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「教え」「育む」と書いて「教育」と読む。教育とは知識を教えるだけでなく、考える
力や感じる力を育み、その人らしく生きる力を育てることではないかと思う。しかし、小・
中・高を通して学校で力を入れてなされているのは知識を「教える」ことであり、感性や
論理力等の生きていくのに欠かすことのできない力を「育む」という側面はかなりない
がしろにされているように思える。
私は、教育の根本は「その人らしさを育む」ことだと思ってきた。「その人らしさ」をそ
の人独自のものの見方、感じ方と言い換えてもよいであろう。「みんな同じ」という前提
に立って知識を教えるのではなく、自分というしっかりとした軸が形成されるように手助
けをし、自分とはどういう人間なのかを内省し、メタ認知できるような手助けをすることが
大切であると思う。さらには「自分らしさ」をなんらかの形で具現化していけるような方法
を見つける手助けをしたり、考え出したりする手助けも教育の内容に含まれるべきだと
思う。人はそれぞれ好みも得意とするところも異なっているのだから、画一的に知識を
教えるのではなく、そういった個性という言葉で総称されるような特質が本人の中で認
識され、教えられた知識によってさらに花開き、本人にも周りにも受容され、そしてその
結果、より良い人生を歩める手助けをするのが「教育」であるべきだと思うのだ。そして
そのために最も必要なのは「自分はどう考えるか」という軸を見出せるような育みをする
ことである。
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河合塾で英語の講師をしていた時、所属本部長から「新しい教育の場を作る」こと
の相談を受けたことがある。私が提案したキャチフレーズは「『孤』から『個』」へ、という
ものだった。その当時、２０００年ごろは個別学習が大流行りで猫も杓子も個別学習へ
と向かって行った時代であった。しかし、個別でできるのは「知識の教授」のみである。
そこには「個性を育むこと」は存在しなかった。単なる知識の受け渡しは、例えば１＋１
＝２のような効果しか生まないように思われていたので、成績がびっくりするほど伸びる
ことはないと考えていた。当時から「育む」ことをしたかった私は、実験的に「場づくり」と
いう概念を提案した。勉強すること、もしくは「学ぶこと」が、人より良い点を取るためだ
けにこっそり、ガツガツと課題を処理していくという「孤独」な作業から、人が集まり、会
話が生まれる「場」で生じるテーマになれば良いと思ったのである。その場に教師や事
務職員といういわゆるファシリテーターがいれば、関心の所在は勉強したばかりの「英
語の表現」だったり、「数式について」に十分なり得ると思った。時間を分かち合い、語
り、笑い、一緒に考えることで彼らの心に寄り添い、本音を聞き出し、教科に必要な論
理を操る力も生きる力も「育む」ことが可能になると考えていた。
私の担当地域は草津で、当時では珍しく週2回その校舎に行く形だった。時給が全
てであった予備校業界では異例の長時間勤務をボランティアに近い形でするというも
ので、確か授業前2時間に加えて授業90分、そしてその後復習タイム60分という合計4
時間半にもわたる長丁場だった。さらに、私の考えていた場づくりに欠かせないファシリ
テーターとして、元幼稚園の先生をしていた女性に来てもらった。彼女は子供が好きで
たまらない上、生徒と物理的年齢は近いものの精神的にはとても成熟しているので、と
ても良いファシリテーターになるであろうと予想された。実際、子供の顔色をちゃんと見
て、的確な判断をしてくれた。両親の離婚によって自傷傾向が生じかけていた生徒に
いち早く気づいてくれたのもこの女性であった。このようなファシリテーターを得て、コミ
ュニケーションの場が生まれた。なんと出席率は100％、琵琶湖花火の日は授業には来
れなかったものの、その後の復習時間の最後の10分にみんなが集まるという、自律的
で楽しい人間関係の中心に学びが位置するという理想的な状態が生まれた。推薦入
試の日にも、先生やみんなの顔を見ないと落ち着かない、という理由で顔を出してくれ
た子もいた。そして、集まれば、英語のここが分からないとか、この問題が解けなかった、
などという学習に関する会話が普通になされていくようになった。
その結果、当初の目標である偏差値40台前後の生徒をなんとか中堅私立大学に
潜り込ませること以上の結果が出た。なんと神戸大学や同志社大など、関西では有数
の有名大に次々合格が出るという結果が生じた。恐らく、週２回長い時間をこのような環
境で過ごすことで、彼らの中で学び、考えることが当たり前になっていった結果であろう。
しかし、それよりももっと素晴らしかったのは、彼らが４時間半にもわたる長時間の集まり
をいつも心から楽しんでくれていたことである。
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笑いが絶えないクラスに、かなり学習が遅れている生徒がいた。「そこは大切だから
お星様マークつけておいて」と指示すると「王子様」と勘違いして、王子様のイラストを
描いているような生徒なので当然あまり勉強もできなかったのだが、爆笑しながら、みん
なで彼の疑問に答えたりしてクラスは始終和やかな雰囲気であった。時折とんでもない
質問も出るのだが、できる生徒はさらに理解が深まり、あまり理解できていない子は理
解が進むこととなった。「とんでもない質問をする人がいると時間が無駄になるから、成
績別にしてほしい」というような、友人の人間性を無視するような生徒は一人もいなかっ
た。成績の差こそあれ、コミュニケーションが主体となる学びの場では一人一人が他の
学生の個性を尊重し、人間としてのある種のリスペクトを持っていたように思われる。
山崎正和は「劇的なる日本人」の中で豊臣秀吉が千利休に切腹を命じた事件を政
治が芸術の上位に位置するというヒエラルキーを象徴する出来事と解釈し、そのせい
で日本では政治は芸術より価値のあるもの、という価値観が広がっていったという。本
来、政治と芸術は全く異質で比較対象にもならない別の価値体系であるにもかかわら
ず、そこにヒエラルキーが生じてしまった。
同様のことが教育界でも生じているのではないだろうか。成績が良ければ人間的
にも優れているはずだ、と知らない間に勝手な因果関係を想定していないだろうか。
心理学ではこのような思い込みを「鳩の迷信行動」という。たまたま鳩が左を向いた時
に餌をもらえたとする。鳩は餌をもらいたい時に左を向くのである。つまりたまたま成績
の良い子が人間的にも良い子の場合ももちろんあるのだが、それはたまたまであって
科学的な因果関係は存在しない。人間性の素晴らしさというは、成績とは全く別の独
立した尺度である。にもかかわらず、人間性の尺度に成績の良し悪しという尺度を関
連づけ、位置させていないだろうか。得てして教育現場では「成績が上がれば良い」と
いうような風潮があるが、成績の良し悪しは基準の一つに過ぎない。例えば偏差値の
ような一つの基準で個人を格付けしてしまうと、もはや生徒一人一人の個性などどうで
も良くなるだろう。最悪の場合、「生徒の個性」など向き合う必要のない邪魔な存在に
思えてくるかもしれない。
教育に真に大切なのは「前と比べてどのくらいが良い方に変われたか」というポジ
ティブなフィードバックを生徒がそれぞれ持ち帰り、自分に一番合った形でこれからの
人生に活かしていけるように手助けすることだと思う。そういう意味で昨今の自律的学
習には学ぶところが大きいであろう。オランダは特に進んでいて、幼い子供でも、学ん
だことを「自分にとってどういう点がよかったか」という観点でフィードバックするという話
を友人から伝え聞いたことがある。他者評価に翻弄されるような人間を育てるのではな
く、自分という軸にしっかり立脚し、振り返り、考えることを通して成長を実感してもらえ
るよう導くこと、つまり、一人一人の個性を「はぐくみ育てる」姿勢が教育の原点であると
信じている。
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4 月 20 日（土）第 182 回月例研究会報告（第 1 部：講演）
テーマ「日本の外国語教育政策と共生の論理を考える
－国際化の進展とその課題―
講師：田中慎也
国際教育研究所理事
元日本言語政策学会会長
歴史的に日本人にとって外国語は先進文化受容の「文化としての言語」、「異
文化受容型人格形成のスキル」として機能してきました。7 世紀の遣隋使・遣唐
使時代における中国語、16 世紀のキリシタン文化とポルトガル語、17 世紀初頭
から 19 世紀半ばまでの江戸時代におけるヨーロッパ文化摂取とオランダ語、そ
して 19 世紀半ば以降の明治維新後における西欧文化受容と英語・独語・仏語で
あります。 そこで本講演に於いては、始めに明治（1868 年）以降から今日に
至る現・近代日本における外国語教育政策の歴史を概観しその日本的特質につ
いて取り上げてみたいと思います。
第1章 明治元年（1868）から昭和 20 年（1945）までの外国語教育史概観
（1） 明治時代（1868～1912）
日本も明治維新後、近代国家の仲間入りを目指して国造りを始めましたが、
最初の国造りの大仕事は教育でありました。その中でも外国語教育問題、即ち
小学校・中学校・高等学校・大学で教える外国語を何語にするか、何ヶ国語を
教えるか、週何時間教えるのか等が大きな問題でした。
小学校の教科の中に外国語を入れたのは明治 5 年でしたが、本格的な英語教
育導入は明治 19 年（1886）からでした。その内容は、高等小学校（修業年限 4
年）に学科（現在の科目）として入れられ随意科目で教える、というものでし
た。この英語教育実施率は明治 30 年代から明治 40 年代にかけて平均 6%台でし
た。
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中学校では、尋常中学校と高等中学校に分かれますが、第 1 外国語（英語）
と選択科目として第 2 外国語（独語または仏語）が課せられますが、明治 34 年
（1901）の法改正により「外国語」は「英語、独語又は仏語」となり、多種な
外国語教育が志向はされますが、明治時代全体を通してみますと、英語中心の
「外国語」教育でありました。
（2） 大正時代（1912~1926）
大正時代になりますと、いわゆる国民教育のうねりが起こり、英語教育も「国
民教育としての英語教育」となります。そして大正時代の英語教育の歴史にお
いて忘れてならないのは、英語教育廃止論争であります。この論争は、大正 9
年（1920）のカリフォルニア州での排日土地法案の成立や、大正 13 年（1924）
の排日移民法案の成立によって起こされた英語排斥運動でありました。
（3） 昭和時代（昭和 20 年（1945）まで）
この時代は英語排斥論が高まる中で、中学校の外国語科目の中に英語、独語、
仏語のほかに支那語（当時の中国語の呼び名）、更には第二次大戦中にはマライ
語も入れられました。
しかし、この時期の外国語教育、特に英語教育は批判の嵐に巻き込まれ、英
語教師受難の時代でもありました。特に太平洋戦争中に行なわれた日本の英語
教育は、敵国語という名のもとに廃止、縮小の方向をとりましたが、アメリカ
は ASTP(Army Specialized Training Program)により、敵国語である日本語教
育に大きなエネルギーを注ぎ、多くの日本語のできる兵員を養成して、日本軍
の作戦を無線傍受させたといわれております。一方、日本は陸軍の軍人養成学
校から英語を排除することによって、英語の出来ない陸軍将校を養成したこと
になり、これを情報戦略としての外国語教育政策としてみたとき、日本の最も
顕著な外国語教育政策の特色としてあげる事が出来る特色、即ち、たとえ国益
を損ねようとも、
「国家・国民・国語」の枠組みの中での「排除の論理」優先と
いう事であります。
第2章

