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　このたび，全国英語教育学会第 40 回研究大会記念特別誌『英語教育学の今－理論と

実践の統合－』を発刊することができました。

　全国英語教育学会（JASELE）は，1970 年代に当時の教員養成系大学の英語科教育法

担当の先生方や附属学校の先生方が中心となって，各地区で英語教育学会を設立したこ

とにはじまります。当時はまだ学問としての「英語教育学」という言葉には馴染みが薄く，

多くの大学で英文学と英語学だけが存在していました。英語教員養成のカリキュラムに

おいても，英文学，英語学がそれぞれ 6 単位に対して，教科教育法はその半分の 3 単位，

そして教育実習が 2 単位といった配分で学生に履修させるような状況が多くの大学で見

られました。このような中，日本の英語教育の将来を見据え，多くの先生方が何もない

ところから手弁当で学会設立にご尽力されました。

　第 1 回の全国英語教育学会連合研究集会は，1975 年 8 月 21 日から 23 日にかけて，

台風が吹き荒れる中，高知で開催されました。会場に駆けつけられない発表者も出るほ

どの悪天候とは裏腹に，集会は英語教育への意欲と希望で熱気に満ちた素晴らしいもの

となりました。この時に関わっていたのは，現在ある 8 地区学会の中では，中部地区英

語教育学会，中国地区英語教育学会，九州英語教育学会だけでした。同年，四国英語教

育学会，1977 年に関東甲信越英語教育学会，1979 年に東北英語教育学会，1997 年に

関西英語教育学会が加わり，最後の地区学会として北海道英語教育学会が 2000 年 2 月

に発足し，翌 2001 年 4 月に本学会に加盟しました。これにより本学会は全国各地を網

羅することとなり，全国英語教育学会の統一体が発足しました。このように，本学会は

創設約 40 年の歴史を持ち，現在では 8 つの地区学会に約 2,500 名の会員を擁するわが

国最大の英語教育学会のひとつです。英語教育が大きく変動する中で，その理論と実践

への貢献に大きな役割を担っていますが，その原点には教室現場の視点に立った各地区

学会があり，それが年月を経て最終的に統一体となったという経緯をいつまでも大切に

したいと考えています。

　本記念誌刊行に向けての準備は，2012 年 8 月の名古屋研究大会前日に開かれた第 1

回記念誌委員会に始まりました。各地区学会より 14 名の委員が，そして全国英語教育

学会からは顧問を含め 5 名が参加しました。そこで合意を得たのは，単なる資料集とし

ての記念誌ではなく，理論と実践の統合という本学会の特色を生かしたものを目指した

いということでした。

さらなる理論と実践の統合を目指して
全国英語教育学会会長　卯城　祐司（筑波大学）

巻 頭 言



　そこで，内容は教育現場に役立つものとし，20 周年記念誌発行から現在までの 10 ～

20 年間程度の研究動向（ARELE 最近の 10 年分のレビューを含む）と現状を整理する

ことで，20 年間の研究や実践の成果とその具体的な示唆を，小中高大の先生方に対して，

やさしい言葉で伝えるという方向性を固めました。さらに今後の展望を示し，英語教育

学研究がどのように実践に活かされているか，または活かすことができるか，といった

理論と実践の統合の視点から，論考をまとめることにしました。また，記念誌の形式に

ついても，今後，10 年おきに継続して刊行が出来るように記念誌の「形」を整え，教

育現場の会員に対する示唆を重視したあり方を継続することなどが決まり，基本的な構

想がまとまりました。

　このため「資料編」は，学会ウェブサイトに「学会の沿革・歴史」というコーナーを

設け掲載することになりました。主に名誉会長，顧問の先生方にお願いし，学会のこれ

までの節目を年代順に掲載し，それをクリックすればいつでも内容を読むことが出来る

ようにし，非会員や若い研究者が簡単に本学会の成り立ちを理解出来るようなものを目

指して作成中です。

　本書は第 1 章から第 15 章にかけて，4 技能から小学校における英語教育，そして

ICT の活用に至るまで様々な分野の理論と実践を網羅し，また第 16 章に「各地区学会

における英語教育改善のための取り組み」として，全国の教室現場で行われてきた実践

の成果をまとめさせていただきました。あたかも同じ一人の執筆者が全ページを執筆し

ているように，全体で 1 冊の本として統一感が出るように心がけたつもりですが，内容

等につきましては，お読みいただいたみな様からご助言いただけましたら幸いです。

　本学会は特に，小中高の教室現場におられる先生方と大学の研究者，教師や研究者を

目指す大学院生・大学生，さらには行政の関係者が，同じ立場で理論や実践について語

り合うことが出来る魅力を持っています。これからも理論が教室現場の実践から真摯に

学び，また理論に裏付けされた確かな実践が行われるよう，さらなる理論と実践の統合

を目指していきたいと考えています。

　最後に，記念誌編集委員会委員長の斉田智里先生，同副委員長の合田美子先生，各章

をまとめられた編集委員の先生方，そして快くご執筆いただいた会員のみな様に心から

お礼を申し上げます。
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第1章
小学校における英語教育 

（外国語活動）

　小学校英語「教科化」の方針が，2013年12月に文部科学省「グローバル化に対応

した英語教育改革実施計画」で明確に示された。現在第5,6学年で行われている「外

国語活動」を小学校中学年で行い，小学校高学年では英語を教科化し，小学校におけ

る英語教育の拡充強化を図る。2014年度から体制整備等を行い，学習指導要領の改訂

を行い，2018年度から先行実施，2020年度から全面実施という計画である。小学校英

語の教科化が真に子どもたちのコミュニケーション能力の向上に資するために，小中

連携の在り方，発達段階に応じた適切な指導法，教員養成などの諸課題に対して，科

学的根拠に基づいた政策実現が今こそ強く求められる。本章では，このような観点か

ら，第1節　小学校「外国語活動」と中学校「外国語」との連携，第2節　学習者，第

3節　外国語活動の指導，第4節　教員の学習機会と教員養成，第5節　研究デザイン

とし，全国英語教育学会紀要ARELEに掲載された小学校英語教育に関する研究論文

のレビューを中心に，これまでの研究成果に基づく知見を整理し，今後の展望を示した。

キーワード

第1節	 外国語活動，学習開始年齢，認知的学習，文字指導

第2節	 学習者，発達段階，学習動機，学習方略

第3節	 アイテム学習（事例学習），自己表現，音素認識

第4節	 指導力，英語力，多様な学習機会

第5節	 縦断的な事例研究・実践研究，実験研究，調査研究



 

第1章 小学校における英語教育（外国語活動） 

 

1 小学校「外国語活動」と中学校「外国語」の連携 

 

1.1 小中連携を言語習得の視点から議論する  

 小学校「外国語活動」と中学校「外国語」の連携を論じる難しさは，「外国語

活動」導入に至る経緯の特殊性が関係している。1991 年，初めて小学校での外

国語会話等の推進が提言されたのが臨時行政改革審議会だったことが象徴する

ように，これは第二言語習得理論の知見に基づくというより，「政治的・行政的

配慮がより強い」（和田，2004，p.118）決定であった。文教政策的に行なわれ

た教育改革であり，理論的な裏付けは後追いをしてきた（和田，2011）事情を

考えれば，つじつまの合う議論をするのが難しいのは当然と言えよう。

その矛盾を鮮やかに指摘する発言を，図らずも 2012 年 3 月，関東甲信越英語

教育学会春季研修会において聞いた。ある発表者が，文部科学省が配布した DVD

を流して小学校外国語活動の現状を紹介したところ，「（DVD では）先生が『ハ

ロー』と『ロー』を伸ばして発音していたが，正しくは[həlóʊ]，二重母音であ

る。これをどう考えるか」という質問があったのである。これは発表者の意見

を求めたものだが，この質問に対する文部科学省の見解は，直山（2011a, 2011b）

が述べている。その要旨は，「アイ・ライク・アップル」は 6年 1組の中で通用

する英語であり，“I like apples.”は，教室外でも通用する中学 1年 1組の

英語である，小学校では外国語の技能を身につけることが第一の目的ではない，

それを踏まえて中学では正確さと適切さを教えてほしい，というものである。

英語科の教員免許を持たない小学校の先生が指導する現状では，この見解は

理解できる。しかし英語教育改革実施計画（文部科学省，2013）が，小学校高

学年において教科型・週 3コマ程度として新たな英語教育のあり方を公表した

現在，言語習得の視点からの議論は以前に増して重要であろう。もとより小学

校卒業，中学校入学という制度上の区切りが，学習者の認知的発達段階を明確

に区分するわけではない。また，中学で I like apples. と正確に言えるよう

繰り返し練習しても，実際には「アイ・ライク・アップル」になってしまう現

実もあるだろう。それならば，小学生にとって外国語習得は認知負荷が高いと

考えるのではなく，全体の連続した言語習得過程の一部分として小学校段階を

位置づけることが，小中連携を議論する上で必要なのではないか。この考えは，
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本学会の年刊誌 ARELEの最近の動向にかんがみて見当違いではなかろう。慣れ

親しむ以上の認知的学習が小学生に可能であることを示唆する研究が報告され

ているからである。本稿は，小学校外国語活動，および小学校で何らかの形で

行なわれた英語活動または英語教育（以下これらを総称して小学校英語と呼ぶ）

について，言語習得という視点から 2005 年以降の ARELE掲載論文を概観する。

  

1.2 小学校英語の効果は中学以降に持続するか 

2011 年度から小学校に「外国語活動」が導入され，小菅（2013）は，小学校

で養われたコミュニケーション能力の素地を生かした中学入門期の指導につい

て述べている。こうした地に足のついた議論がようやく行なわれるようになっ

たが，1990 年代から 2000 年代初めにかけて小学校英語導入の是非をめぐる議

論がさかんだった頃，学習開始年齢が早ければ最終的に到達する英語力も高く

なるだろうという楽観論が実証的根拠もなく広まった（高田, 2000）。学習開始

年齢を独立変数として行なわれた研究はわずかであり，しかも結果は一致して

いない（Takada, 2003；高田，2003）にもかかわらず，過度な期待があった。

この動向を憂慮して，Takada (2008)は小学校英語経験者と未経験者のリスニン

グ・ライティング・リーディング能力を中 1，中 3，高 2において通時的に比較

した（中 1はリスニングとライティングのみ）。どの技能，どの時点においても，

両者に有意差はなかった。さらに高 2の時点で学習への態度に関する簡単なア

ンケートも行ない，質的分析を試みており，これに関しても両者に差は認めら

れなかった。総合的な英語力を比較したものではないが，限られた調査道具が

明らかにする範囲において，小学校英語の長期的な効果は否定された。

一方，短期的効果については文字指導の効果が報告されている（Takada, 

2005）。小学校で文字指導を含めた英語の授業を受けたグループと，中学から英

語学習を始めたグループに，中 1の 7月と 3 月の 2回，初見テクストを音読さ

せた。7 月には経験者が未経験者よりも有意に優れていたが，3月にはその差が

消失した。綴りと音声の関係の把握は初心者に難しく，中学校において教科書

の音読が学習の重要な部分を構成することを考慮すれば，小学校におけるある

程度の文字指導が中学入門期の学習にプラスに働くだろうと述べている。

 

1.3 小学生に習得を目的とした英語学習は可能か 

音声や基本的表現に慣れ親しませることを目標とする小学校「外国語活動」
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では，模倣や繰り返しによる学習はしないことになっている。しかし Kashiwagi 

(2012)は，小学校高学年では認知的学習が可能であることを示唆している。こ

の研究の調査課題は，目標言語の表現に多く触れ，聞いたことを模倣する学習

（exemplar-based learning）により，小学校 3 年から 6 年の児童の認知的学習

が期待できるかというものである。調査対象者は，特定の動詞と動詞フレーズ

をコンテクストの中で豊富にインプットする授業を 5 回受けた。音声形式と意

味のつながりの理解を調査する事前テスト・事後テストを行なったところ，4

年生以上は need an umbrella, give a flower to X などの動詞フレーズをパタ

ーン認識する能力を備えている可能性が示唆された。3年生は場面やコンテク

ストに依存する度合いが高く，音声形式と意味のつながりにまだ気づかない。

しかし高学年では，意味のあるコンテクストでインプットを模倣したり繰り返

したりすることが，認知的観点からインプット処理を促す可能性があるという。

Kashiwagi (2012)は，小学校学習指導要領（文部科学省，2008）の内容を超え

た英語学習が可能であることを示した点で重要である。

文字の扱いについて，かつては「英語の文字と音声を同時に媒体として意思

の伝達を図ろうとすることは，小学校の子どもにとっては，負担が大き過ぎ」

る（文部科学省，2001）とされたが，小学校学習指導要領（文部科学省，2008）

は文字の取扱いについて「音声によるコミュニケーションを補助するものとし

て用いる」としている。2つのややトーンの異なる見解のそれぞれを，同じ研

究者が支持している。Hotta (2005)は，2001 年の文部科学省見解を支持するも

のと言えよう。小学校 3 年と 6年の児童を対象に，単語の文字情報と音韻情報

を別々に学習したグループと，同時に学習したグループの語彙習得を比較した。

音声によるテストと文字によるテストを事前・事後に行なったところ，音声テ

ストでは両者に差はなかったが，文字を認識するテストでは，別々に学習した

グループの方が優位だった。文字と音声で同時に提示されると注意資源が分散

され，音韻情報に優先的に注意を向けると示唆している。

 その後，綴りと音声の関係がローマ字と対応している語については，音韻表

象を利用して文字情報を処理できる可能性が示された。Hotta & Hirano (2013)

は，ローマ字を学習した小学校 3年生に，banana のようにローマ字の知識を利

用して音韻表象を形成できる単語と，bus や shoes のようにローマ字とは対応

していない単語を学習させ，その学習効果を調査した。その結果，ローマ字知

識を利用して意味にアクセスしようとする姿勢があることが明らかになった。
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既存知識を利用できる範囲において，音声によるコミュニケーションを補助す

るものとして文字を扱う（文部科学省，2008）利点を示唆していると言えよう。

 文字指導の効果を調査した研究には，Miyake et al. (2011)がある。小学 5

年，6年に絵本を見せながら読み聞かせる活動を週 1 回，4 カ月間継続して行な

ったところ，実施後の単語認識テストにおいて実施前より正答率が上がり，回

答に要する時間が短縮した。この結果から，絵本の読み聞かせ活動により，音

と文字の結びつきを伴う語彙の蓄積が促進されると結論づけている。文字を「音

声コミュニケーションを補助するもの」以上に扱う可能性を示唆している。

次に，認知メカニズムを扱った論文を 2 つ紹介する。Sakuma (2011)は小学校

1 年から 6年まで各学年の児童を対象に，ワーキングメモリ内の認知メカニズ

ムの特徴を明らかにした。日本語の記憶スパンの方が英語よりも大きく，6 年

生を除いて日本語・英語ともに上の学年ほど記憶スパンが大きい。この結果に

基づき，各学年の認知発達度に応じた指導を行なうべきであると述べている。

Murahata (2011)は，英語学習が児童の認知に及ぼす影響を調査したものであ

る。すべての事物を可算特性と不可算特性のどちらかの範疇に区分する英語の

母語話者は，形状に注目して対象物を認識するのに対し，日本人は材質に注目

して認識するという先行研究に示唆を受け，小学校英語経験者と未経験者に認

知タスクを与えた。結果は，学習経験量が増加するほど英語母語話者の認知反

応に近づくというものだった。これをただちに可算名詞・不可算名詞の導入と

関連させるのは短絡であろうが，学習量が言語形式への気づき高める可能性を

示唆した点で，おもしろい研究である。

最後に，学習方略の明示的指導に関する研究に Yamato et al. (2009)がある。

年間 20 回の外国語活動のうち 10 回，6年生には日本人教師が学習方略を明示

的に教え，5年生には担任と ALT が通常授業を実施した。その結果 6年生の動

機は高まり，方略使用への意識も高まった。処遇前にすでに実験群が統制群よ

り動機付けが高く，実験群と統制群の学年も異なることから，結果の解釈には

慎重を期すべきであるが，授業の要点の説明や活動後の自己評価などの学習方

略の指導が可能であると明らかにしたことは意義深い。

 以上のように 2005 年以降，小学生の認知的英語学習の可能性を示唆する研究

成果が ARELEに報告されているが，サンプル数の拡大や調査道具の洗練など課

題もある。今後これらの課題を乗り越え新たな知見を拓き，小学校英語の方向

性の議論に資する実証的根拠が蓄積することを願うものである。 〔高田智子〕 
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2 学習者 

 

2.1  学習者要因 

応用言語学，第二言語習得ならびに英語教育学において，半世紀にわたり様々

な学習者要因について研究が行われてきた。具体には，年齢，性差，適性，学

習・認知スタイル，学習方略，学習者オートノミー，学習不安や動機，個人差

など多岐にわたる。この中でも，年齢，性差，適性，学習・認知スタイルは教

育的介入が作用しにくいが，学習方略，オートノミー，動機など指導によって

変わる要因もある (Nakatani, 2005; 2006, Rubin et al., 2007; Sugita & 

Takeuchi, 2010)。児童は小学校 6年間で身体的・認知的・社会的にも大きく発

達する。そこで本節では関連するものをいくつか紹介したい。

(1)  年齢と臨界期の概念 

早期外国語教育の有効性を示すものとして Lenneberg (1967)による臨界期仮

説（Critical Period Hypothesis）が挙げられる。Penfield (1963)は，9 歳以

降，人間の脳は柔軟さをどんどん失い，言葉の学習に向かなくなり，第二言語

習得を開始する時期は 4 歳から 10 歳が適切であると述べている。その原因は臨

界期以前は脳の機能が未成熟であり，可塑性 (plasticity)が見られるが，臨界

期以後は脳の柔軟性が低下するためであると考えられる。脳は，図形を読みと

る能力，音楽などを聞き取る能力，全体を見る力，直感力などに優れた右脳と，

言語の読み取り，聞き取り能力，分析する力，思考力などが優れている左脳と

で出来ているが，9 歳までは右脳が活発でそれ以降は左脳が右脳をしのぐと考

えられており，その転換期を「9歳の壁」と呼んだりする。

 しかし，概して発音については臨界期が認められるとされ，米国在住の日本

人を対象に英語のリスニングと発音の調査を行った結果，思春期開始期を超え

ると母語話者レベルに到達するのは難しいとされる研究などがある(Aoyama, 

et al., 2008）が，臨界期以降の学習でも外国語習得は可能であるとされる研

究も多く，統一見解は出ていない (Johnson & Newport, 1989，Birdsong & Molis, 

2001, Bongaerts, 2005; Marinova-Todd et al., 2000,他)。例えば，中学生を

対象に調査した Kajiro (2007)の研究では，小学校以前の英語学習経験と発音

能力には有意な関係はないとし，Takada (2008)も，小学校で英語を 3年学んだ

グループとそうでないグループ間に英語能力において差が無かったとしている。 
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(2)  発達段階 

発達段階については，ピアジェが認識の発達を「感覚運動期（0～2歳）」，「前

操作期（2～7歳）」，「具体的操作期（7～11, 12 歳）」，「形式的・抽象的操作期

（11，12 歳以降）」の 4 段階に分けている。具体的操作期にあたる低・中学年

は，模倣・反復も苦にならない。全体的処理や身体を動かす指導なども好まし

い。また，形式的操作期にあたる高学年は物事を分析的に思考したり，知的好

奇心が満たされたりすることも必要になる。バイリンガル教育で言われている

挨拶などの基本的対人伝達能力 (BICS: Basic Interpersonal Communicative 

Skills) と，思考などを伴う認知・学習言語能力 (CALP: Cognitive/Academic 

Language Proficiency) といった言語能力モデルなども参考に，年齢に合った

指導が必要となろう。

(3)  性差 

  外国語学習における性差に関する研究は，発音や発話量などで，女性の方が

優位であると示されることが多い。これは女性の方がコミュニケーションに積

極的であり，ことばや文化に肯定的な態度を示したり，異文化や他国に対する

興味や社交性などがあったりなど，性格等の要因や，外国語が得意であること

で社会学的報酬を得る可能性が高いなど性差の影響に関する重要性も示唆され

ている（白井，2008；竹内，2007）。

(4)  適性 

  言語適性には，音をとらえて記憶する力，文法規則を見つけ出す力，意味と

形の関連したパターンを発見する力，暗記力の 4 つの要因があると言われ， 

MLAT (Modern Language Aptitude Test)などに代表される「外国語学習適性テ

スト」がある。しかし，適性は生得的なもので変えることは難しいと考えられ

ており，外国語学習の早さや容易さが多少左右されたとしても外国語が簡単に

マスターできるというわけではない。また，プライミング，潜在記憶，エピソ

ード記憶，ワーキングメモリ等の概念も適性と関係していると考えられる。  

Sakuma (2011)は，小学校外国語活動に参加している全学年児童のワーキング

メモリに関する認知的特徴について調査し，L1 の注意能力と口頭短期記憶能力

は L2 よりも優れていること，6 年生の口頭短期記憶能力を除いて，学年が進む

につれてそれらは増加すること，自動化は安定しておらず，L1 あるいは高学年
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の間でもいつも優れているとは限らないこと，高学年の聴解能力は低学年より

優れていること，聴解能力の様々な予測因子が各学年で見つかったことなどを

報告している。

(5)  学習・認知スタイル 

 学習に対するスタイルや知性について，Gardner (1998)は，多重知能説

(Multiple Intelligences)の考え方を論じ，「言語的」，「論理・数学的」（これ

までの IQ に当たる），「音楽・聴覚的」，「空間・視覚的」，「身体・動作的」，「博

物的」，「対人的」，「自己省察的」の 8種類の分類を示した。また，感情・情動

指数（EQ）なども含め，学習スタイルの違いは学習方略の違いにも関連し，小

学校英語の指導法にも活用することができる。また外交的な学習者が外国語学

習に向くとされたり，「場依存」（field dependent）と「場独立」(field 

independent)などの認知スタイルにより，外国語学習の方法が異なったりする

とされる。例えば，模倣・聴解タスクでは，場独立の学習者が優れたり，到達

度テストと場独立の度合いに相関があったり，教室内学習や筆記テストには場

独立が，教室外での言語習得には場依存の方が向いていると指摘されている 

(Brown, 1994) 

 第二言語学習が児童の認知に与える影響について Murahata (2011)は，個別

性に関する物体・物質区別タスクにおいて調査し，日本の児童は新しい物体や

物質の名前を覚える際に主に材質に依存しており，形態によるものはグループ

間で差が見られ，L2 により多くさらされている児童は材質から形態へと移行し

ていく傾向があったと報告している。

(6)  動機と学習不安 

動機には様々な要因が含まれており，学習に関する興味，関心，期待や満足

度，自己効力感 (self-efficacy) や学習信念 (self belief) (Graham, 2007)，

理想像 (ideal L2 self) (Dörnyei & Ushioda, 2009)，コミュニケーションを

したいという意思 (willingness to communicate:WTC) (Yashima, 2002)などが

含まれる。また，動機は様々な条件に影響される。特に，学習内容に対する個

人的興味等に基づき，学習自体が目標となる内発的動機と，試験・進学等の外

的な目的から，学習が手段となる外発的動機はいずれも重要であるが，1990 年

代頃から，Deci & Ryan (1985, 2002) に代表される，両者を連続体とし，自己
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決定性の高い動機（主に内発的動機）が第二言語学習に寄与するとした自己決

定理論が注目されており，これは自律した学習者を育成するためにも重要であ

る。また，コミュニケーションをしたいという意思を持ち，他者との協同的学

びや関わりの中で学び合う時，個人の理解や学習が進むと考えられており，ペ

アやグループなど協働学習も大切であろう。

心配，恐れ，自分に対する不信や不満などが複合的に生じる学習不安に関し

ては，自己肯定感 (self-esteem)，抑制 (inhibition)，リスク・テイキング

(risk-taking)など他の性格要因と結び付いていると考えられる。適度な緊張感

を与える不安は促進的不安 (facilitative anxiety)と呼ばれるが，子どもは曖

昧性への耐性やリスク・テイキングにおいて成人に比べて優位であると考えら

れ，学習者の不安のタイプなどを把握することで外国語学習の指導に結びつけ

やすいと考えられる。

(7)  学習方略 

外国語の学習方法に関わる方略で，「認知方略」，「メタ認知方略」，「感情方略」，

「社会方略」などがある (Oxford, 1990)。それらは，目標の解決のために，学

習者が意図的に取る方法並びにその組み合わせが大切だとされており （Macaro, 

2006），ストラテジーを明示的に指導することによる成果も報告されている。 

例えば，小学校外国語活動における学習方略指導の有効性について，Yamato, 

et al. (2009)は通常の英語活動の中に，方略指導を取り入れることで，英語学

習への動機づけと方略使用への気づきに効果があり，SOLT (Strategy 

Orientation of Language Teaching)を用いた結果，質と量の両面において通常

の授業と方略に関する介入の点で違いがあったことを示した。特にメタ認知方

略は学習者の省察を促し，目標設定―計画―実行―モニタリング―振り返り―

評価といった過程を経ることで，自己効力感や有能感も高まり，自律が進むと

考えられる。また，コミュニケーション方略の指導は，小学生の方略的能力を

育成するうえでも重要であろうと考えられる。また，リスニングテストと心理

的要因が小学校英語活動に与える影響について，Sakuma (2009)は自己評価と単

語の記憶法に気づくことがすべての学年で重要な心理的要因であるとしている。       

学習者要因について簡単に述べたが，小学校英語においては発達段階や個人

差を考慮して目標，指導内容，教材，教授法等を工夫し，動機づけを高め，自

己肯定感を促進する授業と評価のあり方を模索する必要があろう。〔泉惠美子〕 
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3 外国語活動の指導 

3.1 小学校における英語教育（外国語活動）における子どもの学び 

 2011 年より実施された小学校外国語活動の目標は, 「外国語を通じて, 言語

や文化について体験的に理解を深め, 積極的にコミュニケーションを図ろうと

する態度の育成を図り, 外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませながら, 

コミュニケーション能力の素地を養う」と述べられている （文部科学省, 2008）。

導入 3 年目, 英語に慣れ親しんだ 6年生が中学校に進み, 中学校の教師から

は「内容が聞ける」,「身近な語彙をもっている」,「英語圏以外の外国の文化

にも興味を持っている」という声が寄せられている。まず「聞いて大まかに意

味がわかる」ことは言語習得の重要な基盤となる。そして, 異なる言葉や文化

を深く理解し, 共に革新的に物事を考え協働する地球市民として異文化に出会

う原体験は重要である。本節では, 小学校外国語活動とその後の言語習得との

結びつきを考えた指導について論考する。

英語の内容に興味を持ち，耳を傾け，模倣してみる学び方は，「アイテム学習

（事例学習）」と言われる。これは, “Draw a square on it.”のように, 分析

されず丸ごと表現として言葉を使う学びのことを言う (Tomasello, 2003)。学

習者は, このような事例（exemplars）を蓄積し, その意味と音声形式を結ぶ手

続きを行い, 言葉のあいまいなルールを形成していく（Yamaoka, 2005）。教師

のインプットから使える「事例」に出会い, 他者とインターアクションを行い

ながら, 意味を音声形式にマッピングし分析を繰り返し行うプロセスがなけれ

ば, 言葉の産出には繋がらない（Ellis & Larsen-Freeman, 2009）。

しかし, 日本の EFL 環境では英語に触れる機会は十分ではないため, この手

続きを促進して, 付随的に言葉のルールの仕組みに出会わせることが大切であ

ると考えられる。また, 中学校以降では小学校での「アイテム学習」を継続し

つつ, 明示的文法知識を学び, 文法の誤りを自己修正できるよう導きたい。

 小学校外国語活動が, 日本の教育システムでそのスタート地点にある以上, 

ある一人の児童（学習者）にとって, 英語に触れる方法や順番が, 第二言語習

得研究と EFL への応用を踏まえず, それぞれの年齢で異なっていては一貫した

学びにはならない。換言すれば, 小学校の教室を覗いても, 大学の教室を覗い

ても, 「文字情報を見せる前に音声から内容に親しませるように教師が英語を

用いて学習者に語りかける場面」（focus on meaning）があり, 「英語のインプ
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ットに含まれる言語形式に注意を向け, 学習仲間と英語を使いながら文のパタ

ーンや仕組みに気づく場面」(focus on form)があることが大切であろう。

音声に親しむ→内容がおおまかにわかる→言葉のお皿（アイテム）が増える

→言葉のしくみに気づく 
 

3.2 外国語活動の指導 

(1) 学習習慣の基盤づくり 

 学習習慣には, 1)英語の音声や身振りから推測する, 2)積極的に友達と関わ

りながら模倣する, 3)意味に興味を持ち, 音声との繋がりを大まかに掴む, 等

が挙げられる。次のような活動はまず学習習慣作りとなる。

a.ジェスチャーゲーム→先生の好きなスポーツを英語で聞き, ジェスチャー

でペアに伝える （音声と身振り＆推測） 

b.足し算ゲーム→先生の見せる数字をペアで指を出し合って作る。

T: Can you make twelve in pairs (in groups)？（ペア＆グループ学習） 

(2) メッセージ（内容）の理解と音声 

a. ティーチャートークと言葉のしくみへの気づき 

児童が聞いて大まかに意味が分かるインプットであるためには, 指導者は文

法的に正しい文を自然に用いて, 児童の語彙や背景知識を最大限に活用し, ジ

ェスチャーや表情を加えて話す必要がある。楽しい繰り返しを入れたり, 繰り

返しの文の一部を入れ替えたりしながら, 英語の音声の特徴や文のパターンに

気づかせていく（structured input）。この気づきが見られるようになった場合, 

いつまでも音声のみの指導で, 気づきを文のしくみへと興味付けする指導がな

いと, 児童の学びは停滞する（Kashiwagi, 2012）。アイテム（事例）を記憶に

留め, 気づきを中学校以降の文法知識に繋ぐには, 小中連携による「focus on 

form の指導」と, 「音声から文字への指導」が, カリキュラムに組み込まれる

必要があるだろう。アイテム（事例）の蓄積はパターン発見の引き金となる。  

しかし, 現段階では,「音声面での指導」が行き届いているか進捗を見取りつ

つ進むべき内容であろう。図 1.1 は, 「小 6→中 1」でできる絵カード式の音声

による文章再現法（dictogloss）指導である（柏木, 2013）。これは, 2 人～4

人で協同し, 意味と音声形式の両方に注意を向けることができる方法である。
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先生は,アイテム表現を簡単に絵で紹介する。次に
一日の生活を英語で語る（例：My name is Takashi. 
I am an English teacher. Let me introduce my 
busy day. I get up at 6:00 a.m. I cook an omelet 
and I eat breakfast at 7:00 a.m. Then I go to 
school. I teach English seven times a day, 
etc.）。そのうち「ほら吹き話」が一つあることを
言っておく。生徒はペアで，先生の話を聞いて絵
を日課表に並べていく。生徒は時刻も聞き取れる
ので，どのあたりが「ほら吹き話」かロジカルに
掴ませるようにする。ここでは音声のやりとりが
中心である。 

 

図 1.1 『Hi, friends! 2』の Lesson 6 の発展指導例 

b. ストーリーの活用 

学習の初期から, 英語のまとまった話を聞き続ける力（テクスト能力）は大

切である（湯川他,2009）。絵本は, 児童が読み物そのものの楽しみに浸り, 限

られたやりとりにはない豊かなインプットを通して音声と意味を結びつける機

会をもたらす。繰り返して聞くうちに, 自然に丸ごと表現を覚えてしまうほど

染み込む指導を心掛けたい。また, 高学年の児童は絵本の筋を理解するのに, 

絵だけでなく書かれている文字にもすばやく目を移し音声とスペルをマッチさ

せながら語彙を拡げ, 様々な情報を総合して意味を推測しているという

（Miyake et al, 2011）。

 

(3) 自己表現活動 

 初めて外国語に触れるときには, 「自分のことを大人（他者）に伝えたいと

いう気持ちを抱かせるような対人関係」（小林・佐々木, 1997）の中で自己表現

をさせたい。しかし, 小学校における自己表現活動は, 「産出」（output）とい

うよりも「模倣と,無理なくできる言葉の入れ替え」に支えられる。教師の英語

のインプットでつつみ, 児童に output を急がせない工夫が大切である。児童の

言いたいことを引き出す絵やワークシートを活用し, 言い方を練る場面での教

師や ALT によるやりとりが「修正されたインプット」（modified input）になる

ように導き,児童に分かったという達成感を持たせたい。例えば,『Hi, friends! 
2』の Lesson 3 で,児童が 「自分のできること：I can play the recorder. I 

can play jump rope.等」を絵に描き, 教師が集めてシャッフルし，他の児童 A

に 1枚引かせたとする。児童 Aは絵を見て皆にヒントを出したいが，上手く英
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語が出てこなくても構わない。児童を主役にして教師の英語で助けつつ,意味の

あるやりとりになるように繋いでいくと再び子どもに届くインプットになる。

(4) 音声から文字への段階的指導とその時期 

 英語の音声面は, 英語らしい音の創り出し（発音）と, 音声と文字の結びつ

きの導入に分けられる。この両方を支えるのは音素認識の指導であるが, 日本

ではあまり指導されてこなかった。日本語は, 音と字が一対一対応する表音主

義に近く, 「つくし」は, 一つの音に一つの平仮名が当てられ音声と綴りであ

まり苦労することがない。英語は, 「a」一つでも, cat, take, father, water,

と多くの音を表す。教師は, 日本語と同じように英語もすぐ読めるはずだと思

い込みやすいのだが,現状の中学生が音素認識なしで「英単語が読める」のは記

憶型学習に拠るもので, 英語の音素認識（ship：/sh/i/p の三つの音素）をも

って個々の音素の発音で「読める」こととは, 異なると考えられる。

 表 1.1 は, アメリカ合衆国における移民の子どもたちが 5年をかけて受ける

指導「音声から文字への 5ステップス」（Bear et al, 2007）から,筆者が日本

に応用して整理したものである。今後,小学校ではステップ 1, 2 の音素認識指

導が重要だと考えられる（アレン玉井, 2010；リーパー, 2008）。また, ステッ

プ 3～5 が小中連携で時間をかけて行われることが大切であり,国語としてのロ

ーマ字の習熟徹底は,英語の音声と綴りとの違いに気づかせるための基本にも

なる。                                                   〔柏木賀津子〕 

  

表 1.1 音声から文字への 5 ステップス 

段階  概念 代表的な例 

1 
Pre-phonemic  
（音素認識以前）  

ローマ字指導の徹底 文字認識  
大文字・小文字の一致 音韻を聞き取る遊び 

2 

Phonemic awareness 
（音素認識） 
Blending（音をつなげて単語
を作る） 

先頭音の聞き分け 例（C-c/D-d）  
音素（phonemes）のカテゴリー 例（Odd-One-Out）  
音素をつなげる 例（cat： c/a/t） 

3 

Rhyme & Alliteration 
(終わりと出だしの音） 
Blending 
Within word pattern  
(真ん中の音） 

ライム sail- mail  
アリタレーション black-bloom 
単語パターン内の発見と一般化 : foot-wood 
音素をつなぐ bl-/st-/pl- m+ice/b+oo+k/ 
単語と綴り フォニックス基礎 

4 

Syllables  
（音節） 
Prefixes & Suffixes 
（接頭辞・接尾辞） 

音節単語のカテゴリー化 oc・to・pus 
オンセット・ライム gr・een  /p・ost 
単語カテゴリー（word tree）とコアの意味 
例（co-/–ation） 
単語と綴り フォニックス応用  

5 
Decoding 
(音素認識から読む） 
Advanced reading・writing 

音素カテゴリー化 フォニックスルールハント 
詩やストーリーをペアで読む（shared reading） 
絵と短いストーリーを書く 
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4 教員の学習機会と教員養成 

4.1 はじめに 

本章では，教員研修と大学における教員養成について検討する。このテーマ

に関しては，小学校における外国語（英語）活動に対する教員の意識を，小学

校教員を対象とし，アンケートを用いて調査する研究が主に行われてきている

（金澤・伊東, 2008; 小林・宮本, 2007; 川井, 2009; 北條・松崎, 2008; 階

戸, 2012）。それらの研究によれば，小学校教員は自らの指導力や英語力が不足

していると認識している。一方，小学校教員を志望する大学生が英語活動に対

してどのような意識を持っているのを調査した研究は散見されるのみであるが，

大学生も指導力や英語力に対して不安を抱いていることが報告されている（田

中他, 2013; 名畑目, 2014）。このように，これまでの英語教育研究から，英語

活動について，現職教員の研修と大学における教員養成が緊急の課題であるこ

とが分かる。効果的な教員研修（大垣, 2012; 金森，2012）や教員養成の在り

方（泉, 2012; 吉田, 2011）に関する論考は見受けられるが，これらは研究ト

ピックとしては新しく，十分なデータが蓄積されておらず，議論は充分に行わ

れていないのが実情である。それでは，教員研修や教員養成で身につけるべき

外国語活動を担う指導者の資質能力とはどのように定義されているのであろう

か。

4.2 資質能力 

文部科学省（2009）は，外国語活動を担う指導者の資質能力として，①児童

の発達段階を踏まえ，興味・関心を抱くような学習内容と活動を設定できるこ

と，②積極的にコミュニケーションを図ろうという気持ちを起こさせることが

できること，③英語の音声や基本的な表現に慣れ親しませることができること，

と捉えている（p.17）。①②の資質能力を考えたとき，学級担任が外国語活動に

欠くことのできない存在であると考えられる。③の英語力に関しては，流暢に

英語を話せないとしても，お互いにかかわりあって自ら英語に慣れ親しもうと

する学級担任の姿勢こそが児童の外国語活動の興味や関心を高める大切なきっ

かけになると捉えている（文部科学省, 2009: 17）。

英語教育研究者は，小学校外国語活動における学級担任の資質能力として，

教授法や教室運営などの指導力に加えて，英語力の重要性を指摘している（ア
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ダチ, 2012；伊東, 2011; 吉田, 2011）。そのような背景には，現場の教員が最

も重要な資質として英語力を認識していること（小林・宮本, 2007），現場の教

員が自身の英語力を不安視していること（4.1 を参照），英語活動経験者はそう

でない教員よりも指導力向上よりも英語力向上を望んでいること（伊東・金澤, 

2007; 金澤・伊東, 2008; 新谷・松川, 2007）などが挙げられる。しかし，小

学校教員が備えるべき英語の目標値まで踏み込んだ議論は行われておらず，ク

ラスルーム・イングリッシュ（あいさつや簡単な日常会話，指示表現やほめ言

葉など），外国語活動で扱われる語彙・表現（あいさつ，自己紹介，食べ物，動

物など），ALT と指導案を検討したり，児童の実態に合うように授業内容をアレ

ンジしたりするための一般的な英語力などの記述にとどまっている。

 文部科学省や英語教育研究者が示している外国語活動を担当する教員の資質

能力を身につけるために，4.3 で現職教員にはどのような学習機会があるのか，

4.4 で大学ではどのような教員養成が行われているのかについて検討する。

4.3 現職教員の学習機会 

 現職教員の学習機会には様々な形態が考えられる。第 1 に，教員は，「指導者

養成研修」「中核教員研修」「現職教員研修」など様々な教員研修プログラムに

参加することを通して，外国語活動について学ぶことができる。まず，文部科

学省・独立行政法人教員研修センター主催の「指導者養成研修」で，都道府県

の代表が，教科調査官，大学教授，指導主事，先進的に外国語活動に取り組ん

でいる学校の教員から，外国語活動の理論や実践を学んでいる。都道府県・政

令指定都市単位で実施する「中核教員研修」では，指導者養成研修の受講者が，

各都道府県及び市町村に戻り，研修の指導者となり，各学校において外国語活

動を推進する上で中核的な役割を担う教員に対して，研修を行っている。最後

に，中核教員研修の参加教員が，各学校に戻り，外国語活動担当教員や教員全

員に対して，「現職教員研修（校内研修等）」を行っている。

第 2に，教員が大学院で教育を受ける場合が考えられ，いくつかのパターン

がある。まず，従来の「修士課程」に在籍し，英語教育を専門としているコー

スに所属しながら，小学校の英語教育についても学ぶことができる。例えば，

東京学芸大学大学院修士課程では，小学校での英語の授業を構成する諸要素に

ついて概観し，研究対象として授業を評価する目を養うことを目的とした「英

語科教育学特論」等を開講している。また，外国語活動を指導するのに必要な

025

第4節　教員の学習機会と教員養成



 

資質や能力を学ぶことを目的としたプログラムで学ぶという場合もある。例え

ば，兵庫教育大学大学院修士課程「小学校英語活動プログラム」では，授業実

践力，教材開発力，英語運用能力を育成するための講義や演習が多数用意され，

公立小学校での実習や海外教育体験実習なども開講されている。さらに，2008

年から新設されたスクールリーダー（中核的中堅教員）の養成を目指した「教

職大学院」に在籍しながら，選択科目として外国語活動に関連する科目を修得

することも可能である。例えば，上越教育大学では「小学校英語授業づくり論」

等，宮城教育大学では「小学校英語活動特講」等が開講されている。

 第 3 に，教員は自ら外国語活動を実践することで，外国語活動について学ん

でいる。外国語活動担当教員の学習機会としては，上述した教員研修が最優先

として考えられがちであるが，教員は外国語活動を実際に経験しながら新しい

知識を手に入れ，学習しているのもまぎれもない事実である。また，教員自身

が，日誌，ポートフォリオ，教室の記録を作成したりしながらも日々学んでい

る。外国語活動が正式に実施され実践例も蓄積してきていることから，今後は

教師が主体的に学び改善していくという方向性に期待したい。その際，「アクシ

ョンリサーチ（action research）」という方法が参考になる。アクションリサ

ーチとは，「授業内における様々な問題を解決するために，教師自らが中心とな

ってその授業に関するデータを収集・分析し，その問題の解決先を導き出して

いく研究方法」と定義される（三上, 2000: 87）。

 このように，教員が外国語活動に関する指導法について学び続ける方法は多

様であり，これらの経験の質を評価したりするのは難しいが，十分とは言えな

いだろう。例えば，教員研修や大学院での教育の場合，講義やワークショップ

が中心であり，必ずしも個々の教員のニーズには答えていないのではないだろ

うか。英語活動や外国語活動の経験が豊富な教員と，新人の教員とでは，教員

として成長するために必要としているニーズは明らかに異なっており，今後は

教員一人ひとりのニーズに基づいた研修や大学院教育を構成しなければならな

い。また，中核教員研修などに参加した教員が学んだ情報について同僚と共有

するわけであるが，その際本来の意図が十分に伝わらないこと，正確に伝わら

ないことが問題点として挙げられている（金森, 2012）。

4.4 大学における教員養成 

 2001 年に設置された「教職課程認定基準」によると，小学校教員の教職課程
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において，国語，数学，生活，図画工作，体育等の各教科は『教科に関する科

目』を開設しなければならないが，外国語活動が教科ではないことから，授業

科目として開設しているケースが少ない。例えば，外国語の課程認定を受けて

いる大学及び短期大学を対象に調査を行ったところ，外国語活動に特化した科

目が設置されているのは 38％にしか満たないという報告もある（JACET 教育問

題研究会, 2009）。しかし，2009 年に文部科学省は「小学校教諭の教職課程に

おいては，外国語活動に関する指導法を『教職に関する科目』に準ずる科目と

して，『教科又は教職に関する科目』の中に位置づけた上で，開設することが望

まれること」という通達を行ったことから，外国語活動に関する講義科目や演

習科目を設置する国立大学や私立大学の小学校教員養成課程が増えつつある。

例えば，大阪教育大学では，2010 年度から，「児童英語教育概論」，「児童英語

教育教材論」，「児童英語教育教授法」，「児童英語教育評価論」，「インターンシ

ップ」等を開設している（吉田, 2011）。また，京都教育大学も，2007 年度よ

り小学校教員養成課程において，「小学校英語」の科目を必修化し，さらに，「小

学校英語指導法」「小学校英語教材論」を選択科目として開設している（泉, 

2012）。

 教科ではない外国語活動に関する授業科目については各大学で工夫しており，

教材論，教授法，評価論などの講義科目の充実，模擬授業を行い実践力の向上

を目指す演習科目の設定，学生がアシスタントとして教員の出前授業に参加さ

せるプログラムの開発（佐々木, 2004, 2005），学生が ALT とともにアシスタン

トとして授業に参加したり，単独で指導したりするインターンシップ（吉田, 

2011）など様々な工夫が提案されている。しかし，教科ではない外国語活動に

関して，他教科同様の『教科に関する科目』を必修にすることが難しいことか

ら，今後は，免許状取得の法改正を行うことが必要であろう。

4.5 結論 

 外国語活動の鍵は教師が握っている。優れた授業をするために，教師は，そ

して将来教師になる学生は，多様な学習機会を持つ必要がある。大学における

教員養成から生涯に渡って行われる教員研修が，英語教育研究の研究成果に基

づいて，連続的で一貫性のある教師の学習機会を創り出すことにつながること

を願う。               〔鈴木 渉・リース エイドリアン〕 
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5 研究デザイン 

5.1 はじめに 

本節では，この 20 年に，英語教育の研究デザインに関してどのような書籍が

出版されてきたのかを概観する。また，ARELE に掲載された小学生を対象とし

た研究に焦点を当てて，どのような研究が実施されてきたのかを振り返る。

5.2 英語教育における研究デザインに関する図書 

 英語教育の研究領域では，特にこの 20 年の間で，研究デザインに関する意

識が芽生え，そして高まったと言えよう。1990 年に英語教育に関する研究デザ

インを扱った『英語教育研究入門―データに基づく研究の進め方』(清川, 1990) 

が出版されている。この書は，統計法のみならず，英語教育研究の種類（実践

研究，事例研究，開発研究，調査研究，実験研究，文献研究），研究の進め方，

実験研究の種類，研究論文の読み方などの幅広いトピックを扱っている。英語

教育の分野で，研究デザインに関して包括的な内容を扱い，日本語で書かれた

図書として，清川 (1990) は忘れてはならない一冊であると考えられる。

1990 年代には，英語教育研究リサーチ・デザイン・シリーズが，『学習文法

論』（金谷, 1992）を皮切りに 1992 年から 2003 年にかけて出版された。①学習

文法論，②英語教師論，③英語リーディング論，④英語ライティング論，⑤英

語リスニング論，⑥英語スピーキング論，⑦英語語彙習得論，⑧英語教師評価

論の計 8つのテーマが取り上げられた。先行研究を整理した上で，今後研究す

べきことが提案され，さらに具体的な研究デザイン例が示された。

 2000 年代には，応用言語学に関する事典・辞典や第二言語習得に関する図書

（小池, 1994, 2003, 2004; 白畑他, 2009; 白畑他, 2010; 靜他, 2002）の中

で，研究法に関するセクションが設けられた。研究デザインの重要性が強く認

識されたことを示唆している。また，統計手法については，英語教育の専門家

による，英語教育研究を想定した図書が出版されていることもこの時期の特徴

であろう（前田他, 2004; 平井, 2012; 竹内・水本, 2012; 寺内・中谷, 2012）。

さらに，量的研究だけでなく，質的研究など幅広いパラダイムに目が向けられ

たり（竹内・水本, 2012），英語教師が行う研究として，アクション・リサーチ

（佐野, 2000, 2005)やリフレクティブ・プラクティス（吉田他, 2009) に関す

る書籍が出版されたりしていることも記しておきたい。 
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5.3 ARELE に掲載された論文の分析 

(1) 小学校英語教育に関する論文の掲載数 

 小学校における英語教育がどのように研究されてきているのかを ARELE に

掲載された論文の分析を通して考察する。表 1.2 は，1990 年（第 1 号）から

2011 年（第 22 号）までの約 20 年間における ARELE に掲載された論文の中で，

小学校の英語教育に関係した論文の数を示している。「小学生」は，研究対象者

が小学生である論文である。「中学生以降」は，研究対象者が中学生・高校生・

大学生であるが，小学校における英語教育の経験の有無の影響を調べている論

文である。「幼稚園」は，小学生ではなく幼稚園児や幼稚園の授業を対象にした

論文である。また，2002 年（第 13 号）以降，研究論文と実践報告という 2 つ

のカテゴリーで論文が掲載されているが，「実践報告」は小学校の英語教育に関

する内容で実践報告として掲載されている論文である。

 1998 年に告示され，2002 年度から実施された小学校学習指導要領によって，

総合的な学習の時間の中で外国語活動等の指導（英会話の場合，英語活動とし

て呼ばれた）が可能となった。また，2008 年に告示され，2011 年度から実施さ

れた小学校学習指導要領によって，外国語活動が小学校 5 年生と 6年生で実施

されることになった。この教育課程上の変遷を，学習指導要領の完全実施年度

を区切りとすると，(1) 小学校への導入前（～2001 年），(2) 総合的な学習の

時間における英語活動実施期（2002 年～2010 年），(3) 外国語活動実施期（2011

年～）の 3 つの時期に分けて特徴づけることができよう。この時期と小学校英

語教育に関する掲載論文数を重ね合わせて見ると，次の 3 点が指摘できる。第

1 に，小学校への導入前の時期（～2001 年）には，Miyata (1994) と Watanabe 

& Watanabe (1997) の 2 つの研究しかなかった。研究対象者は，それぞれ 4人

の小学生（1年生～4年生各 1名）と 3人の小学 2 年生であり，小学校において

実施された研究でないことが特徴として挙げられる。第 2 に，総合的な学習の

時間における英語活動実施期（2002 年～2010 年）においては，中学生以降の学

習者を対象に調査を行い，小学校における英語教育の経験の効果を調べる研究

が多く見られた (Kajiro, 2007; Mori, 2009; Takada, 2004, 2005, 2008; Takagi, 

2003;  Watanabe, 2007)。これは，英語活動の実施状況が学校によって異なっ

ていたため，小学校における英語教育の経験者と非経験者が混在する状況が生

じたからだと思われる。第 3 に，英語活動導入期の中頃から小学生を対象とし

た研究が増えた。小学生を対象にした研究について，次節で詳細に述べる。 
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表 1.2 ARELE に掲載された小学校英語教育に関する論文 
年_号数 掲載論文数 小学生 中学生以降 幼稚園 実践報告 
1990_1 20 
1991_2 19 
1992_3 14 
1993_4 14 
1994_5 14 1 
1995_6 15 
1996_7 15 1 
1997_8 15 1 
1998_9 15 
1999_10 16 
2000_11 15 
2001_12 16 
2002_13 25 (1) 
2003_14 25 (1) 1 
2004_15 25 (3) 1 1 1 
2005_16 24 (2) 1 1 2 
2006_17 26 (2) 1 
2007_18 26 (2) 2 
2008_19 27 (3) 1 1 
2009_20 29 (3) 3 1 
2010_21 25 (1) 
2011_22 26 (1) 3 

注. 掲載論文数の（ ）は，内数で実践報告の数を示している。

(2) 小学生を対象にした論文の研究デザイン 

 小学生を対象にした論文（11 本）の研究デザインの分析結果を 3 点述べる。

第 1 に，縦断的な事例研究と実践研究は少なく，それぞれ Miyata (1994) と 

Yamato et al. (2009) のみであった。Miyata は，小学生 4人に対してインプ

ットを中心とした授業を実施した事例研究である。また，4 か月の指導の中で，

児童の英語使用がどのように変化したのかについて，指導中の発話の書き起こ

しデータに基づいて分析している。Yamato et al. は，学習方略を取り入れた

授業の効果を検証している。6 年生のクラスに対して，学習方略を取り入れた

授業を実施し，動機づけや学習方略の使用，授業における談話の点から，通常

の授業を行った 5年生のクラスと比較している。

 第 2 に，条件の統制を含む研究デザインである実験研究は Hotta (2005) と

Miyake et al. (2011) の 2 本しかなかった。Miyake et al. は，28 人の小学 5

年生と 6年生を対象に約 4か月の絵本の読み聞かせの効果を調べているが，統

制群が設けられておらず 1群による事前テスト・事後テスト実験計画となって
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いる。このように，小学校での実験研究では倫理的な理由により，統制群や対

照群の設定などの困難点があるようである。Hotta は，小学 6年生 44 人と小学

3 年生 34 人を，英単語の音声と文字を別々に提示する群（6 年生 22 人と 3 年生

17 人）と，音声と文字を同時に提示する群（6 年生 22 人と 3 年生 17 人）に分

けて，注意配分の違いが英単語の学習に与える影響を，単語の聞き取りテスト

と読み取りテストを処遇の事前と事後に実施することによって調べている。つ

まり，対照群ありの事前テスト・事後テストを伴う実験計画である。なお，

Watanabe & Watanabe (1997)の研究デザインは，事後テスト・遅延事後テスト

を伴う被験者内実験計画にならうものであるが，先述したように研究参加者の

人数が少なく，実験研究としては含めていない。

 第 3 に，最も多かった研究デザインが，条件を統制せず，自然な状態にいる

研究参加者から様々なデータを収集するという調査研究であった（Kunimoto, 

2006, 2008, 2009; Murahata, 2011; Sakuma, 2009, 2011）。作業記憶と認知力

との関係に焦点を当てた Sakuma と，小学校での英語学習の経験の有無が一般

的な認知力に与える影響を調べた Murahata は，ワンショットの実験研究と呼

べるデザインである。また，Kunimoto (2006) は，4 年生 185 名と 5 年生 143

名に対して，WTC，不安，動機づけなどの情意変数間の関係についてモデルを作

成し，質問紙票の結果に基づいて，構造方程式モデルを用いて検証しており，

仮説検証型の調査研究である。

5.4 おわりに 

 小学校への英語活動・外国語活動の導入という状況の変化によって，小学生

を対象にした研究の増加が見られる。今後は，もっと幅広い研究テーマで研究

が行われることになろう。実験研究及び調査研究だけでなく，縦断的な事例研

究や実践研究，また 5.2 で紹介したような質的研究など，様々なパラダイムに

よる研究が実施されることを期待する。            〔酒井英樹〕 
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　本章では英語のリスニングとその指導について，理論と実践の両面から考察す

る。第1節では，リスニングの認知プロセスについて，1）言語的構造に関する知識，

2）先行知識，3）ワーキングメモリの 3つの要因を取り上げ，考察する。次いで，

第2節では，リスニングタスクと音声インプットの提示方法及びその頻度が理解度

に与える影響について，これまでの実証研究を基に考察を加える。第3節では，具

体的な教授学習活動としてシャドーイングを取り上げ，その認知メカニズムを明ら

かにした上で，その効用及び指導上の留意点を議論する。さらに，第4節では，リ

スニングの情意的要因として，リスニング不安の認知面への影響について，心理的

ストレス理論に基づく実験研究を基に考察し，その対処の指導のあり方について検

討する。最後に，第5節では，リスニング能力の測定・評価について，国内のリス

ニングテストの実施状況を概観した上で，特に，吹き込み者の訛りとインプットの

提示回数がテストの難易度に与える影響と，リスニングテストの波及効果並びに項

目分析について考察する。
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第2章 リスニング 

 

1 リスニングの認知プロセス 

 

1.1 はじめに 

 リスニング（listening）とは，聴き手が言語の統語的，音韻的，意味的知識

を基に音声言語情報を処理し，一連の音からメッセージとして再構築していく

理解行為である。すなわち，音声情報は聴覚器官を通して音波として耳へ伝わ

りメッセージとして受け取られる。しかしながら，もし聴き手が言語の記号論

的システムを知らなければ，たとえメッセージを脳へ伝達したとしても，その

メッセージの意味を読み解くにはいたらない。聴き手はコミュニケーションを

行う話し手の言語に含まれる記号論的システムを処理できなければ，話し手の

メッセージを再構築することはできず，メッセージも理解できないことになる。

このように，リスニングはとても能動的な行為であり，単なる音波を受信する

活動にしかすぎないヒアリング（hearing）とは全く異なるものなのである。

 リスニングの認知プロセスを考える上で，1）言語的構造（統語的構造，音韻

的構造等）に関する知識，2）先行知識，3）ワーキングメモリ（注意，保持，

検索）のメカニズムの三点を重要な要因として取り上げていく。

1.2 言語的構造に関する知識 

第一に統語的構造の特徴の掌握が重要である。英語はSVO言語であり，日本語

はSOV言語である。両者の語順の相違から，日本語を母語とする学習者の中には

英語を聴き取る際に混乱をきたす学習者がいる。例えば，日本人の初歩的学習

者は英語を文字情報として処理する際に，入力されるディスコース情報を日本

語の語順で返り読みをしがちである。この翻訳的作業は，母語と異なる統語構

造の外国語を学習する者にとって時間を要する処理作業となる。また，文の特

徴として，多義性のある語及びガーデンパス文の有無によっても難易度が異な

ってくる。瞬時の音声言語情報処理を要求されるリスニングにおいては，統語

的構造をより正確に掌握する文法知識や語彙知識と同様に英語の語順で瞬時に

行う言語情報処理が重要である。

第二に，音素的特徴である。言語の母音や子音の音素の種類が聴き手の母語

とは異なる場合，リスニングを困難にすることにもなる。また，学習者が個々
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の音を理解できるとしても，必ずしもすべての音に注意を向けるとは限らない。

私たちが実際の場面で聴く音は，個々の単語（word）によって情報が決定づけ

られるものばかりではなく，複数の語が接続され，創造される発話（speech）

によるものもある。単語は話し言葉で使用される際に発音が異なってくる。例

えば，隣接する音が相互に影響し合い，リエゾン，わたり音，同化，脱落，弱

化等の音声変化が生起し，単語の認知に変化が生じる。

 第三に，リズムの特徴も言語により異なる。英語の場合，他のシラブルに挿

入される弱いシラブルの数に関係なく殆ど規則的にストレスが生起する傾向に

ある。これはストレスが拍を決める強勢拍リズム（stress-timed rhythm）の特

徴である。一方，日本語は音節拍リズム（syllable-timed rhythm）の特徴を有

し，ストレスに関係なく生起するシラブルによるリズムである。このことから，

英語を聴く際に強勢拍のリズムパターンに合わせて言語情報を捉えなければ，

母語が音節拍リズムの学習者にとっては困難さを引き起こすこととなりうるの

である。

さらに，重要な要因としてイントネーションがある。これは話し手の重要な

意味情報や注意の焦点を示しているが，同一の話し手であっても，その時の感

情やディスコースの流れによって異なる。イントネーションの理解は聴き手の

母語によっても異なると言われている。緒方（1993）は，日本語を母語とする

英語学習者の場合，母語の比較的平板なイントネーションに慣れていると，英

語の上昇調のイントネーションに容易に慣れることはなく，心理的な不安を抱

える者もいると指摘している。

1.3 先行知識 

発話を理解する際に，聴き手は自分自身が構築した知識または先行知識（言

語的だけでなくパラ言語的情報も含む）を比較・対照する。先行知識と対照し

得る言語情報は聴き手の理解構造へと統合されていく。言い換えれば，先行知

識へ容易に適合できない人は完全に発話を理解するにはいたらない。例えば，

複雑な言語の難しい講義を聴く際に，予め講義の内容を知っていてテーマに関

する先行知識を持ち合わせている聴き手は容易に理解することができる。この

ような人は，聞いている情報を系統立てて先行知識と一体化することができる

のである。さらに，聴き手は音声情報を理解するために効率的な処理，すなわ

ち知識を即座に検索することが要求される。また，聴き手はディスコースの流
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れにおいて「言語上の結束性」（cohesion）と「意味上の一貫性」（coherence）

を推論することが要求される。まして適確な既存の知識を完璧には持ち合わせ

ていない聴き手は，様々な種類の限られた知識（言語的知識だけでなくロジッ

クや文化的な知識等）を活性化することによって，話し手の発話を極度に推論

する必要性が出てくるのである。

 

1.4 ワーキングメモリ 

音声言語情報の処理において，インプットされる新情報は受け取ると同時に

後続の情報に取って代わり，旧情報となる。時系列で受信される一連の情報を

意味の塊として理解するためには，更新されていく情報を一時的に貯蔵し，如

何に効率的に要約していくかが重要となる。なぜなら，短期記憶の容量には限

界がある（Miller, 1956; Cowan, 2000）からである。ここでは，ワーキングメ

モリのメカニズムを踏まえて言語理解処理の機能を考察していく。 

 

   図2.1 ワーキングメモリのモデル（Baddeley, 2000） 

注: グレー箇所は長期記憶貯蔵庫を示している。 

図2.1のワーキングメモリのモデルは，新情報に注意を向け，情報を一時的に

保持しつつ，長期記憶貯蔵庫の様々な知識を検索し，情報の検証，処理を行っ

ていくメカニズムを示している。聴き手は知らない言語情報（語句及びトピッ

ク等）に遭遇すると，長期記憶の既存の知識を検索し意味を推測していく。音

韻ループ（phonological loop）は言語習得に関与しており，言語的に表現され

る情報（数字，語句及び文等）の貯蔵に必要不可欠な役割を担っている。また，

最重要な機能である中央実行系（central executive）は，注意を統制し，貯蔵

と心的処理の統合に関わる全ての心的活動に関与している（Gathercole & 

Alloway, 2008）。例えば，カクテルパーティ現象（cocktail party phenomenon）
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が良い例である。パーティで数多くの参加者の賑やかな話し声の中で，ある人

たちがひそひそ声で特定の人の噂話をしているとする。この場合，当事者たち

は不要な情報（周囲の人たちの喧騒等）を抑制し，興味関心のある情報に最大

限の注意を払い，よく聞き取りにくい情報は，長期記憶貯蔵庫にある知識を最

大限に活用しながら推測し，話の全容を理解しようと努めていくのである。

 私たちは第一言語の情報を処理する際に視覚的または聴覚的に提示される言

語情報を無意識に驚異的速さでオンライン処理している。これに反して，外国

語を処理する際に，外国語熟達度に個人差はあるものの，いずれにしても言語

処理能力は低くなる傾向にある。第一言語と外国語における多くの違い（統語

構造，音韻構造，ロジック等）は即座の言語処理を困難なものにしている。こ

の点は，特に瞬時に消失してしまう聴覚（音声）的情報は特に負荷の高いもの

となる。

 有限であるワーキングメモリ容量には個人差がある。この容量は年齢の上昇

に伴い変容し，幼児が成長するにしたがって増加していく。その理由の一つは，

メンタルプロセスにおいてより効率化が図られてくることにある（Gathercole 

& Alloway, 2008）。また，第一言語で高いワーキングメモリ容量の人は第二言

語や外国語でも同様にその容量が高い傾向にある。これはワーキングメモリの

リソースのより高い効率化は第一言語のみならず非母語にも影響を及ぼすこと

を示している。すなわち，ワーキングメモリのリソースの効率化は言語能力の

レベルの影響を受けはするものの，第一言語でのリソースのより効果的利用は

非母語にも転移することとなる（苧坂, 2002）。  

日本人の英語学習者においても，リスニングとワーキングメモリ容量とは相

関がある。Sakuma（2004）はEFL学習をしている日本人大学生を対象に英語の熟

達度テストと音声言語情報のワーキングメモリ容量を測定するリスニングスパ

ンテスト（LST）を実施した。結果として，ワーキングメモリ容量の大きい人は

高い英語力（特にリスニング力と文法力）を有し，重要な情報に注意し焦点を

当てることが，より高い処理効率を図っていると報告している。明確な点は，

英語力の低い人は一度に処理できる言語情報量に極めて限界があり，ワーキン

グメモリ容量も顕著に制限されることである。ワーキングメモリ容量の小さな

学習者は談話レベルの音声情報を聴く際により小さな単位（単語等）に分けて

聴き，その談話内容を推測する傾向にある。このことが多くの情報の断片を結

びつけ，談話を完全に理解することを不可能にしてしまう。したがって，対人
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間のリスニングにおいて，聴き手のワーキングメモリ容量は話し手の容量と異

なることもあり得るので，話し手は聴き手の特徴（年齢の相違，母語や非母語

の熟達度，トピックの知識等）に従い，スピードや言語のレベルを修正するこ

とも必要である。                     〔佐久間康之〕 

 

2 リスニングタスクと繰り返しの効果 

2.1 リスニングタスクの種類 

 リスニングのタスクは，表 2.1 のように大別される。その他に挙げた情報転

移には，聞き取った英文の内容に当てはまる絵や写真を選ぶタスク（picture 

description）や道案内を聞いて目的地を探す（mapping task）など文字を含ま

ないタスクが含まれる。本稿では選択応答と構築応答を中心に見ていく。

 

表 2.1 リスニングタスクの種類 

選択応答 

(selected-response) 

構築応答 

(constructed-response) 

その他 

多肢選択式 

(multiple-choice) 

自由回答式 

(open-ended) 

情報転移 

(information transfer) 

真偽判定式 

(true-false) 

筆記再生法 

(recall protocol) 

ディクテーション 

(dictation) 

 

多肢選択式は，採点の容易さや信頼性の高さから幅広く用いられている。し

かし当て推量（guessing）によって正解する可能性が否定できないことや良い

選択肢（錯乱肢）の作成が困難であることから批判を受けることがある（Hughes, 

2003; Thompson, 1995）。実際に 4択問題（1つの正答と 3つの錯乱肢）の場合，

受験者が選ぶ錯乱肢は１つか 2 つと言われており，3 つとも機能することは稀

である（Downing, 2006; Haladyna, 2004）。また通常，質問文や選択肢は文字

提示（印刷）されているため，リスニング力だけでなくリーディング力を測定

している可能性が指摘されてきた（Iimura, 2011; Flowerdew & Miller, 2005; 

Thompson, 1995）。この点に関しては，2.3 の(2)で詳しく見ることにする。 

真偽判定式については，まず選択肢が 2 つしかないため，偶然正答する確率

が 50% にもなってしまうという問題点を指摘しなければならない。また Buck 
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（2001）は，真偽判定という形式自体に疑問を呈している。というのも，リス

ニングという行為は，何が話されているのかを理解するのであって，何が話さ

れていないかを理解するわけではないからである。また項目を作成する際には，

曖昧な手がかりと絶対的な手がかり（聞かなくても分かる）を排除しなければ

ならない（Brown, 2005）。そのため真偽判定式は，手軽なイメージがあるが，

適切に用いるためには慎重を要する。

自由回答式は，選択応答の弱点である当て推量を排除できるという点で優れ

ている。しかし多様な解答が生じる可能性があるため，質問文の作成と採点に

は注意が求められる。具体的には，正解の範囲を狭めるような質問にする（Buck, 

2001; Hughes, 2003），あるいは部分点を設定する（Thompson, 1995）などの工

夫によって，採点の際に生じる曖昧さを回避することが可能である。

最後に筆記再生法を見ていく。このタスクは，もともとリーディング研究に

おいて読解力を測定するために使用されていたが，近年ではリスニング研究で

も幅広く利用されている。それは筆記再生法が，“a purer measure of 

comprehension”（Alderson, 2000, p. 230）と考えられているからである。リ

スニングでの使用法は，まず受験者にテキストを聞かせ，その直後に覚えてい

る内容を（基本的には）母語で書きだしてもらう。そして採点は，何らかの分

析単位を用いて，テキストをユニットごとに分割したものと，受験者の答案を

照らし合わせて，該当するユニットが正しく再生できているかによって行う。

このタスクは，記憶力，あるいはライティング力を測定しているのではないか

という批判（Thompson, 1995）やテキストを区切る際の分析単位の妥当性の問

題も指摘されている（Iimura, 2008）。さらに採点が非常に煩雑であるという欠

点もある。しかしこのタスクが，学習者のリスニングプロセスを明らかにして

くれる有益な方法であることは確かであるので，今後はリスニング指導におけ

る有効な活用法が望まれる。

2.2 タスクの難易度 

タスクの難易度に関わる要因として，「形式」と「内容」の 2つの側面が挙げ

られる。前者に関しては，多肢選択式は自由回答式より難易度が低いことが報

告されている（Cheng, 2004; Iimura, 2006; In'nami & Koizumi, 2009）。Cheng

が行ったアンケートによると，受験者の 90%以上が，自由回答式の方が多肢選

択式よりも難易度が高いと感じており，また多肢選択式の方が好きだと答えて
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いる。この理由としては，選択肢が本文の内容予測や解答の手がかりとなって

いることが挙げられている。

タスクの「内容」に関して，難易度に影響を与える要因を表 2.2 にまとめた。

これらの要因は，各々のタスクが学習者に要求するもの（necessary 

information）と言い換えることができる（Buck, 2001）。したがって，タスク

を作成する場合，そのタスクの necessary information をあらかじめ特定して

おくことが重要である。

 

表 2.2 タスクの難易度に関わる要因 

以下の場合，タスクはより難しくなる 

・より多くの情報の処理を行う 

・テキストの特定の個所の情報を抽出するより，さまざまな個所から情報を統

合する 

・テキストを字句通り書き出すより，要点を抽出したり要約したりする 

・情報を単に抜き出すより，事実と意見を区別する 

・主なテーマに関連することを答えるより，テーマに関連の無い詳細を答える 

・テキストを聞いた直後に答えるより，時間が経ってから答える 

*Buck（2001, p.151）を参考に作成 

2.3 タスクの提示方法 

 リスニングタスクを作成しようとする時，テキスト・質問文・選択肢のそれ

ぞれの提示方法について考慮が必要である。ここでは，時期（本文の前か後か）

とモード（文字か音声か），回数という 3つの要因を検討する。

(1) タスクの提示時期（Question preview） 

 一般に，タスク（質問文）はテキストを聞く前に提示すべきであると言われ

る。それは，Buck（2001）が指摘しているように，現実世界（real world）で

は，聞き手は，何の目的も持たずに聞くのではなく，前もって何を知りたいが

分かっており，その情報を得るために聞くからである。

しかし，実証研究においては，質問文を前もって提示すること（question 

preview）の聴解への影響は一致していない。質問文の事前提示は，聴解を向上

させるという研究（Berne, 1995; Elkhafaifi, 2005a; Yanagawa & Green, 2008）
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がある一方で，そのようなプラスの効果はないとする研究（Sherman, 1997; 

Iimura, 2010）もある。それぞれの研究で用いられているタスクや参加者の熟

達度，マテリアルの違いなどが調査結果に影響している可能性がある。しかし

質問文の事前提示の効果が認められないという前述の 2つの研究で実施された

アンケートでは，学習者は質問文の事前提示を好むことが報告されている。し

たがって，少なくとも質問文の事前提示は，リスニングへの動機づけを高める

という意義はあると思われる。

(2) タスクの提示モード 

 タスクを文字か音声のどちらで提示するかは，リスニングにおいて重要な課

題である。TOEIC の応答問題（Question response）の選択肢の部分を文字（印

刷）で提示した場合と音声で提示した場合の聴解への影響を調査した研究（内

田ら，2002）では，音声提示の方が，難易度が高くなるという結果が報告され

ている。Iimura（2011）は，英検のリスニング問題（モノローグ）の質問文と

選択肢を，提示時期とモードが異なる 4 つの形式を比較している。その結果，

質問文,選択肢ともに音声で提示する形式が最も得点が低いことが分かった。い

ずれの研究でも，参加者が日本人大学生であることから，日本人英語学習者が，

音声の処理に困難を抱えていることが示唆されている。

(3) 音声インプットの提示回数 

 最後に音声テキストの提示回数がリスニングに与える影響を考える。これま

での研究は，音声の提示回数によって 2 つに分けられる。2 回提示の場合，そ

れぞれの研究で用いられているタスクは異なるが，いずれも理解力が向上した

と報告している（Cervantes & Gainer, 1992; Change & Read, 2006; Iimura, 

2007; Sakai 2009; 谷口, 2000）。3 回提示の研究（Iimura, 2006）では，タス

クによって繰り返しの効果が異なったと報告している。多肢選択式の場合は，2

回目のリスニングで理解力が上がるが，3 回聞かせてもあまり効果がなかった。

一方，自由回答式の場合は，2 回ではあまり理解力が向上せず，3回目でプラス

の効果が見られた。

この結果をタスクという観点から見てみると，多肢選択式は，選択肢という

情報（ヒント）があるために，2 回目でも繰り返しの効果がみられたと考えら

れる。また，自由回答式を用いた Iimura（2007）では 2 回提示にも関わらず，
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繰り返しの効果が報告されている。これは Iimura（2006）の結果と反するが，

その理由としては，3 回提示の場合，受験者が答えを記述する労力を 3 回に振

り分けている可能性が考えられる。この点は更なる検証が必要である。 

〔飯村英樹〕 

 
3 シャドーイングによるリスニング指導 

3.1 はじめに 

 シャドーイングによるリスニング力向上の背景には音声知覚の自動化がある

という認識は，今や広く浸透しているように思われるが，このことを最初に指

摘したのは玉井（1992）であろう。玉井はその論文のまとめにおいて，シャド

ーイングの認知メカニズム解明の必要性を唱えているが，筆者がシャドーイン

グの研究を始めた 2008 年当時でもこの点を実証的に研究した例はほとんどな

く，このことが，筆者がシャドーイングに関心を抱くきっかけにもなった。

 本稿では，学会 40 周年を記念して，筆者が全国および関東甲信越英語教育学

会で発表したシャドーイングの認知メカニズムに関する研究を概観し，その結

果をもとにシャドーイングによるリスニング指導のあり方について考察したい。

3.2 シャドーイングの認知メカニズム 

 先述したようにシャドーイングがリスニング力を向上させる所以は音声知覚

の自動化にあると言われる。門田（2007）は，シャドーイングは学習者の注意

を意味理解よりも音声知覚に向ける働きをもつと述べている。そこで筆者は，

シャドーイングで学習者は意味と音のどちらにより注意しているのか探るため，

次の 2 つの研究を行った。

(1) 復唱ストラテジー調査 

 大木（2011）はシャドーイング時に学習者がどのようなことに注目して復唱

しているかを探るために，39 項目からなるアンケート調査を高校生と大学生あ

わせて 202 名を対象に実施した。このアンケートの目的は，シャドーイングで

英文の意味を捉えようとしているか，音声のどのような特徴に注目しているか，

どのような困難を抱えているか等を調べることである。

 主として次の 3点が明らかになった。第一に，少なからず学習者は英文の意
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味を捉えようとはしているが，より高い注意が音声に向いていること，第二に，

音声の特徴のなかでも，個々の単語の分節音的な特徴より，リズムなどの超分

節音的な特徴に意識が置かれていること，最後に，多くの学習者がシャドーイ

ングを困難だと感じている一方，過剰なストレスは感じていないことである。

これは縦断的なシャドーイング訓練を行った玉井（2005）の報告とも合致する

結果であった。

 以上の結果から，シャドーイングが音声への注意を高め，音声知覚を自動化

するという門田の主張は支持された。また，門田はシャドーイングによる音声

知覚の自動化の過程で，学習者はリズムやイントネーションなどの韻律的な特

徴についての知識データベースを獲得すると述べているが，この点についても

有力な証拠を示したと言えよう。

(2) フレーズ知識と文脈情報の役割 

 上記の調査では，学習者が単語レベルの細かな音の特徴でなく，より大まか

な単位の音の特徴に注目している可能性が示唆された。このことをさらに裏付

ける結果が，下記の調査で明らかとなった。

 O'ki（2012）は，シャドーイングにおける「フレーズ知識」「文脈情報」「熟

達度」の影響を調べるために，高校生 45 名に次の 4つの条件の英文を復唱して

もらい，文章に含まれる目標語の再生率を熟達度ごとに比較した。 

F+C+：目標語を含むフレーズが学習者に馴染みのあるもので，文脈も正常 

F+C-：目標語を含むフレーズが学習者に馴染みのあるものだが，文脈が異常 

F-C+：目標語を含むフレーズが学習者に馴染みの薄いものだが，文脈は正常 

F-C-：目標語を含むフレーズが学習者に馴染みの薄いもので，文脈も異常 

（Fは Familiarity with the phrase，C は Context を指す） 

 結果は右図に示す通りである。文脈

の影響は小さく，フレーズの馴染み度

の影響が大きかった。このことは学習

者がフレーズの知識を活用しながらシ

ャドーイングしていたことの表れで，

フレーズ知識があればシャドーイング

がしやすいという示唆が得られた。  
図 2.2 4 文章条件における再生率 

049

第3節　シャドーイングによるリスニング指導



 さらに注目すべきは，フレーズの馴染み度の影響が下位群で顕著に表れたこ

とである。この結果から筆者はシャドーイングという活動の特性について，通

常のリスニングに比べ心理的負荷が高いシャドーイングでは「全体的処理」が

作動しやすいと考えた。全体的処理とは，言語の入力速度がある閾値を超え負

荷が高まったときに，言葉をまとまりごとに知覚しようとすることである（河

野，2001）。まとまりごとに言葉を捉えるためには，フレーズやチャンクと呼ば

れる単位での言葉の知識が必要になる。音声知覚力で劣る下位群は全体的処理

に頼らざるを得なかったのだが，その処理に必要なフレーズの知識が不足して

いたために，F-の条件では復唱が極端に困難になったのだと思われる。

 以上から，シャドーイングの上達にはフレーズ知識の習得が重要であり，裏

を返せば，シャドーイングが上達すればフレーズの知識が身につくということ

になる。シャドーイングを通してこのようなフレーズの知識が得られることを

門田（2012）は「フォーミュラ連鎖の内在化」と呼んでいる。フォーミュラ連

鎖とは共起頻度の高い単語のまとまりのことで（例：Why don't you ～?），こ

れらを覚えることは言語を習得するうえで非常に有用である。

3.3 研究成果を踏まえた指導上の留意点と今後の研究の展望 

 上記の研究成果から窺える指導上の課題は次の 2点である。まず 1つ目に，

シャドーイング時の学習者の困難を軽減する必要がある。この課題への対応と

しては，①トップダウン・シャドーイングを行う，②個々の学習者が能力に応

じて教材を選定できるようにする，③ジャーナルを活用し個々の学習者が成長

を実感できるようにする，といった方法が考えられる。トップダウン・シャド

ーイングとは既習の教材を用いて行うシャドーイングのこと（門田, 2012）で，

すでに学んだ知識をもとにシャドーイングするため負荷が少ない（未習の教材

を用いて行うのはボトムアップシャドーイングといい，未習であるため難しい）。

②については，CALL 環境があれば教材データベースを活用するなどして，個々

の学習者に幅広いレベルの教材を提供することができる。また Windows Media 

Player などのソフトウェアを活用すれば，再生速度を変えることで教材の難易

度を調整することもできる。③については，何ができるようになったかを書く

よう指導し，自信をつけさせるようにするとよいだろう。

 2 つ目に，教師はシャドーイングが上達するようにフレーズ知識の習得を促

す必要がある。これについては，プリタスクとしてフレーズ・リーディングや
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オーバーラッピング，またはプロソディー分析等を行うとよいだろう。プロソ

ディー分析では，強勢や音の連結がある個所に印を記入したり，イントネーシ

ョンカーブを記入したりする。また，繰り返し練習することも必要である。Shiki 

et al.（2010）の研究で，4～5回までは繰り返しによって有意に再生率が伸び

ることが明らかになった（指導すればその限りではないかもしれない）。

 最後に，筆者の指導の経験から得た，恐らくこれまでに述べられていないシ

ャドーイングの効用について言及しておきたい。それはシャドーイングによる

「モニター能力の向上」である。シャドーイングは聞いて話すという二重課題

をする活動である。Levelt（1989）の発話産出モデルによると，話者は自分の

発話をモニターしながら話すという。これまで，片方のイヤホンをはずさない

とシャドーイングできないという学習者を何人か見てきた。これは自分の復唱

をモニターするためだろう。シャドーイングによって自分の発話をモニターす

る能力が向上するかどうか，今後検証する必要があるかもしれない。 

〔大木俊英〕 

 

4 リスニング不安とその対処の指導 

4.1 リスニング不安とその生起 

 リスニング不安（listening anxiety）は，外国語学習における学習者要因の

一つとして知られている外国語学習不安（foreign language anxiety）のうち，

特に，リスニングの際に学習者が経験する不安を指す。外国語学習不安は，あ

る特定の場面でのみその生起が観察されるいわゆる「特定場面不安

（situation-specific anxiety）」の一種に分類されており（例 MacIntyre, 

1999），一般的な不安とは別の外国語学習に特有の構成概念であるとされている。

しかし，その影響については，一般的な不安が人間の認知プロセスに与える影

響以外は十分に解明されているとは言えない。

 Vogely（1998）は，スペイン語を学習するアメリカ人大学生を対象に，自由

記述式による質問紙調査を通してリスニング不安の原因の解明に取り組んだ。

その結果，発話速度や言語材料の難度の高さなど，インプットの性質に関わる

要因がリスニング不安を高める原因として最も多く挙げられ，次いで，リスニ

ング方略や処理時間などリスニングプロセスに関わる要因が挙げられた。また，

リスニング不安の影響については，Elkhafaifi（2005b）が，アラビア語学習者
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を対象とした調査結果から，リスニング不安とリスニングの学習成績に負の相

関が，また，リスニング不安と学習期間及び習熟レベルの間にもそれぞれ負の

相関が見られたと報告している。

 リスニング不安を含む外国語学習不安は，上述したように，特定場面におけ

る状態不安（state anxiety）である特定場面不安として位置づけられているが，

実際には，その場面で不安状態に陥る傾向性を指して使われることが多く，そ

の意味においては特性不安（trait anxiety）の一種として捉えられてきたと言

うことができる。そのため，個別的，具体的なリスニング場面におけるリスニ

ング不安と認知プロセスのダイナミックな関わりを記述・説明することが難し

くなっていた。

リスニング不安を特性不安としてではなく，状態不安として捉え，個別的，

具体的なリスニング場面での学習者のリスニングプロセスに焦点をあてて，リ

スニング不安の生起と変動の実態を明らかにし，それがどうリスニングプロセ

スに影響しているのかを探る試みの一つとして，筆者によるリスニング不安を

テーマとした一連の研究がある（例 Noro, 2006, 2009, 2010, 2011）。この研

究は，心理的ストレス理論に基づき，リスニング不安の構成概念をリスニング

困難場面において学習者が経験する精神的な緊張や不安，いらいらや焦り，あ

るいは欲求不満などを含めたストレスフルな心的状態として再構成し，それを

包括的に「リスニングストレス（listening stress）」と名付け，心理的実在性

のある独立した一つの構成概念として提案し，その妥当性の検証を試みたもの

である。Noro（2006）は，米国での 3週間の語学研修に参加した日本人大学生

を対象とした質問紙調査及びインタビューを通して得られたデータを基に，

Lazarus and Folkman

（1984）による心理的ス

トレスの理論モデルを参

考に，図 2.3 に示したリ

スニングストレスの構成

概念モデルを構築してい

る。このモデルでは，ス

トレス先行条件として，

リスニング能力や性格特

性などを始めとした学習
図 2.3 リスニンストレス構成概念モデル 
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者特性とリスニング場面や物理的環境などのリスニング環境を，また，ストレ

ス規定要因としては，言語形式や意味内容に起因するリスニング困難の経験と

認知，そして，リスニング困難の評価と対処を，さらに，ストレス反応として，

緊張や不安，イライラなどの学習者の情意的反応と，集中力低下，理解力低下

に代表されるリスニング不全の状態をそれぞれ位置づけ，リスニングストレス

の説明を試みている。

4.2 リスニング不安の認知面への影響 

 リスニング不安の認知面への影響については，特に，理解阻害効果に焦点を

あてた筆者による実験研究（Noro, 2009, 2010）を基に考察する。この実験研

究では，難度が極端に高いリスニング教材を 1つと，難度が同程度に低いリス

ニング教材 2つの合計 3 種類のリスニングインプットを用意し，まず，難度の

低い教材を 1つ聞かせ（リスニング A），その後，難度が極端に高い教材を聞か

せ（リスニング B），最後にもう 1つの低難度の教材を聞かせる（リスニング C）

という手続きがとられた。被験者にはそれぞれのリスニングの前後にどの程度

ストレスを感じているかを自己評定させ，その変化も記録した。被験者のうち，

リスニング Bを通して強いストレスを感じた被験者（高不安群）とほとんどス

トレスを感じなかった被験者（低不安群）について，それぞれリスニング Aと

リスニング Cの理解度の差を比較することで，ストレスの影響を調べることと

した。

図 2.4，図 2.5 は，それぞれ，強いストレスを感じた被験者群（高不安群）

とほとんどストレスを感じなかった被験者群（低不安群）のストレスの変化と

各リスニングにおける理解度をグラフの形で表したものである。このグラフは，

リスニングストレスの阻害効果をよりわかりやすく視覚化するために，実際の

データを一部単純化して，概念図として作成したものである。グラフから明ら

かなように，高不安群の場合，リスニング B の後（すなわちリスニング C の前）

に感じたストレスも強い。そして，それと呼応するように，リスニング C の解

度がリスニング Aに比べ低くなっている。一方，低不安群の場合，リスニング

B の理解度はストレス群と同様に低下しているものの，ストレスは一貫して弱

く，リスニング Cの理解度もリスニング Aと変わらなかった。これは，高不安

群では，リスニング困難の経験を通してストレスが生起し，それがリスニング

の認知プロセスに影響を与え，その結果，もともと平易だったはずのインプッ
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トの処理までがその影響

を受け，その理解度が低

下したことによるものと

考えられる。それとは対

照的に，低不安群では，

リスニング困難を経験し

てもストレスがさほど生

起しなかったため，難度

が低いインプットの認知 

処理への影響がなかった

と推測される。このリス

ニング不安の理解阻害効

果は，ワーキングメモリ

の容量という観点から説

明することができると考

えられる。Eysenck（1992）

に よ る 処 理 効 率 理 論

（processing efficiency  

theory）によると，不安はワーキングメモリの資源を先取り（preempt）してし

まうためタスク遂行が低下し，それを補うために余分の努力を注ぎ込むことに

なり，結果的に処理効率が低下するとされている。外国語のリスニングの場合，

学習者の作業記憶容量はリスニングの時間的制約に加えて，学習者の言語能力

が限られていることによって二重に制限を受けており，その状況の中で不安に

より認知処理が干渉され，結果的に理解が阻害されていると考えられる。

4.3 リスニング不安の対処の指導 

 リスニング不安の対処については，その指導アプローチとして学習者の不安

を軽減するために教材を易しいものにしたり，あるいは，学習環境をリラック

スできるものにするなど，どちらかと言えば，対症療法的なものにとどまって

おり，これまで見てきたようなリスニング不安の生起とその理解阻害効果のメ

カニズムを考慮に入れた研究は十分にされているとは言い難い。筆者によるリ

スニングストレスの対処方略とその発達プロセスの研究結果から，リスニング

図 2.4 理解度－ストレス交互作用（高不安群） 

図 2.5 理解度－ストレス交互作用（低不安群） 
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困難時に用いる問題中心の認知ストラテジーとして，「明確化要求」と「予測・

推測」が，また，情動中心の情意ストラテジーとしては，常に完璧に聞き取る

必要はないという「リスニングに対する考え方を変える」が重要な方略として

浮かび上がってきた。さらに，これらの対処方略は，他者を見てまねる学習で

ある「モデリング」を通してその内在化が図られていることが明らかにされて

いる（Noro, 2011）。

 リスニング不安の生起の直接的な原因はリスニング困難であり，その最大の

規定要因は目標言語能力であることは言を俟たない。また，認知，情意の両面

にわたる，より多様なリスニング方略の開発と指導，そしてその自動化が望ま

れる。リスニング方略の自動化により，学習者は，不安を始めとした情動の覚

醒により作業記憶の容量が占有されても，それに対応できると考えられるから

である。さらに，不安の経験を通して対処方略の内在化が図られていることを

考えると，教室における指導においても，教材や授業活動，教室環境から不安

を取り除くといった，言わば対症療法的アプローチだけはなく，むしろ，学習

者に適度な不安を経験させることで，不安耐性を強化し，その中で彼らの対処

方略の発達を促していくというアプローチも必要となると考えられる。 

                                            〔野呂徳治〕 

 

5 リスニング能力の測定と評価 

5.1 国内のリスニングテストの実施状況 

 平成 24 年度（2012 年度）都道府県立高校入試問題においては，47 都道府県

すべてにおいてリスニングテストが導入されている。渡邉（2012）は，赤尾（2011）

を使って平成 24 年度の 47 都道府県立高校入試問題におけるリスニングテスト

問題を分析した。リスニングテスト項目数の平均は 9.9 項目，標準偏差は 2.36

であった。テスト項目ごとの配点がわからなかった箇所もあったため，リスニ

ング・セクションが全体のどれくらいの配点を占めるのか割合を算出すること

はできなかったが，47 都道府県立高校入試問題におけるリスニングテスト項目

数の総計は 485 であり，リスニングテスト以外のテスト項目数の総計は 1,283

であると報告していることから，平均してリスニングテスト項目は全体の

27.4％を占めていることがわかる。渡邉はさらにリスニングテストの問題形式

による分類を行い，17 種類の問題形式に分類した。一番多い形式は「質疑応答・
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対話文（選択肢）形式」の 21.4％で，二番目に多い形式は「イラスト・図選択

形式」の 16.1％で，三番目に多い形式は「応答文補充（選択肢）形式」の 14.0％

と報告している。

私立高校入試問題に関しては，村上（2010）が首都圏の私立高校 15 校（偏差

値が45から 73までまんべんなく抽出）の入試問題を調べている。15校中 3校，

つまり 20％の私立高校しかリスニングテストを実施していないことを報告し

ている。リスニングテストを実施していない私立高校の約半数は，発音問題や

アクセント（強勢）問題を出題していることも報告している。

 国公立大学入試の個別学力検査等においては，平成 16 年度（2004 年度）の

時点で 52 大学 129 学部にてリスニングテストが実施されたことが文部科学省

（2005)より報告されている。平成 18 年度（2006 年度）より大学入試センター

試験（英語）においてリスニングテストが導入されている。これ以降，多くの

国公立大学の受験生にとってはリスニングテストの受験が必須となった。

私立大学の入試問題に関しては，旺文社（編)（2012）などより一定数のリス

ニングテストが実施されていることはわかるが，一方で約 600 もある国内の私

立大学の数のみならず学部や学科や入試方式ごとに違う入試問題の版がある場

合もある私立大学の入試問題の総数は膨大で，リスニングテストがどれくらい

の割合でどのようなテストが実施されているのかはよくわからない。

国内の中学校や高校における定期試験等で，リスニングテストが全体のどれ

くらいの割合でどのように実施されているのかはよくわらない。よって，国内

の中学校や高校における定期試験を経年変化で見た時，リスニングテストは増

えているのかどうかといったこともよくわからない。実態調査研究とその定期

的調査の積み重ねが期待される。

5.2 リスニングテストの訛りがテストの難易度に与える影響 

清野（2010）は，リスニングテストにおける吹き込み者の男女差による正答

率の違いを調べた。ラテン方格法の手法を準用して，アメリカ人男性 2名と同

女性 2 名に 2つのパート（種類）から成り立つリスニング・テストの吹き込み

をしてもらい，大学生 40 名（男子 14 名，女子 26 名）に解いてもらった。結果

は，吹き込み者の男女差による正答率の違いは，男性受験者においても女性受

験者においても見られなかった。

Tara, Yanagisawa,& Oshima（2010）は，日本人大学生 173 名を被験者に，リ
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スニングテストにおける吹き込み者の発音の訛り（標準イギリス英語発音とヒ

ンディー語訛りの英語発音）の違いによる正答率の違いを調べた。結果は，英

語力によって分けた上位群においても下位群においても，イギリス英語標準発

音の方がヒンディー語訛りの英語発音よりも聞き取り理解度が高かった。

三木（2011）は，リスニングテストにおける発話の吹き込み者の訛りの違い

による正答率の違いを調べた。アメリカ，カナダ，イギリス，オーストラリア

の英語母語話者に文法・語彙の難易度レベルや音節数・単語数・発話スピード

が同程度に調整された複数のセンテンスを日本人大学1年生39名にディクテー

ションをしてもらった。結果は，カナダ≒アメリカ＞オーストラリア≒イギリ

スという正答率の順となり，カナダ英語とアメリカ英語の方がオーストラリア

英語やイギリス英語より日本人大学生にとって理解度が高いことがわかった。

この原因は，84.6％の被験者がアメリカ英語を一番よく聴いてきたと回答して

いることと関係があると思われる。

訛りによってリスニングの理解度が影響を受けるのを小さくするために，訛

りのある英語の聞き取りにも慣れる必要があるのかもしれない。

 

5.3 リスニングテストの聞く回数 

 谷口（2000）は，高校 2 年生を被験者に実用英語検定試験（英検）3 級のリ

スニング問題を使い調べた結果，2 回目のリスニングのスコアが 1 回目より 1

割ほど統計的有意に増加したことを報告している。

馬（2009）は，大学 1年生を被験者に 190 語程度の短編物語を用いて聞かせ

その後に数問のテスト項目を質問し，その後また同じパッセージを聞かせ同じ

テスト項目を質問した結果，2 回目のリスニングのスコアが 1 回目より必ずし

も上回らないことを報告している。

野口（2010）は，大学 1 年生を被験者に英検準 1 級のリスニング問題を使い

聞き取り回数の影響を調べた。結果，Part 1 から Part 3 までのリスニング・

セクションの合計得点と Part 1 の「Dialog」においては 2回目のリスニングの

スコアが 1 回目より統計的有意な増加が見られたが，Part 2 の「Real-life」

と Part 3 の「Passages」においては 2回目と 1回目には有意な差は見られなか

った。被験者の英語力で上位群と下位群に分けてさらに分析すると，上位群で

はリスニング・セクションの合計得点と Part 1 と Part 3 において 2回目のリ

スニングのスコアが 1回目より有意な増加が見られたが，下位群ではどの Part
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においても差は見られなかった。

TOEFL や TOEIC や IELTS といった海外の標準テストや，国内でも英検準 2 級

以上では，聞き取り回数は 1 回である。実際の聞き取りの際は，1 回で聞き取

れるようにしておかないと困るといった考えに基づく面が大きいと思う（妥当

性や波及効果の観点）。また，リスニング・セクションの実施時間の大枠が同じ

ならば，2 回聞かせて総リスニングテスト項目数が減るよりも 1 回だけ聞かせ

て総リスニングテスト項目数を増やした方が信頼性係数は高まると考えられる

（信頼性の観点）。

 一方で英検 3 級以下や多くの都道府県立高校入試や大学入試センター試験の

英語（リスニング）における聞き取り回数は 2回である。国内の中学生・高校

1，2 年生程度までを対象としたテストの場合，初級レベルなのだから英語力の

発達段階に応じて当分の間は 2回聞く機会を与えるという考えも成り立つし，

また特に義務教育においては英語が苦手な学習者への配慮から 2回聞くことが

できる機会を与えるという考えも成り立つ（教育的配慮の観点）。

5.4 リスニングテストの波及効果 

斉田（2009）は，リスニング試験が大学入試センター試験（英語）に導入さ

れた後の平成 18 年度以降の茨城大学入学生のリスニング能力が年々向上して

いることを報告し，その上で「高校の英語の授業におけるリスニングテスト対

策」や「英語学習の態度や意欲への影響」など 5 項目について新入生 1,110 名

にアンケート調査をおこなった。結果は一概には言えないが，リスニング試験

がセンター試験に導入された後，概して正の波及効果が見られるようである。

 柳川（2012）は，同じくリスニング試験が大学入試センター試験（英語）に

導入された後のその波及効果を，高校英語教師 99 名と高校 3年生 391 名を対象

にアンケート調査をおこなった。センター試験へのリスニング試験の導入が教

師や生徒に与えている影響は限定的であり，教師も生徒もセンターリスニング

試験に一定の関心を示しながらも，リスニングを授業に積極的に取り入れてい

る教師も、リスニングを日々の英語の勉強に組み込んでいる生徒も少数である

ことを報告している。

 斉田（2009）と柳川（2012）の結果は少し違うが，これは学習者と波及効果

が二極化しているためかもしれず，さらなる研究が待たれる。
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5.5 リスニングテストの項目分析 

 根岸雅史・東京都中学校英語教育研究会（編）（2007）では，「平成 17 年度都

中英研英語コミュニケーションテスト 3 年生」の実施後の統計的分析を実施し

その結果を紹介している。リスニングテストに限らず，テストは実施後項目分

析を行うことが望ましい。受験生の人生を左右するような利害関係の大きいテ

スト（high stakes tests）であればなおさらである。ラッシュ・モデルの不適

合（misfit）や過剰適合（overfit）等の分析までできればなおよいが，少なく

とも正答率や項目弁別指数などをテスト作成者へフィードバックし，今後作成

する際の参考とすることが望まれる。

5.6 リスニングテストのまとめ 

「問題形式がテストの難易度に与える影響」や「発話スピードがテストの難

易度に与える影響」など，リスニングテストに影響を与えるその他の要因につ

いては，片桐（2002）にて先行研究をまとめている。それ以降の先行研究も本

稿ではその一部しか紹介できなかったが，リスニングテストに関する研究は少

なくない。むしろ，中学・高校・大学における教育現場や入試における，リス

ニングテストの実施（実践）が益々増えることが期待される。 〔片桐一彦〕 
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第 3 章 スピーキング 

 

1  英語発音の基礎と実践 

 

