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将来を見通した語彙指導
しまね学力向上プロジェクト教科リーダー養成事業研修成果報告会

平成２５年２月２０日

松江北高 八幡 成人

０．チョットした要領（コツ）を 努力×要領（コツ）＝ 結果

(例）憂鬱
ゆ う う つ

industrial(産業の）― industrious(勤勉な) ※混同しやすい

１．単語暗記の重要ポイント
★エビングハウスの忘却曲線…１時間後に５６％忘れる。１日後で７４％忘れる。

１ヶ月後には７９％忘れる。

知らない単語は聞きとれない！
クイックレスポンスにこだわること！（考えて意味が出てくる単語は未学習語）
反復練習をこなせ！
単語は必ず音と意味を覚えようとすること！(発音記号はあてにならない）綴りは後

―木村達哉『キムタツ式灘校生が実践している TOEIC900点を当たり前
のように取るるためのパワフルメソッド』（角川書店）

２．接頭辞・接尾辞・語幹を利用 ～14個の接頭辞と５０の語幹を

【名詞】 しょんめんたんす意地悪わい 【第一法則】動詞⇒名詞
-tion -ment -ance -age -al -y

ネスに会いていわい 【第二法則】 形容詞⇒名詞
-ness -ity

【動詞】 縁があったらはいいーぜと合図する 名詞⇒動詞
-en -fy -ise -ize

【形容詞】 ある朝行くわい降るあぶるいぶっていぶる一種類
-al -ous -ic -y -ful -able -ive -ible -ish -ly

【反意語】 あんみついんですのん
un- mis- in- dis- non-

【副詞・形容詞】るいるい 形容詞⇒副詞 名詞⇒形容詞
-ly -ly
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※ adopt と adapt この２つはよく似ているので混同しやすい！
単語の意味は機械的な暗記ではなく成り立ちにも注目せよ！

ad ＋ opt cf. option(選択肢)

～の方へ 選ぶ → 採用する

★こうして覚えておくと忘れない！

ad ＋ apt cf. aptitude(適性) aptly（うまく）

～の方へ ふさわしい → 適合させる、改造する

【参考】八幡成人『英単語はアタマ・オナカ・シッポで攻略だ』（自費出版、2011年）

３．語感を利用 ～ネイティブ音感

sp-は「飛び出す」 d-は「暗さ」「陰鬱さ」
spark(火花) die(死ぬ)
spin（急速に回転する） dim（薄暗い）
spit（つばをはく） doom(悲運)
spank（ぴしゃりと打つ） dreary（陰鬱な）
splash（はねる） dull（鈍い）
spring（飛び跳ねる、春、泉） dearth（欠乏）
spray（飛び出す） drag(引きずる)
sprinter(短距離走者) drift(漂う)
sprout(芽) drip（ポタポタ落ちる）

drop(落ちる)
drown(溺れる)

gl-「キラキラ」 fl-「ひらひら」 sh-「鋭い」 m-「ぶつぶつ」
sl-「遅い」 cr-「しわくちゃな」 sn-「鼻」

【参考】「音から単語の意味がわかる！ネイティブ流・新感覚ボキャビル術」

CNN ENGLISH EXPRESS 3 (2013) (朝日出版）

◎ad（～の方へ）を含むさまざまな単語
admit（～の方へ送る→認める）
advise（～の方を見てやる→忠告する）
adjust（正しい方へ→適合させる）
admire（驚く方へ→賞讃する）
accept（取る方へ→受け入れる）
attract （ひきつける方へ→魅了する）
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３．単語の中心イメージを利用 ～「多義語」の指導