第二次世界大戦後（1945 年以降）の外国語教育政策

第二次世界大戦後（1945）の中等教育段階の外国語教育政策で大きく変わっ
た点は、義務教育となった中学校の教科に「外国語」が加えられた事でした。
名目的には選択科目でしたが、実質的にはほとんどの中学生が英語を選択させ
5

られた結果、国民の大多数が学校で英語を学習する機会を持てるようになった
ことでした。1955 年には英語以外に独語、仏語も高等学校の学習指導要領の中
に加えられましたが、実質的には英語中心の外国語教育が行なわれたのでした。
1980 年代後半からは、コミュニケーション能力を重視する指導が強化されまし
たが、長い「書き言葉文化」の歴史を持つ日本に於いては必ずしも成功してい
ないのが現状であります。
戦後の民主化教育の中で、
「排除の論理」は個人レベルでは大きく後退したよ
うに見えますが、政策レベルでは依然としてあまり変わりませんでした。
例えば、昭和 43 年（1968）に小笠原諸島がアメリカから東京都に返還された
時、返還当時、小笠原の父島にあった８年制のラドフォードスクールでは、ア
メリカ軍の子弟と島民の子供たちが一緒に英語で教育を受けていた関係上、島
民の父母は「小中高の教育は日本語と英語の二本立てによる教育をして欲しい」
との要望を出したのですが、東京都教育委員会は最終的にこれを認めず日本語
による教育だけを行なったのであります。その後、沖縄の「アメラジアン（二
重国籍の子供）」が英語で教育を受けたいという要望を出した時も当時の文部省
は、「英語を教育用語として認めない」という姿勢を崩しませんでした。
しかし、日本の一部の学校の初等・中等教育段階で、カナダで成功した言語
教育方法の一つであるイマージョンを学校教育の現場に取り入れ、教室内での
授業を英語に翻訳された検定教科書を使って英語で授業を行なったのですが、
これは黙認したのであります。
現在では中等教育段階で英語で授業を行なう機関が急増していますが、日本
の教育用語を、何語にするかという法的規定はありません。その諾否の判断は、
マジョリティー対マイノリティーの対比の中での排除、即ち、「アメラジアン」
や「小笠原」はマイノリティーゆえに拒否され、
「イマージョン」は、マジョリ
ティーの問題（何とか日本人の英語力を向上させたいというニーズに応える方
策の一つであるという認識）故に黙認されたのであります。
このように、戦後の日本は民主化されたとは言え、戦後一貫して行なわれて
きた英語教育政策に於いて、その根底に於いては、英語の本家である英語圏諸
国の英語の位置付けの中心に据えられている「共生の論理」の欠如した政策志
向が続いたのであります。
従いまして、外国語教育政策策定の中で、
「文化としての言語」のコンセプト
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はあっても、
「共生」を視野に入れるときに不可欠な「人権としての言語」、
「資
源としての言語」というコンセプトは考慮されたことはなかったと言えましょ
う。
第３章

