
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title
医学英語講読の授業 : 静的な読みから動的な読みへの転

換を求めて

Author(s) 柴家, 嘉明

Journal 東京歯科大学教養系研究紀要, 29(): 13-18

URL http://hdl.handle.net/10130/3543

Right



 1 

医学英語講読の授業 

― 静的な読みから動的な読みへの転換を求めて ― 

                柴 家 嘉 明 (Yoshiaki Shibaie) ＊ 

緒言 

 私たちは英語文、特に医学英語のような専門的な英語文を読む際に、

そこにある一語一句が、あたかも動かし難い完璧な文章であるかのよ

うな意識をもって読む傾向がある。この前提的意識は、英語文、とい

うより文章そのものを読んだ経験の未だ浅い学生にあっては、教員の

想像以上に強いものであると思われる。私はここ数年の自分の授業に

おいて、このいわば静的な読み（static reading）から動的な読み

（dynamic reading）への転換を学生の脳内に促すことが、「医学英語

論文を正確に読めるようになる」という当講義の目標実現のために必

要不可欠であると感じ、そのために工夫してきた点があるので、実際

に授業で扱った具体例をいくつか示しながらここに報告したい。 

 

具体例１. 

An Explanation of Dental Caries 

 

 上のようなタイトルを読む場合、一部の例外的学生を除きほとんど

全ての学生が「う蝕の説明」という意味を捉えて満足するようである。

このことは、その学生が頭の中で日本語に直している、あるいは英語

を英語として理解している、そのいずれの場合について同様である。

しかしこの読み方には、このタイトルの書き手が、なぜ  ‘The 

Explanation of Dental Caries’ としなかったか、という問いの観点が

欠落している。（ここで ‘Explanation of Dental Caries’ = ‘The   

Explanation of Dental Caries’ となるだろう。論文、記事等の見出し

や公的掲示等において定冠詞 ‘the’ は省略可能であるからである。） 

——————————————————————————— 
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 医学英語講読のような授業においてこのようなタイトルまたは文を

教員が解説する場合、この点を指摘する必要があると考える。すなわ

ち、「英語の個々の名詞は、特定/不特定の対の概念によりはじめに厳し

く分けられる」ことを踏まえた上で、次の点を指摘する。 

 

「特定する」とは「他にはない（他は意識しない）」ということ。 

「不特定＝特定しない」とは「他にもある（他も意識する）」というこ

と。 

 

 必要ならば以下のような例文を示す。 

 

例１） He is the leader.（＝リーダーは彼の他にはいない） 

He is a leader.（＝リーダーは彼の他にもいる） 

例２） These are the causes.（＝原因はこれらの他にはない） 

These are causes.（＝原因はこれらの他にもある） 

 

つまり ‘An Explanation of Dental Caries’ は、「う蝕の説明は他に

もある」という意味を含んでいるのであり、決して「う蝕の説明は他

にはない」＝「この説明がう蝕に関する唯一の説明である（意識に値

する唯一の説明である）」という意味を書き手が頭に描いて書いている

のではない、という点を理解してもらうことが肝要である。英語を書

く際に必然的に上のいずれかを選ぶ必要性がある。また同時に、この

意味内容を学生が自ら英語で書く場合、 ‘explanation’ を特定するのか

特定しないのか、のいずれかを、この観点から選んで正しい英語とし

て書けるよう指導することも肝要である。私は読み手の側によるこの

頭の働きを、この小論中で「動的な読み」と名付けることにしたい。

いわば書き手の頭の中の働きを想像し、個々の単語（特に冠詞。無冠

詞を含む）を選ぶまでのプロセスに（たとえそれが一瞬のプロセスで

あっても）注目するのである。 
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具体例２. 

What is a diagnosis? 

 

具体例１.同様、書き手がなぜ “What is the diagnosis?” あるいは 

“What is diagnosis?” としなかったか、学生の注意を喚起する必要があ

ると考える。まず前者は容易に消去されるだろう。「診断とは何か」と

いった大きな、言い換えると不特定、一般的な問いにおける名詞「診

断」が、特定の「診断」であるはずがないからである。これが例えば 

“How was the diagnosis formulated?” のような文であれば、特定の

「診断」であるから ‘the diagnosis’ が正しい。（上述の通り具体例１.

における  ‘Explanation of Dental Caries’ という可能な形は、

‘Explanation of Dental Caries’ = ‘The Explanation of Dental Caries’ 

