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高校英語教科書における「反戦教材」
－新教科書「英語コミュニケーションⅠ」を中心に－
藤吉 大介（東京実業高等学校）

Abstract: As written in the Article 1 of the Fundamental Law of Education, education
must be provided with the aim of fully developing the individual character, as we endeavor
to cultivate a people that is sound in mind and body and imbued with the qualities that are
necessary in the people who make up a peaceful and democratic nation and society.
English education also has taken on part of the responsibility for this aim. In English
education, human education can be done through the subject matters of textbooks.
Textbooks have various materials about language, intercultural understanding,
environmental issues, poems, literature, science, peace, and so on. Through these subject
matters, students learn to think by themselves. The subject matters about anti-war are one
of them. War impairs the dignity of human beings. Therefore, we have to raise students’
awareness of anti-war. However, only few textbooks have materials about peace and even
fewer textbooks have anti-war materials. This paper tries to analyze and consider the
subject of anti-war materials of ‘English Communication Ⅰ’ in authorized textbooks by
MEXT, which began use in 2022, and concludes that each of the ‘English Communication
Ⅰ’ textbooks should have at least one subject matter about anti-war materials, which would
increase the educational impact of anti-war on the students.
キーワード：高校英語教科書，題材，平和・反戦教材，学習指導要領，英語コミ
ュニケーションⅠ

1 はじめに
本稿では，2022 年度より施行の高等学校学習指導要領に基づいて作成された検定教
科書「英語コミュニケーションⅠ（以下，英コⅠ）」の「反戦教材」を分析し，考察する。
反戦教材とは，題材として戦争を扱い，生徒に「戦争のない平和な社会」を希求する心
を育てることを目標とした教材である。一般的に，そのような題材を「平和教材」と呼
ぶが，本稿では，特に戦争そのものについて気づきや思考を与える題材に焦点を当て，
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その必要性を述べる。その題材を，
「平和教材と区別するために，反戦教材と呼ぶ」
（藤
吉，2004 他）こととする。
教科書の題材は，森住 (2020) が「ことばの教育」，「異文化理解教育」，「人間教育」
の 3 種類に分け，人間教育に関わる題材には，
「人権，人種･民族差別に関係するもの」
，
「公害，環境など社会性に関係するもの」
，
「文学，心理，情緒に関係するもの」などの
5 つに分類している。平和教材や反戦教材は，大きくこの「人間教育」に関わる題材で
ある。戦争は人間の尊厳を奪う行為であり，人間教育と対極に位置するものだからだ。
「反人間教育」と言っても過言ではない。異文化理解を大前提とする英語教育であるか
らこそ，反戦教材という題材による人間教育が可能であり，必要なのである。
2022 年度から施行される学習指導要領では，特に「話す・書く」などの言語活動がこ
れまで適切に行われていないことなどの課題を踏まえ，英コⅠは，
「聞くこと」，
「読むこ
と」，
「話すこと［やりとり］
」
，
「話すこと［発表］
」，
「書くこと」の「五つの領域の総合
的な指導を行う科目」
（文部科学省，2019）として設定された必履修科目 1 である。英語
教育ではことばを主に扱い，ことばはコミュニケーションの手段であるから，そのため
の「技術･技能教育」は大切であることは言うまでもない。しかし，教育基本法第 1 条
にあるように，教育の目的は「人格の完成」を目指し「平和で民主的な国家及び社会の
形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民」の育成を行うことである。学
校教育におけることばの教育は，技術･技能教育と同時に，
「人間教育」の側面も忘れて
はならない。その際に重要なのが教科書本文の内容，つまり題材である。何を「聞き」，
「読み」，
「話し」
，
「書く」のかということだ。中村･峯村 (2004) は，題材について「言
語について考える題材を中心に，日常生活や社会生活，異文化の問題や人間一般の問題，
国際的な課題としての平和や人権の問題，地球環境や南北問題，国際理解や国際交流な
ど（中略）子どもの思考力を伸ばし思想形成に寄与するものでなければならない」と述
べている。題材を通して，生徒は「ことばそのもの」以外の事柄について多くのことに
気づき，学ぶのである。筆者は，高校英語検定教科書の反戦教材について，2003 年以降
分析と考察をしてきた。本稿は，その継続版である。新教科書である英コⅠの本課及び
Reading の全題材から，平和教材を抽出・分析し，反戦教材としての質と量を考察する。

2 反戦教材の定義および平和教材の抽出
2.1 平和教材と反戦教材の違い
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平和教材が指すものは幅広い。英語教育の大きな柱の一つが異文化理解教育であるか
ら，全ての題材が「平和教育」につながっているという論もある。正慶 (1990) は，
「平
和教育とは戦争の残虐さを知り憎むだけではなく，その原因を科学的に理解し，優しく
思いやりのある生徒を育てることだ」と述べている。戦争とは直接的に関係のない題材
も，広義では平和教材なのである。一方，反戦教材とは，直接的に戦争に関わる内容を
扱う。過去に起こった戦争に関して，その悲劇や残虐的な行為から，平和を望む態度を
育てるための教材である。ヴァイツゼッカーの「過去に目を閉ざす者は結局のところ現
在にも盲目となります。非人間的な行為を心に刻もうとしない者はまたそうした危険に
陥りやすいのです」（永井，2009）ということばのとおり，生徒は戦争のもつ残虐さや
非人間的な行為を知る必要がある。そのために，戦争が引き起こした悲劇や残虐さに触
れ，反戦について学ぶ機会がなければならない。そこで，狭義の「平和教材」が必要と
なる。それが「反戦教材」である。

2.2 反戦教材の定義
題材の中には，World War Ⅱ などのキーワードがあっても，明らかに反戦・平和がテ
ーマではないものもある。そこで本稿では，「戦争の記載」，「なぜ戦争はいけないか」，
「戦争の過ちを踏まえ，今後の世界の平和に向けて必要なものは何か」という 3 点全て
に言及しているものを反戦教材とする。
まず，「戦争の記載」である。その題材が反戦についてであると生徒が気づくために
は，war という語が本文にあったほうがよい。また，その war という語の一般的な定
義，つまり国家間の闘争であるという記述や，戦争はいけないという趣旨の記載がある
かどうかも「戦争の記載」に含まれる。次に，「なぜ戦争がいけないか」である。戦争
による命や身体の危険に関する内容や，戦時下で苦しい環境や苦しみを強いられたとい
うことの記述，また，戦争が人を残虐にするということなども「なぜ戦争がいけないか」
として挙げることができる。そして，過去の悲惨さだけを強調するのではなく，今後の
平和を希求する心を育てるために，「戦争の過ちを踏まえ，今後の世界の平和に向けて
必要なものは何か」が言及されているか，である。
また，反戦教材で注意すべきことはその真実性である。教科書は，国の検定を通過し
て発行されるものであり，一面的な見解や生徒に誤解を生む恐れのある表現･内容を記
載することはできない。「教科書に書いてあることはすべて真実である」と，生徒が誤
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解してしまう可能性があるためである。1988 年に，その課の内容に問題があるとして
自民党の国家基本問題同志会などから批判がでて，最終的にその課の内容を差し替えた
ことがあった（中村･峯村，2004）
。FIRST ENGLISH SERIES Ⅱの第 13 課‘WAR’（以下，
‘WAR’）である。その本文には，
「日本人が一番残酷である」という記述 2 や，日本兵が
赤ん坊を放り投げて銃剣で突き刺して殺すくだり 3 など，強い「衝撃」を持った文がい
くつかある。しかし，本文全体の趣旨は，特定の国民の残虐性を述べているのではなく，
戦争そのものがもたらす悪について 4 である。一方でベトちゃん，ドクちゃんなどの戦
争の被害者についても言及されており，‘WAR’は，生徒に戦争に対する新たな気づきを
与え，思考を広げていくことのできる題材と言える。
もし，‘WAR’からいくつかの衝撃を持った文を削除もしくは衝撃の弱い「おとなしい」
内容となっていたら，「戦争は良くない」というステレオタイプの概念が背後にあるだ
けの内容となってしまう。それでは，生徒に新たな気づきや思考をもたらすことは少な
いであろう。特に，気づきと思考を与えるという意味において，教材にはある程度の衝
撃を持った内容が求められるのである。Tomlinson (1998) は“Materials should achieve
impact.”と述べており，その impact を教材が得るための一つとして“appealing content”を
挙げている。この impact が，本稿で分析の視点とする「強度」である。強度は言い換え
れば生徒に反戦の知識を与えるための「適切な刺激」である。‘WAR’ が差し替えを求め
られたことは，この教材の強度が「残虐行為の記述」と解釈され，「高校生の情操面か
ら好ましくない」とされたからである。しかし，現実社会では残虐な事件や映像に触れ
ることがないとは言えない。むしろ，残虐性は激しくなりつつある印象さえある。残虐
的に記述すべきだというつもりはないが，政治的な力が介入しない形で，反戦について
強度を持った教材というのはやはり必要である。

2.3 調査対象と抽出基準
英コⅠ全教科書 24 点中の本課及び Reading の 266 種類の題材を対象とし，反戦教材の
定義の 3 点のうちいずれかを満たし，反戦について気づきと思考を与えるものを抽出し
た。明らかに反戦や平和に関する題材ではないものは，内容から判断し，対象外とした。
1 課の中で 1 セクションでも戦争を取り上げていれば対象とした。抽出した題材を「平
和教材」とし，次節に示す 4 つの視点で分析と考察を行っていく。
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2.4 分析の視点
分析の視点は，以下の 4 点である。
「原爆」，
「地雷」，戦争の被害を軽減した「勇
① テーマ：各課が扱うテーマで分類した。
気ある行為」，「戦争のない世界を希求」，過去の辛い戦争体験を振り返る「苦しみの追
体験」，「その他」である。
② 難易のレベル：英コⅠの本課及び Reading の総語数が 6000 語以上を上級，3000 語未
満を初級とし，それ以外を中級とした。その結果，上級が 9 種類，中級が 11 種類，初
級が 4 種類となった。2013 年の学習指導要領で作られたコミュニケーション英語Ⅰ（以
下，コ英Ⅰ）の調査（藤吉，2013 他）においては，8000 語以上を上級，3000 語以下を初
級とし，それ以外を中級とし，上級が 9 種類，中級が 11 種類，初級が 6 種類となった。
今回の改訂で，本課と Reading 以外の 4 技能 5 領域に関する活動が増えたため，教科書
全体の総語数に減少が見られた。そのため，上級の総語数を 2000 語減らして判断した。
③ 取り上げられている対象：題材の内容が当てている焦点で分類した。アンネ・フラ
ンクやナチスに迫害されたユダヤ人の子供救出作戦に関わったニコラス・ウィントンな
どの「個人もしくは数名の経験，活動･行動，悲劇」，地雷で負傷した象などの「動物」
，
過去に平和教材として掲載があった「国･国連」そして「その他」である。
④ 強度：強度は，読み手によっていくらか差が出るものではあるが，反戦教材の定義
に照らし，9 つの項目を設定し，当てはまる数が 1～3 のものを「弱」，4～6 を「中」
，7
～9 を「強」とした。ただし，同じ項目が複数箇所当てはまっていても，それは 1 つと
数えた。以下に強度の基準を示す。反戦教材の定義に照らし，各定義についてそれぞれ
3 つの項目を設定した（藤吉，2004 他）
。

