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１．問題の所在 

 近年、1930 年代前後の Vocabulary Control Movement 1) に言及し、評価しようと

する研究が見られるようになった。例えば、「シラバス・デザインの確立を目指す最初

の試み」(Richards & Rodgers, 2001, p.37) であり、「英語学習者用の辞書に最も広く

深い影響を与えた」(Cowie, 2009, p.387) との指摘もある。Vocabulary Control 

Movement の集大成とも言える Interim Report on Vocabulary Selection (Faucett, et. 

al., 1936) を「英語教育が『専門化』していく重要な転換点」(Smith 2003, p.xxv) と

呼び、その重要性を強調する声もある。 

 Vocabulary Control Movement に中心的な役割を果たした H. E. Palmer は、日本

に滞在した 1922 年以降、特にその後半の 1930 年前後から 1936 年の間に、語彙に関

する研究を精力的に行った。しかし、日本における語彙選定は、Palmer 以前から行

われていた。岡倉 (1932) は、「是だけは知らねばならぬ」英語の語彙を定めて教科書

を編纂し、合理的な方法で授業を進めれば英語教授の能率をあげることができると述

べ、当時行なわれていた頻度に基づく語彙選定に触れている。 

単語の頻度数調査は決して珍らしいことではなく、我国に於ても夙に広島中学の英語

研究会の手で当時の二十種程の英語読本に含まれてゐる語彙の徹底的の取調が行は

れ、その結果が大正二年(ﾏﾏ)に私が序も書き命名の手つだひもした関係のある『英語

学習の基礎』(ﾏﾏ)一巻となつて世に示されてゐる。(pp.28-29) 

ここで紹介されているのは、赤祖父 (1938) が「我国に於ける標準語彙研究の最初の

成果」(p.162) と呼ぶ『英語之基礎』(広島県立広島中学校内英語研究部, 1915) のこ

とである。これは発行の前年に開催された第 2 回英語教員大会において発表された研

究成果をまとめたものであり、当時の旧制中学校の生徒用に編まれた英語単語集であ

る。後述の通り、この発表や書物の発刊は英語関係の雑誌上で広く話題となったが、

『英語之基礎』の現存部数は少なく、内容が十分に研究されているとは言えない。 

 

２．研究の目的 

 以上の問題意識に立ち、本研究は『英語之基礎』の分析を行い、その語彙選定研究

史上に占める位置を明らかにすることを目的とする。特にこの書の中で最重要の語と

位置づけられた語の特徴と選定方法を明らかにし、現代的な意義を探っていきたい。 
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３．『英語之基礎』の成立過程 

 『英語之基礎』は 1915 (大正 4) 年 3 月、広島県立広島中学校内英語研究部により

編集・発行された。広島中学校は、明治 7 年に官立広島外国語学校として創設され、

後に官立広島英語学校と改称、明治 10 年に廃止となった学校である 2)。廃止後に県が

継承して広島県英学校とし、後に広島県中学校となった。明治期の学校制度確立期に

あって、広島県広島中学校 (明治 12 年)、広島県広島尋常中学校 (明治 20 年)、広島

県第一尋常中学校 (明治 30 年)、広島県第一中学校 (明治 32 年)、広島県立広島中学

校 (明治 34 年) と、めまぐるしく名称の変更が行われた。現在の広島県立広島国泰寺

高等学校の前身である。 

 『英語之基礎』には茨木清次郎 (文部省督学官)、熊本謙二郎 (学習院教授)、岡倉由

三郎 (東京高等師範学校教授) の 3 氏が序文を寄せ、当時の広瀬時治校長が次の例言

を書いている。 

中学校ニ於テ生徒ノ習得スベキ単語ヲ調査スル必要ト其単語ニ関スル彼等ノ知識ヲ

一層正確明瞭ナラシメ且彼等ノ日々ノ努力ヲシテ今一層有効ナラシムベキ工夫ヲ講

ズルノ急務ナルヲ考ヘ当校英語科主任古賀圓太ノ下ニ鶴見正平主トシテ其任ニ当リ

上田義雄、石原直吉、須貝清一、岩本秀太郎、浅地昇等之ヲ補助シ単語ノ組織的研究

ニ着手シ爾来歳月ヲ重ネ漸ク茲ニ一書ヲ得タリ (p.ix) 