draft の中心イメージは「引く」です。
元々の由来は「漁船が網を引く」ことにあります。

※そこから転じて「一網の漁獲高」という意味にもなる。網を引いて魚が積まれた結果船が重くなる。そこか
ら「喫水(船が水中に沈み込む部分)」という意味も生まれた。

これ以外にさまざまな「引く行為」「引かれたもの」を draft は表します。具体的には以下の通り。

(1)「下書き、線画、設計図」「草案(稿)」

※「線を引くこと → 下書き、線画、設計図」また「草案(稿)」という意味が生まれた。動詞と

して「下絵(書き)を書く、草案を書く」という意味にもなる。

(2)「(牛・馬等が車を)引くこと」

(3)「(酒類の)樽抜き」

※樽から酒を引き出すこと。ドラフトビールの draft は「加熱殺菌されていない生のビールを樽
から抜き(取り)出す」こと。

(4)「ひと飲み(の量)」

※水を胃袋に引き入れること。

(5)「徴兵、招集」「選抜隊」

※若者を兵士として軍隊に引っ張ること。動詞としても用いられる。

(6)「(スポーツの)ドラフト制度」

※良い選手を自分のチームに引っ張ること。

(7)「(資金・食料等の)調達」「手形、小切手」

※「手形、小切手」とはお金を引き出すもの。

(8)「すきま風」

※引っ張られるように吹く風。

【参考】山下りょうとく『語感で覚える重要英単語』（青灯社）

５．関連語を利用 ～まとめて覚えるのがコツ
派生語・同意語・反意語・類義語・同音異義語・カタカナ語・関連語彙

(例) イチゴを埋める ノミが逃げる

berry bury flea flee

６．綴りを間違いやすい単語に注意
松江北高での実践資料を日比野充直先生が作成

★「チーム八ちゃん」(http://teamhacchan.wordpress.com/)に登録済み

http://teamhacchan.wordpress.com/%29
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７．その他 ～役に立つものは何でも利用する
■１字の子音違いを利用する (例)ずるい スパイ 糸で脅迫

sly spy thread threat

■似たものを利用する (例)家族の飢饉 大学の同僚

family famine college colleague

■だじゃれを利用する (例)晩、納屋でね 字引く書なり

barn dictionary

ドーンと一発夜明けの大砲 雷さんだー

dawn thunder

生徒たちへ単語暗記のアドバイス
１．テキスト・問題集で出てきたどうしても覚えられない単語を復習時にカード化せよ！
２．意味は１つだけに限定して覚える（覚えにくいものは放っておいてどんどん先に

進むのがコツ）
３．単語カードはいつも持ち歩いて､暇があるたびに眺めろ！（すきま時間の活用）
４．単語は音が重要！発音できない単語は覚えられない！何度も繰り返し読め！
５．単語の暗記は長い時間続けるより、短時間で集中的に行い、それを何度も繰り

返すほうが効果的！
６．夜寝る前に暗記し、朝起きたときにチェックすると効果的（夜寝ている間に

記憶が短期記憶から長期記憶となり忘れにくくなる）
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８．自分で分析・検討・検証
(例１）八幡成人『英語センター試験対策本２０１３』（自費出版、２０１２年）に収録されてい
る「頻出語リスト２０１３」は、今年のセンター試験で、果たしてどれだけの効果があったので

しょうか？

Ａの発音問題 全１２語のうち、私の「頻出語リスト２０１３」に挙がっていたのは、genius,
medium, insurance, ★ serious, castle, ★ subtleの６語でした（５０％的中）。

【参考】問２の発音問題は、２００７年度の問１に、問３は２００９年度の問２(subtitle, subtleで今回と酷似！）
で出題されたものです。やはり過去問をやっておくことは大切ですね。同じ単語が繰り返し出題されることも
多いのです。

Ｂのアクセント問題 出題された全１６語のうち、私のリストに載っている単語は何と１４語で

す（８８％的中）：degree, ★ insect, ★ percent, ★ success, ★ energy, ★ photograph, ★ relative,
★ continue, dynamic, ★ hamburger, accurately, ★ architecture, historical, operator

【参考】ピアソン桐原は私の活動をご理解いただき、この本の最新２刷版を無料で先生方にお届けしています。

(例２）八幡成人(監修)中川右也・土屋知洋(編著）『センター試験英語過去問題集 文法・語法

頻出１７項目の演習 TREND 17』（ピアソン桐原、２０１２年）第２問Ａで出題された全１０問

のうち、８問的中！

問１ p.7 「almostと mostの使い方」
問２ p.9 「one/ another/ the other(s)の使い分け」
問３ p.27 「過去を表す＜助動詞＋ have ＋ Vpp ＞の形」
問４ pp.12-13 例題 （未来完了形）