【反戦教材の強度の基準】
(1) 戦争について
a. 定義：戦争の一般的な定義（国家間の闘争であることなど）の記述
b. 事例：World War Ⅱ などの名称か war や military，landmine，nuclear
weapon などの戦争を想起させる記述
c. 判断：戦争は良くないという記述
(2) 戦争はなぜいけないか（上記「c.判断」の根拠，つまり具体的な記述）
d. 直接的な被害：戦争による環境破壊や人の負傷もしくは死の記述
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e. 間接的な被害：精神的な苦しみも含め，戦時の環境の記述
f. 加害の原因やその内容：人の残虐性や残虐的な行動についての記述
(3) 過去の過ちを踏まえ，今後の世界の平和に向けて必要なもの
g. 過去を知ること：戦争を引き起こした人間の過ちについての記述
h. 平和を希求すること：今後の世界平和を求める記述
i. 平和に必要な姿勢：勇気ある行動などの平和な世界を希求するために
必要な行動の記述

CROWN Ⅰ の Lesson 8 ‘Not So Long Ago’ で，例をいくつか示す。本文中の “The 20th
century was a century of war.” は b.の「戦争の事例の記述」に該当する。”tens of millions
of people lost their lives” の部分は d.の「戦争の直接的な被害についての言及」で， “If
we can learn the lessons from the past, history need not repeat itself.” が i.の「平和に必要な姿
勢の記述」となる。

3 英コⅠにおける反戦教材の調査結果と分析
3.1 調査結果
英コⅠ教科書は 12 の出版社から 24 点出版されている。このうち，平和教材を抽出で
きた教科書数及び題材数は，13 点 (54.2%) 15 種類 (5.6%) であった。次に，視点別の結
果を示す。テーマは，
「戦争のない世界を希求する」内容が最も多く，
「苦しみの追体験」
が続いた。
「勇気ある行為」と「原爆」は扱いが少なかった。
「地雷」に関しては扱いが
なかった。レベルについては，どのレベルにも平和教材は見られた。取り上げられてい
る対象は，
「個人等の活動・悲劇」が圧倒的に多く，動物や国･国連などは少ない。英コ
Ⅰにおいては，
「個人等」がほとんどであった。その他には，コンゴ共和国とコンゴ民主
共和国でファッションを楽しむ集団「サプール」が 2 点に取り上げられている。強度に
ついては，
「弱」が 6 種類，
「中」が 9 種類で，
「強」はなかった。

3.2 分析：コ英Ⅰ平和教材との比較
英コⅠと 2013 年から使用されたコ英Ⅰの平和教材を比較し分析をする。英コⅠの教科書
数は 24 点で題材数は 266 種類，コ英Ⅰの教科書数は 26 点で題材数は 318 種類である。
まず，平和教材の掲載数とその割合である（表 1）
。掲載教科書数及び題材数はともに減
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少していることが分かる。表のカッコ内の%は，それぞれ全教科書に対して平和教材を
有する教科書数の割合と全題材数に対する平和教材の割合を示す。

表 1. 英コⅠとコ英Ⅰの反戦教材数
平和教材のある教科書数

平和教材の題材数

英コⅠ

13 点(54.2％)

15 種類(5.6%)

コ英Ⅰ

16 点(61.5％)

26 種類(8.2%)

題材のテーマにおいては（表 2），戦時下に人命を救うために行動した「勇気ある行
為」や原爆，地雷といった，これまでは「定番」と言える題材が減少した。「戦争のな
い世界を希求」が増えたのは，題材内容として「発信しやすい」からではないかと推察
する。
「悲しみの追体験」では，これも定番と言える「アンネの日記」の他に，
『おさる
のジョージ』の作者が戦火を逃れた足跡と第二次世界大戦時の広島を舞台とした『この
世界の片隅に』という作品を扱っている。コ英Ⅰのその他では ‘We Are the World’ など音
楽を扱ったものもあったが，英コⅠでは前述した「サプール」だけであった。

表 2. テーマ別にみる平和教材の題材数
テーマ

英コⅠ

コ英Ⅰ

勇気ある行為

2

8

戦争のない世界を希求

7

原爆

1

テーマ

英コⅠ

コ英Ⅰ

地雷

0

3

5

悲しみの追体験

3

2

3

その他

2

5

次にレベル別である（表 3）。どのレベルにも平和教材は存在するので，レベルと平和
教材の扱いの有無に関係はないが，今回は初級に多い割合で掲載が見られた。

表 3. レベル別にみる平和教材を掲載している教科書数
英コⅠ

コ英Ⅰ

初級

4 点中 3 点 (75.0％)

6 点中 2 点 (33.3%)

中級

11 点中 5 点 (45.5%)

11 点中 8 点 (72.7%)

7

上級

9 点中 5 点 (55.6%)

9 点中 6 点 (66.7%)

英コⅠの題材内容が当てている対象は，
「個人等」が圧倒的に多く（表 4）
，その他が写
真で 20 世紀は戦争の世紀であることを振り返る題材と『この世界の片隅に』の物語題
材である。物語であるのでその他としたが，内容は「個人等」とも言える。「個人等」
に焦点を当てる傾向にあるのは，「教科書として中立的な立場を取ろうとするため，あ
えて物議を醸しだす政治的見解や意見などを書かない」（藤本，2010）ことが大きく影
響しているのではないかと推察できる。

表 4. 対象別にみる平和教材の題材数
対象

英コⅠ

コ英Ⅰ

対象

英コⅠ

コ英Ⅰ

個人等の活動・悲劇

13

18

国・国連

0

2

動物

0

3

その他

2

3

強度においては，中程度のものが増えた（表 5）
。これは平和・反戦に対するメッセー
ジ性が以前と比較して強まったと考えることができる。強度が「中」にとどまるのは，
反戦教材の強度の基準で「a. 戦争の定義」，「c. 戦争はよくないという記述」，「f. 人の
残虐性などについての記述」
，
「g.
の記述がないからである。ここが増えると強度は増し，メッセージ性も強い題材となる。

表 5. 強度別にみる平和教材の題材数
強度

弱

中

強

英コⅠ

6 (40.0％)

9 (60.0%)

0 (0.0%)

コ英Ⅰ

20 (76.9%)

6 (23.1%)

0 (0.0%)

4 考察：平和教材と反戦教材
平和教材は，英コⅠ の 24 点中 13 点 (54.2％) に掲載されている。逆から見れば，半
数弱（11 点 45.8％）には扱いがないということだ。次に，定義を満たす反戦教材であ
る。英コⅠから抽出した平和教材を表 6 で示すが，その内，網掛けをしたものが本稿の
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反戦教材の定義を満たすものであり，強度の欄のアルファベットは，本稿の「反戦教材
の強度の基準」に該当する項目である。英コⅠで平和教材のうち定義を満たす反戦教材
は 15 種類中 11 種類 (73.2％) であった。繰り返すが，今回の改訂における教科書で扱
われている平和教材においては，反戦に対するメッセージ性が強まっているようである。

表 6. 英コⅠ 平和教材：網掛けが反戦教材
平和教材の
題材名

発行

書名

テーマ

レベル

対象

東書

All Aboard!

A Diary of Hope

追体験

初級

個人

東書

All Aboard!

Pigs from across the Sea

勇気

初級

開隆

Amity

Sapeurs

その他

開隆

APPLAISE

The Symbol of Peace

三省

CROWN

三省

強度
abc

def

ghi

弱

b

e

i

個人

中

b

d, e

i

初級

個人

弱

b

i

その他

中級

個人

弱

b

i

Not So Long Ago

希求

上級

その他 中

b

d, e

g, h, i

VISTA

Kids' Guernica

希求

初級

個人

中

b

d

h, i

大修

Crossroads

At a Station in London

勇気

中級

個人

弱

b

d, e

啓林

ELEMENT

Message for World Peace
Twice Bombed, Twice
Survived

原爆

上級

個人

中

b

d

h, i

啓林

LANDMARK

Dear World: Bana's War

希求

上級

個人

中

b

d, e,

h, i

啓林

LANDMARK
Fit

Dear World: Bana's War

希求

中級

個人

中

b

d, e

h, i

数研

BLUE MARBLE

A Journey to Peace

希求

上級

個人

中

b

d, e, f

i

第一

CREATIVE

The Adventures of Curious
追体験
George’s Creators

中級

個人

弱

b

e

第一

CREATIVE

Stories to Be Passed On

希求

中級

個人

中

b

d, e

g, h, i

第一

Vivid

In this Corner of the World

追体験

中級

その他 弱

b

d

i

A Quality Education for All

希求

上級

d, e

i

いいずな New Rays
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個人

中 b, c

また，1994 年以降の学習指導要領に基づいて作られた英コⅠに相当する科目の平和・
反戦教材の比較も見てみよう（表 7）。カッコ内の%は，それぞれ全教科書に対する平和・
反戦教材の掲載がある教科書の割合と平和教材の中で反戦教材が占める割合である。

表 7. 平和教材と反戦教材の割合
教科書

平和教材

反戦教材

2022 年版英コⅠ

24数点

13 点 (54.2%) 15 種類 10 点 (41.7%) 11 種類 (73.2%)

2013 年版コ英Ⅰ

26 点

16 点 (61.5%) 26 種類

7 点 (26.9%) 11 種類 (42.3%)

2003 年版英語Ⅰ

35 点

20 点 (57.1%) 20 種類

9 点 (25.7%)

1998 年版英語Ⅰ 5

46 点

24 点 (52.2%) 26 種類 10 点 (21.7%) 10 種類 (38.5%)

9 種類 (45.0%)