 本書の基となった語彙選定に関する研究発表は、発行の前年である1914 (大正3) 年

4 月に東京で開催された第 2 回英語教員大会で行われた。大会の出席者は 497 名を数

え、文部省の諮問した「英語に対し中学生をして尚一層の興味を感ぜしむる方法」に

対し次の答申が示されたという。 

生徒に一層深き同情を抱くこと／生徒の好奇心を善用すること／生徒各自の能力に

適応する質問をなすこと／可成競争を行ひ優等生を賞すること／単語を説明し語原

の分析を教ふること／初年級には可成文法術語を避くること／授業は生徒の学力に

適応せしむること／時々新聞雑誌の抜粋を読ましめ科外読物を選ぶこと／読本中の

詩は必ず教ゆること／勉めて英文書簡を書かしめてその交換を奨励すること／外人

と交り英語研究のため聖書講義に出席することを奨励すること 

(櫻井 1936, pp.224-225) 

 この中に「単語を説明し語原の分析を教ふること」とあるが、広島中学の発表との

関連が窺える。大会のポスターセッションの様子は、次のように伝えられた。 

General Waiting Room には北側に中学の五年間に教ゆべき vocabulary の或新らし

い研究的見地より分類列挙された表が三枚程掛けられてある、此の表は広島中学の英

語科教師諸君が総がかりで作製されたもので就中同校の鶴見正平氏が主となつて三

年間の pains-taking work の結果になつたものであるそうな、之は中学の一二三年頃

迄闇雲に覚えさヽねばならぬ単語と四年五年で理論的に推理的に increase せしめる

事の出来る様な単語とを実際的に且つ諸種の理論を参考して分類配列したものであ

る、例えば四年五年のになると Roots of English Words を元として pose から impose, 

expose, dispose, position, ...等の出来てくる事がよく解るやうになつて居るのである。 
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(上井 1914, p.57) 

第二会 (4 月 2 日午後) The Teaching of Grammar 鶴見正平氏 広島中学の英語担

任教員の協力に成る Charts of English Vocabulary に就いて説明す。これは四年五年

の生徒には推理の力を用ゐさせてpose ― expose ― disposeなどと変化する語の意

味を知らしめる仕組になつて居るのである。 

(『英語之日本』1914, 7, (5), p.35) 

Mr. S. Tsurumi (Hiroshima Middle School) was given an opportunity of describing 

his method of teaching vocabulary by means of charts.  These charts were on 

exhibition in the delegates waiting-rooms, and testified to the painstaking care 

and thought of the compiler.  It is hoped that teachers will have some further 

opportunity of acquainting themselves with Mr. Tsurumi’s method. 

 (『英語教授』1914, 7, (4), p.7)  

 この発表が書物の形で刊行され、『英語青年』に次の「新刊紹介」が掲載された。 

英語之基礎 (The Corner-Stone of English Study)：昨春東京に開いた英語教師会議

大会の控室に陳列してあつたもので会衆に注目されて大なる賞賛を受けたのは広島

中学英語部の英語単語表であることは当時の本誌に紹介しておいた。其後此単語表を

出版して同好の士に頒つことになつたことも本誌に紹介したのである。今度弥々印刷

すみて一部の寄贈を受けて見ると毎行毎頁に熱誠な英語教師の苦心研究の跡が充分

現はれて居るのを今更感ずる。言ふまでもなく本書は英語の基礎たる単語の研究で、

日本に行はれてゐる教科書より単語 9810 を集め之を分類し色々の方面より其記憶法

を示めしたもので、普通辞典たると共に語源字典とも見られる。愚にもつかぬ下らな

いものがドシドシ世に出る此頃の出版界に本書の如き真面目な教育者の著述たるに

ふさはしいものが出たのは英学界の為に慶賀に堪へぬ次第である。如何にして大に儲

けんかと苦心する者多き当今の英学界に広島中学の鶴見正平氏始め英語教師諸士が

幾年間斯かる非営利著作に熱注したことは近頃敬服の至りである。定価は表図にせる

もの (七枚一組横二尺縦二尺八寸) も装釘せるもの (菊判形) も何れも送料共一円五

十銭。発行所広島中学校英語研究部。 (『英語青年』1915, 33, (7), p.222)  

