教えたら、学習者はもっと理解しやすくなるのだろう 

12. 12． 類義語の違いをどうやって説明するのか 

・類義語とは何なのか 

・何が似ていてどこが違うのか 

・コーパス言語学は類義語をどう説明するのか 

・sick と ill の違いをコーパスを使ってどうやって示すことができるだろうか 

・shop と store の違いをコーパスを使って説明してみよう 

・fall と autumn はどう違うのだろうか 

・keep と continue の違いをどう説明すればいいのだろう 

・end、finish、stop、prevent、hinderはそれぞれどう違うのだろうか 

・recently と lately と these daysはどうやって使い分けられているのだろう 

・小学校、中学校、高等学校の英語教育で取り上げられる類義語を、コーパス言語学の手法や成果をどう活用すれば、より

分かり易く説明でき、学習者は使いこなせるようになるのだろう 

13. 13．イギリス系英語とアメリカ系英語 

・スペリングの違い（例：center と centre など） 

・語彙の違い（例：exit と way out、subway と undergroundなど） 

・文法の違い（例：have と have got、文中の should と原形不定詞など） 



・文化の違い（例：beef jerky と fish and chips、Thanksgiving Day と Boxing Day など） 

・言語と歴史との関係を英語の方言を通して考えてみよう 

・自然風土の違い（prairies、tornado と heath、heather など） 

・世界の英語、world Englishes、English as Lingua Franca 

・小学校、中学校、高等学校の英語教育で、英語の背景にある文化に対する理解を深め、主体的に英語でコミュニケーショ

ンができる学習者を育成するためには、このような違いを英語の授業でどのように活用すればよいのだろう 

14. 14. プロジェクト口頭発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業中に出された課題について、コーパスを使って検索をし、その結果と考察をレポートにまとめて、翌週の月曜の正午まで

にブラックボードを通して提出すること。締め切りを過ぎたレポートは受け取りませんので注意しましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の活動への参加(20%)/中間発表(10%)/中間論文(10%)/プロジェクト口頭発表(10%)/プロジェクト論文(10%)/毎回のミニ・レ

ポート(40%) 

単位を取るためには、3 分の 2以上の授業に出席することが必要です。授業を 1 回休むごとに、「授業中の活動への参加」から

4％引きます。遅刻が 2 回で欠席 1 回とみなします。遅刻とは授業開始後 50 分以内に授業に参加することを言い、50 分以降に

授業に参加した場合には欠席扱いになりますので遅れないようにしましょう。中間論文とプロジェクト論文は、口頭発表をした翌

週の月曜日の正午までにブラックボードに提出すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. リンドクヴィスト，ハーンス、2016、『英語コーパスを活用した言語研究』、大修館書店 (ISBN:978-4469246001) 

2. 齊藤俊夫、他、2005、『英語コーパス言語学―基礎と実践』、研究社 (ISBN:9784327401399) 

3. 赤野一郎、他、2014、『英語教師のためのコーパス活用ガイド』、大修館書店 (ISBN:978-4469245851) 

上記のもの以外は、図書館に行って自分で探すこと 

 

参考文献（Readings） 

1. Biber et al. 1999. Longman Grammar of Spoken and Written English. Longman (ISBN:978-0582237254) 

2. Leech et al. 2001. Word Frequencies in Written and Spoken English based on the British National Corpus. Longman 

(ISBN:978-0582320079) 

3. Leech and Svartvik. 2002. A Communicative Grammar of English. Longman (ISBN:978-0582506336) 

4. McEnery and Hardie. 2012. Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice. Cambridge University Press (ISBN:978-

0521547369) 

5. Richards and Schmidt. 2010. Longman Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics. Longman (ISBN:978-

1408204603) 

6. Sinclair et al. 2017. Collins COBUILD English Grammar. HarperCollins (ISBN:978-0008135812) 

7. Svartvik and Leech. 2016. English One Tongue, Many Voices. Macmillan (ISBN:978-1137550224) 

これ以外にも数多くの書籍、論文がコーパスを使って発表されています。自分で図書館に行き、あるいはグーグルスカラー等で検

索をして、興味関心を強く持って勉強すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

文部科学省『平成 29･30 年改訂 学習指導要領、解説等』 

 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm 

 

学習指導要領データベース作成委員会 『学習指導要領データベース』 https://www.nier.go.jp/guideline/ 

 

注意事項（Notice） 

 