グローバル化と英語中心の外国語力強化策の進展

（1） 英語力強化策の推進
ごくわずかなエリートしか海外留学が可能ではなかった経済復興期には「読
み・書き」中心の外国語教育でも国益を充足しましたが、経済が復興し発展期
になると、読み書きだけではなく、
「聞く・話す」能力を備えた外国語能力、特
に英語力が求められるようになります。それまでの大学入試を頂点とした読
み・書き能力万能時代から、聞く・話す能力をも備えた英語力が求められ、
人材養成の出発点が、聞く・話すから始まる小学校英語教育へとシフトしてい
くのであります。
一方、グローバル化は高等教育の質保証との関連で、
「大学英語」は、単なる
縦割り構造の英語教育科目の改善やカリキュラム改革だけではなく、英語力強
化の戦略を求められる事となり、高等教育に於ける横断的なカリキュラム設計
を必要とする ESP( English for Specific Purposes)教育の推進・充実が計られる
ようになります。最近の具体的事例として、
「理系のためにデザインした英語教
育」（関西学院大）、「産学連携による理系専門英語の実践型教育」（群馬大）等
はその一例でありますが、更には授業用語・研究用語としての英語使用の充実・
拡大も政策的に推進され、学部又は大学院で英語による授業を実施している機
関は、全体で 32%、国立では 75%に及んでいます。更に COE の英語による授
業のみで学位取得が可能な学部は、全体で 5 大学・6 学部、研究科は全体で 57
大学 101 研究科、そのうち国立は 40 大学 72 研究科にまで及んだのであります。
（2009 年）
（2） 中等教育段階に於ける多様な外国語教育の現状
高等教育機関の英語一極化傾向とは裏腹に、中等教育段階では、英語以外の
外国語の開設校が平成 6 年度 363 校から平成 17 年度では 1355 校にまで増えて
おります。外国語種別では、平成 17 年度で中国語 553 校、仏語 248 校、韓国・
朝鮮語 286 校、スペイン語 105 校、独語 105 校、その他 58 校となっておりま
す。平成 18 年の大学入試センター受験者数では、中国語 397 人、韓国語 189
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人、仏語 141 人、独語 106 人となって多様化が漸増しております。また、各国
語の検定試験受験者数から見ても、英語以外の外国語に対する需要度は減少し
てはいません。正式の教育機関における英語第一主義も、個人レベルに於いて
は確実に多様化が進んでいるのであります。
このことは大変重要なポイントで、個人の多様化は社会的な多極化を生み出
し、それが社会的基準にも影響を与え、多様な価値観を是認する生き方を徐々
に基準化する方向に進められ、共生の論理の受容と多様な外国語能力育成の促
進にも繋がるのであります。
もう一つ、グローバル化との関連で多様な外国語能力需要問題を政策的に準
備する必要性について述べておきたいと思います。それは日本の経済活動と大
きく関係しています。いまや経済は世界の市場と連動しておりますので、何語
が労働言語として必要かは、正に変動相場制なのであります。そして、国力が
落ちれば落ちるほど日本人の多種な外国語能力の必要度は高められるのであり
ます。まさに、国力と国民の外国語能力とは反比例するのであります。
（3） 移民政策と言語問題
私共日本言語政策学会では、自民及び民主両党の国会議員の有志と外国人政
策、移民政策について論議してきました。皆様ご存知のように日本の人口はい
まや年々減少するため、外国人の労働力に頼らなければならなくなり始めてお
ります。
一人の外国人が日本に来れば、その人の民族・言語・宗教を背負って来る事
になります。多様化が促進されるのであります。また、移民と受け入れ社会の
双方向的な適応プロセスを重視する「社会統合」政策を進める必要性も高まり
ます。その政策推進には「共生の論理」が根底になければ機能しないのであり
ます。そして、その中で外国語としての日本語、国語としての日本語、移民の
母語問題、日本人を中心とした外国語教育問題等の位置付けの明確化から、複
言語主義・複文化主義を取り上げざるを得ない糸口が見出されるのであります。
（4） アジアに於ける言語的共生の可能性
戦後 70 有余年たっても、1963 年に結ばれた仏独友好協力条約のような歴史
認識の共有は、日本とアジアとの関係に於いてはいまだ明確には成されており
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ません。そのような中で、言語環境や政治・経済・歴史・文化の多様性のカベ
を超えて、どのような展望が持てるかを最後に述べておきたいと思います。
東アジア地域の日本や韓国、中国、台湾では英語は外国語ですが、東南アジ
ア、南アジア地域では英語は第 2 言語や公用語となっている地域が多数を占め
ております。
従って、アジアに於ける複言語主義・複文化主義は東アジア、南アジア、東
南アジア全体で、まず基本政策は、アセアンの共通語としての英語から考えて、
各自の母語＋英語で考え、それに個人に必要な仕事の言葉、生活の言葉等で取
り掛かるのが妥当かと考えます。しかしながらこの場合注意しなければならな
いことは、植民地支配の歴史と言語支配との関係を清算しておかなければなり
ません。東アジアや東南アジアに於ける日本の植民地政策、東南アジア等にお
ける英語国の植民地支配の歴史は、アジアにおける複言語主義・複文化主義を
容易には近づけさせない要因ではないか思います。
シンガポールの人々の英語力はすばらしいものがありますが、その英語教育
の根底に在る理念は、Non culture based English Instruction でありました。
希望を失ってはなりませんが、歴史をしっかりと背負いながらも建設的な未来
への展望を築く歩みを、今後も一層加速化させる必要がありましょう。
第4章