（ ‘The’ は省略）という読み方になる。 ‘of Dental Caries’ により 

‘explanation’ は十分に限定（modify）されるため、その意味は特定の

ものとなるからである。以下に述べる「特定化」した形でありかつ不

特定であるところの ‘An Explanation’ はここで使用可能であるが、

「本来の」抽象的な意味を持ちかつ不特定である ‘Explanation’ は使

用不可能である。また、上記の「限定（to modify）」≠「特定 (to specify) 」

であることも確認したい。両者はいわば同じ方向性を持つが、イコー

ルではない。）  

では後者 “What is diagnosis?” はどうか。 ‘diagnosis’ は一個の名

詞であるから、はじめに [特定/不特定] で分かれる。これは不特定。次

にこの名詞の本来意味するものを「触（さわ）ろうとする」。すると「診

断」は「触れない」ので「抽象的」である。抽象的な名詞はすべて「数

えられない名詞」であるから、無冠詞の ‘diagnosis’ が本来の使い方で

ある。したがって “What is diagnosis?” は正しい。（この流れ（フロー）

については、「英語の名詞の使い方」（東京歯科大学教養系研究紀要 第

20 巻 pp.40-41, 2004）または「歯科医学英語の授業（基礎編）III — 教

え方の工夫と Key Word List —」（東京歯科大学教養系研究紀要 第 25

巻 p.8, 2010）を参照して戴けると幸いである）しかし書き手がこれを

あえて “What is a diagnosis?” としたのはなぜだろう。 
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ここで「動的な読み」をしてみると次のようになる。すなわち書き

手はここで、本来の意味の抽象的な「診断」を頭に描いているのでは

なく、その意味を、おおざっぱに言うと「具体化」、「特定化」、「個別

化」した上で「診断とは何か」と述べているのである。つまり「不特

定、一般的な」診断ではなく、「具体化された、特定化された、個別化

された、他のいかなる診断ではなく、いまここにある（想定する）一

つの（種類の）」診断を、頭に描いて “What is a diagnosis?” と述べて

いるのである。実際、この文に続く「診断」に関する説明文は、ここ

に引用はしないが、抽象的説明でありながらも、一つの具体的症例に

対する「診断」を想定して書かれたものとなっている。 

 

具体例３. 

We examined trends in inequalities in cancer mortality. 

 

 これも具体例１. 具体例２. 同様、書き手はなぜ “We examined 

trend in inequality in cancer mortality.” としなかったか、を問う。

‘trend’ も ‘inequality’ も ‘mortality’ も「不特定」かつ「触れない＝

抽象的」なので、本来の形は無冠詞かつ単数形である。（本文で ‘in 

inequalities’ は ‘trends’ を、‘in cancer mortality’ は ‘inequalities’ を

それぞれ限定（modify）しているが、それらの「限定」の度合いが「特

定（specify）」に届くまで十分でない。） 

 同様に「動的な読み」を試みると次のようになる。すなわち、書き

手はまず「傾向」の意味を、本来の抽象的な意味ではなく、おおざっ

ぱに言って「具体化」、「特定化」、「個別化」した上で、しかもそれを

複数のものとして「傾向」（＝この傾向、あの傾向）を調べたと述べて

いるのである。つまり繰り返しになるが、「具体化された、特定化され

た、個別化された、いまここにある（想定する）複数の（種類の）」傾

向を頭に描いて “We examined trends.” と述べている。 

 そして同様に、書き手は「不均衡」の意味を、本来の抽象的な意味

でなく、「具体化」、「特定化」、「個別化」した上で、しかもそれを複数

のものとして、癌死亡率の「不均衡」と述べているのである。「具体化
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された、特定化された、個別化された、いまここにある（想定する）

複数の」癌死亡率の「不均衡」（＝不均衡を表す複数の異なる数字）の

内に見出される傾向（これも複数を想定）を調べた、と述べているの

である。 

 

補足 

最後に蛇足かもしれぬが、以上論じて来た「動的な読み」と、日本

語に関する特質の一つである「言外の意をくみ取る、あるいは逆にく

み取ってもらうことを期待する」という言語的態度とは、峻別される

必要がある。 “It is difficult.” は「それは不可能です」という意味には

ならない。 同様に、“It is noisy.” は「静かにしなさい」の意味には、

“I don’t understand.” は「教えてください」の意味にはならない。こ

の「言外の意をくみ取る」態度への警戒は、若い読者の陥りがちなさ

まざまな形の「恣意的解釈」への警戒同様、医学英語担当教員が学生

に忘れさせてはならないものの一つであろう。 

 

 

 

Teaching Medical English Reading Class Seeking an Attitude 

Shift from ‘Static Reading’ to ‘Dynamic Reading’ among 

Students 

 

Yoshiaki Shibaie* 

* English Language Division,  Tokyo Dental College 

 

  The author has observed the students’ strong tendency to regard 

what is written and printed, especially academic writings such as 

those in the field of medicine, as something complete and 

unchangeable.  Since this ‘static’ reading attitude seems to prevent 

the students from learning to read medical English accurately and 

professionally, an attitude shift to ‘dynamic’ reading has been 
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sought in class.  This report shows and describes some examples 

actually used in class by the author. 

  One of the examples is, “We examined trends in inequalities in 

cancer mortality.”  The students are expected to ask themselves 

why the researcher(s) did not write, “We examined trend in 

inequality in cancer mortality,” which is grammatically correct, 

since ‘trend,’ ‘inequality,’ and ‘mortality’ are all unspecific and 

abstract in their meanings. 

  Then the students will share with the teacher the process, 

conscious or unconscious, inside the English-speaking (not 

necessarily the native speaker’s) educated mind in which the words 

‘trend’ and ‘inequality’ in the sentence are to be used after being, 

roughly speaking, ‘concretized,’ ‘individualized,’ and ‘brought into a 

“specific” meaning,’ for the contextually right usage of these words.  

 

 

 

  

      

  

 

 