1.1 はじめに 

英語の発音は，音読をはじめ英語学習の土台となるものであり，英語運用力

の育成には，発音に関する知識と技能の習得，およびその適切な指導が不可欠

である。しかしながら，教員を対象にした実態調査(有本，2007; 河内山・有

本・中西，2013; 河内山・山本・中西・有本・山本，2011; 柴田・横山・多良, 

2008)，および学習者を対象にした意識調査(大嶋・多良, 2010; 大嶋・多良・

柳澤, 2011)からは，発音指導・発音学習の現状と課題が浮かび上がってくる。

学習者の側では発音の上達を望んでいるものの，教員の側では自信を持って発

音を教えるだけの音声学的な知識や訓練が不足しており，英語教育の現場にお

いて発音の教育や体系的指導が十分に行われてきたとは言い難い状況にある。

それゆえ，まず教員が英語発音の基礎を固め，体系的明示的な発音・音声指導

を行うことができるようになること，また，そのような指導により学習者自ら

が自律的に発音学習を進め，身につけた発音をスピーキングやコミュニケーシ

ョンの実践の場で生かすことができるようになることが喫緊の課題である。

1.2 学習者が身につけるべき英語の発音 

どのような英語の発音を，英語学習者は身につけ，また教員は指導するべき

であろうか。一方では母語話者並みの発音を目指すという考え方もあろうし，

また一方ではカタカナ発音であろうと母語なまりがあろうと何とか意思の疎通

さえできればよいとする主張などもあろう。しかしながら，話者の発音そのも

のがコミュニケーションの阻害要因となる可能性があるようなものは，英語教

育上からも実用上からも身につけるべき英語の発音としてあえて採用しにくい。

何より英語で伝えるべき内容も手段も持ち合わせている話者の発話は，母語

話者・非母語話者を問わず聞き手にとって円滑に通じるものであることが望ま

しく，実践的なコミュニケーション能力の育成という観点からは，国際社会で

通用する判明度(または明瞭度：intelligibility)の高い英語発音を身につける

ということが目標となる。ここで定義する判明度とは，円滑なコミュニケーシ

ョンを実現するために，話者が聞き手に対して産出する発音(英語音声)の分か
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りやすさ・通じやすさのことであり，分節音と韻律的要素(プロソディ prosody，

または超分節音素 suprasegmentals とも言う)のいずれをも含む。

1.3 発音モデル 

判明度の高い英語発音を学習する際にも指導する際にも，実際上の問題とし

てなんらかの発音のモデルは必要である。英語教育の場では，従来から母語話

者の発音をモデルとして，米国発音の General American (GA)または，英国発

音の Received Pronunciation (RP)を念頭に置いた「現代の標準的な発音」が

採用されてきた(大嶋，2007)が，これは社会的な観点からも言語文化的な観点

からも現実的で妥当な選択であろう。ただし，階層性や standard/substandard

を含意することがある RP の代わりに，General British (GB) (Windsor Lewis, 

1972)や BBC pronunciation (Roach, 2009)などの呼称も提案されてきている。 

なお，英語が今や世界の共通語として非母語話者にとっても重要なコミュニ

ケーション手段であるという視点から，本来の音素数を削るなどして簡易化し

た体系の英語発音モデルも近年提唱されており，なかでも Gimson (1978)は簡

易化モデルの極を提示して興味深い。また Jenkins (2000)や Jenkins (2007)

では，非母語話者間のコミュニケーションに重点を置き，「核」となる少数の発

音基準が提唱されている。これらは非母語話者にとって母語話者発音モデル

(GA・RP)よりも習得しやすいという点で有用であるものの，簡易化発音モデル

そのものにどの程度の判明度があるのかについての検証はまだ十分ではない。

1.4 判明度の高い英語発音の習得を目指して 

判明度の高い英語発音を習得するにあたっては，分節音と韻律的要素に関す

る音声学上の基本的な知識とその整理は必須であり，音声学の講義・演習や各

種研修などを通じて，ある程度体系的にその基礎を積み直し固めておくことが

望まれる。以下に英語発音の基礎を成す調音音声学の基本事項を確認してゆく。

(1) 分節音 

英語学習者が自ら判明度の高い英語音を産出できるようになるためには，ま

ずもって発音記号(International Phonetic Alphabet：IPA・国際音標文字・国

際音声記号)を身につけ，「発音記号をいつでも正確に音声に置き換えられる」

ようになることが肝要である。特に初学の段階ではフォニックスやカタカナ発

音記号も有効であるが，すべての発音を正確にかつ明示的に扱うためにはいず
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れIPAが必要となる。IPAは一見すると数も多く煩雑であるように思われるが，

日本人英語学習者がすでに持っているローマ字などの資源を活用すれば，その

基本の習得は実はそれほど困難なことではない。以下に IPA の母音と子音の概

略をまとめる。

英語の母音は，短母音 7 種(/ɪ/ /e/ /æ/ /ɑ|ɒ/ /ʌ/ /ʊ/ /ə/)・長母音 5 種(/iː/ /uː/ /ɔː/ /ɑː/ 

/əː/)・二重母音 8 種( /eɪ/ /aɪ/ /ɔɪ/  /oʊ|əʊ/ /aʊ/  /ɪə/ /eə/ /ʊə/)に分類される(ただし

学習の便宜を考え一部簡略化した)。/ː/は音を伸ばす長音記号を表し，/ɑ|ɒ/と

/oʊ|əʊ/については，それぞれ対になっている左側が GA，右側が RP である。/i/

と/ɪ/，/u/と/ʊ/は，日本語発音では前の 2 つを「イ」，後の 2 つを「ウ」でひと

くくりにしてしまいがちであるが，それぞれ音質が異なる別発音であり，/ɪ/は

「イ」と「エ」の中間，/ʊ/は「ウ」と「オ」の中間のような音質であることに

注意する必要がある。/ʌ/は口を大きく開けすぎないようにした「ア」に近い。

なお， 母音の長さに関して，一般に同じ母音であっても無声子音の直前にある

ときの方が，有声子音の直前にあるときよりも長さが短くなる。例えば

height/hide では height の/aɪ/の方が hide の/aɪ/よりも長さが短くなる。

 英語の子音は，調音点(調音位置)・調音様式・声帯振動の有無(有声音と無声

音の区別)の 3つの観点から以下のように分類される。

・閉鎖音(破裂音) 3 対 6 種(/p//b/  /t//d/  /k//g/)   

・摩擦音 4 対 8 種＋/h/ (/f//v/  / //ð/  /s//z/  /ʃ//ʒ/  /h/) 

・破擦音 2 対 4 種(/ʧ//ʤ/  /ts//dz/)     

・鼻音 3 種(/m/  /n/  /ŋ/)    

・接近音 4 種（流音 2 種(/r/ /l/)＋半母音 2 種(/w/ /j/) 

閉鎖音・摩擦音・破擦音で対になっているものは左側が無声音，右側が有声音

である。日本語音にはない/f//v/，/ //ð/や，/r//l/などの子音については，学習者

に丁寧に指導する必要がある。また，日本語と英語の音声的特徴とその差異を

把握したうえで，日本語の音韻を活用できるところは発音指導に積極的に利用

すればよい。ただし，いわゆるカタカナ英語やカタカナ表記は，音としてはあ

くまで日本語であり，ほとんどの場合本来の英語音とはかけ離れた音のまま固

定されているため，判明度は非常に低いことが多く，特段の注意を要する。

母語話者と同様のまたは近似的な調音を行うことができるようになれば，判

明度の高い発音の産出が自然に実現できよう。繰り返し適正な練習を積むこと

により，学習者が発音時の口や舌など発音器官の「運動感覚」を身につけ，上
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記の IPA をいつでも正確に音として再生できること(自動化)を目指すよう，教

員は学習者に対して促し励ますことが重要である。

(2) 韻律的要素 

 分節音よりも大きな単位で連続音声に関わる韻律的要素として，アクセント，

リズム，イントネーションなどがあり，これらは「英語らしさ」にも関わる重

要な要素である。語アクセントの卓立は，音の高さ・長さ・強さの複合によっ

て実現されるので，学習者は発音記号とともにアクセントの位置も確認し，ア

クセントのある音節の母音を高め・長め・強めに発音するよう心がけるとよい。

その際日本語の高低アクセントに擬して，英語のアクセントをまずは高さでと

らえて発音してみるのも分かりやすい方法である。英語の強勢拍リズムは，文

中の各アクセント間の間隔をなるべく等時的に保持しようとする傾向を持ち，

母音の弱化と相まって英語らしさに大きく関係する。イントネーションは，発

話文中でピッチ(音高)の上昇・下降の変動によって実現され，話者の心情や態

度，文法構造，談話上の情報やメッセージなどを示す機能を持つ。リズムにつ

いては例えば詩や歌などの韻文を用いるなどして英語リズムを体感すること，

イントネーションについてはまずは基本パターンを習得することが望まれる。

(3) 英語らしさ 

「英語らしさ」の必要性の議論にはここでは立ち入らないが，上記の分節音・

韻律的要素に加えて，以下のような英語音声の特徴に留意した英語らしい発音

が習得できれば，特に母語話者に対する判明度は著しく向上する(Gimson & 

Cruttenden, 2008; Ladefoged & Johnson, 2011; 里井, 2011； Wells, 2008)。

・無声閉鎖音の/p//t//k/は，語頭では息を伴わせる(気音 aspiration)。

・母音の/uː//ʊ/や子音の/w//r/などについては円唇を心がける。

・米国発音の音声特徴として，子音前や語末の r 音(rhotic sound)，母音間の

t 音の弾音化(例えば water など)に注意する。 

・日本語は母音で終わる開音節構造を持つため，日本人英語学習者は，英語の

子音連続の間に母音を挿入したり，末尾の子音に母音を加えたりする傾向が

強いので，なるべくそのような母音挿入をしないよう心がける。

さらに，音のつながり・脱落・弱化・同化への目配りや，音声単位としての音

節の感覚の涵養も，英語らしさの向上には重要である。     〔里井久輝〕 
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2  英語発音の教授法・指導方法とその評価 

2.1 はじめに 

 英語の発音指導に関して 1983-1999 年の研究成果については，川島 (1999)

にまとめられているが，これを踏まえつつ，本節では 2000 年以後の著述につ

いてまとめる。学術論文および文献を， A. 発音指導の問題点，B. 発音指導

のモデル・目標，C. 発音指導法: C−1，分節音，C−2，プロソディ，D. 教職課

程，E. 教員，F. 学習者，G. その他（表記法，教科書分析，動機付け，評価）

の 7 つの分類で紹介する。しかし，各大学の紀要論文をある程度は集めてい

るが， 紙数の制約から 43編を扱えたに過ぎず， すべてを網羅できていない。

2.2 日本における発音指導の問題点 

 学習指導要領やそれに準拠した教科書が改訂されても， 発音指導はあまり積

極的に取り組まれていない領域である。菊池 (2005)では， 大学入学前の発音

教育に関する調査によると， 指導要領の改訂とは関係なく， 十分に指導を受

けていない実態があり， 大学でこそ実施すべきであるとしている。また菊池 

(2009)では， 大学生の英語力と発音能力・意識や発音記号の知識との関係を調

べ， 関連があることを示した。手島 (2011)では，中高での問題点として，発

音指導はこの 40 年間大きな変化がなく，カタカナ発音が主流である。教育現場

に英語音声学の常識が入っていない。指導内容の吟味，教職課程で英語音声学

が必修に入っていないことなど多くの問題点があることを指摘した。有本 

(2007)では，発音指導が重視されていないか軽くしか扱われていない実態，指

導する教員が十分な訓練を受けていないとしている。

2.3 発音指導のモデルと目標 

 極端な立場としてカタカナ発音や World Englishes があり，EIL や EGL，そし

て ESL，ネイティブ並みと，様々なモデルと目標が論じられている。教員への

アンケート調査では，ネイティブ並みを目標とするという回答が多いが，指導

を受けた生徒の発音は向上しておらず，ネイティブ並みという目標との大きな

乖離が見られる。

 今仲 (2000)で，日本は特殊な EFL 環境にあり，ネイティブ並みの発音を目標

にすべきではなく，達成困難な目標となっていたと述べている。田辺 (2003)
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は，EGL が日本人のモデルで intelligibility，acceptability，appropriateness

など 5 つの要素を重視するとしている。菊池 (2007)は大学１年生を対象に調査

をして，モデルはネイティブで，目標はコミュニケーションに支障のない発音

と回答し，その背景を分析した。また，菊池 (2010)では高校教員が考える目標

は，ネイティブ並ではなく，コミュニケーションに差し支えがないレベルとし

ている。有本 (2007)はアメリカ英語をモデルとして，acceptability と

intelligibility を持つ EIL を提唱した。大嶋・谷口・多良 (2006)は，指導要

領で述べている「現代の標準的な発音」とは RP または GA といったネイティブ

発音がモデルになるとしている。中村 (2012)は清水 (2011)に対する修正論文

で，日本語母語話者の英語発音基準を詳細に提示している。冨田 (2011)では明

瞭度とプロソディを重視している。

2.4 発音指導法 

 発音指導では，これまで分節音（母音や子音）に関心が払われてきたが，む

しろプロソディに重点を置き，時間的制約から分節音は必要最小限度に留めた

指導が望ましい。

(1) 分節音 

 寺島・小川 (2005)は，入門期の単音指導で，フォニックスに近い「アブクド

ゥ読み」という手法を提唱し，綴り字と音との関係を構築という試みをした。

武田 (2007)は，カタカナ発音を防ぐためにフォニックスを取り入れ，綴り字と

の関係から読む・書く能力に著しい効果が出ている。Yamaoka (2008)は cat， mat

に含まれる母音の指導で，日本語のキャとミャを利用し，語（音声環境）によ

る効果の違いが出たと報告している。笠原 (2013)は，日本語との類似点と相違

点を明示的に指導することで効果を挙げ，習得の妨げや助けになる要素を学生

が理解したと報告している。小川 (2009)では，子音の指導にフィンガーモデル

を活用することを提案した。山本・有本・河内山・山本 (2009)では，導入指導

では生徒に分かり易い説明の仕方を提案し，矯正指導では日本語母語話者の問

題点を指摘し，矯正法を提示した。

(2) プロソディ 

 有本・山本・河内山・山本・牧野 (2008)では，日本語母語話者の音調を英語

母語話者・非母語話者により評価した結果，評価の高い項目と低い項目があり，
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その原因を分析した。藤上 (2006)では，大学生を対象に英語のリズム指導の概

要を示し，具体的な授業例を提案している。草野・大和 (2013)は Focus on form

を取り入れた語強勢の指導により，機械的な繰り返しよりも知覚・産出ともに

指導効果が出たと報告している。

2.5 教職課程 

 教職課程の不備から，発音指導の訓練を受けたことのない教師や指導に自信

がない教師が多数輩出している。教職課程を改革する必要性と同時に，現職教

員の研修も急務である。

JACET 教育問題研究会 (2006)では，中学高校が実習生に求める英語力で最も

要望の高い項目は「適切発音」，即ち，生徒に聞かせて恥ずかしくない正しい発

音と大きな声で英語を読むことが要求されていると述べている。有本・中西・

河内山・山本 (2012)では，近畿地方の大学で教職課程のシラバス調査を実施し

た結果，発音は扱われているが，中高教員は大学で発音指導を十分に受けたと

は感じていない。テキスト分析では発音の扱いが少なく，理論面に偏っている

ことが判明した。靜 (2012)は，発音指導についてのビリーフと自己の発音につ

いての自信の間に何らかの相関関係が存在することを指摘している。河内山・

有本・中西 (2013)は，全国の教職課程を持つ大学のカリキュラムとシラバスを

調査した結果，音声に関する科目を必修としていない大学が 4 割，発音指導を

学ばずに教員免許が取れる実態が現職教員にも影響しており，悪循環となって

いることを指摘した。多良・大嶋・柳澤 (2009)では，教員の発音指導に関する

実施調査では，到達目標が高く設定されていないこと，体系的な指導ができて

いないこと，学習モデルとして生徒は教員を意識していることが報告されてい

る。

2.6 教員 

 柴田・横山・多良 (2008)は，高校教員の調査で，音声指導への意識，実施状

況，生徒の到達度という 3 つの指標を設定し，指導の重要性は認識しているが，

指導への自信が大きく結果に影響を与えており，教職課程において矯正指導法

を学ぶ必要性を指摘した。菊池 (2010)では，高校教員の調査で，発音指導に自

信がない教員が少なくないことを報告，前田 (2011)は，生徒にもっとも発音の

影響力を与える中学校教師の発音に問題があり，劣勢発音を習得する傾向があ
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るとし，教師が発音のモデルになっているという自覚に欠けると述べている。

河内山・山本・中西・有本・山本 (2011)は，小中学校教員を対象に調査した結

果，教員は発音指導に対して自信がなく，知識も不足しており，発音指導を十

分に学んでいないことが判明した。現職教員研修の必要があるとしている。

2.7 学習者 

 Kikuchi (2005)，中西 (2008)，小関 (2002)などは，日本人学習者は英語の

発音を向上させたいという意識が強いことを指摘しており，菊池 (2007)では，

大学 1 年生は発音が下手であると自己評価しており，その背景を分析した。ス

ワレス・田中 (2001)は，短大生の発音学習に対する態度の調査と発音能力を測

定し，意識と実践に大きな差があるとしている。Moedjito, Ito, & Marchesseau 

(2009)は，学習者の発音知識，実際の発音，明瞭度について正確さ等を分析し

た結果，コミュニケーションには accuracy が重要であるとしている。大塚・上

田 (2011)は，大学 1年生の発音学習履歴を調査した結果，強勢・音調・休止は

6 割以上であったが，発音記号は 2 割以下であったと報告している。

2.8 その他 

 表記法では，発音記号の指導が十分でないとした今仲 (2003)，フォニックス

やカナ表記には限界があり，IPA を使用すべきとする今仲 (2004)などがある。

 教科書分析では，清水・小川 (2006)および上田・大塚 (2010)で，中学教科

書では系統的に扱われていないことを指摘している。有本 (2002)では，多くの

発音教材が実際に発話につながらない配列であり，top-down 方式が少ないとい

う分析をした。

 動機付けでは，大塚・小野 (2010)でスペクトログラムを活用すると効果が出

ることを，有本 (2013)では評価ソフトを使用することで動機付けが強化される

ことを報告している。

 発音評価では，牧野 (2011)で分節音・プロソディに分けて何をテストすべき

かを解説している。中村・中川 (2002)では，母音・子音の評価に関して，音響

的特徴を教師の評価との相関が高くなるようシステムを組み，自動評価により

教師並みの評価に近づけることを可能にした。           〔有本 純〕 
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3 スピーキング力の構成要素と評価 

3.1 スピーキング力の構成要素  

 本節では，スピーキング能力の構成要素と評価について，静と動（知識と過

程），内と外（個人能力と社会環境）の視点で整理し，研究成果を議論する。

 言語は社会的行為であり，人間の社会生活において，とりわけ重要な位置を

占める。スピーキングは即興性，他者との関係でもたらされる偶発性が高く，

その結果を予測・評価することは難しい。第二言語習得研究の分野では，その

ような複雑で予測し難い言語行為を，学習者個々のコミュニケーション能力（言

語等に関する知識と言語使用のための知識運用能力）での説明を志向する研究

の歴史を重ねてきた。スピーキングに限定せず四技能すべてを包括的にコミュ

ニケーション能力(communicative competence)として定義した Canale & Swain 

(1980)の提案は，その代表的な研究であり，その後の理論展開の基盤となった。

スピーキング力に限定した研究は，言語知識と技能によりモデル化した Bygate  

(1987)の研究や，心理言語学の研究成果を踏まえてスピーキング過程のモデル

を提案した Levelt (1989)などが代表的である。これらの研究は，スピーキン

グの指導と評価にどのような成果をもたらしてきたのだろうか。

(1) 知識モデル 

 Hymes (1972)によって最初に提唱された「コミュニケーション能力」は，も

ともとチョムスキー(Noam Chomsky)の言語理論への反論であり，実際の言語使

用を抜きに理論構築できないこと，言語の社会的性質が重要なことを議論した。

ハイムズの理論を応用言語学・英語教育学に最初に応用したのは Canale & 

Swain (1980)であり，その後コミュニケーション能力論は英語教育学界で独自

の展開を遂げた。Canale (1983)は，文法的能力，社会言語学的能力，談話的能

力，方略的能力の 4 つの下位能力を提議し，後に Bachman & Parmer (1996)は，

組織的知識（文法的知識＋テクスト的知識）と語用論的知識（機能的知識＋社

会言語学的知識）から構成される「言語知識」と「方略的能力」にまとめた。

 コミュニケーション能力の理論研究が英語教育にもたらした研究成果は計り

知れないが，柳瀬 (2006)が指摘したように，コミュニケーション能力論には，

実際のコミュニケーションの過程に関する論考がほとんどない。言語使用の遂

行過程は四技能各々で異なることを鑑みると，それら四技能を区別せず定義さ

れたコミュニケーション能力論が，言語使用過程を説明するモデルではなく，
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知識の分類記述に留まるのは必然のように思われる。しかしながら，他の技能

以上に，スピーキングは即興性と偶発性を特徴とするため，時間の制約と環境

（対話者）の多様さの影響を受ける。実時間上での言語使用過程をモデル化す

る研究が，他の三技能以上に求められるのもまた必然である。

(2) 過程モデル 

 スピーキングに技能を限定し，実際の言語産出過程のモデル化を試みた研究

の 1つが Bygate (1987)である。Bygate (1987)は「知識」と「技能」が相互に

影響し合う双方向の並列関係を持ちつつ，発話を「計画」→「選択」→「産出」

する過程としてモデルの提案を行なった。バイゲイトの主張は，文の生成方法

を知識として持つだけでは不十分で，実際に言語を環境に適応させ，「知識」と

「技能」の相互連携を促進する指導が重要と主張するなど，教授的側面への関

心が高かった。一方で，Bygate (2001)では，Levelt (1989)の発話モデルが引

用されていることからも伺われるように，心理的言語産出過程のモデルとして

は，Levelt (1989)の方がより詳細な過程モデルと言える。

 母語のスピーキングを研究対象とした Levelt (1989)は，実時間上の言語処

理・反応速度などの心理言語学研究の成果をもとに，言語産出過程のモデルを

提案した。このモデルでは,(1)概念化(conceptualization,話す内容の概念化), 

(2)形式化(formulation, 内容に合う語彙や文法形式の選出),(3)調音化

(articulation, 身体技能面での表現の実現)の 3 段階で産出を説明し，それに

(4)自己モニター(self-monitoring,省察による間違いの確認)を加えた 4 要素

でモデル化した。レベルトの研究は，発話を意図する時点から音声化するまで

の言語産出過程を論じている点で，コミュニケーション能力論が扱えない言語

使用の動的側面を論じている。

 コミュニケーション能力論と，スピーキングの過程モデルとの共通点は，「言

語知識」と「運用技能」とを関係づけて言語使用能力を定義している点である。

コミュニケーション能力論は，言語知識（言語学的知識と社会言語学／語用論

的知識に大別される）を主に扱い，Bygate (1987)，Levelt (1989)の理論は，

運用技能を主に扱っている。英語教育学界では，「言語知識」＋「運用技能」＝

言語産出能力という捉えかたがメインストリームとなり，指導・評価の発展に

成果をもたらし，同時に課題も残してきた。コミュニケーション能力論の研究

は，評価の枠組みの研究として発展した経緯もあり，スピーキング力の評価開
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発に大きな成果をもたらしたが，指導面については「言語知識はあっても運用

ができない」という，Larsen-Freeman (2003)の指摘する知識と運用のギャップ

問題をもたらしたとも言える。

3.2 スピーキング力の評価方法 

(1) 評価の課題 

 言語知識と運用技能によるスピーキング力の理論化を志向してきた英語教育

学研究と，理論的な妥当性に加えて，公平性，信頼性，実用性を求める評価研

究とでは，その目的や方法に違いがあるため，必要な橋渡しを行なわねばなら

ない。「評価ができない理論」も「理論的でない評価」もあってはならない。

 言語は社会的行為であると考えた場合，スピーキングの評価方法開発におい

て問題になるのは，その社会的側面をどのように取り扱うかである。対話の相

手との関係性，話す内容，課題遂行環境が評価結果を左右する危険性について

は，学習者個人の知識と能力を論じるコミュニケーション能力論では十分に議

論されておらず，評価研究の分野で理論的かつ実用的な方法で解決すべき課題

であった。

(2) テストのタスクと評価観点 

 Chapelle, Grabe, & Berns (1997)によれば，TOEFL の改善にあたり開発され

たコミュニカティヴな言語使用のモデル(the COE model)は，コミュニケーショ

ン能力論，スピーキング過程モデルを組み込み，さらに世界知識を要素として

加えた「内的操作(internal operations)」と呼ばれる学習者の内的能力を設定

した。また一方で，そのような内的操作を行なわせる言語使用の環境(context)

として，ハイムズ(Dell Hymes)の談話分析の枠組みを参考に，スピーキング課

題状況を，(1)設定(setting, どのような場面か)，(2)参加者(participants, だ

れと話すのか，どのような役割を果たすのか)，(3)タスク(task, どのようなゴ

ールで活動を行なうのか)，(4)テクスト(text, タスク遂行のために用いる言語

の種類)，(5)トピック(topic, 話題は何か) の 5 つの要素で規定した。

 このように，内的な能力と社会的な環境の 2つの要素からなる枠組みを規定

し，社会的な環境を適切にコントロールした上で学習者から言語産出を引き出

すことで，評価に必要な妥当性，公平性を確保するタスク設定の方法は，他の

スピーキングテストにも見られる。コントロールの程度や方法はテストによっ
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て異なり，社会的要因のコントロールが緩やかな状況適応型のテストは，信頼

性の低さが批判されがちであり，コントロールが厳しいテストは，発話状況の

不自然さから妥当性が批判される傾向がある。

 次に評価観点について代表的な評価法の事例を挙げる。全米外国語教育協会

(ACTFL)の発表した言語習熟度(proficiency)ガイドライン(ACTFL, 2012)では，

スピーキング課題(task)の構成要素として，機能(function),内容(content),

文脈(context),正確さ(accuracy)，談話タイプ(discourse type)を挙げている。

このガイドラインは，学校教育環境を念頭においた教育政策公約的であり，実

証研究の集積，成果ではないとの批判もある(Iwashita, Brown, McNamara, & 

O’Hagan, 2008)。Luoma (2004)も同様に，特定の理論に基づく分析的スケール

ではないことを問題視し，個別の言語使用状況における言語行為の記述が難し

いため評価者の訓練に時間がかかると指摘している。

 欧州評議会(Council of Europe)の提唱する CEFR の構成要素は，表現の複雑

さ・範囲(range)，正確さ(accuracy)，流暢さ(fluency)，交流(interaction)，

一貫性（coherence）を挙げている。CEFR が具体的な評価方法を決めるわけで

はないが，スピーキング力をパフォーマンス評価する際の有力な指標といえる。

3.3 日本でのスピーキング研究 

 日本のスピーキング研究は，他技能の研究に比較してやや少ない。同様の傾

向は TESOL などの国際学会にも見られる(Bygate, 2001)。創刊から四半世紀を

迎える ARELEの掲載論文からスピーキング関係の研究を抽出しても，1990 年代

はスピーキングの指導実践研究が中心で，評価方法の研究事例(e.g. Sakai, 

1996; Katagiri, 1999)は少数である。2000 年代に入って，評価方法がより洗

練され，SELHi など学校現場での全国的な開発研究が行なわれ，日本人学習者

のスピーキングを詳細に評価分析し指導実践への示唆を探る研究(Koizumi & 

Katagiri, 2007, 2009)が発表された。日本の学習者を対象に学校教育現場で実

施されたこのような研究は実践と理論の融合の観点からも貴重である。  

〔今井裕之〕 
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4 スピーキング・ストラテジーの指導 

4.1  ストラテジー研究の背景 

 ストラテジー(strategy)という単語を辞書でひくと「戦略」という訳語が当

ててあるように，元来は軍事用語であった。それが，後に学習一般のみならず，

言語学習にも適用されるようになり，今日のような L2 学習方略研究の隆盛と繋

がった。しかしながら，方略研究の萌芽はすでに Rubin (1975)や Stern (1975)

の学習成功者の研究に求めることができる（竹内, 2003）。その背景としては，

第一に，外国語教育も含めて教育学の分野での教師中心指導から学習者中心指

導への転換が挙げられる（羽鳥・松畑, 1980）。それまでの外国語教育が，教師

中心であり，学習者がなおざりにされていたということへの反省が広がりつつ

あった。加えて，第二言語習得研究の隆盛の中で，学習の成功を左右する年齢，

動機付け，認知スタイル，学習方略などの学習者要因への関心の高まりが挙げ

られる。その後，L2 学習方略研究は隆盛を見せ，Oxford (1990)によって示さ

れた 50 項目からなる Strategy Inventory for Language Learning は，その後

の学習方略研究でのベースラインを形成している。Oxford らの研究は，Cohen

（1998)に受け継がれることになるが，そこでは second language learner 

strategies が，second language learning strategies と second language use 

strategies に分けられている。後者については， communication strategies

（CS）として，Cohen の枠組みが発表される以前から学習方略と平行する形で

研究されている。

4.2   CS 研究から学べることとその限界 

 スピーキング・ストラテジーについて考える上で，CS 研究の知見は大いに参

考になる。Dörnyei & Scott (1997)によれば，CS 研究の始まりは，Selinker 

(1972) が L2 学習に関わる 5 つの主要なプロセスの 1 つとして提示した

“strategies of second language communication”(p.229) に求められる。こ

の概念は，その後 Savignon (1972)が提示した“coping strategies”に受けつ

がれ，Váradi (1980/1973)，Tarone (1977), Tarone, Cohen, & Dumas (1976)

によって CS 研究の基礎が築かれた。しかし，CS が本格的に研究されるように

なったのは， Canale & Swain (1980)が，communicative competence の構成要

素の 1 つとして方略能力を提示してからである。 
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 その後，CS 研究は急速な拡大を見せることになるが，その中で様々な定義や

類型（分類法）が提示された。例えば，CS の定義に関しては，｢二人の対話者

が，解釈に必要不可欠な意味構造が共有されていない場面において意味に関し

て共通理解を得ようとする共同的な試み」という Tarone (1980, p.420)の定義

が代表的である。CS の類型に関しては，達成（achievement）方略と回避

（avoidance）方略という二分法（Bialystok，1990)や，簡略（reduction）方

略と達成（achievement）方略という二分法（Færch & Kasper, 1983)がよく知

られているが， Dörnyei (1995)は，①avoidance or reduction strategies，

②achievement or compensatory strategies，③stalling and time-gaining 

strategies という三分法を採用し，全部で 12 個のストラテジーを提示してい

る。この他にも研究者によって様々な類型が示されているが，Dörnyei & Scott 

(1997)はそれまでの CS 研究をまとめる形で，9 つの類型と 41 項目におよぶ具

体的な CS ストラテジーを提示している。

 Tarone (1980)の CS の定義に見られるように，CS 研究のほとんどがスピーキ

ングを念頭にいれており，スピーキング・ストラテジーについて考える上で，

CS 研究から多くのことを学ぶことはできる。しかしながら，スピーキングを対

象にしながらも，発話者の能力不足などに起因する障碍を回避したり，克服し

たりする行為，つまり problem-orientedness（Dornyei & Scott, 1997, p.182）

を前提としており，スピーキング・ストラテジーを CS と同義とすることはスピ

ーキング・ストラテジーを矮小化してしまう可能性もある。むしろ，限られた

時間の中で現在の自身の英語力を最大限に活用してリアルタイムで自分が伝え

たいことを外国語で可能な限り正確に伝えるために必要とされる方略，あるい

は，外国語でのスピーキングという行為（その長さや形態は様々）の成功を支

援する言語的かつ非言語的方略として，ひろく捉える方が賢明であろう。その

意味で方略能力(SC)を単にコミュニケーション上の障壁を補正するための能力

としてだけではなく，｢コミュニケーションの有効性を強化するため｣の能力と

しても定義した Canale (1983, p.11)の主張は傾聴に値する。

4.3  スピーキング・ストラテジーの指導に求められるバリエーション 

 スピーキング・ストラテジーの具体的中身については，Dörnyei & Scott 

(1997)によって提示された 41 項目に及ぶ CS もさることながら，90 項目からな

る Language Strategy Use Inventory (Cohen, Oxford, & Chi, 2005)の中で
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Speaking Strategy Use として列挙されている 18 個のストラテジーが参考にな

る（ただし，最初の 3 つは学習ストラテジー）。個々の具体的なストラテジーに

ついては，インターネット上に公開されているのでここでは割愛する。

 さて，これらのストラテジーは米国に来た留学生など，ある程度学習が進ん

だ第二言語の話し手のためのストラテジーであり，我が国における実際の指導

場面では，指導のコンテクストに応じて，その中身を変えていく必要がある。

具体的には，第一に，指導する学習者のレベルに応じて変えていかなければな

らない。例えば，英語学習入門期の学習者に対しては，CS の中の達成方略とし

て重視されているパラフレーズ，特に関係詞を使ったパラフレーズは指導でき

ない。関係代名詞が未習だからである。この種のパラフレーズの指導対象とし

てふさわしいのは高校生や大学生であろう（Takatsuka, 1998）。学習初期の段

階では，むしろ，文法・文型よりも単語，特に内容語を重視するストラテジー

の方が効果的かもしれない。また，学習が進んでも，文法力が限られている間

は，lexical phrases（Nattinger & DeCarrico, 1992）や，gambits や routines

の利用（Izumi, 1996）も有用なストラテジーとして勧められている。

 次に，発話単位（長さ）に合わせて，指導するスピーキング・ストラテジー

を変えていく必要がある。例えば，発話単位が単文の場合，パラグラフの場合，

スピーチの場合で用いられるストラテジーは当然異なってくる。単文の場合は，

文法的な文を作り出すためのストラテジーが必要になってくる。英語学の立場

からすると，“The most important constituent of the predicate is the verb. 

Indeed, it is the most important constituent in the sentence.” (Greenbaum, 

1991, p.19)に示唆されているように動詞に力点が置かれることになるが，英語

コミュニケーションの立場からすると，最初に発話するのは述語動詞ではなく

主語であり，その意味で主語の正しい選択に留意することは重要なスピーキン

グ・ストラテジーとなる。同じスピーチでも原稿がある場合は，アイコンタク

トなどデリバリーを効果的にするためのストラテジーが必要となってくる。さ

らに，スピーキングの場面に合わせてストラテジーも変化させる必要がある。

友人とのカジュアルな会話，会議でのプレゼン，スピーチ，学会発表などで活

用されるストラテジーは当然変わってこざるを得ない。オバマ大統領やスティ

ーブ・ジョブズ氏のスピーチから多くのことが学べそうである。

4.4  スピーキング・ストラテジーに関する実証的研究 
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 英語教育学の観点からは，単にスピーキング・ストラテジーを記述するだけ

では不十分である。その効果的指導や学習に繋がる実証的な研究が求められる。

スピーキング・ストラテジーに関する実証研究は，およそ①ストラテジー使用

の実態を明らかにするもの，②ストラテジーの明示的指導がストラテジー使用

を促進するかどうか検証するもの，③ストラテジーの明示的指導が最終的には

コミュニケーション能力の向上に繋がるかどうかを検証するもの，の 3種類に

類別できる。例えば，①に関しては，Hisayama (1996)が，日本の大学生を対象

に英語力と CS との関係を調査し，英語力が高い学習者ほど CS（特にパラフレ

ーズ）を活用する割合が高いことを突きとめている。Tatsukawa (2007)は日本

の高校生と大学生の間での CS の利用実態を，Tatsukawa (2008)は高校の英語教

師の間での CS の利用・指導実態を調査している。また，Nishida & Quadir (2006)

は日本とバングラディッシュの大学生が使用するスピーキング・ストラテジー

を比較するとともに，自己評価によるスピーキング能力との関連を調査してい

る。②に関しては，Dörnyei (1995)が，ハンガリーの高校生を対象に CS の明示

的指導が，学習者が使う CS の質と量を向上させる可能性があることを実証して

いる。また，McCrohan & Batten (2010)は，日本の大学生を対象にした調査で，

CS の明示的指導が CS 利用の自信につながったことを報告している。③に関し

ては，Nakatani (2005, 2010)が，日本の大学生を対象にした oral communication 

strategy (OCS)の明示的指導が口頭能力の向上に繋がったと報告している。ま

た，Suzuki (2007)や Izumi (2008)も，CS の明示的指導が発話の文法性の向上

に繋がるかどうかを調査し，部分的ながらその効果があることを実証している。

4.5  まとめ 

 スピーキング・ストラテジーの指導を考える上では，CS 研究の知見に頼るだ

けでなく，ひろくスピーキングプロセスの研究，スピーキング能力の研究，口

語英語の特性に関する研究，英語と日本語の比較研究などから学ぶ姿勢が大切

である。また，書店に並ぶ会話上達法に関する書籍からも多くの知見が得られ

る。以前ある総合商社が海外駐在員候補者のためにまとめた『実戦英語は度胸』

は，ある意味ではスピーキング・ストラテジーの根幹を突いているとも言える。

いずれにしても，社会のグローバル化の進行とともに，英語でのオーラルコミ

ュニケーションの機会がますます増えつつある今日，スピーキング・ストラテ

ジーの研究と指導は社会的な要請にもなっている。      〔伊東治己〕 
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5 スピーキング評価の実際 

5.1 スピーキング評価の現状 

 実際に学習者が話す形式でのスピーキングの評価はどの程度行われているだ

ろうか。「平成 22 年度公立高等学校における教育課程の編成・実施状況調査」 

(文部科学省, 2011） によると，普通科での「英語Ⅰ」でのパフォーマンステ

スト実施は 23.8%，スピーチ評価は 7.8%，インタビュー実施は 7.7%，プレゼン

テーション評価は 5.9%と限られている。英語教育が主となる学科での「総合英

語」においても，パフォーマンステスト実施は 50.3%，スピーチ評価は 30.8%，

インタビュー実施は 24.5%，プレゼンテーション評価は 20.3%であり，スピーキ

ング評価の実施は残念ながらあまり行われていない。

 その理由は，実施・採点に時間がかかることや，タスク作成や採点の方法が

知られていないことが考えられる。しかし，スピーキング評価のための時間は，

年間計画に位置付け，指導と関連付けながら準備を行えば確保できるだろう。

それより深刻なことは，タスク作成や採点の方法が一般に広まっておらず，評

価に不安を覚える教師が少なからずいることではないだろうか。

 近年スピーキング評価に関する研究は増えてきたものの，まだ少ない。本節

では，最近の英語教育学研究から得られた知見と関連付けながら，スピーキン

グ評価を実践する上での注意点を述べる。

5.2 スピーキング評価での注意事項 

 スピーキング評価を適切に行うために考慮すべき点は，受験者の言語能力や

現実世界での問題処理力，タスク（受験者が行う課題。特徴・トピック等を含

む），対話者の特徴，受験時の状況，評価尺度（採点基準），採点者（特徴，訓

練の有無）等である (Fulcher, 2003)。その中で評価結果（テスト得点）に大

きな影響を及ぼす要因が，タスクと採点者である (e.g., Grabowski, 2009)。

 印南・小泉 (2013) は，タスクと採点者がどの程度スピーキングテストの得

点に影響するかについて調べた一般化可能性理論を用いた研究を系統的に 26

件集め，メタ分析と呼ばれる手法で先行研究の結果を統合した。その結果，生

徒のテストでの順位が変わる度合いは，タスク (pt) の方が採点者 (pr) より

もかなり大きいことが分かった (それぞれ 10.0%と 1.5%)。これはタスクによっ

て，引き出す発話や測れるスピーキング能力が異なり，得点も違ってくる傾向
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があるということである。例えば，準備が十分にできるスピーチでは高得点を

取れる生徒でも，即時性が求められる面接テストでは高い質の発話を産出する

ことができずに低得点を取り，スピーチは苦手だが即時的な発話は得意な生徒

と順位が入れ替わりうることを示唆する。また絵描写とロールプレイなど，ど

のタスク間でも順位の逆転が起こりえる。そのため，限られたタスクだけで評

価するとそのタスクが得意な生徒が有利になりやすいため，多様なタスクを多

く行う方がよい (詳細は 5.3 参照)。

 印南・小泉 (2013)では，採点者の影響は採点訓練をした場合としない場合を

含め，全体的に小さかった。しかし，個々の研究では採点者によって大きな影

響を受けているものもあった (e.g., Sawaki, 2007)。採点者の影響を極力減ら

すために，採点基準を明確化し，同じ採点者が基準を評価の最初から最後まで

一貫して使い（高い採点者内信頼性を保ち），採点者間で基準を同じように使う

（高い採点者間信頼性を保つ）ように訓練を行うのが望ましい。具体的には，

このような発話は何点と設定し，サンプル発話を聞いて採点し，採点結果のず

れた部分は話し合い，基準を調整するとよい。採点中は適宜休憩を取り，採点

は 1人の生徒につき 2人以上で，互いの採点は見ずに独立に行うことが望まし

い。全員に対して実施が難しければ，例えば 20%の採点を 2 人で行い，判定の

一致を確認し，不一致部分は理由を特定し，残りの採点に生かすとよいだろう。

 採点は教師が行うのが一般的だが，ピア評価として生徒同士で行うこともで

きる。ピア評価は，採点者が匿名であれば教師評価との相関が高く，意図した

能力を測れているという点で妥当性が高い傾向がある (Fukazawa, 2010; Hirai, 

Ito, & O’ki, 2011)。教師評価とピア評価を実施し，両方の結果を成績に入れ

ることで，採点者数が増えて評価がより安定するという利点もある。

5.3 評価タスクの作成・実施の注意点 

 5.2 で述べたように，どのタスクを行うかで得点は変わりやすい。タスクの

影響を減らすには，タスク数を増やすのと，似たタスクを行う方法がある。教

室での評価では，1 回のテストでのタスク数を増やすのは難しいだろうが，学

期末の成績を付けるために学期中に何度か評価のためのタスクを行うことは可

能だろう。山森 (2002)は，一般化可能性理論を用いて，コミュニケーションへ

の関心・意欲・態度の評価をする際に教師 1 名では 15 項目以上，2名の場合に

は 8項目以上を用いれば，テスト内での一貫性 (信頼性） が高い評価になるこ
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とを示した。しかし，スピーキングタスクが何個以上あれば信頼性の高い評価

になり，タスクの得点への影響が減るかについては，日本の教室環境において

は知る限りまだ検証されておらず，今後の研究を待ちたい。

 タスクの得点への影響を減らす別な方法は，似たタスクを行うことである。

難易度が近い複数のタスクを行ったり，1 枚の絵の描写と一連の 2 枚の絵の描

写など，要求される発話が近いタスクを実施したりすれば類似した得点になり，

タスク数を増やさなくてもタスクの影響は小さくなる。しかし，この評価法で

は指導で伸ばそうとしているスピーキング能力よりは狭い能力しか測っていな

いことになり，妥当性が下がってしまう。さらに，使用したタスクが得意な生

徒が有利になり，公平性が問題になる。可能ならば，様々なタスクを使い，タ

スク実施回数を増やすことが大切である。

 では，タスクにはどのような種類があるだろうか。教室での評価で使えそう

な種類を表 5.1 にまとめた (さらに詳細な分類は Fulcher, 2003 等を参照）。モ

ノローグ型は生徒一人で話す能力を要求するのに対し，面接者や生徒間での対

話型は，それに加えて対話する能力が求められる。授業の目標や活動に基づき，

多様なタスクを使って評価すべきである。

 

表 5.1 スピーキングのタスクの種類 

種類 例 研究例・使用例 

モノロー

グ型 

暗唱，スピーチ，プレゼンテーシ

ョン，一枚・一連の絵の描写，地

図・グラフの描写，話の再話 

(retelling) 

有嶋 (2012), Funato & Ito 

(2008), Koizumi & Hirai 

(2010), Koizumi & Katagiri 

(2009), Sato (2011), 

Uenishi (2004), Yoshikawa 

(2005) 

面接者と

対話型 
インフォメーション・ギャップを

含むロールプレイ，インタビュー 

Aso (2000), 伊地知 (2012), 

Kunimoto (2009), Nekoda 

(2006) 

生徒間で

対話型 

チャット，ロールプレイ，ディベ

ート，ディスカッション 

Nakatsuhara (2011), 

Negishi (2010) 

注：具体例と特徴については，根岸 (2010) を参照。

 モノローグ型は，事前準備時間の有無で分けられる。藤田 (2012)は，準備時
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間の有無で研究結果を分類し，メタ分析を用いて結果を統合し，準備時間があ

ると話すスピードの点での流暢さが高まることを示した。タスク前に準備時間

を取るかどうかは，どのような発話を引き出したいかと生徒の能力を考慮して

決めるべきだろう。モノローグ型は聞き手と対面しなくても発話が引き出せる

ため，一人でマイクに向かって行った発話を録音し，後で評価できる。最近の

大規模テストではコンピュータ使用のスピーキングテストが増え，その妥当性

を検討した研究もある (Zhou, 2012）。教室での評価においても，同様の設備が

あれば実施可能だろう。

 面接者との対話型では，面接者がどのように対応するかを明記し，複数の面

接者がいる場合には練習を行うとよいだろう。それがないと，受験の順番や，

面接者の好みによって，意図せずに質問の難易度や話しやすさを面接者が変え

てしまうことがある (Brown, 2003)。加えて，この形式では，生徒は質問に答

えることが多くなって発話が限られやすいため (Fulcher, 2003)，面接者が意

識して，生徒から多様な発話を引き出すように心がけるべきである。

 生徒間での対話型では，ペアでの対話とグループでの対話があるが，生徒の

性格や誰と話すかによって，発話が変わることがある (Nakatsuhara, 2011)。

指導で同様のタスクを行って形式に慣れさせ，相手を変えて何度も行うとよい。

 表 5.1 の観点以外にも，タスクは自由発話型かと構造化型かで分けられる 

(Luoma, 2004)。構造化型では生徒が話す文法や語彙を指定し，それが産出でき

るかを評価する。聞いた文の繰り返しや，文完成型，Q&A 方式などが例である。

また，読んだり聞いたりした内容に基づいて要約や意見陳述を求める統合タス

クもあり，スピーキングのみのタスク (独立タスク） と使用技能がどのように

異なるかについての研究も進んできた (Frost, Elder, & Wigglesworth, 2012)。

学習指導要領でも統合活動が求められていることから，教室での評価において

も積極的に使用していくべきだろう。

5.4 今後のスピーキング評価に向けて 

 スピーキング評価は，慣れていないと不安を覚える教師も多いだろう。まず

は授業中のスピーキング活動を評価し始めること，授業で伸ばしたい能力を中

心に採点基準を作ることから始めたい。慣れてきたら，上述のように，より多

くの多様なタスクで評価を行い，採点が一貫するように注意する。このような

努力で，より妥当なスピーキング評価が可能となるだろう。  〔小泉利恵〕 
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第 4 章 リーディング 

 

 1 リーディングの認知プロセス 

 

1.1 リーディングプロセス研究の経緯 

 私たちは英文を読む際，テキストから情報を得る（データ駆動型処理: data 

driven processing）と共に，それらの文字情報が正しいかどうか，これまでの

経験の中からふさわしい背景知識を探し，それと照らし合わせながら（概念駆

動型処理: conceptually driven processing）読み進めていく。

 1970 年頃までは，読解は語彙や構文の理解といったデータ駆動型処理過程重

視の考え方が中心であったが，1970 年代に入り，「読解は心理言語学的推測ゲ

ームである(Reading: A psycholinguistic guessing game.)」とする Goodman 

(1967) や Smith (1971)らの心理言語的なモデルが第一言語の読解研究に登場

した。読みとは読み手が予測や推測を行いながら意味を積極的に取りに行く行

為であると考える概念駆動型処理過程重視の考え方である。第二言語読解にお

いても Coady (1979)が，概念的能力(conceptual abilities)，背景知識

(background knowledge)，言語処理ストラテジー(process strategies)からな

る読解モデルを提案し，以降，読み手に十分な背景知識があれば，文法的知識

などを補えると考える読解プロセス研究が盛んに行われるようになる。

 読解に果たす背景知識の役割への関心は，スキーマ理論(schema theory)とし

て Rumelhart (1980)らによって体系化された。テキストの語句，文，段落，文

章全体の理解と積み木を積み上げるように読むのがボトムアップ処理

(bottom-up processing)。一方，読み手が背景知識を活用しながら，テキスト

を理解する上で適切な情報を選び(sampling)，それに基づき英文の予測を立て

(predicting)，検証し(examining)，必要に応じて修正(revising)や確認

(confirming)を行い，さらに読み進めていく(sampling further) のがトップダ

ウン処理(top-down processing) 。この 2つのプロセスの関連や，その考えに

基づく指導法への関心が後に続いた (Carrell & Eisterhold, 1983)。

トップダウン処理重視の考え方に対して，Rumelhart (1977)は，低次と高次

の言語処理ストラテジーが互いに関係する相互作用モデル (interactive 

model of reading)を唱え，Just & Carpenter (1980)は眼球運動に基づき短期・

長期記憶装置と関わるモデルを，そして Stanovich (1980)が，読み手は不足し
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ている読解力を補うために他のストラテジーに依存するという相互作用補完モ

デル (interactive compensatory model)を，また McClelland & Rumelhart 

(1981)が相互作用活性モデル(interactive activation model)を発表した。

 また，優れた読み手は文頭からボトムアップ処理を自動的に行い，そのこと

がより高次なレベルの読解プロセスにつながっているという McLaughlin 

(1990)の研究や，多義性を持つ文の解釈は文脈に依存し，個々の文法知識もま

た単語の認識を助ける (Samuels & Kamil, 1988)などの研究もある。

データ駆動型処理と概念駆動型処理という二方向性の処理や，一貫した心的

表象の構築過程は，Kintsch (1988) の構築・統合モデル (construction- 

integration model / CI model)に包括されている。このモデルでは，テキスト

情報の理解に基づいて構築されるミクロ構造 (micro-structure) とマクロ構

造 (macro-structure)，そして読み手の背景知識を統合することによって構築

される状況モデル (situation model) という理解の段階が提唱されている。文

章全体の構造把握は，数々の命題から構成されたテキストベース内の階層的な

ミクロ命題(proposition)を分析し，さらにこれらを高次の意味にまとめあげ，

最終的に文章全体の構造に相当するマクロ構造を形成する (Kintsch & van 

Dijk, 1978)。このようにして，読み手の頭の中に形成される表象は心的表象

(mental representation)と呼ばれる。読み手はまず，それぞれの単語を処理し

ミクロ命題を分析しテキストの詳細情報を理解する。マクロ命題への統合規則

は，要約規則やマクロルール (macrorules) と呼ばれる。

また文章理解は，文章中の個々の出来事の原因と結果を結び付けていく過程

であり，読み手はこれらの因果のつながりを構成して文章の全体像を頭の中に

作り上げていくと考える因果ネットワーク (causal network) モデルが提案さ

れた(Trabasso & Sperry, 1985)。

1.2 リーディングに関わるその他の要因 

Alderson (1984) は「外国語の読解は，読解力の問題なのか，それとも，そ

の外国語の能力の問題なのか (Reading in a foreign language: a reading 

problem or a language problem?)」と問題提起をした。そして，母語での読解

スキルが外国語の読解に転移するためには，ある程度の言語能力が必要である

とし，言語閾値／しきいレベル (threshold level)にふれた。転移が成立する

ためには一定の言語力が必要であるとするのが，この言語閾値／しきい仮説 

097

第1節　リーディングの認知プロセス



(threshold hypothesis) である。母語の読解能力が外国語の読解能力にも影響

を 与 え る と す る 主 張 に は ， 他 に も 言 語 相 互 依 存 仮 説  (linguistic 

interdependence hypothesis) がある。

 一方，ワーキングメモリは短期記憶 (short-term memory) や長期記憶 

(long-term memory) の二重貯蔵庫モデルだけでは説明できない問題点を解決

するために提唱された概念である(Baddeley, 2000) 。英文読解は，それまでに

読んだ情報の「保持」をしながら，目の前の英文を読む（「処理」）。ところが，

ワーキングメモリには個人差はあるものの容量制限があり，読み手はその制限

内で処理資源を「処理」と「保持」に割り当てなければならず，この２つはト

レードオフ (trade-off) の関係にある。また処理資源は下位レベル処理に優先

して使用されるとも言われている (Just & Carpenter, 1992)。語彙処理のよう

な下位レベルの処理能力が発達していない読み手の場合には，メインアイデア

などの非明示的な情報の理解が困難となるのは，それまでに読んだ内容の保持

や統合に割ける処理資源が少ないためである。一方，下位レベルの処理が自動

化 (必然的に符号化・検索が実行) されることにより，ワーキングメモリに負

荷を与えない状態となる (DeKeyster, 2001)。このような下位レベル処理の自

動化が，多くのワーキングメモリ容量を上位レベル処理に割り当てるためには

必要なのである (Nassaji, 2002)。

1.3 状況モデルの構築 

文章を理解する際，読み手は文の情報を複数の階層状に構築している。この

表象レベルを状況モデル (situation model) や心的モデル (mental model) と

よび，テキスト自体に何が書かれているのかではなく，何について書かれてい

るのかを背景知識などと統合したものを指す。つまり，状況モデルは読み手の

長期記憶を利用し，推論を働かせることで構築される。

Zwaan & Radvansky (1998) は，状況モデルの 3 つの段階 (current, 

integrated, complete model) と，状況モデルの 3 つの処理段階 (construction, 

updating, retrieval of situation models) と特定の状況モデルの前景化 

(foregrounding of specific situation model elements) を含む 4 つの処理操

作を区分している。

読み手はまず，文や節で表された状況について current model of the 

situation を構築 (construct) する。全ての情報を統合し 1つのモデル (これ
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を統合モデル [integrated model] と呼ぶ) が構築されるまで，一文ごとに状

況モデルが更新 (updating) される。その処理中に，読み手は特定の情報に対

して，より注意を払う。これを前景化 (foregrounding) と呼ぶ。最終的に統合

され，長期記憶に保持される状況モデルを complete model と呼び，それを引き

出すことを検索 (retrieve) と呼ぶ。この状況モデルの更新はそれまでのテキ

スト情報に基づき構築していた状況モデルが，新たな情報が提示された場合に

矛盾をはらむことに読み手が気付いた場合に生じる。読み手はこの状況モデル

の更新を繰り返し，最終的なテキスト理解に到達する。このことは，文処理や

文章理解が漸次的に行われることと関係がある。つまり，最後まで読み終わっ

たときにまとめて全体を理解するのではなく，情報が入力されるごとに少しず

つ頭の中にテキストの内容を描いていくのである。新しい情報は取り込まれる

たびに，既存の情報と照らし合わされ，新旧それぞれの情報を合わせて全体的

な理解が修正されるのである。

1.4 英文の深い読解を促す再話や要約活動 

読み手の頭の中に形成された心的表象を直接観察することはできないが，読

解後の確認としては，テキストの内容を口頭などで再生する再話 (retelling)，

テキストの内容を縮約して再生する要約(summary)活動がある。再話とは，文章

を読んだ後に，文章を見ないでその内容を知らない人に自分の言葉で語る活動

である。教師の発問と異なり質問文の影響を受けないと共に，再話はテキスト

の大局的一貫性の構築に影響し，読解力の向上に貢献すると考えられる。

一方，要約もテキスト理解と密接な関係を持つ。Hidi & Anderson (1986) や

Wittrock (1989)は，要約がより深いテキスト処理を促すため，理解が促進され

ることを示した。要約の産出過程に際しては選択 (selection)，一般化 

(generalization)，構成 (construction) に分類するマクロルールが適用され

る。要約において特に重要なのは，テキスト情報の重要度判断を適切に行える

かである。読解中のマクロ構造の抽出過程が情報の取捨選択を必要とすること

からもわかるとおり，テキスト内の情報の重要度を判断する力は，テキストの

内容理解と要約作成の両方において重要な役割を果たす (Winograd, 1984)。

これらの活動を通して，心に英文の場面や状景を鮮やかに描き，読み進める

毎に柔軟に解釈を修正するような能動的な読解指導を進めていきたい。 

〔卯城祐司〕 
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2 リーディング・ストラテジーとメタ認知 

2.1 リーディングプロセスとメタ認知 

メタ認知（metacognition）は「認知についての認知」（Flavell, 1979）と定

義され，認知についての知識である「メタ認知的知識」と, 自己の認知をモニ

ターしたりコントロールしたりする「メタ認知的活動」から構成される（Baker 

& Brown，1984）｡前者は（1）人間の認知特性についての知識,（2）課題につい

ての知識,（3）方略についての知識（宣言的知識，手続き的知識，条件的知識）

に分類される（三宮, 2008）｡一方，後者に含まれるメタ認知的モニタリングは，

認知についての意思決定・選択・予想・判断・点検・気づきを行うものであり，

メタ認知的コントロールは認知についての目標設定・実行・修正・調整行うも

のである（三宮, 2008; 清水, 2001）。メタ認知的活動には，メタ認知的知識が

必要であると考えられている。例えば，Grabe & Stoller（2011）は，明示的・

意識的にリーディング・ストラテジー（reading strategies; 以下，読解方略）

を使用するには，計画・目標設定・課題遂行・進捗状況のモニタリング・問題

の気づきと修正を行うための，メタ認知的知識（語彙知識，文法知識，談話知

識など）が必要であると述べているし，Baker（2008）は，メタ認知的知識は読

解の 25%を説明することを示している。

一般的にメタ認知的モニタリングやメタ認知的コントロールは成長とともに

発達する（Schraw, 1998）と言われるが，読解に特化した場合，どの方略がど

のタイミングで内容理解を促進するかをメタ認知するためには，相応の読解経

験が必要である(Pressley et al., 1998)とされる。

2.2  ストラテジーの分類と指導 

 テキストの新情報を獲得・貯蔵・検索する時に読み手が援用する意図的な知

的手段（Anderson, 1991）が読解方略と呼ばれる。テキストの効果的理解達成

のため，読み手が意識的，意図的にまたは柔軟に取捨選択し，制御する方略の

こと (松村, 2001) と言われるように，意識的に用いられるものと定義される。

ある段階において意識的に使用されている方略も，読み手の熟達度の向上や文

章の難易度などにより，無意識的に使用される場合があり，意識的に用いられ

るものを方略とし，無意識的または自動的に用いられるものをスキルと呼ぶ

（Afflerbach et al., 2008; Grabe, 2009）。 
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(1)  分類 

 読解方略は，局所的ストラテジー（local strategies）と，全体的ストラテ

ジー（global strategies）に大別される。前者は単語や句の意味の理解といっ

たボトムアップ処理に関わる方略を指し，後者は背景知識の利用や，文章構造

に注意を向け主要な部分と詳細部分を区分けする，内容について批判的読み方

が出来るといった，トップダウン処理に関わる方略を指す（Carrell, 1989）。

表 4.1 は，Grabe & Stoller（2002）が示す方略リストである。

表 4.1 ストラテジー・チェックリスト（adapted from Grabe & Stoller, 2002） 

 Strategy  Strategy 

1 

2 

 

3 

4 

 

Specifying a purpose for reading 

Planning what to do/what steps to 

take 

Previewing the text 

Predicting the contents of the 

text or section of text 

Checking predictions 

Posing questions about the text 

Finding answers to pose 

questions 

Connecting text to background 

knowledge 

Summarizing information 

Making inferences  

Connecting one part of the text 

to another 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Paying attention to text 

structure  

Rereading  

Guessing the meaning of a new 

word from context 

Using discourse markers to see 

relationships 

Checking comprehension 

Identifying difficulties 

Taking steps to repair faulty 

comprehension 

Critiquing the author 

Critiquing the text  

Judging how well objectives 

were met 

Reflecting on what has been 

learned from the text 

5 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

11 

注. 番号は筆者加筆。23 として other が含まれる。

 局所的ストラテジー・全体的ストラテジーの大別の他にも，さまざまな分類

枠組みがある。例えば，読解前（pre-reading），読解中（during-reading），読

解後（post-reading）のように，その使用段階による分類がある。表 4.1 では，
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読解前を 1～4，読解中を 5～15，読解後を 16～22 と分けることができる。また，

情報理解・重要性判断などの特定方略（identifying strategies），解釈の修正

や学習を含むモニタリング方略（monitoring strategies），批評的読みを含む

評価方略（evaluating strategies）のように，その機能による分類もある

（Pressley & Afflerbach, 1995 as cited in Upton & Lee-Thompson, 2001）。

(2)  ストラテジーのメタ認知 

読解とは文章の心的表象を構築したり，その表象を文の意味に合わせて修正

したりすることと定義される（Kintsch, 1998）。心的表象の構築には，テキス

ト・読み手・状況の 3要因が複雑に関与しており（Duke & Carlisle, 2011），

読み手の要因には，背景知識・言語知識などが含まれる。アルファベットのよ

うに習得が完璧な状態となるもの，習得が完璧な状態になることのない発達可

能性や変動性を持つものがあるが，読解方略は後者である。易しい文章を読む

際には複数の方略を自動化したスキルとして使える読み手であっても，文章が

難しくなると，意識的に方略を使用するというような変動性を持っており，そ

れが発達の検証を困難にしている。

これらの文章理解のプロセスは目で見ることができないため，読解方略使用

の検証には前節で挙げたような分類が使用されるが，そのデータ収集は，学習

者自身のメタ認知に依存するところが大きい。研究の多くは，発話プロトコル・

内容理解問題に対する確信度評価・質問紙やインタビューが用いている。例え

ば，2003 年から 2012 年の 10 年間に Annual Review of English Language 

Education in Japan に掲載されたメタ認知（Kobayashi, 2011）や読解方略研

究（Isaji, 2006; Ozono & Ito, 2005; Yamashita & Yokoyama, 2004）をみ

ると，4 件中 3 件が質問紙を，1 件が発話プロトコルを使用している。

上級者と初級者の読解方略について検証した研究は，メタ認知される方略に

違いがあることを示している（例 Akkakoson, 2013）。初級者の場合，メタ認知

的モニタリング使用が少ない。これは読み手の解読スキル・背景知識・言語知

識の不足，どの方略を，どの組み合わせで，どのタイミングで使用すべきかの

理解不足によると考えられる（Pressley, 2000）。一方，上級者は，下位レベル

処理の自動化，背景知識や言語知識量の増加，形式ではなく文章の意味への注

意量や方略使用に対する注意量の増加によって，モニタリング使用が増すと考

えられる。 
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(3)   ストラテジー指導 

 これらの知識や能力の発達には，指導が大きな影響を与える。実際に，多く

の研究が，明示的な読解方略指導が読解スキル向上に与える影響について検証

し，肯定的な結果を示している（例 Block & Parris, 2008; Block & Pressley, 

2007; Israel & Duffy, 2009; Macaro & Erler, 2008; Taylor et al., 2006）。

例えば，読解方略指導の効果について Wilkinson & Son（2010）は，（1）読み

手が積極的に文章と関わるようになること，（2）文章に関する議論に携わるた

めの手段となることを挙げている。

効果的な読解方略や方略指導について，National Reading Panel（NICHD, 2000, 

p.233）は， (a) 理解モニタリング，(b) 協同学習，(c) グラフィック・オー

ガナイザーやセマンティック・マッピングの作成，(d) 質疑応答，(e) 読み手

自身による発問，(f) 文章構造の活用，(g) 要約，(h)複数の方略指導の 8つを

挙げている。指導には，意識化, モデルの提示, 段階的補助（scaffolding）の

ある練習, 補助をなくした練習，方略の評価・振り返りの段階を設けることが

望ましく，これらの指導を通して，読解技術のみならず読解に対する動機づけ

の高まりにも良い効果が得られると考えられる。

 

(4)   今後のストラテジー研究 

 第二言語における読解熟達度と読解方略との関連に関する研究は，第一言語

での研究に比べ，それほど多くないと言われる（Grabe & Stoller, 2011）。今

後も，第一言語読解方略の影響，方略からスキルへの発達，長期的な指導の影

響などについて実験群・統制群を設けた実証的研究が求められる。また，近年

では，読解方略の使用とワーキングメモリとの関わりを検証する研究や，コン

ピュータ画面上（hypertext など）の読解方略を検証する研究があり，今後は

新しい観点からの研究も活発になっていくであろう。    〔中川知佳子〕 
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3 多様なリーディングと他技能とのかかわり 

 

3.1 多様なリーディングとは？ 

 多様なリーディングとは精読(intensive reading),多読(extensive reading),

速読(fast reading)を指している。この名称の違いは授業中の指導の違いや目

的の違いを示している(Nuttall,2005)。ここでは多読研究を取り上げる。

 多読とは沢山の易しい英文を読むことである。中学校で採択数が一番多かっ

た2006年度版検定教科書の延べ語数は6,248語,高校の2006年度版で最も延べ語

数が多い教科書で34,751語であった（長谷川・中條・西垣, 2008）。このように

日本の英語教育ではインプット量が少ない。1週間に１回の10分間多読でインプ

ット量は増える（野呂,2008；Fujita & Noro, 2008)。1週間に1回10分間の多読

を10週実施しただけで,ある高等学校では平均の読語数は8,856語であった。こ

れは2006年度版英語Iの延べ語数6,916語を2000語ほど上回る語数である。10分

間多読の事前と事後で読解力も読解速度も有意に伸びている。またある付属中

学では19～20回の10分間多読で平均読語数は18,907語であった（Matsui & Noro, 

2010）。1年から3年まで3冊の教科書の延べ語数の約3倍読んだことになる。事前

と事後の読解テストで読解速度と読解効率において有意に伸びた。読解力はテ

ストが易しすぎて天井効果を示し,有意差がでなかったようである。

 多読の効果について,高瀬(2010)は,情意面や学習面以外に 4 技能の向上,処

理速度の向上,語彙力・文法力・スペリング力などの向上を取り上げている。

Imamura(2008)は,8 ヶ月半で平均約 50,000 語を読んだ高校生に, 読解テスト,

読解速度,リスニングテスト,語彙・文法・スペリングテストを多読実践の前後

に実施し,それらの技能の向上について調査した。その結果, 読解力と読解速度

は有意に向上したが,リスニング力・スペリング力・文法力は向上しなかった。

単語認知力は有意に向上したと述べているが,これは語彙テストで反応速度は

測定されていない。偶発的な語彙の習得のことであれば,8 ヶ月半の期間があり, 

多読以外の授業で習得した可能性もある。多読教材で出合う未知語の数は少な

く,偶発的な語彙習得を標準的な語彙サイズテストで測定するのは難しく,語彙

知識の深さなど異なった側面を測定する方法を開発する必要がある。

また多読によって速く正しく読めるようになるのは,単語認知の自動化と統

語解析の自動化に大きく起因すると考えられるので, 単語認知や統語解析は処

理の正確さだけでなく速さも考慮して測定されるべきであろう。 
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3.2 リーディングとリスニングの関係 

第一言語のリーディングモデルに the Simple View of Reading (Hoover & 

Gough,1990) がある。このモデルによると読解はデコーディングと聴解力の産

物であるという。小学校に入学した時すでに聴解力は十分発達しており, 単語

を見て音声化できれば読解できることになる。単語認知が自動化される 3・4

年生頃から読解力は聴解力に近づいていく(Sticht & James, 1994)。成人にな

ると, 音読速度は最も速くて 200wpm 前後で, 最適読解処理速度が 250 から

300wpm(Carver, 1990)であるとすると,読解の方が聴解よりも速くなる。 

第二言語のリーディングとリスニングとの関係について, Ito (1990)の研究

によると, 被験者はリーディングの方がリスニングよりも英語を約 2 倍よく

理解でき,学習が進むにつれて読解力と聴解力の差が大きくなった。またその

差は,英語力のある学生よりも英語力のない学生の方が大きくなった。

Katagiri(2010)も, 3 年間の高校生の読解力と聴解力の伸びを長期間調査し,

１年間では読解・聴解技能とも伸びは少ないが, 3 年間では読解力の方が聴解

力よりも伸びていることを報告している。特に,リスニングはリ－ディングよ

りも１年生の最初のスコアにより強い影響を受けていることを指摘している。

リーディングとリスニングは同じ語彙と文法を使い,処理過程も同じであるこ

とを考えると,熟達度の低い学生は,語と語の間で起こる音の変化を含め音声

を正しく聞きとる力に問題があるのかもしれない。Ushiro(2003)によると, 全

般的にリスニングよりもリーディングの方の点が高かった。英語の熟達度が高

くない学生の場合, リーディングではチャンクごとにポーズを入れて提示し

た時成績が向上したが, リスニングではポーズよりも繰り返して提示した時

の方がより効果があった。これも音声を繰り返し聞いた方が音声を正確に捉え

られるからであろうと思われる。

リーディングとリスニングの速さと熟達度の関係について, 平井(2001)は

英語熟達度の高い第二言語学習者の場合,リーディングの最適速度とリスニン

グの最適速度はほぼ同じであり, 英語力が高いほど速く読むことができ, 速

いスピーチを理解することができることを明らかにしている。 

3.3 リーディングの構成技能の働き 

 リーディングの構成技能にはデコーディング, 音韻認識力, 正書法の知識,

語彙知識, 文法知識, 聴解力, 形態素の知識,ワーキングメモリなどが挙げら
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れる。ここでは読解における語彙知識と文法知識の働きについて検討する。 

 語彙知識の広さと深さとリーディングの関係に関する研究は Qian(1999)が

最初である。読解テストと語彙知識の広さと深さと形態素の知識との相関は r 

=.78, r =.82, r =.64 であった。Noro(2002)の追実験では，読解テストと語彙

知識の広さと深さと形態素（接辞）の知識との相関は r =.73, r =.64, r =.66 

であった。さらに Akase (2005)も同様の実験を行った。読解テストと語彙知識

の広さと深さと形態素(接辞)の知識との相関は r =.43, r =47, r =.51 であっ

た。Qian も Noro の上位者（3000 語の語彙習得者と見られる）も語彙知識の深

さの方が読解力を予測する力があるが, Akase の場合, 上位者では語彙サイズ

が, 下位者では接辞が読解を予測する力があるとなった。Akase の場合, 下位

者の語彙サイズテストの平均を見るかぎり下位者の中には 3000 語習得者と見

られてもよい被験者がかなりいると思われるし, 形態素テストの問題作成方法

が異なるので,条件を揃えてさらなる研究が必要である。

  読解が単語知識や文法知識と関係が深いことは実証されているが, どちら

がより関係が深いのだろうか。Brisbois(1995)の研究では, リーディングと語

彙知識との相関は r = .35, 文法との相関は r = .26, Yamashita（1999）の場

合, リーディングと語彙知識との相関は r = .57, 文法との相関は r = .46

で,Nassaji(1998)の場合,リーディングと語彙知識との相関は r = .59, 文法と

の相関はr = .44で, 語彙知識の方が高い相関を示した。それに反して, Shiotsu 

＆ Weir(2007)では, リーディングと統語知識との相関は r = .85,リーディン

グと語彙知識との相関は r = .79 であった。また,標準化された回帰係数の中で

統語知識は語彙知識よりも強力な予測因子であることが明らかになった。

3.4 音読について 

 門田(2012)は, 音読の機能として①音声と文字を結びつけるための音読, ②

内容を理解するための音読, ③語彙や文法規則を内在化させるための音読【実

践の成果については門田(2007), 鈴木・門田(2012)を参照のこと】, ④他人に

聞かせて理解させるための音読の 4点を挙げている。門田(2012)は①の音読に

よって音韻符号化の自動化が起こり, さらに単語認知の自動化がなされること

で②の内容理解の向上につながるという。

音読のさせ方によって理解がどう異なるのか, 英語の熟達度とどれほど関係

があるかについて, Ohno (2004)は, 初見のテキストを速度に焦点をあてた音読
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と理解に焦点をあてた音読をさせた後, テキスト理解テストを実施した。意味

に焦点をあてた音読の場合のテキスト理解は，速度に焦点をあてた音読のそれ

よりも英語の熟達度をより反映していた。ワーキングメモリ処理容量に制約が

あることを考慮すれば,納得できる結果である。

次に「音読させて英文の理解度がわかるか（清水，2009)」という課題を検討

する。Breznitz (2006)は, 音読の流暢さを測定する規準として単語やまとまっ

たテキストの読みの①正確さ, ②速さ, ③プロソディーを挙げている。下記に

紹介する Jiang et al. (2012)も Jeon (2012)も読みの流暢さを読みの速さと正

確さから算出して使用し（読みにかかった時間を正答数で割ったスコア）,プロ

ソディーを加えていない。プロソディーは主観的な評価になり, 信頼性に欠け

るとの理由で規準に加えなかったのである。  

Jiang et al. (2012)は, 中国人の英語学習者を被験者にして,単語の音読, 

非単語の音読, テキストの一節の音読, 黙読による読解テストを実施した。結

果はテキスト音読の流暢さは読解と有意な中位の相関がみられた(r =.51)。単

語の音読の流暢さと読解の間には有意であるが弱い相関(r =.27）が見られ, 非

単語のとの相関は有意ではなかった。Jeon (2012)は韓国の高校生を被験者にし

て, 単語の知識,文法の知識等を含む読解を説明する要因と音読の流暢さ（単

語・疑似単語・テキストの一節の音読）がどれほど読解を説明できるかを重回

帰分析で調査した。3 種類の音読は読解の全分散の 21.2％を説明し, テキスト

の音読だけで 20.9％を説明できると報告している。単語の音読について, 

Miyasako  & Takatsuka(2004)は, 音読が音韻符号化の効率を改善し, 音韻符

号化と読解の間には有意な相関関係があることを明らかにしている。Kawasaki 

(2009)は, 疑似単語の音読は一文の音読の速さと有意な相関が見られたが, 文

の音読後の読解テストの結果とは有意な相関がなかったことを報告している。

Shimizu(2009)は,宮迫(2002)を参考にして, ①発音とストレス, ②イントネー

ション, ③チャンキング, ④流暢さ, ⑤理解度の 5規準を各々5段階の基準で

テキストの音読の評価をした。一般化可能性理論にもとづいて, 2 人の評価者

で 3 つの評価規準があれば信頼性の高い評価ができると結論づけている。上記

のように, テキスト音読が読解力を説明できることは実証されてきているが, 

どうしたら信頼性が高く, 簡便に音読評価ができるのか。Shimizu の 5 つの規

準は音読の正確さ, 速さとプロソディーを含んでいると考えられるが,どの 3

つの規準を選べばよいのか, さらなる研究が必要である。    〔野呂忠司〕 
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4 リーディングの動機づけ 

4.1 第一言語リーディングの動機づけ研究 

 第一言語のリーディング研究において，動機づけは多様な側面を有する複雑

な構成概念であるとの認識は共有されている。しかし，Grabe (2009)では，こ

れまでのリーディングの動機づけ研究における中心概念は，多くの動機づけ理

論を援用してはいるが，内発的動機づけ(intrinsic motivation：興味・楽しみ・

意欲など)と外発的動機づけ(extrinsic motivation：競争・成績・評価など)

であるとしている。また，リーディングの動機づけ研究は，学習全般の動機づ

けの枠組みにおいてではなく，領域特性(domain specificity)を踏まえ行われ

るべきであると考えられている(例えば，Wigfield, 1997)。基本的に，第一言

語リーディングの動機づけ研究は，このような共通理解に基づき進められてき

た。これまでの研究の概要を以下にまとめるが，原則的に一致する成果が見ら

れるものの，反証的な研究も少なくない。

 第一言語での主な研究成果として，リーディングの動機づけが高い学習者は，

読解量が多く，読解ストラテジーを使い，読解力が高いことが挙げられる

(Guthrie & Wigfield, 2000; Guthrie et al., 2004; 他多数)。この点に関し

て，学習者の内発的動機づけは外発的動機づけよりも読解量を予測できる要因

であり，内発的動機づけの高い学習者は読解量が多いとの報告がある(Wigfield 

& Guthrie, 1997)。また Wang & Guthrie (2004)では，学習者の読解力は外発

的動機づけよりも内発的動機づけによって予測可能であり，内発的動機づけの

高い学習者は読解力が高いと報告している。さらに，学習者の内発的動機づけ

と読解力の発達には関係性が見られ，内発的動機づけの高い学習者は低い学習

者よりも読解力の発達が顕著であるとの報告もある(Becker et al., 2010)。こ

のように，第一言語においてリーディングを促す要因として，内発的動機づけ

の方が外発的動機づけよりも重要であると考えられている。

 しかしながら，すべての第一言語学習者にとって，必ずしも内発的動機づけ

がリーディングを促す主要因ではないとの研究もある。言い換えると，内発的

動機づけと外発的動機づけの関係性については，学習者によって異なる側面が

ある。例えば，Wang & Guthrie (2004)では内発的動機づけと外発的動機づけは

正の相関を示した。これに対して，Guthrie & Wigfield (2000)においては，学

年進行に伴い小学生のリーディングに対する内発的動機づけが下がるにつれて，
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外発的動機づけが反比例的に高くなる傾向が見られた。この研究結果に基づく

と，学習者の年齢や発達段階によって，内発的動機づけ優位から外発的動機づ

け優位へと動機づけ構造の変化が起きたと解釈できる。しかし，リーディング

における動機づけ構造の変化についての研究は少ないので，今後の研究成果が

待たれる。  

 この点に関連して，Guthrie & Wigfield (2000)では，目標設定・自律サポー

ト・ストラテジー指導などを含む教育的介入(instructional intervention)が，

リーディングの動機づけを高めると実証的および理論的見地から論じている。

発達的観点からのリーディングの動機づけ研究は，学習者の動機づけ構造の変

化の考察を通して，教室における学習者の動機づけ向上に寄与する可能性が高

い。  

 ここまで，第一言語リーディングの動機づけ研究の主な成果を振り返った。

研究成果に差異が存在するのは，これまで主流であった記述的研究に加え，発

達的視点からの研究成果が徐々に発表されているためであると考える。次に，

第二言語リーディングの動機づけ研究について述べるが，第一言語に比べ研究

数が少ないのが現状である。

4.2 第二言語リーディングの動機づけ研究 

第二言語のリーディング研究は認知的要因（読解プロセス，読解力，読解ス

トラテジーなど）を主軸に展開してきたために，動機づけを含む研究は非常に

少ない。この点に関して，第一言語リーディングと第二言語学習全般における

動機づけ研究は多くの示唆に富むが，第二言語リーディングの動機づけとは異

なる特性を有する。このために，第二言語リーディングの動機づけ研究は喫緊

の課題であると考えられている(Grabe, 2009)。これまでの研究動向として，動

機づけを直接の対象とした研究，および動機づけを含む個人差要因(individual 

difference factors)に関する研究に大別できる。

 前者の研究として，まず，Mori (2002)は第一言語リーディングの動機づけ研

究(Wigfield & Guthrie, 1997)に基づき，日本人大学生を対象に第二言語(EFL)

リーディングの動機づけ構造を調査した。この研究においては，第二言語学習

者の内発的動機づけと外発的動機づけを中心とする因子が確認された。すなわ

ち，この研究からは，第二言語リーディングと第一言語リーディングの動機づ

け構造に差がないことが示唆された。次に，Takase (2007)では，日本人高校生
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を対象として，第二言語(EFL)での多読(extensive reading)における動機づけ

について調査が行われた。この研究では，多読に影響を及ぼす因子として，第

一言語の内発的動機づけと第二言語の内発的動機づけが確認された。しかし，2

つの因子間に正の相関が認められなかったことから，異なるタイプの内発的動

機づけが多読に影響を与えたものの，実際には言語に限定的な動機づけである

と結論づけた。また，外発的動機づけに関しては，この研究において多読に影

響を及ぼす因子ではなかった。

この 2 つの研究では，内発的および外発的な動機づけ構造が見られ，内発的

動機づけの果たす役割が外発的動機づけよりも大きいとの結果が得られた。す

なわち，暫定的結論として，第二言語リーディングの動機づけは第一言語リー

ディングの動機づけと類似していると考えることができる。しかし，研究数が

少ないことから，この結論の妥当性を検証するにはさらなる実証的研究が必要

である。

 動機づけを含む個人差要因に関する研究として，Matsumoto et al.(2013a)

は，第二言語(EFL)リーディングにおける動機づけ，読解ストラテジー，学習観

の関係性について，日本人大学生を対象に方略的介入(strategy intervention)

を伴う調査および分析を行った。この研究では， 3 つの個人差要因間に有意な

関係性が認められ，方略的介入が動機づけや学習観などの関連要因にも影響を

与える可能性を検討した。この検討結果に基づき，第二言語リーディングにお

ける個人差要因間の相互作用を示す仮説モデル(tripartite model)を提示した。

また，Hiromori et al. (2011)においては，日本人大学生を対象として，第二

言語(EFL)リーディングの動機づけ，読解ストラテジー，学習観，ならびに読解

力について，方略的介入を伴う縦断的研究を実施した。この研究では，これら

の個人差要因の特徴(ID profiles)から学習者をグループ化し，その特徴の変化

を追跡調査することを通して，英文読解に成功する学習者像を検討した。結果

として，それぞれのグループの学習者で異なる発達的特徴が見られたことから，

英文読解に習熟していくプロセスは単一ではなく，複線的であることがわかっ

た。さらに，Matsumoto et al. (2013b)では，別の日本人大学生を対象として

方略的介入を行い，同一の個人差要因（動機づけ，読解ストラテジー，学習観，

読解力）の縦断的研究を継続した。この研究でも個人差要因の特徴の変化を発

達的観点から分析したが，初期の特徴によりその後の発達傾向が異なることが

示された。具体的には，それぞれの要因が全体的に低い学習者の場合にはその
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後の発達が包括的に進み，全体的に高い学習者ではその後の要因間の相互作用

が顕著になる傾向が見られた。

動機づけは学習を方向づける重要な個人差要因であるが，単独で学習に影響

を及ぼす訳ではなく，また固定的な構成概念でもない。それゆえに，動機づけ

と関連要因との相互作用，ならびにその発達に関する研究は，今後ますます重

要性を増すと確信している。

前述のように，第二言語リーディング研究は認知的要因を中心に展開してき

た。現状で動機づけに関する研究は初期段階であるが，今後の研究面での重要

性や教育面での貢献可能性を考えると喫緊の課題であると言える。

 

4.3 リーディング指導への示唆 

 第一言語および第二言語リーディングの動機づけ研究から，いくつかの教育

的示唆を得ることができる。まず，リーディング指導においては，学習者の内

発的動機づけを向上させるような授業展開が基本的に重要である。内発的動機

づけの高い学習者は読解量が多く，読解力の発達が期待できるので，多様な活

動を通した実践により内発的動機づけを高める工夫が必要である。また，授業

の中で動機づけの向上を目指す教育的介入を行うことも有効であろう。次に，

学習者の年齢や発達段階等により，外発的動機づけに働きかける指導が効果的

である場合も考えられる。学習者の動機づけ傾向を理解するためには，指導の

初期に質問紙や面接を実施する方法がある。外発的動機づけ傾向が顕著な場合

には，成績や評価を動機づけ向上のために活用することも選択肢の 1つであろ

う。3 点目は，動機づけを含む個人差要因間の相互作用を教育的リソースとし

て活用することである。具体的方法の１つは，学習者の意欲や学習に対する考

え方へのプラスの影響を期待して，読解ストラテジー使用を促す方略的介入を

行うことである。内発的動機づけの発達は学習者の能力に依存している面があ

るので(Deci et al., 1991)，適切な読解ストラテジーを使いリーディングで成

功感を得ることは，意欲の向上につながると思われる。4 点目は，動機づけを

含む個人差要因の特徴とその発達をリーディング指導で活用することである。

学習者によって初期の特徴やその後の発達傾向が異なるので，これらを踏まえ

て授業でのアプローチを調整することが可能である。この手順は質問紙調査お

よび統計分析を含むが，前述の論文に記載している。以上 4点にまとめたが，

今後の研究の進展により教育面へのさらなる寄与が期待できる。 〔松本広幸〕 
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5 リーディングの評価 

 

5.1 リーディングテストの妥当性のフレームワーク 

 学習者のリーディングを評価する際に多く用いられるものはリーディングテ

ストであろう。他の技能のテストと同様に，リーディングテストにおいても妥

当性は最も重要な要素である。Khalifa & Weir (2009) はリーディングテスト

の妥当性を図 4.1 のようなフレームワークで示している。 

 
図 4.1 リーディングテストの妥当性のフレームワーク  

(Khalifa & Weir, 2009, p. 5 を簡略化) 

 

このフレームワークに基づいて考えると，テストを実施する前に考えなけれ

ばならないのは，テスト受験者の特性，背景に関する妥当性，認知的妥当性で

あり，テスト実施後に考えなければならないのは採点の妥当性，結果の妥当性，

基準関連妥当性である。本節ではこれらの特性や妥当性について 1つずつ説明

をしていくこととする。

5.2 テスト実施前に考慮すべき特性・妥当性 

テスト実施前に考慮しなければならないことの 1 つ目はテスト受験者の特性

である。この特性には肉体的・生理学的なもの（身体的な障害，年齢，性別な

ど），心理的なもの（性格・記憶力・動機づけなど），経験的なもの（教育経験，

テストに向けてどの程度準備を行ったか，テスト経験の豊富さなど）があり，
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テスト受験者のリーディング能力だけでなく，このようなテスト受験者の特性

もテスト全体の妥当性に影響を与える要因である。例えば，Bugel & Buunk 

(1996) は，性差がリーディングテストのパフォーマンスに与える影響を調べ，

男性向きのトピックでは男性の方が，女性向きのトピックでは女性の方がパフ

ォーマンスが向上していた。このような英語リーディング能力とは関係ない部

分がテスト得点に影響を及ぼすと，テストで測定したい能力以外が得点の解釈

に含まれてしまい，結果的にテストの妥当性が損なわれるため注意しなければ

ならない。

次に，認知的妥当性とはリーディングテストで用いられている文章を読む際

に，どのような認知処理がどの程度必要とされるかということである。リーデ

ィングでは文字を見た際にまず単語を認識し，その単語の意味が貯蔵されてい

るメンタルレキシコンにアクセスされる。その後，統語処理が行われ句や文レ

ベルでの意味の統合が行われる。さらに，文同士の意味をつなげるために推論

生成が行われ，メンタルモデルが構築されてテキストレベルでの表象が作られ

る。また，複数のテキスト同士をつなげるような表象が作られることもあるだ

ろう。これらの認知処理のうち，どのレベルをテストで問うのかについて，テ

ストを作成する前に考慮し，そのレベルを問えるような問題を作成しなければ

ならない。例えばヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)の C2 レベルのテストである

CPE では上記全ての処理を測ると記載されているが，A2 レベルのテストである

KET では文レベル（時には推論生成・メンタルモデルの構築）までの処理の測

定である。テスト受験者が持つと想定されているリーディング能力に合わせて，

テスト実施前にどのレベルの処理を測定したいのかを定めておく必要がある。

 背景に関する妥当性にはテストで行うタスクに関するものと，テストで用い

る文章に関するものがある。タスクに関するものには，応答の仕方（テスト受

験者が自分で答えを作り出さなければならないのか，それとも与えられている

答えの中から選択するのか）や時間制限の設定などがある。また，文章に関す

るものには文章の長さ，文章のジャンル，文章の難易度，文字だけではなく表

やグラフなども読み取らせるのかなどがあるため，これらについても考慮しな

ければならない。このうち文章の難易度については，Microsoft Word でも，「フ

ァイル」から「オプション」を開き，その「文章校正」の中の「文章の読みや

すさを評価する」にチェックマークを入れておけば，「スペルチェックと文章校

正」を行ったときに (a)受身形の文の割合，(b) Flesch Reading Ease, (c) 
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Flesch-Kincaid Grade Level が自動的に判定される。(b) の Flesch Reading 

Ease は 0 から 100 の間の値で算出され，100 が最も簡単で 0 が最も難しい文章

となる。(c) の Flesch-Kincaid Grade Level は 0 から 12 の値で算出され，ア

メリカやイギリスでの学年を示す数値であるため，数値が高いほど難しい文章

である。これらを使用することで，背景に関する妥当性についてテスト作成時

に調べることができる。

5.3 テスト実施後に考慮すべき妥当性 

次に，テストを実施した後に考慮しなければならない妥当性について説明す

る。まず採点の妥当性であるが，これは得点の信頼性に直接影響を及ぼすもの

であり，設問 1 つ 1 つの難易度，項目弁別力，内的一貫性，測定誤差，採点者

の信頼性，最終評価が関係する。難易度に関しては正答率を算出するのが最も

簡便な方法であるが，項目応答理論を使用して 0 を平均とするロジットスコア

を算出することもできる。次に項目弁別力とは，どの程度その項目がテスト受

験者を弁別できるかという指標である。能力の高い学生がその項目に正解でき

ており，かつ能力の低い学生が不正解である時に項目弁別力が高くなり，その

項目はその受験者たちの能力を測るという点において良い項目であると言える。

例えば，その受験者群に対して難しすぎる項目や易しすぎる項目は，ほぼ全員

が不正解もしくはほぼ全員が正解になるため良い項目とは言えないだろう。も

しくは当て推量で答えるために能力の低い学生の方が正答率が高くなり，項目

弁別力が低くなる可能性もある。項目弁別力の最も有名な指標は点双列相関係

数であるが，Fulcher (n.d.) のウェブサイトからこの係数を算出するためのエ

クセルのスプレッドシートをダウンロードすることができる。

次に内的一貫性とは統計用語でクロンバックαともよく言われるもので，信

頼性と直接関係している。これはテストに含まれている項目全体が同じ能力を

測定しているかどうかを示している。例えばある 1つのテストがリーディング

能力だけを測定しようとしている時には内的一貫性が高い方がよいが，タスク

を用いたようなより統合的なテストを行うような場合には，必ずしも高くなく

てもよいと言われている (Khalifa & Weir, 2009, p. 150)。測定誤差とは信頼

性とテスト得点のばらつきに関わることであり，どのようなテストにもある誤

差のことである。この測定誤差は信頼区間を算出するために使用される。例え

ば，あるテストで 70 点を取った人は，そのテストの測定誤差が小さければ 68
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点から 72 点程度の範囲の得点を取る可能性が高いが，測定誤差が大きければそ

の人の本当の能力は 50 点かもしれないし 90 点かもしれない。そのため，測定

誤差が小さいほど良いテストであると言えるだろう。そして，採点者の信頼性

とは，複数の採点者が同一の答案を採点した時にどの程度その採点が一致する

かということである。また，この用語は同じ採点者が 2回同一の答案を採点し

た時にその採点が一致するどうかについても使用する。そして最後に，これま

で述べた全てが最終的につける評価（合否，通知表の成績等）に関係する。以

上のように，採点の妥当性は採点という作業そのものだけでなく，その採点結

果をどのように使用しどのように分析するかというプロセスも含んでいる。

結果の妥当性にはそのテストの結果が与える社会への影響や波及効果が含ま

れる。社会への影響とはそのテストがある学校への合否を決めるテストであっ

たり，留学の可否を決めるような重大なテストであったりする場合に特に影響

を及ぼすであろう。その他，TOEIC の点数や保持している英検の級によって大

学での単位が認定されることもここに含まれる。波及効果とはそのテストが教

育や学習に及ぼす影響のことである。例えば，そのテストがどのような文章を

含みどのような形式で出題されるかに応じて，教え方や勉強方法に変化が現れ

ると考えられるが，これが波及効果である。特に大規模なテストでは，普段ど

のような勉強をしてテスト受験者にリーディング能力を身につけてもらいたい

のかを考えて，テストを作成する必要がある。行間から主人公の心情を読み取

るような能力を身につけてほしい場合には，そのような問題をテストでも出題

すべきであろう。

最後に，基準関連妥当性とは他の外部基準とそのテストの基準が合っている

かどうかを意味している。例えば，作成したテストが英検で何級相当，もしく

は CEFR でどのレベルに値するかということである。また，同じテストで異なる

種類のものを作成した場合，それぞれのテストが等質であるかということも基

準関連妥当性に含まれる。入学試験を複数回にわたって行う場合，それぞれの

テストが大きく異ならないようにしなければならない。

以上のように，リーディングテストの妥当性とはテスト作成前から作成後ま

でを通して常に考慮しなければならないものである。そのため，テストの実行

可能性を阻害しない範囲で，テストに関わるすべてのプロセスにおいて妥当性

のことを考えながらテストを作成・実施・採点すべきであろう。 〔星野由子〕 
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　本章では，日本における過去 20年間のライティング研究について，次のような

視点からまとめている。まず 20年間のライティング研究の動向と，これからの方

向性を述べたのち，ここ 20年間の大きな特徴であるプロセス・ライティングの考

え方を取りあげ，特にプランニングとリビジョンについて詳細に述べている。次に

ピア・フィードバックの方法と効果について説明している。さらにライティングの

評価として，意味内容を流暢に伝えることを重視したライティング指導への転換に

伴い，ライティングによる言語運用の評価，またタスクに基づくライティング評価

法について述べている。最後に中学校や高等学校におけるライティング指導や研究

も含め，ライティングの実践的研究事例についても概観している。

キーワード

第1節	 EFL 環境，EFLライティング，文章化，プロセス・ライティング，ジャ

ンル・ベースト・アプローチ

第2節	 プランニング，リビジョン

第3節	 協働ライティング，フィードバック，ピア・フィードバック，教師のフィー

ドバック

第4節	 構成概念に基づくテスト法，タスクに基づくテスト法，タスク

第5節	 languaging，マインド・マップ

ライティング

第5章



第 5 章 ライティング 

 

1  ライティングの研究動向 

1.1 過去 20 年を振り返る 

 日本におけるライティングは EFL (English as a Foreign Language) writing 

として位置づけられており , それは ESL(English as a Second Language) 

writing とは置かれている社会的状況もまた期待されているニーズも異なるも

のである。第二言語（L2）ライティング研究では , これまで英語圏の国々

で L2 としての英語（ESL）を学ぶ留学生を研究対象とした ESL ライテ

ィング研究が大部分を占め , 外国語としての英語（EFL）を学ぶ学習者

を対象とした EFL ライティングに特化した研究は圧倒的に少なかった。

しかしながら, L2 ライティング研究の中での EFL ライティング研究が

ここ 20 年間で急速に台頭してきているといえよう。例えば, 1992-2007

年の 16 年間を調べた Ortega (2009)によると, Journal of Second 

Language Writing (JSLW)誌に載った L2 ライティングに関わる実証論

文のうち, 36％は EFL 環境のもとでの研究であった。さらにはそれら

の大部分は 1999 年以降のものである。L2 ライティング研究における

EFL ライティング研究の重要性にはずみがかかったのは, 2008 年に

JSLW 誌が EFL ライティングの特集号を刊行したことかもしれない。さ

らに 2009 年にはヨーロッパ諸国を始めとする EFL 圏からの研究報告を

まとめた Writing in Foreign Language Contexts: Learning, Teaching, 

and Research (Manchón,2009)が出版されてもいる。このように, ライ

ティング研究における EFL ライティングは今や脚光を浴びて来つつあ

るといえよう。そして, 日本での EFL ライティングもその動きに貢献

をしている。

1.2 ライティング研究の変遷 

 ライティング研究に理論的根拠を提供してきたものとして,まずは

Flower ＆ Hays (1981) の研究がある。彼らは主に第一言語（L1）に

おけるライティングにおける認知プロセス(cognitive processes of 

composing)を解き明かし, 書くこと(composing)には大きく分けて,
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「プランニング(planning)」,「文章化(formulating)」,「リビジョン

(revising)」というプロセスがあり, 書き手はこうしたプロセスを

recursive に行きつ戻りつしながら文章を仕上げていくとした。この

認知プロセス, あるいはここから生み出されてきた「プロセス・ライ

ティング」という手法により, 多くの実証研究がされ, また,「プロセ

ス・ライティング」は教授法としても 1980 年代以降定着した。同じく, 

プ ロ セ ス の 理 論 面 を 確 立 し た も の に , Bereiter ＆  Scardamalia 

(1987) の 研 究 が あ る 。 熟 達 し た 書 き 手 の た ど る 認 知 プ ロ セ ス

（ knowledge-transforming ） と 未 熟 な 書 き 手 の 認 知 プ ロ セ ス

(knowledge-telling)がわかりやすく図示されたことは, 作文研究者

に刺激を与えた（本章第 2 節参照）。

 もう一つの研究動向としては「テキスト分析」がある。これは ,書か

れたもの(product)を分析するものである。Kaplan (1966)によって創

始された「対照修辞学（contrastive rhetoric）」という分野は, 目標

言語で作文する際書き手の L1 がどのように影響を及ぼすかというこ

とを, 主として書かれたもの(product)から探求したものである。対照

修辞学は,根拠のない西洋と東洋という 2 元論に基づいているという

Kubota ＆ Lehner (2004)らの批判により以前ほどの勢いはないが, 

最近では形を変え, L2 から L1 のライティングが影響をうけるという

視点から, bidirectional transfer (Rinnert & Kobayashi,2009)や

multicompetence (Oi, 2010）という観点からの研究が出始めている。

プロダクトを対象にした研究としては, 近年テキスト分析の一手法し

て「学習者コーパス」研究が盛んに行わるようになっている。日本人

の学習者コーパスとしては JEFLL Corpus(投野,2007) がよく知られ,

また,アジア諸国の作文データを集めた ICNALE(石川, 2012)も発表さ

れ,母語の違いによるライティングデータに関し興味深い資料を提供

している。

過去 20 年を振り返ったとき顕著にでてくる研究動向としては ,フィ

ードバック研究がある。これは教師がどの程度またどのような方法で

生徒が書いたものにフィードバックをするべきか, そして, 生徒同士

がお互いに行うピア・フィードバックからどのような学びがあるのか

も大きな研究課題となっている。（本章第 3 節参照） 
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1.3 日本でのライティング研究の動向 

 日本でのライティング研究

の動向を見るため , ARELE 第 1

号から第 22 号まで調べてみた。

掲載論文に占めるライティン

グ分野の割合は図 5.1 の通り

である。年によって異なるが,

おおよそ一割程度ということ

ができる。

初期のころは「指導技術論」

としてライティングが取り上

げられているが 1995 年ころからはフィードバック, プロセス・ライテ

ィング, ピア・フィードバックなどの分野の研究が発表されている。

また, 2008 年には「正確さと流暢さ」の関係を取り扱った論文, 2009

年には languaging に関する論文などが掲載され, 世界的な EFL ライ

ティング研究動向と軌を一にしている。

1.4 EFL ライティング研究で今後必要とされる視点 

 Ortega (2009)は, EFL ライティングの究極の役割は L2, すなわち英

語という言語をライティングを通じて学ぶということに集約されると

説く。すなわち, writing to learn the language という側面である。

こ れ を 大 き く 支 え て い る 理 論 と し て は , Swain (1985)の Output 

Hypothesis がある。さらに, Manchón ＆ Roca de Larios (2007, cited 

in Ortega, 2009, p.244) は口頭での output より書くことの方が,よ

り時間をかけることが出来るので, 仮説検証への時間がとれ,それが

強 化 さ れ る こ と , ま た 書 く こ と が と る 認 知 プ ロ セ ス に よ り

metalinguistics の気づきを多く経験するができ, これらが言語力

（英語力）を伸ばすことにつながると主張する。

 ただし,ライティングを単に言語力増強のためのものと捉えると難

しい問題にぶつかるとも言える。それは, 書くことの動機付けともか

らみ , 書くことの楽しみや喜びを提供しようとするとき ,「正確さ」と

の折り合いをどう付けて行くかということが問題になるからである。

図5.1 20年間の全論文数に占めるライティング論文の割

合 
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それと関連し,「形式重視」から「内容重視」へ,「間接テスト」から

「直接テスト」へ， など, ライティングの測定・評価の分野における

動向についても注視する必要がある（本章第 4 節参照）。

 一方ライティング能力を身に付けさせる上で指導法はどうあるべき

かに関しての議論もある。ライティングに関わる修辞的な情報や文法

事項, 構成法などを明示的 (explicit)に教えるべきか, あるいは

reading やモデル文提示, あるいは課題をこなしていくことで暗示的

(implicit)に身に付けさせるべきか, という異なる指導方法がある。

ライティングを教えるものとしては前者をより好むであろうし,SLA に

軸足を持っている研究者は後者の立場から研究を進めている。学生の

レベルや状況によりどちらを選びとっていくかが今後課題として残っ

ていると言えよう。また，社会的文脈の中で，書く目的，読み手，トピック

等に焦点を当てた指 導 法 とし て ジ ャ ン ル ・ ベ ー ス ト ・ ア プ ロ ー チ

（genre-based approach）が注目を集めつつある。第 37 回全国英語教

育学会山形研究大会のシンポジウム「日本の英語教育の将来：新教育課程

でのライティング指導を考える」においても，この教授法が議論された。

1.5 研究方法の広がり 

 上述した課題を解決するためにライティング研究では様々な手法が

取られてきた。認知プロセス解明のためには思考表出法(think-aloud) 

という方法が編み出され, プロダクトの分析においてはコーパス分析

などがされ, また書き手や教師を対象にした survey も多く取られて

きた。それらのみならず, ethnography 的方法により詳しい観察がさ

れたり, ケーススタデイ, 授業観察などの質的研究も発展してきた。

1.6 まとめ 

グローバル化が一層強まるなかにあって , アカデミックな面からも , 

またビジネス界においても , 個人の営みだけでなく , 国際的にも英語

のライティングに対する要求は日増しに増大している。ESL 研究下で

は説明が付かない EFL ライティング諸現象を, EFL 環境にいる各国の

研究者,教師らが手を携え,問題解決に臨んで行くべき時である。 

  〔大井恭子〕 
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2  プロセス・ライティング 

-プランニングとリビジョンを中心に- 

  

2.1 ライティング・プロセスの認知モデルとプロセス重視の研究 

 ライティング・プロセスの認知モデルとしては，思考表出法(think aloud)

の手法を用いて構築された Flower & Hayes (1981)と Hayes (1996)が有名であ

る（小池他編 2004, pp.205-208 参照）。認知モデルにおける重要な点は，ライ

ティングは，プランニング，文章化，リビジョンという一つの整然とした流れ

の中で行なわれるものではなく，書きながら，前もって立てた計画を思い出し

たり，修正したりといったことを繰り返す循環的・動的なものであるというこ

とである。

 L2 におけるライティングのプロセスも，L1 のモデルや研究方法にならって実

施されてきた (Matsuda, 2010)。しかし最近の研究 (Manchon, De Laios, & 

Murphy, 2009)では，ライティングのプロセスは循環的であるが，どのレベルの

書き手においても，最初にプランニングが，次に文章化がなされ，リビジョン

は，ライティングのプロセスが進むにつれて行なわれていることが観察されて

いる。また全体のプロセスの少なくとも 60％が文章化に費やされ，未熟な書き

手ほど文章化により多くの時間を費やすことも報告されている (Leki, 

Cumming, & Silva, 2008; Manchon et al., 2009; Ortega, 2009)。

 その他 L2 ライティングのプロセスに関しては，L1 の影響，L2 の能力の影響，

熟達した書き手と未熟な書き手の方略やプロセスの相違について研究がなされ

ている。プロセスに関しての研究は多数あり(例 Bosher, 1998; Cumming, 1989)，

L1 ライティングに比べて L2 ライティングのほうがより時間がかかり，困難な

作業であることが実証されている。EFL の日本人を研究対象としたライティン

グのプロセスの研究は佐々木みゆきによって推進されてきた (Sasaki, 2000, 

2002, 2005)。Sasaki (2005)には，日本人の学習者を対象にしたプロダクト重

視の研究(Hirose & Sasaki, 1994; Sasaki & Hirose, 1996)から探求的調査研

究 (Sasaki, 2000)さらに，統計を用いた仮説検証のための研究 (Sasaki, 2002)

へと発展していった過程が説明されている。

Sasaki（2000）は，ライティングのプロセスを思考表出法ではなく，日本人

の小学生を対象に L1 ライティングのプロセス研究（安西・内田,1981）で使用

されたレトロスペクション(retrospection)の方法を一部改定して使用した。こ
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れは作文が終了した直後に作文の様子を撮影したビデオを見ながら，書き手が

書くのを止めた度に，「何を考えていたのか」を答えてもらうという方法である。

また Sasaki（2000）では，安西・内田(1981)で使用されたライティングのプロ

セスの 6つのカテゴリー：プランニング(planning)，検索(retrieving)，喚起

(generating ideas)，言語表現化(verbalizing)，読み返し(rereading)，その

他に加えて，翻訳(translating)，評価(evaluating)，を加えてライティングの

プロセスの分析が行なわれた。Sasaki (2000,2002)では，プランニングとプロ

セス・ライティングの指導の重要性が検証された。

さらに Sasaki (2000)では，よりグローバルなプランニングには，目標設定

が関連しているとしている。L2 の書き手の目標設定には，ESL における研究

(Cumming, 2006)や EFL における研究(M. Suzuki, 2009a)がある。M. Suzuki 

(2009a)では，日本人の英語学習者を対象にライティングの目標設定が調査され，

書き手の目標設定には，事前のライティングの指導（たとえばレトリックの指

導）が影響を与えると，報告している。

プランニングの指導法の一つとしてマッピングがある。Fukushima & Ito

（2009）は，マッピングを「個々の概念の関係性を示すためにマップを描く行

為」(p.102)と定義づけ，マッピングによる指導後に学習者はより多くの単語や

文を書くようになったと報告している。またポートフォリオを活用したプロセ

ス重視のライティング授業の効果も報告されている (Romova & Andrew, 2011)。

この研究では，（1）collection(原稿や振り返り，フィードバックの保管)， 

(2)reflection（ラィティングの振り返り）， (3)peer feedback(他の学習者の

フィードバック)，(4)teacher feedback(教師のフィードバック)を通したライ

ティング指導が行なわれた。ここでの「振り返り」とは最初の作文を書いた後，

（1）課されたライティングタスクの目的について，（2）トピック，構成，ディ

スコース（話法），言語の特性(features)がそれぞれのライティングタスクに適

合しているか，（3）ライティングにより，何を学ぶことができたか，（4）何が

ライティングする上で困難であったか，また，どのように改善しようと努めた

かについて省みて，それを記述し，提出することを指す。

 
2.2 リビジョンの研究 

 リビジョンに関する研究は，最初に書いた作文とリビジョン後の作文の質を

比較するといったプロダクト重視（結果重視）の研究と，リビジョンのプロセ
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スに関する研究，つまり書き手の頭の中で実際にリビジョンするまでに何が起

こっているのかというプロセス重視の研究が実施されてきた。

前述したライティングプロセスの認知モデルにおいては，リビジョンは問題

解決の 1 つと見なされており，リビジョンの役割が重要視されている

(Kobayashi & Rinnert, 2001; Nakanishi, 2008 参照)。リビジョンに関する研

究分野においては, フィードバックの方法（教師のフィードバック, リフォー

メーション, モデルライティングの提示）とそれらの L2 の習得能力やライティ

ング能力への効果に関する研究が数多くなされている(Hanaoka, 2007; Qi & 

Lapkin, 2001; Sachs & Polio, 2007; W. Suzuki, 2009, 2012)。たとえば Hanaoka

（2007）は，37 名の EFL の日本人大学生を対象に，モデルとなる作文の提示と

それについて気がついた点を記載するリビジョンの影響を調査し，とくに語彙

の問題に書き手が気づき，解決できるようになるという結果を報告している。

M. Suzuki (2009b)が，日本人の大学生(24 名)は，自分の力で語彙に関する修

正の評価（より言語的に適切であったかどうか）について判定できないと報告

しているように，語彙の問題はL2の書き手にとって課題となっている(Ferris & 

Roberts, 2001)点から，Hanaoka(2007)の研究は重要であると思われる。W. 