 

４．『英語之基礎』の構成 

 A5 判で 315 ページから成るこの書は、第 1 表 (第 1 部) に Independent Words 

(pp.1-68)、第 2 表 (第 2 部) に Dependent Words (pp.69-162) を列挙している。続く

III. Roots of English Words (pp.163-185)、IV. Prefixes (pp.187-211)、V, VI. Suffixes 

(pp.213-269) では、語源による説明を伴う語根、接頭辞、接尾辞とともに、それらを

含む単語を列挙している。また VII. Miscellaneous (pp.271-299) において、日本語化

した英単語、擬音語、日本語との語呂あわせ、同じ語源を持つ語、同音異義語などを

まとめた 14 種の語表が示されている。最後に Appendix. The Explanation of the 

Etymological Meanings (pp.301-315) において、単語の語源的意味を記した語表が示

されている。 
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((((1111) ) ) ) Independent WordsIndependent WordsIndependent WordsIndependent Words    ((((独立記憶ニ訴フ可キモノ独立記憶ニ訴フ可キモノ独立記憶ニ訴フ可キモノ独立記憶ニ訴フ可キモノ))))    

第 1 表 (Independent Words) は「記憶スルニ他ノ便利ヲ有セザルモノ」「唯練習ニ

ヨリテ記憶スル外道ナキモノ」を集めたものである。abandon, abbey, abdomen, abet, 

abeyance, abide(1)(住ム), abide(2)(堪フ), able, abound… といった見出し語が、訳語と

ともに並ぶ (本稿末尾の「付録」を参照)。abbey には abbot と abbess、同じく abide(2)

には law-abiding、abound には abundance といった派生語が続く。見出し語のうち、

abandon, abide(1), abide(2), able は太字の「最大形」、abbey, abdomen, abet, abeyance, 

abundance はそれに次ぐ「中形」、abbot, abbess, law-abiding は「最小形」で印字さ

れている。派生語は「最小形」の場合と「中形」の場合がある。abscond のように、

単独の見出し語で「最小形」のものもある。 

最大形は「教科書ニ最多ク散見セシモノ､必要ノモノ」であり、中形は「教科書ニ

アレドモ比較的記憶ニ不必要ノモノ、又ハ中学生ハ六ヶ敷過ギルモノ」、最小形は「教

科書ニナキモノ、又ハ不必要ノモノ」である。そのほか、「軽量、動、植、礦、食物、

病気等ノ物名」はイタリック体で表記されている (例えばacacia, acorn, agate, agave, 

alack, albatross など、いずれも中形) 。また、日本語として用いられるものには下線

が施されており、aqua (最大形) , area (中形) , barracks (最大形) などがある。  

 

((((2222))))    Dependent WordsDependent WordsDependent WordsDependent Words    

第 2 表の Dependent Words は、「第一表ニ反シ記憶スルニ或根拠ヲ有スルモノナル

ガ故ニ全ク練習ノミニ依ル必要ナク」とあるように、記憶の鍵となる語源を利用して

学ぶ語として列挙されている。第 1 ページには、ab-aft (aft-er), a-base, a-bash 

(bash-ful), a-bate (batu-ere), ab-brevi-ate (brevis), ab-dic-ate (dicare), ab-duce 

(ducere)… といった語が並ぶ。第 1 表と比べると、接頭辞・接尾辞が分かるようハイ

フンで示した語や、カッコ内に語源情報が加えられた語が増加している。 

 上の例では abduce を除き、太字の「最大形」である。第 2 表の最大形は、第 1 表

での最大形と中形の両者を含んでいる。すなわち「教科書ニ最多ク散見セシモノ、必

要ノモノ」と「教科書ニアレドモ比較的記憶ニ不必要ノモノ、又ハ中学生ハ六ヶ敷過

ギルモノ」のいずれかであり、第 2 表は第 1 表で示されたほど「重要度」の区別がな

されていないことが分かる。 

 