教科書の点数も減っているが，平和・反戦教材を扱う教科書もそれに比例して減って
いる。しかし，平和教材の掲載の割合は半数を超えており，反戦教材の割合も増加して
いる。これは，教科書製作者が平和・反戦教材を「現代に必要な題材」とみなしている
にほかならない。定義を満たさず，強度の少ない題材は，生徒に反戦への思考や気付き
を与えにくいが，反戦・平和に関する題材の掲載自体が無ければ，生徒は反戦・平和に
ついて思考したり，「五つの領域」の活動をしたりすることができない。教員による投
げ込み教材という方法もあるが，年間の指導計画も決まっている中で，他教員との連携
や日常の多忙を考慮に入れると現実的とは言えない。さらに，「
（教科書出版社による）
どこからも文句の出ない，様々な方面への配慮や安全志向によって，戦争･平和に関す
る題材はメッセージ性を欠くものになってしまっている」（藤本，2010）という側面も
ある。それでも，英語教科書の題材には，少なくとも 1 課は反戦･平和に関する題材を
載せ，授業ではその題材を適切に扱い，思考を深める活動をする必要がある。
また，教科書の題材はその教科書の執筆時の社会情勢などにも大きく影響を受ける。
英語教科書は，取り上げる題材の「現代性」も重要視しているからである。これは，同
じ学習指導要領で作成された教科書の改訂版の前と後の比較からわかる。2013 年に作
成されたコ英Ⅰ教科書 26 点のうちの 24 点 6 の題材 291 種類と，2017 年の改訂版同名教
科書の題材 290 種類を比較すると，51.1%の課･Reading が新たな内容になっている。ほ
ぼ半数強の題材変更を行うのは英語教科書だけではないか。教科書は，編集の始まりか
ら実際の発行まで 3 年程度かかり，発行後 4 年以上使用される。それゆえ，この期間
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で，より現代性を持ち生徒に訴える内容のある題材を求めて改訂するのである。この理
由から，過去には多かった「原爆」がテーマの課も減っているし，地雷は，1998 年版の
「英語Ⅰ」においては 26 種類の平和教材の中で扱いは無く，2003 年版の「英語Ⅰ」には
20 種類の平和教材のうち 9 種類が地雷を扱い，2013 年版のコ英Ⅰ･Ⅱ･Ⅲでは 4 種類にな
った。そして，2022 年版では，地雷の課は無くなった。地雷問題は解決したわけではな
い。ただ，題材のテーマとしての現代性が風化したからであろう。また，全ての世界の
問題を網羅することが英語教科書の使命でもない。しかし，本当に反戦教材が必要ない
世界となるまでは，戦争が人類の負の遺産であることを生徒に伝え続ける必要がある。

5 おわりに
本稿では，まず，反戦教材を定義し，その必要性について論じた。次に，英コⅠにおけ
る平和教材を抽出し，その扱われ方について分析と考察を行った。結果として，筆者の
提言する反戦教材の定義を満たすものを掲載している英コⅠ教科書は，24 点中 10 点 11
種類であった。これは英コⅠ教科書の 41.7％に掲載されているということで，言い換え
れば約 6 割の教科書に反戦のメッセージを込めた題材がないということである。当然，
平和教材の掲載はそれよりも多いし，反戦教材の定義を満たさなかったものの中にも，
良い題材は多く存在する。平和や反戦以外の題材でも同様である。環境，文化，言語，
文学など，編著者や出版社の意向によるさまざまなテーマで良質の題材が各教科書を構
成している。だからといって，
「直接的に戦争を取り上げる題材」，つまり反戦教材の必
要性が低くなるわけではない。教科書の題材として，戦争を取り上げることに難しい面
があることは理解できる。しかし，英語教育だからこそできる題材を用いて，人間が過
去に犯してきた過ちや戦争の悲惨さ，残虐さという事実を生徒に伝えなければならない。
そして，反戦に関する知識と理解を深めたうえで，更に平和を希求する心を育てる事が
必要なのである。また，英コⅠは必履修科目である。全ての高校生が使用するのは，いず
れかの英コⅠ教科書だ。よって，ある程度の強度をもった反戦教材を少なくとも 1 課，
できれば英コⅡ・Ⅲよりも英コⅠに掲載することが望ましい。

注
1.

必履修科目とは，学習指導要領において全ての生徒に履修させる科目のことであり，外
国語においては英コⅠのみが必履修科目である。
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2.

‘War’の section 1 は次の文章から始まる。
“Which nation is the most cruel?” “The Germans.” “No. No. The Japanese.”

3.

‘War’の section 2 では，マレーシアの友人から聞いた第二次世界大戦中の出来事として，
次の描写がある。One day he heard a terrible cry outside his house. He ran out. A young mother
was crying bitterly because a Japanese soldier had grabbed her little baby girl from her. What did
the soldier do then? He threw the baby up into the air and ran his sword through it. The baby died
on the spot.

4.

‘War’の section 3 は，War makes people cruel. So we cannot say one nation is more cruel than
another. から始まり，section 4 では毒ガス作戦の結果‘mentally handicapped’になってし
まった「在日ベトナム人少年に関する話を紹介し，最後に These stories are sad, but we
have to face unfortunate things to make our life better. と結んでいる。

5.

1994 年から実施した学習指導要領に準じて作成され，1998 年から使用された改訂版を
調査対象とした。

6.

26 点中 2 点は，改訂版との題材比較の調査対象から外した。1 点は内容も全く新しい
教科書となったため。もう 1 点は改訂の年度に発行を取りやめたためである。
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英語プレゼンテーション授業における
音大生の意識変化
タキソノミー・テーブルと日本語を活用した試み

中西

千春（国立音楽大学 音楽学部）

川井 一枝（宮城大学

基盤教育群）

Abstract: This research is part of a study to improve the use of the Taxonomy Table
presented in “A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s
Taxonomy of Educational Objectives” (Anderson & Krathwohl et al. 2001) for Japanese
teachers in their lesson plans. The present class is designed to improve students’ English
presentation skills. Although the goal of the project was to improve the overall expressive
ability of the students, the development of expressive ability is essential in a music college,
so we aimed to improve the students' overall expressive ability by first giving a presentation
in Japanese. Specifically, a self-evaluation chart was created by excerpting the relevant
sections from the Taxonomy Table, and the students were asked to reflect on their own
performance. In addition, a survey of students' attitudes toward presentations was conducted
in both Japanese and English for verification. As a result, statistical data and class
observations confirmed the significance of incorporating Japanese.

キーワード：認知プロセス・カテゴリー，タキソノミー・テーブル，プレゼンテー
ション，英語，日本語

１ はじめに
音大生は，演奏に対する高い自己表現力が求められ，日々，演奏表現の向上に励んで
いる。しかしながら，彼らの英語に対する学習意欲は低めであり，英語を自分のメイン・
ツールにしようとする者はあまりいない。音楽大学の英語授業を音大生の関心・生活・
習慣に合ったものにカスタマイズすることは，彼らのモチベーションを高め，思考力と

言語力を滋養する可能性があると考える。本授業は英語によるプレゼンテーション力の
向上を目的としているが，最初に日本語のプレゼンテーションを実施することで，思い
の丈を話させ，音大生の表現力全体の向上を目指した。
本研究では，英語プレゼンテーション力育成を目標とした選択必修の「英語」授業に
おいて，音大生の取り組み状況や意識，プレゼンテーション力がどのように変化してい
くかについて調査する。本研究では，ブルームの教育目標の分類体系：認知領域の『改
訂版』
（Anderson & Krathwohl et al., 2001）で提示されたタキソノミー・テーブル（Anderson
& Krathwohl et al., 2001）を参考にして調査を進める。
タキソノミー・テーブルとは，Bloom と師弟関係にあった Anderson 他が，認知面の
教育目標をより具現化し，実際の指導現場においても使い易いように改良し，作成した
表のことである （Anderson & Krathwohl et al., 2001）。縦軸には 4 つの知識タイプ（事
実・概念・手続き・メタ認知）を，横軸には 6 つの認知プロセス・カテゴリー（記憶す
る，理解する，応用する，分析する，評価する，創造する）をおいた（表１）。すなわ
ち，教育目標を縦軸の知識次元と横軸の認知プロセス次元で表し，知識次元では「何を
学ぶか」を「名詞」で表し，認知プロセス領域では「認知レベル」を「動詞」で表して
いる。教師がタキソノミー・テーブルを使って，目標を分析することにより，学生に何
を学び，何を考えさせたいかを明確にすることができる。

表 1. タキソノミー・テーブル
知識次元：知識タイプ
(The Knowledge
1.記憶する
Dimension)
Remember

認知プロセス次元: 認知プロセス・カテゴリー
(The Cognitive Process Dimension)
2.理解する
3. 応 用 す る 4.分析する
5.評価する
Understand Apply
Analyze
Evaluate

6.創造する
Create

A. 事実的知識
Factual Knowledge
B. 概念的知識
Conceptual Knowledge
C. 手続き的知識
Procedural Knowledge
D. メタ認知的知識

Metacognitive Knowledge

（Anderson & Krathwohl et al., 2001，p.28 より引用改変，和訳は筆者）

6 つの認知プロセス・カテゴリーには, それぞれを構成する 19 の動詞（下位項目）が
あり，具体的にどのような認知を促すのかについて詳細が示されている（表 2）。例え

ば，認知プロセス・カテゴリーの「理解する」には，7 つの認知プロセスの動詞「解釈
する，例示する，分類する，要約する，推測する，比較する，説明する」が含まれてお
り，これらは，基礎教育においては非常に重要な目標となる。初級英語の授業で「英語
を実践的に使う」活動を組み入れ，これらの 7 つの認知プロセスを通すことで，英語の
知識が定着すると考えられる。

表 2.