Suzuki (2009,2012)では，L2 の書き手が, 最初に書いた作文への言語的誤りに

対する教師のフィードバックを見ながら，なぜ誤りなのかを自分で考え，別紙

に記入することを行なった後に，最初の作文をリビジョンすると，言語的誤り

の数が減少すると報告している。M. Suzuki（2010）では，星印や鍵括弧，疑問

符などの記号を L2 の書き手が使用していることが報告され，これらの記号を学

習者と教師のフィードバックに関するコミュニケーションの道具として利用す

ることを提案している。

リビジョンの方略に関連しても多くの研究がなされている(Faigley & Witte, 

1981, 1984; Matsumoto, 1995)。プロセス重視の研究により，「リビジョンの発

達は，L1・L2 のライティングにおいて段階的であること」が実証されている。

つまり，最初に問題（たとえばスペリング，文法の誤り）を発見する能力

(detection skills)が発達し，その後にその問題を解決する（誤りを訂正する）

能力(correction skills)が発達することが明らかになっている(Bartlett, 

1982; Whalen & Menard, 1995)。

 英語のライティングの経験や指導がリビジョンの成果に影響することが

Kobayashi & Rinnert (2001)で実証されている。また Kobayashi & Rinnert（2001）
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や M. Suzuki（2006,2008）の研究では，大学院レベルなど専門的な論文などを

書く際のピア・リビジョンの有効性を示唆している。

 ほとんどの L1, L2 におけるリビジョンは，より言語的に小さいレベル

(local-level)で，また意味を変えないような表層のレベル(surface-level)で

あり，語彙の置き換えが一般的に多くなされる(M.Suzuki, 2006, 2008)。しか

し，プロセス重視のライティングやリビジョンの指導が，よりグローバルなリ

ビジョンの習得を促すことも観察されている(Kobayashi & Rinnert, 2001)。

 L2 ライティングのリビジョンは，L2 のライティング能力のレベルにかかわら

ず L1 が，L2 より多く使用される(Takagaki, 2003)。日本人の大学生が英作文

をリビジョンする際の言葉の繰り返しの効果について調査した M. Suzuki 

(2011)の研究では，L2(英語)での繰り返しが，頻繁に行なわれ，修正の候補を

試したり，書き手の即興的で暗示的な知識を引き出したりするのに用いられる

のに対し，L1 は，より明示的で，文法に関するメタ言語的知識を引き出すのに

用いられているようであると報告している。リビジョンのプロセスにおける

L1・L2 の使用に関しては，ライティング全体のプロセスの中でさらなる研究が

実施されていく必要があると思われる。

2.3 まとめ 

 以上，このセクションでは日本人を対象としたプロセス重視の研究，リビジ

ョンの研究を中心に解説を行なった。熟達した書き手のプロセスやリビジョン

の方略（たとえば，よりグローバルなプランニング）をいかに未熟な書き手に

指導するかについての研究，実践が今後の課題となると思われる。また大学生，

大学院生を対象にした研究が大多数であり，より多くの小学生，中学生，高校

生を対象にした研究が今後実施されることが望まれる。特に重要と思われるの

は，L1 のライティングの指導, 経験が L2 のライティングやリビジョンに大き

な影響を与えることが考えられ，Sasaki（2000）の研究のように L1 のライティ

ング研究に注目することや，学校現場においては，L1 の教師（日本の場合は国

語の教師）との連携がより効果的な指導に不可欠であると思われる。

                            〔鈴木眞奈美〕 
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3 ライティングのフィードバック 

 

3.1 はじめに 

学習者が書いた英文にどのようなフィードバックを与えると書く力の伸長に

つながるのかを探究することは，ライティング研究の最も重要な視点の 1 つで

ある。フィードバックは，書き手の英語力等の諸要因に加え，どのようなコン

テクストで何のために書かれた英文に対して行うのか，誰が行うのか，作文の

どの側面（例えば，内容か文法か）に対して，どの媒体で（口頭か，書面か），

どのような方法で行うのか（例えば，文法の誤りに対して，自己訂正を促す間

接的な指摘を行うのか，添削をするのか），といった様々な問題を含んでいる。

L2 ライティング研究の未解決の重要課題を扱った Casanave (2004)は，その一

例として，学習者が書いた作文への文法訂正の是非を挙げている。Truscott 

(1999)と Ferris (1999)の論争に見られるように，文法訂正の有効性について

は両論があり，文法訂正が学習者の長期的なライティング能力の伸長につなが

るのかどうか，まだ結論は出ていない（Ferris, 2002; Truscott, 1996）。

学習者が書いた英文に対するフィードバックは，従来は主として教師が担っ

てきた。最近では，学習者が互いにコメントをしあうピア・フィードバック（ま

たはピア・レスポンス）が珍しくなくなり，実践報告や実証研究が増えている。

近年教科を問わず学習者同士がともに学びあうピア・ラーニングの意義が注目

され実践されてきているが（中谷・伊藤, 2013），ピア・フィードバックは英語

教育でのその実践例である。学習者は，ピアよりも教師のフィードバックを好

むとされるが（Zhang, 1995），実際の指導では両方が併用されることも多く，

ピア・フィードバックは，教師のフィードバックと同様，ライティング指導に

重要な役割を果たすと考えられる（Jacobs et al., 1998）。ライティング指導

の最終的な目的は，自分で推敲ができる自立した書き手を育てることである。

この目的のために，教師とピアによるフィードバックが相補的な役割を果たす

という考え方にたち，本節では，ピア・フィードバックを中心にこれまでの研

究と実践の成果を概説し，今後の展望を示す。

 

3.2 ピア・フィードバックの研究 

 ピア・フィードバックは，従来はプロセス重視のライティング指導の一環と

して位置づけられていたが，現在では，協同学習理論をはじめとする多くの教
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育・学習理論から支持されている。L2 としてのライティング指導では，プロセ

ス重視の指導が盛んになる 1980 年代から使われるようになった。ピア・フィー

ドバックは，書くことを認知的なプロセスとして捉える立場からだけではなく，

社会構成主義の立場からもその意義が再認識されている。後者の考え方では，

学習者のインターアクションは社会的行為とされ，他者とのコミュニケーショ

ンを通してライティングに取り組むことにより，個人のライティング能力伸長

につながると考えられている。

L2 のピア・フィードバックは，当初は ESL の学生を対象としてその有効性が

研究されてきた。Liu & Hansen (2002）が認知的，社会的，言語的，実践的側

面からその利点と限界をまとめているように，先行研究ではそれぞれの側面で

相反する結果が報告されている。また，多言語・多文化の学生が集う ESL のラ

イティングの教室では，教師主導の指導形態に慣れているアジアの学生は，批

判的なフィードバックをあまりしないという指摘がある。例えば，北米の高等

教育機関で，中国人学習者が，ピアに異議を唱えたり作文を批判することを躊

躇することが報告されている（Carson & Nelson, 1996）。同様に，アジアの学

生は他地域出身の留学生よりフィードバックを行うのに自信を持っていないよ

うだという報告もある（Mangelsdorf & Schlumberger, 1992, p.246）。

ESL に続いて，EFL 環境においてピア・フィードバックが用いられるようにな

るにつれて，アジアでも特に大学生を対象にこれを用いた研究が行われるよう

になった（Braine, 2003; Jacobs, 1987）。そして，概ね肯定的な結果が報告

されている。Jacobs et al. (1998)は，香港と台湾の大学生を対象とした意識

調査を行い，大多数の学生（93%）が教師によるフィードバックとともにピア・

フィードバックを用いることに好意的であるとしている。さらに，Tsui & Ng

（2000）は，香港の高校生を対象にピア・フィードバックを教師のフィードバ

ックとともに用いた結果，前者の利点として，読み手意識の植え付け，自身の

長所と短所に対する意識の向上，協働学習の奨励等を挙げている。日本でも，

特に大学でピア・フィードバックを用いてその有効性を調べた研究が近年増え

てきている（Kondo, 2004; Masaki, 1997; Sawaya & Yokoyama, 2013; Yakame, 

2005)。以下，国内外のピア・フィードバックに関する研究結果を概観する。 

まず，ピア・フィードバックの有効性を教師のフィードバックと比較して調

べた研究では，肯定的な結果と否定的な結果の両方が報告されている。例えば，

Caulk (1994)は，89%の学生が適切な提案をしており，69%の学生は教師がしな
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かった独自の妥当な提案をしたとしてその有効性を示唆している。一方 Connor 

& Asenarige (1994)は，書き直しに教師のコメントは 35%が用いられたのに対

し，ピアコメントは僅か 5%しか用いられなかったとしている。中西・赤堀(2005)

は，大学生と日本人英語教師に，特徴の異なる英作文を読み，点数式（内容・

語彙等の項目別評価）と記述式で評価させた結果，学生の点数式評価の優劣順

位はライティング成績に関わらず概ね教師と一致したが評点は教師より高く，

記述式では成績上位者と教師のコメントが一致したと報告している。その上で，

上位者に内容に関する記述式コメントを書かせる提案をしている。

学習者の英語力の違いに注目して，ピア・フィードバックの指導効果を調べ

た研究に Kamimura (2006)がある。その結果，日本人大学生（英語力の異なる 2

群）が書いた英作文に効果が認められた一方で，その具体的な効果は学生の英

語力によって相違があったとしている。英語力等の学習者要因の他に，ピア・

フィードバックの効果に影響を与える要因としては，匿名性，媒体（書面及び/

或いは口頭）や使用言語等が挙げられる。Hosack (2005)は，匿名と非匿名の書

面によるフィードバックを比較した結果，日本人学生はコメントの書きやすさ

等の点で匿名の方を好んだとする。匿名式を好む結果は，隅田(2010)にも見ら

れる。これに対し（対面式で英語による）書面単独と書面・口頭併用形式を授

業に毎回取り入れ，学生の意識を比較した Hirose (2012a)は，両方が好意的に

捉えられた一方で，併用形式を行った学生の方がフィードバックを書くことを

楽しいと感じた結果等を報告し，英語で書くことに対する動機づけの点では後

者の方が効果的であるとしている。さらに Hirose (2012b)は，英語による書面・

口頭併用形式は，動機づけの点だけではなく，英語ライティング力の向上に肯

定的な影響を及ぼす可能性を示唆している。今後，口頭単独型も含め，様々な

形のピア・フィードバックを用いて，その効果を調査研究することが望まれる。

ピア・フィードバックでは，学習者は「受け手」と「与え手」の 2重の役割

を担うことになる。先行研究はフィードバックを受けて書き直された作文が向

上したのかどうか等，「受け手」に及ぼす効果に焦点をあてたものが多いが，

「与え手」の書く能力に影響を及ぼすのかを調べた研究もある。Lundstrom & 

Baker (2009) は，ピア・フィードバックの「受け手」となり自分の作文を書き

換える授業と「与え手」となるだけの授業を，別々に 1セメスター受けた ESL

学生が指導前・後に書いた英作文を比較した結果，「与え手」が指導後書いた

作文に有意な伸びが見られたとしている。この結果は，ピアの作文を読んでフ
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ィードバックを与える効果を示唆している点で，注目に値する。

ピア・フィードバックは，学習者が 1人で書いたものが対象になるとは限ら

ない。協働ライティング(collaborative writing)では，複数の学習者が共に作

文に取り組み(co-authoring)，完成作文を共同所有(co-ownership)する（Storch, 

2013）。最近の研究は，この活動の有効性を調べている。例えば, Storch (2005)

は，豪州の大学の ESL 学生に 1,2 パラグラフの英文を個別に書くかペアで書く

か選ばせ，単独で書かれた作文とペア作文を，流暢性，正確性，複雑性の点で

比較した。その結果，ペア作文は語数は少ないものの，個人によって書かれた

英文より正確で複雑であることがわかった。そして，ペア作文に取り組んだ学

生は，概ねこの作業に肯定的だったとしている。但し，否定的だった少数派は

日本人女子学生であった。さらに，Shehadeh (2011)は，EFL の大学で個別とペ

アの作成クラスに分けて 1学期（16 週間）の指導を行い，指導前・後に学生が

単独で書いた英作文を比較した。その結果，指導前には 2 クラスには有意差は

なかったが，指導後作文の評価点には有意差が見られた（ペア作文に取り組ん

だクラスの方が高かった）という。ペア作文クラスの学生は，大多数がこの新

しい経験を楽しんだとし，パートナーと作文の様々な点に関してフィードバッ

クを交わすことが学習につながると感じていた。日本ではまだ少ないが，協働

ライティングを扱った研究が出てきている（阿部・山西, 2013）。今後は，教

室内の対面式だけではなく，オンラインで Google Docs や wiki 等を用いた協働

ライティングの実践や研究（Storch, 2013）も増えていくと思われる。

3.3 おわりに 

 本節では，主としてピア・フィードバックを扱った研究を概観し，その可能

性を探ってきたが，今後は特に中学校及び高等学校での指導に実際に取り入れ

てその効果を検証することが望まれる。実践研究を重ねた上で，望ましいフィ

ードバックのあり方―教師とピアのフィードバックの組み合わせ―を探究しな

ければならない。最近，ライティングへのフィードバックは教室外でも見られ

るようになってきた。日本においても高等教育機関にライティング・センター

が設置されるようになったことを反映して，センターでチューターが書き手に

与えるフィードバックや両者間のインターアクションが研究されている(佐渡

島・太田，2013)。これから先も，フィードバックに関する様々な研究が行なわ

れ，より効果的な方法が確立されるであろう。         〔広瀬恵子〕 
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4 ライティングの評価 

4.1 日本の学校におけるライティングの指導と評価 

日本における英語教育は元来，文型や語彙，文法規則の指導を重視してきた

ために，言語形式における正確さが指導の重点とされてきた。特に，ライティ

ングの授業においては，空所補充や文の結合，文の書き換えや和文英訳などが

言語活動の中心となっていた。その結果として，英語で書かれている意味内容

よりも，言語形式面における正確さを評価規準として，誤りを数えて評価する

方法 (誤答減点法) が最適であると考える日本人英語教師も多かった。

グローバル化の進展とともに，日本人学習者は国際コミュニケーションのツ

ールとして英語を学習し，実際に使えるようになる必要性が高まってきた。日

本人学生や生徒たちの実践的コミュニケーション能力育成の重要性が指摘され，

ライティングの分野においても，これまでの言語形式における正確さを重視し

たライティング指導から意味内容を流暢に伝えることを重視したライティング

指導への転換が叫ばれることとなった (例 Iseno, 1991; 緑川, 1998; 大井, 

2004 など)。そのような動向が実を結び，文部科学省が示す『学習指導要領』

においても，意味内容を重視するライティング指導が明示されることとなった。

一例として，2012 年度より完全実施となった『中学校学習指導要領』「書くこ

と」の内容として「身近な場面における出来事や体験したことなどについて，

自分の考えや気持ちなどを書くこと」「自分の考えや気持ちなどが読み手に正し

く伝わるように，文と文のつながりなどに注意して文章を書くこと」などが示

されている。

こうしたライティング指導におけるパラダイム・シフトはまた，ライティン

グの測定・評価の分野における新たな評価法の必要性を研究者や学校現場の教

師たちに認識させることとなった。アメリカ合衆国をはじめとする諸国では，

20 年ほど前からすでにライティングにおける直接テスト・評価法の研究実践が

推進されてきた (Hamp-Lyons, 2003)。これに対し，日本におけるライティング

の測定・評価には，「形式重視」から「内容重視」の指導への転換に呼応して，

大学入試における「自由英作文」の出題増加などの変化が見られるが，テスト

結果の信頼性を重視する立場から，多肢選択式や整序英作文、誤文訂正問題な

どの間接テスト形式の出題も依然として多く行われている。ライティングの直

接測定による信頼性・妥当性の高い評価法の研究開発が急務となっている。 
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4.2 ライティングによる言語運用（performance）の評価 

Brown (2004) は，言語運用の評価を実際の，あるいは実際に近い言語使用を

伴う活動の中で，どの程度課題 (task) を達成したかに基づいて行う評価方法

を「直接テスト方式」と定義している。このような言語の産出面における言語

運用 (以後「言語運用能力」と呼ぶ) の評価方法として，英語による面接を行

ってスピーキング能力を測定したり，あるトピックについて英語で文章を書か

せてライティング能力を測定するなどの評価例がある。Weigle (2002) は，特

にライティングにおける言語運用能力の評価について「書かれたものはライテ

ィングの言語運用能力を表すものと考えられるので，実際に書くという行為を

伴うライティング・テストはすべて言語運用能力を評価すると言える(p.46)」

と述べている。すなわち，ライティングの言語運用能力の測定・評価を行うた

めには，実際に書くことを伴う直接テスト方式に依ることを前提とする必要が

あるというのである。

しかし，日本の英語授業においては，言語の正確さを重視した指導が伝統的

に行われてきた経緯があり，評価においても間接テストが用いられるのが一般

的であった。選択・訂正等の形式による間接的なテストではなく，直接テスト

を日本の英語授業に導入するためにはどのようにすべきなのであろうか。この

問いに対しては，McNamara (1996) に従って，言語運用能力の評価を 2つのタ

イプに類別して考えることが１つの有効な手だてになるのではないかと考えら

れる。1 つ目のタイプは与えられたタスクを完遂することを重視する「強形」

である。このタイプにおけるタスクは実生活に即した本物の課題となり，その

評価も実生活の基準に照らし合わせて行われる。2 つ目のタイプは，言語使用

そのものを重視する「弱形」である。タスクは練習のために模造された課題で

あり，評価は言語能力の観点から行われる。

この分類によると，弱形による言語運用能力テストを使用すれば言語能力に

限定して評価を行うことができるので，テスト作成者はテストの内容および言

語形式を評価のねらいに照らし合わせて制限することができる。評価基準も同

様に，語彙・文法・構成などの言語の個別的側面を評価の観点として設定する

ことができる。つまり，弱形による言語運用能力評価であれば，正確さを重視

した指導が中心となる日本の英語授業においても十分に応用や活用が可能であ

ると考えられる。

さらに，文部科学省によって示される『学習指導要領』においても，前回 (1998
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年) の改訂から「言語の使用場面と働き」についての具体例が示されるなどの

進展が見られる。例えば，「言語の使用場面」の具体例 (中学校) としては「あ

いさつ」「自己紹介」「道案内」など「特有の表現がよく使われる場面」や「家

庭での生活」「学校での学習や活動」など「生徒の身近な暮らしにかかわる場面」

とそれぞれの場面における表現例が示されている。また，「言語の働きの例」と

しては，「意見を言う」「説明する」「発表する」など「考えを深めたり情報を伝

えたりするもの」や「質問する」「依頼する」「賛成する／反対する」など「相

手の行動を促したり自分の意志を示したりするもの」「礼を言う」「苦情を言う」

「謝る」など「気持ちを伝えるもの」とその表現例が示されている。これらの

『学習指導要領』に示された言語の使用場面・機能に基づいて，実際に書くこ

とを要求するタスクを開発することは十分に可能である。したがって，今や日

本の英語授業においても生徒が実際に英文を書き，書かれた内容について評価

を行う直接テストを実施すること，すなわち「タスクに基づくライティング・

テスト(task-based writing performance test)」による言語運用能力の評価を

導入することは十分に実現可能な状況になりつつあると言える。

 

4.3 タスクに基づくライティング評価法の枠組み 

Bachman & Palmer (1996) によると，言語テストの最重要目的とはテスト受

験者の言語能力を類推することである。テストによって測定しようとする能力

は「構成概念 (construct)」と定義され，この構成概念を記述することがテス

トデザインにおいてどうしても必要な出発点となる。Bachman が提示した構成

概念の定義に含まれる言語能力(language competence)，方略能力(strategic 

competence)，話題に関する知識 (topical knowledge) などは，テスト開発に

おける全体的枠組みとテストにおける言語運用を解釈する基礎を与えるものと

して評価することができる。しかし Skehan (1998) は，これらをリスト的に項

目設定したのでは受験者の潜在能力と実際の言語運用を関連づけて説明するこ

とができないと指摘し，この関係を説明するためには「言語処理(language 

processing)」に関わる観点が必要であると主張した。このような観点から，コ

ミュニケーションにおける諸要求を処理する「活用力 (ability for use)」と

いう構成概念を提示し，これにより潜在能力と言語運用の調停が行われるとし

た。そしてこの構成概念に基づき，受験者の言語使用を誘出するタスクを考案

し，実際の言語使用に近い条件下においてそれを課すことにより，言語運用能
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力の測定を行うという「タスクに基づくテスト法(task-based approach to 

testing)」を提唱することとなった。

 Skehan の「活用力」を構成概念とするテスト法においては，実在すると想定

される困難度尺度上に配列された困難度の異なるタスクの存在が言語運用能力

評価を行うために不可欠な前提条件となる。しかし，Bachman (2002) は Skehan

が提示したタスクの困難度を決定する 3 特徴 (言語的複雑さ，認知的複雑さ，

伝達のストレス) では，テストによる言語能力の推測(inference)そのものが不

可能であることを指摘した。つまり，タスクの困難度とは 3特徴のような言語

運用時における独立した個々の特徴によって決定されるのではなく，自らが提

案する 3因子 (タスク固有の特徴，受験者の属性，両者の相互作用) のように

受験者属性とタスクの相互作用によるものであり，タスクに基づくテスト法と

は，Skehan が主張する言語処理に関わる条件の操作のみでは不十分で，むしろ

評価対象となる言語能力 (構成概念)の様々な要素について勘案することが重

要であると Bachman は主張するのである。これが「構成概念に基づくテスト法

(construct-based approach to testing)」と呼ばれる開発手法であり，その最

たる特徴はテストのデザイン・開発手順およびテスト活用の各段階において，

テストを構成する評価タスクの細目と評価対象となる能力定義の両方を兼ね備

えているということである (例 Alderson et al., 1995; Bachman & Palmer, 

1996; Brown, 1996)。Bachman (2002) の言葉を借りるならば「最も有用性の高

い評価とは，タスクと構成概念の両者をデザイン・開発・活用の各段階におい

て，計画的に統合して行われる評価である(p.471)」と言える。

上述の論考より，これからのタスクに基づくライティング評価法の枠組みに

おいては，Skehan が提唱したテストにおける言語運用に影響を与える言語処理

に関わる条件を操作することによるテスト法および Bachman の主唱する構成概

念に基づくテスト法とは，相反する評価法として分類されるのではなく，むし

ろ言語運用能力テスト実施において相互補完的に機能する評価システムとして

発展的に統合されるべきであると言える。一例として杉田(2013)では，評価タ

スクの開発は構成概念に基づいて行い，テストにおける言語運用については言

語処理に関わる条件操作を加味して実施する「構成概念に基づく言語処理的テ

スト法 (construct-based processing approach to testing)」というモデルが

紹介されている。                      〔杉田由仁〕 
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5 実践的研究事例 

  

5.1 日本のライティング指導につながる研究動向 

 本節では，日本におけるライティングの実践的研究の動向を，中学生や高校

生を対象とした実践事例を含め，総合的に概説していく。それに先立って，ま

ず日本のライティング指導につながるグローバルな研究動向からみていく。

10 年以上前にさかのぼるが，1980 年代，1990 年代にかけてライティングの

認知プロセスが明らかにされ，それ以降プロセス・ライティングの研究が盛ん

になった。ライティングはプランニング，文章化，リビジョンという 3つのプ

ロセスからなり，Ortega (2009)によると，L2 の熟達度が低い学習者ほど文章

化プロセスに時間をかける傾向があり，ある一定の熟達レベルを超えて初めて

プランニング，文章化，リビジョンの 3 つの過程のバランスがとれてくるとい

う。この言語的な熟達度と作文力に関して，Schoonen et al.（2009）が，

Inhibition Hypothesis を提唱した。それによると，L2 ライティングでは言語

的な要素（語彙や文法）の操作に認知資源を奪われてしまうため，ライティン

グの概念的側面，つまり内容についての精緻化やモニター，またリビジョンへ

の注意が阻害されるというものである。日本では近年，パラグラフ単位でのラ

イティングの重要性が叫ばれている。日本の中学校や高等学校，また大学での

ライティング指導の実践を，プロセス・ライティングの枠組みで考えた場合，

教師たちはプロセス・ライティングを取り入れて少しずつ文章量を増やす指導

を試みている一方で，こうしたライティングの下位技能の育成も今だに大きな

課題であるといえる。

 Ortega（2009）はプロセス・ライティングのほかに，ここ 10 年の研究の特徴

として，フィードバックを挙げている。作文のフィードバック時に用いられる

エラー・コードの使用(Lee,2004 ほか)の有効性や，フィードバックは内容と文

法のどちらに重点をおいて為されるべきかといった問題（Ashwell, 2000 ほか），

また生徒は教師からのフィードバックと，ピア・フィードバックのどちらを好

むのかといった問題（Hu,2005; Min,2005）が研究されてきている。

5.2  ライティングの下位技能 

 根岸（2012）は，平成 22 年度に国立教育政策研究所教育課程研究センター

が実施した「特定の課題に関する調査（英語：「書くこと」）に沿って，中学生
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のライティングの下位技能を次のように定義している。それによると「1 つは，

文字・単語・符号を書くこと，もう 1つは，文構造や文法の知識を使って文を

書くこと，さらに，つなぎ言葉を使うなどしてつながりのある文章を書くこと」

(p.13)である。このうち，文構造や文法の知識では「十分に評価される事項」

として疑問詞で始まる疑問文と受身文が挙げられており，「課題となる事項」は

S＋V（make）＋O＋C（形容詞），It＋is＋～＋to 不定詞，前置詞句の形容詞的

用法（後置修飾）であった。また文と文のつながりにおいては，but はかなり

定着しているが，because や if は通過率が低く，使いこなせていないことが分

かった。さらに多くの生徒は自分で文脈を判断し，必要な言語形式を選択して

文を作ることが苦手なようであった。根岸(2012)は結論として，中学生の多く

は，中学校の後半で習った言語形式を使いこなせるようになる前に高校に入学

しているとし，高校での継続的な指導の必要性を示唆している。

伊東(1999)によると，ある程度まとまった文章を書けるようになるためには，

「わかるための学習」と「慣れるための学習」が必要であり，下位技能の習得

は「わかるための学習」に分類される。その指導技術の中には「和文英訳」な

どがあり，これらは今もその価値を失ってはいないと思われる。しかし根岸

(2012)の指摘にあるように，ある文脈の中で「どのような言語形式を用いるべ

きかの判断をする」ことが作文過程には必須であり，その練習を意識的に行な

うことが，ひとつの重要な「足場かけ」になるのである。

 こうした文脈との関わりにおける「足場かけ」のひとつの手法として，

languaging が挙げられる。W.Suzuki (2009,2012)は，languaging （言語を発

することを通して学習者が理解を促進したり問題を解決すること）が言語の正

確性の向上に効果があるかについて，大学生を対象としたライティング指導に

おいて検証している。W.Suzuki (2009)では，まず教師が大学生に英作文をさせ

(first draft)，次にその英作文をネイティブ・スピーカーがチェックし，語や

フレーズの間違い部分に赤字で下線を引いて返却する。さらに教師は大学生に

「なぜネイティブ・スピーカーはこの語やフレーズに下線を引いていると思う

か」と尋ね，それを考えさせて紙に書かせる(languaging)。最後にリビジョン

させ，最終版を完成させる。結果として，languaging をしたグループは，最終

版の作文における語やフレーズの誤りが減少していた。W.Suzuki (2009)は

languaging によって，より深いレベルでの認知処理がなされるためではないか

と述べている。この languaging については中学校においても実践例があり(牛
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山, 2010)，ペアで間違いの根拠を話し合うことにより，生徒が英作文の誤りに

自発的・積極的に関わるようになり，ひいては英作文の正確性を高める効果が

あったとしている。

5.3 ライティングの上位技能（パラグラフ・ライティング） 

パラグラフ・ライティングに必要な上位技能の習得には段階を踏んだ指導が

必要であり，プロセス・ライティングの考え方を応用することができる。この

項では特にプランニングおよびリビジョンとフィードバックに絞って実践的研

究を紹介する。

プランニングではマインド・マッピング（コンセプト・マッピング）の有効

性が指摘されている。大井・田畑・松井(2008)では中学生、高校生を対象とし

たパラグラフ・ライティング指導の第一段階として「アイディアの発見」を挙

げている。たとえば「日本的事物の紹介」というタイトルであれば，「喜ばれそ

うなおみやげ」というサブタイトルのもと，マインド・マップを用いてアイデ

ィアを出させ（マンガ，けん玉，浴衣など），その分類・整理の仕方を紹介して

いる。

Fukushima & Ito (2009)は高校生を対象として英作文のプランニング段階に

マインド・マップを使用して何を書くべきかなどを整理させた。その後書かせ

た英作文の量と質を，マインド・マップ使用前の作文と比較したところ，事後

の英作文では明らかに語数が増え，また付加（additive）や順序(sequential)

を表す談話標識の使用が増加していた。同様に Matsuura & Mori（2012）では，

高校生を対象としてプランニング段階でマインド・マッピングを指導した実験

群のほうが，マインド・マップ指導のなかった統制群よりも英作文の量と質（内

容評価）において有意に勝っていたと報告している。

リビジョンとフィードバックについては多くの研究がなされており，詳しい

概説は本章第 2 節と第 3 節を参照されたいが，ここではいくつか代表的な実践

研究事例を紹介する。及川・高山（2000）は高校生を対象としてフィードバッ

クの研究を行なった。エラーに対してフィードバックを受けるグループとそう

でないグループ，また書き直しを行うグループとそうでないグループの 4 つの

指導形態で比較対照を行なった。その結果，エラーフィードバックの有無では，

ライティング力の向上に大きな差はなかった。一方、書き直しをしたグループ

のほうがより正確な英文を書けるようになったが，書き直しをしないグループ
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のほうが英文の量が増えることが明らかになった。さらに Oi et al. (2000)は，

英作文の内容面と形式面（文法・語彙）のどちらに対してフィードバックを行

なうべきかに関して，大学生を対象として実践的な研究を行った。その結果，

内容面でフィードバックを与えたグループのほうが，英作文全体の改善に効果

があったと報告している。

次に誰がフィードバックを与えるべきかという課題についてである。Hirose 

(2009)は，大学生を対象として互いの書いた作文に対して，ピア・フィードバ

ックをさせた。その結果，「内容」に関する質問や応答が最も多くみられ，また

授業で扱った「パラグラフ構成」についてのコメントや質問もみられた。この

ことより Hirose (2009)は，ピア・フィードバックはともに学びあうという意

味で，学習だけでなく社会的にも意義があると述べている。一方，大井（2010）

は，中学生や高校生に対してクリティカル・シンキングを推奨していく中で，

ピア・レビュー活動を紹介している。ただし大井（2010）は，「ピア・レビュー

活動の前には，どのようなコメントをつけることが期待されているのか例示す

る「コーチング・セッション」が必要である。」(pp.16-17)とも述べている。こ

のピア・レビュー活動のコーチングについては，Kondo（2004）が大学生を対象

として実践研究をし，その有効性を検証している。さらに Nakanishi（2008）

は大学生を対象としてセルフ・フィードバックについての実践的研究を行い，

セルフ・フィードバックの訓練を受けたグループは，訓練を受けていないグル

ープに比べると，特に「構成」と「言語使用」の点で有意に改善していたと報

告している。

5.4  おわりに 

近年の日本におけるライティングの実践的研究を概観してきたが，「ライティ

ング」がパラグラフ・ライティングを指している状況では，どうしても大学レ

ベルの研究が多くなりがちである。一方で中学校や高等学校ではどのように上

位技能を指導すればよいのか今だ困惑している現状もある。中学校や高等学校

においては，オーソドックスな「わかるための学習」のための手法を踏まえつ

つ，languaging, プランニング，ピア・フィードバックやそのコーチングの方

法などの研究成果を応用し，「慣れるための学習」につなげていくための，さら

なる実践研究を積み重ねていくことが重要であると思われる。  〔森 千鶴〕        
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　本章は，語彙に関する先行研究を概観し，今後の課題や展望を示す。第1節「語

彙学習方法」では，語彙の意図的学習，および偶発的学習，学習目標とする語彙数，

今後の展望について，第2節「日本人学習者の語彙学習方略」では，語彙学習方略

研究の意義，語彙学習方略の種類と分類，語彙学習方略と学習者要因との関係，語

彙学習方略指導の効果，今後の課題について論じている。第3節「語彙の広さ，深

さ，流暢さの役割」では，語彙研究の対象となっている3つの側面，すなわち，語

彙の広さ，深さ，流暢さの測定，言語習熟度における語彙知識の役割，今後の展望

について論じている。最後に，第4節「コーパス研究の動向と活用」では，主要な

コーパス，コーパスを用いた語彙頻度研究，および語法研究，コーパスに関する国

内の主要研究等についてまとめている。

キーワード

第1節	 意図的学習，偶発的学習，推測，語注，カバー率

第2節	 語彙方略の分類，学習者要因，語彙学習方略指導

第3節	 語彙サイズ，語知識の深さ，語彙アクセス速度

第4節	 コーパス，語彙，語法，コーパス検証型研究
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1 語彙学習方法 

  

 近年，語彙習得分野では，投野(編著)(1997)を皮切りに，望月・相澤・投野

(2003)，門田・池村（編）（2006），相澤・望月（編）(2010)などの本格的な研

究書が刊行されてきた。今日では，語彙習得は，英語教育学の１つの研究分野

として認知されている。本節では，本学会紀要に発表された語彙学習関連の先

行研究を中心に概観する。

1.1 語彙の意図的学習 

 語彙学習は，語彙を直接的に学習する意図的学習と，英語使用を目的としな

がら副産物として学習する偶発的学習に分けられる。この区別は明確でなく，

新しい語を学習しようとして，直接的な努力をするかどうかで区別される。し

かし，Hulstijn (2001) は，意図的学習と偶発的学習の区別は重要でなく，語

彙を学習するときの心的処理過程の質が重要であると主張している。結論とし

て，どちらの学習法も，車の両輪のように必要不可欠なのである。

 意図的学習が必要なのは，多量の英文を読んでも，偶発学習できる語彙数が

限られているからである。見出し語換算で高頻度の 3000 語があれば，大学入試

センター試験の読解問題の約 97.5％をカバーできる (Aizawa et al., 2009) の

であれば，高頻度語を意図的に学習することは理にかなっている。意図的学習

には，語彙リストを利用する方法，カタカナ語を利用する方法，コアミーニン

グを用いる方法，接辞を利用する方法などが挙げられる。しかし，意図的学習

法の提言はあっても，学習効果に関する実証的研究は限られている。

 Anesaki (2003) は，中学校 2 年生に，単語の学習効果を調査した。直後テ

ストでは，コロケーションの学習や翻訳による学習は，文脈による学習よりも

得点が高く，遅延テストではコロケーションの学習が文脈学習よりも得点が高

かった。文脈を活用した語彙学習は中学生には負荷が大きいのかもしれない。

 Aizawa et al. (2003) は，大学生を対象に，受容語彙としての定着を目指し

たタスクで学習する場合と，発表語彙を目指したタスクで学習する場合の目標

語の定着を比較した。その結果，後者の学習の方が，受容的にも発表的にも定

着の度合いが大きかった。Kawamura (2004)も，リストで単語を覚えるよりも，
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文脈で推測活動をしてから覚えた方が，また覚えた後で発表活動を行う方が，

単語の意味が記憶に残ると報告している。以上の研究から，語彙を発表的に使

う練習や意味を推測する訓練が，目標語の処理水準を高め，語の定着に効果が

あると考えられる。

 Osaki (2005) は，カタカナ語となっている英単語を，5つのカテゴリー別に

学習した場合と，個別にばらばらに学習した場合を比較した。その結果，5 つ

のカテゴリーのうち「英語の一部を省略したカタカナ語」で特に保持率が高か

ったことを報告している。Kasahara (2010) は，既知語と新出語からなる 2語

のコロケーションを提示し，意図的に語彙学習させた。その結果，新出語を単

独で提示するよりも，既知語と新出語のコロケーションにして提示した方が，

記憶に残ることを報告している。また，Koshimizu (2010) は，単語の発音効率

と読解力の間には相関が高いことを証明し，綴りと音の関係を使って単語を覚

える方法を奨励している。以上の研究から，単語を独立して覚えようとするよ

りも，単語を範疇別にしたり，既知語や音声と関連づけをしたりして学習する

方が，学習した単語の保持率が高まると解釈できる。

1.2 語彙の偶発的学習  
 語彙の偶発的学習は，リーディングやリスニングの活動で，言語使用を目的

にしながら二次的に語彙を学習することである。子供が最初に母語で単語を習

得するのは偶発的学習による。先行研究には，読解の活動で未知語を推測する

練習，言語使用の補助として語注や辞書を活用する練習などがある。

 未知語の推測では，Yashima (2002) が高校生を対象に語彙サイズと未知語の

推測に関する調査を行った。生徒によって未知語推測に使用する局所的・全体

的手がかりの種類が異なること，語彙サイズが 3000 語を越えると，60％の確率

で推測に成功したという事例を報告している。さらに Yashima (2003) は，語

彙サイズにかかわらず，高校 3 年生が 60％以上未知語の推測に成功したこと，

語彙サイズが 4000 語程度の生徒が 65％の成功率だったことを報告している。

高校生でも，条件を満たせば，未知語の推測に成功することを示している。

 Morimoto (2006) は，単語の具象性が未知語の推測の成功率に影響を及ぼさ

ないこと，具体的な文脈は抽象的な文脈よりも未知語の成功率を高めることを

報告している。Nakagawa (2006) も，文脈の手がかりが品詞の識別に大きな影

響を及ぼすこと，接辞の知識が品詞の識別に役立つこと，などを報告している。 
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 Date (2006) は，気づきが語彙の偶発学習に及ぼす影響を調査し，文脈を与

えることと気づきの強化を与えることは，それぞれより多くの単語の保持につ

ながることを立証した。また，Imamura (2008) は，高校生に対して行った多読

の指導で，生徒の単語の綴り，文法，リスニングなどに伸びが認められなかっ

たのに対して，単語の認知力が有意に高まることを報告している。

  以上の研究は，未知語の推測の諸要因を明らかにしているが，特定の変数に

着目した調査であり，未知語の推測のプロセスについては不明な点が残る。

 語注にも注目すべき研究がいくつかある。Mitarai & Aizawa (1999) は語注

に使用する言語（日/英）と，語注の選択（単一/選択）を変数として，大学生

を対象に調査を行った。その結果，英語の単一式語注が読解に最も貢献したが，

日本語の語注の方が単語の保持率は高かった。Nagayama & Mori (2003) は，読

解における異なる種類の語注の効果について検証した。L2 の語注と 2 種類の L2

選択式語注（類義/異義）を使用して，大学生に調査を行った。その結果，L2

の選択式語注の方が，L2 の語注よりも意味の保持率が高かった。

 同様の調査は，吉井 (2009) などでも詳細に報告されている。しかし，学習

者のレベル，使用教材の難易度，語注の種類（単一式/選択式），語注の言語（L1/L2）

などによっても結果が異なる。これらの変数を考慮の上で，教師が活動の目的

や生徒のレベルに応じて，語注の種類を選択することが求められる。

 Kida (2010) は，未知語を含む意味処理の課題を与えられると読解が抑制さ

れるが，形式処理の課題を与えられた場合は L2-L1 の翻訳テストにおいて成績

がよくなる傾向があることを報告している。この結果は，意味に多くの処理容

量を配分すると，その意味を記憶にとめる可能性は高まるが，学習者の認知資

源に限界があるため，他の側面を処理する容量が失われ，形式や形式と意味の

繋がりの学習が行われにくくなることを示している。

 読解の課題に取り組みながら，未知語の意味を推測することは，認知的資源

に限界があるため，読解と語彙学習の間でトレードオフが起こる。つまり，未

知語の推測に注意を向け過ぎると，本来の内容理解が不十分になってしまうの

である。本来の課題と未知語の処理を同時並行で行うため，認知的負荷のバラ

ンスが取ることが重要である。

1.3 学習目標とする語彙数 

 読解と語彙サイズの関連を調査した研究もある。Aizawa & Iso (2008) は，
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TOEFL の読解問題で使用されている語彙を 95％カバーするためには，5000 語か

ら 5500 語が必要であること，60％の正答を得るためには 6500 語前後が必要と

なることを報告している。テキストで使用される語彙のカバー率と，実際の読

解に成功する語彙レベルの間に，ギャップがあるという指摘は興味深い。さら

に，Aizawa et al. (2009)は，大学入試センター試験の読解問題では JACET8000

で 5000 語が必要であると試算している。これらの結果は，語彙学習の具体的な

目標を設定する上で，1 つの指針をとなる。しかし，読解を語彙知識だけで説

明しようとする道具主義の立場での検証であり，読解の他の要因も考慮に入れ

た調査がさらに必要である。

  

1.4 今後の展望 

 語彙学習方法の先行研究を概観したが，今後の課題として 3 点を挙げたい。

１点目は，語彙学習の研究で不十分な点を明らかにすることである。例えば，

重要語に関する諸側面の知識を深めるための学習方法の研究はほとんどない。

特に，複数の意味を持つ単語の意味をどう理解しているのか，コロケーション

はどう定着するのか，単語間のネットワークはどう構築しているのか，などの

究明が課題である。さらに，リーディング以外での語彙の偶発学習の研究も，

まだ不十分である。

2 点目は，最近では携帯端末やスマートフォンなどの普及により，ICT を活用

した教育が本格的に開始された。語彙学習でも，新しい技術を援用した学習シ

ステムの構築が期待される。

3 点目は，Meara (1997) が提案したように，語彙習得のモデルを構築するこ

とである。種をまき，水をやり，成長して，やがて実を結ぶのと同様に，学習

を続ければ語彙数が増えるのは当然である。重要なのは，語彙が増えるプロセ

スがどうなっているかを明確にすることである。今後行われる研究が，モデル

のどの部分の検証なのかを明示していけば，語彙習得の全体像が少しずつ明ら

かになり，語彙学習方法に重要な示唆を与えてくれるだろう。    〔相澤一美〕 
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2 日本人学習者の語彙学習方略 

2.1 語彙学習方略研究の意義 

今日，語彙学習方略研究は重要な研究領域の一つである。方略の使用が学習

に及ぼす効果に着目したのは Rubin (1975)や Stern (1975)であり，1980 年代

以降，言語学習方略の指導が学習者の自律性（自主的に学ぶ力）を高めること

につながることが指摘されるようになった(Oxford, 1990; 尾関, 2005; Rubin, 

1987; Stern, 1975; Wenden, 1985, 1987)。その後，語彙学習場面においても，

学習者の自律性を高める指導の必要性が認知されるようになり(Chamot, 2004; 

Griffiths & Parr, 2001; Nation, 1990; Sabo & Lightbown, 1999; Wenden, 2002)，

Sanaoui (1995)は，語彙学習における方略使用の有無と語彙習得との関連に焦

点をあてた研究を行い，自律性の高い学習者は，そうでない学習者に比べて語

彙習得を促進させると指摘している。今日における語彙学習方略研究の意義は，

効果的な語彙学習方略の種類，語彙学習方略使用に影響を与える要因を明らか

にすることであり，その究極の目的は自律的な学習者を育成することにある。

 

2.2 先行研究 

(1) 語彙学習方略の種類と分類 

1990 年以降の語彙学習方略研究では，学習者の使用方略の種類，学習者要因

の影響，語彙学習方略指導の効果について検証が行われるようになってきた。

語彙学習方略には，キーワード法（覚えようとする単語と音が似ている語を

想起する方法）を含めた記憶に関する方略，文脈と関連づけて推論する方略，

辞書を活用した方略，繰り返し方略など，さまざまな種類がある (赤岡・上西, 

2011; Gu, 2003; Gu & Johnson,1996; 堀田・平野, 2013; Jimenez Catalan, 2003; 

Lawson & Hogben, 1996; 水本,2006,2011; 水本・竹内,2009;; Nyikos & Fan，

2007; Schmitt, 2000; Wei, 2007)。Gu & Johnson (1996)は，語彙学習方略を，

①guessing strategies，②dictionary strategies，③note-taking strategies，

④memory strategies (rehearsal/elaboration)，⑤activation strategies に

類型化して調査を行っている一方，Schmitt(1997)は，言語学習方略の枠組みを

もとにした語彙学習方略の分類化を試みている (Gu, 2010; Nakamura, 2002; 

Nation, 2001; Nyikos & Fan, 2007; Jimenez Catalan, 2003; Schmitt, 1997)。

Schmitt (1997)は，Oxford (1990)ならびに Cook & Mayer (1983)と Nation (1990)
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をもとに，語彙学習方略の数々を，まず，① discovery strategies（新しく意

味を発見する時の方略），② consolidation strategies（出会った単語の意味

を強化する時の方略）の2つの上位分類に分けた上で，① discovery strategies

の下位分類として，(a) determination strategies と(b) social strategies

を, ② consolidation strategies の下位分類として，(a) social strategies, 

(b) memory strategies, (c) cognitive strategies, (d) metacognitive 

strategies をそれぞれ位置づけて，さまざまな方略を類型化して整理した。ま

た，語彙学習における方略の類型化は，認知方略に代表されるような直接的な

方略と，メタ認知方略に代表されるような間接的な方略に分類されることもあ

る（水本，2011; Nakamura, 2002）。こうした語彙学習方略類型化の試みは，さ

らに検討が深められていくものとなるであろう。

(2) 語彙学習方略と学習者要因との関係 

これまでの語彙学習方略研究から，学習者要因（年齢，性別，動機付け，語

彙サイズ，学習スタイル，言語熟達度，学習経験等）によって，語彙学習方略

使用に違いが見られることが明らかになっている (例 Gu, 2003; Wei, 2007)。

日本人学習者に関する語彙学習方略研究では，これまでに大学生，高校生，中

学生，小学生の方略の特徴が調査され，年齢による方略使用の違いが明らかに

なっている。Schmitt (1997)は，日本人大学生，高校生，中学生など 600 人を

対象にして語彙学習方略を調査している。その結果，単語の意味や語の形をイ

メージする方略よりも，辞書を用いた方略，口頭・筆記による反復方略などが

用いられる傾向があることを明らかにした。水本 (2006)は，大学生 139 人に対

して語彙学習方略を調査し，辞書を使用する方略の平均値が高かった一方で，

連想やイメージを用いて学習を行う方略使用の平均値が低かったことを報告し

ている。前田ら (2003）では，高校生の語彙学習方略の特徴を調査し，高校生

(1177 人)を対象にした調査の結果，(1)「体制化」，(2)「反復」，(3)「イメー

ジ化」の方略が明らかになった。さらに，平野ら (2001)は，中学生と高校生に

対して，48 項目からなる 5 段階尺度法によるアンケート調査を実施した。その

結果，中学生と高校生に特徴的な語彙学習方略として，「単語のイメージ化」，

「文脈反復重視」，「類似性着目」，「興味・嗜好優先」の方略因子が抽出されて

いる。小学生を対象にした研究には堀田・平野(2013)がある。堀田・平野(2013)

は，小学校高学年児童に対して 45 項目からなる質問紙調査を実施し，「類似性
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着目」，「反復・練習」，「イメージ・動作化」，「興味・嗜好優先」，「ローマ字知

識活用」の因子を抽出したことを報告している。このように，大学生から小学

生までの日本人学習者の場合，年齢の低い学習者は，単語を視覚・イメージ化

して覚えようとする方略の使用が見られるのに対して，年齢の高い学習者は，

辞書を利用したり，繰り返し学習を行ったりする方略への認識が高いという特

徴が見られる。また，性別の違いが語彙学習方略に与える影響についても調査

が行われている（Gu, 2002; Nyikos & Fan，2007）。Jimenez Catalan (2003)

は，女性のほうが男性よりも数多くの方略を駆使していることを明らかにして

いる。平野 (2000)は，中学生 174 人を対象にして語彙学習方略と性差について

調査を行っている。その結果，「興味・嗜好優先」の方略使用の認識において，

学力中位群では性別による違いが見られたことを報告している。一方，Wei 

(2007)は，中国人大学生を対象にした語彙学習方略調査から，女性が男性より

も語彙学習方略をたくさん使うとは言えなかったことを報告している。性差を

取り上げた先行研究の多くでは，男性よりも女性の方が方略を駆使している傾

向が見られるが，男女の違いがどのような場面で影響しているのかを詳しく調

査する必要があると同時に，男女が混在している教室環境でどのような指導に

つなげるのかについても検討していく必要がある(Chamot, 2004)。さらに，動

機付けと学習方略の関係に関する研究では堀野・市川 (1983)がある。英語その

ものに関心をもっている学習者と，「賞賛を得られるから」，「報酬が得られるか

ら」といった動機付けをもっている学習者の学習方略使用を調査した。英語の

言語内容へ関心をもっている学習者は体制化方略，イメージ化，反復方略を使

用する傾向がみられ，方略の使用が豊かになる特徴がみられたが，後者にあた

る学習者の場合には，方略使用に対する意識の高さが見られなかったことが報

告されている。このほか，学習スタイルと方略の関係については Fan (2003)が

論じているほか，語彙サイズと方略の関連については斉田 (2006)がある。この

ように，学習者要因が，語彙学習方略に影響を与える可能性については明白で

あるが，学習者要因がどのように方略に影響するのかについてはこれまでの研

究ではさまざまな結果が報告されている(石井, 2012)。

(3) 語彙学習方略指導の効果 

語彙学習方略の指導の効果に関する研究も行われてきた。三浦 (2002)は，英

語学習入門期にあたる中学1年生(63人)の語彙学習方略指導がリコールテスト
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にあたえる効果について検証した。実験参加者は 3つの群に分けられ，それぞ

れ，①キーワード法，②繰り返し書いて覚える方法，③繰り返して口に出して

言う方法，の方略指導を受けた。その結果，3 つの群に有意差はなかったもの

の，キーワード法群が他の 2 つの方略群に比べ，事後テストにおいて好成績を

おさめた。Hara (2007)は，中学 2 年生(183 人)を 3つの群に分け，それぞれに

異なる方略指導を行った。3 つの群とは，「口頭・筆記による反復方略」だけが

指導された群，「口頭・筆記による反復方略」指導に「メタ認知方略」指導が組

み合わされた群，さらに，「口頭・筆記による反復方略」指導に「記憶方略」指

導が組み合わされた群であった。その結果，それぞれの方略指導が英語語彙習

得に効果的であったことが明らかになった。Tanaka (2008)は，高校生（386 人）

と大学生（77 人）を対象にして，ライティングにおける語彙学習方略に関する

調査を行った。その結果，「organization」方略，「note-taking」方略，「rehearsal」

方略，「language exposure」方略のうち，ライティング上位群は「language 

exposure」方略を効果的に使用していた。推測方略について検証した研究に，

Hamada (2011)がある。Hamada は，大学院生（57 人）を対象にして，未知語推

測における推測語の知識や背景知識を基にした推測方略の効果が議論された。

その結果，推測方略と文脈情報が語彙知識の深さの獲得に影響を及ぼすことが

明らかになった。語彙学習方略数の増加が受容語彙サイズを増加させた研究結

果も報告されている(例 Gu, 2010)。自律的な学習者育成のために，今後，効果

的な語彙学習方略を指導していく必要がある(Azadeh, 2011; Kudo, 2000)。

2.3 今後の課題 

 語彙学習方略研究における今後の課題は次のとおりである。(1)学習者の年齢，

性別，動機付け，学習スタイルといった方略使用に影響を及ぼす諸要因が語彙

学習方略使用に深く影響しているため(Gu, 2003; 石井, 2012)，語彙学習方略

と学習者要因の関係をさらに追究する必要がある。(2)語彙学習方略指導は，4

技能の習熟を促進させるかを明らかにすること,また，どのような指導が，どの

学習領域に効果的であるかを検証していくことが必要である。(3)小学生を対象

にした語彙学習方略研究の積み重ねが必要である。このように，英語語彙学習

における自律的な学習者を育成するため，今後も幅広い語彙学習方略に関する

調査と実証的研究が望まれる。                      〔堀田 誠・平野絹枝〕 
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3 語彙の広さ,深さ,流暢さの役割 

3.1 広さ・深さ・流暢さ 

 語彙研究は，母語語彙習得の用語を用いて，「広さ」(breadth)と「深さ」(depth) 

(Nagy & Herman, 1987)という 2つの側面で研究されることが多かった。どれく

らいたくさんの単語を知っているかという語彙サイズ（広さ）という側面と，

１つの単語についてどれくらいよく知っているかという語知識の深さという側

面 ( 深 さ ） で あ る 。 Henriksen (1999) は size, precise-completion, 

partial-completion という 3 つの次元, Nation (2001）は，広さに加え，語知

識の深さという次元を提案している。しかしながら，もうひとつ別の側面，流

暢さ，あるいは語彙アクセス速度という側面も語彙研究の対象になる。

Meara(2005)はサイズ，構成，アクセス性という 3 つの側面を，同様に Daller et 

al. (2007) は，広さ，深さ，流暢さという 3 つの側面を提案している。したが

って，この稿では，「広さ，深さ，流暢さ」という 3 つの観点から，論を進めて

いく。

  

3.2 語彙知識の測定 

(1) 広さの測定 

 語彙の広さの測定は，受容的及び産出的語彙サイズのテストによって行われ

てきている。受容面での語彙の広さは，The Vocabulary Levels Test(Nation, 

1990,2001)によって測定されることが多かった。これは，英語を第二言語とす

る学習者が学習を必要とする語彙レベルを見つけるための診断テストとして開

発されたものであるが，著者の意図に反して，受容的語彙サイズテストとして

広く利用された。その後，Nation は The British National Corpus の頻度情報

を元に，The Vocabulary Size Test を作成し，ホームページ上で公開している

(Nation & Beglar, 2007)。別の受容的語彙サイズテストとして，Meara は，疑

似語を含めた単語を知っている・知らないと Yes/No で回答させるテストを開発

している (Meara & Buxton, 1987;Meara & Jones,1990)。これはユーロセンタ

ーの言語テスト Dialang の最初のレベル判定に用いられている。

受容的語彙サイズの推定に関して，Iso & Aizawa (2010) は，語彙サイズの

推定の際に，正解率から算出する方法よりも，正解率に自信度を加味して計算

する場合が最も読解力との相関が高いことを示した。自信度は語彙サイズを推
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定する際に重要な要素であることが示唆された。従来の正解率のみを基準とし

た語彙サイズの推定値は，実際よりも大きく語彙サイズを推定している可能性

が示唆されたが，利便性を考慮した場合，有用な指標であることが再確認され

た。 

 産出的語彙サイズを測定するテストとしては，統制的産出語彙テスト(Laufer 

& Nation，1999) と The KSU Active Multiple-Choice Test (Stewart, 2012) が

ある。統制的産出語彙テストは，The Vocabulary Levels Test と同じ 5つのレ

ベルで，文脈に合った単語を完成させるものである。The Active MC Test は，

日本語に相当する英単語の最初の文字を選択させる形式のテストである。同意

語を除外するために，英単語の 2番目と 3番目の文字が示されている。

(2) 深さの測定 

 英語母語話者の語彙知識の測定で，Dolch & Leeds (1953) は主要な意味以外

の知識も測定の必要性を指摘している。これは語彙知識の深さの測定の始まり

と考えられる。Dale (1965) は，語彙知識をこの単語は「見たことがない」，「聞

いたことはあるが意味はわからない」，「文脈の中でわかる。～という意味だと

思う」，「知っている」の 4段階で自己報告させる方式を提案している。これは

後に Wesche & Paribakht (1996) による The Vocabulary Knowledge Scale と

して知られるようになった。

 その後，語彙知識の深さを測定する試みとして，Read (1993,1998)，Schmitt 

& Meara(1997)，Ordóñez et al. (2002)，望月(2006) などが挙げられる。この

中でとくに Read による The Word Associates Test は 8 つの選択肢の中から目

標語の意味を表す単語と共起語となる単語を合わせて 4つ選ぶ形式である。深

さのテストとして利用されることが多い。望月(2006) は，3つのコロケーショ

ンのうち，もっとも強いものを選ぶ形式のテスト The Lexical Organisation 

Test (LOT) を提案している。

(3) 流暢さの測定 

 語彙の流暢さ，すなわち，語彙アクセスの速さの測定は，主として心理言語

学でなされてきたが，応用言語学での研究は限られている(例, 相澤・磯，2010；

Coulson, 2005;  Kadota, 2010)。これらの研究は，SuperLab のような精密な

ソフトウエアの代わりに，独自のコンピュータ・プログラムにより，語彙アク
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セスの速さを測定しようとしている点で共通している。Coulson は，高頻度語

を含む無意味な文字列をコンピュータ画面上で呈示し，その中の高頻度を見つ

けるまでの時間を測定する Q_Lex というテストを提案している。相澤・磯 

(2010) は，コンピュータ画面上に呈示される英単語を認知できるまでの時間を

測定する The Lexical Access Time Test (LEXATT) を提案している。磯 (準備

中) は，語形の認知と意味の理解のみに絞り LEXATT の改訂を試みている。

Kadota (2010) は，心理言語学の実験手法であるプライミング効果を語彙アク

セス速度の測定に応用して，The Computer-Based English Lexical Processing 

Test (CELP)を提案している。CELP 得点と英語技能テストの得点との相関は報

告されている (Hase & Shiki, 2011; Nakanishi & Sugiura, 2011) が，語彙ア

クセステストとしての CELP の妥当性の検証は報告されていない。

3.3 言語習熟度における語彙知識の役割 

語彙知識の広さと深さの関係に関して，Meara (1996) は，語彙サイズが小さ

い場合，語彙構成(深さ)そのものはそれほど重要ではなく，語彙サイズが重要

であると主張している。Meara の言う小さい語彙とは，英語の場合 5000 語から

6000 語である。Vermeer (2001) や小泉(2005) は，この主張を裏付けている。

逆に，英語習熟度が高い学習者を参加者とした Qian (1999, 2002) では，深さ

が広さよりもより読解得点に貢献していることを示している。このような先行

研究を踏まえて，広さと深さと言語技能や習熟度の関係に関する過去 10 年間の

研究を概観する。

語彙の広さとテキストのカバー率に関して 2 つの研究がなされている。

Aizawa & Iso (2008) は，アカデミックな文章 (TOEFL の読解問題) に出現す

る語の 95％をカバーするためには，JACET8000 の 5000 から 5500 語の知識がな

ければいけないことを明らかにした。TOEFL の読解問題で 80％の正解を挙げる

ためには理論上 6500 語程度の知識が必要であるが，その量の語彙知識が 80％

の正解率を保証するものではない。センター試験に関して， Aizawa et al. 

(2009) は，英語読解問題で 50％から 70％の正解率を上げるためには，

JACET8000 の 5000 語以上の語彙知識が必要であるとしている。 

深さと習熟度の関係に関して 3つの研究がある。Akase (2005) は，読解テス

トの得点に与える影響力の強さを語彙サイズ・接辞の知識・語彙知識の深さの

側面から比較した。語彙サイズが小さい(3000 語レベル)時には，語彙知識の深
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さの発達はあまり見られない。読解テストの成績が上位であった被験者にとっ

て，最も影響力が強かったのは語彙サイズであった。Shimamoto (2005) は，独

自の産出的語彙テストを用い，問題項目として呈示される語の同義語，反意語，

上位語，下位語を書かせ，その結果と語彙サイズとの関係を調査した。大きな

語彙サイズを持つ学習者は，そうでない学習者と比較した場合に正しいシンタ

グマティックな語を多く産出した。また，語彙サイズが大きくなるにつれて，

シンタグマティック・パラディグマティック両方の構成が密になる。Morimoto 

(2008) は，多肢選択式による語彙補充問題における選択肢の種類（正解とパラ

ディグマティックの関係にある語・問題文にある任意の語とシンタグマティッ

クの関係にある語・無関係の語）と習熟度の関係を調査した。習熟度は英検の

2 級，準 2 級，3級の語彙の問題によって決定された。高習熟度（語彙サイズ大）

の被験者はシンタグマティックの関係にある錯乱肢を選ぶ傾向が見られたが，

この傾向は低習熟度（語彙サイズ小）には見られなかった。

Funato & Ito (2008) は，受容的語彙知識・受容的文法知識がスピーキング

の流暢さに対してもつ影響を調査した。受容的語彙知識の多さはスピーキング

の流暢さにはほとんど影響を及ぼさないと結論づけている。

望月(2010)は，語彙サイズ(広さ)，構成(深さ)，語彙アクセス速度という 3

つの観点で語彙知識を測定し，英語習熟度の推定を試みている。語彙サイズテ

ストは，JACET8000 に基づくテストを，語彙構成テストには LOT (望月，2006)，

語彙アクセス速度テストには，LEXATT (相澤・磯，2010) を使用した。この 3

つのテストと TOEIC の得点を共分散構造分析により分析した。LOT はウェブ環

境では信頼性が低くなったため，分析から除外した。結果は，語彙サイズは

TOEICリスニング得点を44％，リーディング得点を49％を予測するものだった。

アクセス速度は，TOEIC 得点を直接予測するものではないが，語彙サイズとの

間に-.42 という相関関係にあることがわかった。

 

3.4 今後の展望 

今後の研究の方向としては，広さ・深さ・アクセス速度の 3つの側面の語彙

知識をより正確に測定するテストの開発，3 側面の知識と第二言語習熟度の関

係，3 側面の知識と言語技能の関係の調査が必要である。新たな知見がより多

く見出されることを期待する。                      〔望月正道・磯 達夫〕 
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4 コーパス研究の動向と活用 

4.1 はじめに 

 コーパス(corpus)とは，最も広義においては，一定規模で収集された言語デ

ータベースのすべてを指す。ただし，一般的な研究の文脈においては，何らか

の言語母集団を代表する標本になるよう明確なデータ収集計画に基づいて収集

され，かつ，効率的なデータ検索ができるように適切な形で電子化されたデー

タベースを指す(石川，2012)。英語において，初の本格的コーパスが構築され

たのは 1964 年のことであったが，以後，半世紀を経て，コーパスは言語研究や

言語教育の幅広い分野に多大な影響を与えるようになった。なかでも，語彙研

究とコーパスはきわめて親和性が高いものと言える。

4.2 主要なコーパス 

 初の本格的な英語コーパスとされるのは，1964 年にアメリカのブラウン大学

によって構築・公開された Brown Corpus である。Brown Corpus は，現代アメ

リカ英語の書き言葉を想定母集団とするものであるが，実際のコーパス構築に

あたっては，1961 年に米国内で刊行されたすべての書籍を現実母集団として設

定し，個々のジャンルや内容比率が均衡的に再現されるように慎重な設計がな

された。Brown Corpus はいわゆる均衡コーパス(balanced corpus)の原型とさ

れ，以後の主要コーパスの構築の指針となった。

 Brown Corpus は 2000 語のサンプルを全体で 500 種類集めており，合計サイ

ズは 100 万語であった。100 万語というのは，英語の長編小説およそ 10 本分に

相当し，当時としては巨大なデータベースであったが，その後のコンピュータ

技術の進歩により，より大型のデータを収集する基盤が次第に整ってきた。こ

うした中，1994 年にイギリスにおいて構築・公開されたのが 1億語の British 

National Corpus(BNC)である。BNC は均衡コーパスの構築手法をさらに精緻化

しただけでなく，話し言葉データも収集することで，言語に対する標本として

の信頼性がさらに高まることとなった。

 Brown Corpus や BNC の構築作業でははじめに紙文書の電子化が行われたが，

1990 年代以降のインターネットの普及により，電子化テキストへのアクセスは

はるかに容易になった。こうした状況の中，インターネット上の言語資源を一

定基準で均衡的に収集するという手順により，4 億 5 千万語の現代アメリカ英
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語を包含する Corpus of Contemporary American English(COCA)が構築された。

COCA は原則として実際のデータを公開せず，オンライン検索のみに対応すると

いう設計を取ることで，コーパス構築の障壁となる著作権処理を回避している。

 なお，以上のコーパスは，すべて英語の母語話者の言語産出を収集したもの

であったが，1990 年代以降，英語学習者の言語産出を集めたコーパスも構築さ

れている。これらは一般コーパスと区別して，学習者コーパスと呼ばれる。学

習者コーパスの代表格は，欧州圏を中心に世界の上級英語学習者の作文を集め

た International Corpus of Learner English(ICLE)である。また，日本人学

習者のデータを集めたものとして，中高生の作文を集めた Japanese EFL 

Learner Corpus(JEFLL)，英語口頭試験における日本人の英語発話の書き起こし

データを集めた NICT JLE Corpus，日本人を含むアジア圏 10 カ国の学習者の統

制作文データを集めた International Corpus Network of Asian Learners of 

English(ICNALE)などがある。学習者と母語話者，あるいは異なる母語を持つ学

習者を比較する中間言語対照分析(contrastive interlanguage analysis)によ

って，学習者の中間言語使用状況の解明が進むこととなった。

4.3 コーパスを用いた語彙頻度研究 

 とくに教育的な背景で語彙を論じようとする場合，まずもって問題になるの

は重要語の抽出である。重要語という概念は抽象的なものであるが，一般に，

頻度(frequency)・散布度(dispersion／range)・親密度(familiarity)などが関

与するとされる。このうち，最も重要なものは頻度であり，実際のところ，散

布度や親密度は往々にして頻度に内包される(高頻度な語は，通例，散布度も高

く親密度も高い)。

 これまでに，各種のコーパスを用いた語彙頻度研究が行われてきた。Brown 

Corpus を用いた語彙頻度分析の結果は Kučera & Francis (1967)として，BNC

の分析結果は Leech et al.(2001)として，COCA の分析結果は Davies & 

Gardner(2010)として公刊されている。これらの研究では，コーパスを構成する

サブジャンルごとの出現状況もふまえて，語の総体的な頻度ランクや散布度な

どが正確に特定されている。

 もっとも，高頻度語がそのまま教育的重要語になるというわけではない。コ

ーパスに多く含まれる新聞や小説の高頻度語はしばしば時事的なものに偏りが

ちで，日常生活の基本語は総じて低頻度になるためである。このため，過去の
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重要語抽出研究においては，母語話者コーパスの頻度のみならず，教科書やグ

レーディッドリーダーなど，学習者が目にする多様な英文テキストを収集し，

コーパス頻度順位の補正を行う手法が多く取られている。

4.4 コーパスを用いた語法研究 

 コーパスによって得られる情報は，もちろん，語の頻度に限定されるもので

はない。ある語がどんな語と併用されるのか(コロケーション)，どのような文

型で使用されるのか(構文パタン)，どのような文法的特性と共起するのか(文法

的共起結合［colligation］)，どのような談話環境で使用されるのか(スピーチ

ラベル)などについても，信頼性の高い情報が得られる。これらをふまえ，語の

意味や機能について，従前以上に精緻な分析を行なうことも可能となる。

 コーパスを用いた語法研究は個別の研究としても盛んにおこなわれているが，

あわせて，辞書開発の一環としても体系的に取り組まれている。学習用英英辞

書の代表格である『オックスフォード現代英英辞典』の場合，コーパス普及前

に編集された初期の版と BNC を中心とする各種コーパスの分析結果に基づく最

近の版では基本語であっても記述内容が大きく変更されている。ここでは，手

元にある 2 版(1963)と 8 版(2009)を用い，例として“before”の項目を見てみ

よう。まず，品詞記載順について言うと，前置詞→副詞→接続詞が，前置詞→

接続詞→副詞に変更されている。次に，前置詞語義について言うと，旧版にあ

った「～よりはむしろ」(例：death before dishonor)の語義が削除され，「～

にじきに直面する」(例：the task before us)と「～に直面して反応する」(例：

retreat before the enemy)という 2つの語義が追加されている。さらに，「位

置が前方の」という語義については，旧版にはなかった“formal”というスピ

ーチレベルが追加されている。こうした変更は，相対的に短い期間内での言語

変化によるものというより，大型コーパスの詳細な分析による言語記述の精緻

化の結果と見るべきであろう。

4.5 コーパスに関する国内の主要研究 

BNC 公開以後，コーパス研究のすそ野は広がり，国内でも研究が精力的に行

われている。主要な単行本に注目すると，英語コーパス言語学あるいはコーパ

ス言語学全般の概説書としては，齋藤ら (1998/2005)，大門・柳 (2006)，石川 

(2012)などがある。また，コーパスを用いた語法系の研究としては，田島 (1995)，
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八木 (1996)などが，コーパスの教育応用に特化したものとしては，鷹家・須賀 

(1998)，石川 (2008)，中村・堀田 (2010)などがある。さらに，学習者コーパ

スに関係するものとして，投野 (2007)，和泉ら (2005)，投野ら (2013)などが

ある。

このほか，海外文献の翻訳出版も盛んに行なわれている。BNC の概要や使用

法を詳説した Aston & Burnard (1998)，コーパスを用いた英語語法・談話研究

の諸相を概説した Stubbs (2001)，学習者コーパス研究のバイブルとされる

Granger (1998)，コーパスと統計を組み合わせた多次元分析法という言語変種

分析法を概説する Biber et al. (1998)などが過去に邦訳されている。これら

の文献はどちらかと言えばコーパス言語学の中の特殊分野に光を当てたもので，

コーパス全般の信頼できる入門書の翻訳が待たれていたが，McEnery & Hardie 

(2012)の邦訳はこうしたニーズに応えるものとなろう。 

上記のような各種の出版を通して，コーパス言語学の基礎理念や研究手法は

広く定着することとなった。全国英語教育学会の研究紀要である ARELEに注目

すると，タイトルで明示的にコーパス利用を謳っているものは Aoki (2001)や

Shimada (2011)に限定されるが，学習者の作文データベースを分析したり，教

科書や入試問題をデータベース化して計量的に分析したりするなど，コーパス

的な分析手法そのものは，上記 2論文に限らず，一般的に使用されるようにな

ってきている。今後，コーパスを応用した英語教育研究はさらに増えていくこ

とであろう。

4.6 結語 

一般に，言語研究におけるコーパス利用には，コーパスを一種の用例集のよ

うに使用するコーパス参照型研究(corpus-informed)，事前仮説を持たず，コー

パス自身を議論の出発点としてコーパスを探索的に使用するコーパス駆動型研

究(corpus-driven)，既存の仮説や理論を出発点としてコーパスを検証的に使用

するコーパス検証型研究(corpus-based)の 3 種があるとされる。英語教育研究

全般，とくに語彙研究におけるコーパス利用を考えた場合，今後は，コーパス

検証型研究の普及がさらに進んでゆくものと予想される。言語研究や言語教育

研究を再現性と実証性のあるサイエンスとして確立していくうえで，コーパス

はこれまで以上に大きな役割を果たしていくだろう。     〔石川慎一郎〕 
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　本章では第二言語習得と文法を取り扱う。第 1節では第二言語習得過程を明示

的・暗示的知識の観点から考察し，インプットを重視した文法指導として，口頭導

入やインプット処理の具体例を示す。第2節では，インプットを増量するための方

法として教室英語と多読を検討する。そして，アウトプット・インプット活動の有

効性を気づきの観点から考察する。第3節では，形式への焦点化の問題点を指摘す

る。そして，用法依存モデルに基づき，模倣と繰り返しにより手続的知識が習得さ

れると主張する。第4節では，唯一性や名詞の可算性等から定冠詞使用の判断基準

を考察し，学校文法的観点から，冠詞の指導順序について 6つの原則を提案する。

第5節では，認知言語学に基づく文法指導の有用性および教育現場における活用可

能性について，可算・不可算名詞および前置詞を対象とした調査結果を考察する。

第6節では，学習環境や習熟度が語用論的能力の習得に与える影響を検討し，海外

留学の効果を議論する。そして，教室における意識的指導の効果を考察する。
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1 第二言語習得と文法指導 

 

1.1 第二言語習得過程 

第二言語習得研究の第一義的な目的は，第二言語の言語知識の記述とその発

達過程の解明であるが，その知見が外国語教育，特に文法指導に示唆するとこ

ろは大きい。よって本節では，第二言語習得過程を記述し，その過程が促進さ

れるための文法指導の方法について気づき(noticing)の観点から考察する。

VanPatten & Cadierno (1993)は，一連の過程から成る言語習得過程モデルを

提示した。最初は，インプットをインテイク(intake)に変えるインプット処理

過程であり，次の段階はインテイクの調節(accommodation)とシステムの再構築

(restructuring)を促進する過程である。最後は，アウトプットの過程である（図

7.1）。学習者の注意がインプットに向けられ，インプットの形式と意味とが結

合した場合，それはインテイクされてシステムの中に入る。既存の文法規則と

新しいインプットとの違いに気づいた場合(noticing-the-gap)に，中間言語規

則体系に再構成が起こる。

学習者はインプットに基づいてシステムを自ら創造的に構築していく

(creative construction)。既習の規則を過剰に一般化して適用した場合

(overgeneralization)や，すでに習得した母語の規則を転移(transfer)させて

第二言語に適用した場合に，誤り(error)が生じる。 

┌----------------------------- 明示的知識 --------┐ 

↓                 ↓                              ↓ 

インプット――＞ インテイク――＞ システム――＞アウトプット 

                                  （暗示的知識） 

図 7.1 第二言語習得過程(based on VanPatten & Cadierno,1993a; Ellis,1993a) 

 

1.2 暗示的知識と明示的知識 

Krashen (1981,1982)が習得(acquisition)と学習(learning)を区別して以来，

第二言語学習者の言語知識は，暗示的知識(implicit knowledge)と明示的知識

(explicit knowledge)の 2 つの異なる知識を想定して議論されてきた。 

暗示的知識は自然なコミュニケーション環境の下で，インプットへの気づき
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により文法規則の構成・再構成という過程を経て習得される。一方，明示的知

識は人為的な教室における文法指導を通して形成される。したがって，文法指

導の第一義的な目的は明示的知識の獲得である。

暗示的知識は言語形式を直感的に認識するもので，文法規則の手続き的な知

識であり，自動的な処理によりアクセスが可能であり，言語による説明ができ

ないとされる。一方，明示的知識は言語形式を意識的に認識するもので，文法

規則の宣言的な知識であり，制御的な処理によりアクセスが可能であり，言語

による説明が可能である（Ellis, 2005）。

Krashen (1981,1982)は，暗示的知識は発話の産出に責任をもつが，明示的知

識は産出に対してモニターの機能しか果たさず，練習によっても暗示的知識に

は変化しないという立場をとり，明示的知識の役割を過小評価していると思わ

れる。一方、Ellis (1993b)は，明示的知識がインプットへの気づきを促進する

役割を果たし，習得過程のスピードアップに貢献すると主張する（図 7.1）。

明示的知識の役割は，アウトプットをモニターして不適格文の産出を抑制す

ることにある。日本人初中級英語学習者は文法性判断テストにおいて，文法的

文よりも非文法的文の正答率が低い。つまり，文法的文は適格であると判断を

することができるのに，非文法的文をも容認してしまう傾向がある（島田, 

2010）。

(1) a. Tom often watches television. 

b. *Tom watches often television.

c. トムはよくテレビを見る。

d. トムはテレビをよく見る。

特に，母語と目標言語の関係が全体集合と部分集合にある場合は，それが顕

著である。たとえば，(1)b のように，英語では動詞と目的語の間に副詞を許さ

ないが，(1)d のように，日本語ではそれを許容する。日本人英語学習者は母語

の干渉により，非文法的文までも容認してしまう。そして，母語の干渉の度合

いは口頭による産出になるとさらに著しい (島田,2013)。このような場合は，

肯定証拠(positive evidence)を与えるだけでは不十分で，否定証拠(negative 

evidence)，つまり明示的にその非文法性を示した方が効果的である。したがっ

て，文法指導には，明示的知識として非文法性を含む否定証拠を与え，不適格

文の産出を抑制する役割がある。
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1.3 インプット重視の文法指導 

従来の伝統的な文法指導は産出の過程に焦点を当ててきた傾向がある。具体

的な方法としては，新出事項の文法的な説明の後に，言語形式の正確な産出練

習を行う。つまり，産出練習が習得を促進すると考えていたのである。しかし，

産出練習は内在化された言語知識の自動化を促進する段階であり，目標言語の

文法体系の内在化そのものを目標にしたものではない。このように，言語習得

過程は，図 7.1 の流れ図でいえば右向きの矢印の方向に進むのであり，十分に

システムが構築されていない段階で，アウトプットの練習を課す文法指導は理

に適っていない (VanPatten & Cadierno, 1993)。まずは正確なシステムを構築

することが肝要である。

インプットを重視した文法指導には，インプット増量(input enrichment)と

インプット強化(input enhancement)がある。インプットの一部のみがインテイ

クされるわけだから，量的にはインプットは多ければ多いほどよい。目標とす

る文法特性を含むインプットを大量に与えることにより，その文法特性に気づ

く機会を増やす。また，文字を太字体や斜字体にしたり，下線を引いたり，色

を付けるなどして目立たせれば，学習者はより気づきやすくなる。

口頭導入(oral introduction )により，目標とする文法項目を繰り返し使用

することにより気づきを促すことができる。次は，教科書の本文（‘I Have Never 

Seen You Before’ (Part 1) Orbit English Reading. 三省堂 2006. pp. 76-77.）

の概要を紹介する際に，本時の目標である過去完了形を繰り返し使って，本文

の内容を言い換えた実例である。教科書本文には過去完了形が 1回しか使われ

ていないが，口頭導入で 4回にその頻度を増やしている。また，そのスクリプ

トの過去完了形の部分は，斜字体・太字体・下線により、目立つようにしてい

る。---However, when the safe in Jefferson City was robbed, Jimmy had left 

the prison. He moved to a small town called Elmore and fell in love with 

a young lady. He started a shoe store in Elmore. When he started the business, 

he had decided to live in the town. Soon he changed his name from Jimmy 

Valentine to Ralph. D. Spencer. He made a lot of friends. One of his friends 

introduced him to the lady, Annabel. Jimmy and Annabel gradually became 

friendly. When they were engaged, the shoe store business had worked well. 

Jimmy had firmly resolved to give up breaking safes open.（島田,2012, p.113） 

インプット処理活動(input processing)活動では，形式と意味を結合させ，
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インプットをインテイクさせることを目的とする。インプット処理活動は，ま

ず学習者のインプット処理上の問題点を明らかにすることからスタートする。

つまり，学習者が形式を処理する際に用いる不適切な方略を特定し，それを是

正することである。たとえば，愛情の表現として花子が太郎に花束を捧げてい

る絵と，太郎が花子に花束を捧げている絵を示し，その絵に一致する文を(2)a,b

から選択させる。

(2)a. Taro was loved by Hanako.  b. Taro loved Hanako.

これは，最初の名詞が動作主であると解釈してしまう方略を是正する活動であ

る。例のように，2 つの文の意味の違いを解釈させて，能動態と受動態の違い

に気づかせることができる。

(3)a. Tom played tennis yesterday. b. Tom played tennis.

過去の形態素-ed を導入する場合，(3)a のように，副詞とともに導入すれば，

学習者は副詞によりこの文が過去の出来事を示すことを認識してしまい，冗長

でコミュニケーション上の価値を持たない-ed には注意を向けない。(3)b のよ

うに，副詞を削除した文で過去か現在の出来事かを判断させれば，学習者は過

去の-ed に注意を向ける (Lee & VanPatten, 1995; Wong, 2005)。

学習者が何に気づくかというと，「違い」に気づくのである。形式の違いは意

味の違いである。どうすれば気づくのかというと，対比・比較すれば気づきや

すくなるのである。

1.4 アウトプット重視の文法指導 

アウトプット重視の文法指導では，正確なシステムが確立したあとで，暗示

的知識へのアクセスをスピードアップし，発話の流暢性を促進することを目標

とする。反復，置換，変形等の機械的な文型練習(pattern practice)は，流暢

性向上には効果的である。また，焦点化した情報差(information gap)タスクを

課すことにより，コミュニケーション活動の中で，特定の文法項目の流暢化を

図ることもできる。アウトプット仮説は，まずアウトプットさせて自分の問題

点（弱点）に気づかせることを重視する。言いたいことがあるのに言えない，

伝えたいことがあるのにその言い方がわからないといった自分の弱点に気づく

こと(noticing-the-hole)がインプットの形式に注意を向ける動機づけとなる  

(Swain, 1998)。                      〔島田勝正〕 
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2 インプットとアウトプット－気づき－ 

2.1 インプット 

 第二言語習得においてインプットが重要な役割を果たすという点，インプッ

トに触れることなしに第二言語習得は成立しないという点についてはすべての

研究者の一致した見解と言ってよい。Krashen (1985)の「理解可能なインプッ

トに触れるだけで第二言語習得が生じる」という主張については批判もあるが，

理解可能なインプットに触れることが重要であるという主張は受け入れられて

いる。

インプットとは目標言語の具体例，つまりサンプルのことである。日本にお

ける英語の授業では学習者の母語である日本語を用いて説明や指示が行われる

ことが多いが，これはインプットではない。日本語での説明によって与えられ

る英文法等についての明示的知識は，学習者の気づき（2.3 を参照）を促す役

割を持っているが，第二言語習得を引き起こす主たる要因ではない。

和泉 (2009)において指摘されているように，日本の英語教育では，インプッ

トの絶対量が不足している。では，どのようにして学習者が触れるインプット

の総量を増やせばいいのであろうか。

まず考えられるのは教室英語(Classroom English)の使用である。筆者も授業

において，Please read the handout carefully before starting the discussion.