国際化の進展とその課題

（1） 不易と流行
明治期の「富国強兵」を目指した政策から出発した制度や行事設定であった
ことを念頭に入れた場合、戦後の「平和憲法」のもとに出発した日本の教育は、
国益を守るとともに、近年の急速な社会的変動による、女性の社会的進出をサ
ポートする学校行事設定や、子育て、育児を負う女性教員の勤務システムの柔
軟化等、文科省だけではなく厚労省との共同作業による「流行」の策定等も教
育改革の一環として検討すべき課題ではないでしょうか。
（2） 外国語教育制度上の諸課題
まず第 1 に小学校への英語教育導入課題として挙げられるものに、「国際化の
更なる進展や、社会環境の多様化による教育環境の急変が挙げられます。
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日本の海外への経済進出によって、欧米系の国々での生活経験を持った日本
人の帰国子女が増える一方、アジア系を中心とした日本への外国人子女の急増、
そして 0 歳児から保育される保育園児の急増、一方カタカナ日本語の氾濫、
AI に象徴される科学技術の急進による非人間化現象の急増等、子どもを取り
巻く生活環境は急変しております。
このことは、学習履歴の多様化が生まれ、教育制度の枠組みの検証を必要とし
ます。
第 2 に中等教育における外国語教育では、近年のアジア諸国の急激な経済発
展を考慮に入れる時、多様な外国語教育の導入の早急な制度化が必要でありま
しょう。制度化が遅れれば、国際社会において多くの友人、隣人を持てない孤
独な旅人となってしまうのではないでしょうか。
第 3 に高等教育における一番大きな課題は、入り口を厳しくする入試改革の
ように思われていますが、出口が緩やかなため、学生は入学後には大学を「学
園」ではなく「楽園」（ガクエン）ではなく（ラクエン）化します。
アジア諸国の大学のように出口を厳しくする制度改革をしなければ、日本の
大学への留学生は、日本の経済の劣化とともにいずれ急減することになるでし
ょう。
最後に次の言葉をもって私の講演を終わりたいと思います。
Education
learned.

is what is left over after you have forgotten everything you
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４月２０日（土）第１８２回月例研究会報告（第２部：授業実践発表）
テーマ： 「理系のための異文化間コミュニケーション」
講

師：片山七三雄

国際教育研究所理事

東京理科大学教授
高校時代は理数科に進んだ発表者は，自らの経験に基づく「異文化」との
ふれあいの中で，理系的な観点から理系学生にとっての異文化間コミュニケー
ションについて考えさせる授業を実践している。今回の実践発表では，授業で
行っている内容をそのまま短縮・縮小する形で参加者の先生方に体験していた
だいた。発表に先立ち，以下のように、大切な大前提を述べた。
１．
理系と文系を「明確に」分けること自体に基本的には問題があると考え
る。明確に分ければ分けるほど，理系教科と文系教科が分化してしまい，ひ
いては，理系人間と文系人間が分かれてしまう。教育現場で考えれば，何故
理系が英語を苦手とするのか，何故文系が理数系教科を苦手とするのかが理
解できないまま教えられている状態があるのではなかろうか。もし両者の境
界線を緩やかにできれば，例えば理系の英語教師が出てくるし，理系の国語
教師や社会科教師も出てくるであろうし，さらに，文系の数学教師，理科教
師が出てくることにつながる。そうなれば，理系・文系双方の特質に基づき，
理系にやさしい（学びやすい）英語・国語・社会科教育が考えられるだろう
し，文系にやさしい（学びやすい）理数科教育が考えられるだろう。その結
果，理系と文系の壁はさらに低くなると考えられる。
発表内容は以下のようになる。なおこれらは，発表者が理系出身であることに
より理系の特質にある程度なじんでいることから生じる見解であり，これ自体
を文系向きの，そしてさらには全人に向けた異文化との接し方として一般化す
ることは当然ながら可能である．しかしながら，発表者が担当している学生が
理系学生であることから，その一般化を行わず，むしろ理系にカスタマイズし
た形で行っていることをご理解いただきたい。
２．
英語（など欧米の言語）で考えて作られたものである西洋科学（理数科
目）は，本質的に日本人にとって「異文化」である。だから日本人が理系科
目を学ぶということは，異文化を学ぶという側面も持っている。
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3. 理系学生は，既に理系科目である数学・理科という（欧米人が発
展させたという意味で）異文化・異世界に向き合ってある程度対応ができて
いると考えられる。さらに，理系の学生は、学問をする上で，モデル（理想
形・標準形）を考えるという思考方法にも慣れている。
4. 日本人が日本人として日本文化の中で，日本語で物事を考えることで日本人
のオリジナリティ（個性）を最大限発揮できる。ただし，このオリジナリテ
ィを世界に「分かるように伝える」ことが大切で，これを行わないと，ガラ
パゴス現象が起こるだけである。この方法を考える際にも，異文化間コミュ
ニケーションの方法論を学ぶことに意味がある。
5. 個性や創造力を育むには，異文化と接することが最も重要である。ただしそ
の際に，異文化と接触した際に覚える「違和感」を「優越感」や「劣等感」
に結びつけずに，それぞれの文化オリジナリティとして平等に取り扱うこと
が大切である。
６．異文化と正しく接する方法を身に着けて，
（理系教科，英語を含めて）異文
化と接することで，「オリジナリティ（＝個性）」を発見し，これを各人の
「学問の発見」につなげることが可能である。

５月２５日（土）第１８３回月例研究会報告（第１部：講演）
テーマ：「段階別の分類をふまえた音読の種類・目的・使用法
―個人から協同学習に向けた音読指導の影響―
講 師：小原弥生
国際教育研究所理事
神田外語大学英米学科非常勤講師
はじめに
本講演はまず、音読の定義と必要性について述べた。その後、現状を伝えて英語科の
指導要領などから音読が欠落している事実に言及し、より一般教養の面からも音読が必
12

要だということを訴えた。その際には参加していただいた方々にも多くの種類の音読を
体験していただいた。その後、実際に音読を取りいれた実践授業について言及し、その
効果や影響について論じた。
１． キーワード
段階別音読の種類・目的・使用法

個人音読・ペア音読

授業実践

2． 立脚点
音読指導は EFL における学習者には欠かせない指導の一つである(國弘 1999,2004,
森住 2000, 2003, 鈴木・門田 2012 他）
３．先行研究
音読(Oral reading) は言語教育，特に，外国語教育における最も基本的な活動である。
ウェストは『困難な状況のもとにおける英語の教え方』において「学校の英語教育は英
語の基礎を教えるところであるが，そのような基礎は Oral reading をきちんと指導す
ることによって得られる」(ウェスト 1968:142)と述べている。
「三読主義」(音読，意読，
そして最後に音声を伴った意読)を唱えて，「読み」を段階別に分けている(ウェスト
1968:145)。
ベネッセ(2015)の調査では、中学校 98.1%，高校で 94.7%が音読活動を行っていると
あるがどのような音読か示されていない。音読を単に声を出して文章を読むこととして
捕らえており、どの目的でどの音読が使用されているのかが明確に示されていない。
文科省の現行中学校学習指導要領（2010)では、
「書かれた内容を考えながら黙読した
り，その内容が表現されるように音読すること」とあり，音読の目的は「その内容が表
現されるように」というだけの説明で，その種類や使用法の説明もないし，段階別にも
分けていない。2021 年施行される新学習指導要領(文科省 2017 )には、音読という文言
さえ見当たらない。音読には目的や段階により，多くの種類があることが看過されてい
る。音読の議論をする場合も，多くの種類の音読を総称して「音読」と一言で片づけて
いるきらいがある。そこで本講演では音読の種類・目的・方法について言及する。
また、音読の影響に関する先行研究では多くの効果が認められている。音読指導やそ
の効果については、様々な研究がある。宮迫 （2002）音読の熟達度と英文の内容把握
力には相関関係がある。鈴木（1998）リスニングや読解速度でも上回ったという実証
結果を報告した。Miyasako（2006）は、高校生を対象に音読練習を行ったグループの
読解力が伸び、特に下位の生徒の成績が大きく伸びたという報告をした。
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４.

