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歯科医学英語の授業（基礎編）Ⅱ
―授業形態と内容―

柴 家 嘉 明*

［１］序論

基礎編Ⅱでは、大学学部レベルにおける歯科医学英語の授業形態とその内容につ
いて、いくつかの提言を試みたい。

まず、歯科医学英語教育に関する最も基本的な考え方を、再度確認する。歯科医
学英語教育は英語教育の一部である。したがって、英語教育における最も基本的か
つ重要なことがらが、すなわち歯科医学英語教育における最も基本的かつ重要なこ
とがらである。そしてそれは、「音を身につけさせること」である。（注１）言い換える
と、「聞き取り、話す能力を身につけさせること」である。

この「英語において、最も重要かつ基本的事項は、音である」という認識は、歯
科医学英語の授業を実践する上で、首尾一貫して保たれるべきものであると信ず
る。（注２）極端な例を一つ挙げるならば、“The diagnosis of oral lesions is fundamen-
tally an exercise in clinical pathology.”という文が正確に読めるよりも、“It hurts.”
という文が正確に聞ける方が、大学学部低学年レベルにおいては、より基本的かつ
重要である。（注３）

ここであえて、歯科医学英語分野における理想的な聞き取り、話す能力を考えて
みると、それは、歯科医学英語の内容をその全範囲にわたり、聞いてほぼ全て理解
することができ、しかも同時に、それらの内容を英語で話す能力を有していること
であろう。

しかしこれは現実には、きわめて特異なケースを除き、学部レベルでは不可能で
ある。では何を聞き取り、何を話すことを目標とするべきであろうか。

［２］シラバス

ここからは、著者が歯学部２年生に対し１０余年にわたり実践、修正してきた歯科
医学英語の授業形態、授業内容を、一つの例として示すことにしたい。

*東京歯科大学 英語研究室
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はじめにシラバスを以下に示す。（注４）

教科の特徴
歯科医学英語において最も基本となる Key Words 約４００語を習得する。

１．一般目標（GIO : General Instructional Objective）
歯科医学英語における基本 Key Words 約４００語を、音、意味、使い方、綴り

の４つの面からアプローチすることにより、習得する。

２．行動目標（SBOs : Specific Behavioral Objectives）
１）歯科医学英語における基本 Key Words 約４００語を、正しく聞き取ることが

できる。また、基本 Key Words を含む文を、正しく聞き取ることができる。
２）基本 Key Words 約４００語を、正しく発音することができる。
３）基本 Key Words 約４００語を用いて、正しい文を作り、話すことができる。
４）基本 Key Words 約４００語の意味を、英語、もしくは日本語で言うことがで

きる。
５）基本 Key Words 約４００語を、正しく書くことができる。

３．方略（LS : Learning Strategy）
１）使用教科書「歯科英会話入門」から抽出した基本 Key Words 約４００語につ

いて、附属テープを用いながら、１語１語の音、意味、使い方、綴りを認識す
る。

２）各授業後半に、教科書以外の歯科医学英語会話文を聞き、空所となっている
基本 Key Words を聞き取る練習を行なう。

３）教科書各章の‘Useful Sentences’を音読し、また各授業最後に、４人から
成るグループが１グループずつ、歯科医学英語の内容の会話録音を行なう。

４．評価（Evaluation）
定期試験６０％、歯科医学英語会話録音４０％のウエイトとする。定期試験は、約

６５％が基本 Key Words 約４００語からの聞き取り問題。グループによる録音は、
個人の①発音、②リズム、③自然な感じ、の３要素に注目して採点。皆勤者には
総合点（１０点満点）に０．３点が加わる。
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教科書
「歯科英会話入門」 大庭 秀一、Donald G. Halliday 著 南雲堂

総授業回数
１４回

各回数と内容項目
１回 教科書 Part１ The First Appointment
２回 教科書 Part２ Oral Prophylaxis
３回 教科書 Part３ Operative Dentistry
４回 教科書 Part４ An Explanation of Dental Caries
５回 教科書 Part５ Endodontic Treatment
６回 教科書 Part６ Apicoectomy
７回 教科書 Part７ Extraction
８回 教科書 Part８ Post-operative Care
９回 教科書 Part９ Fixed Bridge
１０回 教科書 Part１０ Periodontal Treatment
１１回 教科書 Part１１ Hypersensitive Teeth

教科書 Part１２ Malocclusion
１２回 教科書 Part１３ Orthodontic Treatment
１３回 教科書 Part１４ Dentures
１４回 各グループによる歯科医学英語会話録音２回目、授業評価アンケート