や Have you done the assignment for today s lesson?などの表現を使用して

可能な限り英語で授業を行っている (曽根田・パーキンス，2002 を参照)。中

学生の場合は未習の表現を授業内で使用することに対して抵抗があるかもしれ

ないが，細部の理解を求めないのであれば未習の表現であっても授業で積極的

に使用すべきである。状況とセットで使用される教室英語は，細部が理解でき

なくても使用された場面から全体の意味が推測できる場合が多い。例えば Pass 

your handout up to the front.という表現はジェスチャーと共に使用すれば，

数回の使用で生徒は戸惑うことなく指示に従えるようになる。

理解可能なインプットを増やすもうひとつの効果的な方法は多読である。岩

中 (2011)は，多読が受講生の英語力の向上に与える影響を明らかにすることを

試みている。授業時間の一部を利用して授業内読書（Sustained Silent Reading）

を行った結果，受講生の TOEIC スコアが有意に上昇したと報告している。多読

教材として Graded Readers が使用されている。Graded Readers は外国語学習

182

第7章　第二言語習得と文法



者のために書かれた本であり，その語彙・文法が制限されている。学習者に i-1

レベルのインプットを大量に処理させるために適している。

文法規則を理解してその規則に基づいて文を生成するというプロセスに繰り

返し従事すれば英語運用力が育まれるという考え方があるが，これは第二言語

習得のプロセスの一面しか見ていない。第二言語習得は規則を繰り返し練習す

ることによって意識的に促進される部分と，理解可能なインプットに大量に触

れることによって促進される部分の両面から成り立っているのである。

前述のように，日本の英語教育においては学習者が触れるインプットの絶対

量が不足している。これを様々な工夫によって増やすことが英語教師に課せら

れた課題である。

2.2 アウトプット 

Swain (2005)のアウトプット仮説（the Output Hypothesis）は，アウトプッ

トの持つ役割として，気づき機能，仮説検証機能，メタ言語機能の 3つを挙げ

ている。

気づき機能とは，自分が伝えたい意味内容を目標言語で表現することができ

ないということに対して気づくことである。アウトプットをすれば相手からの

反応によって自分の使った表現が正しかったかどうかを確認することができる。

これが仮説検証機能である。アウトプットは学習者に統語的処理(syntactic 

processing)を行うことを求める。アウトプットを行う際，学習者は語順，文法

的呼応(grammatical concord)，形態(morphology)を検討しなくてはならない。

これがメタ言語機能である。

EFL 環境である日本においては，授業内のアウトプットが ESL 環境よりも重

要な役割を担っている。教室外では英語を使用する機会がほとんど無いことを

考えれば，授業内に定期的にアウトプットを行う機会が保証されなくてはなら

ない。しかし，「話すだけ」，「書くだけ」という活動では学習者の英語力の向上

は期待できない。アウトプットを行った後で学習者が振り返りを行うような活

動が必要である。アウトプットを行った後で関連したインプットに触れるとい

う活動（以下，アウトプット・インプット活動）は，学習者にアウトプットと

振り返りの機会を提供する。アウトプット・インプット活動が，学習者の中間

言語体系の発達にどのように貢献するのか，筆者がこれまでに行ってきた調査

に基づいて報告する (Iwanaka,2009;Iwanaka & Takatsuka, 2006, 2007, 2010）。 
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アウトプット・インプット活動は，文法形式を正しく使用する能力の向上と

レマ情報(lemma information)の習得に貢献すると考えられる。

過去完了時制，関係詞，比較表現などは複雑な操作を伴う文法形式であり，

教えられてすぐに使いこなすことはできない。繰り返し練習することが必要で

ある。しかし，文脈を無視して文法形式にのみ焦点を当てて文を操作する練習

などを行ってもその効果は限られている (Swain, 1998)。適切な文脈を設定し

てアウトプット・インプット活動を行うことによって，学習者が複雑な操作を

伴う文法形式を正しく使用する能力を育成させることが可能になる。

レマ情報とは，語彙項目の意味的・統語的・形態的情報のことであり，宣言

的な知識として我々のメンタル・レキシコンに保持されている (Levelt,1989)。

アウトプット・インプット活動に従事することによって，学習者はある語彙項

目を文中においてどのように使うべきかを考慮するようになる。その結果，レ

マ情報の習得が促されるのである。

アウトプット活動を定期的に授業内で実践するのは教師にとって大きな負担

であるが，アウトプットさせることによって学習者の問題点が明らかになるこ

とも多い。また，言語を使用する能力は教えられてすぐに身に付くのではなく，

繰り返し練習することによって徐々に身に付いていくものである。授業内で学

習者に定期的にアウトプットを行わせることが必要なのは明らかである。

2.3 気づき 

 気づき(noticing)と気づき仮説(the Noticing Hypothesis)についてまずその

定義等を確認しておきたい。Schmidt (1990)は意識を 3つのレベルに分けてい

る。「気づきとしての意識」(consciousness as awareness)，「意思としての意

識」(consciousness as intention),そして「知識としての意識」(consciousness 

as knowledge)である。「気づきとしての意識」が一番浅いレベルの意識である。

この「気づきとしての意識」は更に，「知覚」(perception)，「気づき」(noticing)，

そして「理解」(understanding)という 3つのレベルに分けられる。「知覚」と

は認識を伴わないレベルの意識であり，当事者が振り返ってその内容を説明す

ることはできない。Tomlin & Villa (1994)は「探知」(detection)という用語

を使用しているが，これは Schmidt (1990)の「知覚」と同義であると考えて問

題ない。次のレベルである「気づき」は認識を伴う。ある刺激が主観的に体験

されるレベルであり，当事者が振り返ってその内容を説明することが可能であ
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浅

 
深

る。更に深いレベルにあるのが「理解」であり，認知比較(cognitive comparison)，

抽象化，一般化はここに含まれる。

 

 

気づきとしての意識 

知覚・探知 

気づき 

理解 

意思としての意識 

知識としての意識 

図 7.2 意識の 3つのレベル (Iwanaka, 2009 に基づく) 

 インプットをインテイクに転換するため，つまり第二言語習得が起こるため

には，主観的な認識を伴う「気づき」またはそれ以上の意識が必要であるとい

うのが Schmidt によって提唱された「気づき仮説」(the Noticing Hypothesis)

の基本的な主張内容である。一方，Tomlin & Villa (1994)は，第二言語習得を

引き起こすためには，主観的な認識を伴わない「探知」で十分であると主張し

ている。これに対して，Schmidt (1995)は「探知」によって既習の言語形式の

記憶への保持が促されることはあるが，未習の言語形式が習得されることはな

いと述べている。同様に，de Bot, Lowie & Verspoor (2005, p. 8)も「何かに

気づくためにはあるレベルの意識が必要であり，新しい情報を獲得して保持す

るためには気づきが極めて重要であるという事実が意識の研究では一般的に受

け入れられている」と述べている。

 第二言語習得に必要な「気づき」を引き起こす効果的な活動として，前述の

アウトプット・インプット活動が挙げられる。2.2 で述べたように，アウトプ

ットは学習者に，自分が伝えたい意味内容を目標言語で表現することができな

いという気づきを促す。つまり「穴への気づき」(noticing a hole)である。そ

の後で関連したインプットが与えられると自分の中間言語体系にある穴を埋め

るために必要とされる言語形式に対する気づきが生じる。これは「形式への気

づき」(noticing a form)と呼ばれる。形式への気づきが契機となって，学習者

が自分自身のアウトプットと関連したインプット中に含まれる言語形式との比

較を行う場合がある。これは認知比較と呼ばれ，第二言語習得において重要な

役割を果たすと考えられている。               〔岩中貴裕〕 
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3 模倣と繰り返し 

 

3.1 はじめに 

 母語話者が自分の言語について持っている知識は，音韻知識や語彙知識に加

えて，事例に基づく知識と規則に基づく知識で構成されている （Skehan, 1998）。

前者の知識は，統語的な処理を伴わない丸覚えの表現単位の集積である。この

特徴により，この知識のアクセスは語のアクセスと同様に素早いので，これら

の表現単位は語彙的成句（Nattinger & DeCarrico, 1992）とも呼ばれる。後者

の知識は，統語的な処理を伴う言語使用において用いられるもので，その処理

において依拠されるのが統語規則である。この知識は，用いる際に処理のため

の時間がかかるが，表現の一つ一つを覚える必要がないので経済的である。

 言語使用の実態は，伝達しようとする意味・意図（以下，意味とだけ記す）

をそれを担う言語形式として実現することであり，言語形式からそこに込めら

れた意味を再現することである。この観点からすれば，事例に基づく知識の運

用は，意味と言語形式の関係づけが直結的で統語処理を必要としないのに対し，

規則に基づく知識においては，その関係づけが統語規則による処理によって行

われることになる。

 用法依存モデル (Tomasello, 2003）によると，母語学習の場合，事例に基づ

く知識の学習は，理解においても表出においても，個々の事例のトークン頻度

による定着であり，理解における繰り返しと，表出における模倣と繰り返しに

よる。これに対し，規則に基づく知識の学習は，タイプ頻度による関連個別項

目の経験蓄積と，そこに見られるパターンの発見をとおし，それを徐々に規則

として一般化・抽象化していく過程であり，ここにおいても理解における繰り

返しと，表出における模倣と繰り返しが行われる。

 注意すべきことは，トークン頻度による繰り返しと模倣は，同一項目のそれ

であるのに対し，タイプ頻度の場合の繰り返しと模倣の対象は，同一項目では

なく，同一のパターンないしは規則である。

 もう一つの注意点は，母語話者の場合，規則に基づく知識は，暗黙的知識で

あると同時に，意味とそれを実現する言語形式との間を関係づけるダイナミッ

クなもので，手続的知識であるということである。手続的知識の習得はまさに

その手続を体験するしか方法はない (Anderson, 1983, p. 215））ということも

重要である。 
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3.2 外国語学習の特徴 

 外国語学習においては，その様々な制約のために，母語学習と同じ自然な学

習過程が成立することは期待できない。とりわけ規則の知識に至る，統語的パ

ターンの発見は期待しにくい。そこで行われるのが，意識高揚を初めとする形

式への焦点化である。これは特定の言語形式へ学習者の意識の焦点を向けるた

めの意図的な働きかけである。

 ここで学習者が注意を向ける言語形式について二つのことを確認しておく必

要がある。一つは，形式は意味を実現した結果であるので，それをもたらした

手続的でダイナミックな過程を十分に視野に入れないで，結果としてのみ把握

されやすい傾向が強いことである。もっとも，形式は「三・単・現」「進行形」

「受身形」などのような名で呼ばれ，それぞれの形式に託す意味を表している

とみることもできるが，その名が抽象的すぎて形式と意味のつなぎとめの具体

を実感しにくい。たとえば，「三人称単数」というのは抽象的概念であって実在

せず，実在するのはその個々の事例のみである。したがって，学習者において

は，形式の知識が，それをもたらす手続的過程よりも，その結果を記述する宣

言的知識として身につきやすい。

 もう一つの特徴は，形式が他の形式と体系的関係を保っていることである。

否定文と疑問文は肯定文と，進行形は単純形と，受身形は能動形と対比されて

おり，進行形，単純形，受動形，能動形のすべてに肯定文と疑問文と否定文が

ある。実際，外国語教室では，受動形の説明には能動形との構造的対比が用い

られることが多い。こうなると，学習者の形式の理解が，体系的関係において

深まるという特徴が生まれてくる。これ自体は悪いことではないが，この理解

は言語使用に直接的に関与するものではないことに注意が必要である。たとえ

ば，ある受動文を表出しようとするとき，その過程を稼働するのはその文に託

す意味であり，能動文との構造的対比ではない (Garrett, 1986, p. 138）。

 以上の二つのことから，外国語学習においては，形式に焦点化した働きかけ

の結果として，形式の知識が体系理解的な宣言的知識として学習者に身につき

やすいといえる。ここで注意すべきことは，形式への意識高揚は学習の補助で，

手段ではあるが目標ではないという当初からの指摘である (Sharwood Smith, 

1991）。形式への意識高揚ないしは気づきは，その形式とそれが担う意味との手

続的な関係づけの知識へと誘うための補助で，手段であり，目標はその関係づ

けを導く手続的知識そのものを体験し，身につけることにある。 
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3.3 規則学習における母語学習と外国語学習の違い 

 ここでは，外国語の音韻知識，語彙知識，事例に基づく知識は除き，規則に

基づく知識の学習について述べる。

 この知識の学習過程は母語学習と外国語学習では大きく異なる。用法依存モ

デルに従ってすでに述べたように，母語学習では，関連個別事例のタイプ頻度

をとおした経験蓄積からそこに見られるパターンを発見し，それを規則として

一般化していくことになる。ここで言うパターンとか規則は，特定の意味と特

定の形式を関係づける際に現れる手続的なものであり，その機能の結果が特定

の形式として現れる。

 したがって，母語学習の場合，形式の知識はその形式をもたらす意味との手

続的な関係づけと常に一体化しており，パターン発見や規則への一般化もこの

関係づけの中で行われる。しかもその過程は暗黙的であり，結果としての知識

も暗黙的である。つまり，母語話者は，外国語学習者が知っている，たとえば

「進行形」「受動形」「現在完了形」のような宣言的な知識は持っていないと思

われる。

 これに対し，外国語学習においては，すでに述べたように，その制約から，

方法はいろいろあるにしても，形式への焦点化が行われ，結果として，形式が

体系理解的な宣言的知識として学習者に身につきやすい。しかも，その形式と

それが担う意味との関係についても，その把握が宣言的知識としてなされやす

い。つまり，焦点化される形式はしばしば一般形としてまとめられ，それが担

う意味も抽象概念で現される。「進行形（be Ving）」は「進行中の動作を現す」

といった具合である。

 このことに加え，母語学習では言語使用の実態の中で規則の学習が行われる

ので，その規則は形式と意味との関係を取り持つ手続的なものとして常に把握

され，体系的な関係づけは結果として生まれるものでしかないのに対し，外国

語学習は，言語使用の実態から離れたところで行われることが多く，学習者が

とりあえず身につける体系理解的な宣言的知識がなおさらそのままの状態で居

残ることになりやすい。

 言語教授法のすべては，暗黙的ながら，学習者が身につける宣言的知識をい

かに手続的知識に「転送」するかということを主な課題の一つとしており，こ

の点でどの方法がすぐれているかについての長い議論の伝統があると述べる 

Pienemann（1984, p. 207）の指摘は重要である。 
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3.4 外国語学習における模倣と繰り返し 

 外国語学習における事例の知識については，すでに述べたように，個々の項

目をトークン頻度で模倣し繰り返すことになる。もちろん，その形式とそれが

担う意味との直結的な関係づけの中でこれが行われる。

 規則の知識については，多少の整理が必要となる。すでに述べたように，母

語学習の場合は，意味と形式の関係づけを取り持つ手続的知識としてパターン

ないしは規則が発見されて学習され，あくまで形式はその関係づけの結果とし

て把握される。これに対し，外国語学習では，形式が体系的理解を伴った宣言

的知識として学習者に学ばれ，その形式に至る意味との関係づけの手続的な過

程は疎かにされやすい。

 したがって，外国語学習では，体系理解的な宣言的知識からいかに形式と意

味との関係づけを行う手続的な知識を養うかということが問題となる。この見

方は，いわゆる弱いインターフェイスの立場である (Yamaoka, 2006）。なお，

この形式と意味との関係づけは FMCs（Form-meaning connections）とも呼ばれ

る (VanPatten & Cadierno, 1993b）。

 すでに述べたように，一般的に手続的知識はその手続を実体験することによ

ってのみ身につくのであるから，外国語学習における形式と意味との関係づけ

もまさにその関係づけを実体験することによって，初めてそれを手続的知識と

して身につけることができる。注意すべきことは，その体験は具体的な個別事

例をとおすことによって可能となることである。しかも個別体験はタイプ頻度

によるもので，理解による繰り返しと，表出による模倣と繰り返しをタイプ頻

度で経験することにより，その関係づけを一般化し，規則化することができる。

 このことをいかに実現するかは方法論の問題であるが，模倣については以下

の 3つのレベルを識別しておくのがよい (山岡, 1984）。

（1）機械的模倣，（2）統語構造的模倣，（3）表現的模倣 

 機械的模倣は，いわゆるオウム返しで，せいぜい音韻的な成果のみ期待でき

る。統語構造的模倣はその形式の統語的構造特性の模倣で，古き文型練習の置

換練習等において典型的に起きていたものである。表現的模倣は，形式をそれ

が担う意味との関係づけの中で手続的に模倣するもので，そこで模倣するのは，

その関係づけの中の手続的な同一パターンである。これを実現するのがタイプ

頻度を増すことによる経験であることは言うまでもない。    〔山岡俊比古〕 
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4 冠詞の指導－指導順序－ 

4.1 冠詞選択の規則と指導の順序について 

 冠詞は日本人英語学習者にとって最も困難な学習項目の 1 つである。学校

現場では, 1 つの文法項目（の指導）に割ける時間が限られていることを考慮

し, この節では, できるだけ単純な冠詞選択の規則と, その指導順序について

先行研究に基づいて考察することとする。その際、学校現場での適用を考慮し、

Swan (1994) が述べる教育文法的観点（学校で教える文法規則は単純・明瞭で

ある必要があり, 専門的すぎてはいけないが, 記述的正確さも保持しなければ

ならない。また, 規則適用の範囲, つまり「境界線」(demarcation)がはっきり

していることが重要である(p. 47)）に注意することとする。

 

4.2 冠詞指導の原則 1～3について 

原則 1 慣用的な冠詞の使用については暗記させる 

by bus や take a bath のような慣用的な表現については暗記させることによ

り, 正確な冠詞使用につながること, また, The Times のような例に関しては, 

規則で説明しようとするより, 慣習の問題と捉え，個別に暗記させる方が効率

的だと考えられる。日本人 ESL 学習者の冠詞習得を長期にわたって研究した

Parish (1987)も, 慣用的な表現に依存して冠詞を使用する初期の段階から, 

規則に基づく冠詞使用に移行していくと報告しており, 少なくとも学習初期段

階では, 慣用的な冠詞の使用については暗記させるのが妥当と考えられる。

原則 2 総称的な用法は言語習得の後期段階まで教えない 

Quirk et al. (1985, p. 265) が述べているように, 総称的な用法 (generic 

use) は,（科学的な分野での定冠詞の使用を除けば）ごくまれである。したが

って, Whiteman (1974, pp. 258-261)が述べているように, 総称的な用法は言

語習得の後期段階まで, 指導の時期を遅らせるのが妥当だと考えられる。

原則 3 定冠詞を使うべきかを最初に判断する 

Quirk et al. (1985) が主張しているように, 定冠詞を使用する条件が整わ

なかった場合に, 可算名詞には不定冠詞が, 複数の可算名詞や不可算名詞には

無冠詞が使用される (p. 274) と考えられる（Master, 1990 にも類似の提案あ
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り）。このように考えれば, まずは, 定冠詞を使うべきかどうかという問題だけ

に頭を集中させることが可能となる (Berry, 1991, p. 255)。

これまでの先行研究 (Parish, 1987; Takahashi, 1996; Yamada & Matsuura, 

1982)の結果から, 定冠詞, 不定冠詞, 無冠詞の使用に関しては, 定冠詞→不

定冠詞→無冠詞の順番で習得が進むという報告が多くなされていることからも, 

定冠詞を使うべきかを最初に判断する手順は妥当だと考えられる（ただし、

Takahashi, 2008; Takahashi, 2010 参照）。 

 

4.3 定冠詞を使用すべきかどうかの判断基準 

先行研究によると, 定冠詞を使用するのは, ①名詞が修飾されているとき, 

②指示対象が「定」(definite)であるとき, ③指示対象が「同定可能」

(identifiable)であるとき, ④指示対象が特定であり, 聞き手に知られている

とき, ⑤指示対象が状況的に唯一であるときと説明されることが多い。

しかし, 名詞が前置修飾または後置修飾されているときに, 定冠詞がいつも

使用できるわけではなく, ①は適切ではない (Master, 1994, p. 238)。次に,

②に関しても,「定」(definiteness)(安藤, 1983; Lyons, 1999)の定義はあい

まいで，判断が難しく, 「境界線」の基準に反している。また, ③の判断基準

についても問題があり, 指示対象が同定可能でなくても定冠詞の使用は可能で

ある。例えば, 犯人が誰か知らないのに, ニュース・レポーターが, There was 

no sign of the killer. と言うことは可能である (Yule, 1995)。 

④は, 指示対象が「特定」([+SR])で,「聞き手に知られている」([+HK])とき

だけ定冠詞を使用するという基準 (Brown, 1973; Heubner, 1979, 1983; 

Parrish, 1987; Thomas, 1989)である。また, 類似の基準として, 指示対象が

「定」([+definite])で聞き手に知られている([+HK])ときだけ定冠詞を使用す

るという基準(Todd & Hancock, 1986)もある。

④を用いれば, 話者には「特定」であっても指示対象が聞き手に知られてい

なければ定冠詞が使用できないことがうまく説明できる（例：I saw a 

funny-looking dog.）。 しかし, 「定」の判断は困難である（②参照）。また, 

Master (1990, p. 467)が指摘しているように, 特定(+SR)かどうかの判断は英

語母語話者でも困難である。 その上, 指示対象がその場に一人だけの場合には

聞き手に知られていなくても定冠詞の使用が可能（例：He was the doctor on 

duty that evening.）(Close, 1992, p. 44)であり, ④の妥当性に疑問がある。 
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⑤の基準は, ①～④の基準に比べ最も問題が少ないため, ⑤の基準を用いて

定冠詞の指導を行うのが適切だと考えられる。 ⑤によれば, 指示対象がひとつ

に限定される場合（指示対象の「唯一性」）, 定冠詞を使用できる（例：Could you 

tell me the way to the city hall?）が, そうでない場合（例：Let’s go to 

a restaurant this evening.）には使用できない。このように, 文脈的, また

は状況的に指示対象が唯一(context unique)かどうかの判断は比較的判断しや

すく,「境界線」の基準に合致している（なお、⑤の基準に反するような特殊な

例が存在すること, 唯一性は正確には包括性と言うべきであることについては, 

紙面の都合上, 議論が困難である。Takahashi (2006)を参照されたい。）。

 

4.4 文脈的唯一性の判断のしやすさと習得順位の関係 

Quirk et al. (1985) による定冠詞使用の 8 つの文脈や状況タイプに基づい

て, Komiya (1988) が定冠詞使用の正確さを報告している。その結果によれば, 

いわゆる‘second mention’と呼ばれる 2度目に出てきた名詞に言及する場合 

(anaphoric reference)や状況的に指示対象が限定されるような場合には定冠

詞使用の正解率が高く, 論理的に指示対象が限定される場合(logical use)の

正解率も非常に高い。 一方, 後置修飾によって指示対象が限定される場合の正

解率は相対的に低い。このことから, 規則適用の範囲, つまり, Swan (1994)

の「境界線」の明瞭さと冠詞使用の正確さには関係があること, 言い換えれば, 

規則適用の境界線が明確であるものから習得が進んでいる傾向を示していると

考えられる（Takahashi, 1996 も参照)。

 

4.5 冠詞指導の原則 4～6について 

原則 4 可算・不可算名詞の典型的な例から学習を始める 

先に述べたように, 定冠詞を使用する条件を満たさない場合には, 単数可算

名詞であれば不定冠詞, 複数可算名詞か不可算名詞の場合には無冠詞を使用す

ればよいということになる(Quirk et al., 1985, p. 274)。そのためには, 名

詞が可算か不可算かを判断する能力を身につけることが必要となる。

その際, Lock (1996, p. 24)が述べているように, ほとんどの名詞は頻繁に

使用される文脈の中では, 可算か不可算のどちらかで使用されることが多い。

そのため, 学習の初期においては, 典型的な可算名詞や不可算名詞（例えば, 

可算名詞の場合であれば, 境界線がはっきりしていて, 具体的で個別化された
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もの。逆に, 不可算名詞の場合だと, 形や輪郭がはっきりしない物質。）（Hewson, 

1972, p.94)から指導するのが効率的である（Ishida, 2002; Oda, 1982 も参照。） 

Takahashi(2008)で, 冠詞指導の効果を調査したところ， 冠詞指導の効果が観

察されたが, その効果は可算名詞の場合に顕著であった（高橋, 2010 参照）。  

原則 5 二重名詞を用いて,可算・不可算の区別を教える 

規則に基づいて名詞が可算かどうかを決定することは困難ではあるが, 同じ

名詞でも, 可算名詞の場合（例：a stone (物体)）よりも, 不可算名詞の場合

（例：stone(材質））の方が,より抽象的で一般的な概念を表すなど, どのよう

な場合に名詞が可算扱いとなるのかという一般的傾向は存在する。 したがって, 

Master (1994, p. 239)が提案しているように, 同じ名詞なのに意味によって名

詞の可算性が変化する二重名詞（例： an iron と iron, a glass と glass, a 

chicken と chicken など）を使用し, 名詞の可算性が意味によって変化するこ

とを指導できると考えられる。  

原則 6 辞書を活用して個別に名詞の可算性を学習する 

規則や原則に基づいて名詞の可算性を判断することは困難であるため, 辞書

等を用いて, 個別に名詞の可算性を学習することが必要である。たとえば, 

experience の場合, ハウディ英和・和英辞典では,「①[U] 経験・体験」,「②

[C] 経験（体験）したこと」という意味が例文と一緒に掲載されている。指示

対象に境界線があるかないか, あるいは, より具体的か一般的な概念を表して

いるのかという違いを考えながら, 意味と可算性との関係を見ていくと, より

一般的な概念を表しているので①の experience は不可算で使うのだとか, 

個々の具体的な経験に言及しているので experience は可算で使うのだといっ

たことが理解しやすくなると考えられる。

 

4.6 まとめ 

以上をまとめれば, 定冠詞については, 唯一性を考慮して判断すればよく, 

後は, 名詞の可算性が判断できれば冠詞を正しく選択することが可能である。

可算性に関しては, 典型的な例をその意味とともに記憶すること, その他にお

いては辞書等を用いて個別的に学習することが必要である。     〔高橋俊章〕  
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5 認知言語学の英文法教育への応用 

5.1 はじめに 

 理論言語学はこの 60 年余りめざましい発展を遂げており，英語を中心とする

言語そのものの仕組みについては多くのことが明らかになってきた。一方，教

室内で教授されている英文法は，このような理論的発展にも関わらず，その恩

恵を十分に受けてきたとは言い難い。Tyler (2012)および岡田 (2010)が指摘す

るように，学校英文法は戦後大きな変化を遂げておらず置き去りにされている

感が強い。その一方，近年，英語のインプットが極端に限られる日本の学習環

境では，通常の学習活動から文法体系の自然な習得は難しいことが改めて認知

され，英文法教育の重要性が再認識されている （岡田，2010；斎藤，2007, 2012；

大津，2012）。このような状況の中，1980 年代以降に発展した認知言語学 

（Lakoff, 1987; Langacker, 1987, 2001, 2008; Talmy, 2000）に対して，英

文法教育に新たな光を与えてくれるのではないかとの大きな期待が寄せられて

いる。

5.2 認知言語学の言語観 

認知言語学は，言語を他の認知能力から独立したものとしてではなく，人間

の持っている基本的認知能力に基づく高度な認知活動としてとらえている。ま

た認知言語学では，言語というものを言語形式と概念構造の対応関係であると

する。ここでいう言語形式とは，単語や文だけを指しているのではなく，形態

素レベルから談話レベルまですべてを含んでいる。一方，概念構造とは，用法

基盤モデルに基づき習得されたドメインや意味フレーム，ICM などを含む言語

使用者の知識体系である。つまり概念構造とは，客観的に存在するものではな

く，認知主体である人間の身体感覚や経験に起因する外界世界に対する認識の

あり方が反映されているものである。このような考えに立つと，言語が異なれ

ば，外界世界に対する認識のあり方が異なると見なすことは自然なことである。

このことから，我々が英語を外国語として学習するということは，英語という

言語に表れる認識のあり方，つまり言語使用者の「世界のとらえ方」を学ぶと

いうことであると言えるであろう。さらに外国語として新たに言語を習得しよ

うとする者にとっては，既に母語の「世界のとらえ方」というものが存在する。

日本語を母語とする英語学習者にとって，英語を学習するということは，母語
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の習得において構築した「日本語による世界のとらえ方」とは異なる，新しい

世界のとらえ方を学習することを意味し，両者の違いが学習者に大きな負荷と

なることは疑いのないことであろう（例 Hunt & Agnoli, 1991）。

5.3 認知言語学に基づく指導 

 認知言語学に基づく英語教授法は，近年，国内外で研究され始めている。し

かし新しい教授法を導入する際に問題となるのが次の 3点である。まず，実際

に教壇に立つ教員が，新しい教授法を活用できるか否かである。学習者はもち

ろん教壇に立つ教員も，必ずしも最新の言語理論に精通しているわけではない

し，英語の授業は言語理論を教える場ではない。そのため，難しい専門用語を

用いず平易な言葉で言語理論から得られた知見を教育に還元する必要がある。

そして 2点目が，通常の授業活動の一部として活用できるかどうかという点で

ある。日本の中学・高等学校の英語教育は，学習指導要領と文部科学省の検定

済み教科書に基づいて行われており，1 つの文法項目に多くの時間を割くこと

は不可能である。そのため，通常の授業活動に用いることができるタスクを開

発する必要がある。そして最後に，従来の教授法と比べて，果たして教育効果

が高いのかどうかという点である。わざわざ新しい教授法を導入する以上，こ

れまでの教授法より明らかに高い効果が示されない限り導入は難しい。そこで，

Cho & Kawase (2011, 2012) および Cho (2010)では，英語の可算・不可算名詞

および前置詞についてワークシートを開発し，その教育効果について検証をし

た。さらに，Cho & Kawase (2011, 2012)では，教員免許状更新講習においてそ

れらのワークシートを実際に紹介し，中学・高等学校の現場でも活用可能かど

うかについて調査した。次節において，Cho & Kawase (2011, 2012)のそれぞれ

の研究結果を紹介する。

(1) 可算・不可算名詞 

 名詞の可算・不可算は，日本語を母語とする英語学習者にとって，難しい項

目の一つである。英語の名詞には可算名詞と不可算名詞という分類が存在し，

両者は文法的な振る舞い方が異なる。一方日本語では名詞にそのような区別は

存在しないため，日本語を母語とする英語学習者にとっては，英語の可算・不

可算の区別は難しく感じられる。認知言語学では，Langacker (1987, 2008)が

英語の可算名詞の特徴として有界性をもつという点をあげている。つまり言語

使用者が，有界性があると認識する名詞は可算名詞として，有界性を持たない
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と認識する名詞は不可算名詞としてとらえられることになる。この説明は，同

じ名詞が文脈に応じて可算または不可算名詞として振る舞うこともうまく説明

ができる。つまり英語という言語は，有界性と非有界性の違いを言語形式（文

法）に反映させていると言える。そこで Cho & Kawase (2011) では，有界性と

非有界性について学習者の気づきを導き出すワークシートを作成し，それを用

いて可算・不可算名詞の指導を行った。教育効果を測定するため，Cho & Kawase 

(2011)で開発したワークシートを使用するグループと，一般的な文法書および

問題集で学習するグループとの 2つを設定した。また指導を行う前の週にプレ

テストを，指導から 8週間後にポストテストを実施した。その結果，開発した

ワークシートを使用したグループの方が有意に高い教育効果を示した。さらに

このワークシートが，実際に教育現場において活用可能かどうかを検証するた

めに，2009 年度および 2010 年度に西南学院大学で開催された教員免許状更新

講習において紹介したところ，「教育現場で十分活用できる」，「教育現場でそれ

なりに活用できる」と回答した教員が 2009 年度は 100%，2010 年度は 96%にの

ぼった。また評価が高かった点として，ワークシートに使用されている単語お

よび文が生徒にとって理解可能な平易なものであること，さらに文法用語をま

ったく使用せずに可算・不可算名詞の概念を導入できることがあげられた。本

研究で開発したワークシートは教育効果が高いだけでなく，教育現場での活用

も十分可能であることが示された。

(2) 前置詞 

 前置詞は多義であり，一見無関係と思われる意味を同じ前置詞で表すことが

できる。多義性そのものは言語の本質であるが，外国語学習者にとっては困難

な部分でもある。母語（例えば日本語）における言語形式と意味の対応関係が

学習対象である言語（例えば英語）においてもまったく同一であれば，単に記

号である文字列を日本語から英語に置き換えれば良いだけであるが，現実はそ

れほど単純ではない。これは言語により世界のとらえ方が異なるためである。

英語とオランダ語という言語系統が極めて近い言語同士で，しかも 2つのもの

の空間的位置関係を表すという極めて単純な表現においても，言語化のパター

ンが異なる (Bowerman & Choi, 2001）。英語と日本語のように言語系統が大き

く異なれば，その乖離の度合いがさらに大きくなることは十分予測できる。

 認知言語学は前置詞の多義性の問題に対し，同じ前置詞で表すことができる
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ということは，そこには共通の概念構造が存在すると主張した（例 Dewell, 

1994; Tyler & Evans, 2003）。これに基づき，Cho & Kawase (2012)では，英語

の前置詞 in，on，at について，認知言語学の知見を取り入れたワークシートを

開発し，前置詞のもつ概念構造を教授するとともに，その教育効果を測定した。

また教員免許状講習を通して現場への応用可能性を探った。

 英語の前置詞で表される意味は，日本語では①助詞のみ，②助詞と「上」な

どの位相名詞との組み合わせ，そして③助詞と動詞の組み合わせで表される。

Cho & Kawase (2012)で扱った 3つの前置詞は，①または②で表される。また前

置詞が表す表現は空間関係，時間関係，抽象的な表現と大きく 3つに分かれ，

さらに空間関係は位相名詞の有無により二つに分けられることから，意味グル

ープを①位相表現，②時間表現，③抽象表現，④機能表現の 4 つに分けた。こ

の分類をもとに，前置詞を学ぶワークシートを開発し，前置詞の指導を 40 分間

行った。また教育効果を検証するために，指導の 1週間前にプレテストを， 指

導の 6 週間後にポストテストを行った。その結果，認知言語学に基づく教授法

は，従来型の学習を行うグループより長期的な定着率が有意に高かった。また，

開発した教授法を教員免許状更新講習において紹介したところ，有効性の認識

は高かった。その一方，教員自身が効果的に活用できるかについては，不安を

感じる者が少なくないという結果が出た。

5.4 さらなる応用に向けて 

 外国語学習において，語彙の意味や文法知識を習得することのみならず，対

象言語で好まれる表現形式，つまり対象言語の世界のとらえ方を身につける必

要があることは当然のことである。前者は学習対象言語がどのようなものであ

るかという学習であり，ある意味で言語学習における HOW の部分であると言っ

て良いだろう。一方，後者はなぜそのような使い方をするのか理解するための，

WHY の観点であろう。認知言語学は言語使用者の出来事のとらえ方を言葉の意

味の一部として取り入れたことにより，それまで HOW の観点にとどまっていた

外国語学習に WHY の観点を取り入れることを可能とした。しかし認知言語学の

知見を外国語の教授に活かす試みは，まだ始まったばかりで十分な成果を上げ

ているわけではない。今後，多くの研究者が様々な角度から研究を行い，その

成果を結集することで，より良い教材，教授法が開発されることが望まれる。 

                〔長加奈子〕 
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6 語用論能力－意識化の効果－ 

 

6.1 英語教育における語用論研究の重要性 

 語用論とは，社会的な交流の中で言語を用いる際に，置かれた場面，状況，

相手との人間関係などの影響要因によって，話し手がどのような言語運用上の

選択を行うか，いわば「人はことばで何をするか」に注目する研究分野である。

近年のグローバル・コミュニケーションにおいて，母語や文化的背景の異なる

人々と英語をはじめとする外国語で交流する機会も徐々に増えてきている。今

後，英語を母語としない学習者同士のコミュニケーションはますます増えてい

くであろう。その際，自文化での表現や発想をそのまま外国語にすると，相手

に対して思わぬ不快感を与える場合がある。たとえば，日本人学生から英文の

チェックを依頼された英語母語話者教師が，“I want you to check my English.”

（私の英語をチェックしてもらいたいんですが）という直接的な表現に違和感

を覚えることがある。これらは，英語話者は直接的で率直な表現を好むという

先入観や，学習者の母語からの干渉，さらに不適切な依頼表現形式を導入する

教科書や指導に起因するものである。

このような例が，英語非母語話者として大目に見てもらえる場合もあれば，

語彙，文法など文法能力の伸展とともに，自らの意思に反して相手を不快にし

たり，無礼な人間か，性格上の欠点があるという印象を与えたりする場合もあ

る。このことを，Thomas (1983)は語用論的失敗(pragmatic failure)と呼び，

単に言語構造的知識の欠如の現れとしての文法的誤り(grammatical error)と

は区別している。文法的誤りに比べて，第二言語における語用論的失敗は多く

の場合，気づかれずに済まされることが余計に問題を深刻化する可能性がある。

コミュニケーション重視の英語教育を実践するためには，発音や文法などの言

語形式面での正確さのみでなく，言語使用における適切さをどのように重視し

ていくのか，語用論能力に関する理論的，実証的研究の成果を教室での実践に

どのように活かすかは重要な課題である。

6.2 語用論能力と文法能力の関係 

 コミュニケーション能力の習得において，L2 学習者は，語用論知識と文法知

識のどちらを先に習得するかについて 2 つの異なる方向の意見が見られる。初

級学習者は，母語と目標言語に共通する普遍的な語用論知識を身に付けており，
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より複雑な文法知識の獲得とともに語用論能力が高まるという，語用論知識か

ら文法知識へという方向がある。一方，大人や上級学習者は，すでに獲得した

文法知識の持つ語用論的な機能（たとえば，過去時制や進行相が英語において

は緩衝表現になること）を再学習することから，文法知識から語用論知識へと

いう方向があることも指摘されている。これらはタスクや語用論知識の種類に

よって異なり，今後の縦断的研究の結果を待たなければならないであろう。

 語用論能力の習得には，学習環境が大きな影響を持つ。EFL と ESL という学

習環境が，学習者の語用論意識および文法意識にどのような影響を及ぼすかを

研究した Bardovi-Harlig & Dörnyei (1998)は，学習環境と習熟度による明ら

かな影響を指摘している。この研究では，依頼など 4 つの発話行為を含むシナ

リオをビデオ撮影し，そのやりとりを ESL 学習者（アメリカの大学の英語集中

コース参加者 173 名）と EFL 学習者（ハンガリー人高校生と大学生 370 名）に

見せて，語用論的適切さ，および文法的正確さの観点から 6段階尺度で判断，

評価させた。その結果，ESL 学習者は，語用論的適切さについて逸脱した事例

を重視し，さらにより厳格な判断をするのに対して，EFL 学習者は，文法的誤

りをより多く発見し，文法的正確さについてより厳格な判断をすることがわか

った。また，それぞれのグループ内で習熟度の上位・下位の学習者の判断を比

較したところ，ESL 上級学習者は初級学習者よりも語用論的誤りをより重要視

するのに対して，EFL 上級学習者では初級学習者よりも文法的誤りをより重要

視することがわかったという。このことから，Bardovi-Harlig & Dörnyei (1998)

は語用論能力の伸展には，学習環境と習熟度が大きく関係するとしている。

6.3 海外留学の効果と課題 

 一般的に，外国語能力の習得のための最適な方法は，目標言語が日常的に使

用されている環境に一定期間滞在することと言われている。特に，言語使用を

場面や状況的特徴に関連づける語用論能力の養成に，海外留学は有効な手段と

言えよう。しかし，これまでの研究から留学経験がもたらす効果は，学習環境，

学習者の動機，習熟度などによって大きな差があることが指摘されている。

まず，学習環境として，留学は目標言語による入力ややりとりの機会が増え

る点で有用であるが，一方で，自分の発話に対する誤答訂正を含む否定的フィ

ードバックは不足していることが多い。その原因として，現地でのホームステ

イを伴う語学研修では，同年齢の生徒やホストファミリーから得られるインフ
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ォーマルな英語にふれることが多く，また語用論的逸脱に寛容で，誤りの訂正

をしない母語話者からは，慣用的な定型表現や文法的な肯定的証拠としての入

力は得られたとしても，語用論能力の習得に不可欠な否定的フィードバックが

得られにくいことが考えられよう。その結果，母語話者とのやりとりと文法的

な入力があったとしても，留学で語用論能力の習得が保証されるとは限らない。

 さらに，留学に臨む学習者の積極性や開始時の習熟度といった要因によって，

学習者が得る入力ややりとりの量や質に影響があることが考えられる。非母語

話者が接する入力は，母語話者同士の自然なやりとりとは大きく異なる場合が

あり，また学習者の母語からの干渉による語用論的先入観があったり，語用論

的気づきに至るために必要な習熟度が不足していたりすれば，語用論的発達の

ための豊かな学習環境にいたとしても，語用論能力の進展は望めないであろう。

このように，留学という目標言語環境は語用論能力の習得をもたらす一般的

な優位性はあるとしても，必ずしもすべての学習者に十分な語用論的発達をも

たらす万能薬ではないと言わざるを得ない。逆に，外国語能力の習得において

は貧弱な環境とされる EFL 環境の中で，その中心となる教室での意識的指導か

ら語用論能力の習得にどのような役割を期待できるのであろうか。

 

6.4 語用論学習における意識的指導の効果 

 これまでの語用論研究によって，第二言語によるコミュニケーションにおい

て，言語学的正確さに関わる文法能力だけでなく，社会文化的適切さに関わる

語用論能力も重要なコミュニケーション能力の構成要素であること，語用論能

力の習得には，学習環境が大きな影響を持つこと，留学は必ずしも最高の語用

論能力習得機会ではないこと，留学滞在期間の長さも信頼できる予測条件では

ないこと，などが明らかになってきた。日本という EFL 環境での学習が一般的

である日本人英語学習者にとって，語用論学習における意識的指導にはどのよ

うな効果が期待できるのであろうか。一般に第二言語習得研究において，目標

言語項目の意識的，明示的指導は，そうでない指導形態よりも最終到達レベル

において明らかに効果があると言われている。同様のことが，語用論能力の習

得についても言えるのであろうか。

 これまで産出データを中心に，談話マーカーや発話行為などの習得について，

教育的介入の効果に関する研究が行われているが，その結果はほとんどの場合，

例外なく，意識的指導を受けたグループが，そうでないグループよりも指導に
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よる伸びを示している。

 語用論能力の習得につながる意識化を図るための環境としての EFL 環境であ

る教室での意識的指導は，非教室環境と比較して明らかな利点がある。教師は，

語用論的に適切なモデルを意識的に示して指導し，目標言語の語用論への意識

化を図る活動を仕組むことができる，また，生徒の発話に対して，誤解を引き

起こす可能性のある発話について否定的フィードバックを与えることができる。

さらに，協同学習を通して，学習者同士が協働的にタスクに取り組むことで語

用論的気づきを促し，語用論学習を推進することができる。

日本人大学生を対象とした意識的な語用論指導の効果を検証した Fordyce & 

Fukazawa (2004)では，大学 1年生 79 名を対象に，依頼と提案という 2 つの発

話行為について，10 週間に亘って毎週 30～40 分程度の意識的なメタ言語，メ

タ語用論知識についてモデル文を通した協同授業による意識化指導の効果を検

証している。例えば，依頼行為特有の言語表現を示して，その中で過去形が相

手に対する押しつけがましさを和らげる働きがあることなどの説明を日本語と

英語で行い，その後，学生にペアでロールプレイ活動を行わせた。文法能力の

影響を考慮し，文法テスト成績の上位群と下位群に分けて談話完成テストを実

施した結果，両群とも指導事後に丁寧な表現を使用することができた。また，

相手との社会的地位差に応じて，表現の丁寧度を適切に使い分けできることが

わかった。これにより，中級レベルの学習者に対する教室での意識的語用論指

導に効果があったこと，また，発話を質的に分析した結果，学習者は相手との

地位差を意識して統語，語彙レベルでの選択的使用ができるようになったこと，

がわかった。

また，教室での意識的指導は，留学出発前あるいは帰国後に取り入れること

によって，留学期間中の語用論学習およびその成果の強化に効果があると言わ

れている。重要なことは，語用論知識が教室で学習できるか，ではなく，どの

ような教材や教室活動によって，学習者の語用論的発達を効果的に促すことが

できるか，であろう (Kasper & Rose, 2002, p. 235)。ただし，第二言語学習

者が母語話者と同様の語用論能力を持つことを最終目標とすべきかどうか，議

論の分かれるところである。清水(2009)の述べるように，どのような語用論的

規範に従うかは，学習者の目的によって最終判断を任せるべきものであり，教

授場面はその判断に資する情報や場面を提供することに限定すべきであろう。        

〔深澤清治〕 
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　グローバル人材育成の方針が強力に推進される中，英語教育において，テストと

評価の重要性は一層増してきている。「国際共通語としての英語力育成のための5つ

の提言と具体的な施策」（文部科学省2011年 6月）では，学習到達目標をCAN-DO

リストの形で公表し，その達成状況を把握することや，生徒や英語教員の英語力を

外部検定試験等で客観的に把握すること，4技能の運用能力を問う大学入試の開発や

外部検定試験の活用などの具体的な施策が提言された。実施状況調査が毎年行われ，

結果が文部科学省ホームページ上で公表されている。「グローバル化に対応した英語

教育改革実施計画」（2013年 12月）でも，生徒の英語力の検証のため，小中高を通

じた学習到達目標の設定と，外部検定試験の活用が明記されている。本章では，英

語教育における「テストと評価」の最新重要論点として，第1節　CAN-DOリスト

を活用した学習到達目標達成状況の評価，第2節　大学入学試験における英語問題，

第3節　学校における英語テストと評価　第 4節　言語テスト開発，第5節	テスト

理論の発展と英語教育研究への応用，を取り上げ，現状分析と今後の展望を論じた。
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第 8 章 テストと評価 

 
1  CAN-DO リストを活用した学習到達目標達成状況の評価 

1.1 学習到達目標の設定をどうするか 

 英語学習の到達目標をどう語るのか。日本では，英語の到達目標をテストの

点数や偏差値，大学合格者数によって表すことが当たり前になっている。しか

し，私たちはこのことにあまりに慣れすぎてしまっているのかもしれない。よ

くよく考えてみれば，これらはいずれも学習者集団の能力に依存するために，

学習者個人の目標の達成度が不明確である。しかも，大学合格者数に至っては，

英語の貢献度はその一部でしかない。

これとは別に，知っている単語や文法というような「言語知識」の量で英語

の到達目標がイメージされていることもある。英語の単語を 1200 語知っている

とか，中学で習う英語の基本的な文構造を知っているというような具合である。

確かに，こうした記述は言語教育の専門家や教師にとってはある程度意味をな

しても，学習者や評価結果の利用者（例えば，保護者や企業の採用者など）に

とっては，それらが実際にどのようなことを意味するのかわかりにくい。

 1970 年代から始まった Communicative Language Teaching への流れは，

notional-functional syllabus への流れと相まって，（言語）行動に基づく到

達目標の設定という考えを生んでいった。こうした流れをさらに加速した動き

としては，アメリカにおける行動目標準拠評価の考えもあったであろう。

action-oriented approach による言語能力の記述が結実したのが，2001 年に公

開された CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) 

(Council of Europe, 2001)である。CEFR では「言語を使って何ができるか」

を記述した CAN-DO ディスクリプタ（または，CAN-DO ステイトメント）が，言

語能力の記述に用いられている。このリストが「CAN-DO リスト」である。

日本では，文部科学省において，平成 22 年から 23 年にかけて，「外国語能力

の向上に関する検討会」が開催され，その会議結果を受けて，平成 23 年６月

30 日付で，「国際共通語としての英語力向上のための 5 つの提言と具体的な施

策～英語を学ぶ意欲と使う機会の充実を通じた確かなコミュニケーション能力

の育成に向けて～」（文部科学省，2011）が発表された。この提言 1 の「生徒に

求められる英語力について，その達成状況を把握・検証する。」に対して，具体
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的施策として，「国は，国として学習到達目標を CAN-DO リストの形で設定する

ことに向けて検討。」と「学校は，学習到達目標を CAN-DO リストの形で設定・

公表し，達成状況を把握。」の 2つが挙げられている。

 さらに，これを受けて，平成24年8月28日から，「外国語教育における『CAN-DO

リスト』の形での学習到達目標設定に関する検討会議」が開催され，『各中・高

等学校の外国語教育における「CAN-DO リスト」の形での学習到達目標設定のた

めの手引き』（文部科学省，2013）（以下，『手引き』）が平成 25 年 3 月に公開さ

れた。

1.2 CAN-DO リストをどう作るか 

学習到達目標の達成状況を評価するために CAN-DO リストを活用するといっ

た場合，既存の CAN-DO リストを利用する方法とオリジナルの CAN-DO リストを

作成する方法とがあるだろう。既存の CAN-DO リストを利用する方法の利点は，

一般に尺度としての精度が高く，他のテストとの関連づけがなされている点で

あろう。ただし，その CAN-DO リストが，対象とする英語教育の文脈に適合して

いるとは限らない。したがって，こちらの方法を採用する場合は，この点を確

認した上で，参照することが重要である。

これに対して，オリジナルの CAN-DO リストの作成は，5 つの提言が求めるも

のと方向性は一致している。オリジナルの CAN-DO リストを作るということは，

日々の指導が最終的にどのようなことが英語でできるようになる学習者を育て

ることにつながるのかを考えることになる。日々の授業に追われていると，教

科書を教えることに汲汲として，「教科書を教えることで最終的にどのような生

徒を育てたいのか」ということを忘れがちである。よく「教科書を教える」の

ではなく，「教科書で教える」のだと言われるが，CAN-DO リストの作成では，

まさに「教科書で教え」て「生徒は何ができるようになるのか」が問われてい

る。ただし，CAN-DO リストは，前述の通り，英語を用いてどんな行動ができる

かを記述したものであるから，単語をいくつ知っているとか，文法知識がある

とか，といった記述は含まない。逆に言えば，教室活動やテストの中にオーセ

ンティシティの比較的高いタスクが設定されなければ，CAN-DO リストでの評価

を行うことはできない。

では，具体的にどのように CAN-DO リストを作るのだろうか。CAN-DO ディス

クリプタは，「英語で何かできるかを記述したもの」であるから，まず生徒が卒
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業までに英語でどのようなことができるようになっているかを考える。ただ，

実際には初めのうちは生徒が英語を使っている姿の想像がつかずに，途方に暮

れることも少なくない。これには原因はいくつかあるが，生徒ができることが

ほとんどないと考えてしまうことや英語で何かをするという行動に基づく記述

ができないことなどがある。英語力が低ければ，英語でできることは限定的で

あるが，CAN-DO ディスクリプタでは，肯定的な記述を行わなければならない。

こうした作業を行う際に，ネックとなるのは，教師自身の英語使用経験が意

外に限られていることだ。ALT とのつきあいや海外研修などの経験があること

から，「口頭のやりとり（spoken interaction）」は複数思いつくことができる

が，「口頭発表（spoken production）」や「書くこと」については限定的である

ことが経験的に知られている。この意味では，生徒の行動目標を設定しながら，

教師自身も様々な英語使用経験を積み重ねることが重要であろう。

CEFR を日本の英語教育に適用した CEFR-J をもとに，具体的な CAN-DO ディス

クリプタの例（すべて，A1.3 のレベル）を紹介する（投野, 2013）。

「聞くこと」（買い物や外食などで）簡単な用をたすのに必要な指示や説明を，

ゆっくりはっきりと話されれば，理解することができる。

「読むこと」簡単な語を用いて書かれた，挿絵のある短い物語を理解すること

ができる。

「話すこと（やりとり）」趣味，部活動などのなじみのあるトピックに関して，

はっきりと話されれば，簡単な質疑応答をすることができる。

「話すこと（発表）」前もって発話することを用意した上で，限られた身近なト

ピックについて，簡単な語や基礎的な句を限られた構文に用い，複数の文で意

見を言うことができる。

「書くこと」自分の経験について，辞書を用いて，短い文章を書くことができ

る。

 

これらの例を見てわかるように，当然のことながら，ディスクリプタの最後

は，何らかの行動ができるということが書かれている。いわゆる「タスク」で

あるが，これらは「学習」タスクではなく，「現実生活」のタスクである(Green, 

2012)。また，「基準」や「条件」などの要素も含まれることになる。「簡単な語

を用いて書かれた」とか「限られた身近なトピックについて」などは「基準」
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の典型的な例であるし，「ゆっくりはっきりと話されれば」とか「辞書を用いて」

などは「条件」の典型的な例である。ここからわかるように，様々な「条件」

で，様々な「基準」の「タスク」を課すことができるわけだが，これらの組み

合わせにより，その難易度を調整することができる。

1.3 「CAN-DO リスト」と「評価規準」 

 こうして英語の CAN-DO リストが作成されれば，現行の評価規準による観点別

学習状況の評価とともに 2つの評価システムが併存することになる。これまで

は「観点別学習状況の評価」というと，「小中学校の話」と思われてきた節があ

るが，「小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習

評価及び指導要録の改善等について（通知）」（平成 22 年 5月 11 日付け）（文部

科学省，2010）において，高等学校について「各教科・科目の評定については，

観 点 別 学 習 状 況 の 評 価 を 引 き 続 き 十 分 踏 ま え る こ と 。」

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1292898.htm と書かれている。 

この点に関して，上述の『手引き』(p. 10)では，「観点別学習状況の評価に

おける外国語科の評価の観点は「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」，

「外国語表現の能力」，「外国語理解の能力」及び「言語や文化についての知識・

理解」とされているが，このうち CAN-DO リスト形式の目標設定と対応してい

るのは，「外国語表現の能力」及び「外国語理解の能力」であると考えられる。」

としている。

もう 1 つの重要な違いは，CAN-DO ディスクリプタは，学習者が自立的にでき

るようになることを書くものであるのに対して，評価規準による観点別学習状

況の評価では，教室での（多くの場合，教科書を用いた）指導の到達目標を観

点別に書いたものである。別の見方をすれば，前者は長期的なスパンで学習者

を見ているのに対して，後者はかなり短期的で，定期試験や学期ごとの評価に

用いられるものである。また，CEFR や CEFR-J などの CAN-DO リストでは，「話

すこと」が「発表」と「やりとり」に分かれている点にも着目したい。

 日本における「話すこと」の指導では，往々にして「発表」のみが評価対象

になっていることがある。しかも，この「発表」は，しっかりと準備をさせた

上での「発表」なので，「話すこと」の CAN-DO リストを作るときには，即興性

の高い「やりとり」についての CAN-DO リストも意識的に作成する必要がある。 

〔根岸雅史〕 
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2 大学入学試験における英語問題 

2.1 はじめに 

 大学入試における英語問題について常に指摘されるのは，学習指導要領との

乖離があるのではないかということである。小中高の学習指導要領は一貫して

「コミュニケーション能力の育成」を学校英語教育の目標としている。大学入

試の英語問題は本当にコミュニケーション能力を測定していると言えるかどう

かが、長い間議論の的となっている。

この問題を考えるためには，「コミュニケーション能力」とは何かを定義して

おく必要がある。この用語を包括的に定義するのは難しい。求められる「コミ

ュニケーション能力」は状況や場面によって変化するし，同じ技能であっても，

するべき課題に応じて要求される能力は変わるためである（Bachman & Palmer, 

2010）。言語学上初めて communicative competence という言葉を用いた

Hymes(1972)によれば、文法的能力だけでなく、ある特定の文脈においてメッセ

ージの伝達や解釈、意味の交渉ができる能力ということになる。続く Canale & 

Swain (1980)はこれを文法的能力、談話能力、社会言語能力、方略的言語能力

の 4つに下位分類した。より包括的な枠組みとして、Bachman (1990)では、コ

ミュニケーション言語力（communication language ability）は、言語知識

（language knowledge）とそれを活用するための方略的能力（strategic 

competence）から成るとしている。本稿では、この Bachman の枠組みに従い、

コミュニケーション能力とは、目標言語の知識を持ち、受容・発表というそれ

ぞれの場面に応じてそれを活用する能力のことであると定義する。

では、高等学校卒業時においては、どの程度の言語知識と活用能力が求めら

れているのだろうか。高等学校学習指導要領では、「情報や考えなどを的確に理

解したり適切に伝えたりする」ことを求めている。文部科学省(2010a)によると、

これは「外国語の音声や文字を使って実際にコミュニケーションを図る能力で

あり、情報や考えなどを受け手として理解するとともに、送り手として伝える

双方向のコミュニケーション能力(p.8)」を意味するという。本稿では、こうし

た「双方向」の能力が大学入試においてどの程度測定されているかを検証する。

数は少ないがここ 30 年で入試英語問題を分析した論文をいくつか取り上げ，現

状を把握したうえで，今後の入試の在り方を考えてみたい。
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2.2 先行研究 

センター試験及び私立，国公立大学の英語入試問題を総合的かつ詳細に分析

した論文としてよく引用される論文に Brown & Yamashita (1995)がある。これ

は 1993 年に実施されたセンター試験，私立大学 10 校及び国公立大学 10 校の問

題を取り上げ，主に読解文の難易度，テスト項目の種類，測定されているスキ

ルに関して分析を行っている。その結果，(a)使用されている英文の難易度は非

常に高く，(b)語彙文法に関する問題，英文和訳問題（特に国公立大学で顕著）

など，受容能力に関する項目が多いことがわかった。著者は，こうした細部に

関する知識を問う出題は，受験者の受験テクニックもしくはテスト慣れ

（testwiseness）を問うものである点を批判している。また，ESL クラスの現

状に鑑みて，英文和訳は時代遅れであるとの指摘も行っている。さらに，もっ

と発表能力を問う項目を入れるべきだと主張している。

 Kikuchi (2006) は Brown & Yamashita (1995) のほぼ 10 年後に，2004 年実

施の大学入試英語問題に対して同様の追試を行っている。その結果，パッセー

ジ全体の要約など新しい項目がいくつか見られたが，全体としては，難易度，

項目に大きな変化はなかったことがわかっている。すなわち依然として使用さ

れる英文の難易度は高く，出題も文法語彙に関する項目や英文和訳の量が多か

ったのである。

 センター試験のコミュニケーション能力測定テストとしての妥当性を分析し

た論文に、Ichige (2006)がある。この論文の背景にあるのは，2003 年に文部

科学省が出した「英語が使える日本人の育成のための行動計画」（文部科学省, 

2003）の中で，コミュニケーション能力を適切に測定するように入試を変革す

べきであるという一項である。Ichige は Bachman (1990)の示したコミュニケ

ーション能力を基に，センター試験の各セクションを分析した。その結果，ほ

とんどの項目が知識としての英語能力を測定しており，コミュニケーション測

定テストとしては大幅な改善が必要であると結論付けている。

 また，ここ 30 年に渡るセンター試験の歴史における最大の変化は，2006 年

からのリスニング試験の導入である。受容能力ではあるが，大学入試に話し言

葉が導入された意義は大きい。Kasahara (2007)は，2006 年実施のセンター試

験英語のペーパーテストとリスニングテストの間には中程度の有意な相関があ

ることを報告している。
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2.3 大学入試英語の問題点 

 先行研究を要約すると，大学入試英語の最大の問題点は，言語知識そのもの

や、その知識を受容的に活用するための方略的能力を測定する問題に比べ、発

表するための方略的能力を測定する問題の比率が低いことであろう。センター

試験は基本的にリーディング，リスニングという受け手としての能力を測定す

るものである。各大学による個別試験においてはライティングを課すところも

多いが、スピーキングを実施している大学はほぼ皆無である。私立大学の個別

試験では文法や語彙の個別知識を問う問題が依然として多く，国公立の 2 次試

験ではいまだに英文和訳が一定量出題されている。言語知識とその受容的活用

力の重視であり、発表的活用力の測定が軽視されている。

 こうした学習指導要領上の目標と大学入試の乖離が改善されず，長年にわた

って放置されているのはなぜか。それは大学入試の目標が「受験者の選抜」に

あるからだ。多数の受験者を選抜するためには，Guest (2007)の指摘通り，客

観性と迅速性が求められる。これが発表するための方略的能力の測定とは相容

れないのである。発表するための方略的能力を測定するためには，客観的な基

準を適用するのが困難な上，多大な時間とコストがかかるからである。効率よ

い選抜を求める大学側に，発表に関わる方略的能力の測定はあまりメリットが

ないと考えられている。

 さらに，大学側が求めてきた英語力が，学習指導要領の定める英語力と乖離

しているという現実もある。大学では英語の学術論文などを読みこなす認知学

術的言語能力（CALP）を求めているが，中学・高校では英語による日常的やり

取りができる基本的対人コミュニケーション技能（BICS）を育成するのに多く

の時間を割かなければならないのである（Kasahara, 2011）。

 こうした状況を放置することは，一見個々の大学にとっては何の問題もない

ように見える。しかし，今は国際的な競争が各分野で進んでいるため，英語を

駆使して国際的に活躍ができる人材がますます求められるようになっている。

この放置状況は国家的な損失を産み，国の財政状況をますます悪化させ，その

結果今でさえ厳しい大学運営をさらに厳しくするという可能性をはらんでいる。

2.4 大学入試英語の改善に向けて 

 改善策は，やはり大学側が小中高で行われる英語教育の目標，「コミュニケー

ション能力の育成」を理解し，言語知識とそれを受容的に活用する方略的能力
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だけでなく、発表するための方略的能力も測定するような試験を開発していく

ことである。2013 年度から高等学校では基本的に英語の授業は英語で行うこと

になっている。しかしこの変革を阻んでいる大きな理由の 1つが，旧態依然の

大学入試英語なのである。少子化が進行する中，規制緩和により数だけは増え

ている大学の存在意義が問われる時代となった。入試は選抜のためにある，と

いう考えから，同時に高校までの教育の望ましい到達点を示すものである，と

いう考え方に変えなくてはならない。望ましい波及効果を持ったテストを開発

してこそ，大学の存在意義を示せるというものである。

 言語知識と受容・発表双方の方略的能力を測定するとは，靜 (2002)が主張す

るように，(1)英語から意味を取り出す能力，と(2)意味を英語として生成する

能力，を測定することだ。すなわち，(1)受容能力であるリスニング，リーディ

ング，と(2)発表能力であるスピーキング，ライティングをバランスよく測定す

ることである。

ここで提言したいのは，受容能力の測定はセンター試験などの共通試験にま

かせ，各大学の個別試験で発表能力の測定を行うということである。発表能力

の測定には様々な困難が伴うので，文部科学省など国がイニシアチブをとる必

要があるだろう。TOEFL のスピーキング，ライティングセクションや韓国で 2012

年度から導入された NEAT（National English Ability Test）を参考に，各大

学が利用できるようなフレームワークを構築するのである。オンラインで実施

できるスピーキング及びライティングテストのシステムを開発し，各大学で利

用できるようにする。テスト項目は各大学で自由に設定できるようにする。ま

た，受験人数が多くない大学では，インタビュー形式のテストでスピーキング

を測定してもよい。英語検定の二次試験などが参考になるであろう。

2.5 終わりに 

 現在の大学入試英語は，指導要領の目標を反映していないだけでなく，学習

者の英語が使えるようなりたいという願望にも応えていない。小中高の学習者，

英語教師のためにも，国と大学側は早急に 4 技能をバランスよく測定できる，

英語コミュニケーション能力測定テストの開発に早急に取り組むべきである。

大学入試の英語問題を変えることこそが，高校までの英語教育を変えることに

直結するのだ。ゴールが変わらなければ，プロセスもまた変わらないのである。 

〔笠原 究〕 
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3 学校における英語テストと評価 

3.1 新しい評価法の 3 原則 

 松沢(2002a)は英国の学校外国語教育での評価法改善の取り組みを調べ，日本

の中高の学校英語教育での新しい評価のための 3 原則を提案した。それらは，

①現実の目的のために言葉を使う能力の評価を重視する「タスク準拠評価」，②

外国語で何をどのレベルでできるようになったかを示すことを重視する「目標

基準準拠評価」，③短期目標についての形成的な評価を不断に実施することを重

視する「継続的評価」であった（p. 75）。

 この提案から十数年が経過した。この間に出版された ARELEや KATE Bulletin

には上の 3 原則を取り上げた論考はないが，2012 年度からの新しい中学校生徒

指導要録での評価を説明した国立教育政策研究所教育課程研究センター(2011)

（以下「参考資料(2011)」)には，タスク準拠評価と継続的評価の原則が取り込

まれた。しかし目標基準準拠評価はこの参考資料に採用されなかった。

 その結果，新しい評価を検討した文部科学省の「児童生徒の学習評価の在り

方に関するワーキンググループ」の 2009 年 8 月 25 日の議事に寄せられた，全

日本中学校長会が抱えていた次の 1～3 の「進路指導上の課題」は未解決のまま

放置された。「1.評価基準，評価規準等が各地区・各校で統一されていない中で，

高校入試の判定資料とされている。2.観点別学習状況の評価から評定を出して

いるが，評定の総括方法においても学校間で差がある。3.評価の信頼性に関し

て，高校入試との関連で苦慮している。」（第 5回配布資料より） 

 本稿は英語教育学のテストと評価の分野の研究成果が文部科学省の教育政策

決定にどう活かされているか上の 3原則について振り返り，学問研究の理論を

生徒指導要録などにさらに活かすためになすべきことを考察する。

3.2 タスク準拠評価 

 参考資料(2011)では次の活動がテスト問題に設定された。「町や観光地を口頭

で案内する」，「時間軸に沿って物語のあらすじを読み取る」，「まとまりのある

文章を読んで，自分の感想を書く」，「友人の好きなアニメや映画と好きな観光

地についてのレポートを発表する」。これらは言葉を用いて現実的な課題を解決

する活動を評価タスクに設定するタスク準拠評価の事例になっている。

 参考資料(2011)に先立つ文部科学省（2010b）では「パフォーマンス評価」が

216

第8章　テストと評価



 
 

紹介された。そこではパフォーマンス評価は思考力・判断力・表現力等を評価

し，「様々な学習活動の部分的な評価や実技の評価をするという単純なものから，

レポートの作成や口頭発表等による評価するという複雑なものまでを意味して

いる」とされた。

 外国語教育におけるタスク準拠評価は他教科で用いられるパフォーマンス評

価と同義である（Douglas, 2010, p. 76）。参考資料(2011)は 7 人の調査研究協

力者と 2人の文部科学省関係官が作成した。本資料にタスク準拠評価が浸透し

たのは，これら 9 人の英語教育関係者が松沢(2002a)やその他の英語教育のテス

ト・評価の研究成果を活かした結果というよりも，文部科学省（2010b）に示さ

れた思考力・判断力・表現力の育成を重視し，その到達度をパフォーマンス評

価で測定する方向を反映した結果であると見るのが適切かもしれない。

3.3 目標基準準拠評価 

 いわゆる「絶対評価」には，①達成／未達成の分類が主たる関心事の「マス

タリーCR」と，②熟達度の連続体への位置づけが主たる関心事の「コンティニ

ュアム CR」の 2 種類がある（Council of Europe, 2001, pp. 184-185）。松沢

（2002a）は「私達に求められているのは，生徒の実践的コミュニケーション能

力を正確に測り，その結果を入学者選抜などにも用いることができる目標基準

準拠評価」(pp. 105-106)であり，「都道府県ごとあるいは全国レベルで，評価

用タスクに準拠しない外国語能力の熟達度尺度を目標基準とする」（p. 156）コ

ンティニュアム CR の絶対評価だと述べている。

 いっぽう，文部科学省（2010b）ではマスタリーCR の絶対評価が提案されて

いる。その評価法は上の日本中学校長会の指摘のとおり，評価規準も評価基準

も評定への総括方法も各学校で設定するもので，観点別評価の A, B, C や評定

の 5, 4, 3, 2, 1 という評価結果の信頼性を確保することが困難な絶対評価法

である。

 参考資料(2011)はこれを受けて，評価規準は「各学校において設定する」（p.

7），そして評価基準も「…を書いていることから，『おおむね満足できる』状況

（B）と判断した」（p. 44）などと各学校が設定するとした。評定の総括方法も

「多様な考え方や方法があり，各学校において工夫する」（p. 36）と示した。

 以上のマスタリーCR の絶対評価は「目標に準拠した評価」と呼ばれ，旧版の

2002 年度生徒指導要録と，その評価法を説明した国立教育政策研究所教育課程
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研究センター(2002)（以下「参考資料(2002)」)より開始された。文部科学省は

目標に準拠した評価の開始から7年後の2009年 8月に中学校教員1,628人にア

ンケートを実施したが，回答者の 2 人うち 1人（56%）が「学校における学習状

況の評価が上級学校の入試選抜の結果にそぐわない」と述べた。また文部科学

省（2010b）では「各学年単位ではなく長期間を掛けての成長のレベルを幾つか

想定して評価規準を設定していく」コンティニュアム CR の研究が求められた。

 こうした一連の動向にもかかわらず，参考資料(2002)の目標に準拠した評価

は参考資料(2011)に引き継がれてしまった。松沢（2002a）のコンティニュアム

CR の目標基準準拠評価の原則は採用されなかった。日本中学校校長会が危惧し

た評定の信頼性の問題は未解決のまま残り，今日でもマスメディアの記事で，

「高校入試における内申書の比重は低減傾向にある」「内申書の信憑性が下がっ

たという声も」（おおた，2013）などの見出しが使われる事態に至っている。

3.4 継続的評価 

 継続的評価は短期目標についての到達度の評価を不断に実施するものだが，

①評価結果を最終成績の決定に使う評価情報を小分けして収集する「ミニ総括

的評価」と，②評価結果をフィードバックして到達感や成功感を与えて学習の

動機づけを高める「形成的評価」の 2種類がある（松沢，2002a, p. 131）。

 参考資料(2002)は 8 人の検討委員会委員と 3人の文部科学省関係官が作成し

た。この 11 人の英語教育関係者は継続的評価の使い分けよりも，評価の信頼性

の確保を優先した可能性がある。参考資料(2002)は信頼性への配慮から，1 つ

の評価規準に対して 2回ないし 3回の評価機会を設ける方針を示した。そこに

は全 5 時間で指導する中学 2 年生の lesson について，教師が 5 回の授業中に計

11 回も評価し，さらに後日にインタビューテストもする事例が示された。

 しかしこの様な事例に習って新しい絶対評価を行った中学校教員の 3人のう

ち 2人（66%）は，先の 2009 年 8 月のアンケートで，「学習状況の評価の資料の

収集・分析に負担を感じる」と回答し，「評価疲れ」の実態が明らかになった。

いっぽう学力の向上には形成的評価を最大にし，ミニ総括的評価を最小にすべ

きである，という研究結果（Black & Wiliam, 1998）が紹介され，松沢（2002a, 

p. 74）も継続的評価では評価情報をフィードバックして早めの対応をとり，生

徒の学習を成功に導く形成的評価がミニ総括評価よりも重要だと強調した。

 以上のアンケート結果や教育評価全般の動向を受けてか，文部科学省（2010b）
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は「教師の負担を軽減する」という方針を出した。これを基に参考資料(2011)

は，「実際の指導と評価においては，指導に生かすための評価（形成的評価）も

当然に含まれてくるが，ここでは観点別評価や評定につながる評価（総括的評

価）に関わる部分を示している」（p. 31）とした。ここには参考資料(2002)と

異なり，2 つの継続的評価の使い分け，それにミニ総括的評価の対象の絞り込

みが見られる。形成的な継続的評価重視の原則が反映されていると言える。

3.5 研究成果の教育政策への活かし方 

 これまで松沢（2002a）の提案が参考資料（2011）でどのように反映されたか

を見た。取り込まれたタスク準拠評価と継続的評価は必ずしも外国語教育固有

の提案ではなく，パフォーマンス評価と形成的評価の重視という小学校教育や

中学校の他教科の評価の動向と連動したものであることに気づく。これらは参

考資料（2011）の作成指針を示す文部科学省（2010b）で決定済みであった。

 いっぽう取り込まれなかった目標基準準拠評価は，中学校外国語教育の分野

では海外の学問研究と教育実践を踏まえた真っ当な提案であるものの，小学校

教育での緊急性を欠いたり，中学校他教科での一般性を欠いたりする提案であ

り，検討会議では少数意見になった。この点は英語教育評価の研究成果を生徒

指導要録の評価の枠組み作りに反映させる戦略を考えるうえで重要である。

 松沢（2010a）は「なぜ問題点が解決するように新生徒指導要録が改善されな

かったか」を，文部科学省(2010b)を報告したワーキンググループの議事録を追

跡して考察した。その結果，新しい評価の枠組みを決めた総勢 21 人のワーキン

ググループでは小学校教育の関係者が大多数を占め，評価の専門家はわずかで

あり，中学校の「進路指導上の課題」や外国語教育固有の提案は「多勢に無勢」

で通りにくい仕組みになっていたことが判明した。

 参考資料(2002)の公表以降，松沢（2002b；2003；2005；2009；2010b）など

が繰り返し上記 3原則を提言した。しかし本稿が明らかにしたことは，評価研

究の理論を教育政策に反映するには研究成果を公にするだけでは不十分であり，

新指導要録を設計する文部科学省の委員会に外国語教育の評価の専門家を直接

送り込んだり，近接領域の委員に積極的に働きかけたりする必要があるという

ことである。依然として教育改革が一握りの文部科学省関係者からスタートす

る仕組みの日本では，「筋の通った議論をしているだけでは不十分だ」（Markee, 

1997, p. 65），ということである。                           〔松沢伸二〕 
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4 言語テスト開発 

4.1 テスト開発にあたって 

テストを開発する場合，綿密な計画のもとにいくつかのステップを踏んでい

かなければならない。言語テストに限らず，教育測定の枠組みでみると，例え

ばDowning (2006, p. 5)は効果的なテスト開発の手順として12のステップを提

案し，池田 (1992, p. 67)は開発の流れを｢作成段階｣｢実施段階｣｢事後処理段階

(アフターケア)｣に分けている。両者に共通することは，テストの＜開発＞には，

項目を集めてテストを＜作成＞するだけではなく，テスト全体の指針の検討か

ら始まり，候補となるテスト項目の作成と修正，テストの(試行と)実施，結果

の分析と報告などの一連の手順が含まれていることである。Downingに特徴的な

ことは，12のステップ毎にStandards for Educational and Psychological 

Testing(教育・心理検査法のスタンダード)(AERA, APA, NCME，1999)の関連条

項も示されており，段階毎に，慎重に作業を進める必要があることを示唆して

いる。

本稿では，まずテスト開発に必要な基本概念に触れ，その後，最も時間と労

力を要するテストの｢作成段階｣について 6つの手順に分けて紹介していく。

4.2 テスト開発における基本概念：信頼性と妥当性 

言語能力を測定する道具としてテストを開発するわけだが，測定には信頼性

(reliability)と妥当性(validity)が求められる。テストの信頼性とはテスト結

果の安定性や一貫性のことで，仮に同じ受験者に対して同じ環境や条件で同じ

テストを実施できたとして，その結果が異なったり，同じテスト内で異なる能

力を測定していれば，信頼性が低いテストとなる。しかし，高い信頼性をもつ

テストであっても，そのテストが測るべき能力を測定していなければ，テスト

としての測定機能を果たさないことになる。ここで必要になるのがテストの妥

当性である。信頼性は，テスト結果の数値情報をもとに分散や相関に基づいて

推定できるが，妥当性はテストの得点の性質ではなく，測定の目的との関係で

判断することになるので，後続する手順にも影響を与えてしまう。そこでテス

ト開発の初期の段階での構想や決定は非常に重要な意味をもつことになる。
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4.3 言語テストの作成 

(1) 全体像の把握と構成概念の決定 

テスト開発は，複数の人間のチームワークによって実現されるものであり，

開発者間での共通理解を得ておく必要がある。開発に要する時間的な枠組みや

作業に要するコストなどの現実的な計画とともに，開発するテストの中核にな

る概念，つまり構成概念(construct)の検討と決定が初期の段階で重要である。

構成概念とは，｢テスト・スタンダード｣では「直接観察することができないが，

理論の構成上想定される概念のこと」 (2007, p. 214)と定義しており，例えば

読解テストを開発するなら，＜reading＞という現象がどのようなスキルや下位

能力から成り立っているかを定義付けなければならない。つまり，Bachman & 

Palmer (1996)が示すように「測定対象とする言語能力の構成要素を意識的かつ

慎重に選定し，特定のテスト状況にもっともふさわしい方法」(大友 & スラッ

シャー, 2000, pp. 129-130)となるための基盤を決定しておく必要がある。

 
(2) テストの目的に関する決定 

本稿では，作成の流れを 6つの手順に分けているが，必ずしも一定の順序で

進むものではない。特にこの段階は(1)の構成概念の検討とも関連している。テ

ストの目的を決定する際には，①そのテストによって行われる決定，②対象と

なる受験者の特質，③テスト領域や形式を含む出題の方針を検討する必要があ

る。(1)(2)の段階における決定が，それ以降の流れにも影響していく。

(3) 細目表の作成 

テスト細目表(test specifications)とは，具体的にテスト項目を作成する際

のガイドラインを記述したものであり，そのテストが何を測定し，またどのよ

うに測定するかを示すことにより，作成に携わる者に対して共通の理解を与え

てくれる仕様書のようなものである。

細目表に何を記述するかはいくつかのモデルがあるが，基本的には開発者間

で検討し，決定すべきである。例えば，Bachman & Palmer (1996)は，①テスト

課題の目的，②測定すべき構成概念の定義，③テスト課題の実施状況設定に関

わる特性，④時間配分，⑤課題に対する答え方についての受験上の注意，⑥入

力，応答もよび入力と応答の関係に関する特性，⑦採点法，をあげている (大
友 & スラッシャー, 2000)。また，具体的に項目を作成していく際には，項目
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細目表(item specification)が必要になるが，ポパム(W. J. Popham)のモデル

では①General description (その項目が測定しようとする知識やスキルの簡単

な説明)，②Sample item(項目のサンプル)，③Prompt attributes(受験者に与

えられる言語材料の説明)，④Response attributes(受験者の応答方法に関する

説明)，⑤Specification supplement (使用する文法項目等の資料)の５項目を

あげている (Brown & Hudson, 2002)。

 
(4) テスト項目の執筆と編集 

細目表に基づき，いよいよテスト項目の作成にかかる。作成にあたっては，

テスト項目の作成原理等に長け，また経験のある人材が必要になる。教育現場

で指導をしている者も貴重な人材である。場合によっては，項目作成の訓練も

必要になってくるだろう。作成者間でのブレーンストーミングの時間も必要で

ある。テストの目的や細目表をもとに，難易度や内容，範囲などを検討してい

くが，その過程で不適切な項目が排除されていく可能性も高いので，必要項目

数以上の項目を作成しておかなければならない。

最終候補となる項目が完成したら，配列やレイアウト等を考慮して，ひとつ

のテストに編集し，次のステップへと進む。

(5) パイロット・テストの実施と分析および項目の見直し 

可能であれば，この段階でパイロット・テストを実施したい。特に，クラス

配置テストのように受験者の能力を散らばらせたい集団基準準拠テスト(norm- 

referenced test)の開発では，項目分析(Item Analysis)を行い，テスト項目に

関する統計情報を得ることにより，テストの品質を保証していきたい。

項目分析では，通常，項目の難易度や弁別力をみる。項目難易度あるいは通

過率(item facility)は，いわゆる正答率のことであり，項目毎に，正解した受

験者の割合を示す指数である。項目弁別力(item discrimination)は，当該テス

トの合計点をもとに上位群と下位群に分け(1)，テスト項目毎に，上・下位群の

項目難易度を算出し，両群間の差を示したもので，その数値が大きい項目は，

能力の違いをよく識別していることになる。Brown (2005, p. 75) は，エベル

（R.J. Ebel) の基準を引用し，項目難易度の平均値が .50 で，且つ高い弁別

力をもつ項目が理想であるとしているが，これをひとつの目安として，実際に

は開発者間で基準を決定するのが現実的である。なお，項目難易度が極端に高
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い項目や低い項目および弁別力が低い項目は削除や見直しの対象となる。

ところで，パイロット・テストを実施し，項目分析を行える環境は多くはな

いだろう。そのような場合は，テスト作成者やテスト内容に詳しい専門家等に

よる念入りな見直しを行い，より精度の高いテストを目指すことになる。

(6) テスト項目の最終見直しと完成 

「作成段階」の最後に，テスト項目を適切な順番に配列し，指示文等の見直

しや編集を行い，最終版を完成し，テストの｢実施段階｣にはいっていく。

 

4.4 終わりに 

本稿では，テストの実施と事後処理を含むテスト開発の流れの中で，最も労

力を要する｢作成段階｣の手順を紹介したが,この段階では言語テストにまつわ

る 2つの側面が係わっている。つまり，外国語としてある言語を測定する場合

に，その言語能力をどのように規定し，どのような内容や方法で測定するかを

検討する側面と，得られた結果の処理・分析とその解釈に関する側面である。

日本のテスト文化では，テスト項目の再利用という発想が定着しにくいが，ア

イテム・バンク(item bank)の作成により，上述の両側面の情報を記録，管理す

ることもテスト開発の視野にいれていくことで，質の高いテストを効率良く開

発，活用できよう。また，「テスト・スタンダード」(日本テスト学会, 2007)

が作成されたり，日本言語テスト学会により「テスティングの実施規範」が定

められたりするなど，日本でもテストに求められる機能が明示されるようにな

ってきた。これらの情報を具現化しながら，望ましいテスト開発を期待したい。

最後に，質の高いテスト項目を作り上げる際に心に留めておきたい，Ebel 

(1951) のことばを紹介して本稿を終えることにする。 

Item writing is an art. It requires an uncommon combination of special 

abilities. It is mastered only through extensive and critically supervised 

practice. It demands, and tends to develop, high standards of quality and 

a sense of pride in craftsmanship. (p. 185)                〔清水裕子〕 

注 (1)項目弁別力を算出する場合,上・下位群からそれぞれ 10%～33%を抽出するのが一般的

だが（Allen & Yen, 2002），テスト得点が正規分布をしていれば，上・下位群をそれぞれ 27%

ずつ抽出した場合に，最も正確な推定値が出るとされている(Kelley, 1939)。   
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5  テスト理論の発展と英語教育研究への応用 

 

5.1 テスト理論の発展と英語教育研究への応用 

 英語教育の研究や実践において,「英語力を測る」場面は多い。学習者の英語

力をより適切な方法でより正確に測るために，テスト理論は有用である。英語

教育では「コミュニケーション能力の育成」が課題である。コミュニケーショ

ン能力を測るためには，実際にパフォーマンスをさせ，数値化することになる。  

その際，測定の信頼性が重要な課題となる。

古典的テスト理論（classical test theory, CTT）では，テスト得点は，真

値と誤差からなり，誤差の分散が大きいと信頼性は低いと考える。信頼性の値

を推定するために，再テスト法，平行測定法，折半法，KR20，α係数といった

方法がある。しかし一口に誤差といっても様々な要因が考えられる。例えば，

測定に使用するタスクや評定者が異なると，測定値が変動する。古典的テスト

理論ではまとめて誤差と扱っていたものを，誤差の要因を分解し，変動要因ご

とにより詳細に信頼性を検討するのが，一般化可能性理論（generalizability 

theory, G-theory）である。測定値の変動要因ごとに分散成分の大きさを推定

し（G研究），その情報をもとに一般化可能性係数（G係数）や信頼度指数（φ

指数）を推定し，タスクの数や評定者数を変えることで得られる G係数やφ指

数の変化から最適な測定計画を立てることができる（D研究）（池田，1994）。

 古典的テスト理論と一般化可能性理論は有用なテスト理論であるが，その最

大の難点は，測定値が用いられたテストや受験者に依存するという点である。

テスト得点の差異や変動は，テストの難易度の影響によるものか，受験者の英

語力の影響かは判断がつかない。また測定値の信頼性は，個々の受験者，項目，

評定者に対してではなく，テスト全体としての統計量である。こうした難点を

克服するべく発展してきたテスト理論が，項目応答理論（item response theory, 

IRT）である（大友，1996；渡辺・野口；Bachman, 2004 など）。 

項目応答理論では，テスト問題への応答パターンから個々の受験者の能力値

を推定することで，使用したテスト項目の困難度と受験者の能力値とを分離し

て独立に扱うことを可能にする。推定する特性やその数，採点方法に応じて様々

な測定モデルが考えられている。英語教育では評定者の厳しさの程度を推定す

ることができる多相ラッシュモデル（multi-faceted Rasch model, MFRM）がよ

く活用されている (McNamara, 1996)。項目応答理論は，コンピュータを用いた
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適応型テストの開発や，複数のテストの等化，テストバイアスの発見，所属集

団別の特異機能差異（DIF）分析などの英語教育研究に応用されている。

本章では，過去 10 年間（2003～2013）の ARELE 掲載論文の中から，一般化可

能性理論，項目応答理論，多相ラッシュモデルを適用した論文を概観し，テス

ト理論の発展が，いかに英語教育学の研究や実践に貢献しているかを紹介する。

テスト理論の適用の際には，データが適用の条件（必要なデータ数，一次元性

の前提など）を満たしていることを事前によく検討することが重要である。

5.2 一般化可能性理論（G-theory）を適用した ARELE 論文 

 Nekoda (2006)は，日本人英語教員のための英語熟達度尺度の分割点設定の

妥当性検討に，一般化可能性理論と項目応答理論を用いた。教員養成課程 1年

生 26 名の英語母語話者とのインタビューを録画し，6 人の評定者が CEFR に基

づく 13 の評価項目を 4段階で採点した。受験者を全体的評価の平均点で 4レベ

ルに分け，レベルの分割点ごとにφ指数を求めたところ，いずれも高い値が得

られたため，採択した分割点は十分信頼できると考察している。評定者を 6人

から 2 人に削減してもφ指数はかなり高い値を示した。

 Shimizu (2009)は，音読評価の信頼性検討に一般化可能性理論を用いた。2

人の英語教員が大学生 26 名の音読を 2 回評価した。1回目は，4つの評価観点

ごとに 5段階で採点し，2回目は，評定者トレーニングを行った上で，1 観点を

追加しそれぞれ 5 段階で採点した。いずれも .9 を超える G 係数が得られ，2

人の評定者間信頼性は十分に高いことが示された。さらに 1回目と 2回目の各

分散成分の比較から，評定者トレーニングの有無に関わらず，音読評価の信頼

性は高いと考察している。3 観点で 2 人の評定者であれば，十分な信頼性が得

られ，費用対効果が高いことも示された。

 Ishihara (2009)は，和訳テストの評価尺度の信頼性を検討するために，一般

化可能性理論を適用した。7人の評定者が，大学生 23 名の和訳を評価した。計

9 個の評価項目ごとに 5 段階で採点した。各分散成分の大きさを解釈し，G 係数

は .88 と高く，かなり一貫した信頼性の高い採点が行われたと評価した。評定

者数を 7人から 2人に減らしてもある程度高い信頼性が確保されること，さら

に評価項目を 9 項目から 6項目に再統合し，改めて別の 2人の評定者が 23 名の

和訳を評価したところ，G 係数は .86 と高く，2 人の評定者で 3 つの評価項目

としても.78 の G係数が得られ，より費用対効果が高いことが示された。  
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5.3 項目応答理論（IRT）を応用した ARELE 論文 

Sugino, et al (2003)は，英語試験の大問毎の解答順序の違いがテストの信

頼性に与える影響を，大学入試センター試験問題を用いて検討した。通常の大

問の配置順である Form A と，第 1問の次に長文の大問，最後に第 2問（文法語

彙知識）と配置順を入れ替えた Form B を作成し，1,149 名の大学生にランダム

に配布し，大問の出題順に解答させた。2 つのフォームの項目困難度，識別力，

当て推量の推定に項目応答理論が使われている。Form A と B の項目困難度と識

別力の推定値を相互に比較するためには，さらに等化という作業が必要である。

Saida, et al (2004)は，既存の英語学力テスト間の困難度や識別力を比較可

能にするために，対象学年が異なるテストを共通受験者デザインで等化し，既

存のテスト項目を活用した項目バンクを構築した。項目応答理論による能力値

推定プログラムも同時に提供している。Saida, et al (2008)は，対象学年が同

じ英語学力テストを事後的に等化し英語学力経年変化を示した。斉田(2014)は，

14 年間の英語学力経年変化と学習指導要領改訂との関係について論じている。  

M. Negishi (2005) は，GTEC for Students を基にした英語熟達度尺度の開

発を行い，リスニングとリーディングの項目困難度と項目識別力の値を項目例

とともに紹介している。項目困難度はテストのグレード順になっていること，

項目識別力は十分高い値であることが判明した。測定内容と項目困難度，各種

コーパスの頻度との関係も分析した。さらに CAN-DO リスト開発に発展させた。

Kimura (2009)は，英検過去問の様々な領域から 162 項目を選び，合計 12 個

のテストレット形式にして，大学 1年生 268 名に実施した。ラッシュモデルに

不適合な項目や受験者を削除しながら領域ごとに何度も分析を繰り返し，最終

的に残った 68 項目について困難度を推定し，大学のプレイスメントテストとし

た。今後はこれらの項目をアンカー項目としてさらに項目を追加し項目バンク

を構築し，Moodle を用いたコンピュータ適応型テストの可能性を論じている。

 

5.4 多相ラッシュモデル（MFRM）を適用した ARELE 論文 

 Nekoda, et al (2007)は，日本人英語教員のための英語口頭熟達度尺度の開

発に MFRM を用いた。CEFR をもとに 4つの評価観点ごとに 13 の能力記述文 (合

計 52) を作成，STEP のインタビューテストを用いて，46 名の日本人学習者の

口頭熟達度レベルを，53 名の日本人中高英語教員が，能力記述文ごとに 4 段階

で採点した。各能力記述文の困難度を推定しているが，データ数が少ないため
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に，標準誤差が大きくなっている。モデル不適合な評定者，パフォーマンス，

能力記述文の割合が比較的小さいことから，この 4つの評価観点に基づく採点

の信頼性は高く，日本人教員が共有している評価基準を反映しているとした。

 J. Negishi (2010)は，グループによる集団口頭英語能力試験の分析に，MFRM

を応用した。中高大の合計 135 名を，校種ごとにランダムに 3 名のグループを

作り，合計 45 グル―プの英語口頭試験を実施し，10 名の日本人英語教員が，

CEFR に基づく 6 つの評価観点ごとに 7 段階で採点を行った。受験者のスピーキ

ング能力，評価観点の困難度，評定者の厳しさの程度を推定し考察している。

 Fukazawa (2010)は，英語スピーチの高校生による相互評価の妥当性検討に

MFRM を用いた。157 名の高校生は，30 分の英語テストを受け，評定者トレーニ

ングのビデオを見た後，順にスピーチを行った。発表者以外の高校生と 5 名の

教員により，5 つの評価観点ごとに採点が行われた。発表者の能力値と評定者

の厳しさの程度を推定，モデルとの適合度を検討した結果，高校生による相互

評価の信頼性は十分に高いことが示された。熟達度レベルと評定者としての逸

脱の程度との間には明確な関係が見られないことや，教員の評価より生徒の評

価の方が甘い傾向にあり，極端な評価を避ける傾向にあることもわかった。

 Sato (2011)は，日本人教員と英語母語話者教員とで，日本人英語学習者の口

頭英語能力の評価に違いがあるかを検討した。156 名の学部生が 3 つのトピッ

クごとに 1 分間のスピーチをコンピュータ上で行い，そのうち 30 名分のモノロ

ーグをランダムに選んだ。採点のトレーニングを受けた 4 名の評定者が，まず

直観により 5 段階で全体的評価を行った後，再度録音を聞いて，5 つの分析的

観点ごとに 5段階で採点した。全体的評価の信頼性を検討するために MFRM を適

用し，各評定者の厳しさの程度とモデルからの逸脱度を検討，どの評定者も許

容範囲にあることを確認し，信頼性の高い評価であることの裏付けをしている。

 Akiyama (2013)は，教員採用試験の英語模擬授業の評価の公平性を検討する

ために MFRM を活用した。各授業者は 20 分で授業案を作成し，5 分で模擬授業

を実施，その録画を見ながら，1授業につき 2，3 名の評定者が，6 評価観点ご

とに 6 段階で採点した。100 名の模擬授業を 4 名の評定者が評価したところ，

各評定者の厳しさの程度がかなり異なることや，評価者のバイアス分析の結果

から約 23%の評価に公平性の点から問題があることなどがわかった。教員採用

試験は非常にハイステークスなテストであるので，模擬授業の評価の妥当性に

ついてはさらに検討が必要であることが示唆された。      〔斉田智里〕 
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学習者要因

　本章は自律的・継続的な学習の実現にむけ，学習者の特性や要因を整理した。「自

律的・継続的学習に関する学習者要因の研究動向と今後の展望」「継続的に学ぶに

は（動機づけ）」「自律的に学ぶには（自己調整学習）」「自律的な学びを促す教育実

践」の4節で構成されている。第1節では，認知的・情緒的要因について，メタ認知，

認知的方略，動機づけ，自己調整学習など広範にわたる理論を整理し紹介している。

第 2節では，継続的に学ぶための動機づけ要因について，自己決定論，L2動機づ

け自己システム論，	アイデンティティなど代表的な理論をまとめている。第 3節で

は，自律的に学ぶことにフォーカスし，自己調整学習，援助要請，支援のフェーディ

ングなど最近の研究分野などが解説されている。第4節では，これまでの節で紹介

された理論やモデルを踏まえ，自律した学びを促すために，学習動機，学習方略，

学習内容の3視点から教育実践を整理している。

キーワード

第1節	 動機，メタ認知，学習方略，自己調整学習，動機づけ方略，第二言語理想

自己

第2節	 継続的に学ぶ，自己決定論，L2動機づけ自己システム論，	アイデンティ

ティ，理想自己

第3節	 自己調整学習，学習方略，援助要請，足場かけ，支援のフェーディング

第4節	 自律学習，学習動機，学習方略，学習内容



 

章 学習者要因 

 

1 自律的・継続的学習に関する学習者要因の研究動向と今後の展望 

1.1 はじめに 

 第 2 言語 (L2) の自律的・継続的学習に影響を与えていると考えられる学習

者要因は, 実に多岐にわたっている。例えば「情意面」からみれば, 動機, 自

己効力感, 不安などが, 「認知面」からみれば, 適性, 学習スタイル, 学習方

略などが, また「メタ認知」（1.4 参照）の側面からみれば, 目標設定, モニ

タリング, 振り返りなどが関係しているといわれる。本節ではこのうち, 情意

面から「動機」とその関連要因を, 認知面からは「学習方略」を, そしてメタ

認知面では「目標設定」をとりあげ, それぞれの研究の流れを概説したのち, 

これらを統合する枠組みとしての「自己調整学習」について, 自律的・継続的

学習と関連づけながら言及していく。

1.2 情意面からみた学習者要因 — 動機づけの観点から 

 動機 (motive)は, L2 学習の成否および継続にもっとも強い影響を与える情

意要因といわれているが, L2 動機づけ研究の第１人者ドルネィ（Z. Dörnyei）

も指摘するように, 単一の概念ではなく, 例えば 「切迫感」,「必要性」,「コ

ミュニケーションしたい欲求」,「知的好奇心」,「自分の学習をコントロール

できるという感覚」, 「報酬への期待感」, 「他者からの承認欲求」など, さ

まざまな要素から構成されている（Dörnyei, 2001）。また, 「何が引き起こす

のか」,「どれくらい強いのか」,「どれくらい長く続くのか」というように, 動

機のどの側面に着目するのかでも研究の方向性は変わってくる。

  L2 動機研究の起源は, カナダのガードナー (R.C. Gardner) らの研究にさ

かのぼることができる。彼らの研究によると, L2 学習に対する動機は, 学ぼう

とする態度と, その態度の実現に向けた努力から構成されているという

（Gardner,1985）。また「何が(動機を)引き起こすのか」については, その言語

が話されている文化圏への憧れや同化意識, つまり「統合的指向（integrative 

orientation）」が重要であるといわれている。しかしながら, カナダのような

第 2言語環境下ではなく, 日本のような外国語環境下で英語を学ぶ学習者にと

っては, 達成報酬への期待と関わる「道具的指向（integrative orientation）」
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や, 特定の行動達成への期待感や有能感（自己効力感）のほうがより強い影響

力を持つと考えられ, これらへの働きかけが教室場面での学習行動促進に有効

である,との指摘も存在している（廣森, 2006）。

 統合・道具的指向の研究に加えて, 学習活動それ自体が目的となるような「内

発的動機（intrinsic motive）」に関わる研究も, 90 年代から現在に至るまで

盛んに行われている。この中でも,行動の内在化と自己決定の度合いで動機（特

に「外発的動機」）を細分化した連続体としてとらえ, 上記の度合いがもっとも

高いものを内発的動機として位置づける「自己決定論（self-determination 

theory）」にもとづく研究が数多くなされている（Hiromori, 2006; Noels, 

2001; Yashima et al., 2009）。これらの研究の成果は, 学習者の動機を段階

的・継続的に高める上で重要な手がかりを与えてくれる。

 ここ 10 年のほどの間では, 「動機づけ方略（motivational strategy）」, 「第

二言語をもちいて他者と対話しようとする意思（willingness to communicate: 

WTC）」,「L2 動機づけ自己システム論（the L2 Motivational Self System）」

に関わる研究も増加している。動機づけ方略は, 動機の維持に関する教師から

の働きかけのことをさす。ドルネィは 102 種類にもおよぶ方略をリストアップ

し,それらの有効性を示しているが(Cheng & Dörnyei, 2007; Dörnyei, 2001; 

Guilloteaux & Dörnyei, 2008), 日本の中学・大学での研究では,これらの多

くにおいて,その使用と(学習者の)動機の強さの間に関係が見いだせず, また

関係が見いだせるもののなかでも, 使用のタイミング次第では効果が十分にあ

らわれないことが指摘されているため(杉田・竹内, 2007; Sugita & Takeuchi, 

2010, 2014), 今後さらなる研究が必要とされる。

 WTC は従来の動機づけ理論を再構築し, L2 学習の特殊性を加味したモデルで

ある。WTC モデルには, L2 使用を頂点として, コミュニケーションに対する意

志や自信, 欲求, 異文化への態度, 社会的状況, コミュニケーション能力や学

習者の性格までが階層的に位置づけられており, 社会・文化的な側面だけでは

なく, 教室場面での動機の説明にも応用が可能な統合度の高いモデルとなって

いる（Yashima, et al., 2004）。

 さらに最近では, L2 動機づけ自己システムの研究も急速に増加している

（Dörnyei & Ushioda,2009; Kim, 2012; Konno, 2011; Lamb, 2012; Papi, 

2011; Ueki & Takeuchi, 2012; Yashima, 2009）。この理論は, インターネッ

トの普及や国際語としての英語の位置づけ（いわゆるグローバル化）により, 
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特定の文化圏への同化を前提としたガードナーの理論では説明がつかない L2

動機づけに関わる事例（Ushioda, 2011a/b）が増加していることを受け, ドル

ネィらが提唱した枠組みである。この枠組みでは,学習目標やそれに向けた内

発動機を包括する「第 2言語理想自己」（the ideal L2 self）と, 自己決定性

が低く, 外発性の高い動機を包括する「第 2 言語義務自己」(the ought-to L2 

self), そして外部環境からの影響を想定した「第 2 言語学習経験」(L2 

learning experience)を構成要素として動機づけを説明しようとしている。そ

の教育への応用についても実証的研究が行われつつあり（例えば Magid & Chan, 

2012）, 今後の研究動向に注目する必要がある。

1.3 認知面からみた学習者要因 — 学習方略の観点から 

 学習方略（learner strategy）とは, 学習者が意識的に使用する学習方法・

行動のことをさす。その研究開始 30 周年を記念して出版された論文集 (Cohen 

& Macaro, 2007) にも示されているように, 学習方略の研究では, (a) メタ認

知方略, (b) 教育的介入, (c)文脈の役割, そして (c) 理論的基盤の側面がと

りわけ重要視されている。まず, 方略使用の司令塔に位置づけられる(a)のメ

タ認知方略（1.4 も参照）に関しては, Oxford (2011)がこれまでの研究を統合

したモデルの中で, 認知, 情意, 社会のすべての方略をコントロールするもの

としてその役割を規定している。また Macaro (2006)も, 方略使用が効果をあ

げるためには, すべての学習方略がメタ認知方略とセットになっている状態

（ストラテジ・クラスター）で利用される必要があると指摘している。これら

を受けて, (b)の（方略を利用した）教育的介入に関する研究 （Aghaie & Zhang, 

2012; Goh & Taib, 2006）では, その手順に目標設定, 振り返りなどのメタ認

知方略を必須のものとして組み込み, 一定の成果をあげている。しかしながら, 

教育的介入研究のメタ分析（meta-analysis）を行った Plonsky (2011）による

と, メタ認知方略が必ずしも組み合わされていなくても介入の効果は期待でき

ると指摘されており, その役割に関する議論は続いている。

 (c)の文脈の役割に関しては, 「学習方略はそれ自身に効果があるのではな

く, 使用されている文脈が方略に適していてはじめて効果が生み出されるもの

である」という考え方が中心的になっている(Takeuchi et al., 2007)。言いか

えると, L2 学習にとって常に良い方略というものがあらかじめ存在している

のではない, という考え方に立つことになる。これを受けて, 場面や状況, 言
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語能力の変化につれて, 方略の使用法や意図性の度合いがどのように変化する

のかを, 経年的かつ質的な手法で解明することが強く求められるようになって

いる（Gao, 2011; Gu, 2003; Takeuchi, 2003, 2009）。(d) の理論的基盤に関

しては, 従来の研究において, 方略の定義や分析単位の恣意性, 分類の困難さ

などが常に指摘されていることを受け, 曖昧性の残る「方略」という用語を放

棄し「自己調整」(self-regulation)という概念で置きかえることが提案されて

いる（Dörnyei,2005; Tseng, et al., 2006）。しかしながら, 単なる学習行動

と学習方略の違いは, 後者に固有にみられる意識性・意図性にあるとするマカ

ロの方略モデル（Macaro, 2006）や, これを「ブレイン・イメージング」の手

法で検証しようとした研究 (Takeuchi et al., 2012a/b)の進展により, 自己

調整の概念と方略の概念の併存化も図られつつある (Mizumoto & Takeuchi, 

2012)。

1.4 メタ認知面からみた学習者要因 — 目標設定の観点から 

  メタ認知 (metacognition) とは, 認知のプロセスとその結果を一段高いレ

ベルから客観的にとらえ, 認識することをさす（竹内, 2010）。通常は, L2 学

習とその過程に関する知識の側面と, 実際の（学習行動の）遂行・調整に関わ

る方略的な側面があり, 前者を「メタ認知的知識」, 後者を「メタ認知的活動」

とよぶ（竹内, 2008）。このうち後者のメタ認知的活動には, 目標設定, 計画

策定, モニタリング, 結果評価などのメタ認知方略が含まれている。メタ認知

と L2 学習成果の関係性は盛んに論じられてきたが (Wenden, 1999), 最近の研

究（Mikami, 2012）によれば,目標設定とモニタリングの方法に対して教育的介

入を行うことで, 学習者の動機や自己効力感 (self-efficacy)が向上すること

が実証的に示されている。また, 自己効力感が目標設定によい影響を与え, そ

れが学習不安*を下げ, 同時に動機を高め, 結果として L2 学習継続や L2 学習

成果に貢献するとする研究 (植木, 2012; Ueki & Takeuchi, 2013a)も存在し

ており, メタ認知（特に目標設定）と情意要因（自己効力感や動機,不安など）

の間に双方向の強い関係性が期待できる。学習目標の設定については, 長期目

標の設定が動機を高め, 短期目標の設定が不安を軽減させ,この 2 つが相まっ

て学習者の自律促進に貢献するとの指摘 (Ueki & Takeuchi, 2013b)もあるた

め, 自律的・継続的学習の分野で, 研究の進展が特に期待できるテーマの 1つ

といえよう。 
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1.5 自己調整学習の考え方 

 ここまで情意, 認知, メタ認知と 3 つの側面に分けて L2 学習者を論じてき

たが, 学習者は断片化された存在ではなく「全人格的(the whole person)なも

の」（竹内, 2010）であるため, これらの側面を統合的に説明するモデルの構築

が急がれている。この流れのなかで,「自己調整学習(self-regulated 

learning) 」の考え方は特に有望視されている。この枠組みは, 目標指向性 

(goal-oriented)に加えて, 上述の情意, 認知, メタ認知の 3 側面を包括して

おり, 実際, 台湾の EFL 環境で実施された研究 （Tseng, & Schmitt, 2008; 

Tseng, et al.,2006）によれば, L2 学習のデータに高い適合性を示すことも確

認されている。また先行研究の問題点を改善した上で, 日本の EFL 環境下で実

施された研究（Mizumoto & Takeuchi, 2012）によると, 情意, 認知, メタ認

知の 3 側面に加えて, 学習環境の側面を含んだモデルの適合性がきわめて高い

こと, および「自律性」の対極にある「遅延性（procrastination）」と（この

モデル）の間に負の関係が存在することが示されており, 自律的・継続的学習

を視野に入れた学習者論においては, 自己調整学習の考え方が馴染みやすいこ

とがよくわかる。                                 〔竹内 理〕 

注* 紙幅の関係で本節では取り扱えないが, 「L2 学習不安 (L2 anxiety) 」 に関して

は, Fujii (2012), Horwitz (2010), Ueki (2013), Yang (2012)などに詳しい。

 