音読の種類・目的・使用法

①初級の音読
文字から音への変換を主に目的とした基礎としての音読である。
音韻符号化(門田・野呂 2001:84 他)と呼ばれる文字と音声を一致させるための音読、個々
の発音や最低限の英語らしいイントネーションを身につける段階である。
初級の音読はウェスト(1968:145)のいう素読である。一斉(全体)で読むことから、少人
数のグループで、最後に個人が独力で読めるようになる。
必須は 1)「聴いてまね読み」(全体）2)「一語読み」(小学校高学年）(中学 1,2 年)

3)

「ぶんぶん読み」(個人）である。
②中級の音読
基礎的言語能力を脳の中に作り出し(土屋 2004)，英語の回路を頭の中に作り上げ，動
作記憶とする(國弘・千田 2004:23)音読である。この段階においては多量のインプット
である。音に変換することを高速化する音読と理解のための音読で、音読から理解へ向
かう段階である。音読の高速化は音声情報処理が自動化(門田・野呂 2001:80)され，理
解の補助となる。従って，音読の高速化は読解の速さにもかかわってくる。前半の速度
をあげる音読は，全体の音調や口や舌を滑らかにすることが目的である。理解を伴った
音読に到達するための，初級より進んだ音読である。中級の音読の「正確さ」
「流暢さ」
は音読の要である。
1)「制限時間読み」，2)「正確読み」，3)｢句読み｣である。
③上級の音読
英語の音調を習得し，文法知識を伴った理解力を付け，暗唱の前段階まで続く高度な
読み方である。最終的に文，文章における作者の意図を理解し，自分の感情やとらえ方
を入れた読みを発表する朗読に到達する音読、意味を理解し，音声を伴った表現のため
の音読である。ウェスト(1968:145-146)における三読主義の最後の段階である。
必須は１)「同時読み」2)「影読み」3)「やまびこ読み」4)「顔上げ読み」である。
以上を踏まえて、学習指導要領には，最低限，各段階の必須の合計 10 種類の音読の
目的や使用法を入れてくれることを望みたい。また，現場においては，その他の音読も
含めて，テキストや題材，時間などによって個々の指導者が学習者に合わせて授業毎に
選択するのがよいだろう。
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５．大学での実践(小原 2016)
①目的
(1)英語の苦手な学生が、個人音読とペアワークおよびペア音読をして、成績にどんな
影響が出たかを検討する。
（2）上記の学生に、ペアワークやペア音読の感想を聞き、その結果からそれぞれの活
動における音読の影響を考察する。
②

参加者と期間
対象学生：埼玉県内の大学 1、2 年生であり、英語を専門としていない学生。
参加人数；4 クラス（2 年生 2 クラス＋1 年生 2 クラス）、男女比は 28 対 24 計
52 名英語のレベル：日本英語検定協会の英検 3 級過去問題集（旺文社 2015）（以
下英検 3 級）の筆記と聴解テスト 65 点満点中平均点は 31 点。標準偏差は 11.6 で
ある。

期間：2015 年 4 月から 2015 年 7 月
③

使用音読

a. 個人音読
１. Listen and Repeat（2 回）
（Native speaker によるモデルリーディングを繰り返す方法か、日本人指導者の後
を繰り返す方法）
2. Overlapping(重ね読み 2 回）
3. Shadowing(1 回）
（できなければテキストを見ても良い。）
4. Buzz Reading（時間指定 or 回数指定）
5. Read aloud correctly（2 回指定）
6. Fast Reading （2 回）
b. ペア音読
1. Partner’s Reading Check (両方が終わるまで）
2. Echo Reading（両方が終わるまで）
3. Pair Shadowing(両方が終わるまで）
4. Role Play Reading（時間で切る）(Read and Look Up で)
5. Recitation Practice (暗唱練習 5 分）(plus one dialog<齋藤 2003>）⇒Original
sentences)
6. Presentation ペア発表
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④

実践の結果

a.

英語成績の変化考察
研究対象となる学生全体としてみると、平均点において、有意差が見られた。13 項

目の中で，9 項目で中以上の効果量があった。有意差、効果量とも大きかったのは、聴
解テストの会話応答文選択と二次試験の会話文で自分のしたいことを答える問題であ
った。何度もペア音読を行っているうちに音韻表象の形成が比較的簡単にできるように
なった。次に、文の統語構造を処理したりすることができるようになり、記憶や内在化
につながった（鈴木・門田 2012）。したがって自然に会話の流れがわかってきたのでは
ないかと考える。
b.

アンケート結果
Listen and Repeat は，どの学力の生徒も一生懸命取り組んだり，役に立ったと答え

た学生が多かった。Overlapping は、取り組みはどの学生も一生懸命だったが役に立
つと答えたものが少ない。Buzz Reading は，どの学生も一生懸命取り組んだしかも，
上位の学生が特に一生懸命取り組んでいる。Reading Preciselly はほぼ同率であるが，
特に下位の学生についてみるとかなり役立っているようである。
この実践の結果、大学生にとって、有意意な音読は、以下のものである。
Listen and Repeat(個人）Overlapping (個人）、Shadowing(個人）、Buzz Reading (個
人）、Precise Reading (個人）、Read and Look-up(個人

&

Pair）Role Play Reading

（Pair)
おわりに
・音読はただ、声に出して文を読むだけでなく、さまざまなバリエーションがあるので、
それを目的や段階に合わせて行うのが良いだろう。
・中学校の英語科指導要領から音読という文言が消えたが、復活する必要がある。
・音読は小中高大学の外国語としての英語学習者にとって必須である。
・初級、中級、上級の音読があくまでも小学校、中学校、高校、大学の教育の段階では
なく、大学でも初級の音読を使う場合もあるし、初等教育機関でも上級の音読を使う場
合もある。
謝辞
この度はこのような機会を与えていただき、ありがとうございました。また、ご参加
者の皆様、様々な音読体験へのご参加・ご協力をありがとうございました。少しでも皆
様の実践の助けになれば幸いです。
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５月２５日（土）第１８３回月例研究会報告（第２部：提言）
テーマ：新学習指導要領が目指す英語教育－主体的、対話的で、
深い学びが出来る事を目指した英語の授業改善法－