［３］⑴一般目標（GIO）、⑵行動目標（SBOs）についての補足説明

目標を、教科書から抽出した基本 Key Words を身につけること一つに絞った。
ここで特に強調したいのが、「限定された数の Key Words」という点である。

日本の英語学習者が時に学習意欲を失う理由は、自らの英語能力習得進度の遅さ
よりも、むしろ習得すべき内容の「きりのなさ」にあると思われる。特に歯科医学
生においては、専門教科の学習による多忙のため、この「英語をやってもきりがな
い」という印象は、たとえば文科系の学生よりもさらに強い傾向があるように思わ
れる。限定された数の Key Words を身につけるという、到達可能な目標（attainable
goal）を掲げることにより、学生の英語学習意欲喪失の可能性が減じるであろう。
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そればかりか、これまで英語に興味を持てなかった学生が、この「専門の」「限定
された範囲の」英語を学んでゆく充実感から、歯科医学英語のみならず、英語自体
への興味を持つに至ったという例も、これまで少なくなかった。

［４］⑶方略（LS）１）についての補足説明

原則的に一回の授業に一課ずつ進み、それぞれの課につき２８前後の基本 Key
Words を身につけてもらう。 例として、 第１回（教科書 Part１ The First
Appointment p．４２～p．５７）において配布する教材を以下に示す。

Part 1 The First Appointment

KEY WORDS :
１．patient（p．４２）β ２．be expected（p．４２）α

３．be referred to－（p．４２）β ４．office（p．４２）β

５．to recommend（p．４４）α ６．to see a dentist（p．４４）β

７．medical history（p．４６）β ８．to prescribe（p．４６）β

９．antibiotic（p．４６）β １０．dental treatment（p．４６）β

１１．to prevent（p．４６）β １２．infection（p．４６）β

１３．dental anesthetic（p．４８）γ １４．to have an allergy（p．４８）β

１５．be allergic to－（p．４８）β １６．caries（p．４８）γ

１７．to take X-rays（p．５０）β １８．calculus（p．５０）γ

１９．dental floss（p．５２）β ２０．gum disease（p．５２）β

２１．topical fluoride（p．５２）γ ２２．cavity（p．５２）β

２３．to have an appointment（p．５４）β ２４．hygienist（p．５４）β

２５．to reschedule（p．５４）α ２６．complications（p．５６）γ

（α＝一般英語 β＝歯科一般英語 γ＝歯科専門英語）

（このプリントの裏面には、これらの Key Words の英語による定義・解説を載せ
ている。たとえば３．be referred to－に関しては、以下のごとくである。
to refer : If a person who is ill is referred to a hospital or a specialist, they are

sent there by a doctor in order to be treated.
英英辞典には、‘Collins COBUILD Learner’s Dictionary’を選んだ）
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ここで上の３．be referred to－（p．４２）β を例にとって、実際の授業における Key
Words の扱い方を示したい。

授業では、教科書附属テープをはじめに流し、個々の Key Word の箇所で止
め、その Key Word についての説明を行なう。この３．be referred to－の場合、以
下の本文の箇所をテープで流したところで、一旦テープを止めることになる。

Doctor : When she arrives, write her name, address and telephone number in the
record book. Be sure to ask her how she was referred to my office.

（「歯科英会話入門」大庭秀一、Donald G. Halliday 著 南雲堂 p．４２）

次に「be referred to－は『－に紹介される』の意味」と簡潔に意味を説明した
後で（注５）、この Key Word を含む部分“Be sure to ask her how she was referred to
my office.”を、２、３回繰り返し流す。（注６）

さらにこの動詞‘refer’を、純粋に音の見地から、発音記号を書いたり、アク
セントの位置を指摘したり、教員が実際に何度か発音したりして、この‘be referred
to - ’という Key Word の「音」に対する必要十分な理解をはかる。

この時点において、この Key Word に関し、上に述べた「基本 Key Words 約４００
語の１語１語を、音、意味、使い方、綴りの４つの面からアプローチすることによ
り、習得する」における、「音」の面が完了したことになる。

次に「意味」と「使い方」を、はじめに提示した「－に紹介される」という意味
を再び喚起した後、さらに正確に理解してもらう。

すなわち‘refer’を使った簡単な例文を示したり、この単語は、医学用語とし
て用いる場合、
「医師（＝主語）」＋ refer ＋「患者」＋ to ＋「専門医」（または「病院」）