2  継続的に学ぶには（動機づけ） 

2.1 はじめに  

 動機づけとは簡単にいうと「やる気」「意欲」をおこさせることである。動機

づけの研究は「なぜ人はやる気をおこすか」,「どのようにしたら意欲を持続す

ることができるのか」などに関する要因を探ることを目的としている。これま

でに動機づけの変化を調査した研究の多くが,一定期間の教育実践の前後で意

欲が低下したという結果を報告している（Yashima,2013）。これは必ずしも教育

実践に問題があるからではない。意欲の強さを数量的に測ろうとすると,最初

は目新しさや期待感があるので高くなりがちだが,その活動が日常的で当たり

前のものになればなるほど数量には反映されにくくなるからであろう。本論で

は継続的に学ぶ心理を探るために関連理論を展望し,教育実践にどう活かすか
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を考える。具体的には,継続的に学習を支えるものとして,1）「できるからやる

気が出る,やる気になるからできる」という循環を生み出すこと,2）「やらされ

ている」から「自分の意思でやっている」への認識の変化,3）英語学習が自己

概念の一部になっていくというアイデンティティの変化の 3 点から考察する。

これらの観点に関連した理論として,自己決定論と L2 動機づけ自己システム論

を中心に見ていく。

2.2 自己決定論 

（1） 理論の概要 

自己決定論（Deci & Ryan, 1985, 2000）は,人間の活動を継続的に支えるメ

カニズムを考えており,大きく分けて「内発的動機」と「外発的動機」の 2 種類

を想定している。デシとライアンによると,「内発的動機」とは,純粋にその活

動自体が楽しく満足が得られるからするという場合の動機をさし,「外発的動

機」は何かの目的のためにする場合をさす。外発的動機は,外的な力によってや

らされる状況から,自分の理想や目的のために必要と考えてするような場合ま

で,自己決定の度合により表 9.1 に示すような段階を想定している。

この理論では,人が内発的動機を高めていくためには,また外発的な行動でも

自己決定度が高まり,活動が自己に統合されたものとなっていく (表 9.1 の上

から下への変化が起こる）ためには,「自律性」「有能性」「関係性」という心理

的欲求が満たされることが必要であると考えている。自律性への欲求が満たさ

れている状態とは,その活動を自分の意思でやっている,自分が選んでやってい

るという認識を持っていることである。有能感は,できるという実感や上達し

ているという実感のことをさす。さらに関係性に対する満足感とは,その活動

をすることを,周りの人たち,つまり親や先生が認めてくれるという感じを持つ

こと,またみんなで一緒にやっているという感じを持つことである。この 3 つ

の要素が満足されると,人はその活動を自分から進んでやるようになると考え

られている。この 3つの中でデシとライアンは自律性が最も大事と考えている

が,これはアメリカの価値観を反映しているように思う。日本では,自律性より

も有能感や関係性に対する満足感のほうが内発的動機を高めるために重要とい

う報告がある（廣森, 2006）。つまり「できるという実感」が意欲を高めるのに

極めて大事ということである。これを教える側から見ると,意欲をおこすため

には,この 3つの欲求が満たされるような教授法や指導法を工夫し,人間関係を
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形成することが必要ということになる。 

表 9.1 自己決定論による外発的動機づけの段階 

低 

↑ 

自

己

決

定

度 

↓ 

高 

External 

regulation 

報酬が目的など完全に外的な力に制御される（単位

を取るため,叱られるのがいやだから）。 

Introjected 

regulation 

自分で課したルールを守らないといけないという気

持ち（毎日勉強すると決めたので,しないと罪の意識

を感じる。受験生だからしっかり勉強しよう。） 

Identified 

regulation 

 

その活動に価値を置きその有用性を認識して個人的

に意味のある目的のために行う（海外で音楽を学ぶ

ために必要だから, 国際的なビジネスマンになるた

め）。   

Integrated 

regulation 

自分の価値観,必要性,アイデンティティなどと調和

のとれた選択的行動（それをすることが自己像の重

要な部分となっている）。 

（八島, 2004 より； Deci & Ryan(2000)に基づく） 

 

（2） 学習を継続するメカニズム 

生徒にとって学校での英語学習は必ずしも自分が選んで始めたことではない。

その学習が持続するためには,自己決定論で想定されている,有能感すなわち

「できるという実感」が重要である。やっているうちに,できるようになり,で

きるという実感を持つとまたやる気が起こり,学習行動を続けるという良い循

環を作りだすことが必要となる(八島, 2010)。表１にそって考えると,最初は,

宿題だからとか先生に言われたからしかたなくやり始めたことが,やっていく

うちに意欲の循環が生まれ,自主的に学習に取り組むようになっていく（つま

り自己決定度が上がる）。テストのための学習であっても,親に叱られるのがい

やだからしぶしぶやるのと,自分で決めてやろうとするのでは,学習の意味が異

なる。さらに留学したい,国際的なビジネスに関わりたいなど将来の自己像に

向けて努力を始めるとなると,内発的ではないにしても,かなり自己概念に統合

された学習となっていく。また人によっては,それが習慣化される。ピアニスト

をめざす人が,毎日ピアノを何時間も弾くことが日課となり,それが自分のアイ

デンティティの一部となっているようなものである。このような変化がおこる

ためには,「上達しているという実感」や「周りの人が肯定してくれているとい
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う認識」そして「押しつけられないこと」が大事となる。つまり「やらされて

いる」から「自分の意思でやっている」への認識の変化に見られる自律性の発

達を促すことが重要なのである。

 

2.3 L2 動機づけ自己システム論（L2 Motivational Self System） 

（1） 理論の概要 

なりたい自分,なりたくない自分など未来の自分の姿を表象する自己概念を

可能自己（possible selves）と言う。ドルネィ(Dörnyei, 2005, 2009) は,こ

の概念に注目し, これまでの言語学習動機づけ研究の足跡を辿りながら,L2 動

機づけ自己システム論を提案した。この理論は, ガードナーの統合的動機

(Gardner, 1985)と,1990 年代より研究の潮流となってきた教育心理学的およ

び認知的な動機づけ理論を統合したもので,「理想自己(Ideal L2 self)」「義務

自己(Ought-to L2 self)」「学習状況への態度」の 3つの要素から成っている。

もし L2 を使う自分が将来成りたい自分であれば,例えば理想自己として英語

を話す自分の姿を想像することができれば,動機づけが高まると考えられる。

この観点からすると, 動機づけとは, 今現在の自分と理想の自分の差を縮める

ことになる。ドルネィによると,可能自己は自分の今ある姿,現在実際に行って

いること, 経験していることを部分的に表象するものでもあるとする。また,

“ The more vivid and elaborate the possible self, the more 

motivationally effective it is expected be”(Dörnyei, 2005, p.100)とも

言っている。そうすると,いかに学習者に“vivid”で “elaborate”な英語を

使う自己像を持たせるかが,英語教育の課題ということになろう。また, ドル

ネィは,自己をシステムと考え,理想自己と義務自己の両方を持つことが,動機

づけの効果をさらに高めると考えている。つまり一定のプレッシャーも必要と

いうことである。

（2） 学習を継続するメカニズム：アイデンティティの変化 

 ことばを他者とのコミュニケーションのために使ってみると,うまく話せな

い言語で自分の価値を他者に評価される,自分らしさが出せない,など自己概念

に関わる問題に直面する。一方で,これまで日本語だけでは知り合えなかった

相手と親しくなったり,多文化背景を持つ人々と共同で行う活動に参加するな

ど,自分の世界が広がるという実感を持つこともできる。このように L2 を用い
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て周囲と関わっていくことはアイデンティティの変化を伴うことになる。そし

て英語を使うことが自分に取って意味のある活動となり自分のアイデンティテ

ィの一端を表象するようになれば,おそらく英語学習は継続されるであろう。

そのためには,自分に関係のない文の集積ではなく,自己と関わりがある内容を

読んだり,なにか自分らしさが出せる活動に参加することが必要になろう。例

えば,自分の世界を表現するのに必要な個人的な語彙集を作ってみたり,上級者

であれば想像の共同体への参加を促すような活動（例：模擬国連,環境問題サミ

ット,サッカーファンの国際的集い）が考えられる。スキーをしたことのない人

は,漠然と雪の上をすべる自分の姿を思い浮かべることができるかもしれない

が, 実際に, 足や手のどこに力を入れどのように動かしてすべるのかは想像で

きないであろう。つまり, 自分が全くしたことのない活動をしている姿を具体

的に想像することは難しい。この意味でも,英語を使うことに現実感を持たせ

ることにより, “vivid”で“elaborate”な英語を使う自己像をイメージでき

るようにすることが英語の授業の一つの役割であろう。

2.4 まとめ  

本論では自己決定論と L2 動機づけ自己システム論の観点から英語学習動機

について考察した。自己決定論からは,自分で決定し,関係性で支えられ,有能

感を持つと学習は進むこと,当初は義務的にやっていた活動が,徐々に自己概念

に取り込まれていくことが持続する動機のメカニズムであることを示した。自

己システム論では,英語を使う自分の姿を具体的に視覚化できること,その手応

えが学習を進める原動力となりうることを示した。いずれも,英語学習が自己

概念の一部となっていくことで継続につながることを示している。                        

〔八島智子〕 

 

3  自律的に学ぶには（自己調整学習） 

3.1 はじめに  

自律的に学ぶとは, 学習目標を設定し, 学習内容, 学習方略, 時間, 環境, 

リソースなどを整え, 自ら学ぼうとする意欲を喚起させ, 持続させ, 主体的

に学ぶことである。英語教育における自律的学習においても, 多様なアプロー

チで研究されている。本節では, 自律的学習を研究する枠組みとして, 自己調
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整（制御）学習理論を採用し, 自律的に学ぶための仕組みと要因を整理する。

自己調整学習とは, 「学習者が習得目標の達成をするように体系的に方向づけ

られた認知, 情動, 行動を自分で生起させ維持する過程 (シャンク & ジマー

マン, 2009, 序文)」とされる。つまり, 自己調整学習を促進するには, 学習

プロセスで, 自己の認知, 情動, 行動をコントロール（調整）していくことに

なる。

3.2 自己調整学習のサイクル  

 自己調整学習には認知, 個人の動機づけと目的制御行動が関係している

(Pintrich,1999; Zimmerman & Paulsen, 1995 など)。自己調整学習は, 自律性

と関係し, メタ認知, 動機づけ, 行動面の 3 点から評価され(Deci et al., 

1996), 時間, 場所, 方法, 順番などを制御するというように学習者自身が学

習に責任を持ち, 自分で効率的に, かつ効果的に継続的に学習するために必

要である。

 自己調整学習では, 計画(forethought), 遂行または意思制御(performance 

or volitional control), 自己内省(self-reflection)という 3段階の学習プ

ロセスがあり, このプロセスを繰り返し, 学習を進めていく (Schunk & 

Zimmerman, 1998)。計画段階で学習目標を設定し, 学習内容を吟味し, 時間と

リソースを考慮し学習方略を選択する。遂行段階では, 計画段階で選択した学

習方略を使い, 自分の学習をモニターしながら学習を遂行する。学習後には, 

自己内省段階として, 自分の学習を計画通り遂行できたか, 計画通り遂行で

きなかった場合は何が原因だったのかなどを振り返る。学習サイクルには, 記
憶や思考などを含む自分の学習および認知活動について客観的に知るという

メタ認知を含む「認知」, 自己効力感ややる気など情緒的な側面を含む「動機」, 
分からない時などに他の人に支援を求めたりする「行動」の調整が関わってい

るとされる（Wolters et al., 2003）。

  自己調整学習サイクルの長さは, 個人的フィードバックの頻度と時期によ

って変わる(自己調整学習研究会, 2012)。1 学期を 1 サイクルとする場合や, 

各授業を 1 サイクルとする場合もある(Goda et al., 2009)。また, 目標につ

いても, 大きな目標から一定の期間で, 実現可能で具体的, 段階的な目標を

設定する。身近な目標から少し遠い目標, そして大きな目標に向かい何度も学

習サイクルを繰り返していくことになる。多くの場合は, 大小, 長短の学習サ
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イクルを組合せ, 自己調整を行いながら学習を継続していくことになる。自己

調整学習の初歩者に比べて, 熟達者は内発的興味を持ち, 内的動機づけが高

く, 学習方略やメタ認知の使用においてより的確で具体的である(シャンク&

ジマーマン, 2007)。自律的に学ぶために, まず, 自己調整学習のスキルと意

識を高めることが重要となる。そのためには, 学習のサイクルを活用し, 計画

を立て, 自分の学習をモニタリングしながら遂行し, 振り返る練習において, 

小さな成功体験を積み重ねることが有効である。また, 振り返る際に, 自分の

成功や不成功を能力に帰属するのではなく, 練習不足や方略のミスマッチ, 

メタ認知の認識の間違いなど, 次回の学習サイクルで改善ができる事項に帰

属するように支援することが必要となる。

3.3 自己調整学習の一般的なフレームワーク  

  これまで開発された自己調整モデルに共通する一般的なフレームワークとし

て 4つの仮定に整理することができる(Wolters et al., 2003)。(1)アクティ

ブで建設的である, (2)調整が可能である, (3)目標, 基準, あるいは標準を設

定する, (4)個人的, 文脈的特性と, 実際の達成度やパフォーマンスの間の媒

介が重要であるという仮定である。最後の(4)では, 学習成果には個人的な要

因だけが影響するのではなく環境などのコンテクストも影響するという仮定で

ある。最近の研究では, 自己調整学習を社会的・文化的文脈と関連付けたもの

が増加している。自己調整学習を習得させるために, 社会的インタラクション

を活用する“coregulation(共調整)”という概念も紹介されている(Winne & 

Hadwin, 2010)。自己調整を行うために, 他者と一緒に目標を設定し, 学習を

遂行し, 自己評価と他者評価を比較し, 自己の学習を調整する手法を習得して

いくというものである。

3.4 援助要請  

 自律的に学ぶためには, 自分の学習において, 分かっていることと分から

ないことが区別でき, 必要に応じ, 先生や友人, 先輩などに, 適切に質問し

相談することが要求される。自己調整学習に影響する要因としても, メタ認知

を含む認知的要因, 情緒的要因, 自己独立性とともに援助要請が挙げられて

いる (合田ほか, 2011; 合田ほか, 2013)。自己調整学習尺度として一般的に

使用されている MSLQ(Motivated Strategies for Learning Questionnaire; 
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Pintrich et al., 1991)にある 2セクション, モチベーションと学習方略のう

ち, 後者の下位項目(リソース管理方略)に援助要請の項目が含まれている。

 技術が進歩・発展し, オンラインによる同期・非同期の自己学習が英語教育

においても多く研究・実践がなされてきた。e ラーニングなどの場所や時間の

制約をうけない学習環境では, より自律的に学ぶことの重要性が強調されて

いる。オンライン学習者コンピテンシでは適切に質問や相談ができることが, 

重要度が高いスキルとして挙げられている(Beaudoin, 2013)。援助要請も認知

的学習方略として機能していることが推測される。これまでの対面の授業との

大きな違いの一つは, 質問や相談する相手を含む情報を入手できるリソース

のサイズと量が大きくなっていることである。今までの学習と異なり, これら

のリソースを活用できることで学習が継続しコースの完了率が上がったと報

告されている(Goda et al., 2013)。

 援助要請には, 適切と適切でないものがある。援助が本当に必要な時に, 妥

当な相手に, 適切な方法で, 相談するということが適切な援助要請である

(Karabenic, 1998)。しかし, 援助が必要でないときに援助を求めてしまう, ま
たは, 援助が必要な時に行動が取れないという不適切な援助要請行動も存在す

る。効果的な学習を実現するためには, 適切な援助要請行動が取れるようにす

る必要がある。

3.5 自己調整学習を養成するための支援とフェーディング  

 自律的に学ぶために, 自己調整学習の習得を支援することは大切である。し

かし, 一方で, 支援しすぎることにより, 依存してしまうなどの不適切な援

助要請行動を引き起こすこともある。支援がすぐにもらえるという状況を繰り

返すことにより, 挑戦しようという態度や自分で取り組むことをせずにすぐ

に諦めたり, 支援を要請すればよいと考えるようになったりしてしまう。援助

としての足場かけだけでなく, 足場をはずす, フェーディングの研究も行わ

れるようになってきた。自律的学習者を育成するために, 本研究の動向も考慮

していく必要があるだろう。

3.6 まとめ 

自己調整学習は, はじめて紹介された時には, 外国語学習に特化した理論で

はなく, より一般的な学術領域で応用され得る理論とされた。しかし, 最近で
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は, 言語教育など, 特定の学習内容や領域についての研究も実施されている。

例えば, リーディング(Tonks and Taboada, 2011)やライティング(Harris et 

al., 2011)がある。テクノロジの発展により, MOOC(Massive Open Online 

Course)や OCW(Open Course Ware)など, 学習者に対し, 主体性が高く求めら

れる学習環境が提供されてきている。中には英語で提供されるコースも多く, 
世界の学習者とともに自律的に学ぶことが可能になってきた。そこで, ますま

す自己調整学習の習得が重要となってくるだろう。新しい学習環境で自律的に

学習を進めるという観点で自己調整学習の研究がさらに発展していくと考える。 
〔合田美子〕 

 

4 自律的な学びを促す教育実践 

4.1 自律の 3 要素とは？ 

 学習者の「自律」や「自律学習」といった言葉を聞くと，私たちはどのよう

なイメージを持つだろうか。これまでの応用言語学，第二言語習得研究では，

自律（学習）について多様な観点から研究が進められてきた。具体的には，学

習者の能力などの認知的側面（ability, capacity, skill），彼らが学習に対し

て示す態度や責任感などの情意的側面（attitude, responsibility, self-

confidence），学習のプロセスに積極的に関わる行動的側面（planning, 

monitoring, evaluation）などに焦点をあてた研究である。一方，自律学習の

先導的研究者である Benson は，自律（学習）が包含する概念を統合的に捉えて

いる。すなわち，自律とは「自らの学習をコントロールする能力（the capacity 

to take control over one’s own learning）」であり，そのコントロールする

対象として（1）学習心理（psychology of learning），（2）学習行動（learning 

behavior），（3）学習状況（learning situations）を挙げている（Benson, 2011）。

これらをより一般的な言葉で表すならば，それぞれ学習動機，学習方略，学習内

容とも言い換えられる。そこで，本論では近年の「全国英語教育学会紀要」ARELE

に掲載された論文を中心に取り上げ，上記 3つの観点から自律的な学びを促す教

育実践のあり方について検討する。

4.2 自律した学びを促す視点 1：学習動機 

動機づけ研究の分野でもっとも研究が進んでいる領域の 1つは，学習動機の
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構造を記述・説明した研究である。海外では，Gardner らによる統合的－道具

的動機づけに焦点をあてた研究に始まり，内発的－外発的動機づけ，達成動機

づけ，原因帰属など教育心理学（動機づけ心理学）の影響を受けた研究，そし

て近年では「理想の L2 自己（ideal L2 self）」，「他者と対話する意思

（willingness to communicate: WTC）」など新たな概念に基づいて展開される

研究が盛んになりつつある（詳しくは，Hiromori（2013）を参照）。国内では，

このような研究成果の日本の教育現場での応用可能性を検討した研究（例：

Honda & Sakyu, 2004; Tanaka, 2003），あるいは日本の学校教育場面をより意

識した研究（例：Maeda, 2003, 2004; Tsuchiya, 2006）も行われている。例え

ば，Honda & Sakyu（2004）では，統合的動機づけ，内発的－外発的動機づけと

いった異なったパラダイムで研究されてきた構成概念を包括的に比較・検討す

ることにより，日本人英語学習者の動機づけ特性を明らかにしている。Maeda

（2003, 2004）では学習方法に関する認知カウンセリングの実践からボトムア

ップ的に構築された「学習動機の 2 要因モデル」（市川, 2001）に基づき，理論

研究による概念だけでなく現実の学習者が持つ学習動機を大局的に捉える尺度

の開発と検証を行っている。

 一方，上記のような学習動機の特性を調査した研究に加え，動機づけが変化・

発達するプロセスへの介入を志向した研究も行われ始めている（例：Mikami, 

2012; 廣森, 2012）。Mikami（2012）では自律学習を促進するため，英語の多読

プログラムに 12 週間にわたって目標設定と自己モニタリングに関する指導を

取り入れ，目標志向性と動機づけの変化に与える影響を検討している。廣森

（2012）では動機づけの発達に影響を与える要因（動機づけ要因）の特定を試

み，そのような要因を活用した指導実践の効果を検証している。このような研

究はまだ数は少ないが，今後，類似した研究の成果が積み重ねられていくことに

より，英語学習への動機づけはどのような状況において高まるのか（あるいは低

下するのか），そのような変化・発達を作り出すメカニズムは何か，どのような

条件下でそのような変化・発達は起こるのか，といった問いに対して，より具体

的な知見を提示できるようになると考える。

4.3 自律した学びを促す視点 2：学習方略 

 学習方略については「優れた言語学習者研究（good language learner 

studies）」以降，学習方略の記述・分類，方略使用に影響を与える要因の特定，
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方略の指導効果の検証など多くの研究を生んできたが（詳しくは，Cohen & 

Macaro（2007），Griffiths（2008）を参照），方略の定義自体に関する曖昧さか

ら研究の妥当性が疑問視されることもあった（Dörnyei, 2005）。しかし，とりわ

け日本のように，英語が日常的に使われることがなく，学校教育でも限られた時

間しか英語の授業に割けない環境下においては，いかに効率的・効果的に学習を

進めるかという問題は喫緊の課題としてあり続けている。

 国内の方略研究の特徴としては，語彙と読解に関する方略研究が盛んなことが

挙げられる。語彙（例：Anezaki, 2003; Ishizuka, 2005; Miura, 2002; Tanaka, 

2008）ではさまざまなタイプの語彙学習方略の有効性を比較・検討したものや，

方略の使用が学習期間の長さによってどのように変化していくかを調査したも

の，読解（例：Fujimori, 2007; Isaji, 2006; Yamashita & Yokoyama, 2004）

では特定の読解方略の有効性を検討したものや，読解方略に対する意識や実際の

方略使用に影響を与える要因を調査したものなどがある。全体的な傾向として，

例えば語彙については，丸暗記などによる無意味学習よりは語呂合わせなどによ

る有意味学習，個々の単語を 1つずつ覚えるよりはコロケーションや前後の文脈

を利用して覚える学習方法がより効果的である一方，実際の学習成果は特定の学

習方略のみに依存するものではなく，単語の特性（具体性・抽象性など），学習

者の言語熟達度，個人差要因（動機づけや言語適性など）によっても異なってく

ることが報告されている。このことは学習方略を研究するには，方略だけに焦点

をあてるのではなく，方略の使用に影響を与えると想定される要因を統合的に検

討する必要があることを示唆している。

 さらに，学習方略の指導効果を検証した介入研究もいくつか行われているが，

その多くはコミュニケーション方略に焦点をあてている（例：Hisayama, 2007; 

Izumi, 2008; Suzuki, 2007; Yamato et al., 2009）。例えば，Izumi（2008）で

はコミュニケーション方略の指導はたとえ短期間でも効果があったこと，暗示的

に行うよりも明示的に行ったほうが効果的だったこと，言語能力だけでなく興

味・関心やコミュニケーションへの態度など情意面においても効果が見られたこ

とを報告している。方略指導については，研究者間でも指導の是非や指導可能性

をめぐって意見が分かれることもあるが（岩井, 2010），指導が学習者自身に自

らの学習プロセスを振り返り，気づきを与える機会になることは明らかであろう。

自らの学習の課題を明らかにし，その改善・解消に向けて主体的に行動できると

いうのは自律学習を構成する重要な要素だが，方略指導はそのようなプロセスを
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経験させる上で有効な手段となり得る。

4.4 自律した学びを促す視点 3：学習内容 

Holec（1981）や Cotterall & Crabbe（1999）らは自律学習を促す 5つのステ

ップとして，（1）目標を設定する（setting goals），（2）学習内容を決定する

（determining learning content），（3）学習の方法を選択する（choosing 

methods of learning），（4）学習の進捗状況を確認する（monitoring learning 

progress），（5）学んだことを振り返る（reflecting on what has been learned），

を挙げている。ここから学習者の自律を促すには，彼ら自身が学習目標や学習

内容の策定に関与することが重要だと示唆される。

 上記のような課題意識に基づいた指導実践例として，廣森（2009）が挙げられ

る。この研究では，学習者の実態やニーズを反映した到達目標（Can-Do リスト）

の策定方法，ならびにその目標に準拠した指導実践の展開についてまとめている。

その詳細はここでは繰り返さないが，Can-Do リストを作成する過程で，教員や

学生が英語の授業において何を目指すべきと考えているのか，あるいは学生がど

ういった学習項目をどの程度できると認識しているのかを明らかにすることが

できる。その知見に基づいた学習内容を提供することは，学生にとって「目指す

べき学習者像」，「到達すべき目標（ゴール）」を具体的にイメージする上で有効

に機能する。「いま自分はどのあたりにいるのか」，「次のステップに行くには何

が必要なのか」といったことがより明確にイメージできれば，先述した学習動

機の向上だけでなく，学習方略への意識に対しても良い影響を与える。

 その他，学習内容が言語的側面だけでなく，認知・情意などの非言語的側面も

含めた学習成果に与える影響を検討した研究としては，映画や文学作品の利用可

能性を扱ったもの（Kadoyama, 2008; Lingley & Ioroi, 2003; 高田, 2006），テ

ーマ学習と言語習得の統合可能性を扱ったもの（池野, 2007），動機づけの診断

的評価を取り入れた授業改善の可能性を扱ったもの（廣森, 2012）などが挙げら

れるが，その効果を実証的に検証したものは数少ない。応用言語学・第二言語習

得研究から得られた知見を踏まえ，どのような学習内容がどのような学習者に効

果的なのかを検証することは，日々の指導を改善する有益な視点を提供するとい

う教育的意義を持つだけでなく，実際の教育活動に根差したより骨太な理論の構

築に寄与するという学術的意義も併せ持つと考えられる。
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4.5 おわりに 

学習者の自律とは，さまざまな状況・場面において，学習者が自らの学習動

機，学習方略，学習内容をコントロールできる能力に他ならない。自律した学

習者を育てるためには，そのような能力を伸ばす機会を継続的に提供すること

が求められる。自律した学習者を育てようと思えば，あるいは自らの指導実践に

おいて学習者が自律的に活動できていないと感じるような時，本論で紹介した 3

つの要素を学習者がうまくコントロールできているか確認してみるとよい。                  

〔廣森友人〕 
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　この 10年，英語教育においても，「反省的実践家（reflective	practitioner）」と

いう言葉が日常的に語られるようになった。アクション・リサーチ，リフレクティ

ブ・プラクティスなどの教師の自己成長，力量形成の方法が実践されるようになっ

たのもこの10年であった。そこで，本章では，ここ10年間の，この分野における

我が国での英語教育における動向を振り返り，今後の展望を示す。

キーワード

第1節	 リフレクティブな英語教育，質的研究

第2節	 アクション・リサーチ，英語教師の成長

第3節	 リフレクティブ・プラクティス，英語教師の成長

第4節	 教員研修，英語教師のためのポートフォリオ

第5節	 現場型リサーチ，英語教師の成長

第6節	 授業実践と教師の成長，英語教師のタイプ
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第 10 章 教師論「成長する英語教師」 

 
1 リフレクティブな英語教育-10 年間の動向- 

1.1 英語教育実践者の動き 

 単に自らの実践を報告するだけにとどまらず,自らの実践を（時に同僚と共に）

振り返り省察を深め,より幅広く多元的な視点から実践について記述と論考を

加えるという意味での「リフレクティブな英語教育」は,「アクションリサーチ」

や「リフレクティブプラクティス」あるいは"Exploratory Practice"といった

キーワードで進められ,日本でも多くの書籍が刊行されている。また,特にこれ

らのキーワードを用いずとも,学校単位のプロジェクトにおいて上記の意味で

「リフレクティブな英語教育」を実践し報告した書籍も少なくない。

   
1.2 全国英語教育学会の動き 

全国英語教育学会（以下,本学会）もシンポジウムやフォーラムにおいては

2004-2005 年の関西地区課題研究「教師が変わる授業研究」, 2012-2013 年の中

国地区課題研究「英語教師が書くということ －日本語あるいは英語による自ら

の実践の言語化・対象化－」, 2013 年度の四国地区授業研究フォーラム「教

室で成長する英語教師 ―リフレクティブな授業改善の手法の可能性と課題」な

ど,「リフレクティブな英語教育」をめぐる動きが見られる（1）。

しかしながら本学会の研究紀要である ARELEに掲載された研究論文と実践報

告においては,「リフレクティブな英語教育」および質的研究は,例えば JACET 

Journal（大学英語教育学会）や Applied Linguistics (Oxford University 

Press)と比べても少ない。下の図は,ARELE と JACET Journal（JJ）と Applied 

Linguistics (AL)の 2002-2011 年度に掲載されている論文の論文名と要約を対

象にした検索結果である（ARELEと JJに関してはCiNiiで,ALに関してはOxford 

University Press のホームページで,それぞれの検索エンジンを使って検索し

た）。検索語は,"reflective", "reflection", "qualitative",およびリフレク

テ ィ ブ な 英 語 教 育 研 究 や 質 的 研 究 で し ば し ば 取 り 上 げ ら れ る

"socio(-)cultural", "epistemological", "epistemology"とした。それぞれの

出現数をそれぞれの雑誌の総論文数で割ったパーセントをグラフで表示したの

が図 10.1 である。 
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図 10.1 ARELE, JACET J, ALにおけるキーワード出現率 

図 10.1 から明らかなのは,本学会の ARELE は,JJ と AL と比べて"reflective", 

"reflection"をキーワードとして含む研究論文・実践報告が明らかに少ないこ

とである。"Qualitative"についてはある程度は出現しているが,出現は JJ と

AL よ り も 約 3 割 少 な い 。 関 連 語 で あ る  “socio(-)cultural", 

"epistemological", "epistemology"に関しては,ARELE は（"reflection"と並

んで）出現が皆無であり,JJ と AL と異なる。無論これらの出現総数/論文総数

は絶対値としてあまり大きくない (ARELE 12/258, JJ 18/139, AL 59/446) の

で,パーセント表示比較の解釈には注意が必要だが,本学会は JACET といった他

の日本の英語教育系学会や Applied Linguistics といった欧米の応用言語学の

代表誌と比べて,「リフレクティブな英語教育」および広く「質的研究」を,正

式な業績としての研究論文および研究報告として認めていないかもしれないこ

とが,図 10.1 からは示唆される。

  英語教育実践者の出版活動の隆盛や本学会のシンポジウムやフォーラムでの

活動からすれば,ARELE において「リフレクティブな英語教育」や「質的研究」

はもっと掲載されてもいいはずである。この掲載数の少なさは何に起因するの

であろうか。浦野 (2012) は,本学会の下部組織である中部地区英語教育学会紀

要（第 36-41 号）を対象に論文掲載傾向を調べ,質的データを扱った研究が少な
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いことを見出し,その理由として (1) 濃密な記述 (thick description) に必

要なページ数が紀要に確保されていない,(2) そもそも質的研究が浸透してい

ない,(3) 査読者が質的研究に精通していないため,適切な審査ができていない,

という 3つの可能性をあげている。(1) は,紀要の補遺を Web 上に掲載するとい

った技術的改善で解決可能であるが,問題は (2) および (3) である。しばしば

指摘されるように,量的研究が19世紀後半から20世紀前半のヨーロッパで称揚

された実証主義 (positivism) を基盤にする一方で,リフレクティブな教育研

究や質的研究は 20 世紀後半からの欧米（および近代以前・非欧米圏）での哲学

や認識論を基盤にしている。したがって実証主義の枠組しか知らない者にとっ

ては,リフレクティブで質的な英語教育研究など,理解し難く研究としては認め

がたいものにしか思えないのかもしれない。現状を見る限り,本学会論文執筆者

の多数派はもっぱら実証主義を自らの基盤としているようにも思えるが ―そ

もそも「哲学」や「認識論」といった用語自体に嫌悪感を示す者も珍しくない

―,その推測が正しいとするなら,本学会が「リフレクティブな英語教育」を正

式な研究業績としてあまり認めない傾向が今後も続くのであろうか？ 

1.3 欧米の応用言語学と日本の英語教育学の比較 

  この点において,欧米の応用言語学会の動きは,今後の本学会（および日本の

英語教育学界全体）の今後のあり方を考える上で参考になる。最近の米国応用

言語学会 (AAAL) のシンポジウム（例えば 2013 年度の Bridging the Gap: 

Cognitive and Social Approaches in Applied Linguistics や 2012 年度の

Addressing the Multilingual Turn: Implications for SLA, TESOL and 

Bilingual Education）の論調を見ても,もはや実証主義が研究の唯一の枠組と

して他の枠組を排除することは決して認められず,"epistemological 

modesty/diversity"のための哲学的議論が深められている。 “Sociocultural 

approach"を含む,実証主義以外の基盤をもつ"alternative approaches" 

(Atkinson 2012) は,実証主義だけを基盤とする"mainstream"よりも勢いがむ

しろあるようにも思える。研究方法のガイドブックにしても,例えば Dörnyei 

(2007)が quantitative data, qualitative data, mixed method を柱にするな

ど,「リフレクティブな英語教育」のための研究を支える基盤はできているよう

である。さらに,リフレクションの時空をより広範囲にとったいわゆる「批判的

研究」 (critical studies)も,Pennycook (1999) や Block  (2003) などに見
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られるように,応用言語学の一分野として既に十分に確立している。

  だが日本の英語教育学界においては,研究法のガイドブックや研究概説書の

良書 （例えば竹内・水本 2012, JACET SLA 研究会 2013) ですらも,実証主義

が中心であり質的研究の扱いは少ない（批判的研究においてはその項目すら存

在しない）。別に日本の研究はすべからく欧米の研究に倣うべきとは言わないが,

確固たる理由がない限り,日本の英語教育界が欧米の応用言語学界で普通に認

められている領域を無視・軽視し続けることの理はない。   〔柳瀬陽介〕 

注 
(1) この報告は筆者が 2002 年以降の ARELE 印刷媒体版で確認したことに基づく。本学会全国

大会の記録は Web 上には十全な形では残されていない。本学会が Web 上に残している記録は第

37 回大会からの 3 大会だけである。CiNii においても,例えば JACET のように大会要綱を掲載

することも本学会はしていない。研究発表の公開と責任の点からするなら,全国大会について

は,本学会による Web 記録保存および CiNii による大会要綱掲載を行うべきではなかろうか。

 

2  アクション・リサーチと英語教師の成長 

2.1 英語教師の成長とは 

 「英語教師の成長」をどう捉えるべきか。まず,人間として自分を高め,社会

に貢献することが成長の基本だが,これは英語教師に限らず,現在をよりよく生

きるために不可欠な資質だから,ここでは特に取り扱わない。とすると「英語教

師」に特化して要求される資質とはなにか。次の 3点に要約できる。

1) 英語という言語についての正しい認識とそれを活用する技能。認識では,

英語をイギリス人やアメリカ人の母語としてではなく,異なる言語や文化の

人々と共生してゆく伝達手段と捉えることであり,技量ではそれを実行する英

語駆使能力である。認識が深まり,技量が向上すれば,その分だけ成長が見られ

たことになる。教室内の出来事で言えば,文法指導や和訳に終始していた授業が,

教師も生徒も意味のやり取りを大切にしたコミュニケーション活動に従事する

授業に変化してゆくことである。

2) 自律的学習者の育成の認識と,それを実践する授業力。学習意欲を喚起し,

意味のある言語活動を通して コミュニケーション能力を伸ばし,成果を適切に

評価する能力が英語授業力である。具体的には,講義形式が中心だった授業が,

与えられた課題から生徒が考えに気付き,ペアで意見を交換し,成果を発表して
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共有する Think, Pair, Share の活動中心の授業に変化することである。

 3)自分の授業を振り返り improve してゆく授業改善力。授業内容や指導法の

理論は時代によって変化する。また,一度成功した指導法も学校や社会環境の変

化や生徒のニーズによって作用しないことがある。そうした場合に問題を正確

に捉え,それに対応して授業を変えて行く授業改善力が求められる。これを持っ

た教師は,常に現状に満足せず,よりよい授業を求めて振り返りや学びを止めな

い。学び続ける教師こそ,教師の成長の最終的な理想像である。

 以上のことを要約すれば,教師の成長は英語についての正しい認識と駆使能

力の向上,学習者を育成する授業力の向上,そして学び続けその成果を実践し続

ける授業改善力として現れるということである。ただし,成長には根が存在しな

ければならない。元になる根がなければ,成長してみようがない。

2.2 何故,アクション・リサーチなのか 

 では,日本の教員養成で「英語教師の成長」に必要な「根」は育成されてい

るだろうか。お粗末と言わざるをえない。英語駆使力は保証されていないし,2-3

週間の教育実習で授業力がつくはずがない。まして,授業改善力の必要性など,

知らない人が大部分だろう。日本では,たまたま英語が少しできるというだけで,

良い就職先のないまま採用試験に合格し教員になる者が多い。生徒の前でたじ

ろぎ精神的に不安定になる新人教員は少なくないが,この責任は,国の教員養成

があまりにもおざなりだからである。

 この点,「学力世界一」のフィンランドの教員養成と比較すると一目瞭然であ

る。ここでは,外国語教員を志望する者には留学が進められ,また,大学院入学前

に現場で助手として働くなどの経験を積む者が多い。なにしろ,教員養成大学院

は医師になるより難関で,10 倍の競争率があるという。大学院では Elementary 

Level の段階から教育実習やメンターの指導によって英語力や授業力がチェッ

クされ,不適切な者には教員以外の進路が勧められる。そして General Level に

なると,それぞれが教育実習などで抱いた問題意識をもとに,間連する文献研究

や実地調査などを実施し,アクション・リサーチを含む多様な practice-based 

research が奨励され,アクション・リサーチで修士論文を書く者も多い。こう

して research-based practice に慣れ親しんだ教員が現場に送られ,自律した

教師として活躍することになるのである。(Sihvonen,2007) 

 日本の教育でアクション・リサーチが利用されるようになったのは,「英語が

262

第10章　教師論「成長する英語教師」



 
 

話せる日本人の育成」を目指した各県での悉皆研修からである。中でも熱心だ

ったのは,高知県,神奈川県,山形県であった。特に高知県では,アクション・リ

サーチを中核に悉皆研修を組み立てた。その実践を振り返り,長崎氏(2008) は

成果を次のようにまとめている。

  (1) 生徒の願いやニーズを踏まえて授業を改善するようになった。

 (2) 授業について「振り返り」を行い,深く考察するようになった。

 (3) 授業の目標や評価を意識するマネジメントの意識が高くなった。

 (4) 研修がポジテブな空気に包まれて,改善に前向きの意識が高くなった。

 このまとめを,世界のアクション・リサーチを集積して分析したハーバード大

学の研究成果と比較してみよう(Zeichner:2001:279)。

 (1) 教師が感受性と自信を高め,生徒を支援できるようになる。

 (2) 授業の困難点の解決により積極的に,前向きに立ち向かうようになる。

 (3) リサーチが終了した後でも授業改善の信念と能力を持続する。

 (4) 学習者中心の指導を心掛け,学習効果も改善することが多い。  

一見して両者が非常に類似した結果となっていることが分かる。共に教師の

意識がより生徒に向き,それが良い教室環境を生み,教師をより前向きにする力

をアクション・リサーチは持っていると言える。

   

2.3 アクション・リサーチは万能か 

では,アクション・リサーチは「英語教師の成長」に万能なのか。すでに述べ

た「成長」の 3 要因,英語力,授業力,授業改善力の視点から見てみよう。まず,

授業改善力への言及が両者に多い反面,英語力の向上にはコメントがなく,授業

力についても数が少ない。アクション・リサーチはこの両面に関しては,さほど

効果が期待できないということなのである。より詳しく両者を比較検討してみ

よう。

長崎氏が最初に指摘している成果,「生徒の願いやニーズに根差した授業改善

をするようになった」という指摘は,ハーバード研究の「学習者中心の指導を心

掛け」と内容的に類似しているが,前者が教師の姿勢の変化に留まっているのに

対して,後者は「学習効果も改善する」と成果にも言及している。長崎氏が 2

番目に上げている「振り返りによって,授業を考察するようになった」という指

摘は,ハーバード研究の「授業の困難点に前向きに立ち向かう」と共通して,授

業改善力の基礎的な姿勢を作る点で効果があったとしている。長崎氏が 3 番目
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に指摘している「授業マネジメント」は,まさに授業力を指している。授業目標

の意識化と評価は,授業力の大切な要素だからである。たが,ハーバード研究に

はこの指摘は全くない。一方,ハーバード研究には,「リサーチ終了後も授業改

善の能力と信念を持続する」と,「学び続ける教師」の姿が描かれているが,長

崎氏のコメントにはこの授業改善力の永続的影響への指摘がない。

 両者の比較から見えてくるものは,高知のアクション・リサーチはハーバード

研究と異なり,授業力レベルによりエネルギーが消費され,リサーチが生徒に及

ぼした成果や教師の永続的変容までは見えてこなかったということである。高

知の研究に深く関わった者として私が弁明すれば,高知の教師の中にも,リサー

チの終了後にも授業改善の能力と信念を持続した人達も決して少なくはなかっ

た。「アクション・リサーチの発想は,英語授業だけでなく,教育の,いや生活の

あらゆる側面で身についた」話す人と何人もインタビューしているからである。

ただ,そうした人達は,すでに十分な英語力や授業力を持ち,その上で真剣にア

クション・リサーチに取り組んだ人達に限られていた。逆に言えば,そこまでの

準備がないままの人もいたということである, 

2.4 英語教師の成長の 3 段階説 

  このような考察から,私はアクション・リサーチが最も効果的に作用するの

は,英語力や授業力を身に付けた段階で実施することだと思う。日本の教員養成

の実情からすれば,十分な英語力や授業力を持たないまま,自分が教えられたよ

うに訳読式の授業から離れられない人がいても不思議ではない。では,彼らには,

どのような研修が「英語教師の成長」を促すのか。現在,私は山形県の楯岡高校

で文科省指定の「英語力を強化する指導改善の取り組み」の研究のアドバイザ

ーをしている。そこでの概略を紹介する。

 研究は 3 年計画なので,初年度は１年生の担当者を中心に「授業研究」を行い,

英語力と授業力の向上に努めた。2 年目は,1,2 年生の「授業研究」とポートフ

ォリオを用いた「振り返り」を中心に実施し,合わせて「自律的学習者の育成」

の実践研究に取り組んだ。3年目に当たる今年は,1-3 年までの「研究授業」と

アクション・リサーチを実施している。いろいろな問題を残しながらも,研究は

順調に進行し,今年の 10 月に公開研究を実施し,合わせてポートフォリオによ

る授業改善,アクション・リサーチによる授業改善の発表も実施する予定である。

こうした取り組みによって,楯岡高校の英語教師の成長だけでなく,近隣の高等
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学校にその成果が波及することを期待している。

2.5 おわりに 

 「英語教師の成長」を目指す研修には多様な方式があってしかるべきである。

楯岡での方式はその一例にすぎない。ただ,現場の多忙化が一層進み,教師の孤

立化・無力感が蔓延するなかで,今こそ,教師としての identity を問うて始ま

ったアクション・リサーチによって力を合わせて困難に立ち向かうことが必要

なのだ。こうした思いを込めて私たちは,「日本教育アクション・リサーチ・ネ

ットワーク」を立ち上げた。Google で検索してもらえば,すぐにでもどのよう

な試行が行われたかアクセス可能である。是非,ご一読願いたい。 〔佐野正之〕               

 

3  リフレクティブ・プラクティスと英語教師の成長 

3.1 リフレクティブ・プラクティス 

リフレクティブ・プラクティス（以下 RP）は一つの実践研究法であり,今日,

教育分野のみならず,人材育成,医学,看護学,スポーツにおけるコーチングなど

の分野でも広く行われるようになっている。現場実践における変化を目的とし

てシステマティックに取り組むという点でアクション・リサーチの一形式とし

て位置づけられる。教員養成では,1980 年代以降,欧米を中心として自律的な教

員 養 成 を 目 的 と し た カ リ キ ュ ラ ム に 組 み 入 れ ら れ , 近 年 で は

Performance-based assessment の広がりにより,教員採用における評価項目の

一部とする動き i も見られる。又,患者とのコミュニケーションに焦点を当て,

その質的向上を重要視する医療教育現場においては実践研究が積み重ねられて

おり,その応用も着実な成果を見せている(GMC, 2009)。理論的にはプラグマテ

ィズム,構成主義,経験学習を基礎とするが,社会文化理論や現象学に立つ研究

観(Johnson and Golombek, 2002; 西村, 2001)とも深く通底する点があると思われ

る。

一方で,次のような問題点の指摘もある。1）リフレクション（ふり返り）と

いう中心的概念の理解と実践上の難解さ（Rodgers,2002; Dohn,2011）,２）捉

え方について十分な解釈がなされないまま流行語のように用いられ始めたこと

による定義と実践方法のばらつき(Rodgers, 2002),３）リフレクションのプロ

セスで自身の問題を取り上げて理解を深める際の心理的な抵抗感(Dewey, 1997, 
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p.13),４）研究に持ち込む際の実証研究の少なさと方法論的妥当性の確保の問

題（Wong et al.,1995）である。以上の問題は,Shon(1982)が論じるように実践

知にどう向き合うかという知のパラダイム的問題でもあり,それは RP の特徴

に呼応するものでもある。本稿では RP の理念的原点とも言えるデューイに立ち

返って,リフレクションとは何かを論じる。まずリフレクションと経験の関係に

ついて述べ,分析過程,さらに手段の一つとしてのジャーナルとその記述例を検

討しつつ,困難点,コミュニティとの関連,人間主義的側面に言及する。

3.2 リフレクションと経験 

リフレクションは経験学習(Experiential learning)の枠組みに位置づけら

れる(Kolb, 1984)。それは内省行為が経験（例えば授業中の出来事）に向けら

れ,経験を資源としてよりよい理解(Dewey, 1997, p.19)を志向する作業である

ことを意味する。つまり RP とは,経験を記述し多様な視点から対話的に分析を

行う過程で出来事に対する理解を深め,自身のビリーフ（教育観や学習者観,あ

るいは意識化されていないレベルの判断基準）の検討を行い,自らの気づきに基

づいて変更を行ってゆく過程で状況の変化を探る実践研究法と言える。自然科

学が捨象する複雑多様な経験の宝庫に,実践知を求めて探索に向かうのである。

デューイは経験に二つの側面を捉えた。一つは Interaction（相互作用性）,も

う一つは Continuity（時間的継続性）である。

 

3.3 Interaction (相互作用性) 

デューイは,学習は個の中で自己完結的に

なされるのではなく,環境との相互作用を通

してなされる ii とし,それは経験の横断的側

面 を 構 成 す る と す る 。 こ れ に よ っ て

interaction は経験に関係的概念として広が

りをもたらすこととなり,分析の手段として

のリフレクションに様々な理論や分析の枠組みを引き寄せる。経験の意味は教

師ではなく学習者が決める(Dewey,1938, p.42)という点は,学習者中心主義的

視点をもたらしたし,現象学は,実践者が教室や臨床的場面で,今ここでどのよ

うに学習者や患者に向き合うかに理念的基盤を与えてくれる。Shon(1982)の

Reflection in action は,瞬間における判断や感情を対自関係的に記述する方

I
教師

Thou
生徒

It  
学習内容
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法であるし,Rodgers(2002)の I-Thou-It はティーチング分析における教師－学

習者－教授内容間の関係において問題を探る道具として有用である。

3.4 Continuity (時間的継続性) 

時間継続性は,経験が次の経験へと結びつけられることで理解が変化し新た

な意味を生成していくこと,将来の変化にオープンであり意味を固定化しない

ことを意味する。逆説的に言えば経験はそれ自身として固定的意味を持つので

はなく,対話的なリフレクションと継続的な検討が行われなければ,どのような

経験もそれ以上の意味を持たないことになる。リフレクションは,経験が新たに

意味を生み出すための方法的手段と言える。

3.5 リフレクションの経験分析プロセス 

リフレクションが,「システマティックな手

法で経験から意味を取り出す作業」(Rodgers, 

2002)ならば,それはどのようなプロセスを経

ることでビリーフ（判断基準）の自己相対的

検討を可能にしているのだろうか。その手順

を Rodgers(2002) を例にとって説明する iii。 

Description（記述）は経験の言語化行為で,

書いても話してもよい（日記,同僚やメンター

との対話）。筆者は授業過程全般の記述ではなく,気になる瞬間をとらえて記述

することを求めている。内省し探求したい瞬間を取り出して言語化したいから

である。その時の学習者の様子も含めて起こったこと,自分の反応と取った行動,

発した言葉,自身の感情,前後の状況等を言葉にしてゆく。

Interpretation/analysis は記述されたことについての解釈/分析。荒唐無稽

なものも含めて自由な解釈を試みる。仲間と話し,書いたものを読んでもらうと

異なる視点からのフィードバックが返る。その過程で「あるいはひょっとして

こうだったかもしれない」と思えた時,それは新たなビリーフから出来事を検討

しえた時で,以前の判断基準とは異なる視点から自己を相対化し始めていると

言える。リフレクションは自己を相対化させていくプロセスでもある。

Intelligent action は次への変化。具体的な行動も自身の中の理解の変化と

いった静的なものも含む。分析を経ると最早以前の立ち位置とは異なっている

 

 

  

 

Description 

Intelligent 
action 

Analysis/ 
interpretation 

Experience 

Description

Intelligent 
action 

Analysis/ 
interpretation 

Experience
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ので,実践者は出来事に対して異なる理解を持って未来に立つことになる。

RP は,相互作用性によって共時的・関係的に理解を広げ,時間継続性によって

通時性,歴史性を備えることで理解の深化とビリーフの書換えを可能にしてい

ると考えられる。

3.6 むずかしさ 

リフレクションには心理的なむずかしさがつきまとう。Dewey(1997, p.13)

は,リフレクションが精神的なとまどいや不安を積極的に受け入れる態度を必

要とするもので,それが必ずしも容易なことではない点に触れている ii。これは

自身のビリーフ（言語化されていないレベルまで含めた判断基準）を自ら言語

化する作業を行い,自身の気づきに従って書き換えを行うという根気のいる面

倒な作業であることに関係する。筆者は英語教師を対象とした大学院において

ウェブ・ジャーナルを用いた RP 実践を行っているが,ここでは定時制高校を実

践の場とする M 先生の記述を紹介したい。”Penguins are in the sea.”を疑

問文にすることを教材としていた授業のジャーナルである iii。

 

I thought it was easy for Ss. But most of the students didn’t try to 

write the answer. Then some students looked worried and murmured each 

other. “Have you done it?” I said to a student who was expected to answer 

the question. But he whispered, “No, I can’t.” I was surprised to know 

that even the student couldn’t make the question sentence. I had to 

change today’s lesson plan. I explained about how to make question 

sentences step by step while I was observing their facial expressions 

carefully. 

After the class, an elderly student said to me, “Today I know the 

lesson very well. I have nearly lost confidence in studying English.” 

I thought the problem was that I had not been conscious of her suffering. 

 

先生は,ジャーナルを書くには当初強い葛藤があり決して易しくなかったと

言う。しかし記述には,実践者として学習者を詳細に観察しようとする姿勢,

時々の学びの評価,生徒のフィードバックに応じての計画変更が見られ,年配の

女生徒の苦しみに気がついていない自身についての言及がなされ,疑問文が理
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解できた感謝の言葉は,むしろ自己の問題として受けとめるべきことと書く。こ

こにあるのは,授業という経験をふり返って記述検討し,生成された理解に立っ

てあえて自身の授業観にメスを入れる分析のプロセスである。Rodgers はリフ

レクションの特徴の一つとして,自身と人との知的で人間的な成長を志向する

態度を挙げているが,この記述はそこに繋がるものとは言えないだろうか。

ウェブ・ジャーナルへの参加教師は,苦労はクラスメートの書き込みによって

報われるが,それは分かってくれる仲間が存在することだと言う。自身に目をむ

けることで生じる内省への抵抗感は,コミュニティという安心して語りを共有

できる場やメンターの存在によって,葛藤の中に意味を膨らませ始める。先生は

「傍目に以前と授業は変わってないかもしれないが,今迄は何だったんだとい

うぐらい自分の見方が変わってきた」と言う。RP の実践は,こうした作業を日々

繰り返していく地道なプロセスである。記述が塊り（They）から学習者個々

（he/she）にシフトする時,教師の目は教室内から教室外の生活（家庭や地域）

へと広がりを見せ始める（玉井,2011）。リフレクティブ・プラクティスは全体

的で人間主義的な営みであり,実践者が自身の営みを観察し,語り,理解を深め

る時,自身のみならず生徒やその仲間の学びの生活の変化を見るのである。  

〔玉井 健〕 

 

注 

i PACT(Performance Assessment for California Teachers)では現場での実践技術を評価する

項目として reflection を項目の一つとして入れている。賛否ある。
ⅱ “Environment is,（中略）, whatever conditions interact with personal needs, desires, 

purposes, and capacities to create the experience which is had(Dewey, 1938, p.44).

Kolb(1984, p.23)は,Lewin や Piaget も学びを環境との interaction に位置づけていると

し,interaction に関する考え方の類似性を指摘している。
ⅲ デューイは手順を6つの段階に分けているが,Rodgers (2002)は4段階にまとめ直している。

玉井(2009)より転載。
ⅳ Reflective thinking is always troublesome because it involves overcoming inertia that 

inclines one to accept suggestions at their face value; it involves willingness to endure 

a condition of mental unrest and disturbance.
ⅴ 大学院の授業課題として書かれたものを M先生の了解を得て転載した。 
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4 教員研修と英語教師の成長 

 
4.1 教員の成長と研修 

 欧州共同体委員会(2007)は，「教師の質が国の国際競争力の鍵であり，学校

における生徒の学習成果を決定づけ，現職教師研修が生徒の学力向上にもっと

も効果があり，クラスの少人数化や授業時数の増加よりも経費がかからない」

(p.3) と報告した。現職教師研修については，我が国でも，教員公務員特例法

（第 19 条）に ｢教育公務員は，その職責を遂行するために，絶えず研究と修

養に努めなければならない｣ と研修の重要性をうたっている。そして，多くの

先進国は，教師の指導力や授業力の標準化あるいは規準化を進めている。しか

し，日本は教師の力量を明示したり，評価したりする規準を設定しないままに，

教員免許更新制度を導入してしまった。また，文科省は「国際共通語としての

英語力向上のための５つの提言と具体的施策」(2011)で，教員の英語力の規準

は「英検準 1 級，TOEFL550，TOEIC730 の取得が望ましい」に言及しているが，

授業力の規準に関しては言及が無い。中央教育審議会（2012）は「教職生活の

全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について（答申）」で，「学

び続ける教員を支援するため，大学の知を活用した現職研修の充実を図るとと

もに，生涯にわたり教員の資質能力向上を可視化する仕組みを構築する」と述

べているにすぎない。

   

4.2 J-POTL(Japanese Portfolio for Teachers of Languages)の開発に向けて 

JACET教育問題研究会は，現職教師が段階的に成長するために参照できる授業

力と英語力の向上を図る省察的実践ツールを開発しようと研究している。その

糸口になると考えられるのはEPOSTL （European Portfolio for Student 

Teachers of Languages, Newby et al, 2007）である。EPOSTL はCEFRとその教

育実践ツールとして開発された「ヨーロッパ言語ポートフォリオ」を主たる源

泉として，教職課程の履修生を含む全ての言語教師に，CLT，学習者中心，自律

学習等の理念を基にした授業力の到達目標を可視化し，実践に資することを目

的として，欧州各国から集められた教員養成専門家によって言語教師の省察ツ

ールとして開発された。その中核に195項目の記述文リストがある。

ただ，EPOSTLは，CEFRの最上級熟達レベルC2を基準に作成されているため，

日本の学生には，レベルが高すぎる項目が含まれている。本研究会はJ-POSTL
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の開発において，その妥当性と信頼性を担保するために，開発者を招いてワー

クショップを開催したり，教職課程を担当している教員や学生に調査を実施し

た結果，学生が使いやすいように100項目に厳選した。その手続きや成果はアー

カイブ（http://www.waseda.jp/assoc-jacetenedu/）に詳しい。

J-POSTLを3年間にわたり試行した結果，教職課程の学生だけでなく初任者教

員の成長のためにも効果的であると認められた。そこで2011年にEPOSTLの195

項目の中で，J-POSTLの文脈化の際に使用しなかった項目を厳選し，現職教員の

ライフ・ステージに合せて，成長のための省察的ツールとしての開発に入るこ

とにした。このツールは，「現職英語教員のためのポートフォリオ」（J-POTL）

として，授業力の到達目標が明示されるばかりでなく，授業の省察と自己評価

を促し，教師の成長と自律につながることが期待される。

必要な予備的調査実施後，62記述文（「授業力のめやす」41記述文，「異文

化理解の指導力」（8記述文），「自律性を高める指導力」（13 記述文）を記

載した調査紙を2012年6月から7月にかけて全国の中等教育機関16,500 校の校

長宛に質問紙を送付し，ベテランと若手の2 名の英語教員に渡し，各質問紙に，

直接，記述文が教員の到達すべき「めやす」として「妥当である」から「妥当

でない」の，5件法（5が一番高い）で回答するようにお願いした。

4.3 結果 

（本調査の全記述文，手続きの詳細，分析方法，結果等はウェブサイト

http://www.waseda.jp/ assoc-jacetenedu/2012_report_j.pdfで，入手できる） 

(1) 基礎データ 

(a) 校種別回答数は5,606件：中学校：3,263件(58.2%)，高等学校：1,789件

(31.9%)，中高一貫：384件(6.8%)，その他：170件（3.1%）。 

(b) 平均：全項目（62記述文）:3.52，「授業力のめやす」:3.66，「異文化理

解の指導力」：3.45，「自律性を高める指導力」：3.12。 

(c) 信頼性係数はいずれの能力において0.9以上であった。したがって教員の授

業力に関しては，経験や研修を重ねることにより，高くなるという仮定のもと

に，回答データから，育成層（5年未満），若手層（5年-10年未満），中堅層（10

年以上）の成長めやすを提言できるように分析を実施した。

(2) わかったこと 

(a)「授業力めやす」の41記述文は，年代層別に分類が可能であった。育成層の
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成長のめやすは13記述文，若手層は15記述文，中堅層は13記述文に分類した。

この41記述文の分類表とその分析方法については，紙幅の関係で，記載が無理

なので，成長の3段階別に，典型的な記述文を1つ例示しておきたい。

育成層：文法事項を様々な方法（教師が例を提示する，学習者自身に文法構造

を気づかせる等 ）で導入したり学習者に使用させたりすることができる 

若手層：ライティング活動を促進させる様々な教材（オーセンティックな教材，

視覚教材等）を用いることができる 

中堅層：リスニングと他のスキルの懸け橋となる様々なポスト・リスニング活

動を設定することができる 

(b)「異文化理解の指導力」の平均値は「授業力のめやす」より低かった。その

ことは，異文化理解を促す授業に教育現場が総じて課題を抱えている現状がう

かがえる。年代層の分類だが，2つの記述文を除く６つの記述文は，ある程度統

計的な処理をもって，記述文を年代層別に分類することができた。その結果：

育成層が4つの記述文，若手層と中堅層が1つずつの記述文となった。

育成層の例：外国人留学生，移民の子弟，帰国生など文化背景や学習経験の異

なる学習者によって構成されたクラスで教える場合，クラスの多様性の価値を

理解し，それを活用すること， 

若年層の例：生徒に社会文化的な「行動の規範」 の類似性と相違性を気づか

せる様々な種類の文章，教材，あるいは活動を選ぶこと， 

中堅層の例：異文化に接した時に，適切に対応し行動できる生徒の能力を評価

すること。

(c)「自律性を高める指導力」の平均値は「異文化理解の指導力」よりさらに低

かった。このことは，「学習自律」を促す授業の実践にも教育現場は課題を抱

えている現状がうかがえる。この13 項目で年代層別の値を見てみると，ある4

つの記述文が，点数的には育成層，若手層，中堅層と高くなるにしたがって上

昇する。しかし，その4 項目においても，どこかの年代層間で有意差または有

意傾向があって差がつくことはあったとしても，すべての層の関係において有

意差または有意傾向があって差が出ることはなかった。つまり，統計的に処理

できなかった。つまり，この自律に関する記述文が示す指導力のいくつかの項

目は，どの年代層においても課題であることが分かる。この能力に関しては，

全体的に低いので，育成層以前の初心者のめやす（4項目），育成層のめやす（3

項目），そしてすべての年代層のめやす（6項目）とした。 
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初心者の例：生徒が自分の知識や能力を振り返るために役立つような様々な活

動を設定すること 

育成の例：ねらいや目的に応じてプロジェクト型学習を計画し実施すること 

すべての年代層の例：生徒にポートフォリオを適切に使えるように指導し，建

設的なフィードバックを与えること 

4.4 考察  

教員は実践と研修により成長すると思われている。今回の調査結果はある程

度それを裏付けた。「授業力のめやす」の41記述文を経験年代層別に分類する

ことができたからである。言い方を変えると，今回の調査で「授業力のめやす」

として回答を求めた41項目の記述文は，現職教員の成長のための規準となりえ

る。一方，「異文化理解の指導力」や「自律性を高める指導力」についての回

答の分析結果は，この種の能力は経験を重ねても向上しないことを示した。し

かし，これからのグローバル化社会においてこれらの能力を養成は重要である。

したがって今後の日本の英語教育では「異文化理解の指導力」や「自律性を高

める指導力」のための教員研修が必要であると言える。     〔酒井志延〕 
 

5 研究と実践の協働による英語教師の成長 

5.1  教師の成長と研究 

 「教師の成長」というテーマで一文を記念誌に寄せるわけであるが,「教師の

成長」という言葉から通常浮かんでくるひとりの教師の生涯（誕生,成長,成熟,

引退など）と研究の接点を論じたいとは思わない。研究との絡みで成長を論ず

る場合,一人の教師の成長ではなく,英語教師という職業に就いたものすべてに

課せられている「成長」,つまり「学習理解の深化」という観点から論じたい。

 教師個々人の「学習理解」は異なっている。それを経験や研修によって高め

ることが求められている。経験の浅い教師が,経験や研修を積むことによって,

学習理解の深いベテラン教師と肩を並べられるように「成長」する,ということ

はあり得るが,教師全体の学習理解を深めるためには,研究が必要である。

5.2  英語学習（習得）理解の必要性 

  「教える」という仕事は「学習を手伝い,その効果を上げる」ことにある。英
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語教育も例外ではない。したがって,そのためには,生徒がどのように英語を「学

習」しているかをまず理解する必要がある。

 ところが,学校教育では,英語学習の理解があまり進んでいない。英語学習の

理論はある。しかし,弱いのは実証データである。「こう学ぶはずだ」ではなく,

「こう学んでいる」ということの理解が十分ではない。学校が,社会が要求する

知識,スキルなどを生徒に与える場であって,それを生徒がどのように受け入れ

て行くかには,大きな注意が払われて来なかったからかもしれない。

  英語学習（習得）過程の研究では,第 2 言語習得研究という専門分野が確立さ

れてきた。このことは喜ばしいことで,この分野の研究から得られる知見（普遍

的真理）をもとに,今後,国の方針（学習指導要領の設定など）や学校での指導

計画,指導案などが策定されるべきである。

 しかし,普遍的真理に行き着く前には,特定の環境における英語学習（習得）

についての研究の積み重ねが必要である。こうした特定環境での研究を,私は

「現場型リサーチ」と呼んでいる（金谷,2008）。例えば,現在の日本の高校（し

かも,ある地域のある高校）で行われた教育の学習への影響の研究である。そし

て,さまざまな高校で行われる研究が,積み重ねられ,その共通部分が抽出され,

それが,第 2 言語習得上の真理と見なされるようになって行くだろう。

  こうした研究は,研究者のみでは出来ない。実践のもつ効果を調べるのに,さ

まざまな条件を厳しく一定に保つことは出来ない。教育上,すべきでもない。そ

のため,得られた結果は一般化しにくい。その弱点を補うために長期にわたって

同じ教育を繰り返し,共通して得られる結果を抽出する必要がある。研究者と実

践者の絆がしっかいりとしていなければ,長期にわたる研究は出来ない。

  また,観察される学習･教育上の「事実」の中には,第 3者の観察だけでは得ら

れないものがあり,実践者の参加が必要になる。それは,実践者の「感じるもの」

であり,この「感じ」も教室で起こる事実の一部である。そして,第 3者の観察

と同じぐらい大切である。この意味でも,教育現場との協働作業が必要である。

5.3  現場型リサーチ〜研究例〜 

 私が携わった現場型リサーチの例を示そう。

  一つ目は,高知県高校授業研究グループとの「和訳先渡し授業」の研究である。

2000 年に始まり,金谷他（2004）という形で結実した。高校における授業モデ

ルの効果を追求するもので,和訳先渡しによって,教材理解の時間を短縮し,生
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徒の活動に時間を割いて,英語の定着を目指したものである。過年度生との比較

で,もともと平均が低かった実験学年が卒業時には追いつき,リーディングでは

過年度生を追い越した。また,和訳力の低下は,見られなかった。

 2 つ目は,山形県立鶴岡中央高校での研究で,金谷他（2012）という形になっ

た。これは,英語 Iの教科書を 1年と 2年,英語 II の教科書を 2 年と 3年にまた

がって使用し,1 年目は教材理解まで,2 年目には前年度の復習から発表活動に

持って行き,英語の定着を図るとり組みである。

 結果は,生徒の英語使用への抵抗感はほぼ無くなり,模試の結果も,1 年から 2

年へかけてより,2年から3年にかけての伸びの方が大きく,全国的傾向,過年度

生の傾向の逆になった。教科書の読み取りも深くなり,リーディングの方策を自

ら発見するなど,学習の仕方に変化が見られた。

 3 番目は,東京学芸大学附属世田谷中学校の 633 システムの研究である。英語

カリキュラムを変えることによる学習効果を観察することを目的としている。3

学年に授業時間を均等に配当するのではなく,中 1 に週 6時間,中 2，3 には週 3

時間を配当する 633 システムを 2003 年 4 月から 6年間実施した。効果は,週 4

時間均等配分（444 システム）の過年度生との比較によって検討された。結果

は金谷他（2012）に報告されている。

 結果として,語彙,表現,聴解,ディクテーションの 4 つの側面で,両者間に有

意差は見られなかった。平均値的には,語彙サイズにも差異は認められなかった

が,633 の方のバラツキが少なかった。英語使用への慣れは,633 の生徒の方が, 

444 の生徒より優っており,話すときに自分の発言権を維持できる力は,633 の

方が際立って勝っていることがわかった。

 最後の例は,「中学生の名詞句把握に関する研究プロジェクト」である。研究

結果の総括的報告書は 2014 年に出版予定であるが,現在のところは,学会誌へ

の発表（木村他(2006),(2010)など）がされている。

 この研究は,中学生が名詞句のかたまりを理解して行く過程を縦断的に３つ

の公立中学校で 3年ずつ調べたものである。文の主語（部）になる名詞句は,

中 1の早い時期から前置,後置の修飾語を含む複数の語から成り立っている。ど

のくらいの段階で,これが一つのかたまりであることが理解出来るようになる

のかを調べたものである。後置修飾については動詞的要素（現在分詞,過去分詞,

関係詞）を含むものは扱っていない。

 結果は,3 校とも同じような傾向が見られ,卒業時までに「かたまりの感覚」
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がつかめたと思われる生徒は,全体の半分を下回った。動詞的要素による後置修

飾は除外しているが,これが加われば 2 割を切るのではないかと想像される。

5.4  研究例と英語教師の成長 

 以上の例は,どれも研究者と実践者のチームが数年から 10 年ぐらいの期間,

取り組んだ結果である。最初の 2つの例は,教え方を長期にわたって調節するこ

とが必要だった。高知の例では,実験校は 1 校だが,チーム内他校の教師も授業

をいっしょに作った。したがって,この 2 つの例においては,研究そのものが同

時に研修であるとも言える。

 山形の例も,発表活動については,英語科全員が知恵をしぼった。また,2012

年度からは協力校として山形西高校が加わり,ここでも同じ趣旨の試行が始ま

ったので,学校をまたいで,複数の高校教師たちが協力することになった。

 あとの 2 つの研究では,授業方法を全員で考えるという側面は少なく,前者は

カリキュラムの違いによる影響,後者は同じ教材,同じカリキュラムによる異な

る学校 3校での学習の状況を把握しようとした。この 2 つでは,研究結果そのも

のに,携わった教師の生徒理解が進んだという成長が見られた。

 東京学芸大学附属中では,学習初期に授業を集中することで,カリキュラム構

造の違いが,テストの点数には現れない力の育成に影響を与えることがわかっ

た。また,授業を集中することで英語嫌いを作る恐れはなく,逆に下位の生徒の

学習を維持するのに役立つことがわかった。このことは,チームのメンバーのみ

ならず,この研究に触れた教師たちに,生徒の学習への向き合い方を教えてくれ

ている。

 名詞句の把握については,中学生がどのような状態で高校へ行くかを考える

上で,一つのヒントを与えてくれる。名詞句の理解については,中高でどのよう

な指導の連携を行えばよいのかを考えさせてくれる。

5.5  現場型リサーチだからの効果 

 研究者のみによる第 2 言語習得研究によっても,我々英語教師の生徒理解は

深まる。だが,長年「現場型リサーチ」に取り組んできて,とりわけ研究者と実

践者の協働による現場型リサーチがそこに携わる教師を「成長」させてくれる

幅が広いと強く思う。

 厳密な科学研究は,研究対象にかかわる諸条件を出来るだけコントロールし
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て研究しようとする。そのため,実践者にとって,そこから得られた知見を十分

な安心感をもって信じることが出来ないことも少なくない。しかし,現場型リサ

ーチでは,現場での教育,学習の自然さを大切にして,コントロールも最小限に

する。そのために,実践者にとって,そこから得られた知見に対して親しみを感

じ,実践への繋げやすい。

 そして,何より,現場型リサーチに参画した実践者は,研究の過程全てに参加

することにより,研究テーマを深く考えることになる。研究デザインを作るに

は,自分の取り組んでいる研究対象がどんなものなのかを,考え抜かなければな

らない。この研究の全行程を通じての「考える」ことが,教師を「成長」させ,

実践において,研究成果のみではなく,研究方法も実践に大きく役立てることが

出来るようになるのである。

 今後,いくつもの教育現場で「現場型リサーチ」が長期間にわたって行われ,

我々英語教師が全体として,より良い教育を行える基盤を身につけるようにし

たい。                                                      〔金谷 憲〕 

 

6 授業で成長する英語教師 

6.1 今の時代英語教師に求められるもの 

 時代が激しく動いている。英語教育の教え方も激しく動いている。私は日本

の英語教育の流れの中に 50 年以上は身を置いてきた。今は激流である。

今教師はどうあらねばならないか。私は次のように言い続けている。

 

新しい教え方に,教師がチャレンジするということは,教師自身が教え

方を変えるということです。そのためには,教師が変わらなければなりま

せん。教師が変わらないでいて,生徒が変わることは期待できません。今

の時代では 

 「教えるということは,教師自身が変わること」 

というのが私の結論です。 

   

これが授業で成長する英語教師へのスタートラインである。

  先生方は「自分の授業を変える」という決心ができているか。これは私自身

に対する自戒でもある。 
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6.2  教師第 1 のタイプ 

 私は京都教育大の附属中の校長をやらせていただいた時があった。その他た

くさんの学校での英語分科会で助言者係を仰せつかってきた。したがって,そう

いう研究会に参加される先生方にはかなり接触があった方である。その中に私

の言う第 1 のタイプの先生方が結構おられるのである。それらの方について述

べてみよう。

 たとえば京都教育大附属小中学の年次研究大会は2013年は2月の15,16日の

2 日間にわたって行われた。1 日目の参加者 1.200 名,2 日目が 800 名という大

変な人数となった。私は 2日目の英語分科会で話をさせていただいた。

 全国から先生方が集まって来られる。旅費をかけ参加費をかけ集られるので

ある。この研究会の話ではなくて,こういう場合の一般的な話をしよう。以上述

べたような手間,暇かけて集ってこられるわけだから,「何か学んで帰ろう」と

いう気持ちは皆さん持っておられる。しかし第 1のタイプの先生方は,何らかの

ものを学んで帰えられることが極めて少ないグループである。英語の分科会に

も講演会にもきちっと参加なさる先生方である。第 1 グループの先生方は,1 帰

りに校門を出られた頃から,研究会の緊張から自由になるせいか本音が出る。

  「たしかに良い授業だった。しかしあれは,生徒も我々の生徒と違って選ばれ

た優秀な生徒であるし,先生方も優秀な人の集まりだったものね」というささや

きが出始める。そして自分たちには真似ができないと考えておられる。その結

果実質的には何も得て帰らない。「何も得ないグループ」である。

 私はそういう経験を何回かしてきたから,この頃は先手を前もって打って「先

生方,なにか 1つでも 2つでも良い。自分のクラスで実践できそうなものを見つ

けて帰ってほしい。そうでないと高い旅費もそして参加費も,ホテル代もムダに

なりますよ」と言うようにしている。研究会で見せていただいた全く同じこと

を,自分のクラスでそのまま使えないのは,私は当然だと考えている。それでも

先生方によっては,きちんと自分の教室での実践におみやげとなるものを,持っ

て帰る人と実質何も持って帰らない人が出てくる。早く第１のグループを抜け

出してほしい。そうでないと授業で成長する英語教師への途は開けない。

6.3 教師の第2のタイプ 

 続いて第 2のタイプの教師である。私が例えば研究会などで,ある教え方を紹

介し,そのやり方についてワークショップ形式でおこなったとする。1 年位後に
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なって,それらの先生方にお会いした時顔見知りであるにもかかわらず,先生方

が沈黙しておられる時がある。こういう先生方は,私の指導したやり方を 1度実

践してみた方が多い。そういう意味では第 1 のタイプの先生方より一歩前に進

んだ先生方だ。しかし試してみて「どうもうまくいかない。自分のクラスには

合わないのではないか」と考えられ,結果においては今要求されている新しい教

え方の前で足踏みしている。そういう先生方は私にあまり声をかけない。私は

第 2のタイプの先生方が一番多いのではないかと思っている。クラスの置かれ

ている状況も,生徒のレベルも全く同じなどというクラスはあり得ないと思う。

私は今まで「既製服から注文服へ」と言い続けている。「私が提案する考え方は

いわば既製服です。既製服をあなたのクラス全員に着せるのはムリです。どう

ぞあなたの生徒に合わせた注文服に直すという視点を忘れないでください」と

いうのが私の願いである。

6.4 教師の第3のタイプ 

 第 3 のタイプの先生は,第 1のタイプの先生と全く違う。2度目にお会いした

時に,私のことを積極的につかまえて「先生の提案を受けてやってみた。しかし

思ったほど力がのびない。」「自分のやり方のどこが悪いのだろうか」とか,「少

し希望が見えてきた。がんばります」などと色々話しかけてこられる。こうい

う先生方は実践家としてもう独り立ちして,歩き始めている。「先生はこう言わ

れましたが納得できません」などとはっきり言ってくる。私の方も自分の提案

の説明のたりなかったところや,足りないところを見つけることがある。私は正

直のところ「うまくいきました」という言葉よりは「どうもうまくいかない」

という質問を持っている先生方との話の方に力を入れる。こういう先生方には,

私は期待をかけることが多い。何年かするとこういう先生は着実に進んでいる。

私が京都府あの委託研修生として担当し一年間学んでいただいた 1人の先生は,

ある研究発表の時に「この授業については考えて,考えて,考え抜いた」と言わ

れた。今も「考えて,考えて,考え抜いた」という彼女のことばがまだ私の頭の

中に響いている。パーマー賞の選考委員も長くさせていただいたが,スタートは

色々の授業を見て参考になされたと思うが,パーマー賞を受賞する頃までには,

みんな独自のものを持っておられた。次のことばを贈りたい。
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「ああしまった。

生徒のために 
このことをもっと早くからやっていればよかった」 

あなたがそういう反省をすることが 
時に応じてあるとすれば 

あなたは大丈夫 
まだ進歩の可能性がある 

 
えいじ           

 

そして再び本稿のスタートにもどる。それは「教師が変わらなければ生徒が

変わることは期待できない」と言うことである。そうは言っても「とても忙し

い。」とか「やることが多すぎる」などの声が聞こえてくる。全く教師は忙しい。

ただそれを繰り返し,しているだけでは嘆き節にすぎない。「方法は必ずある」

という信念で進む教師が「授業で成長する英語教師」の目指す到達点ではない

か。最後に司馬遼太郎氏「坂の上の雲」から次の文を紹介したい。

 真之の海軍大学校における戦術講義は,不朽といわれるほどの名講義だった

らしい。どういう原典も使われなかった。  

 かれ自身が組織して体系化した海軍軍学を教えただけでなく,それをどのよ

うにして組織しえたかという秘訣をくりかえし教えた。

 「あらゆる戦術書を読み,万巻の戦史を読めば,諸原理,諸原則はおのずからひ

きだされてくる。みなが個々に自分の戦術をうちたてよ。戦術は借りものでは

いざというときに応用がきかない」 

 どこか英語の授業実践に相通じませんか。

 みなさん,志を高く持って一緒にがんばりましょう。         〔齋藤栄二〕 
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　この章では，英語教育の理論と実践において重要な課題である教授法について考

察する。1節では，教授法の現状と展望を大まかに示す。教授法の動向と学校教育

における英語指導の概観に基づき，学校教育における教授・指導法に関して展望す

る。2～ 5節では，代表的な 4つの教授法に触れる。現在注目を浴びているTBLT

とCLILだけでなく，我が国の英語教育に馴染みの強いPPPとオーラル・メソッド

に関して具体的に考察する。一般的な教授法の説明に留まらず，各々の教授法に関

して，（a）言語・言語習得に関する理論的背景，（b）我が国の英語教育において

有効と考えられる理由及び問題となる点等を示し，（c）学習指導要領を踏まえな

がら，小・中・高等学校を中心とする学校教育での英語教育における可能性を考

察・展望する。

キーワード

第1節	 文法訳読法，オーディオ・リンガル・メソッド，コミュニカティブ教授法，

英語での授業

第2節	 タスク，タスク中心の言語指導，タスクに支援された言語指導，タスク媒

介型の言語指導，フォーカス・オン・フォーム，タスク・学習者・教師の

ダイナミズム

第3節	 教科科目などの内容とことばを統合した学習，足場づくり

第4節	 プラクティス，宣言的知識，操作的知識，自動化

第5節	 オーラル・メソッド，パーマ－，ホーンビー，直接教授法，口頭導入，学

習習慣
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第 11 章 教授法 

 
1 教授法の現状と展望 

1.1 教授法の動向と学校教育における英語指導の状況 

（1） 伝統的教授法 

代表的な伝統的教授法として, 第一に文法訳読法(Grammar Translation 

Method)が挙げられる。演繹的文法説明と訳読を中心としたこの指導法において

は,聞くこと話すことではなく, 読むことと書くことが主な対象となり, 正確

性が重要視され, 母語を用いて展開される。もともとは 1840 年代から 1940 年

代においてヨーロッパの外国語教授法の主流であった指導法であるが, この文

法訳読スタイルの授業は日本の英語教育において伝統的に広く用いられてきた。

英語運用能力育成の志向が高まっている現在においても, この教授法において

教師には高度な英語運用能力が求められず, 大人数のクラスでも実施に問題な

く, 入試にも対応できると教師が考えていることなどから(松村,2009), 特に

高等学校においてこのスタイルの授業が多くみられるようである。しかしなが

ら,コミュニケーション能力の育成という観点からはあまり効果の期待できな

い訳読中心の授業からの脱却は急務であるといえよう。英語教育における訳読

の効果を主張する声もあり（Cook,2010 等）, 目的に応じて（最小限にとどめ

ながら）, 効果的に用いられるべきであるが, 少なくとも,日本語での文法説明,

訳読一辺倒の授業については修正されるべきであろう。

次にあげられるのが, 1940 年代から 1950 年代末にかけて構造言語学と行動

心理学が組み合わさって生まれ広まったオーディオリンガル・メソッド

(Audio-lingual Method)である。口頭練習を繰り返すことによる習慣形成を学

習原理とし, 徹底的な反復練習に重きが置かれている。 口頭での基本文型の集

中練習,ドリル, 練習問題へと続くパターン・プラクティスを中心としたこの教

授法はその後, 様々な批判を受け衰退していくが, 日本では、現在も重要な役

割を果たしているのではないだろうか。メカニカルな反復練習（プラクティス）

について, 最近は反対の声も多く, 過度に用いられるべきではないが, 限られ

た中・高等学校での学習時間において効果的かつ効率的に学ぶためには, コン

テクストを与えながら練習させるなどの工夫を加えながら, 上手く活用してい

くべきであるといえる。 
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中・高等学校において現在も広くみられる文法説明に続いての反覆練習とい

う流れの授業は，以上述べた伝統的教授法の手法を用いているといえる。

（2） コミュニケーションのための言語教育 

正確性や形式を重視する伝統的教授法への理論上の疑問や, 実際に学習者の

外国語運用能力を伸ばすことが出来なかったという反省から 1960 年代後半か

ら 70 年代にかけてヨーロッパを中心に広まっていったのがコミュニカティブ

教授法（CLT）である。 強いバージョンから弱いバージョンまで様々なバリエ

ーションがあるが, 共通する指導原理として①コミュニケーション能力の発達

が目標，②目標言語の使用が活動の中心，③正確さより流暢さを重視する（白

畑他,2009）があげられる。この理念に基づくべき会話中心の「オーラルコミュ

ニケーション（OC）」が日本でも 1994 年に高等学校に導入されたが, 特に進学

校において, 実際は文法中心の OCG と揶揄される授業が展開されるなど, 効果

を上げてきたとは言い難い。 大きな問題として流暢さを重視するあまり, 正確

性が軽視されてしまうことがあり, また日本のような日常使用することのない

外国語として英語を学ぶにおいて, 学習者要因, 学習環境等の問題があること

は事実である。  

「流暢さ」重視のために「正確性」が犠牲になるという欠点を補うために登

場したのがフォーカス・オン・フォーム（Focus on Form: FonF）である。伝統

的教授法として上に紹介した文法訳読法に代表される正確さ・形式を重視した

指導はフォーカス・オン・フォームズ（Focus on Forms）, 強いバージョンの

CLT など意味の伝達を重視した指導はフォーカス・オン・ミーニング（Focus on 

Meaning）に分類されるのだが, この FonF においては, 意味の伝達を中心とし

た言語活動を中核におき, その中に付随的に帰納的（あるいは演繹的）に文法

指導が組みこまれており, タスク中心の言語教授法（TBLT）において具現化さ

れていると考えることができる。TBLT は CLT のひとつの型, あるいは論理的発

展型とも考えられ, その定義については研究者により様々であるが, 第二言語

習得（SLA）研究の知見に基づく理論的にも充分に説得力のあるこの教授法は特

に SLA 研究者に強く支持されている（和泉,2009；松村,2012 等）。TBLT の詳細

については次節に讓るが, 和泉らの主張するように, 英語を使えるようになる

ために学ぶのではなく, 教室で使っていく中で学んで行くことができるとすれ

ば, この TBLT は, 今後の英語教育を考えていく上で大きな鍵になるといえる
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だろう。しかしながら, 限られた授業時数やクラスサイズ等の外国語としての

学習環境や, 動機づけや英語の熟達度等の学習者自身の要因等, TBLT への懐疑

的な見方もあり, 弱点も多々指摘されている（Miyasako,2012; Sato,2010 等）。

また, 伝統的な文法説明（presentation）→練習（practice）→産出（production）

の流れを基本とした PPP 型を基本とする授業構成を提案している研究者も多い

（高島,2011；村野井,2006 等）。

1.2 学校教育における教授法・指導法に関する展望 

（1） 「授業は英語で行うことを基本とする」について 

 2013年4月からの新学習指導要領完全実施で, 高校では「英語の授業は基本的

に英語で行う」ことになった。主に日本語でのみの英語授業への批判はかなり

以前より聞かれ, 教師が英語を使わずして, 生徒が英語を話そうとするわけが

ないという主張は至極当然である。筆者らの研究（Koga & Sato,2013; Sato & 

Koga,2012）では, 教師が主に英語で授業を行ったクラスでは半年後に大学生の

「会話意欲（willingness to communicate: WTC)」, すなわち, 英語で自発的

にコミュニケーションをしようとする意思は有意に向上したが,主に日本語で

授業を行い,学生には英語の使用を強く奨励したクラスでは WTC は全く向上し

なかったという結果が出ている。教師自身が使用者のモデルとなる「主に英語

での授業」は理にかなっており, 高等学校のみならず中学校においてもより奨

励されるべきであろう。言語習得の観点からも質の高い潤沢なインプットは不

可欠とされ, 生徒の現在の英語能力より若干上のレベルではあるが理解可能で

ある“i ＋１”のインプット（Krashen，1982）をできるだけ与えることが重要

であるとされている。 生徒は文脈や，前後関係，または教師の表情やジェスチ

ャーなどを手掛かりに多少レベルの高いインプットを理解しようとするのだが， 

この時に習得が進むと考えられている。これはウエイトトレーニングで筋肉を

強化していくときにバーベルの重さを少しずつ重くして行かなければいけない

のと同様である。さらに,“i ＋１”に加え, 理解した知識の強化と自動化を促

す現在の英語能力や若干易しいレベルの“I ”, “I －１”のインプットを大

量に与えなければいけないことはいうまでもない。主に英語で行う授業におい

て教師は, 生徒の反応をみて臨機応変に難易度を調整しながら, クラスルーム

イングリッシュを超えた意味のあるインプットを与え, また生徒の誤りに瞬時

に気づいて的確なフィードバックを与えていくことが求められているのである。
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これからの英語教師には, より高度な英語運用能力が求められているといえる。

（2） 伝統的な教授法の改善と CLT，TBLT との融合 

国際語，あるいは国際補助言語（村野井,2006）である英語を用いて世界に向

けてメッセージを発信できる人物を育成するためには, 従来の受信型英語教育

から, 発信型英語教育への転換を実現すべきなのはいうまでもない。日本の英

語教育が実践的コミュニケーション能力育成を目標とするのであれば, 文法訳

読法やオーディオリンガル・メソッドなどの伝統的教授法を改善し, 実際に英

語を使わせるアウトプットの場面を数多く取り入れることや, あるいは CLT や

TBLT の理念に基づき授業を構成し, その中で文法の明示的指導や, 十分な練

習も取り入れるなど, 伝統的教授法とコミュニケーションを重視した教授法の

バランスのとれた融合が求められるのではないだろうか。例えば, PPP 型の流

れにおいて,文法説明時などに効果的に日本語を用いながら, 基本的には英語

授業を進めていき, 最後の P (production)において自由度の高いコミュニケー

ション活動を必ず入れるようにするなどが考えられるだろう。また, 最近注目

されている言語を情報獲得の手段として使用する内容言語統合学習（CLIL）や

内容重視の言語教育（CBLI）の導入・応用も検討されるべきであろう。目標言

語指導を言語的なシラバスではなく学習者が学ぶ内容や情報を中心にまとめた

これらのアプローチはまさに使うことにより目標言語を学んでいくことになり, 

実際に, 一部の大学では成果も上げているようである（CLIL は 3 節参照）。

これまで様々な教授法・指導法が開発・提案されてきたが, 教師には, それ

ぞれがどのような場面においてどのように効果的であるか,理論と実践の両面

から知ることが重要であろう。そのうえで, ある特定のアプローチにこだわら

ず, それぞれの教授法の良い点を組み合わせ創意工夫しながら, 自身の授業を

構築していくべきではないだろうか。さらには, 多重知能（multiple intelli- 

gence）の理念にあるように, 学習者の多様性に対応していくことも重要であろ

う。  

最後に, どのような形態の授業であっても, 教師からの質の高い潤沢なイン

プットと教師と生徒の意味にあるインターアクション, 生徒のアウトプットの

機会が不可欠であることを再度強調し, この節の結びとしたい。  

〔佐藤臨太郎〕 
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2 TBLT 

2.1 定義 

 「タスク中心の言語指導」（task-based language teaching: TBLT）の定義と

その特徴を述べる前に，「タスク」（task）を定義しておかなくてはならない。

第二言語教育におけるタスクは，設定された非言語的なゴール（例えば，旅行

先の決定）への到達を目指す活動の中で学習者に目標言語の理解や表出を求め

る課題と定義される。タスクは，設定されたゴール達成のために学習者が主体

的に関与，判断し，その注意を主として言語形式ではなく意味に向け，現実の

言語使用と同様の認知プロセスを働かせることを目論んだプランであり，評価

もそのゴールを達成したかどうかという観点でなされる（Ellis，2003; 松村，

2012；Samuda & Bygate, 2008 等）。したがって，タスクでは，言語をその構成

単位に分割して扱うのではなく，ホリスティックに処理することになる（松村，

2012; Samuda & Bygate, 2008）。 

タスクは「授業を構成するコンポーネント」（松村，2012, p. 69）であるが，

それをカリキュラムや授業展開の中でどう位置づけるかについては，タスクそ

れ自体は何も規定しない。その位置づけ方は，通常 TBLT と「タスクに支援され

た言語指導」（task-supported language teaching: TSLT）に区別して論じられ

る。前者では，タスクが指導の中心的単位としてシラバスを規定し，言語的側

面が目標指導項目として設定されることはない。後者では，シラバスがタスク

以外の要素（文法，言語機能等）によって規定され，タスクはその枠組みの中

で補助的，支援的に活用される。TSLT におけるタスクは，PPP (presentation, 

practice, production) 型言語指導の中の第三段階の表出活動として用いられ

ることが多い（Ellis，2003; 松村，2012；Samuda & Bygate, 2008 等）。本節

は，TBLT に絞って，その言語習得観，日本の英語教育における問題点を議論し，

今後の研究および実践のあり方を展望する。

2.2 言語習得観 

TBLT は，文法などの言語的要素を中心とした伝統的シラバスの下での指導と

は異なる言語習得観を反映している（Long, 1997 等）。伝統的な指導は新しく

提示された言語項目をその単元内で完全に習得し，シラバスに沿ってそれらを

積み上げる形で学ぶという習得観に立つ。言語使用において学習者は学んだ言
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語項目を統合することになる。これは「学んでから使う」「学んだパーツを組み

立てて使う」という考え方である。それに対し，TBLT は「使うことを通して発

達する」という習得観に立つ。学習者は言語使用の経験の中で自己の内的シラ

バスに沿って心内の文法を徐々に改訂していくとされる。この習得観は，発達

途上のどのレベルの学習者も不完全ではあってもその能力なりに機能すること

が可能であるという考え方と親和性がある（松村，2012）。

TBLT では目標言語項目があらかじめ設定されることはないが，言語形式の指

導を排除しているわけでは決してない。むしろ，TBLT を提唱するロング（Long）

は，TBLT と形式面の指導との関係について，意味中心の活動の中で，訂正的フ

ィードバック等を通して偶然的かつ一時的にその意味を表す形式に学習者の注

意を向けること（フォーカス・オン・フォーム，Focus on Form: FonF）の重要

性を強調する(Long, 1997)。目標言語でのやりとりの際にコミュニケーション

上の問題に遭遇する中で，FonF を施されることによって，学習者の中で意味と

形式との関係性に対する気づきや自己の知識と目標言語とのギャップに対する

自覚が生まれ，そのことが第二言語学習を促進すると言う(Long, 1996; Swain, 

1995)。ウィリス（Willis）もまた，タスクのみで終わる指導の危険性を指摘す

る(Willis, 1996)。意味の伝達のみが目標の場合，語彙項目のつぎはぎでもタ

スクを完成させることができ，それ以上の発達が保証できない。それを防止す

るために，タスク・サイクルという流れの中でタスクの後に報告(reporting)

のための準備(planning)の機会を設け，学習者の注意が形式に向くように仕組

むことを提唱する。そしてウィリスはサイクルの最終段階に，明示的な文法指

導や練習も組み込んでいる。以上の議論をまとめると，TBLT では，FonF を含む

文法指導を行うのはタスクの前ではなく最中または後であり，それにより学習

者は必要を感じた時に「答としての文法に出会うことになる」（松村，2012，p. 