6 つの認知プロセス・カテゴリーと 19 の認知プロセス

認知プロセス
カテゴリー

創造する
Create
評価する
Evaluate
分析する
Analyze
応用する
Apply
理解する
Understand
記憶する
Remember

19 の認知プロセス（サブカテゴリ－）
仮説を立てる 計画する
Generating
Planning
チェックする
Checking

批判する
Critiquing

区別する
Differentiating

体系化する
Organizing

実践する
Executing

実施する
Implementing

解釈する
Interpreting

例示する
Exemplifying

想起する
Recognizing

再認する
Recalling

創作する
Producing

結び付ける
Attributing

分類する
Classifying

要約する
Summarizing

推測する
Inferring

比較する
Comparing

説明する
Explaining

(Anderson & Krathwohl et al., 2001，pp.67-68 より引用改変，和訳は筆者)

２ 調査
2.1 調査対象の授業
本調査は音楽大学の音楽学部の選択必修の「外国語コミュニケーション（英語）
」I の
半期の授業を通して行った。詳細は以下の通りである。
実施時期：2021 年 4 月～7 月
参加者：音楽大学

音楽学部 1 年生 90 名，分析対象者 78 名

授業方法：対面とオンラインを併用
テキスト：This is my presentation（Honna 他） 桐原書店
プレゼンテーション課題：
授業では音大生の生活や嗜好に合わせて音楽に関連したトピックを 4 つに厳選しプ
レゼンテーションを日本語と英語で行った。調査対象としたプレゼンテーションは 4 月
と 7 月に以下の同じトピックで行った。
①日本語プレゼンテーション「私の好きな音楽」
（60-90 秒程度）

②英語プレゼンテーション：My Favorite Music（6 文程度）
課題提出の方法：2021 年度はコロナの感染拡大予防のため，対面とストリーミングを
併用していた。課題は，一部は教室とストリーミングで発表したが，主に Google
Classroom を通して自撮りビデオを提出した。

2.2 調査の手順
【4 月】 第 1 週：①オリエンテーションを行い，日本語と英語のプレゼンテーション
に対する意識調査を実施した。②ワークシートを配布して，日本語プレゼンテーション
のキーポイントを説明した。③学生は日本語プレゼンテーション（1 回目）とその自己
評価を行った。
第 2 週：①ワークシートを配布して，英語プレゼンテーションのキーポイントを説明し
た。②学生は英語プレゼンテーション（1 回目）とその自己評価を行った。
【7 月】第 13 週：①ワークシートを配布し，日本語プレゼンテーションのキーポイン
トを説明した。②学生は日本語プレゼンテーション（2 回目）とその自己評価を行った。
第 14 週：①ワークシートを配布し，英語プレゼンテーションのキーポイントを説明し
た。②学生は英語プレゼンテーション（2 回目）とその自己評価を行った。③第 1 週で
行った日本語と英語のプレゼンテーションに対する意識調査の第 2 回目を実施した。

2.3 プレゼンテーションに関する質問紙
プレゼンテーションに関する質問紙は 6 項目・4 件法で，項目は以下の通りである。
①日本語でプレゼンテーションを上手くやる自信がある。
②日本語でプレゼンテーションするのは楽しい。
③日本語プレゼンテーションを上手にできるようになりたい。
④英語でプレゼンテーションを上手くやる自信がある。
⑤英語でプレゼンテーションするのは楽しい。
⑥英語プレゼンテーションを上手にできるようになりたい。

2.4 プレゼンテーションの自己評価
タキソノミー・テーブルの知識と「認知プロセス・カテゴリー」のサブカテゴリ－に
分類されている 19 の動詞を参考にしてルーブリックを作成した。学生が自己評価しや

すいよう 0～3 点の 4 段階とした。評価項目と認知プロセス・カテゴリーならびにサブ
カテゴリ－の対応は表 3 の通りである。また，ルーブリックには自由記述欄も設けた。

表 3. 評価項目と使用目標とされる認知プロセス（サブカテゴリ－）
評価項目

認知プロセス（知識）

①構成は「はじめ・なか・おわり」
応用する（手続き的知識）
で作成できましたか。
②音楽についての客観的情報（作 記憶する（事実的知識）
曲家・作詞家・演奏家・特徴など）
理解する（事実的知識）
を十分に説明できましたか。
③その音楽が好きな理由を十分
に述べることができましたか。

既知の手順でやってみる
記憶から取り出す
要約する・説明する

理解する（概念的知識）

要約する・説明する

分析する（概念的知識）

全体と部分を区別する

④視聴覚情報（現物・イラスト・ 理解する（事実的知識）
写真・スライドなど）を適切に使
応用する（手続き的知識）
えましたか。
⑤声の大きさ・スピード・明瞭性
は適切にできましたか。
⑥表情・視線・姿勢・ジェスチャ
ーなどの工夫ができましたか。
⑦内容を十分に頭に入れて，原稿
を読まずに話すことができまし
たか。

サブカテゴリ－（認知）

例を出す
既知の手順でやってみる

応用する（手続き的知識）

既知の手順でやってみる

応用する（手続き的知識）

既知の手順でやってみる

記憶する（事実的知識）

記憶から取り出す

表 3 の内容①から⑦をタキソノミー・テーブルにあてはめると表 4 のようになる。

表 4．プレゼンテーションの自己評価とタキソノミー・テーブルの活用
認知プロセス次元: 認知プロセス・カテゴリー
知識次元：知識タイプ

A. 事実的知識
B. 概念的知識

1.記憶する

2.理解する

②⑦

②④

3.応用する

③

C. 手続き的知識

4.分析する

5.評価する

6.創造する

③
①④⑤⑥

D. メタ認知的知識

３ 調査結果と分析
3.1 プレゼンテーションに関する意識調査
4 月と 7 月に実施したプレゼンテーションに関する意識調査（自信・楽しさ・意欲の

3 項目）の結果は表 5 と図 1 の通りである。授業対象となる学生 90 名中，アンケート
を含む全ての調査に参加した学生は 78 名であった。4 件法（1：そう思わない，2：あま
りそう思わない，3：まあまあそう思う，4：そう思う）で回答してもらった。

表 5. 4 月と 7 月のプレゼンテーションに関する意識調査（n=78）
自信

項目
時期

楽しさ

意欲

日本語

英語

日本語

英語

日本語

英語

2.0
(.76)
3.1
(.65)

1.5
(.57)
2.6
(.71)

2.3
(.88)
3.1
(.77)

2.1
(.84)
2.8
(.68)

3.5
(.72)
3.7
(.53)

3.5
(.72)
3.7
(.50)

4月
7月
＊( )内は標準偏差

4月

7月

4
3
2
1

日本語

英語
自信

図 1.

日本語

英語
楽しさ

日本語

英語
意欲

4 月と 7 月のプレゼンテーションに関する意識調査（n=78）

まず，アンケート全体の結果を報告する。表 5 と図 1 から，日本語・英語ならびに 3
項目（自信・楽しさ・意欲）とも 4 月より 7 月の平均値が高いことがわかる。「意欲」
に関しては，日本語・英語ともに 4 月と 7 月にそれほど大きな差はなく，学生の意欲は
最初から一貫して高かったことがわかる。一方「自信」と「楽しさ」の項目ではどちら
の平均値も 7 月の方が大きく上昇していた。
次に，Spearman 相関係数による分析結果について報告する。4 月実施の結果からは，
①日本語（自信）vs 日本語（楽しい）
（r=.720 p<.01），②日本語（楽しい）vs 日本語（意
欲）
（r=.224 p<.05）
，③日本語（自信）vs 英語（自信）
（r=.418 p<.01）④日本語（自信）
vs 英語（楽しい）
（r=.461 p<.01）⑤日本語（楽しい）vs 英語（自信）
（r=.409 p<.01）⑥
日本語（楽しい）vs 英語（楽しい）
（r=.617 p<.01）⑦日本語（意欲）vs 英語（意欲）
（r=.835
p<.01）⑧英語（自信）vs 英語（楽しい）
（r=.477 p<.01）の 8 項目間において有意であっ
た。②日本語（楽しい）vs 日本語（意欲）間は弱い相関であったが，その他の項目間で

は中～強程度の相関係数が確認され，特に日本語（意欲）vs 英語（意欲）の間には強い
相関があった。
7 月実施の結果からは，既に 4 月に相関が確認されていた①日本語（自信）vs 日本語
（楽しい）
（r=.589 p<.01）
，②日本語（楽しい）vs 日本語（意欲）
（r=.462 p<.01）③日本
語（自信）vs 英語（自信）
（r=.471 p<.01）④日本語（自信）vs 英語（楽しい）（r=.390
p<.01）⑤日本語（楽しい）vs 英語（自信）
（r=.302 p<.01）⑥日本語（楽しい）vs 英語
（楽しい）
（r=.476 p<.01）⑦日本語（意欲）vs 英語（意欲）
（r=.715 p<.01）⑧英語（自
信）vs 英語（楽しい）
（r=.507 p<.01）の 8 項目に加えて，⑨日本語（自信）vs 日本語
（意欲）
（r=.290 p<.05）
，⑩日本語（自信）vs 英語（意欲）
（r=.292 p<.01）⑪日本語（楽
しい）vs 英語（意欲）
（r=.365 p<.01）⑫日本語（意欲）vs 英語（楽しい）
（r=.295 p<.01）
）
⑬英語（楽しい）vs 英語（意欲）
（r=.373 p<.01）の項目間において有意であった。⑨日
本語（自信）vs 日本語（意欲）間は弱い相関であったが，その他の項目間では，中～強
程度の相関が確認された。日本語と英語間における肯定的な変化は 4 月と比較して，7
月の方がより大きくなったと言える。

3.2 日本語プレゼンテーションに対する学生の自己評価
日本語プレゼンテーションに対する学生の自己評価結果を示す（表 6 と図 2）
。
表 6. 日本語プレゼンテーションの自己評価結果
項目
時期

1 構成

2 説明

3 理由

4 視聴覚

5 声量等

6 表情等

7 暗記

1.9
(.68)
2.3
(.60)

1.9
(.70)
2.3
(.65)

0.6
(.85)
2.2
(.67)

1.7
(.74)
2.0
(.64)

1.3
(.82)
1.8
(.74)

2.1
(.86)
2.0
(.77)

1.9
(.66)
2.2
7月
(.60)
＊( )内は標準偏差
4月

4月

7月

3
2.5
2
1.5
1
0.5
構成

説明

理由

視聴覚 声量等 表情等

暗記

図 2．日本語プレゼンテーションの自己評価

対象者は 3.1 の意識調査と同じく 78 名である。4 件法（0：全く出来なかった，1：出
来なかった，2：出来た，3：とても良く出来た）で回答してもらった。表 6 と図 2 から，
ほとんどの項目で 4 月よりも 7 月の平均値が高くなっていたが，「暗記」では 7 月の方
が若干下がっていたことが確認できる。一方，視聴覚素材の使用においては，4 月から
7 月にかけて大きく平均値が上がっており，指導の効果が伺える。項目別に対応のある
t 検定で分析した結果では，
「暗記」(t(77)= .686 p=.49)を除く 6 項目全て，
「構成」(t(76)=4.018 p<.01 r=.42)，
「説明」(t(77)= -4.115 p<.01 r=.43)，
「理由」(t(77)=-3.287 p<.01 r=.35)，
「視聴覚」t(77)=-13.690 p<.01 r=.84)，
「声量等」(t(77)-3.479 p<.01 r=.37)，
「表情等」(t(77)=4.120 p<.01 r=.43)において，4 月と 7 月の平均値に有意な差を確認した。効果量(r)は「構
成」
「説明」
「理由」
「声量等」
「表情等」が中程度，
「視聴覚」は大であった。以上の結果
から，日本語プレゼンテーションに対する学生の自己評価は 4 月より 7 月において概ね
高まっていたことがわかった。