講

師：西垣知佳子（千葉大学教授）

１. 新学習指導要領における授業改善
グローバル化・情報化の進展，人工知能の発達等，社会の変化が激しい今日，
将来を予測することが困難な時代となっています。子どもたちには，平和で幸
福な人生を創り出せるような資質・能力を身に付けることが求められています。
そうした中，新学習指導要領では，「各教科等の目標」が「育成を目指す資質・
能力の三つの柱」に整理されて示され，その資質・能力を育成するにあたり必
要となるのが、「主体的・対話的で深い学び」を目指した授業改善です。
小学校では，中学校，高校に先駆け，新学習指導要領が 2020 年度より全面実
施されます。そのためいち早く「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた
授業改善への取り組みが行われています。その中で注目されているもののひと
つに Small Talk があります。 Small Talk とは，
「あるテーマのもと，指導者の
まとまった話を聞いたり，ペアで自分の考えや気持ちを伝え合ったりする」活
動です（『小学校外国語活動・外国語研修ガイドブック』 p.130，文部科学省，
2017，以下ガイドブック）。Small Talk には先生と児童，児童と児童の間で行
うものがありますが，本講演では，6 年生が行う児童と児童の間の Small Talk
をご紹介しました。
ガイドブックによると，Small Talk は既習事項を繰り返し使用する機会を保
障し，その定着を図るために行われるもので，相手を替えて 1～2 分程度の対話
を 2 回程度行う対話的な言語活動です（p.84）。例えば，食べ物の英語の定着を
図る場合，席替えの後などに，
「隣の席のお友だちのことをもっとよく知るため
に，好きな食べ物を質問したり，答えたりしてみよう」という設定で行います。
その際，指導者はパターンの定着を図って，事前に質問する時に使う英文や食
べ物の単語を確認したり，指定したりはしません。それらを考えるのは児童だ
19

からです。児童が自分の考えや気持ちを持つことを大切にして，まずは児童に
言わせる機会を与えて，主体的に考えさせます。
児童は “What food do you like?”，”Do you like pizza?”，“I like chocolate.
How about you?” 等，自分の手持ちの英語を駆使してやりとりします。また，
相手の答えを聞いて “Really?”, “Me too.”, “Oh, I don’t like pizza.” 等と，
同じように手持ちの英語で応答します。こうしたペア活動では，ある児童が言
葉につまると，その児童のペアが「オニギリはライスボールだよ」等と，助け
合う姿が見られます。Small Talk の後には，そのまとめとして集団指導を行い
ますが，そこでは指導者から児童に「言いたかったのに，言えなかったことは
ある？」と投げかけ，児童の疑問を拾います。例えば「スパイシーなものは嫌
い，と言いたかったけど「嫌い」が言えなかった」と言う児童がいれば，
「そん
な時はどんなふうに言ったらいいだろうね」とクラス全体に投げかけ，考えさ
せます。すると「[嫌い]ということは［好きじゃない］と言うことだから，“I don’t
like…” を使えばいいよ」というアイディアが出てきます。
以上のように，
「伝えたいことファースト」が小学校英語の特徴です。どのよ
うな内容を，どのような英語を使って表現するかを考えさせ，選択させること
で，深い学びへとつなげます。こうした Small Talk の活動が小学校から中学・
高校へと広がりつつあります。
２．主体的・対話的で深い学びを引き出すＤＤＬ
講演者は，深い学びを促す英語指導の方法として Johns（1991）が提唱する
DDL に注目しています。DDL はコーパス言語学の手法を言語学習に応用するも
ので，専用のソフトに検索語を入力してコーパスを検索すると，検索語を文の
中心に置く形で検索結果が現れます。図 1 は a lot of を検索語として英字新聞コ
ーパスを検索し，その右側に来る語を abc 順にソートした結果の一部です。a lot
of の右側の名詞を見ることで，garbage, homework, money, noise は不可算名詞で
あることがわかります。このように DDL は，コーパスを教材として観察・分析
し，学習者自身が文法規則や語法を発見して学ぶ手法です。

図1

コーパスを検索した結果の画面例
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DDL は本来，図 1 のような authentic な英語を集めたコーパスを教材にして学
習するものです。そのため，検索結果の英文が難しく，上級者向けとされてい
ます。講演者は，DDL をコミュニケーション活動と組み合わせて，小・中・高
校の英語授業で取り入れています。
具体的には，指導者が学習上必要であり，学習者のレベルに合った英文を選
択して，紙に印刷して配布するペーパー版 DDL を実施しています。例えば，中
学３年生の現在分詞の形容詞用法の学習では，図 2 のような英文を紙に印刷し
て配布します。英文の隣りに日本語訳を載せる点も特徴です。
図 2 の英文リストを見た生徒からは，
「修飾する語と修飾される語はくっつい
ている」
「修飾されているものは名詞」
「日本語は必ず前から後ろを修飾する」
「ing
が大きなかたまりに入っているとき、日本語と語順が逆になる」
「man の前に the
や that がくっついている」「the man と Mr. Kanda があったら、はっきりしてい
ない方を修飾する」等の発見があります。中には参考書にも載っていないよう
な発見も見られます。

1

The

man

drawing a picture is Mr. Iwai.

絵を描いている男の人は岩井先生です。

2

That crying

man

is my uncle.

あの泣いている男の人は私の叔父です。

3

Mr. Kanda is the

man

playing the guitar in class.

神田先生は授業でギターを弾いている男の人です。

4

The

man

standing there is my father.

あちらに立っている男の人は私の父です。

5

I don’t know the

man

using the computer.

私は図書館でコンピューターを使っている男の人を知りません。

図 2 中学校の実践で使われるペーパー版ＤＤＬの例

上記のような学習を経験していくと，児童には文法規則発見の力が育ちます。
また自ら探求しながら学ぶので，学習内容が記憶に残ります。DDL と教師主導
の文法指導を比較した結果，指導 1 週間後では両群で同等の効果があったもの
の，指導 4 週間後では教師主導の指導群では得点が下がり，DDL による指導群
では得点の下降は見られませんでした。また DDL による指導群では，9 週間後
でも得点は下がりませんでした。
しかしながら DDL 実践には，教材作成と指導に時間がかかるという短所もあ
ります。こうした問題を解決するために DDL 支援ツールを開発しました。まず，
中学・高校より早く学習指導要領が全面実施される小学生用ツールを開発し，
ウエブ上で第 1 次公開しました。
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小学生用ツールでは，英文法の用語を使えないことに配慮して，
「英語を使
って言えるようになること」を示した CAN-DO リストから学習内容を選択でき
るようにしました。
さらに，「わたし」「あなた」「わたしたち」等の中から主語の人称と単数・
複数を選び，次に，
「～します。」
「～しません。」
「～しますか？」の中から英文
の種類を選び，また検索したい語（例 have, like, play 等）を選ぶと，図 3 のよう
な検索結果の画面が出ます。
検索語の右側、あるいは左側で英文をソートでき，英文の音声も確認でき
ます。URL は，https://www.ddl-study.org/ です。秋にバージョンアップして第 2
次公開をする予定です。さらに中・高用の DDL サイトも現在作成中です。

図 3 小学生用ＤＤＬサイトの画面例

Johns, T. (1991). Should you be persuaded: Two examples of data-driven learning. In
T. Johns & P. King (Eds.), Classroom Concordancing. English Language Research
Journal, 4, 1-16.
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２０１９年度国際教育研究所第１回理事会報告
日