82）。これは，上で述べた学習者自身が創造的に言語を構築する力を尊重したア

プローチであり，教師は豊かな言語環境を整え，学習者の側で必要が生じた時

に適切に介入するという支援者としての役割を担う。

2.3 問題点 

文法指導を先に行わないという点に関係する TBLT の限界が指摘されている

（例えば，Swan, 2005）。訂正的フィードバックに代表される FonF は，該当す

る文法事項を学習者が部分的にでも知っていることが前提であり，また，いく
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ら形式に注意が向くように仕組んだところでそもそも知らないことは使えない

というのがその主旨である。これを根拠にスワン（Swan）は，TBLT は学習者が

すでにもつ知識を活性化させて言語処理面での正確性，流暢性，複雑性を向上

させるのには適しているものの，何もないところから知識が新しく構築される

とは考えにくく，既知の表現の範囲に学習者を閉じ込めるという意味で，タス

クを「拘束衣」のようなものと呼ぶ(Swan, 2005, p. 388)。そして，TBLT は外

国語学習環境や初級者の学習には適さないと主張する。

佐藤も同様に，新しい言語項目を学ばせるという役割はタスクには果たせな

いと指摘する(Sato, 2010)。そしてこのことと日本の学校英語教育の諸条件を

鑑み，PPP の枠組みで目標項目についての宣言的知識をまずつけさせ，それを

練習させ，最終段階としてタスクに取り組ませるという活用法が望ましいと主

張する。このように，日本では，タスクを TSLT の枠組みで活用するという提案

が主流である（他には，髙島, 2011）。実際，2002 年から 2012 年までの全国英

語教育学会発表予稿集を調べてみても，TBLT に関する実証研究は大学生を対象

とした研究以外は存在しない。発表されている実証研究のうち，そのほとんど

が通常の指導とは別に研究のためにワンショット的に実施された実験であるか，

そうでなくても TSLT の枠内でのタスクの効果を検証するものであった。

2.4 可能性と課題 

はたして TBLT はスワンが言うような限定的な機能しか果たしえないのだろ

うか。これまでのタスク研究の偏りが，そのような印象を持たせてしまってい

ると筆者には思われる。第二言語習得研究におけるタスク研究の主流は，タス

クの特性が言語運用の正確性，複雑性，流暢性に与える影響を検証するという

心理言語的アプローチによる実験研究であった(Ellis, 2003)。確かにこのタイ

プの研究からは，学習者が現在持つ中間言語知識を活性化させ処理能力を最大

限に発揮させるというタスクの役割を研究できても，新しい知識を創りだすと

いう機能は見えてこない。この現状の中，サムダ（Samuda）の研究は注目に値

する(Samuda, 2001)。彼女は，新しく知識を創るタスクの機能は，タスク，学

習者，教師の三者の相互作用をリアルタイムで捉える研究によって明らかにな

ると主張する。特に，彼女は，これまで見過ごされていた教師の役割に注目し，

タスク遂行中の学習者と教師の対話データを用いながら，教師の「背後からの

リード」(Samuda, 2001, p. 129)，言い換えれば熟練した足場がけ(scaffolding)
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により学習者が知らない言語形式とその意味の結び付けが可能となる様を示し

ている。サムダは，その過程を以下のように描写する。タスクに取り組むこと

でまず意味空間が形成され，学習者はあらゆる資源を用いてその意味の言語化

を試みる。もちろんこの時点では学習者は該当の形式を使えないが，意味は学

習者の中で強調される。そこを熟練した教師が目標形式を対話の中で自然な形

で組み入れ，その形式に関してより明示的な説明を後で行うのである。学習者

は，導入された直後はその形式を使えるわけではないが，さらにその後の活動

で，新しい形式を使用できるようになる。ただ，この研究はアメリカの教室で

英語を学ぶ成人を対象にしたものなので，これだけでは新しい知識をゼロから

生み出すと断言することはできない。しかし，少なくとも，拘束衣どころか自

由で豊かな言語使用と学習を生み出すタスクの可能性が垣間見える。

サムダの研究から，松村（2012）が提案する「タスク媒介型の言語指導」

(task-mediated language teaching)が連想される。これは，文法シラバスに依

拠した指導を前提としながらも，タスクが目標文法事項の導入に先行し，導入

の意味のための文脈をつくる機能をタスクに持たせるという提案である。教師

の側で目標となる形式があるため TBLT ではないが，自由な言語使用や事後型文

法指導というその理念を保持しており，TBLT の変種とみなすことができる。

TBLT の理念を日本の教室で実現するために，我々は何をすべきなのか。筆者

は，次の 10 年の課題として，研究者と教師が協同で，現実の教室の中でタスク

に取り組む学習者と教師の相互作用からどのように新しい知識が創り出される

のかということを探求する研究を積み重ねることを提案する。社会文化的アプ

ローチなどの新しい視点から，学習をダイナミックに分析するスモール・スケ

ールの研究を積み重ねるのである。このアプローチは，タスクを固定的な作業

プランとして捉えるのでなく，タスクの動的な側面，つまり学習者，教師との

相互作用の中で言語運用を生み出すというダイナミズムを重視する(Coughlan 

& Duff, 1994)。タスクは多面的であり単一の理論的枠組みではとらえきれない

ので様々な理論的枠組みで研究する必要があり（Ellis, 2000），そうすること

で新たな可能性が可視化されると思われる。加えて，教師教育の役割も重要で

ある。タスク，学習者，教師が望ましい方向で作用するには，教師の力量が問

われるからである。研究者と教師協同の固定観念にとらわれない探索が求めら

れる。                          〔戸出朋子〕 

 

291

第2節　TBLT



 

3 CLIL 

 

3.1 CLIL とは 

Content and Language Integrated Learning の頭字語である CLIL（Mehisto, 

et al., 2008, p.8）は，1994 年頃から欧州で外国語教育において注目を浴び

始めた独自な発想を持ち合わせた指導法である。実はこの CLIL 指導法の歴史は

長く，CLIL 特有の学習形態を通しての言語学習の実践は 5000 年ほど前にまで

遡ると言われている(笹島，2011, p.11)。長い歴史を持ちながらも控えめに成

長を遂げてきたと見られる CLIL に関しては，近年では洋の東西を問わず，様々

な国々から多言語多文化社会における言語教育という観点に立って実践された

学習成果が報告されている。そして，日本でも「内容言語統合型学習」という

名称で呼ばれ，外国語教育のあり方に新しい地平を開いている。

3.2 基本的概念：4 つの Cs 

CLIL の基本的概念は教科内容と学習する目標言語を統合する指導法にあり，

content(内容), communication(言語), cognition(思考), community(協学)の

4 つの Cs を中核として理論立てられている(Mehisto, et al., 2008, p.31)。

CLIL はバイリンガル教育やイマージョン・プログラム，さらにある特殊な実用

的な目的(学習技能の習得や専門分野や業種に照準を当てる)のための外国語指

導法である目的別言語教育 (Languages for Specific Purposes: LSP)などのよ

うな，言語を使用して教科内容を学習するという理念に示される指導法モデル

のバリエーションのひとつである。言語教育の目標と教科教育の統合という出

発点を共有しており，これらの指導法を包括する包括的アプローチ(Mehisto, 

et al., 2008, p.13)である。外国語教育において様々な形態をとっており，個々

の指導法に明確な線引きは困難であるが，中でもジャンル分析をはじめ言葉に

重点を置く LSP とは異なり(笹島，2011, p.15)，CLIL の基本的概念は学習者の

言語習得の目的と学習する内容に配慮し，言語の持つ手段を駆使することであ

る。その意味でも CLIL は実利価値が増す柔軟性ある概念を持ち合わせていると

指導法と言える。

3.3 CLIL の目的 

（1） 統合のための 2 つの目的 
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CLIL の本質は次の２重の目的を持つ教科内容と目標言語の統合にある(笹島，

2011, p.14)。①言語学習を教科科目の授業に含む。例えば，教科内容と言語の

理解を深めるために図，絵，実験，図解などの活用は CLIL 指導に特徴づけられ

る点である。②教科科目の内容が言語学習の授業で指導される。CLIL 言語教師

は教科科目の教師と連携し，教科科目で必要な用語，表現，そして内容を授業

の中に盛り込む。学習者は教科内容の理解だけでなく，ことばの表現や談話形

式のパターンなどの学習をねらいとする。

（2） 3 つの要素 

 上記の(1)で示された CLIL 指導の 2つの目標は，さらに次の 3つの要素から

構成されている。①内容の学習，②ことばの学習，③学習スキルである。これ

らの要素は教科内容の学習目標がことばの学習目標で支えられ，学習スキルの

上達は教科内容とことばの学習目標の達成を支えている(笹島，2011. p14)。こ

れら 3 つの要素が学習する文脈にあうことが重要である。

（3） CLIL 学習の環境づくりの 5 つの達成目標 

 CLIL の学習環境づくりのためには 5 つの目標がある。①学年段階に適切なレ

ベルによる教科科目の学力到達度，②４技能を学年段階とレベルに応じて評価

する目標言語の習熟度，③年齢段階に応じて達成する母語の能力，④学習者の

母語の能力と関連した文化の理解と認識，⑤多文化社会の中での生き抜く力に

ついての認知と社会対応能力と習慣についての理解度である(笹島，2011, 

p.15)。総じて，CLIL 学習は，ことばの能力維持のための継続学習，さらに目

標言語への継続的な接触と使用を目指す，言わば生涯学習である。

3.4 シラバス・デザイン 

 CLIL のシラバスをデザインするにあたっては基本的に次のような内容が盛

り込まれる。(1)目標，(2)教科内容と言語学習の比重(1:1):口頭による意見・

意志の提示・目標言語を媒介とする教科内容の学習，(3) 学習内容（contents）。

(4)学習環境:週 x回，(5)クラスサイズ：x名，(6)使用機器: DVD，インターネ

ット，動画・画像・IT 機器，(7)授業展開，(8)評価(追跡・評価)：①授業で扱

った教科内容と言語を中心とした試験の実施，②学習ポートフォリオによる評

価，授業での発見を基にした発表と確認，(9)授業評価：①授業記録(教材・シ
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ラバス・ジャーナル・ビデオに撮影した授業の観察と振り返り・学習ポートフ

ォリオ)，②参加者による授業アンケート・聞き取り調査・担当教員の省察，授

業効果についての考察。このように，教科科目の教員と外国語教員との連携に

より学習者の対象とレベル，さらに学習環境に応じた授業を展開できる。

3.5 学習活動 

 柔軟性と多面性を持つ CLIL の学習活動は学習者の関心に応える活動である

ことを基本とするがゆえに多岐にわたる。学習する教科科目の内容を伴う主な

言語学習活動には，(1)ゲーム，(2)教科内容に基づいた言語の 4技能練習，(3)

ディスカッション, (4)プロジェクト型学習(地域・国際プロジェクトも含む)，

(5) キャンプ，(6)ホームステイ・交換留学などがある。使用する言語は目標言

語が基本であるが，必要に応じて母語も含まれる。また，こうした活動ではペ

アやグループ形態による協同学習を活かすことができる。

3.6 学習者・教師・教材の役割 

(1) 教師の役割   

 「柔軟性」という観点から複数の役割を持つ CLIL 教師は目標言語のみならず，

教科科目についての知識を兼ね備えている指導者であることが望ましい。次の

ような役割が考えられる。①手助け，②意見交換者，③相談相手，④協力者，

などである。特に④の協力者については学習者との協力をはじめ，先述したよ

うに，教科科目の担当者との連携と協力，さらに地域との連携と協力という意

味で他の指導法に比べ，より幅広い役割が求められる。

 概して CLIL 教師は従来の指導法を踏まえ，学習環境に応じて柔軟な判断力と

実践力を要するという点で，指導法に縛られず，学習者のニーズに応える授業

展開を実践できる柔軟性と教育現場での偶発的な発話にも注意を払う観察力な

ども求められる。

(2) 学習者の役割 

 CLIL では学習者中心の協同学習が重要となる。学習者は自立性と積極性の向

上を目指すことから，自らがコミュニケーションの中核の役割を果たす。ペア

やグループ活動においてもリーダーとなる，一方でリーダーの支え役のような

社会的貢献を担う役割を発揮することをねらいとした役割がある。 
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（3） CLIL 教材 

 CLIL 教材はインターネット，新聞・雑誌など日常生活で使用しているものを

教材として活用することがポイントである。教科科目によっては図，絵，パワ

ーポイントなどの IT 機器の使用も必要となる。

 では，CLIL 教材の作成や準備にあたり考慮する点について次の 3点に注目し

てみよう。①学習者の年齢や関心に応える内容と言語をどう結びつけるのか，

②教科内容を扱うことにより，学習者のレベルより高い語彙が提示される場合，

いかに理解可能なインプットを学習者に提供したらよいのか，③学習した内容

と言語を活かした意味のある思考活動と協学の機会をどのように盛り込んだら

良いか。これら 3つの考慮点は教材作成・選定，さらに CLIL の教材開発のため

の礎となり，CLIL 指導の推進へ導くものである。

3.7 小・中・高等学校及び大学における指導のあり方 

 CLIL 指導の在り方は小・中・高等学校及び大学のいずれの教育現場で CLIL

を実践するにせよ，指導の在り方は「教える」だけではなく，「学ぶ」という共

通指針にある。CLIL では足場 (scaffolding)を指針として授業を組み立て，指

導に臨むことが重要となる。CLIL での「足場」とは学習の手助けをすることを

意味し(Mehisto, et al., 2008, p.138)，学びのサポートを準備する際，各段

階が有機的に結びつけられ，足場の役割を果たす枝分かれした段階を随所に設

ける必要がある。教科科目の担当教員の知識を活かしつつ，学習者の年齢や興

味に応じた内容と思考活動を取り入れ，より豊かな言語学習を目指すのである。

CLIL の足場づくりは教科科目の教員からの理解と共同作業が成り立ってはじ

めて実践可能になるのである。

3.8 今後の展開 

 小・中・高等学校及び大学，さらに社会人のための外国語教育というように

幅広い学習者にも応用を可能とする CLIL は，これからの外国語教育に影響を及

ぼすものと予想される。但し学習間環境や文化，そして言語政策も異なるが故

に CLIL をそのまま導入することは不可能であるという批判もあるであろう。そ

れでも外国語教育への影響力と発展の可能性を秘めた CLIL であるに違いない。

日本での CLIL 指導がこれからどのように浸透され，展開していくのか期待され

る。                                〔斎藤早苗〕 
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4 PPP 

4.1 PPP アプローチ 

 PPP（Presentation, Practice, Production）アプローチの発端は，CLT 以前

に主流であったオーラル・アプローチ（Oral Approach）または，場面中心の言

語指導（Situational Language Teaching）における指導手順である（Richards 

& Rodgers，2001）。その言語観は英国の構造言語学に基づくもので，習得メカ

ニズムは行動心理学による習慣形成である。構造シラバスと語彙リストを使用

し，PPP の指導手順に従い，教師中心の指導によって目指すのは，バランスの

とれた 4技能の育成である。

PPP アプローチは，教授可能性（Pienemann, 1989）に関わらず，習慣形成理

論に基づく機械的なドリルによる言語形式中心の指導であるとして，SLA 研究

者のみならず CLT・TBLT 推進者達に批判されることが少なくない。

しかし，EFL 環境を中心に，PPP アプローチは依然として健在である。韓国，

中国，台湾，香港等のアジア諸国もその例外ではなく，教育的文化，言語能力，

クラスサイズ等の理由のために，CLT・TBLT よりも PPP アプローチへの支持が

大きいのは，教師のみならず学習者にも見られる現象であり（Adams & Newton, 

2009; Carless, 2009; Jeon & Hahn, 2006; Liao, 2002; Pei, 2008），我が国

と同様である。

4.2 認知的 PPP アプローチ 

PPP アプローチが伝統的な教授法として使用される中で，SLA 研究の影響もあ

り，言語能力育成の向上を目指して，認知心理学的観点から理論的に見直され

た（DeKeyser, 1998; Ranta & Lyster, 2007）のが，認知的 PPP アプローチ

（Miyasako, 2012; 宮迫，2012）である。  

認知的 PPP アプローチの言語観は構造的かつ機能・相互作用的であり，構造

シラバスを基本とする。その言語習得メカニズムは，従来の PPP アプローチの

習慣形成ではなく，認知心理学のスキル獲得理論 ACT-R (Anderson et al., 

2004) に依拠し，一般的認知活動と同様に宣言的知識の操作化，自動化である。

つまり，宣言的知識（明示的知識）である規則，使用例を活用し，言語を繰り

返し使用する中で，学習者は操作的知識（暗示的知識）である英語運用能力を

身につけるのである。この宣言的知識の提示，操作化，自動化が PPP の各段階
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に対応し，練習（practice）は機械的な繰り返しではなく，一義的に実際の使

用（DeKeyser, 2007）を意味する。

認知的 PPP アプローチは，学習者中心の言語活動における流暢さの育成及び

言語産出を重視し，課題完結的タスク（Oxford, 2006）も活用するため，TSLT

（タスクに支援された言語指導）と同列である。我が国の英語指導に不足して

いる英語使用の重視という点では，TBLT とも相違ない。

しかし，明示的言語知識を活用するという点は，暗示的学習に多くを依存す

る TBLT とは決定的に異なり，認知的 PPP アプローチの大きな特徴である。端的

には，構造シラバスに基づく明示的言語知識を活用し，英語使用を通じて暗示

的言語知識（英語運用能力）を育成するのが，認知的 PPP アプローチの目的で

ある。また，PPP の手順は，その学習・言語習得メカニズムに反しない限り，

指導目的に応じた弾力的な運用が可能である。

 

4.3 なぜ，認知的 PPP アプローチか 

ここでは，中・高等学校を中心とする学校教育において，認知的 PPP アプロ

ーチが TBLT・CLIL よりも相応しい理由を考察する。尚，CLIL は TBLT と指導原

理が近いため内容指導重視の TBLT と見なし，TBLT と同列に扱うことにする。

残念ながら，TBLT の EFL 環境における成功例はほとんどなく（Swan, 2005），

次のような理由のために，我が国に紹介されて以来 20 年程経過しても，中・高

等学校においては普及していない。  

まず，TBLT の言語習得メカニズムは，学習者が学んでいることを意識しない

暗示的学習であり，膨大な時間を必要とする。学校教育において，言語に関す

る生得的暗示学習が成立しないのは明らかだが，一般的認知活動としての創発

的（emergent）暗示学習の場合も，イマージョン教育ならまだしも，年間 100

時間にも満たない場合が多々ある中・高等学校の授業内では不可能である。

TBLT は，暗示的学習が最適な ESL 学習者が対象の中心であり，教室内で十分

な時間がなく，教室外でも使用機会に恵まれない EFL 環境では難しい。また，

一般的な認知学習では，明示的学習の方が暗示的学習よりも効率が高いが，こ

の明示的学習が形式的操作期（Piaget, 1972）に達した中高生に対しては可能

である。したがって，英語学習においても，暗示的学習に依存せず，認知的 PPP

アプローチのように，明示的学習を活用すべきである。

次に，FonF だが，TBLT がこの事後文法指導を取り入れたのは，インプット・
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意味内容重視の指導の弱点である正確さ育成のためであった。意味中心的タス

クにおける言語形式のつまずきに焦点をあて，形式への気づき（noticing）や

正しい形式との違いへの気づき（noticing the gap）等を生じさせるべく，FonF

を組み込んだのである。

事前の（preemptive）FonF（Doughy & Williams, 1998）も可能だが，意味中

心的タスクなき処に FonF は存在せず，FonF は意味中心的タスクの補助に過ぎ

ない。したがって，FonF を中心に文法指導を組み立てることは難しく，学習指

導要領に規定・例示される文法事項は網羅できない。

また，形式重視（form-focused）タスクにおいても，気づきへの仕掛けと意

味中心性の両立は容易ではない上，暗示的文法学習が中・高等学校で日常的に

行っている明示的文法学習よりも効果的とは限らない（Ellis, et al., 2009）。

さらには，形式への気づき，形式との違いへの気づきは，言語形式の習得への

始まりと途中の一里塚に過ぎず，その後の頻繁な使用なくしては習得できない。

FonF への依存は禁物である。 

三点目は，タスク・シラバスである。TBLT は学習者のニーズ・目的に応じて

タスクを配列し，文法の習得も目指す。①学習者のレディネス，②形式への気

づき，形式との違いへの気づき，③暗示的学習のための頻繁な使用，が文法習

得の三条件だが，中･高等学校の多くの指導では叶わない。①に必要な学習者へ

の個別対応は難しく，②と③は前述のとおりである。

暗示的文法学習に依存できない中・高等学校においては，明示的文法知識（例

や規則）の利用が不可欠である。これを活用して英語使用を重ね，暗示的知識

とも言える運用能力を育成するには，文法項目を既定してある構造シラバスが

相応しく，認知的 PPP アプローチはこれを採用する。

 最後にタスクだが，中・高等学校でのタスク活動に関しては，なぜか流暢さ

の育成よりも FonF や文法学習が論点になる傾向がある。タスク活動は流暢さの

育成が売りのはずだが，これに苦戦する姿をよく目にする。単語の羅列，日本

語使用，非言語使用のような，様々な好ましくないコミュニケーション方略の

使用に終始し，英語のやりとり・使用量も決して多いとは言えない，あの光景

である。

原因としては，真正性の高い活動は学習者に無関係であり，インフォメーシ

ョン・ギャップやジグゾー原理等を利用する教育的タスクの多くも学習者の興

味やニーズを反映しているとは言い難い。テキストを読み，疑問を尋ね，答え，
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内容をまとめる等の認知的 PPP アプローチにおける活動よりも，動機付けを高

め，英語使用を促進しているとは，言い難い。

 以上の 4 点から，中・高等学校においては，認知的 PPP アプローチの方が TBLT

よりも相応しいと考えられる。

4.4 認知的 PPP アプローチの指導 

ここでは，学習指導要領の改訂により，転換が求められる高等学校における

指導を考察する。「英語に触れる機会」を提供する「コミュニケーションの場面」

において，「英語で行う」単独スキル活動に加えて，スキル統合活動であるサマ

リー，エッセイ，オーラル・インタープリテーション，ディベート，討議，発

表等の活動が考えられる。

単独・統合スキル活動のいずれにおいても，明示的知識の提示，練習におけ

る操作化，実際の使用における自動化，の三段階を踏まえた指導が基本である。

単独・統合スキル活動の違いは複雑さの違いに過ぎず，単独スキル活動におい

ても様々な下位スキルの統合なくしては成立しないことからすれば，統合スキ

ル活動の複雑さは，適切な対処をすれば大きな問題ではないはずである。

スピーチ指導を例にとれば，これは 4技能統合指導である。まず，有名なス

ピーチ（例えば，オバマ大統領の演説）を材料にリスニング・リーディングの

指導をする。内容理解において談話構造にも触れ，スピーチ構造に関する明示

的知識を提供する。平易なスピーチのリスニングやスピーチ原稿のリーディン

グをとおしてスピーチ構造を理解させ，スピーチライティングに移行する。ス

ピーチライティングにおいては，協働的なプロセスアプローチを採用しても面

白い。段階的に小グループで発表，話し合い，推敲等を繰り返し，全体でスピ

ーチする。

教師の英語使用は，実例・視覚補助の活用に加えて事後の和訳配布等の工夫

次第である。課題は生徒の英語使用だが，必要なトピック，語彙，構造等に関

する明示的知識を与え，構造を中心として操作化の練習を加え，単独スキル活

動の中で実際の使用していく必要がある。学習者のレベルや学習状況に併せて，

各構成部門における PPP の難易度を調整すべきである。また，各部門に関する

練習・試行に加えて，部門を束ねる実戦的な練習・試行も肝要である。

このような英語によるスキル統合活動の実施は，「英語に触れ，英語で行う，

コミュニケーションの場面」の体現と言えよう。              〔宮迫靖静〕 
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5 オーラル・メソッド 

5.1 オーラル・メソッドとパーマー 

 オーラル・メソッド（Oral Method）という名称は，パーマー（H. E. Palmer, 

1877-1949）が，文部省の英語教授顧問として来日する直前の 1921 年に発表し

た The Oral Method of Teaching Languages に由来する。そのため，提唱者の

名前を取ってパーマー・メソッド（Palmer Method）と呼ばれることもある。

 オーラル・メソッドは，文法訳読法などの伝統的な方法への異議申し立てと

して起こった教授法の一つである。そのため，当時は「新教授法」とも呼ばれ

ていた。歴史的には，19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて，ヨーロッパやア

メリカで影響力を持っていた直接教授法（Direct Method）の一部であると言え

る。直接教授法と言っても立場には幅がある。極端な唱道者は，母語の使用を

厳格に排除する。しかし，パーマーの立場は折衷主義 (eclecticism) である。

母語の使用も必要に応じて認め，翻訳の効用も否定してはいない。

 パーマーは，第一次世界大戦前のベルギーで英語教師として働いた経験を持

つ。大戦勃発後は帰国して，ロンドンで外国人留学生に英語を教えていた。そ

の経験を通して，聞くこと･話すことを苦手とする学生の訓練方法として，オー

ラル・メソッドを考案したと言われている。その後，1922 年に来日してから 1936

年に帰国するまで，英語教授研究所 (現在の語学教育研究所)の所長として，日

本各地で講演や実演授業を行い，言語学習理論や指導技術の普及に努めた。パ

ーマーへの積極的な協力者としては，東京高等師範学校 (現在の筑波大学) 附

属中学校 (旧制) の教師集団が挙げられる。彼らは自分たちなりの改良を加え

ながら，パーマーの提唱する授業を実践していった。この伝統は現代にまで引

き継がれており，筑波大学附属中・高等学校では現在に至るまで，オーラル・

メソッドに基づいた授業が行われている。

パーマーは，理論を提唱しただけではない。理論を教室で活かすために，教

材を編纂し，指導技術を体系化した。彼が日本で活動したのは，80～90 年も昔

のことである。しかし，その主張は，現代の外国語学習理論と比べても輝きを

失うものではない。

5.2 パーマーの言語学習観 

 ソシュール（Saussure）の提唱したラング（langue）とパロール（parole）
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の区別を借用して，パーマーは言語をコード（code）とスピーチ（speech）の

二つに区分している。コードとは，体系としての言語すなわち，文法･語彙など

の要素を支配する規則のことである。一方，スピーチは，各自が実際に言語を

運用する活動を指している(誤解されやすいので付言するが，ここでのスピーチ

は音声言語に限らず，四技能の運用すべてを包括したものである)。外国語教育

ではスピーチに重点を置くべきだ。これが彼の主張である。

 パーマーはさらにスピーチを，聞く･話す(primary speech)と読む･書く

(secondary speech)の二つのレベルに分けている。音声面での言語使用が第一

義的（primary）とされているのは，言語の第一義的な特徴は音声である，とい

う言語観に依拠しているからである。

 パーマーは，母語の習得過程と外国語のそれを，基本的には区別していない。

このことは，パーマー (1929, p. 92) で，“English should be presented to 

our pupils from the very outset as nothing other than a means of 

communication. Let them at the very start realize that a foreign language 

is, in its essence, not a collection of rules, formulas and symbols, but 

something as natural and as simple as their mother tongue.”と主張して

いることからも明らかである。

パーマーの立場は，音声言語を模倣しようとする生得的能力が，人間には備

わっているというものである。母語習得の際にはこの能力が活性化しているが，

その後，就学年齢前後には休眠状態になってしまう。この能力を活性化するに

は，幼児が母語習得の際に本能的に行っているア～カの習慣を言語学習習慣 

(primary speech habits）と名付け，外国語学習者にも応用して言語学習順序

を習慣として形成しようと考えたのである(Palmer, 1924)。

 ア 音声の観察 (auditory observation) 

 イ 口まね (oral mimicry) 

 ウ 口慣らし (oral mechanizing) 

 エ 音声と意味の融合 (fusing acoustic image and meaning) 

 オ 類推による作文 (composing derivative speech material) 

 カ 音声刺激に対する即座の反応(immediate reactions to oral stimuli) 

この過程を見ると「意味の分からない語句を言わせて意味があるのか？」とい

うのが当然出てくる批判である。パーマーは母語と外国語の習得過程を直感的

に同一視しているためにこのような主張をしたのであろう。しかし，一定年齢
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に達した生徒の外国語学習と幼児の物まねが同じだと考えるには無理がある。

そのため，アとエを連続させる方が，指導手順としては妥当であろう。そのた

めか，パーマー (1938) では言語学習習慣の改訂版である言語学習の 5 習性

（five speech-learning habits）に関して，順序の扱いの柔軟性に関する記述

が追加されている。

 先ほど「言語学習習慣を形成する」と述べた。言語学習の過程自体を習慣と

とらえる。これがパーマーの大きな特徴である。彼が使う習慣形成という用語

は二つの意味で用いられている。一つは上で述べた学習習慣であり，もう一つ

は，言語材料を自動的に発話できるように習慣化するという意味である。後者

は，オーラル・アプローチが依拠する「刺激→反応→学習」という行動主義心

理学のモデルと本質的に変わりはない。しかし，学習過程を習慣と考えている

ところがパーマーの独自性だと言えるだろう(新里, 1992)。

  

5.3 パーマーの指導法 

 オーラル・メソッドの代表的な指導技術と言えば，口頭導入(Oral 

Introduction) が挙げられるだろう。これは，読本中心だった当時の学校英語

教育との融合のために考案された指導方法である。教科書の読解に入る前に，

基本的には既習の言語材料を使った平易な英語を使って新教材の内容を導入し，

英問英答 (test questions) で理解を確認してから教科書を開かせ，読解に進

むというのが，典型的な手順である。口頭導入の当初の目的は，英語を聞いて

理解する力を鍛える事であった。当時の授業では，漢文を訓読するように英語

を日本語に翻訳しながら読むのが普通であった。そのような方法ではなく，耳

に入ってきた語順通りに英語の構造を把握し意味を理解する力を伸ばそうと考

えたのである。

しかし，単に英語が話せるだけでは，口頭導入を行うことはできない。英語

を話す能力に加えて，易しくかみ砕いて話したり，実物を提示したりして理解

を助ける技術が求められるからである。ホンビー（Hornby, 1934)から，『女子

用標準英語読本巻二』(Standard English Readers for Girls Book Two)の口頭

導入を引用してみたい。教科書の本文では「風邪で学校を休んだ級友を，家に

見舞いに行く」という話が展開する。登場する新出単語は，cold, cough, sneeze, 

pain, chest, sore, throat などである。新出単語は目立つように斜体にして

ある。なお，( )内は筆者が補足した記述である。 

302

第11章　教授法



 
 

Listen. (咳き込みながら) What am I doing now?  I’m coughing. (クシャ

ミをしてから) What did I do then?  I sneezed.  I coughed and sneezed.  

People often cough and sneeze when they have a cold.  What part of my body 

is that?  It’s my neck -- or my throat.  When you eat, your food goes down 

your throat.  Sometimes, when you have a cold, when you have been coughing 

a lot, your throat hurts you.  You have a sore throat.  What part of my 

body is this?  It’s my chest.  Sometimes, when you have a bad cold, your 

chest hurts you.  You have a pain in your chest.  When you have a headache, 

you have a pain in your head.  If you have toothache, you have a pain in 

your mouth. (以下省略) 

 非常に巧妙な語りである。しかし，これだけの内容を英語で語るには，周到

な準備と練習が必要になる。英語が流暢なだけでは対応できない。そのため，

慣れるまでは原稿を書いた上で，それを自然に話せるまで練習しなければなら

ないだろう。多くの教師にとって過負荷と言える。この負担感が，オーラル・

メソッドがあまり広まらなかった原因の一つだと考えられている。また，この

ような方法だけでは，易しく言い換えた英語は理解できても，テキストの文章

自体が読めるとは限らない。口頭導入で理解させた後は，テキスト本文をほぼ

そのまま語って理解させることにより，読解への橋渡しをする必要があるだろ

う。口頭導入の中に新出語句や文法事項の口頭練習を盛り込む方法もあるが，

時間がかかり過ぎてしまい，導入が授業の中心のようになってしまう。従って，

口頭導入はあくまでも内容理解の補助に留める方が望ましいだろう。

5.4 オーラル・メソッドを現代に生かすには 

 オーラル・メソッドは，英語を言葉として教える指導技術である。音声を通

して，意味が理解できた，意味を伝えられた，という成功体験をさせるための

方法である。それを実現するためには，教師の英語による表現力は絶対に必要

な技術である。必ずしも，流暢でなくともよい。意味が伝わりやすいように，

構造が際立つように，句の区切りや抑揚を意識した話し方ができなければなら

ない。そのためには，幼児に本を読んで聞かせるようなつもりで教科書を音読

できる音声表現力が必要となる。

生徒達の顔を見ながら，教科書の内容等について自分の言葉のように語りか

けていくのである。その音声を聞きながら，聞こえてきた語順に従って構造処
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理をしながら意味を把握していく。至極当然のことだが，このような習慣を形

成させるには，オーラル・メソッドは最も効果的な方法の一つであろう。

                       〔久保野雅史〕 
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　本章はこれからの英語授業のあり方を5つの観点から理論や事例を交え，包括的，

かつ系統的に論じている。第1節「カリキュラム政策」では，小学校～大学の連携的

枠組みという，早晩我が国が検討すべき課題に対して海外の教育動向を視野に解説や

提言を行い，第2節「グローバル下での英語教育政策と教科指導」では，世界的潮流

であるグローバル・イングリッシュ（EFLからEIL）を反映した新たな教科指導の枠

組みについて解説している。第3節「新学習指導要領に照らした技能統合の取り組み」

では，そのような教科指導を技能統合化という，言語習得・運用レベルに掘り下げた

教授法の試論と実践例を紹介し，第4節「双方向性と協同学習を重視した学習者の役

割とその可変性」では，協同的な学びと双方向型授業に関する論文をレビューしなが

ら今後の課題について述べている。第5節「学習者個人のアイデンティティ構築と英

語学習との相関的重要性」では，英語学習者の存在意義（自己アイデンティティ）と

いう根源的学習テーマ（英語習得・使用の本質的役割）を取り上げ，しかるべき人間

像と社会人の育成を視野に入れた英語学習と授業のあり方を提言している。
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第 12 章 授業学  

 

1 小～大連携英語教育の実働化 

 

1.1 学習指導要領が示す英語教育カリキュラムの政策転換と小～大連携の課題 

 新学習指導要領（小・中・高）では外国語授業の正規導入（小学校），授業時

間数の拡大と 4技能の統合化（中・高），教員の原則英語使用（高校）が謳われ，

日本の教育政策は「総則」に見られるとおり， OECD が目指す 21 世紀対応の教

育改革（知識基盤社会における人的資本の育成と活用）を基底にしている。た

とえば OECD の場合，グローバル社会に対応しうる生涯教育を前提とし，学修能

力の指標を（1）言語やテクノロジーをはじめとする伝達ツールの双方向的活用

（use tools interactively），（2）異質集団との交わり（interact in 

heterogeneous groups），（3）自律的行動（act autonomously）という 3 つのキ

ーコンピテンシーで具体化されている。これは知識の再定義化を意味し，旧来

の伝達→獲得の構図から抜け出し，所与の文脈下で各個人が獲得した知識（モ

ード 1）を状況判断しながらいかに意味（意義）のある知見（モード 2）に編み

直していけるかという新たな教育観といえる。そこでは想像力，創造性，分析

力，考察・洞察力といったメタ認知的な活動（既存のテストでは測定困難な隠

れた重要要素）が人的資本（例 グローバル人材）の育成にむけて重視され, （1）

-（3）のコンピテンシーが重要要素となっている。それらの能力が連動的に編

み直され，統合化されてこそ学びとしての成長がある。

 英語教授法の流れは Grammar Translation→Direct→Reading→Structural→ 

Audiolingual and Situational→Communicative Approach と変化し（Richards, 

2001），基礎・基本の徹底と機械的な反復を重視した伝統主義・行動主義から，

認知主義や経験主義を経て，状況学習を視野に入れた社会構築主義カリキュラ

ムに移行しつつある。“仕組まれた学習”として英語圏の母語話者を至高モデル

にし，教科書中心に accuracy, fluency, complexity の獲得をターゲットにし

た Communicative Approach は機能主義・行動主義的な面をもつ。それは Horwitz, 

et al.（1986）の指摘どおり，間違いや完璧性を縛られた言語使用への不安 

(language anxiety) を生み出し，結果的に学習動機づけの阻害要因となるおそ

れがある。くわえて大学入試型受験英語など，テスト重視のパターン化された

授業や学習スタイルが今日でも継続され，創造的で開放的な学びに至っていな
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い現実がある。それは結果的に新たな学習評価基準の確立・導入の立ち遅れに

つながっている。

 小・中・高・大の 4 段階からみた場合，導入期にあたる小学校ではゲームや

ペア・グループ活動を通した身体知活動や言語ツールの双方向的な使用が重視

され，“解（回答・反応）の開放性”を楽しむ経験学習が指導のポイントになっ

ている。つまりラングとパロールの両方に目が向いている。そして社会人能力

の獲得をアウトカムとする今日の大学教育では，文部科学省のグローバル人材

育成推進事業が示すとおり，異質集団との交わり（価値観，信条，文化の相違

を前提とした意味交渉への挑戦）と自律学習の構築が英語力強化とともに重視

され，それは社会構築主義カリキュラムの実働化を意識したものといえる。小

学校（入口）では（1）のコンピテンシーが重視され，大学（出口）では（1）-

（3）すべてのコンピテンシー獲得が学修能力の証しとして求められている。し

かしながら中学・高校では入試の壁に阻まれ，効率的な学習指導と授業スタイ

ルが伝統的に展開され，行動主義的な色合いが残っている。つまりカリキュラ

ム政策上，一貫性と系統性をもった英語教育が，小学校～大学の長い時間軸で

系統的に展開されていない現実がある。

1.2 出口が示す言語力，学習力，学習者の課題点 -大～小の流れと問題共有化- 

 日本の大学生の授業時間外学習時間は少なく，学習満足度と学習自律性につ

いても弱い点が，ベネッセ教育総合研究所（2012）が行った大規模アンケート

調査結果から判明している。筆者が毎年大学 1年生に行っている調査では，大

学入学後も英語学習スタイルは受験対策の延長上を走り，過程（プロセス）よ

り結果（アウトカム），そのための効率性重視（暗記，詰め込み，機械的な繰り

返し）の学習を続けていることが判明した。その一方で TOEIC や TOEFL 受験を

義務化し，そのスコアで英語力の有無を平準化する動きが大学間で加速してい

る。そこで学習者は行動主義的学習方略で“なんとか，とりあえず”乗り切ろ

うとする（＝ごまかし学習法）。グローバル化とはいえ，このような試験は異質

集団との交わりとそこでの問題解決能力や創造的な学習ストラテジーの構築能

力を試すものではない。それゆえ成熟した学びには至らず，“相手の立場や言っ

ていることは分かる。が，切り返せない。自論を展開する自信もないし，自分

というアイデンティティを全面に出して深い意味交渉にのぞむ正統的な理由と

動機づけが見えてこない（ので避けたい）”という，浅く未成熟な言語（英語）

309

第1節　小～大連携英語教育の実働化



学習観に陥ってしまうおそれがある。それこそ Oxbridge (オックスフォード大

学，ケンブリッジ大学)のようにカレッジシステムをとり，学寮で生活し，少人

数のチュートリアル方式を採り，議論とエッセイ中心の教授法にでも変えてい

かない限り，学習者の視点から実感できる学習変化と自己変化は至難の業のよ

うに思える。行動主義・機能主義的な学びと，上述の相手理解（インプット）

止まりの英語学習者（L2 self）づくりが，今の大学（出口）の実態かもしれな

い。自己変化（自己成熟）と学修変化（テストによる学力以前に，正統的な学

習能力の構築），この 2 つの変化を実現するには，小学校から大学までのおよそ

16 年を一直線上に置いた英語教育政策が不可欠となる。自己変化⇔学習変化＝

自己成熟（自己知，他者知，言語知，身体知，忍耐知，社会知）にむけた言語

カリキュラム（L1，L2）の策定と，小～大の教育レベルにあわせた学習到達目

標のルーブリック化（例 16 年間にわたる Can-Do リストの系統的構築）を，小

～大英語教員，国語教員，さらには他の教科も巻き込んで学際的に進めていく

必要がある。

1.3 自己成熟に向けた小～大連携による英語教育政策-新たな学習文脈と到達スキル- 

 自己変化と学習変化にむけた小～大 16 年間の共通学習目標として，（1）論理

的思考能力（国語能力を含む），（2）社会的自我形成能力（現実社会への正統的

参加に向けた自己アイデンティティ構築），（3）多面的・複合的な意味交渉能力

（言語，メディア，身体活動など，自己表現と他者との意味交渉に向けた伝達・

発信ツールの創造的活用），（4）批判的対話・省察能力（思考と行動，過程と結

果に対する批判的・探究的な省察行為）の 4 つの学修能力を新たな小～大連携

言語教育カリキュラムの中心に位置付けたい。

 この理論的背景として参考になる文献がある。Oxford（2003）は社会構築主

義を意識しながら英語学習の自律化を考え，その結果，文脈 (context)，媒体 

(agency)，動機づけ (motivation)，学習方略 (learning strategies) の 4 要

素を重視し，それをもとに自律性の萌芽から人間的成熟（人格形成）に至る，5

つの領域の L2 self の育成を提示している。具体的には（1）社会文化Ⅰ（特定

の社会・文化的状況とそこでの他者性の理解），（2）社会文化Ⅱ（より広い状況

でのコミュニケーション活動と，そのための認知的思考能力の育成），（3）政治

批判（イデオロギー的状況下での対応），（4）技能関連（リテラシーの強化にむ

けた自発的活動），（5）心理関連（内面的成熟，人格形成）である。すなわち生
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涯教育や成人教育とのつながりを視野に入れた正統的言語学習は，周辺の事象

や現象との関わりを通して活性化されるべきであり，思想や政治などのイデオ

ロギー的対立を乗り越えて強化され，最終的には確たる自己信念や価値観の構

築にむけて生涯学び続けていくためにある。他方，Littlewood（1996）は自律

的な英語学習者を育てるためには（1）人生のあり方（生き方や価値観の意味づ

け），（2）言語学習プロセス（腑に落ちる学び方），（3）創造的で自発的なコミ

ュニケ―ション（学習文脈に適応した意思や意味のやりとり）の介入が重要で

あると述べている。大学生の生き方や学習志向を研究している溝上 （2004）は

「学生自身が課題や目標を設定し，学生自身が学習プロセスと結果に責任をも

つ学生主導型の授業」(p. 37) のデザイン化が，自己理解教育では重要だと指

摘している。

1.4  教室文化のパラダイム転換-教科書と英語教員の役割再考- 

 教室ではテキスト（小～高では検定教科書，大学では市販の大学教科書）が

中心媒体として置かれ，個々学習者の存在意義（アイデンティティ構築への取

り組み）が外された教科指導が少なからず実践されている。単元ごとの内容理

解（語彙，文法・構文理解，英文読解のインプット）が導入～展開に沿って進

められ，設問や練習問題への取り組みがまとめとして利用され，与えられた会

話文や英文をモデルに自己表現活動（発展・応用としてのアウトプット）が，

ペア＆グループワークで実践されている。その従来的な教授法は学習者をはじ
．．

めから
．．．

受け身にし，独創性への挑戦をそぐ形となっているかもしれない。そこ

で指導マニュアルに明記されている単元目標から一度離れ，教員自身が深い洞

察力と探究心を持ち，学習者の自己成熟をテストをこえた言語学習の成果と位

置づけ，それをめざした教科指導モデルを構築してみてはどうだろう。具体的

にはタイトルや内容をもとに，そこでの文脈を移し鏡として「私（学習者個人）

は何を感じ，考え，どう変わっていくべきか（その必要はあるのか）」「自己成

長に向けて，どのような情報が今の自分に必要で，なぜそう思うか」など，「自

己の語り」を母語・外国語を問わず，継続的に実践し，実演していくのである。

それは学習者の賢慮（深い省察による自己判断・自己決定）を養っていくと同

時に，そのような内面的成熟をテスト評価をこえた正統的言語学習成果と位置

づけていく教室文化の確立でもある。佐藤（2011）が強調する「聴き合う関係

づくり」という学びの共同体（協同学習の実践）は，そのような新たな学習文

311

第1節　小～大連携英語教育の実働化



脈の中で生きてくる。それは機械的・表層的なインターラクションではなく，

意味交渉と自己省察とに向けた学習活動であるため，語れる何かをもった自分

（例.価値観，信念，判断基準）が確立されていく必要があり，そのようなアウ

トプットが学習到達目標となる。

 あらゆる単元を通して他者との摺り合わせとせめぎ合いを協同学習の基盤に

位置づけ，自己対峙と自己省察を深め，そこから得た深い気づきと知見（モー

ド 2）を重層化し，自律的な英語学習行動につなげていく。16 年間を通して実

践すれば，「自分とは何か」「それを支えていく英語や言語学習のあり方（目的，

動機づけ，方略，プロセス，評価基準）はどう変わるべきか」が，社会的自我

の確立とともに見えてくるはずである。あとは，小・中・高・大の英語教員が

どのように集い，意見を交わし，そのような深い言語学習体験の実現に向けて

「教えの共同体」を教育・研究レベルで組織的に構築していけるかにかかって

いる。                           〔金岡正夫〕 

 

2 EFL の教育から EIL・ELF の教育へ  

2.1 「国際語としての英語」とその教育 

 「英語は国際語・世界語になった」と言われて久しいが，英語という言語の

特異性は，(1) 母語話者(NS)よりも非母語話者(NNS)の方が数的に優位であり，

(2) NNS 同士のコミュニケーションでも用いられ,その頻度は NS-NNS 間のやり

取りを上回るという点にある。国際化は必然的に多様化をもたらす一方，意思

疎通のためには標準的な要素も必要とされ，多様化（遠心的な動き）と標準化

（求心的な動き）が同時に進行しているのが今日の英語の状況である。この状

況を，矢野 (2004, p.188)は「英語は世界的なコミュニケーションの手段とし

ての標準化と地域の文化的アイデンティティーの体現者としての地域化という

緊張の中で発展していき，国際的コミュニケーションにおいては，文法と基礎

語彙を共有し，地域特有の語彙と英語の使い方への許容度を高めていく」と表

現している。

 英語によるコミュニケーションの変化は英語科教育における学習対象＝英語

の扱いにも変化をもたらし，それは以下に述べる「EFL から EIL・ELF へ」と要

約することも可能である。どのような英語を学び，どのような英語を使うこと

を目標とするのかという問題は様々な角度から検討されなければならない。「外
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国語としての英語 (EFL: English as a foreign language)」における学習対象

は「母語としての英語 (ENL: English as a native language)」と同じ英語で

あり，学習目標は言語的に母語話者（NS: native speakers）に近づくことであ

る。それに対して，「国際語としての英語 (EIL: English as an inter- national 

language)」や「リンガ・フランカ（共通語）としての英語 (ELF: English as a 

Lingua Franca)」(例 Jenkins, 2006)においては，学ぶべき英語は，NS とのみ

交流するための英語でも英語圏で生活するための英語でもなく，国際的な場面

（＝日本語とは母語の異なる話者とのやり取りの場面）において機能する英語

である。関連する EGL (English as a global language)や WE (World Englishes)

などの考え方においても，できるだけ英語を脱アングロ・アメリカ化すること，

英語変種間の優劣の判断を避け多様性を尊重すること，習得モデルの複数化を

容認することなどの理念が共有されている。

2.2 EIL・ELF の考えに基づく英語授業：5つの視点から 

 EIL・ELF に関する詳細な議論や研究成果の吟味は他に譲るとして，ここでは

それらが日本における英語授業にどのような示唆を持つのかを，(A) 英語観（英

語に対する態度），(B) 習得モデルおよび指導の重点，(C) 言語使用，(D) 文化

題材，(E) 英語教師 （特に ALT）の観点から，現実面での様々な制約（制度，

人，時間）や実現可能性をも考慮に入れながら，考察してみることにしよう。

(A) 英語観 EIL・ELF の教育においては，標準英語（英米語としての英語）の

みが「本物」「正当」と見なす英語観を脱し，多様な英語に対する寛容な態度を

涵養することが必要である。「国際語として英語」がもたらしうる問題をできる

だけ小さくする方向で英語を学ぶ（教える）・使うという視点が重要であり，「ネ

イティブはこのようには表現しない」「ネイティブにはおかしく聞こえる」など

のように標準英語を唯一の判断根拠にしたり，非標準英語に対する否定的態度

を助長したり，英語 NS や英語圏文化に必要以上に権威的な立場を与えたりする

ことがないように留意しなければならない。この点については，「標準語と方言」

という概念も，違いに対する価値判断を行わないことや多様性を尊重すること

の重要性への気づきを促すのに有効と考えられる。また，適切な英語観を育む

ためには，授業の中で実際に多様な英語に出会う機会を作り，非標準英語に対

する違和感を少しでも取り除くことが必要とされるであろう。 
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(B) 習得モデル（習う英語） 田中・深谷 (1998)は，「国際語としての英語」

の議論において，「習う英語（習得モデル）」と「使う英語（実際の言語使用）」

を区別する必要があることを指摘している。授業で扱う言語材料（習う英語）

については，最新の学習指導要領（高等学校）において，「現代の標準的な英語

によること。ただし，様々な英語が国際的に広くコミュニケーションの手段と

して使われている実態にも配慮すること。」という記述が見られる。発音・文法・

語彙に関しては，これ以後も基本的な習得モデル（学習者に提示する英語）は

標準英語になると考えられる。発音を例にとれば，音読練習のための（CD 音源

などによる）モデル提示で用いられるのは標準英語であり，例えば教養のある

日本人英語話者の発音ではない。また，ELF 提唱者 (例 Jenkins, 2006)は，世

界における英語の現状を説明した上で学習者に習得モデルの選択を委ねること

を奨励しているが，この提案も少なくとも日本の初等・中等教育段階では現実

的とは言えないであろう。

 学習者の負担を考えると，産出 (production)や口頭練習のモデルは基本的に

１つにするのが適切である（複数の英語変種を提示して発音練習を行う必要は

ない）。対照的に，理解 (comprehension)においては，標準英語以外の英語にも

段階的に触れさせることが望ましい。様々な英語が用いられているのが世界の

現実であり，将来的に World Englishes（のいくつか）に遭遇する可能性も高

いからである。ただしこの場合でも，学校教育では，多様な英語の存在を認識

させるという「気づき (awareness)」のレベルの指導が中心であって，「理解の

能力 (skills)」の獲得については多くを求めるべきではない。

 発音指導の優先順位や重点項目を考える場合には，「共通言語中核 (LFC: 

Lingua Franca Core)」(Jenkins, 2002)という考え方も示唆を持つ。しばしば

誤解されるようであるが，これは「標準英語は無視して構わない」「日本人英語

で良い」ということ意味している訳ではない。LFC 研究とは，NNS 間のコミュニ

ケーションが効果的に行われるためには何が必要かを，NNS 同士のやりとりに

おける発音の「判読可能性 (intelligibility)」のデータを基に明らかにしよ

うとする研究である。具体的には，LFC には，/θ// ð /を除く子音，/p//t//k/

の後の有気音，語頭や語中の子音連続，長母音／短母音の区別，核強勢などが

含まれ，NNS 間のコミュニケーションのためにはこれらの要素は習得する必要

があるとされている。反対に，弱形，連結・同化・脱落，強勢拍リズム，イン

トネーションにおけるピッチなどの要素は周辺 (non-core)であり，話者の第 1
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言語の影響を受けた地域バリエーションを容認する（標準英語との違いを「誤

り」とは見なさない）。EIL・ELF の発音指導においては，「通じれば日本語的訛

りのある英語で構わない」という抽象論を脱し，例えば清水 (2011)に見られる

ように，LFC 研究成果等も考慮にいれながら，発音習得・指導のガイドライン

や重点項目を決めていく必要があるであろう。このように， EIL・ELF の観点

から指導の優先順位を決める際に原則となるのは，国際コミュニケーションで

の必要性・有用性であり，例えば語彙についても，英語圏文化の要素が色濃く

出ているような表現は扱わないようにするなど，学習内容に検討を加えること

が必要である。

 発音・文法・語彙以外の部分，例えば語用論的原則やコミュニケーション・

スタイルに関しては，標準英語のそれを「知識」として提示することはあって

も，適応・獲得のための指導や練習は必要なく，標準英語は習得モデルとはな

らない。このことは，例えば，名前表記における姓名の順序，親しい間柄での

ファースト・ネームの使用などについて従来から議論されてきた。また，日本

語的な言葉の使い方（例えば謙遜表現）も，標準英語での語用論的観点から不

自然と判断されても，「矯正」の対象とはならない。発話の社会言語学的適切さ 

(socio-linguistic appropriateness)が文化によって異なる場合には，対話者

のどちらかが相手に一方的に合わせるというものではなく，双方による調整が

必要とされるはずである。また，英語圏における適切さの原則が，非英語圏の

話者とのコミュニケーションにおいて有効に機能するとは限らない。標準英語

の語用論的原則などを習得モデルとして提示するのではなく，社会言語学的適

切さの多様性を例示し，それが文化・話者によって異なることに気づかせる指

導が必要とされるであろう。

(C) コミュニケーションにおける言語使用（使う英語） オーラル・コミュニ

ケーションにおける実際の言語使用に関しては，自分の英語が標準英語から逸

脱していることに劣等感や心理的ハンディを感じる必要はない（逆に，日本語

訛りの英語をあえて話す必要もない―文化的アイデンティティの表現を音声を

通して行う場合を除いて）。それぞれの話者が「自分の英語」（cf. <<my English>>

（田中・深谷,1998））を意思疎通が可能になるように調整して使用すれば良い

のである。対照的に，文字によるコミュニケーションにおいては，一般的に，

標準英語によって規定される綴り・語彙選択・文法の正確さが要求されるであ
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ろう。もちろん，学術論文やビジネス公式文書で求められる正確さと個人的な

メールのやり取りで要求されるそれとは質的に異なることも確かであるが，口

頭での言語使用に比べれば，とくに綴りや文法の面では，標準英語からの逸脱

が許容される程度は低いと考えられる。  

(D) 文化の扱い  EIL・ELF に関連する文化とは，その定義により，英語圏文

化には限定されないため，原則として世界の多様な文化が扱われるべきである。

「言語と文化は切り離せない」という論について，Horibe (2008)は，文化を (1) 

culture in the semantic sense，(2) culture in the pragmatic sense，(3) 

culture as social customs の 3 つに分類し，EIL の観点からは,語彙などに反

映されている第 1のタイプは英語圏文化から切り離すことは困難であるが，言

語行為やコミュニケーション・スタイルなどに反映される第 2のタイプは，英

語圏文化を優先的に扱う必要はなく，学習者のニーズや興味に合わせて取り上

げる文化を決めること，社会慣習に関する第 3のタイプについては，原則とし

て多様な文化を扱いつつ，特にアジア圏の言語や文化を深く扱うことを提案し

ている。また，Byram (1998)は，目標言語文化の受容とそれへの適応を目指す

“biculturalism”と目標言語文化に関する知識・理解のレベルでとどめる

“interculturalism”を区別しているが， EIL・ELF の教育では後者の立場を

取ることになるであろう。

(E) 日本人以外の英語教師（特に ALT） 「国際語としての英語」の理念は ALT

をはじめとした英語教師の任用にも反映されることが望ましい。JET プログラ

ム第 26 期生（平成 24 年度）の内 ALT は 3,986 人で，40 に及ぶ国からの参加者

がいる。ただし，出身国を見るとアメリカ合衆国が 2,232 人と圧倒的に多く，

これは志願者の多さを反映した結果とも言えるが，EIL・ELF の観点からは，特

に非英語圏の参加者を増やすことが求められる。もっとも，単純な「少数派（出

身国）優遇」の採用方式は逆に不公平と考えられる可能性もあり，また用いる

英語変種と出身国とを単純に対応させることにも問題はあるため（例えば，ア

メリカ英語を話すフィリピン人英語話者も存在する），EIL・ELC 以外の視点も

含めた総合的な検討が必要であろう。             〔池野 修〕 
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3 4 技能統合と新たな技能への挑戦 

 

3.1 英語授業の目的とアプローチ 

 英語授業の主たる目的が，生徒が英語を学習し，英語でコミュニケーション

することができる（あるいは「英語が使える」）ようになることを支援すること

にあるのは明白であるが，授業においてどのような教授・学習活動を行うこと

がこの目標の達成に寄与するのかについては，第二言語習得研究 (SLA: Second 

Language Acquisition)などの成果を持ってしても，残念ながら，それほど明白

ではない。

 1995 年以降の英語指導方法における進展をレビューした論考 (Waters, 

2012)によると，理論面では，「言語を学習するためにコミュニケーションする」

アプローチ (a ‘communicating to learn’approach)が優勢であるが，実践面

では，従来からの「コミュニケーションできるようになるために言語を学習す

る」アプローチ (a‘learning to communicate’approach)がいまだ支配的であ

るとされる。

 すなわち，「生徒が英語を学習し，英語でコミュニケーションすることができ

る」という目標には，「言語（知識）の学習」と「コミュニケーション能力の獲

得」という，同一視することもできれば別々に捉えることも可能な 2つの要素

が存在しており，母語（第一言語）(L1) 習得のように，コミュニケーションす

ることによって言語が学習されることを期待するのか，それとも，伝統的な外

国語教育のように，言語を学習することによってコミュニケーションできるよ

うになることを期待するのか，2 つの考え方がある。考え方が異なれば，当然

授業のアプローチも異なってくるのである。

 我が国の英語教育においてコミュニケーション能力の養成が重視される中，

「授業は英語で行うことを基本とする」という高等学校学習指導要領（文部科

学省，2009）の文言に象徴されるように，コミュニケーションすることによっ

て言語を学習する考え方が鮮明に示されているが，実際の英語授業（や家庭学

習）においては，言語を学習するための活動に多くの時間が費やされており，

今後もこの状況はすぐには変わらないと思われる。

 英語指導方法上のこれら 2つのアプローチは，二者択一的に捉えられるべき

ではなく，両者のバランスを取ることが重要である (Lightbown & Spada, 2006)。

つまり，言語を学習しなければコミュニケーションができるようにはならない
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のが真であるのと同様に，コミュニケーションをしなければ（使わなければ）

言語は学習（習得）できないのも真なのである。「言語形式にフォーカスをおく」

(form-focused) のがよいのか「意味にフォーカスをおく」(meaning-focused) 

のがよいのかという議論も，それぞれ「言語を学習する」および「コミュニケ

ーションをする」の言い換えであり，どちらも必要なのである。

 以下においては，このような認識のもと，英語授業における活動のあり方に

ついて考えることにしたい。

3.2 技能統合の重要性と活動例 

 言語の学習において，「音読」が典型的にそうであるように，4つの技能（聞

くこと，話すこと，読むこと，書くこと）を複数（同時に，あるいは続けて）

使う活動は，従来からも行われて来た。なぜ複数技能を使う活動が言語学習に

効果的なのかというと，それは，図12.1 が示すように，１つの技能から別の技

能に移るには，言語を短期的に記憶に保持しなければならず，それが，言語へ

の気づき (noticing) や言語の取り込み（インテイク，intake）を促すからで

あると考えられている (Schmidt, 1990; Baddeley, 2007)。

 また，コミュニケーションにおいても，「対話」が典型的にそうであるように，

4 つの技能を複数（同時に，あるい

は続けて）使うことが非常に多いの

である。

 したがって，言語（知識）の学習，

およびコミュニケーション能力の獲

得いずれの視点からも，授業におい

て複数技能を使う活動を取り入れる

ことは非常に重要である。さらに，

それらの活動においては，言語の学

習と言語を使うこと（コミュニケー

ション）が統合されていることも見

逃してはならない。              図 12.1 ディクテーションとその関連活動 

(Nation & Newton, 2009, p.66 を一部修正) 

 図 12.1 は，ディクテーションとその関連活動を示したものであるが，ディク

テーション（聞いて書き取る），遅延反復（聞いた後に言う），リード・アンド・
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Dictogloss 

ルックアップ（読んだ後に話す），および遅延書写（読んだ後に書く）は，教室

でも容易にできる活動であり，多くの教室で実際に行われている。

 同様に図 12.2 は，図 12.1 の活動より長いテキストを扱った，ディクトグロ

ス (Wajnryb, 1990) およびその関連活動を示したものである。ディクトグロス

（聞きながらメモした後に書く），口頭再生（聞いた後に話す），再話（読んだ

後に話す），再生（読んだ後に書く）など，2 つの技能を統合した活動がある。

ディクトグロスの授業における活用については，岡山県立倉敷南高等学校 

(2009)の SELHi での実践報告が大変参考になる。

 さらに，シャドーイング (shadowing)は，聞こえてくる英文をわずかな遅延

で次々に口頭で再生する（話

す）活動であり， 聞くことと

話すことが殆ど同時に求めら

れる。注意深く聞くこと，お

よびリアルタイムで音から単

語を認識，同定し統語処理を

することを促すとともに，短

期的に記憶に保持することが

できる音声情報の量を増やす

ことで，リスニング力向上に

寄与すると考えられている 

（玉井，2005）。                図 12.2 ディクトグロスとその関連活動 

                              (Nation & Newton, 2009, p.70 を一部修正) 

3.3 新たな技能への挑戦 

 以上，言語の学習と言語を使うこと（コミュニケーション）を同時に満たし，

かつ複数の技能を統合した活動例を示したが，実際のコミュニケーションを行

うには，それらの活動を通して培われる技能の他に，パラ言語能力（適切な声

の大きさ，声の高低，抑揚や間の取り方，顔の表情，動作などができること），

情報収集力，さらには論理的思考力など，様々な能力が必要になる。また，イ

ンターネットの普及を初めとするマルチメディア環境の変化は，コミュニケー

ションのあり方にも大きな変化をもたらしており，様々なメディアを使った，

あるいはメディア横断的なコミュニケーション能力 (multiliteracies) も求

められている。 
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 そのような多様な技能・能力を養うのに相応しい活動の一つに，ディベート 

(debate) がある。ディベートをするためには，準備段階として，論題について

メリットとデメリットを分析的に考察するとともに，それぞれの根拠となる情

報を収集，整理して提示できるようにしておくばかりではなく，実際のディベ

ートにおいては，相手の立論を聞きながらメモを取る，尋問や反駁をする，論

点を整理してまとめるなど，まさに複合的な認知的，言語的処理が要求される。

 ディベートに至るまでの具体的練習方法およびディベートの実施方法につい

ては，高山西高等学校 (2006) の SELHi での実践報告およびディベート大会運

営マニュアルが大変参考になる。また，その実践を基に設立された「全国高校

英語ディベート連盟」の貢献により，「高校生英語ディベート大会」が平成 18

年から行われ，全国の高校に普及しつつあり，高校における英語指導の在り方

を変える大きな力となっている。

 ただし，注意しておかなければならないことは，ディベートはあくまでルー

ルに基づいて自分たちの論の優位性をジャッジに説得するゲームであるという

点である。実際の対面でのコミュニケーションと異なっている点も多いし，時

間もかかる活動なので，ディベートそのものを行うことに重きを置くのではな

く，ディベート実践を可能にしている構成要素ともいえる様々な下位技能の指

導に重きを置くべきである。

 さらに，今日本人に求められているコミュニケーション能力とは，ほぼ均質

な価値観や生活習慣を持った者同士が「わかりあう文化」の中で「察しあう」

力でも，論理で相手を負かしはするが自分の考えは変えないディベート力でも

なく，価値観が異なる者同士が，「わかりあえないこと」を前提にしながらも，

価値観や情報を丁寧に説明，交換，摺りあわせ，議論を重ねることで，互いに

自分の意見が変わっていくことを潔しとする態度（「対話的な精神」）であると

される（平田，2012）。

 そうであるならば，日本人英語学習者が身につけなければならないコミュニ

ケーション能力とは，知らない人に話しかける力，価値観の異なる人と話す力，

自分にとって当たり前のことも忍耐強く丁寧に話し続ける力，および異質な存

在への寛容力，ならびにそれらを支えるメンタリティを中核としたものであり，

英語授業において行う活動は，これら「新たな技能」の育成に挑戦するもので

なければならない。                               〔髙塚成信〕 
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4 協同性と双方向性を高める英語授業づくり 

 

 わが国の授業は，英語に限らず，教師中心の講義による一方向的な知識伝達

型で行われてきた。変化の遅い時代には有効な形態であったが，新たな知識が

常に産み出される「知識基盤社会」では学力観も転換を余儀なくされ，それに

対応した学習形態が求められている。中央教育審議会の答申 (2009)においても，

思考力・判断力・表現力などが学力の中核に据えられ，「互いに教え合い学び合

う活動」など，「他者と協同して課題を解決しようとする学習活動を重視する」

よう明示している（註．「協同」は「共同」と同義語として用いることがある）。

 共同学習は，1960 年代に「自主共同学習論」として展開されたが，1990 年代

に教育学者の佐藤学が，デューイの「探求共同体」を基盤に「学びの共同体」

を提唱したことで広まった。佐藤（1996）によると，アメリカの学校改革にお

いて学習共同体は中心的標語として定着しており，「子どもたちが学び合い育ち

合う場所としての学校を意味し，教師が専門家として成長し合い父母も学び合

う場所としての学校を意味し，さらに，学習が個人的・私的な事柄ではなく，

共同的・公共的な事柄であることを主張する言葉であり，学校が学習を通して

社会的な連帯を形成する場所である」（p.264）と定義している。それは，対話

的なコミュニケーションとしての学びを特徴としているので，双方向型の学習

スタイルにも繋がる。英語教育においてそれらをテーマとした研究論文はまだ

少ないが，これまでになされた研究内容を整理しておく。 

 

4.1 英作文における peer feedback 

 この分野でもっとも多く扱われているテーマは，英作文における peer 

feedback である。ARELE を過去 15 年間振り返っても，Vol. 15，16，20，24 に

掲載されている。

近藤 (2004)は，review する生徒の能力不足が問題視されているため，事前

のコーチングで解消を試みた。大学生を対象として，事前にプロセスライティ

ングの規則，コメントの仕方などを説明したクラスとしていないクラスとを比

較すると，前者の方が global（39.3%:32.1%）で specific/relevant（58.9%:45.6%）

なコメントであった。また前者の方がすべき役割が明確であるため，積極的な

態度で取り組んだと報告している。

 コメント (response)の質を分析した論文が，矢亀 (2005)と広瀬 (2009)であ
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る。矢亀(2005)は大学１年生を対象としてコメントや修正後の作文を質的に分

析した。５～６人のグループで相互に英作文を批評し合う形式でコメントを書

いた。コメントの分析では，よい点の 79%が内容に関する specific なもので，

改善点の 84%は詳細な情報を求めるものであった。フィードバックを受けた修

正後の作文は，情報が加えられたため語数が 25%増加している。

 広瀬 (2009)は大学生 15 人を対象に，書かれたコメントを，question，

explanation，restatementなど機能による6カテゴリーと，content，vocabulary，

sentence など７アスペクトに分類した。平均 4.68 のコメントのうち，機能に

ついては reaction が 2.29 と最多で，question（特に text-related）の 1.44

が続き，その両者が大半を占める。アスペクトでは content が 3.16 で圧倒的に

多く，次は paragraph で 0.48 となっている。paragraph については reaction

のみならず suggestion も見られるという結果を得ている。

 沢谷・横山 (2013)は，writer と reviewer の両視点から考察した。大学生 18

人にトレーニング後にペアでコメントを書かせた。本研究では以下の点が解明

された。peer feedback を通して英作文能力，とりわけ organization に関する

能力が有意に向上した。コメントは，アスペクトでは文法や語彙など style 

(96/149)が，タイプでは suggestion (95/149)が最多であった。作文力とコメ

ント内容の相関から，作文力が低いほど内容に関するコメントが多い。作文力

と高いほど，しかも organization に関して高いほどコメント内容を取り込む

(incorporate)。そのコメントは，style，suggestion がもっとも多かった。

4.2 ペア・グループワークの効果 

Information and communication technology (ICT)を通して外国人と双方向

型の授業を実践して，その効果を調査した論文として佐々木 (2006)は，大学の

授業の一環としてハワイとタイの大学生と双方向で討論をさせてアンケート形

式で意識の変化を調査した。プレゼンテーションへの自信や学習意欲，さらに

はコミュニケーションの手段としての英語の意識などの高まりを確認できたが，

critical listening，logical speaking などの技能，とりわけ即時に応答する

能力の育成が課題であることを指摘した。

 ペアワークにおける相手の発話の取り込みに状況ついて，青山 (2000)は，大

学で学力に差のあるペアで shape description task を課して調査した。すべて

の取り込み (90)のうち 66%が上位群であった。しかし，取り込みを
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modification，extension，requirement の 3 タイプに分けて分析すると，上位

群は「－＋－」「―――」がほとんどであった。「-modification，+requirement」

については下位群が全体数の 3 分の 2を占め，それが非文の発話に繋がること

を見出した。また「+modification，-requirement」も下位群のみに見られる。

この結果から，取り込みには功罪があり，正しいインプットの重要性を指摘し

ている。

伊藤 (2012)は，ペアワークでペアを組む相手の英語習熟度について検証した。

114 名の大学生を上位者－下位者，上位者同志，下位者同志の 3 種類のペアに

分けて対称収斂型タスクを行い，次いで「上位者送手－下位者受手」「下位者送

手－上位者受手」「上位者同志」「下位者同志」の 4種類のペアに分けて非対称

収斂型タスクを課した。語数・AS ユニット数及び課題解決数の 3尺度で数量化

してマン・ホイットニーU 検定によって検討した。その結果，両タスクとも上

位者は相手の英語習熟度に影響されないが，下位者は上位者と組む方が発話産

出量と課題解決数が多い傾向が確認された。

 グループでのoral interaction活動を英語コミュニケーション能力の測定に

用いた研究では根岸 (2011, 2012)がある。中学生から大学生まで 135 人を学校

ごとに3人1組のグループを作り，5分間の対話を録画してthe Common European 

Framework of Reference for Languages (CEFR)の項目に沿って評価した。根岸 

(2011)では下位項目の interaction について，根岸 (2012)では range について

分析した。前者は global interactional patters を分析の結果，collaborative 

interaction がもっとも高得点で asymmetrical，parallel の順に高いが，それ

より低い under-developed interaction を新たに見出した。また，評価者は個

人よりもグループ全体で評価する傾向にあることが判明した。後者については

C-unit を用いて「語彙の豊富さ」「統語的な複雑さ」から分析し，前者の方が

CEFR の評価と相関が高く，語彙の種類の多さ，Guiraud index，C-unit ごとの

単語数との間にも高い相関を確認した。

 それ以外に学習者同士ではないが，ICT を用いた双方向型学習の実践報告が

ある。WBT を援用した前田 (2008)と CALL 教室でコンピュータ支援のライディ

ング授業を実践した長橋 (2011)である。

4.3 今後の研究の展開 

ペア・グループワークの新たな可能性を模索した研究はまだ少ない。しかも，
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ARELE に限定すると，大学生を対象としたものばかりであり，児童・生徒を対

象とした研究が求められる。また，学習形態による効果を直接的に検討する研

究が不可欠である。peer feedback をした生徒が，自らの作文にその内容をど

の程度反映させているのか，同じ目的で行う活動でも，グループワークにする

ことで伸びがどの程度異なるのか，などが問われる。実践レベルでは様々な取

組がなされている。授業改善のためにも，その成果を研究レベルで展開するこ

とが期待される。                      〔松浦伸和〕 

 

5 アイデンティティ形成と自律的英語学習 

5.1 知識基盤社会の到来と外国語教育の新たな意義 

 江利川（2012，p. 22）はその著書の中で，時代が「知識基盤社会

（knowledge-based society）」へ変化する今の時代においては，高度の総合的

知識や世界の多様な人々とのコミュケーション能力，問題の発見と解決能力を

育てる授業スタイルが求められていると述べている。そして経済協力開発機構

（OECD）の提唱したキ―コンピテンシ―など，新能力観にもとづく人材育成に

必要なことは，「生涯にわたり主体的かつ協同的に学び続ける「自律学習者」を

育成することです」と述べている。また，2007 年 6 月に改正された学校教育法

では，「生涯にわたり学習する基盤が培われるよう，基礎的な知識及び技能を習

得させるとともに，これらを活用して課題を解決するために必要な思考力，判

断力，表現力その他の能力をはぐくみ，主体的に学習に取り組む態度を養うこ

とに，特に意を用いなければならない。（第 30 条）」と明示されている。近年の

グローバル人材育成の世界的趨勢も反映して，学習のキーコンセプトとして生

涯学習，主体的で自律的な学習，自己の判断力や思考力を基礎とした大枠での

自己形成，アイデンティティ形成が挙げられると思われる。

 こうした時代の中で，外国語教育を含む言語教育はどのような意義を持つの

であろうか。言語，あるいは言語コミュニケーション能力育成の現代的意義と

して，① 人間は社会的な生き物であり，社会での行動の目標達成のための問題

解決の手段である（寺内，2011，p. 11），② 培われた文化を自己のものにする

ための主体的な役割を果たすもの，文化伝承という意味では言語は教育の主体

である（垣田，1985，p. 44），③ 自己のあり方や生き方を確認する手段，つま

り“自己客体化”の手段である（金岡，2010，pp. 233-234）などの考え方があ
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る。ここから歩を進めて，Moskowitz (1978，p. 2)は，自身の開発した外国語

学習プログラムの意義として，自己を受け入れ，自尊感情を高め，「自分も重要

な存在だから，あなたもそう」という自己の価値と他者の価値を高めていくこ

とを提唱し，それが結果として自己の潜在的能力を高めることになると述べて

いる。つまり，他者との外国語コミュニケーションを経て，他者や自分の存在

意義を確認し，相互に肯定的な意識を育てることが外国語授業の重要な意義の

1 つであり，これにより外国語学習の動機づけも継続されていく。こうした言

語コミュニケーションによる他者理解が社会的課題解決にむけた協働行為に発

展し，最終的には社会構築や社会変革に寄与することになるという教育観であ

る。

以上をまとめると，言語，あるいは外国語は，自己理解，他者理解，相互理

解のための手段となり，自己をより深く知ることや深く物事を考えることの手

段となり，結果的に言語は自己アイデンティティ形成の重要手段になり得ると

いう構図が見えてくる。

 

5.2 自己アイデンティティ形成と言語教育（外国語教育）の役割 

それでは言語教育と自己アイデンティティ形成の間にはどのような関係があ

るのだろうか。『広辞苑』（1987，第 3版）によれば，アイデンティティの基本

的意味は，人格における同一性のことで，ある人の一貫性が成り立ち，それが

時間的・空間的に他者や共同体にも認められることであるという。つまりアイ

デンティティ形成には自己認識と自己への他者認識とがセットであり，自問と

他者とのコミュニケーションによる自己発見・確認のプロセスを必要とするこ

とがわかる。例えば寅丸（2011，p. 204）は，アイデンティティ形成をふまえ

た第二言語習得におけることばの学びは，「個人的に決定的な影響を及ぼすよう

な深刻な経験だけではなく，ことばを学ぶことによって自分なりの価値観や考

えが自覚的に再構成されるような学びである」と述べ，アイデンティティ形成

を「人が多元的な社会において，他者との相互行為や相互承認の過程を経て他

者や社会を内化し，自己を変容させると同時に他者や社会を共同構築し，その

都度「自分とは何か」という問いにこたえていくこと」としている。

以上の議論から，言語教育，外国語教育は個人の自己アイデンティティ形成

に資するものであるべきであり，その形成が達成されることで個人の外国語学

習が自律的に促進されることになり，結果，生涯学習として継続されていくこ
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とになる。当然そこには，外国語学習に対する個人的価値が存在し，それが学

習の内的動機づけとして大きく作用していく。

こうした自己アイデンティティ形成にむけた英語学習や自律学習を進めてい

くうえで日本の英語教育を見た場合，いくつかの課題が指摘される。まず，金

岡（2009，pp. 262-263）は，現在の大学英語教育に対して問題提起を行ってい

る。高等教育課程を修了した者は社会人となり，職業を通して実社会に参画し，

貢献していくことが求められる。それは大人として多面的・重層的に世の中と

関わり，その中で自己の生き方や精神的価値観が問われていく過程であるため，

大学教育は成熟した精神を携えた人間づくりや人間形成を目指す社会的使命を

担っている。そこからすると，大学英語教育も単に資格試験や TOEIC 等の数値

的指標を目指し，それに対応した機械的学習パターン的な学習力を育てること

ではなく，個々の学習者が自己のあり方や生き方という文脈作りに邁進してい

けるような学習目的と動機づけを図り，その中で英語学習態度や学習方法を模

索していくべきではないかという考え方である。ついで鳥飼（2013，p. 165）

も同様に，大学という場は「ものを考える場」であり，そこでの英語教育では

「考える」ことが期待されるべきであり，スキル習得のみを求めていくことが

大学英語教育の存在意義ではないと述べている。

以上の流れや視点をもとに，学習者個人を自己アイデンティティ形成や自律

的な英語学習に向かわせ，人格形成を最終的な学習目標とする英語授業の取り

組みを紹介したい。

5.3 人間形成に照射した英語教授法―いくつかの事例をもとに― 

 まず，人間中心の英語教授法の主唱者の１人である Galyean (1977)は，個人

の自省行為と自己との対話，さらには外国語の技能習得を統合した言語教育を

提唱している。彼の提唱する教授・活動の目標は，外国語活動を通して学習者

に自己のニーズ，希望，関心，興味，価値，活動，行為などについて考えさせ，

これを他者と共有できるようにすることである。その活動は，① 自己覚醒，② 

言語練習の内容としての自己表出，③ 「今ここ」の現実を意識した自己表出，

④ 他者との共有の４本柱が①～④ のプロセスで順次流れていく。例えば，最

後の④の活動では，まず個人で I am a person who is      , who likes      , 

who wants      , who needs      , who feels     , who demands      , who 

fears      , who gives      , who hopes for      , who believes in      , 
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who loves      , who says      .のステートメント・リストに自分に関する

内容を記入させ，その後 6人グループを作らせ，このリストを相互に発表させ，

それぞれの発表に対して反論せずに仲間の意見をじっくり聴かせていく。それ

によって，自己に対する深い洞察を得させようとしている。

 また，Moskowitz (1978，pp. 151-152)は，練習“What I want from life”

という活動を提案している。この活動は人生の間にしたいことうや人生を通じ

ての目標をできるだけ多く挙げさせ，次にこの 3 年間で成し遂げたいことを挙

げさせ，さらにこの 2 つのリストの項目からしたいことのトップ 3をマークさ

せてみる。その後，2～3 人のグループに分けて，以下の質問に答えさせるとい

うものである。

1. What are your lifetime goals?   

  2. Which are your three most important lifetime goals? 

  3. What are your goals for the next three years? 

  4. Which are your three most important goals for the next three years? 

  5. What can you do now to help you accomplish your lifetime goals or your 

goals for the next three years? 

  この質問の答えを学習者が相互に共有し，その後，目標の優先順序の理由や

成し遂げるためにどんな努力をするつもりかを話し合わせ，さいごにクラス全

体で，今日のこの活動の意義などについて意見交換をさせる。

 また，これは日本語教育の例であるが，長嶺（2011）は「自分史」を書かせ

る実践を行っている。これは単なる履歴書的な自分史ではなく，自身の経験を

振り返らせながらテーマを決めさせて記述，その内容を再構成（revising）さ

せていくものである。他者に読んでもらい，内容を共有し，フィードバックを

活性化させていく。この活動は日本語学習者自身の生き方や考え方，さらには

価値観を深めさせ，自己の捉え直しを経てアイデンティティ形成まで連動させ

ていく試みといえる。

 さいごに金岡（2009）は，自己の気づきを重視した英語ライティング活動を

大学で実践している。まず，自分のあり方を考え，人間形成と言語教育との関

わりを考えるための教材（日本語テキスト，プリント教材，ライティングプロ

セスの英語教科書）を学生に与え，次いで各種ワークシートを与える。例えば

「現代大学生論リアクションペーパー」というシートでは，そこに指定教材の

読後感想文を書かせている。学習者自身が自分の考え方や行動に対して気づい
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た点を訴えるワークシートでは，グループ討議における他学生の発表に関する

感想メモと自己対話用の記入欄があり，その記入事項をもとに英語ライティン

グのテーマを決めさせ，パラグラフライティングを行わせている。このライテ

ィング活動では，モデルになる英文と教師のフィードバックを与えることで，

英文の推敲を各自に行わせ，英文の質を内容，論理の両面から引き張り上げて

いくことが学習目的となっている。それ以外の特徴として，リフレクションシ

ートを配布して授業に関する質問やコメントだけでなく，授業を通した気づき

や考えを記入させている。この授業スタイルは，自己発信と他者理解を通して

他者と自己の考え方のズレを認識し，その気づきからさらに何を考え，行動す

るかを意識させるという，個人としてのアイデンティティのあり方を考究して

いく授業実践だといえる。                         〔古家貴雄〕 

[引用文献] 

青山聡 (2000). Incorporation in nonnative speakers’interaction: Quantitative 

and qualitative comparisons of learners at two different levels. ARELE, 11, 

41-50. 

Baddeley, A.D. (2007). Working memory, thought and action. Oxford, England: 

Oxford University Press. 

ベネッセ教育総合研究所 (2012). 『大学データブック 2012』．Retrieved from 

http://berd.benesse.jp/koutou/research/detail1.php?id=3167 

Byram, M. (1998). Cultural identities in multilingual classrooms. In J. Cenoz 

& F. Genesee (eds.), Beyond bilingualism (pp. 96-116). Clevedon, U.K.: 

Multilingual Matters.  

中央教育審議会 (2009). 『幼稚園，小学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要

領の改善について（答申）』．Retrieved from http://www.mext.go.jp/b_menu/ 

shingi/chukyo /chukyo0/ toushin/__icsFiles/afieldfile/ 

2009/05/12/1216828_1.pdf 

江利川春雄（2012）．「第 1 章 協同学習の基本的な考え方」江利川春雄（編）『協同学

習を取り入れた英語授業のすすめ』3-23. 東京：大修館書店  

Galyean, B. (1977). A confluent design for language teaching. TESOL Quarterly, 

11(2), 143-156． 

平田オリザ (2012). 『わかりあえないことから―コミュニケーション能力とは何か』

（講談社現代新書）東京：講談社 

広瀬恵子 (2009). Student-student written interactions during peer feedback in 

English Writing Instruction. ARELE, 20, 91-100. 

Horibe, H. (2008). The place of culture in teaching English as an international 

language (EIL). JALT Journal, 30, 241-253. 

328

第12章　授業学



Horwitz, E., Horwitz, M., & Cope, J. (1986). Foreign language classroom anxiety.  

The Modern Language Journal, 70, 125-132. 

伊藤隆 (2012). EFL Learners’ proficiency differences and their CMC interaction 

in symmetrical and asymmetrical convergent tasks. ARELE, 23, 121-136. 

Jenkins, J. (2002). A sociolinguistically based, empirically researched  

pronunciation syllabus for English as an International Language. Applied 

Linguistics, 23, 83-103.  

Jenkins, J. (2006). English as a lingua franca: Attitude and identity. Oxford,  

England: Oxford University Press. 

垣田直巳（1985）．「第 4 節 教育における外国語教育の役割」片山嘉雄・遠藤栄一・垣

田直巳・佐々木昭（編）『新・英語科教育の研究』43-51．東京：大修館書店 

金岡正夫（2009）．自己への気づきを重視した英語ライティング授業―人格形成と精神

的成熟を目指して―. ARELE，20，261-270． 

金岡正夫（2010）．「自己アイデンティティ構築に向けたライティングへ」木村博是・

木村友保・氏木道人（編）『リーディングとライティングの理論と実践 英語を主

体的に「読む」・「書く」』228-240．東京：大修館書店 

近藤淑子 (2004). Enhancing student writing through peer feedback review coaching. 

ARELE, 15, 189-198. 

Lightbown, P., & Spada, N. (2006). How languages are learned (3rd ed). Oxford, 

England: Oxford University Press. 

Littlewood, W. (1996). “Autonomy”: An anatomy and a framework. System, 24,  

427-435. 

前田啓朗 (2008). WBT を援用した授業で成功した学習者・成功しなかった学習者. 

ARELE, 19, 253-262. 

溝上慎一（2004）．「第 3 章 学び支援プロジェクト（大学生活編）の実施と展開」溝

上慎一(編)『学生の学びを支援する大学教育』36-72．東京：東信堂 

文 部 科 学 省 (2009). 『 高 等 学 校 学 習 指 導 要 領 』． Retrieved from 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/kou/kou.pdf 

Moskowitz, G. (1978). Caring and sharing in the foreign language class. Rowley,  

Massachusetts: Newbury House. 

長橋雅俊 (2011). コンピュータ支援環境におけるライティング指導の事例研究. 

ARELE, 22, 393-408. 

長嶺倫子（2011）．「言語教育において「自分史を書く」ことの意義－アイデンティテ

ィ形成の観点から」細川英雄（編）『言語教育とアイデンティティ』179-201．横

浜：春風社 

Nation, I.S.P., & Newton, J. (2009). Teaching ESL/EFL listening and speaking. 

New York: Routledge. 

根岸純子 (2011). Global interactional patters in group oral interaction. ARELE, 

22, 33-48． 

根岸純子 (2012). Relationships between L2 speaker’development and CEFR“Range” 

329

引用文献



in group oral interaction. ARELE, 23, 297-312. 

岡山県立倉敷南高等学校 (2009). Dictogloss による 4 技能を統合した指導方法. 平

成 20 年度 SELHi 研究開発実施報告書 Retrieved from 

http://www.kuramina.okayama-c.ed.jp /selhi/SELHi_index_02.html 

Oxford, R. (2003). Toward a more systematic model of L2 learner autonomy. In 

Palfreyman, D., & Smith, R. (eds.), Learner autonomy across cultures: 

Language educational perspectives. New York: Palgrave. 

Richards, J. (2001). Curriculum development in language teaching. Cambridge,    

  England: Cambridge University Press.  

佐々木雅子 (2006). ICT-mediated international joint class for interactive oral  

communication skills. ARELE, 17, 231-240. 

佐藤 学 (1996). 『カリキュラムの批評 公共性の再構築へ』神奈川：世織書房 

佐藤 学（2011）．「「協同的な学び」で英語の学びの質を変える」『佐藤学 内田伸子 

大津由紀雄が語ることばの学び，英語の学び』119-147．東京：ラボ教育センター 

沢谷佑輔・横山吉樹 (2013). The role of L2 learners’ writing ability in peer 

review sessions from the perspectives of a reviewer and a writer. ARELE, 

24, 235-249. 

Schmidt, R. (1990). The role of consciousness in second language learning. 

Applied Linguistics, 11(2), 129-158.  

清水あつ子 (2011). 国際語としての英語と発音教育．音声研究，15(1). 44-62.

高山西高等学校 (2006). ディベートの段階別指導プログラム及びテキストの開発に

関する研究報告. 平成 17 年度 SELHi 研究開発実施報告書 Retrieved from 

http://www.takanishi.ed.jp/selhi/documents/H17report.pdf 

玉井健 (2005). シャドーイングは万能薬なのか. 英語教育，53(13). 28-30.

田中茂範・深谷昌弘 (1998).『＜意味づけ論＞の展開』東京：紀伊国屋書店 

寺内一（2011）． 日本の英語教育は CEFR をどのように受け止めるべきか. 英語教育，

60(6). 10-12． 

寅丸真澄（2011）．「日本語の教室における意味の構築とアイデンティティ形成―こと

ばの意味世界を共同構築する〈私〉〈他者〉〈教室コミュ二ティ〉」細川英雄（編）

『言語教育とアイデンティティ』202-223．横浜：春風社 

鳥飼玖美子（2013）．「グローバリゼーションのなかの英語教育―国際共通語としての

英語をどう考えるか」 広田照幸・吉田文・小林傳司・上山隆大・濱中淳子（編）

『グローバリゼーション，社会変動と大学』139-166. 東京：岩波書店  

Wajnryb, R. (1990). Grammar dictation. Oxford, England: Oxford University Press.  

Waters, A. (2012). Trends and issues in ELT methods and methodology. ELT Journal, 

66(4), 440-449. 

矢亀尋美 (2005).The Role of Peer Feedback in the ESL Writing Classroom. ARELE,16, 

101-110. 

矢野安剛 (2004).「外国語としての英語」から「国際語としての英語」へ 英語教育

再考早稲田大学大学院教育学研究科紀要，14, 179-195. 

330

第12章　授業学



JAPAN  SOCIETY  OF  ENGLISH  LANGUAGE  EDUCATION

　この章では，「英語教育における ICTの活用」について，見ていくことにする。

第 1節では，英語教育における ICT活用の全体的な研究動向を概観する。LLから

始まり，CALLへと移行し，そして現在は iPad などのタブレット端末へと展開し

ていく流れを追う。それを踏まえ，次の第２節では，特に全国英語教育学会におけ

る ICTを活用した英語教育の研究動向について見ていく。具体的には，ARELEに

掲載された論文を中心に取り上げる。さらに，実践例として，第３節では，次の４

つの実践例を見ていく。それらは，①代表的なCALLシステムの活用例，②確固

たる理論に基づき，ICTを活用した英語教育の実践例，③LMSを活用した実施例，

④スマートフォンやタブレットのようなモバイル機器を活用した実践例，である。

キーワード

第1節	 CALL，タブレット，ICT，e-Learning，LMS

第2節	 WBT，英語運用能力，三ラウンド・システム，CALL，ICT

第3節	 Moodle，ブレンディッドラーニング，スマートフォン，モバイルラーニ

ング，Listen	to	Me!	（LTM），三ラウンド・システム

英語教育におけるICTの活用
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第13章 英語教育における ICT の活用 

 

1 LL から CALL，そしてタブレット 

1.1 ICT を活用した英語教育の研究動向 

 20 世紀後半から 21 世紀の現在に至るまで，テクノロジーは凄まじい勢いで

進歩した。それは，われわれのライフ・スタイルにも大きな影響を及ぼしてき

た。当然，教育においても同様である。具体的には，1960 年代に教育工学とい

う学問領域が新たに芽生えたことや(坂元・永野，2012)，1970 年代初頭に，英

語教育に教育工学を導入した「英語教育工学」という概念が新たに示されたこ

とに表れている(町田，2001)。

その後，「英語教育工学」，すなわち英語教育における教育工学は著しい発展

を遂げるが，その進歩の特徴を一言で言うならば，「ダウンサイジング（小型化）」

であると言える。テクノロジーの進歩は，一般的には，既存製品の改善・改良

を意味する。すなわち，大きく重く高価だったハードウェアが，より小さく軽

く安価になることである。これにより，現在では数十年前に比べ，非常に安価

かつ簡便な方法で，以前と同等，もしくはそれ以上の性能を持つシステムを構

築することが可能になった。

その「ダウンサイジング」が進む中で，中心的な役割を果たしてきたのが，

情報処理技術，すなわちコンピュータ・テクノロジーである。コンピュータ・

テクノロジーは社会に大きな影響を及ぼしただけではなく，社会基盤を根底か

ら変えてしまうほどインパクトの大きなものであった。その大きな変化は，英

語教育における教育工学にも色濃く反映されている。すなわち，大規模かつ高

価な機械装置が，コンピュータに置き換わり，そのコンピュータがより安価で

小型のコンピュータへと置き換わっていったのである(見上，2011)。

この変化の結果，次の 2 つの流れが生じた。それは，①「統合化」と②「個

別化」である。既存の技術がソフトウェアで置き換えられるようになり，それ

によって，複数のハードウェアで実現されていたことが，一つのハードウェア

上で実現可能になった。例えば，LL(Language Laboratory)教室では，英語音声

は LL 機材が取り扱い，映像はビデオとテレビなど，別々の機器で取り扱ってい

たが，CALL(Computer Assisted Language Learning)教室では，音声も映像も一

台の機器で継ぎ目なく，簡単に扱うことが可能になった。これは，機能面から
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見た場合，複数のハードウェア使用から，ひとつのハードウェア使用への「統

合化」がなされたということを意味する。すなわち，ICT（Information and 

Communication Technology）の発達により，それまでいくつかに別れて存在し

た機能がひとつに統合されるようになったのである。これにより，様々な機能

がシームレスに活用できるようになった(吉田，2012)。

また，ハードウェアは小さく安価になったゆえ，かつては教育機関でなけれ

ば設置や購入ができなかったものが，今では個人でも簡単に購入して，使用す

ることができるようになった。具体的には，スマートフォンやタブレットを，

個人が所有するようになったことである。かつてはコンピュータでなければ実

現できなかったことが，今では，スマートフォンやタブレットで，簡単に実現

できるようになった。それらを一般の人々が手にしている状態，それが「個別

化」である。すなわち，「個別化」とは，安価で高性能な ICT 機器が個人に普及

したことを意味する。

 このような大きな流れを踏まえ，第 13 章の第 1節では，ICT を活用した英語

教育の全体的な流れと今後の展望について概観する。

1.2 LL から CALL へ 

日本は，欧米や他の海外諸国のように複数の多民族が入り混じった国家では

ない。また，陸続きで他国と国境を接しているわけでもない。それゆえ，戦前

は日常生活において，外国語に触れることができるような環境ではなかった。

英語文献はいざしらず，ネイティブが発声する外国語の音声，とりわけ生の英

語を一般の人が耳にする機会はほとんどなかったのである。その状況下におい

て，何とか英語音声を教育機関の授業に取り入れたいという熱意から，1960 年

代にオープンリール方式のテープレコーダーを用いた LL 教室が出現した。そし

て，その LL 教室は，度重なる改良を経た後，1990 年代後半から徐々にコンピ

ュータ化されていき，CALL 教室へと変わっていったのである(見上，2011）。

LL 教室は，①個別練習や録音する機能といった LL 機能と，②視聴覚や映像

などの AV 機能を有するのみであった。しかし，CALL 教室はそれらに加え，①

学習の制御や管理を行う CAI(Computer Assisted Instruction ; コンピュータ

支援教育)機能，②出欠状況や成績の一元管理と教材の集積・配信を行うサーバ

ー機能，③学内 LAN や学外インターネットに繋がるネットワーク機能，を有す

るシステムである(見上，2011）。これにより，非常に効果的で，多様多彩な英
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語授業を行うことが可能になった。その結果、多くの研究から明らかなことで

あるが，CALL を活用した英語教育は，目覚しい学習効果を上げてきた。

 しかし，一方で CALL を活用した英語授業を行おうとした場合，以下の問題が

生じることも付け加えておく必要があるだろう。すなわち，①大規模な設備と

それを管理する者が必要とされること，②その設備を設置し，維持していくた

めには，多額の予算を必要とすること，③CALL 教室を使いこなせるかどうかは，

教員の積極的な意欲が必要であること，などである(金子，2002）。実際，CALL

を活用した授業が非常に効果的であるにもかかわらず，依然として多くの英語

の授業は，通常の普通教室で行われるケースが多いと言える。その際には，ラ

ジオ・カセットレコーダーや CD レコーダーを教室に持ち込んで，英語の音声を

再生して，行われているのが現状である。

1.3 e-Learning(CMS や LMS)の活用―Blackboard と Moodle― 

  CALL 教室は上で述べたような状況を包含しつつ，英語授業で積極的に活用さ

れていく一方で，インターネット環境の整備は，ICT を活用した英語教育の別

の側面の可能性を開いていくこととなった。2000 年頃から ADSL や光ファイバ

ーなど，より高速な回線が整備され，レスポンスが格段に向上したことに加え，

より大量のデータのやり取りができるようになった。これにより，サーバー上

に教育用コンテンツを置いて配信し，それで学習を進めていくという

e-Learning が注目されるようになった(森田，2002）。e-Learning の特徴は，デ

ジタル化とインタラクティブ性である(経済産業省商務情報政策局情報処理振

興課，2004）。当初は，CBT(Computer Based Training)や，World Wide Web の

技術を利用した WBT(Web Based Training)という形態であったが，e-Learning

が浸透していくとともに，学習履歴・成績・教材の集積と配信を一元管理する

CMS(Content Management System)や LMS(Learning Management System；学習管

理システム)がその中心として機能するようになった。代表的なものに，

Blackboard や Moodle がある(高橋俊章，2012）。これらのシステムは，自学自

習には最適であるため，昨今の教育パラダイムの転換を具現化することとなっ

た。すなわち，従来までの教師主導型の学習ではなく，学習者中心の学習や自

立した学習者という学習者像の転換を強く意識させるものとなったのである

(見上，2011)。また，昨今の単位の実質化が叫ばれる状況下において，授業外

での学習時間確保という意味においても，非常に効果的に活用されてきている。 
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 しかし，CMS や LMS も，授業外に，学外において，自学自習する際には非常

に効果的である一方，授業の際に活用していく場合には，依然として CALL 教室

を用いざるをえず，上述したような問題は残ることになった(金子，2012）。

1.4 スマートフォンとタブレット端末の普及 

  2010 年代に入ると，CALL を活用した英語教育を行う際に，CALL 教室を使用

せざるをえないことから生じる不都合が，一気に解消される可能性を含んだ状

況が生じてきた。それは，スマートフォンとタブレットの出現である。携帯電

話に代わり，スマートフォンが普及するようになったが，特筆すべきことは，

それらが，コンピュータと同等の機能を持ちつつも安価かつ小型で，しかも個々

人が所有可能なことである。また，タブレット端末も，同様に，コンピュータ

と同等の機能と性能を持ちつつも，安価かつ小型であることに加え，スマート

フォンよりも視認性に優れている。代表的なタブレット端末に，アップルの

iPad がある。iPad は，PC と異なり，OS が急に落ちることがほとんどなく，保

守管理が簡便であることも特徴的である。そして，画期的なのは，このタブレ

ット端末を，無線 LAN で学内ネットワークにつなぐことによって，CALL 教室を

使用せずとも普通の教室で，CALL や e-Learning といった ICT を活用した英語

教育を行うことが可能になった点である。すなわち，CALL 教室で行われていた

ことと同等のことが，普通の教室でも行えるようになったのである。しかも，

CALL 教室の設置・維持に比較して，コスト・パフォーマンスにも優れている。

この安価で高性能な ICT 機器の一般への普及が，今後，さまざまな新たな可能

性を切り開いていくことは間違いがないであろう(見上，2011）。

 さらに，そのタブレット上において電子教科書を活用し，電子黒板を用いる

試みが行われ始めている(松岡，2012）。これに，近時流行しているクラウド技

術を絡ませることにより，ICT を活用した英語教育のさらなる発展と無限の可

能性が潜在しているように思われてならない。その一例として，教育の個別化

のさらなる促進があるように思われる。すなわち，一人一人の学習者に適合し

た学習プランを設計し，それに基づき，学習者のレベルに合った適切なコンテ

ンツを配信していくという，個人仕様を目標とした，テーラーメイドな教育を

行っていく可能性である。教育の個別化の重要性は以前より語られてきたこと

であったが(中山，2012b），さまざまな要因により，その実現にはいろいろな困

難があった。しかし，この ICT を活用した英語教育は，それを乗り越えてくれ
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る可能性を秘めているように思われる。

 これらのICTを活用した英語教育の大きな流れを踏まえて，次の第2節では，

全国英語教育学会における，ICT を活用した英語教育の研究動向について，主

に ARELE に掲載された論文を中心に見ていくことにする。そして，第 3節では，

全国英語教育学会における，ICT を活用した英語教育の具体的な実践例として，

次の 4 例を具体例として挙げる。

まず，代表的な CALL システムについて詳述した①「千葉大学開発の Listen to 

Me! (LTM)と米国の Educational Testing Service (ETS)によるテストや評価の

システムについて」，次に ICT を活用した英語教育を実施する際には，技術先行

ではなく，確固たる理論に基づいた総合的な英語教育の立案と実施の重要性を

説いた②「英語教育総合システムの中での ICT 活用（指導，テスト，評価）」，

そして代表的な LMS による e-Learning の実施例として③「授業内外での

LMS(Learning Management System)について」，最後にスマートフォンやタブレ

ットのようなモバイル機器を活用した英語教育について述べた④「モバイルラ

ーニングによる英語教育」，である。             〔金子 淳〕 

 

2 ARELE における研究動向 

 

2.1 はじめに 

この 10 年の外国語教育の歴史において，外国語教育とメディアの関係は，語

学演習室が LL から CALL へと様変わりし，さまざまな ICT－情報通信技術－が

発展し，その活用が可能になるにつれ，ユビキタス社会への動きはますます加

速している。こうした動きが外国語教育に与えるインパクトは，第 1節で述べ

られているように，小さくない。

こうした状況のなかで，全国英語教育学会では，ICT と英語教育のかかわり

についてどのような研究が行われてきたか。学会紀要 ARELEに掲載された論文

は決して多くないが，「映画を活用した授業実践および教材開発」，「CALL を活

用した英語運用能力の育成」，そして「学習者の視点から見た ICT を活用した学

習」という視点が浮かび上がってくる。こうした視点から，研究の成果を振り

返ってみよう。
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2.2 もっとも身近なメディア・コンテンツ―「映画」の活用― 

「映画」は，テレビ放映をはじめビデオや DVD で視聴できる，もっとも英語

教育に活用しやすいメディアの一つである。しかも，それ自体が，「本物の」言

語と題材性を持ち合わせたコンテンツでもあり，授業実践の場にこれを活用し

ない手はない。このような認識も，今となっては，多くの英語教師が共有して

いるように思われるが，いかなる方法で有効に活用するかはいまだ明らかにさ

れていない点も多い。

Kadoyama(2005)「中学校・高等学校の英語教科書における映画教材の変遷」

は，1978 年から 2004 年度までに刊行された検定教科書 1,588 点を対象に，映

画が題材としてどのように取り上げられているかを，つぶさに調査したもので

ある。貴重な資料としての性格とあわせて，中学校教科書では数は少ないもの

の，作品のテーマ性や生徒への知名度などを考慮して取り上げられていること，

高等学校教科書ではストーリーをリライトしたものからシナリオ形式で取り上

げられるように変化してきていること，作品の鑑賞からスピーチやコミュニケ

ーション・スタイルのモデルとしてなど映画の場面がさまざまな目的で取り上

げられるようになってきていることなど，分析結果も大変興味深い。

こうした分析からも明らかなように，教科書に収録する題材を映画に求めた

のであって，映画を活用して英語を教えるという状況からはほど遠いのが現状

である。単発の投げ込み教材としてではなく，映画を使って何をどう教えよう

とするのか。Kadoyama(2008)「映画を活用した言語機能別コミュニケーション

指導の実践」は，こうした課題に取り組んだ実践論文である。依頼や提案，交

渉など言語機能を中核に据えたシラバスを作成し，「自分だったらこういう場面

ではどう言うだろう」と考えさせたりし，セリフの聞き取りのみに終始しない

ような工夫がなされている。映画をコミュニケーションの指導に主眼を置いた，

初級・中級学習者向けの教材の開発の必要性を訴える氏の声には説得力がある。

2.3 ICT を活用して英語運用能力を高める 

英語教育に CALL ないしは ICT を活用すると言ったとき，それは英語運用能力

を伸ばすことを目的として活用することにほかならない。

外国語学習において語彙の習得が不可欠であることに議論の余地はないが，

各々の語彙知識―発音と綴りと意味―をバランスよく習得し，言語運用に適用

することは，そう容易なことではない。語彙に焦点をあてた研究に，Nakamura & 
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Matsuoka(2003)「CALL を利用した擬似初心者の綴り字学習訓練とその効果」が

ある。日本人大学生を対象に，綴りと発音が一致する規則語・一致しない不規

則語を，綴り字の学習方法を変えたプログラムを作成し，CALL で学習した結果

が報告されている。5 週間にわたる学習によって，綴り字訓練を行った群で有

意に学習効果が現れ，規則語に比べて不規則語は学習が困難であることなどが

分かったと言う。

言語学習の 4 技能のうち，ライティングに焦点をあてた研究もある。長橋

(2011)「コンピュータ教室環境におけるエッセイ・ライティングの指導成果と

展望」は，日本人大学生を対象に，タイピングも重要な要素として訓練に取り

入れ，2 分間提示されたモデル英文をコンピュータ上で再現する活動などを行

った結果，いわゆるプラニングの時間が大幅に短縮され，産出総語数や総セン

テンス数の増加，複雑な構造の文の増加も見られたと報告している。

CALL 教材の開発に焦点をあてた研究に，Takefuta et al.(2002)「英語総合

力養成のための CALL 教材の開発とその試用－科学研究費補助金による研究」が

ある。総合的なコミュニケーション能力の養成を目的として，いわゆる「三ラ

ウンド・システム」にもとづく大学初級・中級用教材を開発し，いくつかの大

学で試用した結果が報告されている。語彙や読み書きなど，英語運用能力を構

成する要素に加えて，それらの効果を倍増する要素として，学習者のやる気を

引き出すための方策や学習したことを忘れないよう定着させるための方法論も

重要な要素として周到に考慮されている点は，この研究をいっそう意義深いも

のにしている。「三ラウンドをやっていると時間が経つのがすごく速い。…前よ

りも聞き取れるようになった気がする。」，「このディスクを使って勉強している

と勉強が嫌にならなかった。だんだんと何回も聞いていくうちにおよそ何を言

っているのか分かるようになってきて，私でもできるんだなと自信がつきまし

た。」などという学習者の意見は印象的である。

以上のように，Nakamura & Matsuoka(2003)は，綴り字の知識が意味アクセス

の前提となるというメンタルレキシコンへの語彙アクセスに関する知見を踏ま

えたものであり，Takefuta et al.(2002)は，「三ラウンド・システム」という

学習・指導理論にもとづいたものである。ともすれば，新しいメディアに振り

回され，「ICT あり，活用法を求む」となりがちであるが，外国語運用能力の育

成の基盤にある外国語習得のメカニズムの本質とメディアの有効な活用を関連

づけることが大切であることを示している。 
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2.4 ICT をもっと有効に活用して英語運用能力を育成するために 

CALL 教材を用いた学習を一定量行うことによって，たとえば TOEIC®のスコア

が有意に上昇した，という結果が得られたとすれば，その CALL 教材は内容，難

易度，ニーズなどの点において学習者にとってベスト（少なくともベター）な

ものであったと言える。しかし，それは，複数いる学習者全体の傾向をみたも

のであって，学習には個人差があり，必ずしもすべての人の成績が向上するわ

けではない。

このような個人差の問題があることに注目し，学習者要因―学習観，動機づ

け，語彙学習方略―について，CALL 学習の事後にアンケート調査を行い，

TOEIC-IP スコアとあわせて因子分析を行った論文に，Maeda(2008)「WBT を援用

した授業で成功した学習者・成功しなかった学習者」がある。ウェブを使った

学習（Web-based Learning）は学習者個人の進度や理解度に応じて学習ができ

るという利点がある一方で，すべてを学習者にゆだねることが必ずしも効果的

に学習を促進するとはかぎらないという問題もある。Maeda(2008)は，こうした

経験知にもとづいて，教師がどう介入し，学習の改善を図ることができるのか，

その方策を探ろうとする意欲的な試みと言える。

 

2.5 まとめにかえて 

ICT が外国語教育において果たす役割は何か。かつて TIME誌に掲載された記

事に，こんな一節があった。“If the world is to work in the 21st century it 

will be because nature, humanity and technology work together. And perhaps, 

if we can make them work together well enough, we will come to understand 

that they are really the same thing.” 