3.3 英語プレゼンテーションに関する学生の自己評価
英語プレゼンテーションに対する学生の自己評価結果を示す（表 7 と図 3）
。

表 7. 英語プレゼンテーションの自己評価
項目
時期

1 構成

2.1
(.51)
2.3
7月
(.52)
＊( )内は標準偏差
4月

2 説明

3 理由

4 視聴覚

5 声量等

6 表情等

7 暗記

2.1
(.57)
2.2
(.55)

2.1
(.61)
2.2
(.60)

1.3
(.96)
2.2
(.77)

1.8
(.66)
2.1
(.64)

1.5
(.80)
1.8
(.72)

1.7
(.87)
1.8
(.77)

4月

7月

3
2.5
2
1.5
1
0.5
構成

説明

理由

視聴覚 声量等 表情等

図 3. 英語プレゼンテーションの自己評価

暗記

対象者は 3.1，3.2 と同じく 78 名で，日本語プレゼンテーションと同じように 4 件法
（0：全く出来なかった，1：出来なかった，2：出来た，3：とても良く出来た）で回答
してもらった。表 7 と図 3 から，ほとんどの項目で 4 月よりも 7 月の平均値が高くなっ
ていることが確認できるが，日本語プレゼンテーションの結果ほどその変化は大きくな
い。しかし 4 月と 7 月の英語プレゼンテーションに対する学生の自己評価結果（n=78）
を項目ごとに対応のある t 検定で分析した結果，「説明」(t(77)= -.948 p=.346)と「暗記」
(t(77)= -.637 p=.526)を除く 5 項目「構成」(t(77)= -2.014 p<.05 r=.22)，
「理由」(t(77)= -2.021
p<.05 r=.22)，
「視聴覚」(t(77)= -5.875 p<.01 r=.56)，「声量等」(t(77)= -3.807 p<.01 r=.40)，
「表情」(t(77)=等-3.035 p<.01 r=.33)で有意な差を確認した。効果量(r)は「構成」
「理由」
が小，
「声量等」
「表情等」が中程度，
「視聴覚」は大であった。以上の結果から，英語プ
レゼンテーションに対する学生の自己評価は「説明」と「暗記」という言語的要素の部
分では４月と７月に変化がなく，日本語プレゼンテーションと比較すると有意差が確認
された項目の効果量(r)は低めだったことがわかった。

４ 考察
4.1 プレゼンテーションを行うことに対する学生の意識
4.1.1 統計結果から
「自信」や「楽しさ」に関しては，日本語も英語も 4 月は低めの傾向だったが，7 月
にはどちらも大きく向上した。また，どちらの項目も日本語より英語の平均値が低く母
語と比べて外国語である英語プレゼンテーションに対する学生の心理的なハードルは，
予想した通り高いことがわかった。一方，上手になりたいという「意欲」は日本語も英
語も 4 月から一貫して高く，4 月と 7 月の平均値，ならびに言語間による平均値に差は
なかった。しかしこのような高い学習意欲は，大学 1 年生の前期という調査時期の要因
が関連している可能性も否定しきれない。
Spearman 相関係数による分析からは，日本語と英語の関連に着目したい。４月には，
①日本語（自信）vs 英語（自信）
・②日本語（自信）vs 英語（楽しい）
・③日本語（楽
しい）vs 英語（自信）
・④日本語（楽しい）vs 英語（楽しい）
・⑤日本語（意欲）vs 英語
（意欲）の 5 項目間に関連があったが，７月にはそれらに加え，⑥日本語（自信）vs 英
語（意欲）
・⑦日本語（楽しい）vs 英語（意欲）
・⑧日本語（意欲）vs 英語（楽しい）の
8 項目間において関連が確認された。4 月～7 月を通して，日本語プレゼンテーション

と英語プレゼンテーションに対する上達意欲は一貫して高いことに加え，日本語プレゼ
ンテーションに対して上達意識を持つ学生は英語プレゼンテーションに対しても同じ
ように上達したいという意欲を持つ傾向がある点が確認された。
また 7 月の調査では上記に加えて，日本語（自信）vs 英語（楽しい），日本語（自信）
vs 英語（意欲）
，日本語（楽しい）vs 英語（意欲），日本語（意欲）vs 英語（楽しい）の
間に弱～中程度の相関が確認された。軽微な変化ではあるが，それぞれのプレゼンテー
ションを行う際，本授業の取り組みがどちらにも肯定的に作用したと考える。

4.1.2 授業実践者の視点から
英語を専攻とせず，英語は苦手である者が多い音大の授業では，動機付けが最も大事
であると考えた。このため「私の好きな音楽」という音大生がもっとも興味を持つと思
われるトピックを選んだ。よく知らないトピックであれば意欲・楽しさ・自信が半減す
る。学生が課題を提出すると，即日でフィードバックを返し，興味が持続するようにワ
ンポイントアドバイスをした。また，ひとりでプレゼンテーションをするだけでなく，
ペアで対話をしながらプレゼンテーションするなどの仕掛けも取り入れた。まず先に日
本語プレゼンテーションで，内容を考え，構成の型に内容を入れ，話すことに慣れるこ
とで，英語への移行がスムーズにいったのかもしれない。
学生 A は，4 月の意識調査で日本語と英語の自信・楽しい・意欲のすべてに「1」の
数値をつけ，自由記述欄には無記入であった。しかし，7 月には，
「簡単な英語なら楽し
く話せるかもしれない」と記し，英語プレゼンテーションの自信に「2」を記した以外
は，日本語・英語プレゼンテーションのすべての項目に「3」と記した。学生 A には，
プレゼンテーションの動機付けがうまくいき，ポイントが上がったと考えられる。
学生 A は 4 月には準備の段階からやる気が出ない様子であり，原稿を棒読みしてい
たが，7 月には以下のような英語の原稿を書き，ジェスチャーを入れながら気持ちを込
めて話をした。[ My favorite music is the symphony no.5 of the Mahler composition. He
played an active part in Vienna. He used a lot of percussion instruments which was rare
in those days. I like opening trumpet solo. I like dignified sounds of the brass instrument.
You pay attention to the sound of the brass instrument, and please listen to the
symphony no.5 of the Mahler composition. 原文のまま]

4.2 日本語・英語プレゼンテーションに対する学生の自己評価
4.2.1 統計結果から
4 月と 7 月を比較して，日本語プレゼンテーションでは「暗記」を除き，7 月に有意
な向上を確認した。本授業におけるプレゼンテーション指導の効果（構成，身体表現，
視聴覚素材の使用など）は，十分に確認できたのではないかと考える。特に「視聴覚素
材の使用」に関しては，日本語・英語ともに大幅な向上が見られた。英語プレゼンテー
ションにおいても「説明」と「暗記」を除き，同じく 7 月には有意な向上が見られ，一
定の指導効果はあったと考える。しかし，英語プレゼンテーションでは，「説明」の項
目＝英語で説明する（話す）部分の自己評価に，4 月と 7 月に変化はなく，
「英語を上手
く話せた」「英語で思うように説明できた」という学生の意識や達成感に顕著な変化は
確認できなかった。４月時点の数値がそもそも高かった（2.1 点/3.0 満点）という要因も
あるが，英語力を伸ばすという点は次の課題と言える。

4.2.2 授業実践者の視点から
多くの学生はプレゼンテーションの「構成」に自信がない様子が見て取れた。しかし，
授業者が構成は「はじめ（トピックの明示）・なか（現在・過去：自分が今までに知っ
ていたこと・思っていたこと・今の気持ち）・今後（未来：これからどうしたいかとい
うこと）」と繰り返して伝え続けた。ある学生は「構成はそれほどむずかしくない，内
容を構成に合わせてピッタリ選ぶことが難しい」とコメントしており，7 月には学生全
体の構成に対する理解度が高まったようで，自己評価に変化が見られた。
学生 B の英語プレゼンテーションに対する自己評価は，4 月は「1」
「2」が半々であ
ったが，7 月には一つの項目以外はすべて「2」に上昇した。なお，学生 B はすべての
課題に対して一度も遅れることなく提出し，苦手な英語を克服する姿勢をセメスター中，
保ち続けた。学生 C は 4 月の英語プレゼンテーションでは，
「全く覚えられていなかっ
たので原稿がまる読みになったので，今後はしっかり覚えたいです」と述べ，7 月の英
語プレゼンテーションでは，「途中で、自分の覚えていた文を忘れて真っ白になったけ
ど，ちゃんと続けられた。忘れてしまったところがどこだったか，日本語と同時に少し
覚えていたからわかった」と述べ，
「覚える」についての的確な自己評価をした。

５ まとめと今後の課題

本研究の意識調査から 2 つのことが示された。まず，英語プレゼンテーション授業に
日本語を取り入れることにメリットが認められた。音大生は，自己表現に対する意識が
高いが，英語リメディアル教育対象の学生特有の自信の無さや苦手意識がある。このた
め，日本語プレゼンテーションで内容を考え，構成の型を入れて，気持ちを十分に伝え
ることで，満足度が高くなり，次の段階の英語プレゼンテーションへの移行へのハード
ルが下がった。第二に，「英語授業」としては，英語に対するモチベーションを上げ，
英語を好きにさせることが，英語が得意になる道筋と考えるため，英語プレゼンテーシ
ョン授業はある程度の効果があったと考えられる。
本授業では，タキソノミー・テーブルに基づいて目的，実施，評価に至る過程で様々
な認知プロセスを使っていることを改めて認識できた。授業内容やプレゼンテーション
の目標の見直しを考えることは，教員・学生ともに目的意識が明確になった。
Anderson 他は，認知プロセス・カテゴリーの 6 つ動詞には階層構造があり，「暗記す
る」ことがもっとも下位であると指摘している。しかしながら，学生の自己評価におい
ては，4 月も 7 月も「暗記する」の評価が低い。日本語であっても，英語であっても，
正確に暗記をするのがむずかしいというアンケートの回答に驚いた。授業実践者は学生
が事実的知識を「暗記」した上で，
「理解・応用・分析・創作」をするという前提を持っ
ていた。しかし，一部の学生はプレゼンテーションで「暗記する」のではなく，単に原
稿を「読む」という行為をしていたのかもしれない。Anderson 他は「読む」を認知プロ
セス・カテゴリーや認知プロセスの動詞リストに入れていなかったが，彼らはこれを予
見して除外をしていたのかもしれないことに，学生の回答から気が付いた。プレゼンテ
ーション授業での「暗記する」行為について見直す必要がある。
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教科横断と異文化理解
山崎