「『医師』が『患者』を『専門医』または『病院』に紹介する」
という形で使うことや、これがしばしば「患者」を主語とする受け身形で用いら
れ、その場合にできる形が‘be referred to -’であること、同じ「紹介する」で
も‘to introduce’とは異なること、等を説明する。（注７）

この時点において、上述の「意味」と「使い方」の面が完了したことになる。
最後に「綴り」の面を、必要がある場合は説明したところで、一つの Key Word

に関するアプローチが終了することになる。この例の場合は、アクセントの位置を
再確認した後で、‘referred’の下線部分を示すことになるであろう。

このようにして Key Words１語１語を扱っていき、各章の本文を終え、各章末
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の「覚えておきたい重要表現（Useful Sentences）」まで来たところで、この重要
表現の各文をクラス全体で音読する。この重要表現には、その章に出てきた表現の
中で特に重要なものが選ばれているので、その音読は効果的と言える。たとえ授業
で扱う Key Words 以外の表現がここに含まれている場合でも、重要であるとして
音読の対象とする。

以上で授業時間の１／２から２／３は費やされるであろう。ここで学生たちに、今
日学んだ Key Words を復習する時間を５分前後とることも一つの方法かもしれな
い。

［５］⑶方略（LS）２）についての補足説明

以下は第７回（教科書 Part７ Extraction p．１１４～p．１３３）の授業後半におい
て配布する教材である。配布前にテープを一回流し、学生に会話の全体像をつかん
でもらうのも一方法であると思われる。

Dental English No．７

Dentist : In order to eliminate the ______________ and permit ______________ of
the tooth, it will be necessary to do root canal treatment on your tooth.

Patient : What is root canal treatment? It sounds terrible.

Dentist : It’s really not so bad. First I will give you an ____________ so that there
will be no _______________ .

Patient : I don’t like pain.

Dentist : Then I will make a hole through the top of the tooth which leads into
the root canal in the center of the root.

Patient : What is in the canal?

Dentist : There are _____________ _____________ , connective tissue and nerves
there.

Patient : Is it OK to do that?
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Dentist : These tissues have _______________ _______________ due to the large
_____________ in your tooth. If we do not clean out the infected tissues,
the disease will spread into the bone causing more discomfort and perhaps
even loss of the tooth.

Patient : I don’t want to lose the tooth.

（「英語で患者と話そう！」Thomas R. Ward 著 クインテッセンス出版 p．１０）

＊空所には上から順に、‘infection’、‘restoration’、‘anesthetic’、‘discomfort’、
‘blood’、‘vessels’、‘become’、‘infected’、‘cavity’が入る。これらはすべて
既習の Key Words に含まれる。（これは第７課であるから、７課終了時点にお
ける既習 Key Words）

上の英語文を全体として数回流す。特に空所のある箇所は、その箇所を数回繰り
返し、学生各自が補充する時間を与える。

次に答え合わせとなるが、これは学生一人ではなく、二人以上のグループによる
方がうまくいくようである。著者はかかる作業と、以下に述べる録音には、４人グ
ループ（初回の授業で知らせ、固定）を採用している。

［６］⑶方略（LS）３）についての補足説明

前述の通り、「教科書各章の‘Useful Sentences’を音読」の部分は、授業前半
部最後に行なう。そして授業全体の最後に、この「４人から成るグループが１グ
ループずつ、歯科医学英語の内容の会話録音」を行なう。

各授業を５分～８分早めに終了した後、あらかじめ指定された４人のグループ
が、研究室まで移動し、着席後、マイクに向かい、まず各自の名前を言い、それか
ら前回の授業で学習した章末の‘Useful Sentences’を７文ずつ読む。４人が読み
終えたら、歯科に関する会話を２～３分、英語で行なう。

この会話は、理想としては原稿なしで、自由な歯科英会話をしてもらいたいわけ
だが、実際にはなかなかそうはいかない。それが可能な学生もいるが、４人全員と
いうわけにはいかず、結局学生は原稿を書いてくる。それをただ読むのではなく、
なるべく覚えてくるよう奨励している。「発音」、「リズム」は重要であるが、それ
にも増して、言葉としての「自然な感じ」が重要であると考えるからである。

東京歯科大学教養系研究紀要 第 24 巻（2009）

― 7 ―



いずれにしても、この会話をするにあたり、学生は多くの歯科医学英語 Key
Words を使うことになる。２年生の段階では専門的な話ではなく、一般的な歯科
英会話が期待されるが、それでも‘gum disease’、‘cavities’、‘orthodontic treat-
ment’等、学習した Key Words が頻繁に使われる。