時：２０１９年４月２０日（土曜日）１１：００～１２：００

場

所：公益財団法人

日本英語検定協会

B館

大会議室 A

出席者 ：江口邦彦、小原弥生、田中慎也、田中ケアリー、山岸信義、山本
新治、山本恭子、山野有紀
欠席者

：白石よしえ、片山七三雄、瀬上和典、中西千春、平見勇雄
冨岡 卓、山崎 勝、毛利千里

司

会：山岸信義

書

記：小原弥生

A． 報告事項
【１】国際教育研究所２０１８年度修正会計決算報告
３月 31 日の会計年度終了前の１月 9 日に総会があった関係で、2018 年度修
正会計決算報告が毛利事務局長からなされ、承認された。
国際教育研究所２０１８年度（平成３０年度）会計決算報告
201８/04/01~201８/12/31
収入の部
前年度繰越金

３６４，８２６円（‘１８年度会費２名分を含む）

２０１９年度会費

５，０００円（＠５，０００円×１/36 名）

２０１８年度会費

９０，０００円（＠５，０００円×18/3６名）

２０１７年度会費

３０，０００円（＠５，０００円×６名）

２０１６年度会費

５，０００円（＠５，０００円×１名）

２０１５年度会費

５，０００円

月例会参加費（１７６回～１８１回）

４９，０００円

利息

３円

賛助団体年度会費

１３７，１６０円

計

６８５，９８９円
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(＠５，０００円×１名)

支出の部
郵送料

６，０６８円（１０，０００円）

事務費（コピー代等）

１７，１５０円（３０，０００円）

月例会講師謝礼

４０，０００円 (３０，０００円)

会場使用料（含振り込み料金）

１４４，１８０円（１３７,１６０円）

合紀要２４号印刷、製本代

2１,７０８円（６０，０００円）

ＨＰ管理費、立ち上げ謝礼（含振り込み料金）

３０，４３２円予備費８０，０００円より支出

共催セミナー補填分

３１，７１０円下記＊印参照・予備費より支出

計

２９１，２４８円

２０１８年１２月３１日現在

次年度繰越金

３９４，７４１円
内訳

＊共催セミナー収支報告

（ ）内は予算額

みずほ銀行

３９４，２９１円、現金４５０円

○収入

参加費

18,000 円

○支出

講師、パネリスト謝礼

35,000 円

弁当、お茶代

12,220 円

資料コピー代

2,490 円

○差引
以上の通り報告いたします。

△31,710 円
２０１９年１月９日

監査の結果相違ないと認めます。

会計

毛利千里

監査代行・所長

山岸信義

２．国際教育研究所２０１９年度修正予算案
毛利事務局長から、2019 年度修正予算案の報告があり、承認
された。
国際教育研究所２０１９（平成３１）年度予算案
１．前年度繰越金

２０１９/0１/09

３９４，７４１円

＊２０１９年度会費納入済みの新入会員１名分５，０００円を含む

２．収入の部

会員総数３６名＋３名（名誉所長１名・顧問２名）、賛助団体１

２０１９年度会費（＠５，０００円×３５名）

１７５，０００円

２０１８年度会費（未納１６名）

８０，０００円

２０１７年度会費（未納３名）

１５，０００円
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２０１６年度会費（未納１名）

５，０００円

月例会参加費

５０，０００円

＊賛助団体年会費

１３７，１６０円（前年度実績）
小計
合計（１＋２）

４６２，１６０円
８５６，９０１円

３．支出の部｛（ ）内は前年度実績｝
郵送費(６，０６８円)

１０、０００円

事務費（１７，１５０円）

２０、０００円

月例会講師謝礼(３０，０００円)

４０，０００円

紀要２５、２６号製本・印刷代（２１，７０８円）

６０，０００円（２号分）

英検会議室使用料（１４４，１８０円）

１５０，０００円

ＨＰ管理費

１５，０００円

予備費(８０，０００円)

６０，０００円
計

４．次年度繰越金（１＋２－３）

３５５、０００円
５０１，９０１円

上記の通りご提案いたします。
２０１９年１月９日

会計

毛利千里

○２０１９年度新入会員

田中慎也、山本新治

○２０１８年度退会会員

＊斎藤守央、＊海江田淳、＊三沢渉、堀川真佐、

赤塚裕哉、小田めぐみ、斎藤祐紀恵、若林陽子、永山智高

【２】昨年に引き続いて、２０１９年度も、国際教育研究所主催の「英語発音講座」を
理事の田中ケアリー先生ご担当で、月例研究会の前の時間帯で開始することに
なった。田中ケアリー先生から、昨年度の発音講座の実施報告と今年度の実施
予定についての説明がなされた。
【３】昨年度まで理事をされていた、鈴木政浩先生、笹島 茂先生、橘 広司
先生、若林陽子先生から、一身上のご都合で、当学会からの退会の届け出があ
った。
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【４】２０１９年度の国際教育研究所の理事は、総会決議とその後の幹部会（理
事長・副所長・事務局長）での調整を経て、次の１５名に決まった。
江口邦彦、小原弥生、片山七三雄、白石よしえ、瀬上和典、田
中慎也、田中ケアリー、冨岡 卓、平見勇雄、山岸信義、山崎勝、
山本新治、山本恭子、山野有紀、中西千春
【５】2019 年１月９日の総会では、勝又美智雄副所長が次期所長に選出された
が、その後、勝又先生は、他の大きな組織での学会会長との兼任との難
しさ等もあり、一身上のご都合で, ３月 15 日に退会された。その後、そ
の対応について、幹部会で協議した結果、所長不在の場合は、副所長が
所長を代行するとの規約に基づいて、お二人の副所長で所長代行者を決
めて頂いた。その結果、片山七三雄東京理科大学教授に所長代行をお願
いすることになった。
B.議案
【１】２０１９年度の月例研究会の確認と当研究所の運営方針検討の件
① ２０１９年度の月例研究会の年間テーマが「グローバル化に向けた英語授
業改善の多様な試み」となっているが、この統一テーマに基づいた月例研
究会や共催セミナーをどのように運営し、多くの参加者を増やしていくかに
ついて、議案として検討する。
② 今年度は、１１月２４日（日）に、日本 CLIL 教育学会との共催セミナーが総
会で承認され、テーマが「CLIL(内容言語統合型学習)の考え方を取り入れ
た英語授業改善」と決まっている。プログラムとしては、講演、CLIL 型英語
授業実践の発表（小・中・高・大）、シンポジウムが予定されている。講演者
は日本 CLIL 教育学会からの推薦を受けて、国際教育研究所の理事で、宇
都宮大学教授の山野有紀先生に決定している。当研究所と日本 CLIL 教育
学会との窓口は、山崎 勝理事が担当者となっている。共催セミナーの企
画・運営の課題について、今後の懸案事項として検討する。
【２】上記の議案を検討するにあたり、考えるヒントとして、山岸理事長から、当研究
所が目指している事と今後の目指すべき方向性について、次のような発言が
あった。