勝（埼玉県立和光国際高等学校）

Abstract
The purpose of this paper is to discuss cross-curriculum learning and cross-cultural
understanding in CLIL lessons. The paper discusses how these two elements are integrated
in the lesson design and shows several examples of team-taught lessons at a senior high
school in Japan. The paper also discusses how ALTs can be fully utilized as a resource of
cross-cultural understanding in the context of English lessons in Japan. The author deals
with subjects, such as geography, health, biology, and Japanese language (classics) and
discusses how content teachers can be more involved in CLIL lessons.
キーワード：教科横断, 地理, 保健, 生物, 古典

1 はじめに
筆者は 2011 年より CLIL (Content and Language Integrated Learning：内容言語統合型学
習)の実践を高校の「異文化理解」という科目の中で行ってきた。そして最近の関心は、
教材の質をいかに高めるかにある。これには、科目教師（Content teacher）との連携が有
効であることから、教科横断的な授業を試みている。さらに、ティーム・ティーチング
という授業環境において ALT (Assistant Language Teacher)を異文化理解や国際理解のた
めのリソースとして最大限に活用することにより、授業をより authentic なものにする
ことを模索している。本稿では、
「教科横断」と「異文化理解」を統合することにより、
「英語で学ぶ」授業の質を高める試みについて論ずることを目的とする。

2 CLIL の授業設計における「教科横断」・「異文化理解」
はじめに、池田、他（2016）が提案する授業設計図を使用して、Content（教科知識・
汎用知識）と Culture（異文化理解）について筆者の考えを述べる。
表 1．CLIL の授業設計図（池田、他 2016:17 により筆者が作成）
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Content

Communication

Cognition

Culture

教科知識

言語知識

低次思考力

協同学習

Content

Communication

Cognition

Culture

汎用知識

言語技能

高次思考力

異文化理解

CLIL の授業は、筆者の理解では、表の左上の Content（教科知識）を出発点としてス
タートし、そのゴールは、表の左下の Content（汎用知識）とする。Content についての
宣言的知識（declarative knowledge）を出発点として、その手続的知識（procedural
knowledge）をゴールとする。
つまり、出発点もゴールも Content（内容）であることから、CLIL の授業の質を決め
るのは Content であると言える。ヨーロッパの CLIL は科目教師が目標言語で科目内容
を教えるのが一般的であるのに対して、日本の CLIL においては、言語教師が言語の授
業として実践しているのが普通である。言語の授業の教材内容は様々な教科科目に関係
するが、言語教師はこれらの教科科目が専門ではないため、Content に関しては弱いと
言わざるを得ない。この弱点を補うために、科目教師と協力して教材を作成することに
より、教材の Content の質を向上させることができる。
そして、質の高い Content を日本語ではなく英語で学習する意義は、日本語話者だけ
でなく、英語話者とも意見交換をすることにある。これが、表の右下の Culture（異文化
理解）に繋がっていく。この Culture（異文化理解）の部分について、ALT などのネイテ
ィブスピーカーは、日本人とは異なる文化的背景を持っているので、異文化から見た
authentic な視点を提供してくれるリソースとして力を発揮してもらうことができる。
以上のように、科目教師は科目の専門性という点で、ネイティブスピーカーは教材内
容の authenticity という点で、それぞれ、教材の質の向上のための優れたリソースとな
る。

3 「教科横断」の実践例
次に、実際にこれまで授業で扱った実践例について述べる。授業環境は、外国語科２
年生の「異文化理解」という科目で、国際問題や社会問題を題材とするテキストを使っ
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ているが、テキストの題材に関連して自作の教材も使用している。ALT とのティーム・
ティーチングの授業で ALT の出身国はシンガポールである。
3.1 から 3.4 は、修学旅行の事前学習として実施したもので、3.1 から 3.3 が「地理」
「保健」
「生物」の学習で、3.4 がこれらの 3 科目を統合した教科横断的なタスクである。
3.5 は、
「国語」との教科横断で「古典」を扱った例である。それぞれの実践例における
Content（教科知識・汎用知識）と Culture（異文化理解）について以下に述べる。
3.1 「地理」×「英語」×「シンガポール」
本校の 2 年生の修学旅行先がシンガポールであることから、事前学習として「地理」
の学習をした。以下の教材を書き下ろし、内容について ALT に校閲してもらった。地
理の学習としては、地図上でシンガポールの位置と赤道との位置関係を確認し、さらに
地理の授業で既習の雨温図を使ってシンガポールと日本の年間の平均気温と降水量を
比較し、異なる気候帯に属することを学習した。生徒はこの学習後にシンガポールを訪
れ、日本との気候の違いを体感することになる。
Climate of Singapore
Singapore is situated near the equator and has a tropical climate, with abundant rainfall,
high temperatures, and high humidity all year round. Many of its climate variables, such as
temperature and humidity, do not show large month-to-month variation. However, many
variables exhibit prominent daily variations from hour to hour, indicating the strong influence
that solar heating has on the local climate.
Singapore’s climate is characterized by two monsoon seasons. The Northeast Monsoon
occurs from December to early March, and the Southwest Monsoon from June to September.
The strong wind brings about heavy rainfall.
Rainfall is plentiful and much of the rain is accompanied by thunder. While there is no
distinct wet or dry season, monthly variations in rainfall exist. Higher rainfall occurs from
November to January during the wet phase of Northeast Monsoon season, when the major
tropical rain-belt is positioned near the country. The driest month is February, which is during
the dry phase of the Northeast Monsoon when the rain-belt has moved south. Rainfall occurs
more frequently during the daytime, particularly in the afternoon when solar heating is
strongest.
Task（白地図と雨温図をワークシートに載せる）
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1. Draw the equator and show the location of Singapore on the map.
2. Which climate group does Singapore belong to?
3. Explain the characteristics of Singapore’s climate.
3.2 「保健」×「英語」×「シンガポール」
「保健」の内容としてシンガポールで注意を要する感染症である「デング熱」につい
て学習した。ALT は自分が住んでいる地域の感染症の流行の状況や政府が提供する感
染のクラスターについての情報について地図を示しながら話してくれた。
この cluster と
いう語は、この学習をした当時は生徒にはなじみのない語であったが、新型コロナの蔓
延により、今では日本でもすっかり聞きなれた語になってしまった。
Disease in Singapore
Over 8,630 cases of dengue fever have been reported in Singapore since the beginning of
2019, and the incidence of this disease is expected to rise higher. It is a flu-like illness that is
transmitted by the bite of a mosquito. The person infected with the virus experiences a sudden
fever accompanied by headaches, muscle and joint pain, and loss of appetite. Severe infections
can result in death, but statistics show it is less than one percent of the 21,000 reported cases
in Singapore between 2000 and 2004.
Climate change has affected the growth and spread of dengue. Warmer temperatures result
in a higher transmission of dengue due to the accelerated development of the mosquito and
shorter incubation period of the dengue virus.
The most effective way to control the mosquito population is to prevent breeding.
Mosquitoes breed in stagnant water, so remove water from flowerpots and vases and empty
anything that stores or collects water outside. You should try to stay away from areas where
there are mosquitoes to avoid being bitten and thus spreading the virus to other people. When
you enter areas where there are mosquitoes, you should apply insect repellent.
Task
1. In Singapore, what disease should we be careful of?
2. How can we prevent the spread of the disease?
3. How can we avoid being infected with the disease?
3.3 「生物」×「英語」×「シンガポール」
「生物」の内容としてシンガポール滞在中に注意しなければならない、蚊の生態につ
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いて学習した。旅行会社からの注意事項として、虫よけ対策についての話があったが、
「生物」という科目の観点から、蚊が変温動物であること、高温多湿な気候を好み、感
染症の媒介となることなどを学習した。
Mosquitoes
Weather is a major motivator for mosquitoes’ activity. Mosquitos are cold-blooded insects.
This means that their body temperature is more or less the same as their environment, since
they don’t have the ability to regulate their internal temperatures.
Rainfall creates ideal breeding conditions for mosquitoes because they lay eggs in standing
water. More rain means more potential for mosquito breeding.
Mosquitoes love warm climates. They are active once temperatures are consistently above
10 degrees, but activity tends to jump when it is 26 degrees and above. Warm weather also
means a greater chance of infection. The warmer it gets, the more efficiently the mosquitoes
transmit the virus. That is because warmer air incubates viruses faster in mosquitoes, which
gives them more time to spread them. Also, warmer temperatures make mosquitoes hungrier
for blood meals. In winter, mosquitoes disappear. Since they are cold-blooded, they hibernate
when temperatures are less than 10 degrees.
Task（蚊が卵から成虫になるまでの過程を描いた図をワークシートに載せる）
1. How does rainfall affect mosquitoes’ activity?
2. How do warm climates affect mosquitoes’ activity?
3.4 「地理・保健・生物」×「英語」×「シンガポール」
ここまでの学習を踏まえて、「地理」「保健」「生物」の 3 科目を統合した以下の課題
を提示した。シンガポールには様々な罰金があることも生徒は事前学習で学んでおり、
ALT もどんな罰金があり、シンガポール滞在中はどんな注意が必要かを話してくれた。
チューインガムを持ち込んではいけないことなどは、旅行会社からも注意されている。
授業設計図の Content と Culture の部分を併せて参照されたい。
表 2．CLIL の授業設計図（池田、他 2016:17 により筆者が作成）
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Singapore is known for its low crime rate and cleanliness. It is also sometimes called the
fine city, which has a double meaning. This refers to the fine state that Singapore is in, but it
also refers to the many fines that the country hands out.
「シンガポールでは、水たまりを放置すると罰金が科せられる」というルールがある。
この理由を既習の「地理」
「保健」
「生物」の知識をもとに考えるというのがタスクであ
る。
Task（放置された水たまりの写真をワークシートに載せる）
・Why are households fined at least S$200 if they carelessly fail to clean up stagnant water and
unintentionally leave water containers uncovered?
生徒は 3 科目の既習の知識を統合し、以下のような正解を導いた。
「シンガポールの気
候帯は蚊の活動に適しており、デング熱は蚊を媒介として感染する。そのため、蚊が繁
殖する場所となる水たまりを除去することが感染を防ぐために重要である。」さらに、
発展的な課題として、2014 年 8 月に、日本の代々木公園でも約 70 年ぶりに「デング熱」
の感染が確認されたニュース記事を読み、生徒は、地球温暖化による気候変動が日本に
おける感染症の発生に今後どのように影響するかについて考えた。シンガポールと日本
の雨温図を比較し、日本がシンガポール並みに暑くなったときに、どのようなことが起
こりうるか、またそれにどう対処したらよいかについて作文した。
・How can we prevent the spread of the disease in Japan?
（生徒の解答例）
We should take measures to protect us from mosquitoes. For example, we should wear
clothes with long sleeves, or use insect repellent when we go to forests or parks. Also, at the
airport, tourists from abroad should be checked carefully so that they will not bring foreign
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insects into Japan. I think these measures are effective, but we cannot solve all the problems
by doing these things.
We need to think about how climate change can affect the spread of the tropical disease
in Japan. In summer, it is getting warmer and warmer because of global warming. Mosquitoes
are happy with that climate and they can live more easily and live longer. They will have more
chances of breeding. Climate change is caused by human activities, so we should think about
how our daily activities are related to this problem and what we can do in our daily lives not
to change the environment.
3.5 「古典」×「英語」×「シンガポール」
以下に別の実践例として、国語教師との連携で「古典」の教材を「英語」で扱った実
践について述べる。「国語」と「英語」の連携では、翻訳が取り上げられることが多い
が、筆者は、2 つの科目の接点として「物語」に着目した。あらゆる生き物の中で人間
のみが、「ことば」を使って他者と「物語」を共有できる。そしてこの共有は時空を越
えることができる。それが「文学」というジャンルの特徴であると考えた。「国語」の
教師の提案により、題材は、日本三大随筆である「枕草子」
「方丈記」
「徒然草」とした。
時空を縦方向に眺めると、「現代日本人」と「平安・鎌倉時代」の日本人を対比するこ
とができ、時空を横方向眺めると「現代日本人」と「外国人」の対比が可能となる。
そこで、
「人間のものの考え方は、時代や国によって異なるのだろうか」という以下
の問いを設定した。授業設計図の Content と Culture の部分を併せて参照されたい。
表 3．CLIL の授業設計図（池田、他 2016:17 により筆者が作成）
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Essays in Classical Literature
The Pillow Book (枕草子), Hojoki (方丈記), and Essays in Idleness (徒然草) are called
the three representative works of essays in Japanese classical literature (日本三大随筆). They
were written in the Heian and the Kamakura Periods and people’s life in those days is described
in the essays. From the essays, we can also learn about people’s way of thinking and what they
thought of life.
Task:
・Do you think people’s way of thinking is different if they live in different times of history or
different countries? And why (not)?
The Pillow Book (枕草子)
There are things that I think are awkward and embarrassing. Here are three examples.
First, you confidently go to greet a visitor, thinking that you are wanted, when the visitor
has in fact called to see a different person. This is even more awkward if the visitor has brought
a gift.
Second, you happen to say something rude about someone, and a child who overhears it
repeats your words in front of that person.
Third, someone tells you a moving story, tears streaming as she speaks—but though you
can well understand how moving it is as you listen, not a tear comes out from your eyes. This
is terribly awkward. You make a tearful face and do your best to look sad and moved, but quite
without success. On the other hand, if you see or hear something happy, you can easily find
tears streaming out from your eyes.
（清少納言『枕草子』「はしたなきもの」一二三段）
Hojoki (方丈記)
The flowing river never stops and the water never stays the same. Bubbles float on the
surface of pools, bursting, re-forming, never staying long. They are like the people and their
houses here in this world. In our beautiful capital city, people build fine houses and the roof
tops of the houses, even though they are in line, they are of different heights. You might think
they are eternal, but if you ask around, you will find those with a long history are rare indeed.
One year, a house burns down and the next year, it is built again. A big house fades away, to be
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replaced by a smaller one. The same goes for people who live in those houses. The city and its
people seem eternal. Even so, of the twenty or thirty people I knew long ago, only one or two
still remain. They are like the bubbles on the water, emerging at dusk and bursting before dawn.
People die as others are born. I do not know where they come from and where they go. Nor do
I understand the temporary houses they build. For whom do they worry? What can be so
pleasing to the eye? A house and its master are like the dew that gathers on the morning glory.
Which will be the first to fade? Sometimes the dew falls away while the flowers stay. But they
will surely start to die in the morning sun. Sometimes the flower starts to die while the dew
remains. But it will not live until the next day. It will surely vanish by evening.
（鴨長明『方丈記』「ゆく河の流れ」より）
Essays in Idleness (徒然草)
Are we to look at cherry blossoms only in full bloom, the moon only when it is cloudless?
To long for the moon while looking at the rain, to lower the blinds and be unaware of the
passing of the spring—these even more deeply move people’s heart. Branches that are about to
bloom or gardens with faded flowers are much more admired by people. Are poems written on
such themes as “Going to view the cherry blossoms only to find they had fallen” or “Being
prevented from visiting the blossoms” inferior to poems on “Seeing the blossoms”? People
commonly regret that the cherry blossoms fall or that the moon sinks in the sky, and this is
natural; but only an exceptionally insensitive man would say, “This branch and that branch
have lost their blossoms. There is nothing worth seeing now.”
In all things, it is the beginning and the ending that are interesting. Does the love between
men and women refer only to the moments when they are in each other’s arms? The woman
who grieves over a love affair broken off before it was fulfilled, who feels sad about a broken
engagement, who spends long autumn nights alone, who lets her thoughts wander to distant
skies, who thinks about the past in her old broken house—such a woman truly knows what love
means.
（兼好法師『徒然草』「花は盛りに」より）
Task
1. Summarize the essay.
2. Do you think modern Japanese people have the same idea or a different idea? And why?
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3. Do you think people’s way of thinking is different if they live in different times of history or
different countries? And why (not)?
（生徒の作文例）
（生徒 1）No, I don’t. I had a similar awkward experience. I saw my friend and she waved
me, so I waved too. But it was not me. My friend was waving to other people behind me. It was
really awkward. In each time of history, people feel awkward. So I think people’s way of
thinking is not different.
（生徒 2）I think it probably depends. In terms of the cultures of countries, they are really
different, for example, most of Japanese take off their shoes before they get into the house but
Americans don’t. And Japanese probably feel dirty, but Americans don’t. They think it’s okay.
生徒は古典の原文と英訳を対照しながら作品の読解を行い、古典の学習と英語の学習を
兼ねることができた。シンガポール出身の ALT は日本の古典文学の英訳を読んで以下
の感想を述べた。
「方丈記に描かれた街並みの変化と同様に、シンガポールも急速に開
発が進み、高層建築がどんどん高くなっていて変化がめまぐるしい。シンガポールでは
贈り物を家族が代わりに受け取るのは気まずくはない。四季がないシンガポールでは春
が存在しないので花見や桜の季節感は理解できない。」今回の教科横断の学習を経て、
生徒がもう一度、古典の原文に立ち返って作品を鑑賞してくれることを期待したい。

