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ICT で学ぶ明治の英語教科書 
 

生命環境学部  馬本 勉 
http://www.pu-hiroshima.ac.jp/~umamoto/ 

 
１．スペリング・ブック 

 
ノア・ウェブスター（Noah Webster, 1758-1843）「アメリカの学問・教育の父」。 
 彼の編纂した綴字書や辞書は日本の英語教育に多大な影響を与えた。 
 
・The First Part of the Grammatical Institute of the English Language. (1783) 
・The American Spelling Book. (1786) 
・A Comprehensive Dictionary of the English Language. (1806) 
・An American Dictionary of the English Language. (1828) 
・The Elementary Spelling Book, Being An Improvement on “The American Spelling Book.” (1829) 

 
 
・ウェブスターの綴字教本はアメリカで聖書に次ぐベストセラー（早川, 2007, p.39） 
 
・本邦でも最も広く Webster の恩恵を受けているのは、その綴字本で、恐らく明治中期までの英学書生

の大半は殆どこの本から入門手ほどきを受けているのではあるまいか。（池田, 1968, p.15） 
 
・ウェブスターの『スペリング・ブック（綴字書）』は明治初期に広く用いられた。読本（リーダー）

に入る前に入門書としてまず第一に学ばなければならなかった。英語辞書で有名なウェブスターのあら

わした『スペリング・ブック』はアメリカでも広く使用された。英語を学ぶには、まず単語の綴りと発

音を覚える必要があったのである。当時はスペルリング・ブックと呼ばれた。日本でも多く翻刻版が出

た。（大村ほか, 1980, p.8） 
 
・英語綴字書（ウェブスター氏著にして当時本邦英語教授に際し教科書として初次に読ましめたるもの

なり）の使用法は、生徒の能力に応じ適宜に文字数を定めて教授し、順読、指読、斉読の方法に依り、

後黒板上に摘書して読ましむ。実物あらば之を文字に対照して教授すべし。例へば hat なる文字を教ふ

るとせんに、先づ生徒に帽子を示して教授するが如し。而して無意義の文字は成るべく省くを宜しとす。

一文字を完全に教授したる後は必ず其応用を怠るべからず。今 hat なる文字の教授後には必ず I have, 
You have, he has, 等の文字を教授し置き、hat 又は綴字書中既知の文字を応用して作文せしむべきも

のとす。        高嶺秀夫の「英語綴字書」教授法（明治 11 年、東京師範学校）（松村, 1997, p.37） 
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２．綴字と発音：ウェブスター式の発音表記 
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３．英語の語順と訳文の語順 

 
 1) See how hot the sun is. (No.9, p.19) 
 
 2) He had a new red cap. (No.12, p.20) 
 
 3) I had a nut to eat. (No.16, p.21) 
 
 4) The world turns round in a day. (No.25, p.24) 
 
 5) I love the young lady that shows me how to read. (No.26, p.25) 
 
 6) Idle men often delay till tomorrow things that should be done today. (No.32, p.28) 
 
 7) Visitors should not make their visits too long. (No.44, p.35) 
 
 8) I wish I had a bunch of sweet grapes. (No.46, p.36) 
 
 9) Girls and boys must learn to read and spell. (No.53, p.40) 
 
 10) We do not like to see our own sins. (No.59, p.46) 
 
 
 
４．読み物 
 
OF THE BOY THAT STOLE APPLES.  
 
An old man found a rude boy upon one of his trees stealing apples, and desired him to 
come down; but the young sauce-box told him plainly he would not. "Won't you?" said 
the old man, "then I will fetch you down;" so he pulled up some turf or grass and threw 
at him; but this only made the youngster laugh, to think the old man should pretend to 
beat him down from the tree with grass only.  
 
"Well, well," said the old man, "if neither words nor grass will do, I must try what 
virtue there is in stones;" so the old man pelted him heartily with stones, which soon 
made the young chap hasten down from the tree and beg the old man's pardon.  
 

(pp.140-141) 



- 4 - 

 

 



- 5 - 

 



- 6 - 

 
参考文献 

池田哲郎 (1968).「Noah Webster の辞典と綴字書を巡って：アメリカと日本と」『日本英学史研究会研 
  究報告』90, 1-19. 
大村喜吉・高梨健吉・出来成訓 (1980).『英語教育史資料 第 3 巻 英語教科書の変遷』東京法令. 
早川 勇 (2001).『辞書編纂のダイナミズム：ジョンソン、ウェブスターと日本』辞游社. 
早川 勇 (2007).『ウェブスター辞書と明治の知識人』春風社. 
松村幹男 (1997).『明治期英語教育研究』辞游社. 
（翻刻本） 

Webster, N.(1866). The Elementary Spelling Book, Being An Improvement on “The American  
  Spelling Book.”  Revised Edition.  Tokio: Rikugokuwan Publishing.（翻刻, 1880） 
（独案内） 

片貝正晋 (1885).『ウエブストル氏スペルリング獨學』岩井富三. 