((((3333))))    学習法学習法学習法学習法    

『英語之基礎』を用いた学習法が「一般的使用法注意」(p.xiv) に記されている。こ

の記述に沿って、各表を参照する道筋を辿ってみたい。 

 expire という新語に出会ったときは、まず「第一表第二表其何レニ属スルカ」を見

るようにとある。expire は第 2 表中にあり、p.101 に「ex-pire (spir-are) 終了スル、

死ス」とある。次に「第三表語原ニ依レル分類ニヨリテ共通語原ヲ有スル単語中既習

ノ単語ヲ求メテ比較」するようにとあるので、III. Roots of English Words より、

Spirare (to blow, breathe) の項 (p.180) に a-spire, con-spire, ex-pire, in-spire, 
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per-spire, re-spire, su-spire, tran-spire.などの語を参照する。「若シ其名詞形

ex-pir-ation ヲ記憶スル必要アル時ハ第五、第六、表中名詞ノ部ヲ見テ」とあるので、

V, VI. Suffixes 中の-ion, -ation の項 (p.218) に expir(e)を見つけ、「接頭語ノ意味ヲ

確実ニ知ラントスレバ同ジク第四表ニ於テ他ノ類例ヲ求ム可シ」に従って、IV. 

Prefixesのex-の表 (p.195) を見ると、それがout, beyond, forthの意味を持つことや、

同じ接頭辞を持つ語が列挙されており、その中に expire (spirare) を見つけることが

できる。このように、語源や接辞から多面的に単語を捉え、関連する語へも注意を向

けることができるような工夫がなされている。 

 第 1 表と第 2 表は、おもてのページにのみ印刷され、裏側の偶数ページは皆白紙で

ある（ページ番号だけ刻まれている。ただし p.162 にページ番号は無い)。「使用法注

意」には、「各頁余白ヲ多ク残シタルハ必要ニ応ジ自由ニ補筆セシメンガ為ナリ筆記帳

ノ代用トスル心得アル可シ」とあり、学習の便を図ったものであることが分かる。 

 こうした『英語之基礎』を用いた学習法は、広島中学の英語科教員であった須貝清

一 (明治 44 年 3 月から大正 5 年 3 月まで在職)、鶴見正平 (明治 44 年 4 月から大正 4

年 9 月まで在職) が『英語青年』誌上に執筆した記事からも窺える。須貝は、 

かうして行く中に生徒は suffix や prefix が分つて来て、con-は together だ、re-は

again だ、per-は through だ、といふ調子で大分油が乗つて来た或る時の事だ、flourish

といふ字が四年級の課業時間中に出て来た、front bench の一生徒に其の意味を質す

と「粉に挽く」と答へたので教室内一度にどつと吹き出した事もあつた。何事も過ぎ

たるは及ばざるが如しで如上は小生等のやり方の弊かも知れないが、其時早速小生は

其の生徒の推理の巧妙を賞めて置いて flourish の flour は「粉」ではなくて root でい

ふと flower で flourish は「花の如くある」といふ意から「繁昌する」となるのだと

説いて其の誤りを正した。之れで図らずも floral, florescent を教ふる便宜を得た。 

(須貝, 1915, p.81) 

という教室のひとこまを紹介している。また鶴見 (1915) は、「英語の単語を記憶する

には語源を応用することが最捷径であつて我国の英学生には特に適当な研究法であ

る」(p.111) と述べている。彼は「語原応用単語記憶法」という記事を『英語青年』

34 巻 4 号から 6 号まで連載し、その後「姉妹語の説明」(34 巻 7～9 号)、「単語の連

絡」(34 巻 10～12 号) という記事を書いている。 

 このように、『英語之基礎』は彼らの教育実践と密接に関わるものであった。発行の

翌年には『語原本位 英和辞典』(須貝清一・鶴見正平・浅地 昇, 1916, 広島積善館) が

出版された。これは『英語之基礎』の「姉妹編」であり、松村 (2002) はこの両者を

「公立中学英語科教師の共同研究でこのような著作物が刊行されたことは全国的にも

注目に値する」(p.12) と評価している。 

 