問５ p.5 「that節に動詞の原形が用いられる動詞」(suggest, demand, insist, recommend)
問７ p.11 「前置詞 during「～の間（ずっと）」と while「～の間に）」の区別」
問８ p.5 put up with A「Aを我慢する」
問１０ p.5 turn down A「Aを断る」

【参考】スペースの関係で、同書に収録することはできなかったのですが、問９のkeep an eye on～「～から
目を離さない」という熟語表現も、２００４年本試験に出題された（問７）Would you mind ( ) an e
ye on my luggage while I make a phone call?が焼き直されての出題でした。長年センター試験のデータを取
り続け、データ分析の成果を「ハンドブック」に書き込みましたが、やはりデータは嘘をつきませんでした。

(例３）「チーム八ちゃん」で全国にネットワーク http://teamhacchan.wordpress.com/
英語指導資料共有サイト…全国の先生方自作の資料を閲覧・進化させていこうとする目的

現在会員約４００名 登録された英語指導資料 約１７０本

★会員ご希望の先生は上記ブログの「会員希望の先生方へ」をご覧下さい。

(例４）山下りょうとく先生の「ホームページ」の各種資料（ダウンロード無料)
http://ryoutoku.jimdo.com/ お薦め！

(例５)（近刊）八幡成人「受験指導のオリジナル教材」 『英語教育』５（大修館、２０１３年）
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松江北高英語科

語根

アタマ

★八幡のホームページ「チーム八ちゃん」(http://teamhacchan.wordpress.com/)も参考に。

tend
［動］｢傾向がある｣

←～の方へ伸びる

tender
［形］｢柔らかい｣

←よく伸びる

tense
［形］｢緊張した｣

←ぴんと伸び切った

tension
［名］ ｢緊張｣

tent
［名］ ｢テント」

←引っ張ったもの

attend
［動］｢注意する、出席する｣

←～の方へ心(足）を伸ばす

pretend
［動］ ｢～のふりをする」

←前に伸びる｢張り出す｣

extend
［動］ ｢拡大する｣

←外へ伸びる

contend
［動］ ｢争う｣

←一緒に伸びる

con 「一緒に」

ex 「外へ」pre 「前に」

ad 「～方へ」

●今日の接頭辞
ad 「～方へ」

ex 「外へ」

pre 「前に」
con ｢一緒に｣
in 「中に」

※こういう単語の勉強法を解説した
ものが八幡の『英単語はアタマ・オ
ナカ・シッポで攻略だ』（自費出版）
です。単語の勉強を一生続けたい人
にはずいぶん参考になります。

intend
［動］ ｢～するつもりだ」

←心の中で考えを伸ばす

in 「中に」

★『ライトハウス英和辞典』の｢単語の記

憶」欄を活用せよ！東信行・池田和夫(監修)

『語根で覚える英単語～語源によるラクラ

ク英単語記憶法』『語根で覚える英単

語プラス』（研究社）、山下良徳『語

感で覚える重要英単語』（青灯社）は

図書館にあり！勉強になる。 ★全部で１４個！

http://teamhacchan.wordpress.com/%29
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松江北高英語科

語根

アタマ

★八幡のホームページ「チーム八ちゃん」(http://teamhacchan.wordpress.com/)も

project
［動］｢計画する｣

←前の方へ投げる

reject
［形］｢拒絶する｣

←後ろへ投げる

inject
［動］｢注入する｣

←中に投げ入れる

object
［名］ ｢反対する」

←逆らって投げる

deject
［動］｢落胆させる｣

←下へ投げる

eject
［動］ ｢投げ出す」

←外へ投げる

subject
［名］ ｢主題｣

←下に投げる

adjective
［名］ ｢形容詞｣

←名詞の方へ投げ添えられ

たもの

ad 「～の方へ」

sub 「下に」ex 「外へ」

de 「下へ」

●今日の接頭辞

in 「中に」

sub 「下に」

pro 「前に」

re 「後ろへ」

de ｢下へ｣

ob 「～に対して」

re 「後ろへ」

pro 「前に」

in 「中に」

http://teamhacchan.wordpress.com/%29