4 おわりに
本稿では、より良い CLIL 教材の作成のために、
「教科横断」と「異文化理解」という
２つの視点から実践例を提示した。
「教科横断」では科目教師の専門性により教材の質
が向上し、
「異文化理解」については、前述したシンガポール人の日本文学鑑賞に見ら
れるように、異なる文化的背景を持った人の視点から学ぶことが多い。これらの人たち
の知見をリソースにすることで、
「英語で学ぶ」CLIL の授業が、世の中の現実をより良
く知りたいという生徒の知的好奇心に応えることができると筆者は考えている。

引用文献
池田真、渡部良典、和泉伸一（2016）
『CLIL 内容言語統合型学習 上智大学外国語教育の
新たなる挑戦 第３巻 授業と教材』上智大学出版

34

協働学習が教室と世界を繋ぐ
ラポール形成から異文化理解へ
津田 孝（町田市立鶴川中学校）
津田 ひろみ（明治大学国際日本学部）

Abstract: This paper presents two successful examples of collaborative learning. In the first
case, a cross-curricular collaboration between teachers and students successfully connected
a secondary school students with the national rugby team of the Republic of Namibia. In
2019, when the Rugby World Cup was held in Japan, Machida City, Tokyo played host to
the Namibian national team. The Namibian Ambassador and his delegation visited
Tsurukawa Junior High School. The student council organized a welcome ceremony and
cooperated with the brass band to perform the Namibian national anthem in English. The
ambassador was impressed by their wonderful performance and encouraged them to come
to his beautiful country, Namibia, someday. In the second case, elementary school students
and university students worked together to conduct a card exchange program between
overseas elementary school students. In both cases, the students deepened their interests in
different cultures and built good relationships with foreign countries through collaborative
learning. It is hoped that such extensive “collaborative learning,” between teachers and
students across subject areas, as well as between the school and the community, or even the
world, will spread widely in the future.
キーワード：協働学習，異文化理解，ラポール，繋がり，コミュニケーション

１ 研究の背景
1.1 協働学習とは
協働学習とは学習者主体の学習形態であり, 学習者による「学び合い」を基本とする。
「学習は人との関わりの中で成立する社会的な出来事である」とする社会文化理論に基
づき（津田，2018），学習者同士の「コミュニケーション」を通して自分とは異なる視
点や考えに出会うことで視野が広がったり，思考が深まったり，学習意欲が高まること
が期待され，この点において協働学習は単なるグループ学習と異なる（津田，2013,
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2017）。杉江も「主体的で自律的な学びの構え，確かで幅広い知的習得，仲間と共に課
題解決に向かうことのできる対人技能（中略）他者を尊重する民主的な態度」を育む「基
本的な考え方」であると協働学習とグループ学習の違いを明確にしている（2011, p. 7）
。
1.2 中学校における協働学習の事例の紹介
2019 年 9 月から 11 月にラグビーのワールド・カップが日本で行われた際，さまざま
な都市が外国選手のホストタウンとして選定された。町田市はナミビア選手のホストタ
ウンとなり，鶴川中学校の近くのキヤノンのラグビー練習場がナミビアチームのキャン
プ地となった。キヤノンユニゾンに近い鶴川中学校が有する温水プールを，選手たちの
練習後のクールダウンの場所として提供するようスポーツ振興課

1

から依頼があった。

ナミビア大使が学校視察に訪れると振興課から連絡があったのが夏休み中で，しかも
訪問まで 2 週間しかなかったため，生徒会顧問（兼ラグビー部顧問）と吹奏楽部顧問が
話し合い，生徒会と吹奏楽部が協働して大使の歓迎準備に当たることになった。
1.3 ラグビーワールドカップと『Scrum Unison』
元ラグビー日本代表主将の廣瀬俊朗氏は大会開催に先立ち，「いろいろな国の人たち
と，日本中のあちこちで，肩を組んで国家斉唱する」ことを目的として『Scrum Unison』
というプロジェクトを発足した。
鶴川中学校は，廣瀬氏のこのプロジェクトに賛同し，ナミビアの国歌を歌って大使を
歓迎することを企画した。ナミビアの公用語は英語で，国歌（Namibia, Land of the Brave：
勇者の地）はラグビーワールドカップで初めて斉唱された。
“Namibia, Land of the Brave”
Namibia, land of the brave
Freedom fight we have won
Glory to their bravery
Whose blood waters our freedom
We give our love and loyalty
Together in unity
Contrasting beautiful Namibia
Namibia our country

36

Beloved land of savannahs,
Hold high the banner of liberty
Namibia our country,
Namibia Motherland,
We love thee.