二回目の録音は、最終回の授業日に行なう。この日は録音のみで、全員の学生
が、指定された４人のメンバーではなく、１人～５人の自由なメンバーで録音する
ようにしている。またこの時は、時間の関係もあり、‘Useful Sentences’の音読
は行なわない。

［７］⑷評価（Evaluation）についての補足説明

評価の式は
［成績］＝［定期試験］÷２＋［録音］＋ α （α は出席点）

である。定期試験は１２０点満点である。うち８０点分が Key Words のリスニング問
題で、各２点×４０問としている。試験時、テープを各文で止めながら、通して２回
流す。以下に問題例を挙げる。

１．Prepare room number two for the first ____________________.
２．Who ____________________ you to my office?
３．The soft red stain is ____________________ ____________________.
４．I thought that I cleaned my teeth very ____________________.
５．We can start now. It shouldn’t ____________________.
６．A toothache or ___________________ will eventually develop in a tooth that’s

____________________.
７．Try to stop ____________________ and ____________________ your teeth.
８．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ is the hard outer tooth ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．
９．The pulp of the tooth is made up of nerves and ____________________

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．
１０．I’ll write you a ____________________ for it.

（空所には上から順に、‘patient’、‘referred’、‘bacterial’、‘plaque’、‘thoroughly’、
‘hurt’、‘swelling’、‘infected’、‘clenching’、‘grinding’、‘Enamel’、‘layer’、
‘blood’、‘vessels’、‘prescription’が入る。これらはすべて Key Words に含ま
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れる）

また、１２０点のうち２０点分が、四者択一問題である。これは、教科書の中の短文
から正しい Key Words を選ぶというものである。これを各２点×１０問としてい
る。以下に問題例を挙げる。選択肢はすべて既習 Key Words である。

１．Gum diseases are a common cause of（drain, halitosis, molar, diagnosis）．
２．Sometimes my tooth is（sensitive, pain, front, operative）to cold.
３．Be sure to rinse the extraction（decay, incision, symptom, area）well.
４．And what if the（measuring, swollen, X-rays, condition）is not treated ?
５．I hope that didn’t（anterior, bother, perform, recede）you too much.
６．Does anyone in your family have a similar（disarrangement, malocclusion,

hypersensitive, mobile）of the teeth?

そして残りの２０点分が、「歯科に関するエッセイ」である。歯科領域における特
定のテーマについて、あくまでも自分自身に引きつけ、自分自身の言葉で書くこと
を要求している。未だ２年生であるため、専門的内容ではなく、一般的内容でしか
も論理的な文章を求めている。したがって、前述４頁にある（β＝歯科一般英語）
の Key Words が多く使われることになる。

最後に、グループによる録音の評価について。これは無論、個人個人の「話す能
力」を評価するものである。その際に「発音」、「リズム」、「自然な感じ」の３要素
に着目するが、特に「自然な感じ」を最重要要素として、［２４、３１、３８、４５］点の
４段階で採点している。（定期試験と録音の両方が満点の場合、１２０÷２＋４５＝１０５
点となる）たとえば、発音が native speaker レベルであっても、「自然な感じ」に
乏しく、生きた言語として聞こえてこない英語は、３１点または３８点となる。逆に、
発音が日本語訛りをかなり残していたとしても、「自然な感じ」が豊富かつ適切な
英語は、４５点が付く可能性がある。経験上、４５点の付く学生は、ふだんから英語を
話している学生、しかも論理的に英語を話す習慣を持つ学生である。

（注１）歯科医学英語の授業（基礎編）Ⅰ－名詞－ 東京歯科大学 教養系研究紀要 第２３巻
１頁「英語の音を身につける」を換言すれば、「英語における１２の母音と２４の子音を、
それぞれ正しく聞き分け、発音する能力を身につける。同時に、この３６種類の音の組み
合わせとしての単語や文を、正しく聞き取り、発音する能力を身につける」となるであ
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ろう。
（注２）授業では、「表意文字」と「表音文字」との違い、また世界の言語にあっては、その圧

倒的多数が英語を含む「表音文字」であること、したがって英語は「読む」という行為
ですら、根源的には「聞く」という行為であること（我々日本語を話す者は、漢字を「見
る」ように英語文、英単語を「見る」傾向があること）などを学生に再認識させること
も有効であろう。また、これに関連して、「日本語に訳す」という行為の持つ問題点に
ついて指摘することも、きわめて有効であると思われる。すなわち、英語を、その音を
基本としながら英語のまま、和訳することなく直接理解することの重要性、そのレベル
に到達するための努力の必要性、和訳はそれ自体が、厳密な意味では不可能な行為であ
ること、英語学習において和訳とは、英語を意識化するための助けに過ぎず、英語を内
在化させるプロセスにおいて、日本語訳は、最終的には認識されなくなる状態が望まれ
ること等を、折に触れ指摘することにより、学生は、英語を学ぶ際の最も基本的な態度
を再確認することになるだろう。