５．『英語之基礎』の語彙選定 

(1)(1)(1)(1)    最重要の語最重要の語最重要の語最重要の語    

第 1 表 Independent Words 中、太字の「最大形」で記された語は、いわば、『英語
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之基礎』の「最重要語」である。その語数は明記されておらず、「中形」との区別は文

字の大きさと言うよりも線の太さによっているため、判別の困難なものもあるが、数

値化を試みた。以下の表では、第 1 表の「最大形」「中形」「最小形」の選定基準と語

数とともに、第 1 ページの a で始まる語をいくつか例示した。 

 

Independent Words (独立記憶ニ訴フ可キモノ) 

最大形：教科書ニ最多ク散見セシモノ、必要ノモノ (計 2,228 語) 

abandon, abide(1)(住ム ), abide(2)(堪フ ), able, about(1)(prep.), about(2)(凡ソ ), 

above, absorb, absurd, academy, accent, acid... 

中  形：教科書ニアレドモ比較的記憶ニ不必要ノモノ、又ハ中学生ハ六ヶ敷過ギル 

    モノ (計 2,697 語) 

abbey, abdomen, abet, abeyance, abundance, abstemious, abyss, acacia... 

最小形：教科書ニナキモノ、又ハ不必要ノモノ (計 638 語) 

abbot, abbess, law-abiding, abscond, accoutre, acerbity, acetic, acoustic... 

 

 最重要語とされる語は 2,228 語ある。語表中、同じ綴りの語であっても語義が異な

る場合は別語として扱っている (上の abide, about など) が、今回の分析では他との

比較のため、綴りの同じものは 1 語扱いとした。 

 『英語之基礎』の 6 年後に Thorndike の The Teacher’s Word Book (1921) が出版

された。聖書や古典、児童用読み物などに使われた高頻度の 10,000 語を集め、ラン

ク付けを施した語表である。その頻度上位 2,000 語の中には、『英語之基礎』最重要

語の 2,228 語の 47%に当る 1,057 語が含まれている。約半数しか重なっていないのは、

『英語之基礎』の語彙選定が頻度順によらないことを示していると言えるだろう。 

 Thorndike の高頻度 500 語のうち、最重要語 2,228 語に含まれないものが 115 語あ

る。このうち、believe, children, happy, thought は「中形」、beautiful, death, during, 

feet, save は第 2 表 Dependent Words 中で「中形」の扱いである。そのほかの語は、

第 2 表の「最大形」に含まれている。以下 a～g で始まる例を挙げてみる。 

a-cross (on-) / al-most (all,-) / al-one (all,-) / a-long / al-so (all,-) / al-ways (all-) / 

an-other / a-round / a-way / back / be-cause (by,) / bed / be-fore / be-hind / be-st 

(be-llus) / be-t-t-er (be-st) / be-twe-en (two) / black (blue) / book / box / boy / brea-d 

(brew) / brother / car-r-y (car) / case (cap-ere) / church / com-pan-y (panis) / course / 

cover / cut (Imit.) / dead / drop / field / first / fly / foot / four / full / ground  

これらは、Thorndike では高頻度であっても、語源という記憶の鍵を用いて覚えれば

よいことから、『英語之基礎』では最重要とみなされていないのである。上の ( ) 内

には、実際に併記されている語源や関連語を記した。 

 次に、Thorndike では頻度が高くないにもかかわらず、『英語之基礎』で「最重要」

とされたものを見てみよう。Thorndike の上位 10,000 語に含まれないが、『英語之基
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礎』2,228 語には含まれているものは 122 語ある。このうち、aft., baptize, beck, crater, 

dilemma, dint, lug, mausoleum, pagoda, sallow, stratum, tram, trapping は、後述

の出典教科書が明記されている。このほか、他の語と結びつく anthropo-, kineto-な

どの結合形、anthem, apprentice, aristocracy, atlas, borough, chronic, despot, 

dynasty, esquire, frigid, glacial, marquis, myth など地理・歴史に関するもの、aqua, 

barometer, cancer, char, chemist, focus, nitrogen, oats, zenith, zoology など科学に

関するもの、amble, apiary, fang, fossil, hemp, mammoth, peony, shrimp, tusk など

生物に関するもの、adjutant, artillery, barrack, cadet など軍事に関するもの、canto, 

ego, felicity, irony, sarcasm など思想・文学に関するものなどが含まれる。高頻度で

はないが、専門的な文章を読むには必要な語が重要視されているのである。当時の中

学校教科書に取り上げられた素材のレベルが高いことを窺わせる。 

 