この記事は環境問題を論じたものだが，英語教育にも同じことが言えるので

はないか。「英語教育が今後もなお機能しつづけるとするなら，それは，人，科

学技術，そして学習環境の三者がうまく手を取りあってこそ実現できるであろ

う。そして，その三者をうまく働かせることができれば，実はその三者がひと

つのものであるのだと理解できるようになるだろう。」 

「英語の授業は英語で！」，「大学入試に TOEFL®導入？」，「英語を母語とする

外国人教員を 2 年以内に 1,500 人増」など，外国語教育を取り巻く動きには枚

挙にいとまがない。「グローバル人材育成推進事業」といったものも動き出して

いる。しかし，このいずれをとってもそれ自体は手段にすぎない。こうしたこ
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とが声高に叫ばれる背景には何があるのか？そして，その先にある目的は何

か？それは，とりもなおさず，「外国語運用能力の育成」であろう。

この差し迫った課題に，人，科学技術，そして学習環境の三者がうまく手を

取り合って共存する道を真剣に考え，答えを出していく段階にいよいよ入った

と，ここ 10 年のあいだの研究が教えてくれているように思う。 〔横川博一〕 

 

3 実践（指導，テスト，評価） 

3.1 LTM シリーズによる指導実践と Educational Testing Service (ETS)によ

るテストや評価のシステム 

(1) 英語教育における ICT 活用の現状 

 ICT の発展と普及はコーパス研究等の各種研究成果をもたらすとともに，教

育面でもほとんどの学校にコンピュータ室が設置されることにもなり，教師と

学習者が直接コンピュータを使用する機会も増えてきた。国内外の英語教育関

連学会では複数の業者が各種システムの展示と宣伝を行い，研究者による研究

発表も多数行われている。日本の大学で導入されている CALL システムの主なも

のとして，アルク教育社開発の NetAcademy2, 広島市立大学開発の「ぎゅっと e」，

名古屋大学開発の eFACE，千葉大学開発の Listen to Me! (LTM)シリーズ等が挙

げられる。本稿では前半で LTM シリーズによる指導実践について，後半では米

国の Educational Testing Service (ETS)によるテストや評価のシステムにつ

いて紹介する。

(2) 英語教育総合システムとしての「三ラウンド・システム」 

 竹蓋(1997)，竹蓋・水光(2005)は学習者の習熟度レベルや目標，指導内容等

を分析し，中核システム，複合システム，集積システム，包括システムからな

る英語教育総合システムとして三ラウンド・システムを提唱している。本シス

テムの中核部分においては，4 技能の基礎となる聴解力の養成を目的とする

CALL システムの指導理論が開発され，千葉大学，文京学院大学，大阪大学等の

教員が共同で LTM シリーズの聴解力養成用 CALL 教材を初級から上級まで 19 種

開発し，現在も開発は継続している。本システムの主な特徴を以下に挙げる。

・講義，インタビュー，ニュース，映画等の難易度の高い自然な音声素材や映

像素材を収集したり，教材開発者が海外ロケに出かけて撮影したりし，学習者
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の英語力や興味に合わせて素材を適度な長さに編集して提示する 

・繰り返して複数の素材を断続的に視聴しながら，大まかな理解，正確な理解，

より高度なコミュニケーションの目的達成へと三段階に分けて分散学習をする。

・各段階では，複数のタスクが与えられ，主体的な学習作業を進める。

・それぞれのタスク達成のために，ヒント情報，参考情報等の各種情報が適切

なタイミングで提示され，学習者は成就感を得ながら徐々に理解を進める。

 三ラウンド・システムに基づいた CALL システムの開発は，当初は NEC PC-9801

用の MS-DOS 版オーサリング・システムで行われたが，その後，技術革新に対応

して Windows/Macintosh ハイブリッド版 CD-ROM（竹蓋他，2002），映画 DVD-Video

を活用した Windows 版システム（土肥他，2008），サーバーに学習履歴を保存し

ながら自宅でも学習可能なオンライン・システム（高橋，2010），スマートフォ

ンやタブレットに対応したシステム（高橋秀夫，2012）等の開発を重ねてきた。

(3) 「三ラウンド・システム」による CALL の指導実践と効果 

 三ラウンド・システムに基づいて開発された LTM シリーズの CALL システムは

全国の大学や高校等で使用されているが，千葉大学では毎学期数百名の学生が

同時期に並行して英語力に応じた複数の教材を使用している。週 2 回 15 週計

30 回の授業の場合，聴解教材 2 種と別開発の語彙教材 1種を使用し，授業時間

外にも自宅や自習室での自習が推奨されている。土肥(2011)，土肥・竹蓋(2012)

は千葉大学の授業でシステムを使用した過去 11 年 11,682 名のアンケート結果

を分析した結果，「この授業を取ってよかった」という 5 段階評価項目で肯定的

(上位 2 段階)，中立的(中央)，否定的(下位 2段階)の回答がそれぞれ 85%，11%，

4%であることを報告している。また，学習素材に興味を持った受講者や学習時

間の多い受講者ほど，効果があったと回答する傾向も判明した。

 次に与那覇・竹蓋(2013)は，文京学院大学で TOEIC 800 点以上を取得した学

生に着目し，LTM シリーズの CALL システムを適切に使用した学生 8名，不適切

に使用した学生 40 名では，4 年間の得点の伸びと到達レベルに差があることを

示した。また，システムを使用せず他の方法で学習した学生 11 名との比較でも，

１年次の段階で有意差がなかったにも関わらず，4 年間で学習効果に有意差が

生じたことも報告している。三ラウンド・システムの指導理論，LTM シリーズ，

および指導効果の多面的な検証については，竹蓋・水光(2005)も参照されたい。
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(4) ETS 開発のテスト・システム 

 ICT の発展はテストにも影響を与え，採点や分析における統計処理の効率化

だけでなく，出題そのものにもコンピュータが使われるようになった。ETS が

作成し，1964 年以来世界で 2,700 万名以上が受験してきた TOEFL テストにも大

きな変革がもたらされた。過去に実施され，現在も一部の国で実施されている

TOEFL PBT (Paper-based Test)は，4 技能のうち Listening と Reading を用い

てマークシート方式で回答する形式であったが，1998 年から実施された TOEFL 

CBT (Computer-based Test)では，受験者がコンピュータを使用し，受験者の英

語力に応じて Listening の難易度が調整され，Writing セクションも含まれる

ことになった。2005 年から導入された TOEFL iBT (Internet-based Test)では，

Speaking も含めた 4 技能の能力が測定されるとともに，Integrated Task とい

う複数技能を統合した出題形式も含まれることになった。

 同じ ETS が開発している TOEIC テストは，従来通りマークシート方式で

Listeningと Readingセクションが現在も実施されているが，2006年から TOEIC 

Speaking/Writing Testsも別途実施されるようになった。細部は異なるがTOEFL 

iBT と同様のシステムを使用している。

(5) ライティング自動採点・分析システム Criterion 

 上記テストを開発している ETS は Criterion という Writing 評価・指導シス

テムも開発している。テストの場合と異なって，e-rater というコンピュータ・

プログラムだけで採点することにより，熟練採点者が採点する場合と比較して

欠点も見られるが，瞬時に採点して分析結果がフィードバックされるという特

長がある。多数のトピックを使用した自由英作文の訓練に使用でき，人間教師

の指導と比べて，労力と時間の軽減が期待できる。

(6) 英語教育における ICT 活用の今後の展望 

 本稿で紹介した一部の実践例に限らず，年々ICT 活用の教育事例は増えてい

る。今後は専門分野の学習と連携した英語学習システムの重要性も高くなるで

あろう。最近脚光を浴びている試みに MOOC (Massive Open Online Course)が

ある。本来はネイティブスピーカーやすでに英語力が高い学生が，インターネ

ット上で大学の講義を受け，課題提出やディスカッションを行うというもので

あるが，場所と時間の制約を受けずに，低予算で有名大学に疑似留学でき，英
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語上級者にとっては新しく実用的な英語学習環境が出現してきたと言える。

今後も次々と新しい ICT 技術が生まれ，それに対応した試みがなされるであ

ろうが，技術革新に振り回されることや試行錯誤が目的ではなく，多様な教育

現場で英語教育の効果をあげ，社会が求める英語コミュニケーション能力を養

成することが本来の目的であることを考えれば，教材や指導法を英語教育の理

論的裏付けのない業者まかせにしているのでは効果は期待できない。英語教育

の専門家が，ICT の限界も理解した上で，いかに技術をうまく活用して人間教

師の指導を補えるかを研究する必要がある。          〔土肥 充〕 

3.2  英語教育総合システムの中での ICT 活用（指導，テスト，評価） 

(1) ICT の位置づけ 
「グローバル人材の育成」が文部科学省や各大学の目標の一つとして定着し

た感があるが，竹蓋（1997）はこの言葉が使われ始める以前からグローバルに

活躍できる人材を育成することを見据え，国際語としての英語の運用力養成を

目指した「英語教育総合システム」を提案している。これは 1960 年代から積み

重ねられてきた基礎的な理論研究及び教育実践研究によって裏打ちされた科学

的なシステムであり，協調システムと機能システムで構成されている。前者の

協調システムは，学習者を中心として，教師，コースウェア，カリキュラム，

機器（ICT），時間，友人，環境，という 8つの要素から成る。ここで ICT が一

要素として挙げられていることからも分かるように，ICT は十分条件ではなく

数ある必要条件のうちの一つとして位置づけられており，有機的に関連する各

要素が相互に作用することでシステム全体が効果を発揮するものと定義されて

いる。

ICT は，昨今の使い勝手の良さ，低価格化，そして安定した高速インターネ

ット環境の整備などにより教育機関及び個人利用での普及にますます拍車がか

かり，ともすると技術駆動型の授業に陥る可能性も少なくない。こうした危惧

を念頭におき，英語教育が総合システムとして最適な機能を果たすよう，授業

計画を立案する時点で英語教育を総合的に俯瞰し，ICT を使用する目的，場面，

順序などについて，理論的側面や先行研究による実践結果などを踏まえて検討

し，明確な意図をもって選定する必要があるだろう。本項では，指導，テスト，

評価の各場面における ICT 活用について見ていく。
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(2) ICT を活用した指導の種類 

 我が国において，e-Learning を取り入れた授業は特に 2000 年以降に加速度

的に増加し，数多くの実践研究の結果が報告されてきている。これらのうち，

大学教育における ICT を活用した授業の実践事例について，中野・吉田（2009）

は学習・教授支援型，自学自習型，交流型の三種に分類している。この分類基

準に基づいて見ていくと，まず学習・教授支援型は，たとえば筆者の勤務校で

は，2003 年には年間 108 コマだった CALL 教室での語学授業が 10 年後の現在で

は 165 コマと約 1.5 倍に増加していることがわかる。各授業での ICT 活用の現

状を具体的に見てみると，語学学習用ソフトウェアの活用，プレゼンテーショ

ンツールを使用した口頭発表の指導，世界各国の Web ニュースにおける報道内

容の比較，コーパスを利用した外国語作文指導など，授業の目的や内容に応じ

て精選した機能を使用しており，CALL 導入初期の頃に見られた，できるだけ最

新の機能を使いこなそうと試行錯誤するような姿勢は影をひそめたように思わ

れる。

 二つ目は自学自習型である。限られた時間の中で効果的，効率的に学習する

ためには，学習者の目標を念頭に綿密にカリキュラムを構築する必要があり，

そのカリキュラムには学習者がそれぞれの隙間時間を有効活用して能動的に自

律学習を行う計画なども含まれる。近年では，学習・教授支援型と自学自習型

を組み合わせたブレンディッドラーニングの形態での学習によって高い効果が

期待できることを示す研究実践結果が数多く報告されている。

三つめの枠組みは交流型である。状況論的学習観が広まりを見せることに伴

い，英語教育界でも協調学習の学習形態が注目を浴びるようになった。たとえ

ば，海外の教育機関との遠隔共同授業を開設し，Skype，プレゼンテーションツ

ール，SNS などを用いて生の人間を相手にしたインタラクティブな言語運用が

実践できる場を持つことは，近年の ICT 環境の高度化によって可能となった有

用な学習形態と言える。昨今，グローバル人材を育成するための一つのステッ

プとして海外留学が重要視され強く推奨されているが，留学前にこうした ICT

を活用したネイティブスピーカーとの交流体験を持つことにより，確固とした

自信と目的を持った海外留学の実現，ひいては留学先でのより充実した学びに

繋がると考える。
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(3) ICT を活用したテスト 

 言語テストに関する研究はこの 50 年間で大きな発展を遂げており，コンピュ

ータの特性を生かしたテストの開発も進んできている。言語テストでの測定対

象としては，語彙力，文法力，各言語技能の能力，総合的な運用能力などがあ

るが，テストを開発，あるいは選定する際には，まずはテストの妥当性を，続

いて信頼性を確認することが大切である。さらに現実的には実用性を確保する

ことも必須であり，たとえば TOEFL-iBT®のライティングセクションの一部では，

人間の採点者による内容，意味的判断とコンピュータによる言語的特徴の自動

採点を併用し得点を算出することで，採点の質と処理スピードの確保に努めて

いる。

テストにおいてコンピュータを使用する目的は，以前は，学習者が何度でも

受験できるようにすることや採点の手間の省力化が挙げられ，フリーウェアの

Hot Potatoes(Hot Potatoes: http://halfbakedsoftware.com/hot_pot.php)な

どが重宝されてきた。しかし近年では，教師がテストを作成して学習者に提供

するだけでなく，学習者自身が個々の弱点の克服を目指してテストが作成でき

る機能を持つ Quizlet(Quizlet: http://quizlet.com)などの Web サイトが注目

を集めている。Quizlet では紙の単語カードの表と裏に記入する内容を Web サ

イトで入力するだけで，TTS システム（合成音声によるテキスト読み上げ機能）

を使用した音声テストを含む多様な形式のテストが自動的に作成される。この

ようなツールはゲーム感覚で手軽に使用できるため，学習者が各自のスマート

フォンで隙間時間に復習して効果的なサイクルでの学習に繋げる，といったこ

とも可能となる。

(4) ICT を活用した指導実践の評価 

 教師の役割として Harden & Crosby (2000)は，information provider, role 

model, facilitator, assessor, planner, resource developer を掲げ，この

うちの assessor については学習者の評価と並んでカリキュラムの評価をその

重要な役割として挙げている。また，Dick, Carey & Carey (2008)の提唱する

ISD モデル（Instructional Systems Design Model）においても評価のプロセ

スは教育効果の最大化及び教育の効率化を目指すにあたり不可欠なもの，とし

て大きな比重が置かれている。

このように英語教育の中でも肝要な役割を果たす「評価」であるが，多様な
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アプローチやデータの収集，分析方法による評価が存在するため，まずは自分

が評価したいことを明確に定めた上で，どのようなデータを扱うか（量的デー

タ，質的データ），どのような研究法をとるか（質問紙調査法，面接法，実験計

画法，参与観察，アクションリサーチなど）といったことを含め，事前に研究

デザインを検討しておく必要がある。それが，教育効果を最大限に引き出すた

めの第一歩と言える。

ただし留意したいのは，人間学習者を対象として実験的検証を行う場合にお

いて実験群と対照群を意図的に設定して比較することがあるが，これに対して

倫理面からの問題を指摘される傾向が強くなってきたことである。これへの対

処法として中山（2012a）は，毎年実施する学習内容における学習効果や，すで

に取得している評価結果といった過去の事例データを参照して比較することな

どを提案している。また，ICT を活用した指導実践を評価する際には，単に目

新しいハードウェアやソフトウェアを使用したことによって一時的に効果が出

ているだけではないか確かめるため，少なくとも１年以上の期間をかけて，継

続して観察することが必要である。さらに，特定の学習者群あるいは環境下で

のみ得られた結果ではなく，ある程度普遍的な結論であることを示すには，研

究実践を繰り返して同様の結果が安定して得られるかを確認すること

（repeated observation）も望まれる。このような点も含め，英語教育工学に

関するテストや評価について包括的にまとめられた書として石川他（2011）や

清水他（2012）などを参照されたい。

デジタルネイティブ世代の学習者にとって，タブレット端末やスマートフォ

ンなどを含めた ICT はごく自然に身の回りに存在するものであるため，その使

用方法の説明や機器トラブルへの対応に要する教師の負担は以前とは比較にな

らないほど軽減され，情報の授業なのか英語の授業なのか分からない，などと

いう学習者からの不満の声は聞かれなくなった。このため，学習形態は多様化

し，各学習者の学習ストラテジーや学習性向に合ったもので効果的に学習を継

続できる可能性も高まったと言える。一方で，高価な CALL 関連の設備やソフト

ウェアを導入しても自発的にそれを利用して学習しようとする学生は 1％にも

満たない，という望月・片桐（2003）の報告からも明らかなように，教材自体

の要因だけでなく，それを取り巻く様々な要素（学習者，教師，カリキュラム，

ICT，時間，友人，環境）がどのように機能し合うかによって，まったく異なる

結果が出ることは肝に銘じておきたい。                       〔竹蓋順子〕 
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3.3 授業内外での LMS(Learning Management System)の活用について 

(1) 英語教育における LMS の活用 

現在，ICT は教室内外での教育支援・学習支援，自律学習を促す自学自習，

物理的に離れている場所をつなぐ協同学習など，様々な形態で幅広く活用され

ており，多くの実践報告がなされている。その中でも近年主要なテーマの一つ

となっているのが学習管理・支援システム（LMS）の効果的な活用である。LMS

とは，ネットワークを利用して，課題の配布や回収，練習問題の提示や判定，

テストの実施と採点，またそれに伴う成績等の学習記録など，教材，学習，成

績などを統合して管理するシステムのことであり，教師のみならず学習者自身

も学習記録などを通じて自分の学習を振り返り検証することができる。学習者

は LMS にログインすることによって学習を開始し，ログアウトすることによっ

て学習を終了するため，学習記録としては，テストの成績や各問題に対する正

誤だけでなく，例えば，いつ学習したのか，どのくらいの時間学習したのか，

読みのスピードやそれぞれの問題の解答にかかった時間がどの程度なのかなど，

学習中の多くの活動がログとして記録される。そのため，LMS を用いて学習を

行わせることによって，これまで課題の提出などの「結果」でしか把握できな

かった学習者の授業外での学習を，「活動」によってある程度まで把握すること

が可能となったのである。

 LMS は多くの大学や企業が独自に開発している他，オープンソースとして広

く利用されている Moodle などもあり，今後 e-Learning の普及に伴いますます

活用されると考えられる。そこで本節では，ブレンディッドラーニングにおけ

るLMSの活用や自学自習型e-LearningでのLMSの活用について述べたいと思う。 

 

(2) 授業に連動させた e-Learning における LMS の活用 

通常の対面授業と e-Learning を融合させた学習はブレンディッドラーニン

グと呼ばれている。ブレンディッドラーニングでは，対面授業と e-Learning

をどのように「ブレンド」するかが重要であるが，吉田(1997)や大木(2005)，

宮地他(2009)は，学習活動を反復練習や暗記が中心となる display 活動と対人

間のインタラクションが中心となる referential 活動に分け，e-Learning に適

しているのは display 活動としている。また青木・渡辺（2000, 2008）は，英

語学習を①言語知識の習得のための学習，②知識を実際に使えるようにするた

めの訓練をする学習，③それらを実際に使う実践的学習，の 3 段階に区別し，
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特に「訓練をする学習」については e-Learning の活用が適していることを指摘

している。つまり，限られた授業時間内では実践的学習，referential 活動を

中心に行い，その授業を効果的なものとするために e-Learning による訓練学習，

display 活動を取り入れ，これらを LMS によって連動させるのである。例えば，

予習活動として LMS を用いて授業内で扱う表現を練習してこさせ，LMS の学習

記録を参考に授業で特に取り上げる表現を選んで解説を加えたり，実践的なコ

ミュニケーション活動を行わせる。そして，授業後は授業内でうまくいかなっ

た箇所などをまた LMS を用いて復習させる，というように，対面授業と

e-Learning による予習・復習を，LMS に保持されている学習記録などを用いる

ことで連動させ，より効果的な「授業の円環」（竹内 2007）を作り上げるので

ある。

 予習・復習での活用ではなく，学習時間の不足を補うために，授業外の学習

として Moodle を利用した多読学習用プログラムを開発している例もある(ロ

ブ・加野，2010)。また，特定の授業内外での e-Learning と対面授業の組み合

わせの他に，カリキュラムの中で目的別に両者を組み合わせている例もある。

青木・渡辺(2008)は，前述の「訓練」と「知識習得」「実践」をカリキュラムの

中で分離して，「訓練」についてはネットワークを用いた e-Learning の活用に

よって教室外で自学自習をさせ，「知識習得」と「実践」については e-Learning

の活用によって余った人的資源を有効利用した少人数クラスで「指導」する形

式のカリキュラムを構成し，実践している。通常の授業におけるブレンディッ

ドラーニングと共通しているのは，e-Learning に任せる部分と教師が担う部分

を分けて考え，それぞれが他方を補うことで効率的で効果的な教育が行えると

していることであり，自学自習型の e-Learning を単独で完結させていない点で

は広義のブレンディッドラーニングとも言える。

(3) 自学自習用 e-Learning での LMS の活用 

 外国語の学習において最も大きな課題の一つが学習時間の絶対的な不足であ

る。特に英語運用能力を伸ばすための学習においては反復や繰り返しの練習が

欠かせないが，それら全てを授業内の活動だけで賄うことは難しい。そのため，

学習時間と学習量の確保のために自学自習用に e-Learning が用いられること

が多いのであるが，ただ単に e-Learning を導入するだけでは「適切な」学習時

間，学習量を確保することは難しく，期待した効果が得られない場合も多い。 
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 青木ほか(2010, 2011, 2012)は, LMS の学習記録を用いて e-Learning での学

習における「学習の適切さ」を測ることで，e-Learning には結果（教材の消化

率や総学習時間など）だけを見ると学習しているように見えるが，実際には質

を伴っていない「不適切な学習」が多く見られることを明らかにしている。さ

らに，「適切な学習」による学習量が確保された場合には一定の学習効果が見ら

れることも明らかにしている。また同一の e-Learning システム「ぎゅっと e」

を利用している 7国公私立大学を実施環境や LMS による学習管理の違いによっ

て比較した結果，どのような実施環境でも学習の「量」「質」「継続性」を確保

することが学習の成否を分けていることや，自分で学習のリズムを作ることが

難しい動機付けの低い学習者にとっては，より厳しい学習管理によって教師が

ペースメーカーの役割を担う必要があることなどが指摘されている。つまり，

自習型の e-Learning において効果を出すためには，単に導入するだけでなく，

どのように教師が関わり，実施環境や LMS によって学習をどのように管理する

か，またその管理によってどれだけ学習の質と量を確保できるかが重要だと言

えるのである。

 e-Learning の最も大きな特徴は「いつでも，どこでも」学習を行う事ができ

る点であるが，青木らの研究結果から，学習者の英語力の向上のためには，コ

ンスタントな学習の確保，不適切な学習の防止，適切な学習量の確保，それに

よる英語力の向上という流れを作ることが重要であり，学習者の自律の段階に

よっては e-Learning の特徴である「自由」を制限して厳しい管理を行うことが

有効であることが示されていると言える。

(4) まとめ  

 LMS の活用によって，授業外での学習者の学習活動をある程度把握できるよ

うになってきた。しかし，それらのデータを読み解くのは教師の役割である。

e-Learning は適切に用いなければ効果がない。どの部分を教師が担当し，どの

部分を e-Learning に任せるのか，いつ教育的な介入をすべきなのかを決定する

のは教師なのである。ICT の普及によって，効率的な授業や学習が可能になっ

たが，同時により教師の役割が重要になったとも言えるのである。 

〔池上真人〕 
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3.4 モバイルラーニングによる英語教育 
(1) モバイルラーニングによる英語教育 

 モバイルラーニングはｅ-Learning の一種で，携帯電話などのモバイル機器

を活用し，いつでもどこでも知識習得が可能な学習システムのことである

(Kukulska-Hulme & John Traxler, 2005)。従来の非同期型（オンデマンド）

e-Learning と区別して，ｍラーニングとも呼ばれる。近年はスマートフォンや

タブレット端末など，高性能・多機能化した携帯端末が飛躍的に普及している

ことから，企業内教育や学校教育の現場で，よりインタラクティブな学習のツ

ールとして，またネットワークを介したソーシャルラーニングの手法として導

入が進んでいる。従来の非同期型学習では，パソコン接続が可能な場所でなけ

れば学習が行えなかったものが，モバイルラーニングでは，それに加えて，タ

ブレット端末（携帯）のタッチパネルを操作することで取り組めることが，日

常生活の隙間を利用しての教材提供と学習とを可能にしている。また，モバイ

ルラーニングのプラットフォームでは，学習の配信とモバイルでの評価の両方

が簡単に行える。

モバイルラーニング型英語教育の学習者側の利点としては，①同時間，同一

場所に集まる必要がなく，移動中など自由な時間と場所で学習できる，②個々

人の習熟度に応じて学習を進めることができる，③目的に応じた均一化された

コンテンツを受けることができる，等があげられる。教師側の利点としては，

①学習者と同時間，同一場所にいる必要がなく，効率的に業務が遂行できる，

②クラスごとに同じ授業を繰り返し行う必要がない，③成績管理などの自動化

が図れる，等があげられる。

非同期型であろうとモバイル型であろうと，ICT で通常の授業をすべて行う

ということは，対面でのコミュニケーションの場面を奪うことになるので，ICT

は学習の補完または補強・強化としてとらえるべきであろう。

 
(2) 指導・テスト・評価 

(a) 診断 

最初に受講者の実力診断をすることが求められる。外部テストやペーパーに

よるテストも可能であるが，市販ソフトでは通常，実力判断テストが用意され

ており，それを受けると，スキル別の診断結果がレーダーチャート等で表示さ

れ，得意・不得意が一目瞭然である。 

350

第13章　英語教育におけるICTの活用



 
 

(b) 目標設定 

目標設定においては，初めに到達点を明確にしておく必要がある。そのため

に，ここでは，逆向き設計(Wiggins & McTighe, 2004) というカリキュラム設

計論を紹介したい。逆向き設計では，「求められている結果（目標）」を明確に

し，その結果を達成したと「承認できる証拠（評価方法）」を位置付け，「学習

経験と指導（授業の進め方）」を考えるという 3つの段階が示される。目標設定

とともに評価を構想することが最大の特徴である。逆向き設計を取り入れて，

学習最終時につけたい力，各段階での到達目標を明確にすることは，教師にと

っても学習者にとっても全体を俯瞰して見通しを持つことになる。

それは，教師にとっては，中・長期的な指導計画を立て，具体的な到達目標

を学習者に示して，主体的に取り組ませることにつながる。さらに，学習者を

評価規準の設定に関与させることで，より目的意識を強めることができる。ま

た，学習者一人一人の到達状況を把握することができるため，具体的な改善点

を明確にしたきめ細やかな個に応じた指導が可能となる。一方，学習者にとっ

ては，最終到達目標と現在の自分の位置を把握することができ，今後何を目指

してどのように取り組んでいくのかを踏まえ，見通しを持って主体的に学習す

ることができる。

ICT 活用における英語学習においては，目標設定には，進捗目標と成績目標

の 2種類が必要となる。進捗目標では，いつまでに，どのパートを実施するか，

達成の日付と範囲を設定する。成績目標では，いつまでに，どのパートで何点

以上とるか，達成の日付と対象範囲を設定する。ここでは，教師は介在しなが

らも，学習者個々人の自主的な判断に委ねるべきであろう。

 
(c) テストと成績 

ICT を活用した授業では，デジタル化された教材や課題の配信，自動評価や

フィードバック，さらには，ネットワーク上での議論や学習者間の交流，相互

補助，などが可能である。このような ICT を活用した授業を行うための基盤と

して用いられるのが，学習管理システム(LMS)である。LMS は，対面授業に用い

られるだけでなく，モバイルラーニングのような対面授業のサポートにも用い

られ，成績の向上や，学習者とのコミュニケーションの促進などの教育効果を

上げることが可能である。

逆向き設計の理論に基づくと，各段階での到達目標が達成されたかどうかの
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検証が求められる。通常，市販ソフトでは，パートごと，段階ごとに，到達度

テストが設けられている。そこで，当初自身が設定した得点に達しているかど

うかが示される。さらに，学習時間，学習回数，得点，グループ内での順位等

のログ記録が残され，自己の進捗状況が把握できる。LMS 機能を活用し，教師

と学習者，あるいは学習者間のコミュニケーションを取りながら，成績向上を

目指すことが肝要となろう。

 
(d) 評価  

評価とは，教育活動が効果的に行われたかどうかの判断を行う作業である。

言い換えるなら，評価とは単にテスト結果によって学習者を測定することでは

なく，測定の方法や測定結果についての価値判断を行い，その判断に基づいて，

何らかの意志決定を行う一連の作業である。しかも得られたものは，次の教育

活動へフィードバックされるという継続的なものでなければならない。ICT 活

用における課題は，総括的評価が重視され，フィードバックを目的とする形成

的評価が不十分なことである。形成的評価とは教授・学習へフィードバックす

ることを目的とする評価で，学習者がどこに強く，どこに弱点をもっているか

を詳細に知るための評価である。それは教授法の改善にも関与し，教員の反省

にもつながる。

では，形成的評価を潤滑に行うためには，どのような手法が求められるので

あろうか。市販ソフトでは，スコア，学習時間，実施率それぞれについて，ク

ラス，コース，パートの各単位で集計され，クラス内平均や順位，ランキング

が表示され，教師側にとっては，クラス全体だけでなく，個々人の評価も可能

となっている。 そこから，学習者がどのように自己を評価し，次のステップへ

の方向性を見出しているかを検出し，指導するのが教師の役割である。その際

に役立つのが電子学習ポートフォリオである。教育研究におけるポートフォリ

オとは，自己評価の「記録」，指導者の指導と評価の「記録」などを，系統的に

蓄積していくものである。そして，ポートフォリオの作成を通して，学習者の

自己評価を促すとともに，指導者も学習者の成果と自らの指導内容を評価する

アプローチとして捉えることができよう。

電子学習ポートフォリオとは，教育記録の蓄積や管理を行うことができるシ

ステムであり，通常は，授業で作成したレポートや学習した成果などの結果を

自由に電子学習ポートフォリオシステム上に蓄積したり，成果だけでなくその
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取り組みのプロセスや学んだ点，気付いた点なども合わせて記録したりするこ

とで活用される。学期毎に自分が習得した学習記録を残し，学期末には自分自

身の成長を振り返って来学期の目標を立てる，といった利用をする。最終的に

は，総括的評価と形成的評価の両方面での評価がなされるべきであろう。

学習指導の効果を高める ICT 活用のためには，ICT 活用と教員の指導力との

関連を意識することが重要となる。単に授業で ICT を活用すれば教育効果が期

待できるものではなく，ICT 活用の場面やタイミング，活用する上での創意工

夫など，教員の指導力が教育効果に大きく関わっていると考えられる。つまり，

「ICT そのものが学習者の英語力を向上させる」のではなく，「ICT 活用が教員

の指導力に組み込まれることによって学習者の英語力向上につながる」といえ

る。                                                       〔吉田晴世〕 
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GCCと比較して外国語不安・使用頻度，国際的志向性に大きな違いがみられたと

している。英語教育との関連では，オーセンティックなコミュニケーションの体験

に支えられたコミュニカティブ・アプローチにより異文化間コミュニケーション能

力を統合的に育成できるとしている。小学校の指導例では，体験的理解や気づきが

自然に深まる工夫が行われ，振り返りシートで多様な価値観への気づきや世界に向

けた視野の広がりが見られ，中学校では，4技能，および背景文化の理解も深まり，

プロジェクト型学習による生徒一人一人の見取りが行われているとしている。
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第 14 章 国際理解教育と英語教育 

 

1 国際理解教育の変遷と研究動向・展望 

 

1.1 国際理解教育の変遷   

第二次世界大戦後，ユネスコが国際理解教育の大きな推進役を果たしてきた。

その憲章の前文において，国際社会の相互理解の不足が戦争の原因になったた

め，他国・他文化理解が重要であるとし，世界全般の教育普及・改善と国際理

解教育の必要性を提唱した（ユネスコ国内委員会 HP，以下同様）。1974 年には

南北問題や環境問題等への対応から「ユネスコ国際教育勧告」において７つの

指導原則：1) 国際的・世界的視点からの教育，2) 国内外の民族・文化への理

解と尊重，3) 世界的な相互依存関係の増大の認識，4) コミュニケーション能

力，5) 個人・集団・国家間の権利と義務，6) 国際的な連帯・協力，7) グロー

バル・イシューの解決への参加を打ち出した。冷戦終結後，民族紛争が多発し

た 1990 年代には，「平和・人権・民主主義のための教育に関する包括的行動計

画」(1995)が作成され，平和の普遍的な価値・行動様式の育成が謳われた。1996

年には「学習－秘められた宝（ユネスコ 21 世紀教育国際委員会）」により，「知

ること・為すこと・他者と共に生きること・人として生きること」が四本柱と

して示され，平和な地球社会の実現のための民主的参加や人間開発，生涯学習

の重要性が提唱された。そして 2002 年の国連総会においては，日本の提案によ

り，2005 年から 10 年間を「国連持続可能な開発のための教育 (Education for 

Sustainable Development，以下 ESD)の 10 年」とすることが決議され，「すべ

ての教育と学びの場のあらゆる局面に持続可能な開発の指針，価値，実践を組

み込んでいくこと」により「現在と将来の世代にわたって，環境を保全し，経

済が維持され，公正な社会を実現するという，持続可能な未来をつくっていく

ために行動様式の変化を促す」とし，現在進行中である。

 

1.2 日本の国際理解教育 

 日本における国際理解教育は，ユネスコの「世界共同社会に生活するための

教育」（1953～4 年）への参加に始まり，以後，ユネスコ協同学校プロジェクト

を中心として進められた。そこでは，学習テーマとして，1)地球規模の問題に

対する国連システムの理解，2)人権・民主主義の理解と促進，3)異文化理解，
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4)環境教育を掲げ，地球規模の問題解決ができるような教育内容や手法の開

発・発展を目指した教育活動や，他校との生徒教師間で交流が行われ，今日ま

で続いている。1974 年に「ユネスコ国際教育勧告」が行われたが，日本では同

年に中教審による「教育・学術・文化における国際交流について」が示され（文

部科学省 HP，以下同様），それまでの国際交流諸活動が政治・経済の交流を中

心として展開されてきたことへの反省から，国際理解教育，外国語教育の一層

の充実，国際協調の精神の涵養，国際理解の深化による国際社会に生きる日本

人の育成が提言された。同時に学習指導要領の外国語の目標が「国際理解の基

礎をつちかう（1972 施行）」から「外国の人々の生活やものの見方などについ

て基礎的な理解を得させる（1981 施行）」へと変わった。1985～7 年の「教育改

革に関する答申」（臨教審）では，教育改革の柱の１つに「国際化に対応した教

育の推進」がおかれたが，これに伴い学習指導要領（1993 施行）の外国語の目

標が「言語や文化に対する関心を深め，国際理解の基礎を培う」となり，題材

については「広い視野から国際理解を深め，国際社会に生きる日本人としての

自覚を高めるとともに，国際協調の精神を養うのに役立つ」ものとなった。1996

年の中教審答申「21 世紀を展望した我が国の教育の在り方について」では国際

理解教育の充実に伴い，国際化への対応として，広い視野，自文化理解，中高

校での外国語の必修化と外国語による実践的コミュニケーション力の育成が推

奨された。また，知識偏重への反省からゆとりと生きる力が全人的な力である

ということを踏まえた横断的・総合的な指導である総合的な学習の時間により，

国際理解教育の一環としての外国語との接触，および外国の生活や文化への慣

れ親しみなどの体験的な学習活動が必要とし，国際理解教育の実施の場が整備

された（学習指導要領：2002 実施）。小学校では，外国語活動が国際理解教育

の手段として認められ，広く行われることになった。その後，社会状況が大き

く変化し，2003 年に「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画

の在り方について」（中教審）において，日本の伝統・文化の尊重，郷土や国を

愛する心と国際社会の一員としての意識の涵養が打ち出された。2005 年の「初

等中等教育における国際教育推進検討会報告～国際社会を生きる人材を育成す

るために～」では，それまで他の国や異文化を理解する教育や単に体験したり

交流活動を行うことに留まっていたことへの反省から，国際社会において，地

球的視野に立って主体的に行動できる人材の育成を目標とし，1)異文化や異文

化をもつ人々を受容し共生する力，2)自らの国の伝統・文化に根ざした自己の
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確立，3)自ら発信し行動する力の３つの態度を育成するとした。2006 年に中教

審外国語専門部会は，中学校との円滑な接続を図る観点から，小学校高学年に

おける英語教育の充実の必要性を打ち出し，英語や外国の文化を理解するだけ

でなく，我が国の文化の理解，国際社会を生きる日本人としての自覚の育成に

相乗的に資するものであるとした。その後 2008 年に中教審は，「幼稚園，小学

校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について」に

おいて，現行の総合的な学習の時間での外国語活動では，目標や内容のばらつ

きがあるため，これとは別に小学校高学年において一定の授業時間数を確保す

るための外国語活動の新設を答申した。これを受けて新学習指導要領（2008 公

示）では，知識の活性化や言語能力の育成が重視され，総合的な学習の時間数

が削減され，小学校第 5・6 学年に外国語活動が位置付けられた。これと並行し

て，教育振興基本計画（2008）に ESD が教育における重要な理念の一つとして

位置づけられ，学習指導要領に，他人・社会・自然環境との関係性を認識し，

関わり，つながりを尊重できる個人を育むことが盛り込まれた。これにより，

環境教育，国際理解教育，基礎教育，人権教育等の持続可能な発展に関わる諸

問題に対応する個別分野の取組のみではなく，様々な分野を多様な方法を用い

てつなげ，総合的な指導展開が行われ，ESD の理念に沿った学習内容の充実が

図られるようになった。

 

1.3 研究動向 

日本における国際理解教育研究は，1953 年のユネスコ協同学校プロジェクト

への参加により開始され，1970 年代には日本ユネスコ国内委員会による一連の

研究（国際理解教育の理念，総合実験研究，実践例・手引き・教材教具利用等）

（日本ユネスコ国内委員会, 1971, 1982 他）が行われた。80 年代には帰国子女

教育，90 年代には，多文化教育をはじめとして，開発教育やワールドスタディ

ーズによる地球市民教育，問題解決学習，グローバルマインド育成を推進する

研究が行われた。90 年代後半から 2000 年代にかけては，総合的な学習の時間

に関する多くの実践研究（教材開発，授業づくり，創意工夫，学習活動等）（大

津, 1997; 佐藤他, 1998, 2006; 植木, 2002 等）が行われている。最近では ESD

研究（永田らによる ESD を実現するための 4 つのアプローチ：価値変容，イン

フュージョン，ホールスクール・地域課題探求等）が広く行われるようになっ

た（日本国際理解教育学会, 2012a）。 
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学会活動では，1981 年に「異文化間教育学会」が設立され，海外・帰国子女

教育や国際教育をはじめとする異質な文化間に生ずる教育上の諸問題の学際的

研究を促進し，実践的分野への貢献を目的として活動が開始された。1990 年に

は，「日本国際教育学会」が設立され，多文化・多民族共生教育，二・多言語教

育，環境教育，国際移動と教育，生涯学習・教育，生涯学力形成の研究が推進

された。1991 年には，「日本国際理解教育学会」が設立され，ユネスコ国際教

育勧告を基本に据え，人・モノ・カネ，情報が国境を越えて相互に依存しあう

グローバル化に対応した国際理解教育の研究が始まった。このうち日本国際理

解教育学会は，その基盤学問として文化人類学，異文化コミュニケーション学，

国際経済学，国際政治学，平和学，国際開発学を置き，グローバル化した世界

で生き抜く人材を育成するためには，人権尊重を中心として，多様性・相互依

存性の認識，他文化への寛容な態度，地球的課題の解決に向けての社会参加と

協力，情報化社会でのコミュニケーション能力の習得を目指すとした。そのた

めに必要な教育目標として，体験目標，知識理解目標，技能（思考・判断・表

現）目標，態度（関心・意欲）目標の 4 つをあげている。同学会の最近の研究

成果としては，国際理解教育のコアな固有の 4学習領域として，1)多文化社会

（文化理解・文化交流・多文化共生），2)グローバル社会（相互依存・情報化），

3)地球的課題（人権・環境・平和・開発），4)未来への選択（歴史認識・市民意

識・参加協力）を示したこと，実践のための 16 項目（単元目標，教材観，視点，

展開，評価，学びの軌跡等）からなるフォーマット開発を行い，正確かつ詳細

な授業実践報告が行えるようになったこと，社会連携では，博物館を活用した

学校と社会教育機関との連携による授業作り，ユネスコ協同学校での日中歴史

協同学習による異なる文化を前提とした学びあい，学校と NGO の連携によるス

タディーツアーでの問題解決学習等の実践事例の蓄積を行った（日本国際理解

教育学会, 2010b）ことがあげられる。

 

1.4 展望 

今後，同時多発テロ事件以来の現代的コンフリクトを抱える複雑な世界状況

に鑑み，ESD による持続可能な参加型学習において批判的思考，問題解決能力，

ホリスティックな手法（永田, 2012）により世界状況に対応できる市民を育成

していく必要がある。同時に，ポストナショナリズムの時代にはハイブリッド

なディアスポラ意識の多元的アイデンティティを持つ人間を育成する必要があ
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り（佐藤, 2001），そのためには複言語主義，及び Language Awareness (Hawkins, 

1989)による言語教育観を置く（吉村, 2010）ことで言語や多様性に対する偏見

をなくし，寛容な態度を養う必要がある。すでにその複言語主義の言語教育観

が欧州の CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) 

(2001)として展開していること（山川, 2005）を認識し，今後の日本の国際理

解教育の１つの指針としていく必要があろう。        〔吉田信介〕 

 

2 国際理解教育の実践例―国際交流事業への取り組み― 

2.1 国際交流の意義 

 1974 年のユネスコ国際教育勧告で異文化の人々との直接交流の必要性が掲

げられた。それに続く 1994 年ユネスコ国際教育会議宣言では「学生，教師及び

研究者間の直接接触，学校間の提携，及び相互訪問」の努力を尽くすことが確

認されたことを受け，日本でも国際理解教育のための国際交流の重要性が指摘

されるようになった。学習指導要領において，外国語教育では「コミュニケー

ション能力を育成するとともに国際理解を深める」指導法が求められており, 

国際交流が有効な手段であると考えられている。

2.2 奈良女子大学附属中等教育学校の国際交流活動 

地球市民を育成する国際理解教育，及び国際共通語としての英語教育を目指

す国際交流の一例として，奈良女子大学附属中等教育学校が 1997 年～2008 年

に行った高校生国際会議 GCC（Global Classroom Conference）と，2009 年以降

行っている YES for ESD (Youth and Educators Seminar for Education for 

Sustainable Development)を紹介する。  

  

(1) GCC:GCP (Global Classroom Partnership)における高校生国際会議 

奈良女子大学附属中等教育学校では，1997 年の留学生の母校との交流をきっ

かけに 6カ国間(英国，ドイツ，チェコ，スウェーデン，南アフリカ，日本)の

高校生国際交流事業 GCP に加盟した。GCP の主たる活動の１つである年次大会

GCC では，1 年前に次回の大会のテーマ(地球的問題)を決定し，その後 1 年間各

校でリサーチを行うこととした。その場限りの「交流ごっこ」にとどまらず，

インターネットやメールを利用して，教員も生徒も日常的な交流を重ねた。 
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GCP の年次大会に参加できるのは毎年約 10 名であるが，英語授業では，その

テーマを利用して content-based の授業を行うことで，すべての生徒を巻き込

んだ国際交流にすると共に，生徒の視野を世界に広げ，教室を活気のあるコミ

ュニケーションの場にしようとした。授業での議論の結果を踏まえながら，参

加生徒が代表として発表する，というプロセスを経る。また帰国後も，授業，

全校集会，学園祭等の場で，他の生徒や保護者に結果を報告した。

参加生徒は 1月頃から年次大会までの約半年間準備をした。毎日放課後，プ

レゼンテーションやディスカッションの本格的な準備を行ったが，その間，生

徒たちは「異文化」は外国との間だけにあるものではなく，隣にいる級友との

間にあり，それを乗り越えることの難しさや大切さにも気づく。

実際の会議では，英語力の問題もあり，ディスカッションで活躍できず悔し

い思いをする生徒が多かったが，アンケート調査等から見られるのは，異文化

を肌で感じる経験は卒業後も生徒たちに大きな影響を与えているということで

ある。視野を広げ，様々な領域で「世界」に貢献しようとする「地球市民」に

育っていったという手ごたえがある。

  

(2) YES for ESD (Youth and Educators Seminar for Education for 

Sustainable Development) 

 奈良女子大学附属中等教育学校は，ユネスコ・スクール加盟をきっかけに，

2009 年，新たにアジア地域（韓国，タイ，フィリピン，日本）のユネスコ・ス

クール 7校間のパートナー校提携を結び，新しい高校生国際会議をはじめた。

会議の形式は GCC を踏襲しつつ，以下の点を考慮した。

1. 文化の多様性を経験できるよう，3か国以上の参加とすること。

2. 外国語不安を軽減するため，参加者は英語非母語話者を原則とすること。

3. 参加校の教員間の情報交換を密にし，プログラムを柔軟に進行させること。

 大会後のアンケートでは，GCC と比べ，外国語コミュニケーション不安，外

国語使用頻度，国際的志向性に大きな違いが見られる。

2.3 今後の課題 

 生徒の外国語コミュニケーション意欲は，WTC (Willingness to Communicate)，

不安，国際的志向性等の情意が大きく影響する(Yashima 2002, 八島 2004, 

Yashima et.al.2004 など)。生徒のコミュニケーションへの自信を高める国際
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交流のためには，その事前準備で生徒の英語力の育成に努めるとともに，教員

の励ましや適切な助言が必要である。また，プログラム中のファシリテータで

ある教員同士の密なコミュニケーションが鍵となる。

YES for ESD の成功の要因の１つは，3か国以上の英語非母語話者による交流

であることである。「国際共通語としての英語」の観点からも，異文化理解の観

点からも，外国語不安を軽減する目的としても，今後の国際交流に有効な形で

あると考えられる。        〔南美佐江〕 

 

3 国際理解教育と英語教育 

3.1 国際理解教育による人材育成 

 「英語教育における国際理解教育はどのような形で具現化されるべきか」，こ

の問いについての答えを出すためには，英語教育を「グローバル社会で通用す

る人材の育成機能」という視点から考察する必要があるのではないだろうか。

なぜなら，世界共通語としての英語ということばを用いてグローバル社会で生

きる力を発揮できるような人材を育てる教育が，飢餓感と焦燥感をもって現在

求められているからである。そしてその人材育成の使命は，学校教育において

はおもに英語教育に課せられている。英語教育における国際理解教育は，グロ

ーバル人材育成機能を担うものと解釈し，その機能の実現を前提とした上で，

英語コミュニケーション能力の育成を展開していく必要がある。

 さて，英語教育がグローバル社会における人材育成機能を果たすためには，

どのような英語コミュニケーション能力の育成を到達目標として設定したらよ

いのだろうか。グローバル社会で通用する人材の英語コミュニケーション能力

は，一律に定義しにくいところがある。それは，一人ひとりがグローバルに活

動する分野が異なるというのが大きな理由のひとつである。活動分野としては，

経済，政治，学術，教育，科学技術，芸術，スポーツ，環境，福祉等，さまざ

まな分野が想定される。この活動分野の多様性に加えて，公私の別，年齢，性

別等，個人の置かれている場面や特性を考慮すれば，グローバルな人材として

活動する可能性のある場面の広範さと複雑さゆえ，育成すべき能力の定義の難

しさはおのずと増す。なおかつその能力は，入学試験や検定試験等で設定され

る「擬似的場面」で測定されるような能力とは趣を異にする。試験という擬似

的場面においてではなく，「現実場面」の当事者として実際のコミュニケーショ
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ンを通し，何らかの所期の目的を達成し得る能力を育成する必要がある。現実

場面で事に当たるとなれば，コミュニケーションの範囲を超えたより包括的な

能力が必要となる。つまり，英語コミュニケーション能力は必要条件でありな

がら十分条件ではないのである。英語コミュニケーション能力にとどまらない，

より全体的な人間としての能力や資質までをも視野に入れてなされる教育が国

際理解教育のとるべき姿である。コミュニケーション能力を含みながらより大

きな概念として,「異文化間コミュニケーション能力」という概念がある。この

異文化間コミュニケーション能力とはどのような能力なのか明らかにしながら，

英語教育における国際理解教育について考察を深めていく。

3.2 異文化間コミュニケーション能力 

 Byram (1997)は，「異文化間コミュニケーション能力」をコミュニケーション

能力よりも複雑な能力だと述べている。その複雑性は，コミュニケーション能

力に限定されない能力であることに起因する。異文化間コミュニケーション能

力とは，単にメッセージや情報のやり取りを行う能力にとどまるのではなく，

文化を異にする人との出会いを人間関係へと発展させ維持することのできる能

力とみなしている。コミュニケーションは重要ではあるが，すべてではないこ

とを示唆している。

 また，異文化間交流を母語で行う場合の能力を Intercultural Competence 

(IC)，外国語で行う場合の能力を Intercultural Communicative Competence 

(ICC)と区別している (Byram, 1997)。この区別は重要である。国際理解教育を

英語教育の中で行う意義は，第一義的には外国語である英語を駆使してグロー

バルに活躍する人材の育成をすることに変わりはないが，副次的には母語であ

る日本語を用いて異文化の人とコミュニケーションをとる能力を培うことをも

含むのではないだろうか。グローバル社会は多文化多言語社会であるから，使

用言語はコンテクストに応じて選択決定されるのが自然である。英語，日本語，

または別の言語であっても，グローバル社会に対応し生き抜いていく力量を育

むことを究極的な目標とするのが国際理解教育であろう。

 このように，目標言語を主としながらも，母語あるいは他の言語の使用可能

性も含みながら,文化を異にする人々とコミュニケーションを通じて人間関係

を確立し維持する能力が異文化間コミュニケーション能力である。Savignon 

(2002)が「有能である (competent)」ことは必ずしも「母語話者のようである
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こと (native like)」とは同義ではないと述べているが，これは異文化間コミ

ュニケーション能力の奥行きの深さを示しているととれる。多様な人々が多様

な場面で出会い関係を構築していく過程では，絶対的な標準は存在せず，常に

関係性の中で事に当たり変化に対応していくことが重要であることを理解し，

そのような対応を建設的かつ継続的に行える柔軟性を備えていることが鍵であ

る。

 つぎに，異文化間コミュニケーション能力を育成することを目的とした国際

理解教育が英語教育において実際にどのように展開され得るのか，授業の構築

に関わる要素を教授法の側面から挙げていく。

3.3 コミュニカティブ・アプローチからの示唆 

 コミュニカティブ・アプローチは日本の英語教育で発展しているかと問われ

れば，その答えは否定的であるのが事実であろう。平成に入ってから学習指導

要領の改訂のたびにコミュニケーションという概念が強調され続けてきたもの

の，実際の教室におけるコミュニカティブ・アプローチの実践率は高くない。

入試の影響や EFL 環境であることがその理由の筆頭格としてよく挙げられる。

コミュニカティブ・アプローチの非現実性が指摘されることが少なくない。し

かしながら，グローバル人材を育成する国際理解教育の色彩を現在よりも強く

出し，異文化間コミュニケーション能力を育む英語教育を目指すとすれば，コ

ミュニカティブ・アプローチの考え方に立って授業を構築するべきである。

 異文化間コミュニケーション能力を育成するための必須条件は，「オーセンテ

ィック，すなわち現実の場面の当事者として，架空ではない自分が抱いている

真のコミュニケーションの目的を達成しようとし，言語を主体的に使用する」

ことであると思う。そのようなオーセンティックなコミュニケーション場面は，

教室での擬似的コミュニケーションとは似て非なるものである。教室でのコミ

ュニケーション活動は，往々にしてその授業時間の目標である新出文法や語彙

項目を覚えさせて定着させるために用意されている。すなわち，表面的にはコ

ミュニケーションが行われているように見えるが，実質的には言語知識のまと

めの活動として行われているにすぎないことが多い。コミュニケーションその

ものの目的は，言語形式の定着という目的のために脇に押しやられ，二次的に

なっていることが多い。たとえば，不定詞の名詞的用法 want to～が新出文法

項目の授業では，「want to～を使うこと」という条件を付して活動させること
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が多い。生徒は want to～を使わなくてはいけない，または，want to～を使え

ば事足りると考え，条件に沿う形で活動に取り組む。したがって，コミュニケ

ーション活動の成否は，コミュニケーションの目的が達成されたかどうかより

も（ではなく），新出言語項目の産出がどの程度正確になされたかによって決め

られる。

 英語教育が国際理解教育として機能するためには，コミュニケーションを生

む駆動力は言語形式の定着にではなく真のコミュニケーションの目的になけれ

ばならない。たとえば，小学校の外国語活動であれば，海外の同年代の生徒と

互いの国で何をしたいかメッセージを交換し合う遠隔合同授業がコミュニカテ

ィブ・アプローチとして考えられる。want to～を不定詞の名詞的用法と捉える

のではなく，チャンクとして捉えて want to に続く内容語の動詞や名詞を付け

て表現したいメッセージを伝え合うのである。このコミュニケーション活動を

行うためには，生徒は相手の国の特徴や様子を知る必要がある。知り得た情報

や知識から，行いたい内容を生徒自らが決定する。その内容を言語に載せて発

信する。言語として表出する過程で言語学習が起こる。次に，送ったメッセー

ジについて相手側の生徒から何らかの反応を得ることになる。得られた反応か

ら，自分の発言が相手に伝わった喜び，または，伝わるまで何回かやり取りを

経て相手に伝えるまでの達成感を味わうことができる。また，相手側の生徒が

自分の国に興味関心を持ち発信してきた内容を受容し，反応を返す。このよう

な対称的なインタラクションを通して，異文化の相手に対する好意や尊ぶ感情

を自然に抱くようになるのは稀なことではない。一見単純なコミュニケーショ

ンのやり取りであるが，「現実の場面の当事者」「自分が抱いている真のコミュ

ニケーションの目的」「言語の主体的使用」という必須の要素を含むオーセンテ

ィックなコミュニケーションを体験させることによって，国際理解教育を英語

教育の中で行うことができる。

 これ以外にも大切な要素がある。適切性という要素である。よく言われるこ

とであるが，人との関係を構築するコミュニケーションにおいては，メッセー

ジの内容である what よりも，そのメッセージを伝える方法の how の方が影響が

大きいことが少なくない。文化を異にする人々とのコミュニケーションにおい

てはなおさらである。日本の英語教育の教室環境では適切性という要素が欠け

ていても支障をきたすことは少ないので鈍感になりやすいが，時，場所，場面，

参加関与する人，すなわちコンテクストに適切な言語使用に対する感覚と能力
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を育んでいく必要性がある。

 英語教育における国際理解教育は，コミュニカティブ・アプローチの原理を

生かすことで，異文化間コミュニケーション能力を統合的に育成する可能性が

ある。                          〔佐々木雅子〕 

 

4 外国語活動及び外国語科における国際理解教育の指導例 

 

4.1 学習指導要領における国際理解教育に関連する評価の観点 

 平成 20 年 3月告示による文部科学省学習指導要領(文部科学省, 2008a/b)に

おける小学校外国語活動の評価観点は「①コミュニケーションへの関心・意欲・

態度, ②外国語への慣れ親しみ, ③言語や文化に関する気付き」である。この

うち，国際理解教育に関連する評価観点③について，同目標では「外国語を通

じて言語や文化について体験的に理解を深める」となっており，同内容の取扱

いにおける配慮点は，「（2）日本と外国との生活，習慣，行事などの違いを知り，

多様なものの見方や考え方があることに気づくこと。（3）異なる文化をもつ人々

との交流等を体験し，文化等に対する理解を深めること。」である。

 同学習指導要領（文部科学省，2008c/d）における中学校外国語科（英語科）

の評価観点は「①コミュニケーションへの関心・意欲・態度, ②外国語表現の

能力, ③外国語理解の能力, ④言語や文化についての知識・理解」である。こ

のうち，国際理解教育に関連する評価観点④について，同目標では「外国語を

通じて，言語や文化に対する理解を深める」となっており，同内容の取扱いに

おける配慮点は，「(2-ア) 多様なものの見方や考え方を理解し，公正な判断力

を養い豊かな心情を育てるのに役立つこと。(2-イ) 外国や我が国の生活や文化

についての理解を深めるとともに，言語や文化に対する関心を高め，これらを

尊重する態度を育てるのに役立つこと。(2-ウ) 広い視野から国際理解を深め，

国際社会に生きる日本人としての自覚を高めるとともに，国際協調の精神を養

うのに役立つこと。」である。

4.2 外国語活動における指導及び評価例 

小学校外国語活動の指導においては，筆者による各種研究発表会等の授業参

観及び教員への聞き取りから，上記目標にあるように国際理解（自文化理解を

含めた異文化理解）に関する児童の体験的理解や気づきが自然に深まることを
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ねらいとした授業展開や単元構成の工夫がみられる。

評価については，外国語活動は教科ではないため，テストも課さないし評定

も出さない。そのかわり記述による評価が必要となる，そこで，各学校では，

外国語活動における授業の終末段階において，上記 3 観点に関する児童の振り

返りを自己評価シートに記入させている。教師による児童の行動観察記録のほ

かに，それらもポートフォリオ的に蓄積しながら，児童一人一人の国際理解に

関する気づきの深まりを見取るようにしている。

佐賀県神埼市立神埼小学校吉田まりか教諭（県スーパー・ティーチャー）の

実践によれば，振り返りシート観点③の記入例に次のようなものがある。

【題材：色】（振り返り：日本人は虹は七色というけれど，五色に見える国もた

くさんあるんだ。）【題材：いろいろな動物】（振り返り：同じ動物の鳴き声でも，

国によって聞こえ方や言い表し方がちがうのでびっくりした。）【題材：世界の

時間割】（振り返り：東南アジアでは，子どもたちが学校の授業がない時間に働

くなんて大変だなあ。世界の時間割のことをもっともっと知りたいと思った。）

このように多様な価値観への気づきや世界に向けた視野の広がりが見られる。

4.3 中学校外国語科における指導及び評価例 

中学校外国語科（英語科）における指導においては，筆者による各種研究発

表会等の授業参観及び教員への聞き取りから，授業で取り扱う教科書等の題材

に国際理解（自文化理解及び発信を含めた異文化理解）に関する内容が多く含

まれており，4 技能を総合的に育成するような授業展開や単元構成を通して，

外国語（英語）やその運用についての知識だけでなく，その背景にある文化等

への理解も深めるような工夫が見られる。

評価については，毎時間の授業及び単元ごと，もしくは複数単元によって構

成されたプロジェクト型学習の深まりを通して生徒一人一人の見取りをしてい

くので，上記観点④について定期テスト等で国際理解（異文化理解）に関する

問題を特設することはないようである。

佐賀大学文化教育学部附属中学校永田康子教諭のプロジェクト型学習の実践

によれば，ボランティア活動を題材にしたディスカッションにおいて，ある生

徒は教科書の題材 fairtrade に関する意見文を根拠資料として活用した（佐賀

大学文化教育学部附属中学校, 2012 年）。
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【生徒意見文】（下線部：New Horizon English Course 3, Unit 3 Fair Trade 

Chocolate におけるある生徒の意見文）I have been interested in volunteer 

work since Tohoku had a big earthquake, because I saw some volunteers helped 

many people in Tohoku on TV. I was impressed with that. Now, most children 

in developing countries have never been to school. For example, many 

children in Ghana work on cacao farms, but the cacao beans are sold at a 

low price, so they can’t earn enough money. （中略）We don’t have to worry 

about our lives. So I decided to join volunteer to help many people around 

the world and to make them happy in the future. I found …（後略） 

このように教科書の内容理解で終わらずに意見を伝え合う活動を通して自文

化とは異なる文化的背景の理解や国際人としての生き方への自覚の深まりがあ

る。                            〔陣内陽子〕 
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　英語教育実践は，複数の要因が複雑に絡み合う交互作用の中でその成果が定ま

る。実践のための指針を有効に得るためには，英語教育学研究の成果が適切に蓄積

されなければならない。しかし，計算機やソフトウェアの急速な発展に伴い，統計

的な分析に関する誤用や誤解釈も散見される。そのため，差の分析を解釈するとい

う観点からは，効果量，検定力，信頼区間，そして図示といった手法を主軸に，研

究成果をより有効に伝え，より有効に蓄積する方法を示した。また，複数の変数を

使った分析と解釈という観点からは，相関分析，多変量分散分析，重回帰分析，探

索的因子分析，そして共分散構造分析といった手法をとりあげ，多くの観測変数や，

場合によっては潜在変数をも扱う多変量解析において，留意しなければならない点

について指摘した。
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1 統計的な分析と分析結果の解釈の現状と展望 

1.1 統計的な分析と分析結果の解釈の現状と展望 

 1990 年代半ば以降のインターネットの発達と計算機の普及は，英語教育学研

究における統計的な分析を後押しした。それまでは，たとえば等分散を仮定し

た独立 2平均の差の検定（いわゆる t 検定）を行う際には電卓を用い，各群の

平均と標準偏差などを計算し，公式にあてはめて t 値を計算し，統計の専門書

の巻末の数表でサンプルサイズから求めた自由度と特定の有意水準の場合の臨

界値を見つけて t 値と比べ，統計的に有意か有意ではないかの判断をしていた

（つまり，正確な有意確率を求めるという考え自体が希薄だった）。それが，多

くのパーソナル・コンピュータに出荷時からインストールされているような汎

用表計算ソフトの機能で有意確率までもが求められたり，データを入力すれば

同様の計算を行える無償のウェブサイトも存在したりする時代となった。また，

ソフトウェアについては無償のものも含め，それまでのコマンドを入力して操

作するタイプのもののほか，マウスで操作するのが前提となったものも普及し

たため，統計的な分析を始めるための障壁が低くなったといえよう。

 統計的な分析が増える中で，いわゆる誤用や誤解釈が見受けられることも多

くなった。研究において，先行研究をふまえることは当然のふるまいであるも

のの，統計的な分析の行いかたが誤っていたり，分析結果の解釈が誤っていた

りすると，その再生産をしてしまうという危険が伴う。統計的な分析の専門的

な訓練を受けたわけではない場合には，先行研究の論文に示されている手法名

や図表がすべてであり，掲載論文に示されたものだけを行えばよいと，実際に

は論文化に至るまでのさまざまな検討作業（たとえば次節以降で述べる作図等）

があったということを見過ごしてしまいがちである。

 統計的な分析の方法や解釈にまつわる問題については，拠って立つ立場の違

いなどによってどちらとも言えないものもあるが，適切・不適切が比較的はっ

きりしたものも多い。たとえば前田 (2000) は，探索的因子分析に焦点を当て，

1995 年から 1999 年に発行された国内の英語教育学関連の学会誌である，ARELE 

(Annual Review of English Language Education in Japan) の第 6巻から第

10 巻，JACET Bulletin の第 26 巻から第 30 巻，JALT Journal の第 17 巻から
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第 21 巻，JLTA Journalの第 1 巻から第 2巻，Language Laboratory の第 32 巻

から第 36 巻に掲載された 212 本の論文のうち，15 回の探索的因子分析につい

て検討を行った。その結果，満足できるものはなかったと報告している。また，

前田 (2004a) は，重回帰分析に焦点を当て，2000 年から 2002 年に発行された

前田 (2000) が対象にしたものと同じ学会誌の 172 本の論文のうち，11 件の重

回帰分析を取り上げた。その結果，相関係数行列を示さずに標準偏回帰係数の

相対的な強弱を解釈しているという点においては 8件に問題があったことなど

を報告している。

 そのような留意すべき点については，前述した誤りの再生産の問題が付きま

とう。英語教育学の分野においても，竹内・水本 (2012) や平井 (2012) のよ

うに，分野特有の事例を伴うため学習しやすい書籍が出版されている。統計的

な分析や解釈に対する研究者の理解も全般的には向上しているとも言える。し

かし，すでに刊行された論文は先行研究として残り続ける。

 英語教育実践の成果は，さまざまな要因に左右される。教室には，教師と，

教材と，ひとりひとり別々の学習者が居る。それぞれの学習者にとってぴった

りの指導は理想ではあるものの不可能であることや，教師や教材が変わると別

の成果が得られることは，簡単に想像できる。このことについて並木 (1997)は

「すべての人にとって最も効果的な教え方は果たしてあり得るのだろうかとい

う問い」が適性処遇交互作用（ATI: Aptitude Treatment Interaction）の研究

の出発点だとしている。

 個々の学習者の適性（個人差）と，指導（教師や教材）とが交互に作用しあ

った結果が，教育実践の成果である。学習者の全員が積極的な成果（たとえば

テスト得点の向上）を収めても，その成果の幅に差があった場合には，幅が小

さい学習者は大きい学習者に比べると，他の手立てがあったのではないかとも

考えられる。時間以外すべての要因を固定したままだとしても，ある時点で積

極的な成果（たとえば言語活動に活発に参加してくれた）があっても，別の時

点では消極的な成果となる可能性もある。時がうつろい環境が変われば好みや

感じかたに変化が出るという事実を織り込み，それらも含んだ多くの要因の交

互作用の中で，あらゆる営みは行われている。

 英語教育学の研究成果をよりよいかたちで蓄積することは，研究者の責務で

ある。研究で明らかにした（教育実践から見るとほんの一部の）側面を，教育

実践の指針として教室にフィードバックするためには，ただ良い研究をすれば
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よいというだけではない。他者がそれを読めば同じことができるように詳しく，

誤用や誤解釈がないように十分な情報を示しつつ，論文化することが必要であ

る。そのため，本章では，本節でこれまで述べたように 1990 年代半ばからの時

勢を振り返った後，次節以降において，差の分析と解釈や，多くの変数を用い

た分析について，資料となる文献を引用しつつ，現状や，これから分析を行っ

たり先行研究を読むときに留意すべき点を指摘する。      〔前田啓朗〕 

 

2 測定された差の分析と解釈 

2.1  ARELE掲載論文に見る測定された差の分析 

 応用言語学系の国際ジャーナルでは，t 検定や分散分析（ANCOVA や MANOVA

を含む）のような平均値に基づいた分析（観測された差の分析）が大半である

ということが報告されている (Gass, 2009; Lazaraton, 2005)。Plonsky (2013) 

は，1990 年から 2010 年までの 20 年間で Language Learning と Studies in 

Second Language Acquisition に掲載された論文のうち，統計的手法を用いた

論文 606 本における分析手法の傾向と報告内容 (reporting practices) を調

査した。その結果，半数以上（56%）の論文で分散分析が使われていたという事

実からも，グループ間の平均値差に焦点を当てた論文がいかに多いかというこ

とがわかる。

 Mizumoto, Urano, and Maeda (2014) は，ARELE の第 1号から第 24 号（1990–

2013）に掲載され，CiNii で公開されている論文 450 本のうち，76%（341 本）

が量的研究であることを示した。国際ジャーナルと同じように量的研究がより

多く掲載されている ARELEでも，観測された差の分析を行っている論文が多い

ことが予想できる。そのため，以下では，ARELE 第 13 号から第 24 号までの過

去 12 号分における「測定された差の分析」の使用傾向を報告する。

 ARELE 第 13 号から第 24 号までで，CiNii に公開されている論文 290 本のう

ち，統計的手法を用いているものは 255 本であった。そのうち，観測された差

の分析を行っている論文が 186 本（73%）であり，その他の 69 本（27%）は相関

係数を基にした分析（重回帰分析やその他の多変量解析など）であった。この

結果からも，ARELE に掲載されている論文の多くで，観測された差の分析が行

われていることがわかる。

 表 15.1 は観測された差の分析を行っている論文 186 本における分析方法と
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報告内容を集計したものである。分析方法では，t 検定のみが 30 本（16%），分

散分析のみが 115 本（62%），その両方が 38 本（20%）となっており，分散分析

は合計で 186 本中 153 本（82%）において使用されており，ARELE 掲載論文は分

散分析の割合が高いといえる（対応するノンパラメトリック検定も集計に含む）。

「検定なし」の 2 本は，効果量とその信頼区間で解釈を行っているもの（Koizumi, 

2011）と，記述統計と論旨に合った図示方法で議論を行っているもの（前田, 

2008）の 2 本であるが，統計的検定の限界を理解した上で，必要な情報は十分

に提示し，適切な解釈を加えているものなので，意図的に統計的検定を用いて

いない良い例であるといえる。「記載なし」の 1 本については，「有意な差

（significant difference）があった」とのみ記載されており，行っている分

析を見ればおそらく分散分析であるということはわかったが，本文中に分析方

法に関する記述は見られなかった。

 

表 15.1 観測された差の分析方法と報告内容 (K = 186) 

 K % 

分析方法   

t 検定  30 16 

分散分析 115 62 

両方  38 20 

検定なし   2  1 

記載なし   1  1 

報告内容   

サンプルサイズ 184 99 

平均 (Mean) 174 94 

標準偏差 (SD) 155 83 

統計量 177 95 

p値（*のみも含む） 182 98 

p値の明記  86 46 

信頼性を示す指標  74 40 

効果量  57 31 

効果量の信頼区間   3  2 

 報告内容については，標準偏差（standard deviation: SD）や信頼性を示す

指標，p 値の明記，そして効果量やその信頼区間が記載されていない論文が多

く見られ，ARELE 掲載論文のうち，少なくとも，測定された差の分析を行って

いるものについては報告内容の改善が望まれるといえるだろう。
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2.2 測定された差の分析と解釈における注意事項 

 高度な分析が可能な統計解析ソフトウェアの普及と，竹内・水本 (2012)，平

井 (2012)，前田・山森 (2004) などのように，英語教育学研究で用いられるこ

との多い統計解析をわかりやすく説明している入門書が，ここ 10 年で発行さ

れている状況が相まって，量的研究の中でも測定された差の分析が非常に多い

現状であるが，前述のように報告内容については改善の余地がある。以下では

特に報告内容に注目し，測定された差の分析と解釈における注意事項を挙げて

いく。（分析のための前提条件などの詳細は上記の入門書を参照されたい。） 

 

(1) 再現に必要な情報を必ず書く 

 測定された差の分析を行っている論文において，標準偏差 (SD) やその他の

記述統計情報が報告されていないことがある。そのような場合，元データの再

現や結果の検証が不可能である。そして，そのような論文は，量的研究におい

て先行研究の効果量を統合して，その効果を検討するメタ分析で必要な効果量

が計算できないために，メタ分析の対象から除外されやすい (Plonsly, 2013)。

また，次節の「複数の変数を使った分析と解釈」にもあるように，変数間の相

関係数も再現（二次分析）には必要になるため報告したい。さらに，p 値の報

告についても正確な記述を心がけたい。APA Publication Manual 第 6 版 

(2010) では，（図表でのわかりやすさを重視する場合を除いて）p < .05 やア

ステリスク（*）での表記ではなく，p = .031 というように明記することが求

められており，0.001 以下の値を取る場合のみ p < .001 と表記する(p.114)。

(2) 有意差至上主義からの脱却 

 統計的仮説検定の結果得られる p 値は，サンプルサイズに依存し，再現性に

乏しい(Cumming, 2012)，そのため，水本・竹内 (2008) は，実質的な差を検討

するために効果量を用いる重要性を唱えており，ARELE 掲載論文でも 2011 年

（第 22 号）以降は効果量の報告が増えてきている。p < .05 やアステリスク

（*）での表記では，「有意差あり・なし」の二分法のみに注目してしまい，多

くの研究者・実践者が本当に関心のあるはずの「どの程度効果があるか」とい

うことまではわからない。ARELE 掲載論文でも，報告すべき内容が書かれてお

らず，p < .05 やアステリスク（*）のみの記載が優先されているものがあると

いう状況は，「有意差至上主義」のマインドセットのせいであるといえるだろう。
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また，p 値は再現性が低いため，再現性を重視するのであれば，追試（replication）

によって結果を蓄積し，吟味していくメタ分析的アプローチを優先させるべきで

ある。そのためには，効果量とその信頼区間を報告し，それに基づいた解釈を行

うのが適切である(Cumming, 2012; 大久保・岡田, 2012)。ARELE掲載論文のう

ち，効果量と信頼区間による報告・解釈を行っている論文は Koizumi (2011) の

みであるが，今後，そのような報告方法のさらなる普及が期待される。

(3) 実質的重要性 (practical significance) を考える 

 効果量や信頼区間をもってしても，実際に測定された差が，学習者や英語教

育学研究にとって，どのような意味を持つのかという実質的重要性 (practical 

significance) はわからない。この解釈については，より多くの研究から得ら

れた効果量とその信頼区間を用い，研究の文脈を理解した分析者自身が考えて

いく必要がある。

(4) 測定の信頼性を示す指標を報告する 

 ARELE掲載論文では，表 15.1 からもわかるように，測定の信頼性を示す指標

の報告が少ない（186 本中 40%）。いくら高度で複雑な分析を行っていたとして

も，そもそもの測定の信頼性が低ければ，本当に差がある場合に有意差を検出

できる力である検定力も低くなってしまい，結果の再現性が低くなる（検定力

については，水本・竹内, 2011 を参照）。信頼性係数を使って各種の補正を行

う二次分析もあることからも，測定の信頼性を示す指標は報告すべきである。

(5) データの可視化を心がける 

 前田 (2008) に見られるような論旨に合った図示方法は,“A picture is 

worth a thousand p values” (Loftus, 1993) という言葉からもわかるよう

に，p 値のみでの結果提示よりも価値があるといえる（統計的検定は行ってい

なくても必要な情報があれば再現し検定もできる）。また，上位群と下位群に分

けてから分析を行うような場合も，それぞれの群の分布がどのようなものであ

るかを見せるという目的から，生データが可視化できるような方法が好ましい。

(6) 要因は増やすよりも減らす努力を 

 一般的に，英語教育学のみならず心理学のような関連分野でも，先行研究の
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結果から得られる検定力は低い。これはサンプルサイズが小さいことに起因す

るが，複雑なデザインで二元配置以上の分散分析を行う場合には，検定力も低

くなりがちである。そのため，いたずらに要因を増やすよりも，先行研究をし

っかりと概観することで，できるだけ少ない要因で仮説検証型の研究に落とし

込む努力が必要であるだろう (Mizumoto, Urano, & Maeda, 2014)。 

〔水本 篤〕 

 

3 複数の変数を使った分析と解釈 

3.1 ARELEの過去 10 年の動向 

 英語教育学研究には学習者・教員・学習環境などの多くの要因が複雑に関わ

る。そのため，研究目的に応じ，適切な分析手法を使うことが必要である。適

切な分析手法を用いて初めて，より妥当なデータ解釈につながるため，研究の

デザインを考える際に，どの分析手法を用いれば，どのような解釈ができるか

を吟味する必要がある(水本，2012)。

 このような背景を受け，ARELE の収録論文でも複数の変数を対象にした分析

が多く行われてきた。2004 年発行の第 15 号から現時点で最新号の 2013 年発行

の第 24 号までの過去 10 年を概観すると，相関係数を用いた論文が 29 件(例

Ushiro, Hijikata, Shimizu, Nakagawa, Koga, Ohno, & Umehara, 2007; 山

西・廣森, 2008)，多変量分散分析(MANOVA)を用いた論文が 2 件 (Adachi, 2013; 

Koga & Sato, 2013)，重回帰分析を用いた研究が 6件 (例 Ohno, 2004; Sakuma, 

2011)，探索的因子分析を用いた研究が13件(例Fujita & Noro, 2009; Yamanaka 

& Takeuchi, 2009)，共分散構造分析(structural equation modeling)を用い

た研究が 11 件(例 Katagiri, 2010; 斉田, 2012)ある。特に相関分析は基本的

な分析手法であり，広く使われていることが分かる。また，これらの分析をす

べて包括する共分散構造分析が，件数は少ないが継続的に使われている。適切

な分析と解釈を行い，英語教育学研究をより良いものにするため，これら複数

の変数を扱う分析手法を使う際に特に注意すべきことを 7 点述べる。

3.2 複数の変数を使った分析と解釈の注意事項 

 第 1 に，変数間の分析結果を，因果関係と直に解釈することはできない。因

果関係と解釈できるのは，(a)原因が結果に時間的に先行していること，(b)原
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因に変化があると結果にも変化が起こること，(c)原因と結果の間にその他の

変数がないこと，(d)原因と結果の因果関係の方向性が正しいこと(例：原因 X

→結果 Yであり，X←Y や，X⇔Yでないこと)，(e)各変数の統計的分布が正しい

ことの 5つの条件を満たした場合である(Kline, 2011)。例えば，アンケート調

査を 1 度実施し分析する場合，すべての変数を同時に測っている。そうすると，

原因と結果を同時に測ることになり，どの変数が原因でどの変数が結果である

かをモデル化するには理論的根拠が必要である。特に共分散構造分析を用いた

研究では多くの変数をモデルに入れることがあるが，変数間の関連や因果関係

のモデル化は理論に基づくべきであり，統計的なモデル指標のみに基づくべき

ではない。研究のデザインを考える際に上記 5点をできるだけ検討することが

望ましいが，単独の研究で満たすことは難しい。そのため，単独の研究では，

変数間に関連があることの記述にとどめ，因果関係を含意する解釈を避けるの

が無難かもしれない。同一のテーマについて研究が増えるにつれ，比較考察を

加え，徐々に因果関係を構築するのがよいだろう。

 第 2 に，重回帰分析を用いる際には，独立変数の投入法に気をつける必要が

ある。ステップワイズ法は，多くの独立変数の中から従属変数の説明に役立つ

変数を統計的に選ぶ投入法である。先行研究が少ないため非常に多くの独立変

数を検討する必要がある場合や，理論的にも独立変数を精選できない場合は，

ステップワイズ法の使用はやむを得ない。ただし，変数の選択結果はデータに

大きく依存するため(Tabachnick & Fidell, 2007)，新たな研究でも同じ変数

が重要と選択されるとは限らず一般化可能性が低くなる。その結果，研究間で

の比較検討が難しくなる一因となる。もし先行研究や理論に基づき独立変数の

投入順を指定できる場合，階層的重回帰分析(hierarchical/sequential 

multiple regression)の使用が好ましいだろう。最も重要と考えられる独立変

数を最初に投入し，説明率が累積的にどのように変わるかを検討することで，

各独立変数の重要性を調べることができる。

 第 3 に，アンケートやテストを使い探索的因子分析を行い，各因子を構成す

る項目における回答の合計値や平均値，または因子得点(今野, 2012)を求め，

重回帰分析を行う事例が見られる。この方法は，先行研究や理論的背景が少な

いため因子構造の探索が必要である場合はよいかもしれない。一方，先行研究

や理論的背景が十分にある場合，モデルを作り，共分散構造分析を用いれば，

以上の分析をすべてまとめて行うことができ，さらには項目の測定誤差を考慮
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することもできる。また，共分散構造分析では，モデルの適切さを様々な視点

から評価することができる。従って，可能であれば共分散構造分析の使用を推

奨する。

 第 4 に，第 3 点目と関連するが，アンケートやテストをモデル化する際に，

各項目をそのままモデルに入れるか，各項目を合計した値をモデルに入れるか

を検討する必要がある。例えば，扱う変数の一つに中間テストの得点があると

する。1 問 1 点で 35 問からなり，内訳は語彙(5 問)，文法(5 問)，読解(10 問)，

リスニング(10 問)，ライティング(5 問)セクションからなる。特に共分散構造

分析を用いてこの中間テストをモデル化する場合，3 つの方法がある。第 1に，

各問を各変数と捉え，35 の観測変数としてモデル化する。第 2に，35 問全体で

一つの変数と捉え，35 問の合計点を出し，1つの観測変数としてモデル化する。

第 3に，5 つのセクションからなると捉え，各セクションの合計点を出し，5 つ

の観測変数の背後に中間テストで測る力，例えば到達度の因子があるとモデル

化する。後者 2 つのように得点を足し合わせモデル化することをパーセリング

(parceling)と言う。いずれの方法をとるかは，理論的根拠が最優先されること

に加え，分析上の前提を満たすかどうかや，統計パッケージの機能にも依存す

る。詳細は Brown (2006)を参照のこと。

 第 5 に，複数の変数を使う分析ではアンケートやテストを用いることが多い

が，アンケート(項目)やテストの選定・作成は慎重に行いたい。先行研究や理

論的根拠に加え妥当性・信頼性による裏付けがあれば，先行研究で使用された

アンケートやテストをそのまま用いてよいだろう。ただし，先行研究で妥当性・

信頼性ともに適切なアンケートやテストという結果が示されていたとしても，

対象や実施条件が異なれば妥当性・信頼性が低くなることもあることは知って

おきたい。さらに，時間的制約などのため既存アンケートやテストの一部分を

実施する場合，本来の意図とは異なる特性を測ってしまう恐れがある。その結

果，データは分析できたとしても，先行研究との比較が困難になる。測定した

い能力をより短いアンケートやテストで測ることは吟味すれば可能であり，

Smith, Combs, & Pearson (2012)が詳しい。

 また，各先行研究では少数の概念しか測定していないが，新たに行う研究内

でより多くの概念を比較する場合は注意が必要だろう。例えば，先行研究 Aは

「不安」がテスト得点に与える影響を扱い，先行研究 Bは「動機づけ」がテス

ト得点に与える影響を扱い，新たに行う研究では両者がテスト得点に与える影
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響を調べるとする。面白い研究テーマであるが，先行研究では少数の概念のみ

を対象にしたことを考えると，おそらく少数の概念を測るだけでもかなりのア

ンケート項目数が必要であり，より多くの概念を一度に対象にするのは難しい

かもしれない。一般的に，各概念は複数の下位要素から構成され，下位要素の

数だけ，アンケート項目数が増えてしまう。そして，各概念で別のアンケート

を作成したとしても，1つ目のアンケートには誠実に回答しても，2 つ目のアン

ケートで回答者は疲れてしまい，回答が揺らぐかもしれない。不安を測る項目

と動機づけを測る項目を同一のアンケート内にランダムに配置する場合と，各

概念で別のアンケートに分けた場合では回答の質は変わってしまう。より多く

の概念を単一の研究内で扱う場合は予備調査を行い，測定時にかかわる影響を

検討することが必要だろう。

 第 6 に，分析の詳細が報告されていない場合は，分析結果および解釈の信憑

性に疑問が残る。例えば，共分散構造分析を使う際には，かなりの受験者数に

加え，観測変数が正規分布しているか(外れ値はないか)，変数間には U字形で

はなく線形の関係があるか，欠損値はないか，パラメターの推定法に何を用い

たか，どのパラメターを固定したか，分散が負の値になるなど分析中に問題が

生じなかったか，などを報告する必要がある。外れ値(outlier)があればその理

由を検討し，除去するかを決める。観測変数が正規分布でなければ，Satorra-

Bentler の方法を用いパラメター推定の過程で修正を行う必要がある。たとえ

最も単純な分析である 2 つの変数間の相関係数であっても，外れ値が大きく影

響することは決して少なくない。散布図を描く（前田, 2004b, 2008; 竹内・水

本, 2012）などの方法で，外れ値は見つけることができる。詳細は Brown (2006), 

Byrne (2010), Kline (2011)が詳しい。

 第 7 に，すべての分析において，平均値・標準偏差・相関係数行列を報告す

ることが好ましい。これらの値があれば，再分析が可能になることが多い。効

果量が報告されていない場合，計算することもできる。これらは査読の過程

で，査読者が分析の適切さを確認する際にも役立つ。また，類似テーマの研究

を集め，メタ分析を用い統計的に統合することも可能になる。具体的な手順

は，水本・竹内 (2011)や，Zientek & Thompson (2009)に記載されている。メ

タ分析では，元の研究では扱わなかった分析も可能になる。例えば，元の研究

A では日本人，研究 Bでは韓国人，研究 Cでは中国人が対象であった場合，元

の研究では各国の学習者への影響に焦点があるが，メタ分析では国間で影響を
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比較考察でき，一般化可能性の程度が分かる。共分散構造分析を用いて分析す

れば，新たなモデル構築も可能である(手順は In'nami & Koizumi, 2012 を参

照)。このように平均値・標準偏差・相関係数行列があれば、多くの分析が可

能になる。そのため、これらの情報は紙幅が足りなければオンライン上で公開

したり，問い合わせがあった際には積極的に共有するなど，何らかの形で利用

可能にしたい。その結果，研究間で知識の再検証・蓄積が進み，英語教育学研

究での学習者・教員・学習環境などの多くの要因間の関係がより一層解明され 

るだろう。                         〔印南 洋〕 
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第16章
各地区学会における英語教育
改善のための取組み

　本章は全国英語学会の全8地区学会より選出された優れた英語教育の実践を収集

し紹介している。小学校，中学校，高等学校・高等専門学校の3節から構成される。

第1節「小学校」では小中連携の実践2件を含む5件，第2節「中学校」では8件，

第3節「高等学校・高等専門学校」では10件，計23件の授業実践が報告されてい

る。本学会には，小中高の先生，大学の教員や研究者，教師を目指す学生，行政の

関係者など約 2500 名の会員がおり，英語教育における理論と実践の統合を促進し

ている。本章で紹介された実践は，多読，コミュニケーション，語彙，ライティン

グ，文法，4技能統合，学習意欲など多岐に渡っている。これらは，英語教育に関

連する研究結果や理論を踏まえ，現場の状況に埋め込むようにデザインされた効果

的で魅力的な事例となっている。



 

第 16 章 各地区学会における英語教育改善のための取組み 

 
1 小学校 

1.1  学級担任と ALT が連携した外国語活動を目指して 

―コーディネーターとしての取り組み― 

(1) 開成小学校英語教育の現状 

 小学校新学習指導要領では，「指導計画の作成や授業の実施については，学級

担任の教師又は外国語活動担当の教師が行い，授業の実施に当たっては，ネイ

ティブ・スピーカーの活用に努める」ことが明示されている。しかし，現状は

ネイティブ・スピーカーが主に指導する場面が多い。そこで，JTE が単独で指

導することを最終目標に，筆者の中学校での英語指導の経験を活かし，コーデ

ィネーターとして外国語活動担当者と連携して次のような活動に取り組んだ。

(2) 取り組みの実際 

学級担任が英語を指導するにあたり，英語力等の現状を把握するためにアン

ケート調査を行った結果，次のような課題が明確になり，その解決のために３

つの取り組みを行った。

(i) 英語力向上のための取り組み 

 アンケート結果では「大学等卒業後長期間英語から遠ざかっているので不安

だ。」といった意見が多かった。そこで，次のように取り組んだ。

 

表 16.1 英語力向上のための実践例 

(ii) 指導法改善の取り組み 

アンケート結果では「具体的にどのように指導したらよいかわからない。」と

いった意見が多かった。そこで，行った取り組みは次の通りである。 

  活動内容 実践例 

1 
ニューズレターの
発行 

筆者がアンケート結果に答える内容で月 2回程度発行した。 

2 校内研修会 
筆者が職員会議の後，発音練習やクラスルームイングリシュを
使った簡単な対話練習を行った 

3 英語劇の上演 
年 1～2回，教員や6年生の希望者で国語の教科書で学習した「大
きなかぶ」等の英語劇を上演した。   
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表 16.2 指導法改善のための実践例 

(iii) ALT との打ち合わせに関する取り組み 

 ALT との授業で，最大の課題は「事前打ち合わせの時間を十分確保できない

ために，何を，どう指導したらよいかわからない」ことである。そこで，ALT

が翌週分の学習指導案を前週に学級担任に渡すようにした。こうすることで，

学級担任が活動内容を確認する時間ができ，自分なりに指導に参加する場面の

準備ができるようなった。以前にもまして積極的に指導にあたるようになった。

(3) まとめ 

 ４年間にわたりコーディネーターとして取り組んできた結果，ALT と指導内

容を分担し積極的に英語を話す姿が増えてきた。その一つの表れが「英語劇の

上演」であった。教員も６年生の児童も積極的に取り組み，観客に大きな感動

を与えたことで劇が終わった時には出演者一同自信にあふれた表情が見られた。  

    〔関東甲信越英語教育学会 宮原 卓〕 

 

1.2 小学校外国語活動における ICT の活用 

(1) 外国語活動と ICT 環境の現状 

2011 年に小学校に初めて，外国語活動が導入されてから，3 年目が終わろう

としている。移行期間には，教員，特に学級担任の間で指導方法，指導力等が

懸念されてきたが，現在では環境整備も含め，順調な進捗状況であると考えら

れる。さらに，学校教育全般において，教育の ICT 化の重要性が各地で認めら

れ，教育現場における，デジタル環境の状況も徐々にではあるが，整ってきて

いる。最近ではタブレット端末の導入を検討する地方公共団体や学校も増えて

きており，ICT 化が一層，加速してきていると言える。 

  活動内容 実践例 

1 校内研修会（夏季休業） 

他校で指導経験のある教員が中心になって，
「絵本を使った指導」，「研修報告（クラスルー
ムイングリッシュを使った指導）そして「授業で
使えるゲームの紹介」を行った。 

2 
外部講師を招聘しての校内研
修会 

筆者と指導経験のある教員で模擬授業（学級担
任が主，ALT 役が補助で入る）を行い，それをビ
デオ撮影した後，ビデオを再生しながら講師がポ
イントを説明した。さらに，指導内容について質
疑応答を通して理解度を深めた。 
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 ICT 教材のよさは，情報の収集と共有化，「児童・教師・教材」のインタラク

ティブ性，理解の促進と表現力の向上等が考えられる。教材として利用する観

点からは，アプリケ―ション内に事前に埋め込んだ音声や画像，動画等や，授

業中に書き込んだメモ等を即時に表示，再生できるところが，最大のメリット

である。文字による説明に比べ，児童の理解は格段に深まることが期待できる

とともに，クラス全体で情報を共有できるからである。さらに，児童自らがプ

レゼンテーションを作成することで，表現力を向上させ，表現方法の多様化を

促進させることもできる。理解力・表現力の向上に効果があるという点では，

ICT は外国語教育に非常に相性のよい領域であると考えられる。

(2) 国際交流事業に EPUB でプレゼンテーションをした実践例 

国際交流事業において，日本人小学生とロシア人小学生・中学生との交流プ

ログラムを実施し，日本人児童が「学校紹介」のプレゼンテーションを行った。

（1）使用したタブレット端末，アプリケーション等 

タブレット端末「iPad」 1 グループに 1台と指導者用 1 台 計 7台 

各グループの構成人数  6 名（日本人児童 4名，ロシア人児童生徒 2名） 

使用した主なアプリケーションとその機能 

Sigil；EPUB 出版物オーサリングソフト，iBooks；EPUB reader，グーグル翻

訳；web 上の翻訳サービス，ペイント；グラフィックソフト 

（2）教材作成からプレゼンテーションまでの過程 

 今回の取り組みでは，児童が「学校紹介プレゼンテーション」の原稿を作成

し，筆者が原稿をもとに編集した教材を用いて，グループ内でプレゼンテーシ

ョンを行った。使用言語は，日本語と英語(音声のみ)，そして確認のためのロ

シア語(音声のみ)である。

 教材作成からプレゼンテーションまでの過

程の概要は，以下の通りである。

① 児童が，グループごとに知らせたい行事の

絵と説明を考え作成する。 

② 児童のかいた絵をスキャナーで取込み，音

声(英語とロシア語)と合わせてページに

埋め込みながらプレゼンテーションを作成する。(教師) 

③ 各グループでタブレットの操作も含め練習し，交流プログラムに備える。 

図 16.1 タブレットの学校紹介画面 
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(3) 成果と課題 

 交流プログラムの学校紹介の場面では，端末タブレットを介して，日本人児

童とロシア人児童・生徒の交流が和気あいあいと行われていた。「はじめの式」

では，お互いに簡単な英語で自己紹介を進めることができていたが，プレゼン

テーションの中でも，英語が日本語とロシア語の橋渡しとして機能することが

わかり，児童は改めて，学校で学んでいる英語が，人と人を繋ぐ便利なコミュ

ニケーションツールであることを実感したようである。

 事後のアンケートでは，タブレットを使用して「楽しく学習できましたか。」

という質問と「これからもタブレットを使って学習してみたいですか。」という

質問には，「とてもそう思う」「そう思う」の割合が多く，どちらの質問も 80％

を超えていた。 自由記述の項目においては，「タブレット端末のよさ」として，

①動作の機敏性，②操作の簡便性，③画像が表れ，音声が流れることで理解が

しやすくなるという点をあげる児童が多かった。

 今，学校で学んでいる子どもたちは，デジタルネイティブと呼ばれている。

この度の実践から，両国の子ども達がタブレットを介して交流している姿をみ

て，まさにその通りだと感じた。今後，教育現場に ICT 教育環境が一層充実す

ることは，明らかである。「教育のグローバル化」や「グローバル人材育成」の

視点から，情報化を中心とした社会の変化に柔軟に対応できる資質や，指導力

を小学校の教師も身に付けていくことが喫緊の課題ではないだろうか。 

〔関西英語教育学会 真崎克彦〕 

1.3 教室内のコミュニケーションを高める「英語でのやり取りの能力」を向

上させる岩手大学教育学部附属小学校の取り組み（外国語活動） 

(1) 目標 

 これまでの外国語活動や英語の授業で行われてきた，英語を用いたコミュニ

ケーションを意識した学習場面では，音読やスピーチの練習をしたりプレゼン

テーションを行い，児童生徒がそれを聞いたりするなどの活動が多く行われて

きた。しかし，実際のコミュニケーションは一方的なやり取りではない。状況

に応じて適切な言葉を用いたり（pay attention to the local context），会話

を聞いているという姿を示したり（listen and show that they have understood）

する。また，意味を確認したり（clarify meanings）会話のつまずきを解決し

たり（repair breakdowns）もする。授業の中でこのような実際のコミュニケー
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ション場面を生み出し，実践的なやり取りに慣れ親しみをもたせることが，こ