26

（１） 当研究所で目指してきたことに加え、今後さらに力を注いでいく内容を
確認し、月例研究会の出席者をどのようにして増やしていくかについて
意見を集約し、今後のさらなる発展につなげていきたい。
（２） 当研究所で、創立以来目指してきていること
① 国際的日本人養成の為の言語・文化教育の向上を目指し、研究・研
修及びその推進活動を行う事を目的としている。
② 英語教育を通してのグローバル人材育成を視野に入れ、幅広い観
点から、我が国の教育現場で当面する問題解決に向けた課題に取
り組んでいく事を目指している。
③ 教師でありながら同時にグローバルな視野を持つ研究者を目指す
ための研究機関となることを目ざしている。
【３】昨年度に引き続いて、今年度も午後２時～５時までの３時間を半分に
分けて、前半を第１部として講演にあて、後半を第２部として授業実践 発表
を予定している。このような方針に、改善の余地があれば、検討していく。
【４】当研究所の月例会の持ち方として、講演会や授業実践発表の他に、
来年度以降に、座談会・シンポジウム・ワークショップ・教育現場からの
報告・著名な先生への講師依頼、討論に重点を置いた時間配分などを
考えていく必要性等について、会員の意見を集約して、検討を進めて行きた
いと思っている。
【５】月例研究会の課題として、月例研究会の会場準備等を含めた、月例会担当
者をどのように決めるか。また、月例会の PR の強化をどのように進めて行く
かについても、今後の課題として検討をしていきたい。
【６】 来年度以降の共催セミナーでの他学会の選定、当研究所で目指すべき方
向性に基づいた企画立案の件も、今後の検討課題として行きたい。
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【上記の山岸理事長からの発言を受けて、参加者の理事から次のような内容の
趣旨の発言があった】
（１）会員間の情報交換を活発にし、学会内部での活動の円滑化を図っていく。
（２）会員同志の交流が促進されれば、学会への参加度も増すのではないか。
（３）新しい学習指導要領の内容に沿った発表を、月例会に盛り込むようにす
る。
（４）高校の現場では、大学入試からみで、外部検定試験の取り扱いについて
は、暗中模索の状態である。このような現実的な課題について、当研究所
の会員間での情報交換を密にして、意見交換や情報交換を活発化してい
ければ、学会での存在価値 が、さらに高まるのではないか。
（５）この学会には、小・中・高・大の様々な幅広い英語教育関係者がおり、
それぞれの立場で関心の度合いが違う現象がみられる。しかし、今年度の
月例会での年間テーマは「グローバル化に向けた英語授業改善の多様な
試み」となっているので、月例会などでは、それぞれの立場で、議論を活発
化できるのではないか？
（６）教育現場で目指すべき「グローバル人材育成」とは具体的にどのような
ことをイメージすれば良いのであろうか？学習者に対して、グローバル
な視点で考えさせることは大切であるが、小中高大では、どのようにグ
ローバル人材を育てたら良いのであろうか？どの様な視点で育てれば、
世界市民的な意識が育てられるのであろうか？月例会では、教育現場
で役立つ内容に焦点を絞ることが大切ではないか。
（７）東京都教育委員会と株式会社 TOKYO GLOBAL GATEWAY が提供する
東京英語村には、昨年は中高生が５万人を超え、今年は１０万人以上
が予想されている。今後、小学生や大学生の参加も増えて来るとの予
測がある。このような最新情報も踏まえて、国際教育研究所の活動を幅
広い観点からとらえ、多数の参加者の増強を図っていきたいものであ
る。
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（８）国際教育研究所の活動の幅を広げる為にも、現場での英語教育の充実
を目指しつつ世界市民的な意識を育て、幅広い観点から、英語教育推
進に貢献できる学会へと発展させていきたいものである。
＜理事会での合意事項＞
（１）国際教育研究所の新規約に基づいた、今後の運営体制の確立と協力体制強
化の件で、山岸理事長から今後の検討課題の発言があった。今後も、総会で
決議された当研究所の新規約に基づいて、運営をしていく事になった。
（２）１年後の２０２０年１０月に、国際教育研究所は、創立３０周年を迎える、その時
の記念行事に向けた準備体制について、どのように考え、どのように準備を進め
て行ったら良いか。「創立３０周年記念行事検討委員会」を発足させた方が良い
かどうかも含めて、今後の課題として検討していくことになった。

（３）２０１９年度の英語発音講座開催に向けてのサポート体制の件
「英語発音講座」は、国際教育研究所主催となっているので、サポート体制を
強化して、会場設営や受付などの支援強化を検討していくことになった。
（４）昨年は「英語発音講座」の案内を、「英語教育」や「えいごネット」等での情報で、
参加された英語教員を初め、その他にも、東京オリンピックでの英語通訳者
の人達も含めて、２０名を超える多数の参加者があった。今後も、参加者が更
に増える事も予想される。当研究所でのサポート体制を強化していくことにな
った。
（５）２０２０年度の紀要第２６号発行に向けての課題と具体的取り組みについて
紀要の査読編集委員長が交代となり、片山七三雄東京理科大教授から当会
員の林 正人立命館大学教授に決まった。
（６）紀要査読委員会では、次の３項目を今後の課題として、励んでいくことになっ
た。
① 査読要領や査読評価の具体的内容を検討する。

29

② 紀要第２６号の執筆者として、月例研究会の講演者や授業実践発
表者に
研究論文や授業実践の原稿をお願いする。
③ 紀要第２５号の編集と発行では、PDF 版や紙媒体の発行関連で、
冊子のページ数が抜けていたり等のいくつかの不備があったので、
今後はそのような落度が無いように、失敗経験を活かし、関係者
が一体となって、紀要第２６号のさらなる充実を目指していく。
【その他】
(ア)

次回の理事会は、６月２２日（土）、9 月 28 日（土）の
11:00～12:00 を予定している。

(イ)
必要に応じて、理事専用のメーリングリストで、メール
での会議も検討していくことになった。
編集後記
７月も中旬に入ります。今年、四国は記録的な梅雨入りの遅さで異常気
象の一端が伺えます。
巻頭の白石よしえ先生のお話で、教育とは個性を育むこと、とおっしゃ
っておられますが、まさにその通りだと思います。ラテン語で教育をエデュ
カーレと言い、教育のもともとの意味は個人の長所を引き出すという意味だ
と聞いたことがあります。
教育のあり方も変わって来るという話を聞きました。これからは全体の
授業をやったあと、個別に学生達を一人一人見て行くという授業形態になる
だろうと。それはまさに個性を尊重し育んで行く方法ではないかと思います。
前半の活動では５月、６月に出席しましたが懇親会でいろいろと会員の
方々とお話できたのがとても有意義でした。
また夏休み明けの月例報告会でみなさまとお会いできますこと楽しみに
しております。
（文責：平見勇雄）
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