(2) (2) (2) (2) 選定方法選定方法選定方法選定方法    

第 1、第 2 表の語を選択する際、調査対象となった教科書は次の通りである。 

(A.) Asada’s Practical R. (Ch.) Choice R. (Ed.) Educational R. (G.) Globe R. 

(Gr.) Graduated R. (I.) Imperial R. (IN.) Inoue’s New English R. 

(KD.) Kumamoto’s Drill B. (KS.) Kanda’s Standard / New Series R. 

(L.) Longman’s R. (LR.) Shioya’s Language R. (N.) National R.  

(NE.) New Fra(ﾏﾏ) R. (NI.) New Imperial R. (NS.) New School R. (R.) Royal R. 

(S.) Swinton’s R.  (Sa.) Saito’s R.  (St.) Star Series R. (U.) Union 4th R. 

(W.) World R. 

これらは明治期の代表的な英語教科書であり、その一部は広島中学で用いられた。明

治 19 年入学の登張信一郎は「ナショナル・リーダーを用いた」と回想している (登張

竹風遺稿追想集刊行会, 1965, p.10)。また、明治 40 年の芸備日日新聞 (4 月 6 日) が

伝えるところによると、熊本謙二郎「ドリル・ブック」1, 2、井上十吉「訂正英語新

読本」1、神田乃武「中学英語字帖(ﾏﾏ)」1～4 が用いられ、明治 38 年卒業生の回想で

は、英語はスヰートン(ﾏﾏ)・リーダー (1 年から 5 年まで) を用いたという (広島県立

広島国泰寺高等学校百年史編集委員会, p.174) 。『英語之基礎』刊行時は英語科主任を

務め、のちに校長となる古賀(1933) は、「method に拘束せられず我流乍らも自由に

自信のある所にて思ふ様扱つて行ける寧ろ無メソツドの教科書をと申す事にして、世

間格別用ひられなかつた所の Star Series と言ふ暁星中学校の姉妹学校なる大阪の明

星商業学校に居られた米人 N. Walter と云ふ人の物を用ひた」(p.149) と述べている。 

 なお、上で列挙した教科書名の冒頭にある略称は、第 1、第 2 表中の見出し語の一

部に付記されており、その語の出典を明らかにしている。例えば、aft.(N.5), beck (U.4), 

bias (S.5), dilemma (W.5), latch (LR4), lug (A.4), mausoleum (Gr.5), mercury (G.2), 

pagoda (St.2), pillow (Ch.4), prone (NS.5), tapping (R.5), tuck (N.2, N.3), vernal 

(L.5, U.4)などである。 

 第1表の最重要語2,228語のうち、出典が付記されたものは上の語を含む41語 (2%) 
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に過ぎない。この選定基準が「教科書ニ最多ク散見セシモノ、必要ノモノ」であり、