（注３）一例としての‘hurt’ではあるが、例えばこの単語の場合、音の類似する単語として、
‘heart’、‘heard’、‘hard’がある。これらの音を正確に聞き取り、判別できることの
方が、専門的な英語文を読めることよりも、学部低学年レベルにおいてより基本的かつ
重要であると考える。

（注４）このシラバスの前に、少なくとも１年間のコースの英語授業シラバスとその実践が存在
すべきである。そこでは歯科医学英語以前の、一般的な英語能力を高めるためのトレー
ニング、特に一般的英語のリスニング、スピーキングのトレーニングが十分になされる
べきであるとここに強調したい。著者もそれを実践してきた者であるが、この１年コー
スのシラバスはテーマから逸れるため割愛する。

（注５）あるいは、裏面の英英辞典による定義・解説をこの時点で参照する方法もあるだろう。
（注６）この繰り返しは重要であると考える。音の難しい単語は５回でも６回でも繰り返す必要

がある。これにより学生は、その単語の音の印象、理解を得るだけでなく、Key Words
の習得において最も重要なものが「音」であることを再認識するからである。

（注７）ここでは例として‘refer’という動詞を挙げたが、たとえば上の１４．to have an allergy
を説明する場合、‘allergy’という名詞自体の性格についての説明が望まれる。すなわ
ち、「アレルギー」は「抽象的（abstract）」である。なぜなら「アレルギー」は見えな
いし、触れないからである（quality or ideas のうち quality）。したがって‘allergy’
は「数えられない名詞」であるから、無冠詞の‘allergy’が本来の使い方である。こ
こで‘an allergy’とあるのは、したがって‘an allergy’=‘a kind of allergy’の意味
である。つまりこの‘an’の意味は、たとえば‘an office’の‘an’とは意味合いが異
なる、といったことに触れることが望まれる。あるいはさらに、次のように付け加える
ことも有効かもしれない。すなわち、この考え方は、歯科医学英語のみならず、すべて
の英語名詞に適用され得る。たとえば‘dream’、‘job’といった一般的名詞も、よく考
えてみれば、「抽象的」である。誰も「夢」や「仕事」を「見たり、触ったり」はでき
ないからである。すなわちこれらは本来「数えられない名詞」であるから、無冠詞の

‘dream’、‘job’が本来の使い方である。それを無理に「具体化」して‘a dream’、‘a
job’と使うことが多いというだけの話である。その場合はあくまでも、‘a kind of
dream’、‘a kind of job’の意味である。同様に、‘dreams’=‘kinds of dream’、‘jobs’
=‘kinds of job’の意味である。たとえ辞書にそう書いていなくとも、名詞はこのよう
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にとらえるべきであると著者は考える。なぜならば、辞書（英英、英和）による「可算
名詞（Countable nouns）」、「不可算名詞（Uncountable nouns）」の分類は、あくまで
も言語習慣（慣習）という観点から、頻繁に用いられる用法を列挙するものであり、そ
の名詞の本来の意味から導かれる分類（具体的、抽象的、「数」、「量」）からはずれてい
る場合があるからである。少なくとも歯科医学英語という natural science をベースと
する英語分野においては、名詞のとらえ方は、個々の名詞の本来の意味を考え、それが
まず「具体的」か「抽象的」かのいずれかであるという認識が、名詞のより正確な理解
と使用につながると信じる。（以上の議論の根拠については、「歯科医学英語の授業（基
礎編）Ⅰ－名詞－ 東京歯科大学教養系研究紀要第２３巻」を参照されたい）著者は最近
の授業では、名詞に関し、より単純に次のように説明している。「名詞はまず触ろうと
してください。触れなかったら「抽象的」なので「数えられない名詞」です。触れた
ら、それを二つに割ろうとしてください。二つに割ってもまだそれと言える場合は「数
えられない名詞［量］」です。二つに割って、もはやそれと言えない場合は「数えられ
る名詞［数］」です。「数えられない名詞」はすべて「数えられる名詞」としてあつかう
と、「種類」の意味になります。この点に関しては、辞書に頼らずに、自らこの方法で
名詞の意味と使い方を発見するようにしてください」
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