の取り組みのねらいである。

(2) 情報収集 

「英語でのやりとりの能力」を高めるために，2 つの学習会に参加した。タ

スクを中心にする教育法（Task-Based Language Teaching 〈TBLT〉）について

の学習会である。TBLT とは，児童に達成させる課題（Task）を与え，その課題

達成のための道具として英語を使いようにし，実践的運用能力を高めようとす

るものである。この教育法では，児童はコミュニケーション場面でお互いに分

かり合おうとして聞き返したり，自分が伝えようとしていることを，英語を用

いて試したりしてみる。実践的なやり取りを，授業の中に取り入れていくヒン

トを数多く得ることができた。

 

(3) 授業実践  What s this? クイズ大会をしよう「Hi, friends! 1」 

(i) 教材について 
本単元は，相手の指し示すものが何かを尋ねたり答えたりするような「事実

を伝える」表現を取り上げて活動を進める。単元の導入では，学校生活に関連

する様々な物の言い方を知る学習をする。その後，「globe(地球儀)」と「glove(グ

ローブ)」の発音を比較させたり，「bat(野球のバットとコウモリ)」や「eraser(消

しゴムと黒板消し)」の意味の違いに触れさせたりするなど，児童が様々な物の

言い方から言葉の面白さに気付く学習をする。そして，単元の後半では，ある

物が何かを尋ねたり答えたりするコミュニケーションを行う単元構成となって

いる。

(ii) 実践的なやり取りに慣れ親しませる工夫 
実践的なやり取りに慣れ親しむことができるようにするために，話し手と聞

き手の間に情報の差があるような場面（インフォメーション・ギャップ）を作

り，コミュニケーションを通して情報を共有しなければならない状況を設定す

る。自分のランドセルやロッカーに入っている物の種類や数が相手と違う環境

をつくり，その情報の差を，コミュニケーションを通して埋めていくような活

動をしていく。このように，教材を工夫して情報の差が生まれるような状況を

作り，「聞くこと」と「話すこと」を結び付けた学習活動を位置づけることによ

って，実践的なやり取りに慣れ親しませていく。 
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(4) 考察 

授業後のアンケートの，「友だちが話した英語をつかった」と答えた児童に着

目した。友達とのコミュニケーションの中で，言葉の意味を確認したり，会話

のつまずきを解決する際に，自然な形で相手の話した言葉を繰り返したりした

様子がうかがえる。TBLT が，より実践的なやり取りに慣れ親しませることに効

果的であることを，今回の実践を通して確認することができた。

 

表 16.3 タスクのアンケート結果 
自分のランドセルに何が入っているかを友達に言えましたか。
はい 35  いいえ 1 
「はい」とこたえた人へ，どのようにしてランドセルの中身を友達に教えましたか。下の中か
ら選んでください。一つ以上選んでもいいです 
a)ジェスチャー 12 
b)日本語をつかった 0 
c)先生が話した英語をつかった 27 

d)絵を見せた 1 
e)友だちが話した英語をつかった 12 
f)友だちに英語をおしえてもらった 3 

                     〔東北英語教育学会 高室 敬，ジェームズ・ホール〕 

1.4 小中連携を視野に入れた英語科教育法の実践 

平成 23 年度から小学校に外国語活動が必修化された。それに伴い,『小学校

学習指導要領解説外国語活動編』に「中学校における外国語科への円滑な移行

を図る観点から」や「中学校外国語科の指導とも連携させ」など小中連携の文

言がうたわれている。同じく『中学校学習指導要領解説外国語編』の中にも,

「小学校における外国語活動ではぐくまれた素地の上に」や「小学校における

外国語活動との関連に留意して」などの小中連携の大切さが解説書の 3 分の 1

以上のページを割いて論じられている。しかし実際の教育現場に出てみると小

中連携の重要性は認識しつつも, 連携を意識した授業実践が行われていると

は言い難い。中高の英語の教員を目指す学生や小学校教員養成課程にいながら

副免として中高の英語の教員免許取得を目指す学生たちを指導する立場にいる

者として, 将来, 小中連携への意識を持ち，地域に貢献できる教員を育てる

ことを念頭に, 私が「英語の教材分析 A」という授業の中で行っている実践の

一例を紹介したい。

 この授業は 1 年後期に開講される, 本学で英語の教員免許を目指す学生が

初めて受講する教職・教科に関する専門科目である。教科書には『英語科教育

の基礎知識 教科教育法の理論と実践』（小寺・吉田編著 2005）を用いている。

例えば第 1 章：国際英語と日本の英語教育では, 国際英語に関する考えを理解
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したのち, 毎年検定教科書 1 年生用を 4 冊 (東北地区で多く採用されている

NEW HORIZON の他 3 冊) 指定し, 国際英語的視点から, また文字指導・音声

指導・異文化理解など教科指導上大切と思われる視点からそれぞれの教科書分

析を行わせている。そして国際英語的な考えが一番反映されている教科書はど

れか, 音声指導で工夫された表記のある, 使いやすい教科書はどれかなど, 

それぞれの教科書の特徴を明らかにしたのち, NEW HORIZON 1 の Unit1 に他の

教科書の活用できそうな部分を書き込ませる形で, 中１で初めて触れる教科

としての英語を最も効果的に指導できる教科書作りを行ってきた。昨年度から

はここに新たに,小中連携の視点からの教科書分析も行わせている。 学生から

は, どの教科書もすぐに文字教育に入るのではなく, 小学校での外国語活動

の流れを受け，音声（聞く・話す）活動から英語の授業を始めていること, 小

学校では触れてこなかった音と文字の関係（phonics）を単元学習に入る前に明

示していること, 書く活動に関してもただアルファベットを書かせるのでは

なく, なぞり字からコピーへと段階を踏んで無理のない指導過程を組んでい

ることなど, 音声から文字へのスムーズな移行が図られているとの感想が聞

かれた。またある教科書は, 吹き出しを利用し, 新しく出会う友達や先生と

のあいさつの場面をわざわざ設定されているとの指摘があった。コミュニケー

ション能力の素地については様々な考えがあるが, 私はそれを英語教育的側

面と全人教育的側面（相手の良さを見出し認める「受容・思いやりの心」）の 2

つの側面でとらえている（佐藤 2013）。小学校外国語活動ではぐくまれたコミ

ュニケーション能力の二つ目の素地を中学につなぐ非常に大切な活動であるこ

とを指摘した。ここでも NEW HORIZON １を基に加筆する形で,小から中への無

理のない接続に資する教科書作りを行った。小中連携からは少し外れるがこの

ような活動を通して, 将来教壇に立つ学生には, 自らが使用している教科書

だけにとらわれるのではなく, 他の地区や学校で使用されている教科書を補

完的に使用することの有効性やそのための日頃の教材研究の大切さに気付いて

ほしいと思っての授業実践でもある。

 次に第 7 章：授業実践の章での実践例であるが, ここではまず指導案を考え

る前提として, 小中高の学習指導要領に示されたそれぞれの教育目標の解釈

を行わせている。学生たちは小中高 3つの校種の目標を並べて比較することに

より, 初めて我国の英語教育がコミュニケーション能力の育成という大きな

目標に向かって繋がっていることを理解するようである。 またここでは, そ
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の出発点となる「コミュニケーション能力の素地」とその後の「基礎」につい

て議論させる。私の考えも含めた素地や基礎に関する様々な見解を示した後,

学生たちそれぞれに現時点でとらえた素地と基礎を発表させている。そして今

後の勉学や教育実習を通してその素地や基礎がどのように変化していくのかを

ポートフォリオ的に記録しておくことを課題として出している。4 年次後期の

教職課程仕上げの授業である「教職実践演習」をその発表の場としてある。 

   〔東北英語教育学会 佐藤博晴〕 

1.5 のぞましい小・中連携をめざして 

(1) 小・中連携のスタイル 

(i) 小・中連携の現状 

2011 年度より，小学校高学年において外国語活動が実施され，中学校では

2012 年 4 月には小学校で『英語ノート』等，2013 年 4 月には『Hi, friends!』

等の教材を用いた外国語活動を経験した生徒を迎えている。このような情勢の

変化に伴い，外国語教育に関し，小・中連携に取り組んでいる中学校区数も年

を追う毎に増加している。しかし，その連携の内容は，授業参観や授業研究会

等の情報交換にとどまっていることが多い（文部科学省）。また，学校規模や環

境等により連携のスタイルも様々である。

 
(2) 石井中学校での取組 

本稿では，前任校の石井中学校区のように，複数の小学校から生徒を迎える

中・大規模校における小・中連携のあり方の提案と，中学校第 1学年における

授業の実践事例について報告する。

(i)  中１ギャップ解消のための小・中連携 

 名西郡（石井町・神山町）では，養護部会主導で「中 1 ギャップ」解消のた

めの取組をすすめている。2011 年度よりオープン・スクール（以後 OS）で，６

年生児童による中学校の授業参観や部活動体験を実施している。OS 第２回目と

なった 2012 年度は，参観授業と体験授業を企画し，英語科では，"Welcome to 

English World"と題して，英語での自己紹介やアルファベット，身近な英語に

親しむ授業を実施した。また，各小学校での入学説明会に生徒会の生徒が参加

し，制服やスクール・マナー等の説明や，小学生からの質問に答える等，交流

をはかっている。そして個別の「小・中連携シート」を作成し，小学校担任か
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らの申し送りをこれまでよりも入念に行い，生徒指導にも役立てている。

(ii)  担当者による小・中連携 

 外国語活動・英語担当者による小・中連携には，情報交換，授業参観，授業

参加，交流，系統的カリキュラム作成等のスタイルがあると考える。小規模校

であったり，隣接していたりすれば，これらのどれもが可能であると思う。し

かし，石井中学校区には，複数の小学校があり，教師の授業参加や児童・生徒

の直接的な交流は難しい状況にある。

 2012 年度，石井町は「いしい英語大好き事業」をスタートさせた。英語検定

3 級以上受検者への検定料半額補助をはじめ，石井町教育委員会教育長，担当

者，中学校英語科主任，小学校外国語活動主任が集まり，英語における小・中

連携について定期的に話し合いを行っている。2013 年度からは夏期休業中に児

童・生徒・教員の海外研修を開始した。

 また，2011 年度より名西郡中教研英語部会と名西郡小教研外国語部会の交流

研修会も始まり，小・中互いの授業を参観し，校種間理解をすすめている。

 これら 2 つの取組により，情報交換，授業参観，交流の 3つの連携スタイル

が可能になった。研究指定等の特別な条件下でない限り，一教諭や英語科だけ

でできることは限られている。小・中連携をすすめるには，行政の力，学校管

理職の力，そして他教科や様々な分野の教職員との協力が不可欠であると痛感

している。

(iii)  英語科における小・中連携 

 次に，具体的に英語の授業における連携について述べる。2011 年度と 2012

年度の入学直後にアンケートを実施し，「英語が好きか」尋ねたところ，図 16.2

のような結果となった（2011 年度：167 名，2012 年度：165 名）。2011 年度に

小学校高学年で外国語活動が開始された結果，「英語が好き」な状態で入学す

る生徒が増加している。しかし一方，外国

語活動を経験した結果，英語嫌いとなった

生徒が存在することも否めない。しかし，

「なぜ嫌いか」文章で記述させたところ，

「聞いていて何を言っているのかわからな

かった」「文字を書きたかった」等，音声

のみで行われる活動に対する満足度が低い

こともうかがえた。また，「中学校英語に図 16.2 英語への好感度 
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対する不安」について質問したところ，「テストがある」「単語を覚えるのが

苦手」「書くことができるか不安」「長い文が読めるか不安」等の理由で，両

年とも 70%を超える生徒が不安を感じている。音声のみで行われる外国語活動

から，いかにスムーズに文字へとつないでいくかが，中学校英語入門期の大き

な課題であることが再確認された。

(3) 実践例 

(i) 中 1 の実践例 

 中学校英語入門期におけるアルファベットの導入には，時間をかけて指導に

あたった。アルファベットのいろいろな歌を用いたり，時には身体表現を取り

入れたりしながら，楽しい活動で不安を取り除き，文字のインプットを図った。

例えば，小学校でよく使われている"What's Missing? Game"や"Key Word Game"，

アルファベット・カードをジグザグに 2 つに切って行う「パートナー探し」や

各自に作らせた小文字カードを使った単語作りゲームなどである。2012 年度か

ら使用されている教科書には，巻頭に小・中連携を意識した活動が多く掲載さ

れているが，生徒の負担を考慮し，適切な時期を考えながらスモール・ステッ

プ＆スパイラルに指導するよう心がけた。

 また，新しい文法導入時には小学校での活動や経験を生かすよう努めている。

例えば"What's this?"の導入では，『英語ノート』にも登場したブラック・ボ

ックスを使用して抵抗を減らした。三人称単数現在形の指導では，「出身小学

校の紹介」を取り入れ，It has～.や It looks～.といった表現を用いて表現し

ながら，自分の出身校を懐かしんだり，級友の出身校の説明を興味深く聞いた

りする姿が見られた。

石井中学校では，東京書籍の New Horizon を使用しているが，Writing Plus

の学校紹介やグリーティング・カード作成のコーナーを新入生へのウェルカ

ム・カード作成に活用し，各小学校へ送付し，児童・生徒の交流を図っている。 
 

(ii) 成果と課題 
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 2012 年度の中１の入学時と入学後半

年経過後の 10 月の「英語に対する不安度」

を比較してみると，入学直後よりも不安

度が減少していることが見て取れる（図

16.3）。理由を記述させると，「思ってい

たより簡単だ」「書くことで覚えられる」

等の意見が多く見られた。また，「英語が好きか」という質問に対して，「嫌い」

と答えた生徒は図16.4にあるように5％の

増加で，その理由は「テストの点が悪い」

「難しい」等であった。生徒が理解できる

授業を提供し，表現することができる成功

体験や達成感を味わわせることが求められ

ている。

 さらに，英語に対する感覚を尋ねたとこ

ろ，図 16.5 のように「English is not easy, but it's interesting.」と感じ

ている生徒が多く嬉しい結果であると共に，「English is not easy, and it's 

not interesting.」と答えている生徒が「English is easy, and it's 

interesting.」と答える生徒と同じ比率を占めていることを把握しておく必要

がある。

  また，小学校でしっかりと音声で学んできたことを生かし，アルファベット

が定着した頃にフォニックスを取り入れ，文字から音を推測する習慣を身につ

けさせ，新出語句の発音や音読等に関して自学ができる生徒を育成することが

大切だと考える。

そのためにも，小学校で行われている外国語活動の状況を正しく把握し，育

まれているコミュニケーションの素地の上に基礎を築くこと，そして，異文化

の良さや違いに気づくだけでなく，自文化

に誇りを持ち，発信することのできる力を

つけることが，中学校英語教育に求められ

ていることだと感じている。

2013 年 4 月より，学校現場を離れて徳島

県立総合教育センターに勤務している。今

後は，教員研修の中にこれまでの経験を生

図 16.3 英語に対する不安度 

図 16.4 英語への好感度 

図 16.5 英語に対する感覚 
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かすとともに，一教員や学校だけでは難しい小・中連携を，行政としていかに

サポートできるかを考えていきたい。       〔四国英語教育学会 上萩琴美〕 

 
2 中学校 

                               
2.1 「つながりある授業づくり」の二つのポイント 

ー 中学校における表現活動の実践事例より － 

 (1) はじめに 

 中学校学習指導要領解説(外国語編)では「話すこと」「書くこと」を通じ発信

力を育成するよう示されている。さらに，文部科学省は各学校に，学習到達目

標を「～することができる」という能力記述文で具体的に Can-do リストを作成

することと，その能力記述で示された目標を達成するための指導を行うことを

求めている。

 本稿では，中学校において表現活動を具体的な到達目標として設定し，発信

力の育成を図っている実践事例から，3 年間の「つながりある授業づくり」の

ポイントをマクロ側とミクロ側から二つ紹介する。

ポイント 1 「つながりある到達目標（表現活動）の設定」 

 まずマクロ側から，到達目標として設定している表現活動と中学校 3年間で学

習する文法事項との関係の例を表 16.4 に示す。それぞれの表現活動は，3 年間

のつながりを 2 つの側面（文法習得面と内容の面）から考えて設定している。

  

表 16.4 中学校で学習する文法事項と表現活動の関係の例 

 1 学期 2 学期 3 学期 

1 年生 

Be 動詞, 一般動詞（1・2

人称） 

一般動詞 

（3人称） 
Can ,過去形 

有名人紹介 

自己紹介 

家族紹介 

私の一日 

What am I? 

日記１ 

2 年生 

過去形, 未来形 
不定詞 

助動詞，比較 
複文, There 

日記２，旅行の計画将来

の夢 

日本の学校生活 

好きな季節 
学校案内 

3 生生 
現在完了,比較 関係代名詞  

修学旅行感想 日本文化, 私の宝物 卒業における詩 
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文法習得面では，既習の文法事項 A に，A+B，A+B+C という形で新出の文法事

項を順次積みあげていくよう設定している。例として１年生の初めの「有名人

紹介」では「be 動詞」を，次の「自己紹介」では「be 動詞」と「一般動詞の１

人称」を使い表現させていく。

このように表現活動を繰り返すことにより，語彙や文法事項の定着や多様な

表現方法の習得へとつなげていくことができる。

 一方，内容面でも，成長にあわせ，生徒自身が興味・関心をもち取り組むこ

とができるように設定している。大きく分類すると，1年生では fun(書くこと

に出会わせ，楽しみを感じさせる)，2年生では interesting(ある程度まとまり

のある文章を書かせ,「自分」が「読み手」を意識してどのように書くかという

ことを考えさせる)，3年生では moving(想像力・創造力を使いながら英語を書

く,「自分」の気持ちを「相手」に伝えるには「どのような表現」をしたらよい

のかということを考えさせる)という 3 つの段階に分けられる。  

さらに，それぞれの表現活動は，生徒同士がお互いに理解しやすいものとな

るよう身近なテーマで設定している。  

ポイント 2 「点から線へ」つなげる授業構成  

 次にミクロ側から，点としての 1時間（一単位時間）の授業を，到達目標と

なる表現活動まで，どのように線としてつなげるかである。

一般的な 1 時間の英語の授業構成は(1)warm-up  (2) 復習 (3) 導入 (4)展

開 (5)整理，や input-intake-output という過程で展開されている。しかし，

表現活動を行わせるには，1 時間の授業の中だけで完結することは難しい。ま

た，文法事項の習得についても，何度も繰り返させる方が効果的である。その

ため，表 16.4 にあるように数時間にわたり横のつながりを持たせ，表現活動へ

とつなげる「積み上げ型の授業構成」で指導を行っている。

 「積み上げ型の授業構成」は，一つの学習事項を1時間で完結するのではなく，

いくつかの事項を並行し数時間にわたり指導していくのが特徴である。ただ

outputとなる表現活動が一時に偏ると負担になるので，少しずつ時間差をつけ

て展開することにより，ポイント1で示した到達目標へ緩やかに積み上げいくこ

とが可能となる。
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表 16.5 積み上げ型の授業構成 

〔北海道英語教育学会 照山秀一〕 

 

2.2 「発信力」の育成を目指した授業改善の一試み 

―「読むこと」と関連させた表現活動の指導を通して― 

(1) 新学習指導要領が目指す授業 

 新学習指導要領外国語科改訂の基本方針は，「発信力」の育成である。「発

信力」とは「相手を意識して伝える内容を整理し，一つの話題について論理的

に文章を構成し，自分の考えを筋道たてて適切に伝える力」と捉える。「自分

の考え及びその理由や根拠を論理的に説明する表現力の育成を目指した授業の

質的転換」を図らなければならない。授業改善の視点は「聞くこと」「読むこ

と」から得た情報を自分の体験や考えなどと結び付けて，「話すこと」「書く

こと」の表現活動の指導の充実を図ることである。

 また，仙台市が実施している標準学力検査の結果から中学２年生と３年生の

共通課題として，主に，条件英作文，会話文・長文の読解，疑問詞疑問文の文

構造，の３点が挙げられる。その指導改善の手だてを，「読むことへの対応力

の育成」「場面状況に応じて適切な文法表現を使用する表現力の育成」「疑問

詞疑問文の文構造の理解と習熟」と捉える。

 以上を踏まえ，「自分の考えや気持ち及びその理由や根拠を相手に分かりや

すく伝える力の育成」を指導目標として日々授業実践を行っている。これまで

「発信力」育成の基礎として行ってきた授業実践例を紹介する。

(2) 「発信力」の育成を目指した 4 技能統合型の授業の創造 

(i) リーディングカードの活用によるティームティーチングの授業展開 

 「読むことの対応力」の育成を目指し，既習語を中心としたリーディング資

一般的な授業構成  積み上げ型の授業構成 

１時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目  １時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目 

Input Input Input Input Input Intake Intake Output 

Intake Intake Intake Intake  → Input Intake Intake 

Intake Intake Intake Intake → → Input Intake 

Output Output Output Output → → → Input 

１時間内の連続 

数時間にわたる連続 
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料を独自に作成し，ティームティーチングの授業で導入・活用してきた。①生

徒にとって身近で興味・関心の高い，②生徒がもつ情報量が多く，③教科書題

材の背景や文化理解をより深めることができる話題，という３つの観点から素

材を決め，ALT と協同してリーディングカードを作成している。その際，１単

位時間の指導過程を以下のように展開している。 

①Oral Introduction による導入と「聞き取り」の観点についての Q&A  

②3～4 人のグループ形態での音読・読解活動 

③グループごとの音読・読解状況の把握とモデルリーディングの提示 

 ④「読み取り」の観点について達成度を把握するための Q&A 

 ⑤リーディングカードをモデルに英作文するライティング活動（条件英作文） 

 ⑥⑤の英作文をスピーチや Show & Tell 形式で発表するスピーキング活動 

 中学 2年の 5 月から各単元終了時に導入している。英文の数を毎回一文ずつ

増やし，授業のねらいを明確に理解させるためのワークシートを作成している。

コンセプトマップを活用しながら口頭導入し，疑問詞疑問文による Q&A を概要

把握の段階と内容を詳しく「読み取る」段階の 2 段階に分けて提示する。英文

には番号を付記し，内容に対する質問の答えを理解しやすくした。最後に必ず

書いたことを発表する表現活動を行う。互いの学びを深め，広げ，豊かな表現

力を育成するには欠かせない活動となっている。以下は，今年度４月の中学３

年生対象のリーディングカードである。教科書題材ではワシントンの桜につい

ての Show & Tell の英文を扱う。そこで，ALT の故郷オーストラリアの名所に

ついて読み取らせ，最後に仙台の名所についての Show & Tell に取り組ませた。

［リーディングカードの英文例］（3年 4月実施：Show & Tell “My Hometown”） 

①  Hello, everyone. This is a picture of Rottnest Island.  

② I went back to my hometown, Perth, in Western Australia.  

③ Rottnest Island is close to Perth.

④ You can get there by ferry.

⑤ On Rottnest Island, you can go swimming, and can see quokkas.  

⑥ They are small, furry animals like small kangaroos.

⑦ When people found Rottnest Island first, they thought the quokkas were rats.

⑧ Rottnest means 'rat's nest.' 

⑨ I think quokkas are very cute.  

⑩ Every year many people go to see them.  Thank you. 
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(ii) 成果と今後の課題 

授業実践を通して，生徒に論理的に一貫した英文を作る意識が根付いてきた。

また，題材そのものに対する理解を深めると同時に，生徒自身が自己表現する

ことを楽しむようになってきた。同時に，リーディングに関する復習が家庭学

習に活かされるようになってきた。今後も ALT と協同してリーディング教材の

開発，英作文において発想を深め広げさせる指導の充実に努めていきたい。 

〔東北英語教育学会 本多恵理子〕 

 

2.3 中学 3 年間を見通した表現活動の実際 

(1) 中学校英語教育の現状 
 平成 25 年 3月には文科省より，各中・高等学校の外国語教育における「CAN-DO

リスト」の形での学習到達目標設定のための手引きが示された。我々指導者が

学習者のゴール設定を見据えたうえで指導と評価，そして改善を行っていくこ

とが現在求められている。音声に慣れ親しんできた子どもたちを中学校からい

よいよ音声と文字の一致を認識させながら，英語学習をスタートさせる。4 技

能を統合させた活動が中学現場で求められるのは当然であり，これら 4技能は

常に単独で育成されるものではなく，有機的につながり，総合的に養われるも

のと考える。

(2) 言語習得におけるライティング活動の効用 

Swain & Lapkin(1995) は目標言語を算出する活動は学習者に言語上の問題点

を認識させ，さらに気づきを促すとしている。 大井他(2008)は，自分の持てる

知識を総動員して行う活動が「ライティング」であり，それゆえにライティン

グが外国語習得に果たす役割は非常に大きなものであるとしている。筆者はこ

のような理論をもとに，4 技能の統合を目指した活動をライティング指導に中

心をおきながら進めてきた。その経験から言えることは「指導しなければ，身

につかない。指導すれば，その効果は差こそあれ，成果としてあらわれる。」と

いうことである。

 

(3) 指導の実際 

 2006 年から生徒に身につけさせたい 3 年間のゴールを以下のように設定し，

教科書の言語活動と融合させながら進めてきた。 
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 ＜第 1学年＞  

第 1期 有名人について紹介するカードを作り，スピーチができる。

第 2期 過去形を用いて，日記をつけることができる。

第 3期 『私のお気に入りのもの』と題し Show & Tell のスピーチができ，聞

き手も質問できる。 

＜第 2 学年＞ 

第 1期 ALT に『Discover Japan!』と題し，お勧めプランをグループで発表。

第 2期 『Working Day リポート』と題して社会体験学習のレポート発表。

第 3期 『わたしの学校ここが好きベスト 3』について自分の意見を書き発表。

＜第 3 学年＞ 

第 1期 日本の文化について紹介したスピーチが出来る。

第 2期 “This is the house that Jack built”を利用しオリジナルな文完成。

第 3期 様々なトピックについて自分の考えを英語で表現し，互いにコメント 

    をしあう。

 具体的な指導については紙面の限りがあるので割愛するが，生徒個々が課題

を進める中で，これまでの学習事項を振り返り，理解が不十分なことや習熟し

ていないことに気づき，再度取り組むプロセスを生むことができた。これはま

さに Swain & Lapkin(1995)や大井他(2008)が述べていることに通ずるものと考

える。

(4) おわりに 

 中学の英語教育現場に身を置くものとして，経験値だけで判断し実践をする

のではなく，理論と実践の統合があって，より学習者への指導の徹底がなされ

るのだと思う。研究者マインドをもちつつ，目の前の生徒の実態把握をして今

後も英語教育を進めていきたい。最後に，この度は，このような実践を発表す

る機会を与えていただいた方々に感謝申し上げたい。 
〔関東甲信越英語教育学会 田畑光義〕 

2.4 10 分間多読指導が英語力向上と英語学習の動機づけに及ぼす影響 

(1) 多読に関する先行研究と 10 分間多読取り組みのきっかけ 

 中高の英語教育の現場において，検定教科書のみでは十分ではない言語イン

プットの量を補うために，多読が注目を集めるようになって久しい。これまで
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の国内，国外の多読の実証研究では，学年を問わず，主にリーディングの技能

の向上，語彙などの言語知識の向上，動機づけの変化が，その効果として報告

されている。しかし，多くの先行研究の中で行われている多読実践は，授業外

の課外活動の場合や，多読用として特別に 1 時間確保された授業での活動が多

く，週3から4時間で教科書を履修しなければならない一般的な公立学校での，

授業内における多読の実践研究はほとんど見られなかった。そこで，教科書の

履修に大きな影響を与えることなく，長期間にわたって継続的に実施できる多

読活動として，週 1 回の授業の開始 10 分間で行う 10 分間多読活動を考案し，

研究グループのメンバーそれぞれの赴任校で実践に取り組んできた。

(2)  10 分間多読の実施手順 

まず，多読用の使用教材として，300 - 1000 語レベルの多読用図書（Cambridge,  

Macmillan, Oxford, Penguin 等）や英語の児童書を用意する。続いて，それら

を難易度別に分け，難易度ごとにかごに入れて管理する。それぞれの本の表紙

には図書用の分類シール（各レベルにより色分けがされたもの）を貼るが，分

類シールは 3段になっているものを使用し，上からレベル別の「通し番号」「ジ

ャンル」「その本の総語数」を書く。

このようにして準備した本を用いて，以下のような手順で多読を行う。

 

① 休憩時間中に多読用の本を教師が教室へ運搬し，教室の前面に並べる。

② 休憩時間中に，生徒は本を 1冊選んで座席に戻り，読書を始める。

③ 時間内に読み終えた場合，感想用紙に読後の感想を記入し，本を返却する。

④ 本を返却した生徒は，次に読む本を選び座席に戻る（③と④の繰り返し）。

⑤ 始業後 10 分経過した段階で，教師が終了の合図を出す。

⑥ 生徒は感想用紙に必要事項を記入する。時間内に 1 冊読み終えられなかった生徒は，読ん

でいた本のページ数を記録し，続きから読むことができるようにする。

⑦ 読書終了 5分後，生徒に本をもたせたまま授業を開始する。

⑧ 終業後，生徒は図書を返却する。 

  

感想用紙には，本のタイトル，生徒自身が感じた本の難易度，読んだ語数，

本の簡単な感想を書かせる。多くのことを書かせると，感想自体が負担となっ

てしまい，10 分間多読活動に対する意欲や興味を失わせかねないため，書かせ

ることを最低限にとどめるよう配慮する必要がある。 
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図 16.6「知の構造」と評価方法 (西岡,2009,p11) 

(3) 10 分間多読の成果と今後の課題 

 週 1 回 10 分間の読書時間であっても，1 年間活動を行うと，中学 3年生で平

均 18,907 語読むことができた (Matsui & Noro, 2010)。また，読解力，読解速

度，読解効率を高め (Fujita & Noto, 2009; Matsui & Noto, 2010)，日本語を

プライムとして英語をターゲットとする語彙リンクで単語認知の自動化が進ん

でいることが分かった (城野 & 野呂, 2011)。情意面に関しては，多読を行っ

ていない生徒が入試での成功等の外発的な動機によって英語を読もうすること

に対し，多読を行った生徒は英語を読むこと自体を楽しもうとする内発的な動

機によって英語を読もうとする姿が見られた (Matsui & Noro, 2010)。

 今後は，10 分間多読により単語認識や統語処理にどのような影響を与えてい

るか，その結果，読むこと以外の他技能にどのような影響が現れるかという点

について調査をしていきたい。     〔中部地区英語教育学会 松井孝彦〕 

2.5 「逆向き設計」による中学校英語指導 

(1) 中学校英語指導の課題 

中学校英語科の指導においては，知的な興味を喚起する現実に根ざした言語

活動を設定するとともに，最終到達目標までの道のりを生徒に示し，明確な指

導計画・方法に基づいて指導することが従来にも増して求められている。一方，

中学校英語教員の実態については，「授業準備の時間が十分にとれない」80.7%，

「生徒間の学力差が大きくて授業がしにくい」76.1%，また 30 歳以下の若手教

員の 45.2%が「中期的・長期的な授業計画を立てる方法が分からない」とする

等，授業設計の悩みが報告されている（ベネッセ教育研究開発センター，2009)。

 

(2)「逆向き設計」とは 

以上のような課題を踏まえ，英語

の授業設計を支える有用性の高い方

法の一つとして「逆向き設計」があ

る。「逆向き設計」とは，米国の「真

正の評価論」の研究者であるウィギ

ンズ(Wiggins)とマクタイ(McTighe)

が提唱し，知識・技能の確実な定着

を図るとともにその活用を包括する
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授業設計論である。全米はもとよりアジア諸国においても実践が広がっている。

「逆向き設計」における「知の構造」には，表層（知識やスキル）から深層

（原理と一般化）へと深まる理解の三段階があり，それぞれに対応する評価方

法が示される（図 16.6）。学習の中核目標は，最終到達目標として，最も深い

理解の段階（永続的理解）に設定され，その評価の手立てとしてパフォーマン

ス課題を課す。  

 基礎的・基本的な知識・技能の総合的

な活用が構造上組み込まれており，校

種，教科を問わず適用できる他，教科

指導のみならず学校運営全体にも応用

が可能である。最終到達目標の明確化，

評価内容・方法の指導前の明示，到達

への見通しの共有化を特徴とする。「逆

向き設計」を取り入れた中学校英語指

導では最終到達目標として言語活動を

絞り込む。実践の結果，生徒の言語活

動と学習意欲に関する指標に有意な向上が見られた報告もある(高見・吉田，

2011)。

(3) 中学校英語指導における「逆向き設計」の実際 
3年生 60名を対象に時事問題を報じる英字新聞に2か月の帯活動で取り組ん

だ「逆向き設計」の活用事例においても生徒の意識と文章構成力の向上が見ら

れた。

生徒の文章構成力を 5分英作文でとらえた結果，文章構造の評価規準「話題

を提示する文と結論文がある。話題をサポートする情報が複数あり，全体の一

貫性がある」に到達した生徒数は事前の 12 名から 52 名へ，語数の規準「25 語

以上」も 34 名から 47 名へと大幅に増加した。また，意識調査で「自分の意見

や考えを英語で書くことができる」との回答は事前 12 名から 45 名となり「苦

手意識が強かったけど今はできそう」「読み手のことを考え，筋の通るように段

落ごとに文章を作ることが大切」と感想を寄せた。

 

表 16.6「知の構造」上に位置づけた目標 
知の構造 目 標 

知っておくべ

き 

知識・技能 

感情表現，形式主語，後置修飾，

関係代名詞，現在完了形の習得。 

活用できる 

知識・技能 

文章の種類によって文章構造を

選択して用いることができる。読

み手の理解を促す手立てを工夫

できる。 

一般化 

できる 

概念や原理 

(永続的 

理解) 

英語を用いて，事実を読み手に効

果的に伝えるまとまりある文章

を作成するために必要な要素を

理解している。そのために，コミ

ュニケーションを目的として，文

章上で必要な知識・技能を複合的

に活用できる。 
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(4) 今後の展望 

 「逆向き設計」は，英語教員が多様

な言語習得理論や協同学習等の手立て

を活用し授業を設計する際に，全体を

整理し俯瞰する手立てとなる。今後は，

最終到達目標や評価規準表の共有等を

通して，多くの実践知や経験知の交流

を図ることが授業設計の一助となり，

英語教育の発展につながるだろう。         〔関西英語教育学会 高見砂千〕 

  

2.6 中学校英語科における「対話を継続させること」の指導 

(1) 中学校英語科での Communication Strategy の指導 

平成 10 年度版の指導要領において示されて以来，「つなぎ言葉を用いるなど

いろいろな工夫をして話を続けること」は，中学校英語科での話すことにおけ

る指導事項の一つである。「対話を継続させたり発展させたりするために必要な

表現や技法」といった Communication Strategy の指導は，英語の知識や技能が

十分でない中学校段階の初期における導入と継続的な取り組みとが有効であり，

かつ重要なものだと考えられる。しかしながら，主たる教材である教科書にお

いては，取り上げられる表現は限られており，また，「対話を継続させること」

を目標とした話すことの活動もほとんど扱われていない。そのため，授業者に

は意図的な取り組みが求められている。

筆者は，平成 17 年度～19 年度の 3 年間，徳島市富田中学校において，生徒

同士の自由対話を「帯活動」として取り入れ，その活動を通じて有用表現や対

話の続け方の指導を行った。40 人のクラスサイズ，生徒の学力差や人間関係上

の問題といった課題に配慮した指導を工夫し，評価との一体化も図った。

 

(2) 「対話を継続させるために必要な表現や技法の指導」の実際 

(i)  指導内容 

 相づちやつなぎ言葉など，対話を円滑に行うための表現を紹介し，自由対話

を継続させるために，それらの表現を意識的に使わせることから指導を開始し

た。その後，有用表現の知識を増やすとともに，交互に発話すること，発話の

際にはより多くの情報を提供すること，質問によって相手から情報を引き出す

30 31 40 41 5

事前 事後

(語) 

(人) 

図 16.7 生徒の語数分布の変容  (N=60) 
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ことなど，対話を継続させることに役立つ技法を段階的に紹介し，それらの技

法を意識して対話に臨ませるようにした。表現や技法に習熟した 3年生の後半

には，母語での世間話と同様に，「相手にふさわしい話題を選ぶこと」と，「受

ける・ふくらます・返す」というイメージを持って対話するように働きかけた。

(ii)  指導の工夫 

① 対話相手の組み合わせ 

 学力や人間関係などの課題を抱えた生徒には特別な配慮が必要である。生徒

同士の対話が成立するように，配慮すべき事柄や生徒の希望などを考慮に入れ

て生徒を組み合わせた。また，生徒の活動中に必要な支援を行いやすい配置に

なるようにと考えて，座席指定も行った。

② 指導手順と補助教材 

対話の展開のしかたを教師と代表生徒とのモデル対話で示すことや，対話中

に用いられる表現や語彙をヒント集にして与えることなど，見通しと手掛かり

を持たせるように工夫した。それらの工夫によって，生徒の意欲を高め，英語

の苦手な生徒を含む全員が活動に参加できるようにした。

③ ALT との面接による評価 

第 2 学年の後半以降は，学期ごとの ALT との面接を評価の機会とした。ALT

とのおしゃべりに近いその面接において，生徒はあらかじめ考えてきた質問を

することで対話を開始し，制限時間一杯対話を継続させる努力をした。評価に

ついては，対話を継続させる表現や技法の使用の観点から行われた。

 

(3) 指導の結果と考察 

対話を楽しむことによる人間関係作りの側面も重視して，このような自由対

話を 3 年間継続して実施したところ，生徒は，言語知識が不足していることの

自信のなさや間違うことへの不安を克服して，有用表現や技法を使って対話を

続けることができるようになった。また，同様に，ALT との面接においても，

ほとんどの生徒が対話を継続させられるようになった。英語を話すことへの積

極的な態度の育成において，特に有効な指導法であったと言える。

ただ，このような Communication Strategy の指導だけで知識や能力の不足を

補うことには限界があり，総合的な英語力を育成する指導の一環として継続的

に取り組まれるべきだと考える。   〔中国地区英語教育学会 樫葉みつ子〕 
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2.7 中学校における「書くこと」の指導に関する一実践                         

(1) はじめに 

中学生が意欲的に「書くこと」の学習に取り組み，豊かな表現力を身につけ

ることのできる指導のあり方についての実践を試みた。その際，特に後置修飾，

不定詞など，英語の文構造を理解する力（文構造理解力）と文章を構成する力

（文章構成力）がつくような具体的方策を考え，指導を行った。以下にその取

り組みを報告する。

 

(2) 実践の方法 

(i) 目標の設定 

 目標として，以下の 3 点を設定した。

・英語の構造や語順を理解し，正確な英文を書くことができる。 

・場面や状況に応じて，適切な英文を書くことができる。 

・日記，手紙，スピーチの原稿などのまとまりのある英文を書くことができる。 

(ii) 実施形態 

 3 年生の英語の授業の時間内に，計画的・継続的に段階的な指導を行った。

(iii) 段階と指導内容 

 目標を達成するために，次の３つの段階を設定し，それに応じた内容の指導

を行った。

①ステージ 1（基礎段階） 

 語順や語句のまとまり，修飾・被修飾の関係などを含めた文構造の系統的指

導や語い，慣用表現，文型などの練習を十分に行う段階。具体的な活動例とし

て，授業で学習した文型を使って，自己表現をさせる。（語句，1文レベル） 

【生徒作品例：how to + 動詞の原形を使って】 

・Tom doesn't know how to catch Jerry.  

・I know how to jump like a kangaroo.

②ステージ 2（応用段階） 

 英文の正確さだけでなく，話題の一貫性，継続性を意識しながら，状況に応

じて適切な文章を書く段階。（3文以上レベル） 

【生徒作品例：課題 Last Week】 

・My cousin came to my house. We made some cookies together. I had a very 
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good time.

③ステージ 3（実践段階） 

 さまざまなトピックについて，構成を考えながら，まとまりのある文章を書

く段階。文章の組み立て方等を指導した後に，実際にトピックを与え，制限時

間 20 分間で 10 文以上の英文を書かせる。答案については，ALT とともに添削

し，生徒にアドバイスをしながら返却した。（10 文以上レベル） 

(iv) 検証方法 

 2006 年 6 月に Writing に関するプレテストを実施した。さらに，半年間の指

導後（同年 12 月）にポストテストを行い，得られたデータを比較分析した。

(3) プレテストとポストテスト比較 

 今回は GTEC for STUDENTS Core (Benesse Corporation) の第 8回と第 10 回

の Writing 問題を，それぞれプレテストとポストテストとして使用した。

(i) テストの具体的内容  

①出題のねらい：与えられたトピックに対して，自分の意見を明らかにさせる

とともに，その意見の背景となる理由付けを自由記述（フリーライティング）

形式で行わせ，意見を展開する力を測定する。

②題材：意見展開をするためのテーマを与える。

③解答内容：自分の意見を明らかにした上で理由となる考えを英語で展開する。

④採点基準：「語彙(Vocabulary)」「文法(Language Elements)」，構成

(Organization)・展開(Development)」の 3 観点および，内容評価を含めた基準

準拠評価(criterion-referenced-assessment)を行う。

⑤問題内容 

【プレテスト問題（2006 年 6 月実施）】 

あなたは海外で語学研修に参加しています。授業で次の課題が出されました。

課題：あなたにとって，「親友」とはどのような友達であるべきですか？今ま

でにあったことや想像した事を例としてあげ，考えをまとめましょう。          

【ポストテスト問題（2006 年 12 月実施）】 

あなたは海外で語学研修に参加しています。授業で次の課題が出されました。

課題：ふだんの学校生活であなたが楽しいと思うことは何ですか。またその理

由は何ですか。身近な事例や経験などを取り上げて，あなた自身の考えを書き

なさい。   
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(ii) 生徒作品例  
・以下にある一人の生徒の作品例を示す。
［プレテスト（6 月）］ 
   I didn't like English.  But my friends taught me English.  It is very fun for 
me to study English now.  I think friends are more important than money.  I think 
friends have to help their friends.

［ポストテスト（12 月）］ 
   I like talking with my friends in my school life.   First, we enjoy talking 
about many things in our classroom every day.  For example, we talked about our 
favorite musicians last week and we talked about TV. Second, if I have a lot of 
friends, they may help me when I am upset.  One day I did not understand how to 
study math.  But my friends taught me how to study math.  So, it is fun for me 
to talk with my friends and it is important for us to make a lot of friends.  I 
want to make more friends.

(iii) 結果比較  

① プレとポストテスト結果の比較（受験生徒数 20 人） 

② プレとポストテスト結果の項目別評価の比較 

 

 

0 1 2 3 4 5 6

構成・展開

文法

語彙

項目 

段階

ﾎﾟｽﾄﾃｽﾄ

ﾌﾟﾚﾃｽﾄ

 

0 
5 

10 
15 
20 

40 50 60 70 80 90 100 
スコア 

人数 ﾌﾟﾚﾃｽﾄ 
 

ﾎﾟｽﾄﾃｽﾄ 

図 16.8 プレ（6月）とポスト（12 月）テスト結果比較

図 16.9 Writing の項目別評価
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③プレとポストテスト結果の個人比較 

 

(4)  成果 

・受験者全体（20 人）の Writing の平均スコアが，81.0 から 99.6 に上昇した。

・成績層別伸長度推移も，すべての層において上昇した（上位 25%：91→100，

中上位 25%：77→100，中下位 25%：84→100，下位 25%：72→98）。

・書こうとする内容や構成を論理的に考え，まとまった英文を書く力が向上し

たと考えられる。

(5)  今後の展開 

・トピックに応じた必要な語いや慣用表現を，生徒に提示し，使いこなせるよ

うにする必要がある。

・生徒の学習状況を見ながら，3つの指導段階（ステージ 1，2，3）を必要に応

じて繰り返しスパイラルに行うことで，定着の徹底を図っていきたい。

【参考資料】   GTEC for STUDENTS Core ( Benesse Corporation ) の第 8回

と第 10 回の問題及び結果比較資料  

※本稿は原田尚孝(2008)「九州英語教育学会紀要第 36 号」に掲載されたものに修正を加

えたものである。                〔九州英語教育学会 原田尚孝〕 

 

2.8 中学校における多読指導実践 

(1) これまでの多読活動  

過去 2 年間にわたる中学 3年生選択授業における多読を用いたリーディング

指導によって，中学生は単に英語を読む量を増やし，意欲や興味・関心を喚起

させるだけではなく，読むスピードやリーディング・ストラテジーへも好影響

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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図 16.9 プレ（6月）とポスト（12 月）テストの個人比較
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をもたらすことがわかった。平成 24 年度からの新学習指導要領の完全実施に伴

い，これまで多読指導を実践してきた「選択科目としての英語」の授業はなく

なったが，中学 3年生全 4クラスを対象に，週 4 時間の英語授業の中に年間を

通じて多読活動を取り入れる実践を行った。

 

(2)  活動の実際 

多読（Extensive Reading）とは生徒が自分の英語のレベルや興味にあった本

を自由に選択し，自分のペースで読み進めていくというリーディング活動であ

る。その際に生徒は，「辞書を使わず」「分からないところはとばし」「進まなく

なったらやめる」という「多読 3原則」（酒井・神田，2005）のもと，語句や文

法の理解に捕らわれることなく，意味内容に意識を向け，楽しみながら本から

本へと読み進めていくことを目指した。なお本活動終了までにそれぞれの生徒

が読んだ英文の累計語数が 1 万語以上に達することを目標とした。

(i)  多読記録と指導上の留意点 

多読用図書を１冊読み終えるごとに生徒は多読ノートに日付，本のタイトル，

総語数，累計語数，所要時間，感想，印象に残ったフレーズを記録する。週 1

回 20 分という短時間の活動においては，読書記録の時間をできるだけ少なくし，

読むことに充てるようにすることが重要である。そこで，今回は読書記録の中

のあらすじ書きを省き，感想記述についてもなるべく短くまとめるように促し

た。多読ノートは毎週多読活動終了時に提出させ，教師は記録内容を点検し翌

週返却することとした。

ほとんどの生徒は教科書以外の英語の本を読んだ経験がなかったので，多読

に慣れ親しむために，自分の英語力より少し下のレベルから読み始めるように

指導した。生徒が多読をしている時は，教師は生徒の様子を観察しながら，必

要に応じて支援を行った。例えば，１つの未知語のために，どうしても文脈が

読み取れない生徒がいる場合，教師は単にその単語の意味を教えるのではなく，

生徒が意味を推測できるようなヒントを与えるようにした。

(ii)  使用教材 

 多読に使用した教材は，Oxford Reading Tree Stage 1(1～67 words)～Stage 

7（600～1050 words）, Oxford Bookworms Library Starter，Curious George 

Series，Foundations Reading Library Level 1～5，Penguin Readers Easy 

Starter, Level 1，Ricky Ricotta Series などのシリーズであった。 
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(3)  活動の検証 

 1 年間の多読活動の終了時に，参加した生徒にアンケート調査を実施したが，

それをもとに多読活動の検証を行った。

(i) 年間読書冊数と累計語数 

 対象生徒 157 名の多読活動結果を見ると，年間多読平均冊数は 27.3 冊，平均

累計語数は 14,565 語である。そのうち目標累計語数の 1 万語を超えた生徒は

121 名で，2 万語を超える生徒も 25 名いた。1 月に実施した英語テストの得点

をもとに上位 50 名，下位 50 名の生徒に分けて平均読書冊数，累計語数，テス

ト平均を見ると以下のようになる。

 平均読書冊数については上位・下位の生徒とも全体の平均には差はみられな

いが，平均累計語数には 5，000 語以上の差がある。このことから上位の生徒は

下位の生徒よりも比較的語数の多い本を読んでいたことがわかる。上位・下位

別の相関は出なかったが，全生徒の累計語数と英語テスト（平均 71.6 点）との

相関係数は.338(p＜.01)となり，有意差のある弱い相関が見られた。

       表 16.7 平均読書冊数，累計語数とテスト平均点 

 (ii) 生徒のアンケート記述より 

 157 名中 1 名を除く全生徒が「多読をしてよかった」と答えたが，その理由

についての記述をいくつかの項目に分け，英語テスト得点の上位 50 名，下位

50 名の生徒別に集計したのが下の表 16.8 である。

上位・下位とも「長文読解力」，「推測力」，「読むスピード」がついたと答えて

いるが，いずれの項目も上位グループが人数的に多い結果となっている。また

受験を控えているということを反映して，「受験に役立つ」という有用感につい

ての記述が最も多かった。

多読をしてよかったと思わなかった生徒 1名は，その理由として「読むのは

楽しかったが，読むスピードが速くなったとは思わない」と述べている。たと

えリーディング・ストラテジーの向上を実感しなくても，楽しいと感じたこと

 平均読書冊数 平均累計語数 テスト平均点 相関係数 

全生徒     27.3 14,565 71.6 .338(p＜.01) 

上位 50 名 27.4 17,163 89.5 － 

下位 50 名 27.4 12,083 49.7 － 
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は，多読活動がこの生徒へも好影響を与えたと捉えてもよいのではないかと考

える。 

表 16.8 多読をしてよかったと思った理由 
記述内容 上位 下位 

1. 長文読解がしやすくなった。 17 名 12 名 

2. 推測して読めるようになった。 19 12 

3. 読むスピードが速くなった。速く読めるようになった。 13 10 

4. 楽しく読めた，好きになった。 16 12 

5. 学んだことの復習ができた。受験勉強で役立った。

色々な英語表現を知ることができた。 
22 17 

6. 読むのが苦ではなくなった。 5 6 

 

(iii) リーディング・ストラテジーに関するアンケート 

 Strategy Inventory for Language Learning (Oxford, 1990)のリーディング・ストラ

テジーに関する 7 項目について，1＝全くあてはまらない，2＝ほとんどあてはまらない，

3＝少しあてはまる，4＝だいたいあてはまる，5＝いつもあてはまるという 5 段階のうち，

自分にあてはまると思う数字をそれぞれ１つ選択させた。

 

表 16.9 リーディング・ストラテジーに関するアンケート結果平均値 

質問項目 上位 下位 

1．私は教科書以外の英語の本を楽しんで読む。 3.82 3.54 

2．新しい英単語を見たら，すぐに辞書を引いたり，先生に 
に聞いたりせず，日本語で似ている言葉を推測する。 

3.52 3.10 

3．私は英語を読む時，分かる部分を見つけ，そこから 
分からない部分の意味を推測する。 

4.54 3.88 

4．私は英単語 1 つ 1 つを日本語に訳しないようにしている。 3.50 2.88 

5．見慣れない英単語を理解するために，私はその単語の 
意味を推測する。 

4.14 3.48 

6．私は新しい単語を 1 つずつ辞書で調べずに英語を読む。 3.66 3.24 

7. 私はできるだけ多く英語を読む機会を探している。 3.44 2.98 

 

 上位・下位の生徒間で数値に差はあるものの，楽しみながら多読活動に参加

し，未知語や分からない部分を理解するために推測するというストラテジーを

用いていたことがわかる。ただし，多読活動に入る前に生徒がどの程度ストラ

テジーを用いていたかについてプレ・アンケートを実施しなかったので，多読
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活動によって実際にどの程度ストラテジーの使用が伸びたのかは不明である。 

(4) 今後の課題 
1 年間を通しての多読活動実践を試みたが，学校行事としての教育実習や公

開授業へ向けての取り組み等で中断することもあり，実際の活動期間は 7 か月

程であった。今後はそのような反省を踏まえつつ，多読以外の学習活動をより

計画的に進め，多読の時間を確保し，リーディング・ストラテジーの意識づけ

や，多読の量をさらに増やすことで，生徒の読む力や読むことへの意欲をさら

に高めていきたいと考えている。         〔九州英語教育学会 與那嶺政江〕 

 

3 高等学校・高等専門学校 

3.1 テレビ会議システムを用いた国際遠隔授業の実践 

(1) はじめに 

 昨今，各教育機関において教育の国際化，異文化理解の涵養，英語コミュニ

ケーション能力の向上について，学校内部や外部評価機関等から複合的に求め

られている中，一過性の取組ではなく正課に組込み，実践的な異文化コミュニ

ケーション体験を授業内で，しかも海外との直接的なやり取りを通じて行う授

業の一例として，テレビ会議システムを用いた国際遠隔授業を取り上げたい。

(2) 機材導入 

テレビ会議システムを用いた遠隔授業は，インターネット回線のブロードバ

ンド化による恩恵が大きく，独自の専用回線を敷く必要なく音声と映像が遅延

せずに送受信可能となったことで，双方向性かつリアルタイムのインタラクシ

ョンが，離れた２地点の教室内で実践できる。テレビ会議を安価で簡便に行う

には，PC と WEB カメラを利用し Skype をはじめとする P2P 技術を利用したビデ

オ通話サービスが挙げられるが，本稿で紹介する授業では，市販のテレビ会議

専用端末(1)を用い，2地点のグループ間授業として展開している。

 

(3) 授業内容 

下表は一例として，著者の勤務校である苫小牧工業高等専門学校における国

際遠隔授業の授業構成及び項目についてまとめたものである。授業分析・課題
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等はここでは割愛し，石川ら(2009)を参照されたい。

本授業は半期 15 回展開される授業の内，4 回程度を割当てているが，遠隔授

業当日に向け事前の語彙・文法及び表現法の指導や提出課題の添削を含めると

妥当な回数であると考えている。学生には各回のテーマを伝え課題に取組んで

もらう形式であることから，通常の授業中や遠隔授業当日はもちろん，授業外

の英語学習活動も大変重要な意味を持つことになる。CALL のような PC を通し

て提供されるコンテンツによる学習とは異なり，同じ ICT を駆使した授業であ

っても，英語学習の原点に返り，英語を使った人と人とのコミュニケーション

に重点を置き，通常授業と同様に教員裁量で授業をコントロールでき，本物の

英語を教室内に提供できる指導方法として位置付けることができよう。 

 

表 16.10 授業構成 

学校 苫小牧工業高等専門学校（北海道苫小牧市） Eastern Institute of Technology (Napier, New Zealand)  

学習者 専攻科１年生（大学３年生相当）25名程度  Japan Societyに所属する学生及び一般市民25名程度  

指導者 英語教員１～２名 ファシリテータ１名（参加者より選出） 

時間帯 14:55-16:40（４時限） 18:55-20:40（時差４時間） 

 

表 16.11 授業項目 

授業回 テーマ 概要 

１ 自己紹介 各自の自己紹介，自己アピール（学校紹介と合わせる場合有り） 

２ 学校紹介 学校の所在，施設・設備紹介（特に「高専」にちなんだもの） 

３ 文化比較 食文化，漢字の話，地域紹介（世界一長い/短い地名など） 

４ 技術支援 新技術紹介，既存製品の効果的な利用法，ニーズ調査 

  

(4) おわりに 

 北海道のような広大で都市間距離も離れている地域では，遠隔授業は大変有

用である。近年，道内では出張授業と遠隔授業を組み合わせた授業も教育委員

会主導で行われつつあり(2) ，今後テレビ会議システムを用いた双方向性のイン

タラクティブな授業はさらに普及していくものと考えられる。

注 
(1)本稿で利用したテレビ会議専用端末は Aethra VEGA-X5 であるが，他に Tandberg や

Polycom など，現在では非常に多くの種類が販売されている。 
(2)北海道立高校間における遠隔授業の導入例が平成 20 年度以降進められており，北海道

厚真高等学校が地域キャンパス校，都市部の北海道苫小牧東高等学校をセンター校とし
て展開されたものを筆頭に計 28 校で実績がある。 

〔北海道英語教育学会 小野真嗣〕 
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3.2 進学校におけるアウトプット活動のある授業「山形西高版スピーク・アウト」 

 一般に，広義の第二言語習得研究においてはアウトプット活動が自動化を促

進することでほぼ意見が一致しているようだが，高校の，特に進学校において

は，アウトプット活動は非常に限定的であることは周知の事実である。このよ

うな状況にあって，金谷憲先生（東京学芸大学名誉教授）がアドバイザーとな

り，山形県立鶴岡中央高校で平成 21 年度より始まった「教科書を 2度使い，2

回目にアウトプット活動を行う」スピーク・アウト方式は生徒の学習姿勢と成

績にポジティブな効果を与えてきた（『高校英語教科書を 2 度使う! 山形スピー

クアウト方式』，金谷憲編著，2012）。山形西高校はこれを受け，24 年度に「英

語力を強化する指導改善の取組：山形「スピーク・アウト」方式普及事業」で

研究協力校に指定された。この指定によって，本校は鶴岡中央高校とは異なる

「学校設定科目を設けずに，教科書を 2 度使ったアウトプット活動を取り入れ

ることを通じ，英語力をさらに伸ばす」ことを求められることになった訳だが，

科内に大きな波紋と反発を呼んだことは想像に難くないことだろう。

 鶴岡中央高校の実践と，金谷先生が株式会社アルクの Sherpa 事業で行ってい

る授業改善に共通するのは，既習事項の定着率を上げるためにアウトプット活

動を用いるという考え方である。「スピーク・アウト」方式を進学校でも実施す

るためには，この考え方を共有する必要があったが，難航した。進度が遅れる

し，力がつかないという理由である。そこで私自身が結果を示すため，

post-reading activity としてのアウトプットを段階的に授業に取り入れた。

１学期には part ごとの英文要約を暗唱させ，2学期にはヒントとなる語句を見

ながら約 100 語の英文要約を口頭で言わせるキーワード要約と呼ぶ活動を行っ

た。ヒントによって意味内容を想起させ，英文を再生させる活動である。残念

ながら 3名の担当教員のうち，最初は自分のみの取り組みで，他の教員と進度

を合わせるため，解説を極力減らし，時間を確保して歩調を合わせた。

 同じ学年であるにも関わらず，担当者によって授業の方法が異なる状態だっ

たが，これが良い検証事例につながった。金谷先生のアドバイスにより，学習

内容が現在どれくらい定着しているのか，さらに高めるにはどうすべきかを検

討する材料にするため，12 月に抜き打ちで，1学期既習事項の語彙と並べ替え

等に関する定着度テストを実施したからである。その正解率は，アウトプット

まで行ったクラスが 44.2%（2 クラス），それ以外のクラスが 36.6%（4 クラス）

で，これは LSD による有意差が見られた (df=222, F=14.72, p < 0.01)。さら
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に 11 月の外部模試では，アウトプットの有無間の偏差値差が 2 ポイント以上あ

った。当然アウトプットの有無だけでこれだけの差がついたとは言えないが，

校内のスピーク・アウトに対する期待感は芽生えた。

 2月には全１学年で表１のようなスピーク・アウト活動を行った。これは，使

用している教科書のレッスンと同じ内容だが，他社の教科書に掲載されている

同じ内容の英文を関連英文として学習し，これを教科書本文の要約に自由に加

え，教室内に貼られたキーワード（再生のためのヒントとなる語）を見ながら，

口頭で発表をするまでの全6時間(レッスン前半と後半×3時間)の活動である。

約200語の英文を，ヒントを見ながら口頭で再生する活動は，暗唱と比べて負荷

は大きく下がるため，比較的短い練習時間で長い英文を再生することが出来る。

１レッスンを前半と後半に区切り，それぞれで発表活動を行ったが，それぞれ

の発表時にはペア，グループ，さらに全員の前でと3回ずつ発表する機会を設け

た。取り組みは良好で，関連英文を積極的に織り込んだ発表が多く見られた他，

英語の苦手な生徒も発表を完遂し，さらにはリベンジと称し，「本当はもっと上

手にやれるんです。もう1回やらせて下さい」と放課後に個人的に再挑戦する生

徒達も少なからずいた。

この活動のポスト・テストは約 5ヶ月後（執筆中の月）に実施した。スピー

ク・アウト実施レッスンと不実施レッスンの 2つを，語彙，誤文訂正，文整序

で比較したところ，不実施レッスンの得点率 58.06%(平均 10.45, SD3.79)，実

施レッスンは得点率 65.22%(平均 11.74, SD4.05)となり，これを t-検定で検証

したところ，有意確率< 0.01 で有意な差が認められた（N=218, t=-5.20, 

df=217））。  

表16.12 山形西高校と鶴岡中央高校のスピーク・アウト比較 

 
山形西高校 

(学校設定科目なし) 

鶴岡中央高校 

(学校設定科目週３単位) 

Day 0 (家庭学習)関連英文(前半)の予習 ——— 

Day 1 関連英文の内容把握，音読 語彙，内容確認リスニング，リーディング  

Day 2 (家庭学習)単語テスト準備 穴埋め要約文，Reproduction練習 

Day 3 
小テスト，要約穴埋め，音読， 

要約暗唱 
Reproduction発表 

Day 4 (家庭学習)キーワード要約練習 1st draft→添削 

Day 5 [最終タスク]キーワード要約発表① 2nd draft→発表練習 

Day 6 (家庭学習)関連英文(後半)の予習 最終タスク発表リハーサル 

補足 
授業６回で１レッスン。１レッスンにつき 

２回のKeyword要約 

最終タスク発表(授業７回で１レッスン。 

発表は１回) 
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詳細はここでは割愛するが特に文整序で大きな差が出ている。これは語句の

ヒントを見ながら文を作るという keyword 要約の特性によるものと考えられる。

 これらの取り組みは旧課程の学年から開始されているが，新課程でも実施計画

が進んでいるし，2学年では2回目の活動を夏期講習中に実施した。今回はペア

でテレビ番組の形態を取り，1学期に教科書で登場したTove Janssonと彼女の短

編の要約を紹介させた。まだ研究は2年目。より効果的な方法を学校全体で今後

も模索していく。             〔東北英語教育学会 山口和彦〕 

3.3 英語による英語授業と生徒の反応 

(1) はじめに 

 英語Ⅰおよびコミュニケーション英語Ⅰの授業は新学習指導要領にあるよ

うに，英語で授業を行っている。2012 年度は英語Ⅰの授業でアンケート調査を

実施し，英語で行う授業についての生徒の感想を調べた。

(2) 授業実践 

(i) 英語で行う内容中心の授業 

 英語Ⅰおよびコミュニケーション英語Ⅰは提示・理解・練習・産出 (村野井, 

2006)の流れで，内容中心の授業を英語で行っている。

 指導手順は①オーラル・イントロダクションおよびペアでの質疑応答(提示)

②解説(理解)③音読(Choral & Individual Reading, Pair Reading, Read & 

Look-up, Cloze Reading, Shadowing)(練習)④リテリングとサマリーライティ

ング(産出)である。

(ii) オーラル・イントロダクションで 3 技能を伸ばす指導 

検定教科書は語彙制限があり，さらに教科書会社により語数制限も設けられ

ていて舌足らずな部分が多い。そこで，オーラル・イントロダクションで教科

書内容の背景知識や発展的内容を扱っている。難解な教科書本文を易しい英語

で言い換えたり，事実の羅列だけの本文をクイズ形式等に変えて，楽しめるよ

うにオーラル・イントロダクションの原稿を書いている。さらに，その内容を

リテリングで生徒に話させる。そして，覚えた表現を実際に使い，その表現を

internalize させるため，教科書に書いてあることや教師の言ったことの丸写

しではなく，自分の言葉でサマリーを書かせている。（竹蓋, 1989）以上のよう

に，オーラル・イントロダクションをもとに Listening，Speaking，Writing 力
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を伸ばすようにしている。

(iii) 解説する前に自力で内容を理解させる内容理解タスク 

オーラル・イントロダクションを行い，すぐに教科書本文の読解を行ってし

まうと，Reading 力が伸びない。そこで自力で内容を理解させる活動を取り入

れることにより，読む力をつけるようにしている。

(iv) 音読で Reading 力を伸ばす指導 

音読は次第に暗記できるように，負荷を与えながら行っている。文字を見て

音読をすることから，音読は文字情報を音声情報になおす(音韻符号化)作業を

自動化する。(門田, 2007)。

 

(3) 生徒の反応 

１クラス(39 名)に五件法での授業アンケートを行った。事前に自由記述によ

るアンケートを行い，その意見から 39 項目を選び，質問肢とした。結果は「話

す能力向上感」と「英語で行う英語授業の役立ち感」という言葉でまとめられ

る質問肢 7 項目の 2 つのまとまりがあった。また，質問肢「英語で行う英語授

業は日本語で行う英語授業よりも楽しい」の回答と上記の２つのまとまりを比

較すると，英語で行う英語授業を楽しめない生徒は英語で行う英語授業が役立

たないと考えており，英語で行う英語授業を楽しめる生徒は英語で行う英語授

業が役立つと考えていることがわかった。

各項目の最高得点は「英語で行う授業でも文法等の説明は日本語を使った方

がよい」(平均値 4.24)であった。また，2位は「英語で行う英語授業は将来必

要な英語学習に役立つ」(平均値 4.00)であった。各項目の最低得点は「英語で

行う授業では他のクラスより進度が遅くて心配だ」(平均値 2.79)であり，2位

は「英語による英語授業はワンパターンになりやすい」(平均値 2.95)であった。 

 

(4) 考察 

アンケートの最高得点の項目から，生徒の立場では，文法等の説明は日本語

で行う方が望ましいことがわかった。また，教師は生徒が将来英語を話すこと，

書くことが必要になることを考え，英語で授業を行っているが，アンケートの

2 位高得点項目から，生徒も英語による英語授業が将来必要な英語学習に役立

つと考えており，授業が成功であったことが伺える。しかし，英語で行う英語

授業を楽しめない生徒は英語で行う英語授業が役立たないと考えているので，
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英語で行う英語授業が楽しめない生徒に対する授業外のケアも必要であると考

えられる。以上の点を踏まえながら，さらに授業を改善して，英語授業を行っ

ていきたい。            〔関東甲信越英語教育学会 浅見道明〕 

3.4 「頂上タスク」で技能統合型の考える授業づくり 

(1) 高校英語授業を知的・創造的に 

 高校の英語授業は，本文の内容理解チェックや受験ドリルに終始していてよ

いのだろうか。文法訳読や 4 択問題ばかりでは今日の大学入試にも太刀打ちで

きないことは証明されている (関ら, 2011)。高校時代は，発想・問題意識や批

判力を育み，社会に出ていくためのコミュニケーション能力を育てる貴重な時

期である。このような認識のもと，私たち「生き方が見えてくる高校英語授業

改革プロジェクト」（以下プロジェクト）では，コミュニケーション能力を育て，

生徒の知性・創造性を養いつつ大学入試にも対応できるような授業モデルの開

発を目的に，具体的な教材・指導案を提案してきた (亘理(編), 2012a; 2012b)。

(2) 授業実践の紹介 

プロジェクトメンバーの中部地区高校教員による授業実践を紹介する。実践

の特徴は，①リスニングやリーディングの目的を与える「頂上タスク」の設置，

②グラフィック・オーガナイザー(GO: Graphic Organizer)や推論発問・評価発

問の活用，③生徒の感想・意見交換の実施である。以下に概要を示す。 

表 16.13 実践例 

 使用教材 (実践者) 対象 実践の特徴 

1 バージニアの手紙 (柳田) 高 2 生 ①③ 
2 The Test （山本） 高 3生 ①②③ 
3 Why Learn English? (竹内) 高 2 生 ①②③ 

4 The Gift of the Magi （後藤） 高 1生 ①②③ 
5 Steve Jobs’ Commencement Address （伊藤） 高 1-3 生 ①③ 

6 Steve Jobs’ Commencement Address (大橋) 高 2-3 生 ①③ 
[頂上タスクの例]：“Please tell me the truth, is there a Santa Claus?”という 8歳の
少女からの問いに対しての返答を120から150語で書く。／“Stay Hungry. Stay foolish.”
を自分にとってのメッセージとして捉え，別の英文で表現し，ペアまたはグループで発表
し，discussion する。
[GO 使用の例]：Time Line で時系列の整理。／T-chart で比較・対象の整理。
[推論発問の例]：髪を売る際に“OK, but please take it quickly.”と言ったのは，Della
のどんな気持ちを表していますか。
[感想・意見交換の例]:英語公用語化のメリット・デメリットをグループで話し合う。／Jim
と Della の愛情を感じさせる箇所を抜き出し紹介する。
[その他]：Jobs のスピーチを題材に上級生が下級生に教える授業をつくる。 
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(3) 授業実践からわかったこと 

 これらの授業実践から次の 3つのことがわかった。(1)頂上タスクを設けると

４技能統合型の授業にしやすい。(2)訳読によらなくても，GO の利用により内

容理解をシンプルにしたり，推論質問により理解を深めたりすることができる。

(3)意見交換が実際のコミュニケーションの場をつくるのに役立つ。

 以上，生徒が「考える」授業づくりをするために参考となれば幸いである。

〔中部地区英語教育学会 山本孝次 伊藤高司 大橋昌弥 後藤伸之 竹内美芳 柳田 綾〕 

 

3.5 推論発問を取り入れた英語リーディング指導 

(1) 研究プロジェクトの概要について 

 本研究は，中部地区英語教育学会における課題研究プロジェクト（平成 19－

20 年度）として実施した 2 年間の共同研究である。本プロジェクトのメンバー

は以下の通り（勤務校名は当時のもの）。 

＜プロジェクトメンバー＞ 

東正一（金沢二水高等学校），雨宮靖子（甲府西高等学校），伊佐地恒久（多治

見高等学校），奥村信彦（長野工業高等専門学校），紺渡弘幸（仁愛大学），島田

勝正（桃山学院大学），田中武夫（山梨大学），森暢子（日本福祉大学非常勤） 

(2) リーディング指導の課題 

 最近の教科書には豊かで幅広い内容を扱った教材が多い。しかし，どのよう

にそのような教材を扱えば，生徒の深い読みを促すことができるかはリーディ

ング指導の課題の一つとして考えられる。本研究プロジェクトの目的は，多様

なテキストタイプのリーディング教材を対象に，生徒が興味をもってテキスト

に向き合い，深い読みを促すきっかけをいかにつくり出すことができるかを考

え，教師による具体的な発問を考案し，それを提案することであった。  

 この課題を解決すべき糸口の一つとして，リーディング指導での発問の中で

も，とくに，テキストに書かれた情報をもとにして筆者の意図や登場人物の心

情などを推測させる推論発問（inferential questions）に焦点を絞った。そし

て，英語のリーディング指導を活性化する推論発問とは，どのようなものであ

り，どのように推論発問をつくればよいかを，教科書に掲載されている英文テ

キストをもとにしながら検討することにした。
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(3) 推論発問とは 

 読解発問は，事実発問，推論発問，評価発問の３タイプに分けられる。テキ

スト上に直接書かれた情報を読み取らせる事実発問，テキスト上には直接示さ

れていない内容を推測させる推論発問，テキストに書かれた情報に対する読み

手の考えや態度を表明させる評価発問である。下に示した英文例に対する発問

例は，以下の通りである。 

表 16.14 発問のタイプ 

タイプ 発問例 回答例 

事実発問  Where does she go twice a year? She goes to the Occident. 

推論発問 Does she have a lot of money?  Yes, she does. 

評価発問 Imagine you have a lot of money. Would 

you like to spend the money on 

fashionable clothes? 

No, I wouldn’t. I would like to 

save the money. 

(4) 推論発問の考案 

 上記の発問のうち，推論発問に焦点を絞り，推論発問の概念をメンバー全員

で確認した上で，高校の教科書の中で典型的なテキストタイプである説明文と

物語文を一つずつ選び，その英文テキストについて推論発問を考え，中でも優

れた発問についてメンバーで共有し，その特徴について検討を行った。

(5) 推論発問の効果 

 プロジェクトの 2 年目には，リーディング指導における推論発問の効果につ

いて調査した。メンバー全員が各自の仮説を立て，多様な角度から効果を調査

した。その結果，推論発問には，生徒の読みを深く豊かにする，テキストの事

実情報を正確に読み取らせる，生徒の意識を文法形式に向ける，生徒同士の協

同学習を促すなど，リーディング指導を効果的なものにする効果が見られるこ

とが明らかとなった。

本プロジェクトの研究結果は，『推論発問を活用した英語リーディング指導』

（三省堂）として出版し，リーディング指導を活性化するための推論発問の考

え方や工夫について具体的な提案を行った。     

  〔中部地区英語教育学会 田中武夫〕 

英文例 Mari flies to the Occident twice a year to buy fashionable clothes. 

                                                  (Been, 1975 を参照)     
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3.6 TV 会議システムを使った日米高校生合作映画づくり 

(1) 実践の背景 

 この実践を始めた 2001 年頃の状況は，学校へのインターネットの導入が始ま

りミレニアムプロジェクトにより，2005 年までには，すべての教室に PC とプ

ロジェクターが設置されるであろうと期待されていた時代であった。しかしな

がら，英語教育での ICT 活用については，学校内では，教科間の壁や教員の意

識の壁が感じられる時代であった。そんな時，今までの日本の学校の既成概念

を崩すために作られたという，全国で最初の昼間定時制総合学科のある三重県

立みえ夢学園へ転勤したのは幸運であった。

(2) 映画の制作についての手順 

教員の交流サイト(http://www.epals.com/）で，フロリダ州の高校に勤める

技術科教師（Tom Loveland 先生）と出会い，両校の生徒の間で，電子メールや

ＴＶ会議システムを使った交流を始めた。学校に設置されていたテレビ会議装

置は，ISDN 回線でつなぐ Phoenix で，アメリカと通信するには，１時間あたり

約 7000 円の国際電話料金を払う物であった。

(i) 映画の構想 

 三重県の県立学校の敷地内が禁煙になったのは，2004 年からであり，それま

では，教師が職員室で喫煙することが許されていた時代であり，交流を通して

そのことを知ったフロリダの Loveland 先生は，「冗談を言っていると思った。」

と感想を述べるほど日米の間に大きな違いがあった。そして，フロリダ州には，

SWAT(Students Working Against Tobacco)という生徒の組織があり，各学校か

ら代表が出て，禁煙についての啓発活動を行っていた。それで，両校で作る日

米合作映画のストーリーは，悪徳業者である「グローバルたばこ会社」の不正

を日米の高校生が協力して暴き問題を解決するというものにした。

(ii) シナリオ 

 禁煙運動が進んでいるアメリカ側が英文のシナリオを書いてくれて，日本側

は，それをリーディングの教材として勉強し，分かりにくい部分や工夫を加え

る点についての意見をまとめて，修正をお願いした。例えば，悪徳業者に怪し

い動きがあることについて「fishy」という単語を使うことは，魚を食べる日本

人にとって侮辱するような響きは無いかと心配してくれたりして，充分納得の

できるまで，意見交換をした。 
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(iii) 演技指導と撮影 

不正と戦う日米の高校生のテレビ会議とたばこ会社の役員によるテレビ会議

のシーンは，実際にテレビ会議をしながら撮影し

た。相手側に通じたかどうかが瞬時に分かるので，

生徒達は，最善の英語で演技しようと全力を尽く

した。アメリカ側も同じシーンを日本語で話す練

習もし，英語バージョンと日本語バージョンを合

わせて約４時間の撮影をして，それぞれ，10 分程

度の作品に編集した。

(iv) 試写会 

英語で演じて撮影したビデオテープはアメリカに送り，アメリカの先生と生

徒が編集し，日本語で演じて撮影した分は，送ってもらって日本で編集した。

それらを，試写会としてテレビ会議で上映し，その場で感想を述べあった。

 

(3) 映画制作の意義 

この映画を制作するために，約２ヶ月間の授業を費やした。教科書は使わな

いが，定期テストは，交換したメールやテレビ会議で出てきた英語表現などを

材料として実施する学校設定科目「国際コミュニケーション」であった。

(i) 生徒の意欲向上 

日米の主役の生徒たちが仲良くなり，個人の携帯電話で直接メール交換し，

夏休みに，初めての海外旅行にもかかわらず，１人でフロリダに行き，アメリ

カ側の主役生徒の家に泊まり交流した。当時は，ICT の活用に対して，オタク

趣味であるという批判的な声も聞こえていたが，この映画制作を経験して，国

際的にも通用する社交的な生徒が育ったのではないかと思う。

(ii) 英語教育の視点 

北海道大会（2013 年）で白井恭弘教授の講演にもあったが，日本の英語教育

は，内容を理解して終わり，自動化への練習時間を与えていないと言われる。

映画制作は，擬似的ではあるが，社会的意味のあるセリフに気持ちを込めて，

無意識に何度も繰り返すので，使える英語の習得に役立つと信じている。 

〔中部地区英語教育学会 平山欣孝〕 
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3.7 高等学校におけるダイナミックな文法指導 

(1) フォーカス・オン・フォーム 

高校の文法学習は，正確さを求める筆記テストに依存したFocus on FormS で，

口頭での産出を軽視してきた。そのため，学習指導要領では，4技能の指導を通

してコミュニケーション能力を育成することと，その基礎となる文法をコミュ

ニケーションを支えるものとし，文法指導を言語活動と一体的に行うよう推奨

している。そこで，Focus on Form (FOF)のひとつである インプット処理（input 

processing; VanPatten，1996)を利用したい。図16.10のように，文法項目に焦

点を当てたinputを意味中心に処理させ，次に，noticingを引き起こし，学習者

本来のdeveloping systemを構築させ，output で流暢さや正確さを伸ばす指導

である。本稿では，高校2年を対象としたWritingの受動態のまとめの授業で，

クイズを利用した協同学習も取り入れた例を紹介する。

 

input processing     noticing               access 

iiiiinput    →  intake   → developing system →  output   

 図 16.10 第 2 言語習得のモデル input processing (VanPatten，1996)より 

(2)  Input-based instruction 

事前に elected 「選ばれた」などの語彙は全体で口頭練習を行う。生徒は 5

名のグループに分けられ，それぞれ次の形式の短冊が与えられる。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
1) We are made up of three teams.  
2) 22 million of CDs of our band have been sold now.  
3) We are named after a place in Kanda.
4) Our concert is held daily in a Tokyo building.
5) A new center performer was being elected in this picture. 
   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

個別に意味の援助を行い，グループないで一人一文音読練習する。グループ

順にクイズとして英文を読みあげ，他のグループが写真を当てる。

 

(3) Noticing 

答えを確認した後，クイズに使用した 25 文が書かれたシートが与えられ，時

AKB 48 
総選挙 
写真 
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制の観点から分析を行う。個人で分類を行った後，グループで相談する。その

後，パワーポイントで教員とやりとりをしながら，次の 9つの分類を確認する。

 

 past present Future 

simple 

① This cake  
( was )( made ) 
yesterday.
過去にされた 

② This cake  
(  is  )(  made  ) 
on Saturdays.
習慣・真実 

③ This cake  
( will ) (be) (made)  
next Sunday.
未来にされる 

continuous 

④ This cake  
(was) (being) (made) 
when you came home.
過去で進行中 

⑤ This cake  
( is ) (being) (made) 
right now.
今進行中 

⑥ This cake  
( will)( be )( being )(made)   
at 9 tomorrow.
未来で進行中 

perfect 

⑦ This cake  
( had ) ( been ) (made)  
when you came home.
別のことが起こった時には

完了していた 

⑧ This cake  
( has) (been) (made) 
now.
今完了した  
今まで継続されていた  

⑨ This cake  
(will )(have)(been)(made)  
by 6 o clock.
未来に完了している 

同じ分類で，新しい文を穴埋めで英語にする。完成した英文は使用中の教科

書の例文から取っている。答えを確認した後，音読練習を行う。

 

(4)  Output-based Instruction 

生徒が自ら選んだ写真で 5文のヒントを考え新しいクイズを作る。グループ

ないでクイズを出題し合った後，各グループから一問クラスに出題する。

 

(5) 今後の展開 

日本で FOF の実践は始まったばかりだ。従来の，教員の解説→例文の理解→

穴埋めや並べ替えの練習では習得は進まず，ドリル形式の問題は解けるが，実

際に使えない。本実践のようなダイナミックな展開の実践の成果を検証し，FOF

の指導例を集約し，教材として共有したい。 〔関西英語教育学会 溝畑保之〕 

3.8 「英語表現Ⅰ・Ⅱ」における「発表」を中心とした技能統合の試み 

(1) 「話すこと」と「書くこと」の統合 

新教育課程の新たな科目である「英語表現Ⅰ・Ⅱ」における「発表」という

言語活動を念頭においた授業をデザインし，高等学校 2 年生を対象に実践した。

本実践においては，「発表」に含まれる言語活動の中で「プレゼンテーション」

を「書くこと」と統合させた指導を試みた。 
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具体的には，グラフや表がリソースとして与えられ，リソースから得られた

情報をまとめて，文法や英文の構成に注意して「書くこと」と，そうした情報

を相手に分かりやすく口頭で説明すること（「話すこと」）を言語活動の柱とし，

2 つの技能が有機的な関係を保つように授業をデザインした。 

 

(2)  学校設定科目「科学英語表現」と「ライティング」 

本実践は，旧課程を履修する生徒を対象に行ったものであり，当該クラスは

学校設定科目「科学英語表現」を履修し，課題研究内容を英語で発表すること

ができるように，効果的な「プレゼンテーション」能力の育成を図る指導が取

り入れられている。この指導内容と関連して「ライティング」において，特に

科学的な説明に際して使用される頻度が高い「比較・対照」に関する表現を扱

い，その知識を活用して“Graph Essay Writing”の指導をあわせて行った。す

なわち，前者の指導を「比較・対照」を分かりやすく説明するための「形式の

指導」とし，後者は論理的思考力を育成する「内容の指導」と位置づけた。  

(3)  「書くこと」を「話すこと」と統合させた指導の実際 

(i) 学習の展開 

前時に教科書や補助教材を用いて，グラフや表を説明する際に用いられる語

句，表現，パラグラフの構成を導入している。次時には，「比較・対照」を表す

表現を中心に前時の復習をし，また，それらを「発表」に用いる表現データと

して再度整理させた。

展開として，新たに配布したワークシートの表(table)について説明するのに

必要な条件をクラス全体で確認した後に，ペアで表を口頭で説明させた。次に，

口頭での説明を基に作成した原稿をペアで読み合い，推敲させた。最後に，推

敲した原稿をもとに各自で練習した後，ペアになり口頭で再度説明をさせた。

(ii)  文法事項の扱い 

「比較・対照」や「増減」を伝えるために習得すべき文法知識や表現は教科

書やグラフや表を扱う過去の大学入試問題を表現データとして与え，本実践に

おける言語活動はそれらの知識の活用を促すために，表から読み取ることがで

きる特徴を整理して伝えるタスクと位置づけた。つまり，文法知識を伝えたい

内容を表現するために必要な言語データとして捉えさせ，英文を書く際に，必

要に応じてそのデータに戻り，何度も仮説と検証を行わせた。 
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(4) 指導の結果と考察 

この実践は，「話すこと」と「書くこと」を統合することにより，1 つのリソ

ースを共有しながら常に「聞き手」と「読み手」を意識したタスクを中心とし

て展開した。具体的には，「話すこと」で聞き手により伝わりやすい内容や表現

となるように表現方法の改善を図らせ，「書くこと」で「情報や考えをまとめ」

て説得力のある「発表」となるように，一貫性のあるまとまりのある文章を書

くことを目標にした。そして，技能を統合することによって，目標に向けた各

言語活動の目標がより明確になったとする生徒が多いことが分かった。

課題については，「書くこと」で，生徒同士で文章を読み合い，改善点を指摘

し合い，生徒が自分で文章を推敲する力をつける「ピア・レビュー」の機会は

与えたが，「話すこと」では，発表（説明）をさせた後に生徒が自分の「発表」

を客観的に見直す機会を保障しなかった点が挙げられる。また，「書くこと」に

おいて，教材提示装置等を用いながら，生徒が作品を作る過程を可視化し，完

成作品の評価だけではなく作成途中のものをクラス全体で共有することによっ

て，「書くこと」のプロセスを共有化する必要があることも課題である。今後は

「話すことにおける振り返り」および「書くことにおけるプロセスの共有化」

を図るための方策を検討し，その有効性の検証を行いたい。

〔中国地区英語教育学会 小橋雅彦〕 

3.9 音読を中心にした 4技能統合型の授業 

(1) はじめに 

 筆者は検定教科書を使用して,音読を核にした 4 技能統合型の授業作りに取

り組み,様々な指導法を提案してきた（安木 2010）。大きな流れは,1 課全体の概

要を把握する学習を実施した後,各パート毎の指導,１課全体のまとめ学習を実

施する。本稿ではパート毎に実施する指導法の例を紹介する。対象生徒は高校

１,2 年生, 使用教材はコミュ二ケーション英語１またはⅡの教科書である。授

業の目標は閉本で本文の要旨をまとめる事とする。要する授業時間は 1時間ま

たは 2 時間である。

(2) 実践例 

(i) オーラルイントロダクションによる本文導入例 

 英語でのオーラルイントロダクションを実施する際,絵や写真を提示しなが
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らクイズ方式で実施することによって,教師にとっては実施が容易で, 生徒に

とっては理解し易いものになる。例えば,写真を提示しながら生徒に本文に関す

る質問をし, 黒板に①〜③まで 3つの解答を記入する。そして,生徒に答えが 1

番なら教科書の表表紙を, 2 番なら教科書の裏表紙を, 3 番なら横を見せるよう

指示して解答を確認する。さらに数個のクイズを実施しながら本文を導入して

いく。

(ii) 単語・熟語の確認 

 1 課全体の新出単語は,概要学習で導入しているが,各個別学習の時間の最初

に,定着をはかる為に毎時実施する。左に英語,右に日本語を掲載した用紙を教

師のモデル音声の後について,ペアで意味を相互確認し,個人での練習を織り交

ぜながら実施する。1課のまとめとして小テストを行う。

(iii) 本文の概要の把握 

 生徒全員にフレーズ単位にスラッシュを入れた本文を配布する。 はじめに概

要を把握するために 2〜3 個の質問を出した後,音声を聴きながら本文を黙読し,

答えを探させる。パラグラフ毎に質問を一つ出し,一つのパラグラフが終了する

毎に答えを確認すると難易度が下がる。生徒に不明な点があれば,その部分の本

文を読んで確認する。

(iv) 本文の細部の理解 

 本文についてさらに細かい意味についての質問を前述の(2)のⅲと同様の方

法で行い,それに答えることで内容を把握する。尚, (2)のⅲにも言えることだ

が,グラフィックオーガナイザーを使用し,視覚的に内容を理解するのもよい。

(v) 音読 

 安木(2010)によると,音読を実施する際の 3原則は,「記憶量の不要なものか

ら必要なものへ」,「音声モデルのあるものからないものへ」,「単語からフレ

ーズ,文,文章へ」である。この原則に従い,以下のように実施する。

 まず,「リッスンアンドリピート」で教師の後について音読する。「音声確認

型リッスンアンドリピート」で教師が日本語を言い,生徒がそれに該当する英語

を言う。その後,教師が英語を言い,ふたたび生徒は英語を言う。「オーバーラッ

ピング」で,CD または教師の音声にかぶせるように音読する。「バズリーディン

グ」では各個人で音読し,クローズ音読で重要単語や熟語を穴埋めしながら,ペ

アまたは全体で音読する。「リードアンドルックアップ」で教師が「read」と言

い,生徒は本文の該当フレーズまたは文を黙読する。つぎに 教師の「look up and 
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say」で英文を声に出して言う。なお,「リードアンドルックアップ」は全文で

行うのではなく,生徒に暗唱させたいパラグラフで行う。

(vi) 閉本で Q&A 

教科書の内容を問う質問を生徒にする。閉本で実施することで,コミュニケー

ション活動へとつなげることができる。質問の解答をつなぎ合わせると, 次の

要旨作成が完成できるような質問にする。

(vii) 要旨作成 

 閉本で本文の要旨を各自プリントに英語で書く。回収して評価をし,返却する。

(viii) まとめ 

 本文の文法事項の確認用のプリントを配布し, 宿題とする。

(3) 終わりに 

 文法や構文の解析を必要に応じて別の時間で行うこともある。セクション毎 

には,要旨作成などの比較的容易なアウトプットを実施する。1課全体ではさら

に難易度の高いアウトプットを目指し,これを目標に各授業を行う。 

〔中国地区英語教育学会 安木真一〕 

 

3.10  総合英語を通して「主体的に学習する力」を身につけさせる 

(1) 総合英語の取り組み 

(i) 本校は平成 20 年度の総合学科への改組により, 履修科目の大幅な変更が

なされた。その中で, 英語科では生徒の個性を生かした主体的な学びを重視し, 
総合学科の教育目標の一つである「課題を発見し解決する力を持つ人材の育成」

を育てるため,  選択科目として 2 年生に「総合英語」を設定した。

(ii) 調べ学習を通して 

 総合英語は約 20 名前後の中規模のクラスで,  情報演習室（コンピュータ室）

で 2校時続きで開講している。それぞれの生徒がコンピュータから情報を英語

で入手しそれを日本語訳, 英語での要約と所見を書かせる活動である。情報は

あくまでも生徒が興味を持っている分野, また難易度もそれぞれの生徒に適し

たものを各自が見つけてくる。情報入手先は, VOA Special English, Time for 
Kids News, The Japan Times, BBC Learning English, Easy English Story な

どであり, 様々な分野のものを入手することができる。 指導体制は教員 3名

（内 1 名 ALT）で当たり, ALT は要約と所見を担当し, 生徒から積極的に英語で

プレゼンテーションできるよう, 適切にリードする。他の教員１名は日本語訳
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と要約のチェック, もう１名は所見の書き方, 文の構成, 文法の誤りなどをチ

ェックする。また評価は, 毎時間それぞれの担当ごとに５点満点（計 15 点満点）

とし, その合計を学期末ごとに評価として出す。   

(iii) 生徒の評価 

 昨年度末, 履修生徒に対して行ったアンケート結果の概要は, 下記の通りで

ある。「総合英語を履修して４領域での伸びは」の問いに対して, 「大いに伸び

た」「伸びた」「あまり伸びなかった」「全く伸びなかった」の回答のうち, 上位

の「大いに伸びた，伸びた」と答えた生徒は, 
読む力： 87%, 書く力： 90%, 聞く力： 57%, 話す力： 80% 

という結果となった。聞く力を除いて「伸びた」と考えた生徒が 80%を超えた

のは, 予想を遙かに上回った結果であった。アンケートの感想欄にも「ALT と

話すのが楽しかった」, 「文構成や書き方などためになった」, 「興味のある

記事だと積極的に楽しく学ぶことができた」, 「英語で意見を述べるときに役

に立つ」など, 一連の活動に対して概ね肯定的な意見が多く, 中には「はじめ

の頃の文と, 最後の文を比較すると, 本当に自分の文かと思うほど進歩した」

という感想もあった。

(2) 今後の課題 

(i) 聞く力を伸ばすための工夫 

  聞く力が他の領域と比較し伸びていないのは, その活動の絶対量が少なかっ

たからであり, 増やす工夫をすることによって改善されていくと考え, 本年度

には, 教員のチェックが終わった後, ペアーで各自の作品を発表し合う活動を

入れている。この活動を年間を通して継続することにより, 聞く力の養成が期

待できると考える。

(ii) 専門性への移行を目指して 

  年度当初は積極性を喚起するため, 自分の興味の持てる分野なら何でもよい

としていたものの, 歌詞などのような日本語訳しづらいものや, 料理のレシピ

などのような表現に広がりが持てないもの, さらに物語のようなやや感想文や

所感が書きにくいものなどを選ぶ生徒が出てきたため, 年度途中ではあったが, 
年間の目標として, 「すべての活動は(1)課題研究を意識したものに移行してい

くべき」との条件を付け加えた。このことにより,  総合英語の教育目標である

「課題発見・解決型の学習」, 「主体的な学び」を維持しつつ, 発展性を持っ
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た学びができるようになった。生徒たちの取り組みが一気に専門性を持ったも

のになり, 年度終わりには, 積み上げた作品をつなぎ合わすと, 課題研究に大

いに役立つものも少なからず現れた。また生徒たちの取り組む姿勢にも, 英語

は情報を受信・発信するツールであることを理解し, 積極性を持った取り組み

ができる者も増えた。           〔四国英語教育学会 河野極〕 

注(1)大学で学びたい分野を, 大学の教員との連携で, 高校 3 年生が自ら課題を見つけ解決す

ることを目的とする科目。 
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　2012 年 8 月に編集委員会が発足し、2014 年 8 月に本書が発行されるまでの 2 年間の活動・
作業内容を以下に整理した。

2012年 8月 3日 『全国英語教育学会40周年記念特別誌（仮称）』編集委員会として発足
第1回編集委員会開催（於，ホテル・メルパルク名古屋）
各地区選出の編集委員 14 名と，オブザーバーとして全国英語教育学会から
会長，事務局長ら 5 名が出席，これまでの経緯の説明と方針の確認，正副委
員長の選出，内容の検討，発行までの日程確認，今後の進め方について審議

2012年 8月 9日 編集委員会のメーリングリスト作成

2012年 8月31日 章立ての確定，章ごとに担当編集委員の割振り
全体の編集方針の確定

2012年 8月下旬 ARELE10年分（2002-2012）の全論文リスト，分野別執筆者リストの作成

2012年10月 6日 各編集委員による担当章の概要作成，節立ての提案

2012年10月中旬 概要と節立ての相互チェック，内容に重なりがないように調整

2012年11月 2日 記念特別誌の構成（章，節）の確定，執筆者選考方針の確認，編集委員会名
で一括して執筆依頼の打診を行うことなどを確認

2012年11月-12月 編集委員による各節の執筆者案の提案，全体での調整

2012年12月24日 執筆者案の確定，編集委員会名で執筆候補者へ執筆依頼，
記念誌タイトルの確定『英語教育学の今－理論と実践の統合－』

2012年12月下旬 執筆要項及びテンプレートの作成

2013年 1月上旬 各章執筆者の確定，会員であることの確認作業，
編集委員より執筆者へ執筆要項とテンプレートの送付
編集委員会より各地区学会へ第16章の執筆依頼

2013年 2月 6日 全執筆者の確定

2013年 6月30日 各執筆者から章の担当編集委員へ初稿提出

2013年 8月 9日 第2回編集委員会開催（於，北海学園大学）
会長より『第 40 回研究大会記念特別誌』に名称変更の審議依頼，了承，初
稿をもとに執筆要項への追加事項の検討，今後の編集方針・印刷までのスケ
ジュールの確認

2013年 8月20日 原稿の共有・バージョン管理のためグループウェア（サイボウズ Live）への
登録，執筆要項（改訂版）の作成

全国英語教育学会第 40 回研究大会記念特別誌
編集委員会発足から記念誌発行に至るまでの経緯



2013年 8月31日 各地区学会より第16章初稿原稿の提出

2013年 8月-10月 編集委員による各節原稿の統合作業，章ごとに引用文献リストの作成，各執
筆者へ執筆要項（改訂版）に基づき校正依頼

2013年12月下旬 編集委員による担当章の校正原稿のとりまとめ，本文・引用文献リスト・各
節のキーワードを編集委員長に提出

2014年 1月-2月 編集委員長による全体の校正作業，各章修正原稿と引用文献リストの統合作
業，目次・執筆者一覧・編集委員名簿の作成

2014年 2月28日 グループウェアに修正原稿等のアップロード，編集委員による各章修正原稿
の校正

2014年 2月28日 学会長に巻頭言の執筆依頼

2014年 3月 2日 全国英語教育学会平成 26 年度第 1 回理事会（於，筑波大学東京キャンパス）
にて記念誌編集の進捗状況を報告

2014年 3月14日 編集委員による校正原稿のグループウェアへのアップロード

2014年 3月14日 編集委員による担当章扉記載の概要執筆

2014年 3月31日 学会長より巻頭言提出，編集委員より担当章概要の提出

2014年 3月下旬 印刷会社に見積りの依頼

2014年 4月上旬 印刷会社の決定

2014年 4月下旬 入稿にむけた最終作業，印刷部数・配布先・配布方法等の確定

2014年 4月30日 印刷会社に入稿

2014年 5月中旬 執筆者・編集委員による1回目の校正

2014年 6月中旬 編集委員・編集委員長による2回目の校正，編集委員長による最終稿の確認

2014年 6月下旬 印刷完了，全国英語教育学会員に郵送による事前配布

2014年 8月10日-11日 全国英語教育学会第40回研究大会にて完成報告，配布
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島田勝正（委員，中部地区英語教育学会，第 7 章）

吉田信介（委員，関西英語教育学会，第 14 章）
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卯城祐司（学会長） 
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編集後記：謝辞

　多くの学会員の皆様のご協力のおかげでようやく本記念誌を完成することができまし
た。まずは，105 名の執筆者の先生方に心より御礼申し上げます。各分野の第一線でご
活躍の研究者，教育者の方々にご執筆を頂くことができました。一人 4 ページ（実践報
告は一人 2 ページ）という厳しい字数制限の中で，ご担当分野のエッセンスを余すこと
なく表現して下さいました。本記念誌は，各地区学会選出 14 名の編集委員によるすば
らしいチームワークなしには実現しませんでした。2 年間にわたる編集過程の中で一堂
に会したのは 2 回だけで，あとは頻繁なメール会議をお願いすることになりましたが，
委員の皆様の献身的なご協力のおかげで，編集作業を快適に進めさせていただくことが
できました。また実践報告のとりまとめでは，各地区学会の事務局長に大変お世話にな
りました。心より感謝申し上げます。本記念誌の構想案を作成され，実現に向けて終始
的確なご助言を下さいました卯城祐司学会長，編集の各段階で常に温かく励まして下さ
いました板垣信哉学会顧問，いつも迅速かつ丁寧にご対応下さいました廣森友人学会事
務局長，親身で強力なサポートをして下さいました合田美子編集副委員長にも深謝申し
上げます。本記念誌が，次の 50 周年記念誌に向けて，英語教育学における理論と実践
の統合と発展の礎となることを願っております。

平成26年6月
全国英語教育学会

第40回研究大会記念特別誌編集委員長
斉田智里