また、約半数は Thorndike の頻度上位 2,000 語に含まれることから推測すると、複数

の教科書に出ている語にはわざわざ出典を明記しなかったものと思われる。むしろ出

典を明記した語は、その教科書にしか出ていないにもかかわらず、必要であると判断

された可能性がある。最重要とされなかった「中形」2,697 語のうち出典を伴うもの

が 803 語 (30%)、「最小形」638 語のうち 104 語 (16%) に出典が記されている。中形

は「教科書ニアレドモ比較的記憶ニ不必要ノモノ、又ハ中学生ハ六ヶ敷過ギルモノ」、

最小形は「教科書ニナキモノ、又ハ不必要ノモノ」を判断の基準としていることから、

出典の明記によって教科書での使用実態があることを明らかにしつつも、最重要と見

なさない「主観的」な判断を下したことを示すものと思われる。 

 なお、出典表示のある語のうち、National 第 5 巻が最も多く 181 語、次いで Swinton

第 5 巻が 136 語、Longman’s 第 5 巻が 56 語、World 第 5 巻が 48 語、Imperial 第 5

巻が 46 語、Union 第 4 巻が 40 語となっている。National 第 5 巻を出典とする語に

は、「最大形」に aft. (after), baptize, boast, crater, reel, staple(1)(主要産物), stratum, 

truce があるが、これらは、他の教科書には無いが重要な語、と判断されたものと推

測される。また、「中形」には agave, aisle, alack, amulet, andiron, argosy, aroma, 

arras, arsenal など、「最小形」では arborescence, boxhauling などがあるが、これら

は National 第 5 巻では使用実態があるが、著者たちは重要と判断しなかった語、と

いうことであろう。 

 

６．語彙選定研究における『英語之基礎』の位置づけ 

欧米における1920～1930年代のVocabulary Controlに関する代表的な研究を挙げ

てみたい。 

a) Thorndike, E. The Teacher's Word Book. Teachers College, Columbia Univer-  

  sity, 1921. 

b) Dewey, G. Relativ Frequency of English Speech Sounds. Harvard University 

  Press, 1923. 

c) 4,000 Most Essential English Words: A Basic Literacy Test. Haldeman-Julius,  

  1924. 

d) Horn, E. A Basic Writing Vocabulary: 10,000 Words Most Commonly Used in 

  Writing. University of Iowa Monographs in Education, No.4, 1926. 

e) Ogden, C. K. Basic English. Kegan Paul, Trench, Trubner, 1930. 

f) Thorndike, Edward L. The Teacher’s Word Book of the 20,000 Words.  Teachers  

  College, Columbia University, 1931. 

g) Ogden, C. K. The ABC of Basic English. Kegan Paul, Trench, Trubner, 1932. 

これらは日本で作られた以下の語表 (1～11) に影響を与えた。掲載語や重要度決定の

際に a)～g)を参照したものには、[ ]内に記号を示した。 

1) 帝国学事部『英語最重単語要覧』弘道閣, 1925. [c] 
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2) 平井正之(編)『英語基礎単語 4000』タイムス出版社, 1926. [c] 

3) Interim Report on Vocabulary Selection. IRET, 1930. 

4) Second Interim Report on Vocabulary Selection. IRET, 1931. [a, b, d] 

5) Faucett, L., and Maki, I.『英語重要単語の統計的研究』松邑三松堂, 1932. [a, d] 

6) 長沼直兄『標準英単語表』開拓社, 1932. [4] (※上記 4 の語表に基づく) 

7) 竹原常太『ソーンダイク基本英語単語』大修館書店, 1934. [f] 

8) 赤尾好夫(編)『英語単語の総合的研究』旺文社, 1934. [a] 

9) 高田 力『ベーシックの ABC』研究社, 1934. [e, g] 

 日本の語彙選定に影響を与えた海外の研究を含め、ここに挙げたどの語彙表よりも

『英語之基礎』は古いのである。市河 (1935) は Ayres (1915) A Measuring Scale for 

Ability in Spelling を「語彙統計の業績としては最初の注目すべきもの」(p.61) とし

たが、それと同じ出版年である。また、語彙選定の歴史を述べた Bongers (1947) が

“The First Foreign Language Word Count”(p.36)として紹介する Keniston, H. 

“Common Words in Spanish.” (Hispania III, March 1920, 85-96)や、Fries and 

Traver (1950)が“the first modern foreign language count for purely pedagogical 

purposes”(p.34)とする Henmon, V. A. C. A French Word Book Based on a Count of 

400,000 Running Words. (University of Wisconsin Bureau of Educational Research 

Bulletin, No.3, September, 1924) よりも古いのである。欧米における英語や外国語

の語彙選定の歴史と比べてみても、『英語之基礎』が世界に先駆けた研究であったこと

が分かる。 

 『英語之基礎』で示された語彙選定方法は、教科書に用いられたかどうかを調べた

上で、主観的な判断を下すというものであったと思われる。教科書を調べる方法は、

その後、菅沼太一郎 (1935)『統計的研究・各学年別中学標準英単語』(慶文堂書店) に

よって組織的、統計的に行われ、戦後の日本の語彙選定方法へと引き継がれていった。

菅沼はその選定方法について、以下のように述べている。 

これらの教科書一つ一つに含まれている標準語彙についてみれば無論完全なものと

は言えないが、現に広く行われているものであり、それぞれ英語教育の目標の実現に

最善をつくして作製された書物であるから、種々雑多な材料を調査するよりも、 は

るかに有効に目的を達することができるであろうという考えに基いて、教科書を第一

調査資料とした。(菅沼, 1953, p.12) 

やがて教科書を調査資料とする方法は、昭和 30 年代に始まる学習指導要領の別表 (い

わゆる「必修語」) の選定の基礎としても用いられるようになるのである (馬本 2000)。 

 

７．結論 

 これまでの検討の結果、『英語之基礎』の語彙選定について、次のようにまとめるこ

とができるであろう。 

1) 重要語を選ぶ基準は、「教科書にある語」「記憶するほかないもの」である。 

   結果は、ソーンダイクの語彙統計に見られる頻度上位の語と異なっている。 
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2) 語源を利用した学習が可能なものは、「最重要」と位置づけられていない。 

   記憶の難しさが重要度の指標として用いられている。 

3) 教科書を調査した上で、著者らの「主観的判断」で選定したものと思われる。 

 また、歴史的な検討から、次の二点を推論するに到った。 

1) 外国語としての英語教育のための、教科書を調査対象とした語彙選定としては、 

   世界初の試みではないか。 

2) 後に広く日本で行われる、教科書を素材とする語彙選定方法の基礎を築いたと 

   言えるのではないか。 

 こうした『英語之基礎』の語彙選定と、そこで示された学習法は、現代の語彙習得

論を先取りした感がある。語彙習得の諸相を網羅的に論じた Nation (2001) は、英語

でアカデミックな勉学を志す第二言語学習者は、まず高頻度語を 2,000 語、次いでア

カデミックなテキストで用いられる語を約 600 語学ぶのがよいと述べている (pp. 

17-18)。『英語之基礎』の「最重要語」約 2,200 語には、高頻度であっても記憶の負担

が少ない語は含まれておらず、一方で上述のような専門分野の語が含まれている。 

 最重要語はただ闇雲に練習によって覚え、それ以外の語は語源や接辞によって覚え

ることが奨励されているが、この点に関連した言及も Nation (2001) に見られる。彼

は、訳語とペアで学ぶいわゆる「脱文脈化学習」は決して過小評価されるべきではな

く、短期間で多くの語を覚え、記憶の保持にも優れた方法としている (p.298)。語幹

や接辞の知識を用いることもまた、学習者の語彙増強を素早く達成する手助けとなる

と指摘している (p.316)。『英語之基礎』の先見性を示すものとして興味深い。 

 上述した 1920～1930 年代の日本の語彙選定研究のうち、『英語之基礎』に言及した

ものはない。十分に省みられなかった理由として、選定語が客観的な頻度によらず難

度の高い語を含んでいたこと、明確な語数を掲げていないこと、また「最大形」と「中

形」の区別がやや曖昧であることなど、いくつか挙げることができるように思われる。

しかし、世界の語彙選定研究の先駆けであり、また現代の語彙習得研究との接点が見

られる点において、『英語之基礎』は見直されるべき研究であろう。 

 

註 

本研究は、日本英学史学会第 43 回全国大会 (2006 年 10 月 22 日、台東区民会館) お

よび同第 44 回全国大会 (2007 年 10 月 21 日、桃山学院大学) での口頭発表に基づい

ている。なお、県立広島大学平成 18～20 年度重点研究補助金の助成を受けた。 

 1) “Vocabulary Control Movement”をカウイー/赤須・浦田訳(2003)では「語彙制限

の動き」と訳している。「語彙制限」には語数を限定するという含みがあるが、本稿に

おいて「どう選ぶか」を中心に論ずる際は、「語彙選定」という言葉を用いた。 

 2) 学校の草創期を扱った論考に定宗 (1980, 1981)、皿田(1997)、竹中(2003)がある。 
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