２ 実践研究の方法
2.1

実践のねらい

生徒たちは短期間で準備を整え，ナミビア大使一行を国歌の演奏によって歓迎したが，
国歌の歌詞にみられる freedom, liberty, loyalty, savannah などの英語語彙や，YouTube の
映像から，生徒たちはナミビア共和国の独立の歴史や砂漠に囲まれ多くの野生動物が生
息するこの国に思いを馳せた。こうした海外との交流体験を通して，中学生にとって馴
染みのなかった国，ナミビア共和国を身近に感じることができた。
本イベントはラグビーワールドカップに関連したものであるが，一部の生徒のスポー
ツへの興味・関心に留まらず，全校生徒にとって直接海外交流を体験する機会であり，
異文化理解を深めるきっかけになることが期待された。
2.2

参加者

歓迎イベントの参加者は，生徒会および吹奏楽部の総勢約 80 名であった。2 年生の
教師団であった生徒会顧問と吹奏楽部顧問，そして英語科教員が生徒と協働して準備に
当たった。生徒会顧問（第一著者，津田孝）は社会科の教師であり，本校ラグビー部の
顧問でもあった（本稿執筆当時）。
2.3 研究の方法
鶴川中学校で実施された歓迎イベントを教室という狭い枠組みを越えた協働的側面，
すなわち，地域との協働，教科を越えた教師間の協働，教師と生徒の協働という 3 つの
側面において，生徒がどのように活動し学習効果が得られたか教員の目を通して観察し
た結果を報告する。参考事例として，地域からの要請ではないが，鶴川中学校の実践と
同様に地域との協働から出発した異校種間の協働実践の概略を示す。2 つの実践を通し
て，大きな枠組みで協働学習を成功させた要因について分析し，最後に協働学習の今後
の可能性について考察する。
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３ 鶴川中学校における実践の概要
1) スポーツ振興課からの連絡があってから大使の視察まで 2 週間程度しかなかったた
め，生徒会と吹奏楽部が協働して準備をスタートした。ナミビア国歌の歌詞と楽譜は教
師が準備した。廣瀬氏の「国歌で世界をおもてなし」しようというプロジェクト『Scrum
Unison』のホームページには出場する 20 チームの国歌の歌詞，読み方と歌い方のコツ，
訳詞が掲載されていたため，それを参考にした。
2) 歓迎会では，まず大使を歓迎する挨拶を生徒会長が英語で行った。原稿は生徒会が
日本語で準備し，その後，英語科の教員と協力しながら英訳した。
3) それに続き，吹奏楽部が演奏したナミビアの国歌を出席した生徒全員で斉唱した。
バックのスクリーンには YouTube でナミビア共和国の映像を流した。
4) その後，大使一行と生徒会の生徒たちの間で質疑応答が 30 分にわたって行われた。
生徒はいくつか質問を英語で準備していたが，大使とのやりとりが続くにつれ生徒は質
問を日本語に切り替え，大使館付き通訳の方に英訳していただいた。生徒会からは「ナ
ミビアはどんな国ですか」
「ナミビアにはどんな特徴がありますか」
「大使になって心が
けていることは？」「日本の事をどう思いますか？」などの質問が次々に寄せられ，そ
の都度，大使から丁寧な回答をいただいた。最後に大使は，「ナミビアは自然が美しい
国なので，是非一度来てください」と生徒たちへの招待のメッセージで締めくくった。
ここまでのラグビーワールドカップ 2019 を契機とした鶴川中学校とナミビア共和国
の友好関係は次のように図式化することができる。

図 1. Scrum Unison が繋いだ鶴川中学校とナミビア共和国
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４ 鶴川中学校での実践研究について結果と考察
4.1 地域との協働
この活動は夏休み明けに生徒会新聞によって全校生徒に周知された。また地元紙や町
田市の HP などにも掲載された。その記事から，思いがけない歓迎を受けた大使一行に
喜んでもらえたことが窺える。以下に当時の地元紙に掲載された当校とナミビア大使の
交流に関する記事の一部と写真を紹介する。

今年 9 月から日本で開催されるラグビーワールドカップ 2019 において，公
認チームキャンプ地としてアフリカのナミビア代表チームのキャンプ受け入
れを行う町田市。受け入れ期間中にナミビア代表チームと町田市民との交流す
る機会を創出しようと計画している。7 月 19 日には，鶴川中学校の生徒らがナ
ミビア大使と交流し，ナミビアについて深く知る機会を得た。
この日，町田市を訪れ，市長表敬訪問を行ったナミビア特命全権大使のモー
ヴェン Ｍ・ルスウェニョ閣下ほか外交官ら一行は，市立鶴川中学校を訪問し
た。同校の吹奏楽部と生徒会 1〜3 年生の生徒約 80 人はナミビア国旗を振って
歓迎。ナミビアの国歌を斉唱すると，モーヴェン大使は「素晴らしい歌声。と
ても美しかったのでもう一度聞きたい」と話し，
「日本で色々な地方に行き，
色々な中学校でもナミビア国歌を歌ってくれたが，今日のみんながナンバー1」
と言って沸かせ，生徒らはアンコールで応えた。
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（中略）モーヴェン大使は「日本人にナミビアの事を良く知ってもらいたいし，
ナミビア人に日本文化なども知ってもらいたい。中学生同士も仲良く友達にな
ってくれると嬉しい」とコメントした。同行した市の担当者は，
「これをきっか
けに，中学生たちにもナミビアやラグビーワールドカップについて，もっと興
味を持ってもらえたら。今後もナミビアや代表チームと交流できる機会を模索
したい」と話していた。
『タウンニュース』町田版（2019 年 7 月 25 日号）より

4.2 ラグビー部の学び
歓迎会の後，ラグビー部員（15 名）はキヤノンのグランドでナミビア選手たちと練習
の機会を得た。2 時間ほど基礎的なパスの仕方やキャッチの仕方などを学んだ。後日，
ナミビアの試合をミーティングで観戦し，交流のあった選手たちがプレーしている姿を
見て興奮していた。さらに，東京都ラグビー協会の働きでウェールズ代表とオーストラ
リア代表の試合を観戦する機会を得た。電車内からスタジアムに向かう道路まですべて
が外国に来たような雰囲気になっており，生徒たちは海外を身近に感じる機会となった。
4.3 生徒の学び
一般生徒たちも，練習後にプールへ向かうナミビア代表選手たちと校内ですれ違い，
体の大きなラグビー選手と間近に接し，話しかける機会をもつことができた。
当校では例年，3 年生の卒業前に地域のボランティア・コーディネーターのお世話で
エジプト，サウジアラビア，フィリピンなど様々な国籍の外国人数名をお招きし，各ク
ラスで話をしていただいているが，この年は，当イベント後まもなくコロナ感染の拡大
で海外との行き来が難しくなった。そのような状況を考えれば，こうした交流は生徒た
ちにとって貴重な体験であったと思われる。
時間的な余裕があまりなかったため，社会科の授業でナミビアについて紹介する程度
しかできなかったが，もう少し時間があったなら，あるいは夏休み前にこのイベントに
ついて知らされていたなら，ナミビア共和国について調べ学習を取り入れ生徒たちに考
えさせる時間を取りたかったと思う。たとえば，ナミビア共和国の自然や地理的条件，
歴史，産業，日本との関係などについてグループで調べ学習を実施し，学年集会などで
発表すれば，映し出された YouTube の映像を観るよりはるかに深い興味・関心を生徒た
ちの心に喚起することができただろう。
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4.4 教科を越えた教師間の協働，教師と生徒の協働
このイベントに向け，吹奏楽部顧問と生徒会顧問が協働で準備し，生徒による国歌の
演奏に取り組み，英語科教師と生徒会が協働して英語による歓迎スピーチを準備した。
このように，明確な目標に向け，教科やクラスを越えて複数の教師と生徒が協働して取
り組み短期間でやり遂げることができたのは，教師と生徒間にラポール（信頼関係）が
形成されていたことが大きな要因だったと言えよう。そして，このイベントへの協働的
な取り組みを通して，教師と生徒間の信頼関係がさらに深まったことは間違いない。津
田（第一著者）は中学校で協働学習を基本として教育実践を続けてきたが，その取り組
みが今回の教師同士，さらに生徒との協働活動の成功につながったと考えられる。
4.5 教育的示唆
時間的な制約のため十分な準備ができなかったとはいえ，地域の要請に応え，海外の
人と直接交流しコミュニケーションを取る機会をもつことができたが，これは生徒にと
って「本物の教材」であり，貴重な「体験的な学び」であった。このイベントの成功に
より生徒たちは大きな達成感を味わうと共に，今回の体験を通じて生徒たちの異文化交
流への関心が高まったことは確かである。今後もこのように，学内における教科を越え
た教師間の協働，および教師と生徒の協働に留まらず，地域社会とも積極的に協働し，
生徒の学びの場をますます広げていきたいと考えている。

５．大学生と小学生の協働活動
第二著者，津田ひろみも長年，自律的な学習者の育成をめざし協働学習に取り組んで
きた。以下に，その一環として取り組んだ異校種間の協働活動の概略を紹介する。地域
社会からの要請で始まった鶴川中学校の協働活動の事例と異なり，近所に位置する小学
校と大学の間で始まった協働活動であるが，基本理念には共通性がみられる。
2021 年度秋，小学校教員をめざす大学 3 年生 7 名と大学の向かい側にある小学校の
5 年生児童 100 名あまりが協働し，Holiday Card Exchange Project という iEARN2
（International Education and Resource Network）主宰のプロジェクトに参加し，同じグル
ープに割り当てられた海外の 6 校にカードを送る小学生の活動支援を行った。
小学生と大学生が協働して 5 回活動したが，その後の児童のアンケートには大学生へ
のお礼のことばや「また一緒にやりたい」というコメントが多く見られた。海外から届
いたカードを手にすることは小学生にとって英語のテキストから飛び出した「体験的な
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学び」であり，
「英語がわかればカードをもっと理解できるだろう」
「英語を勉強して外
国に行って友達を作りたい」といった英語学習への高いモチベーションが感じられる感
想も多く書かれていた。
「外国の人のやさしいこころが感じられた」
「世界には英語の他
にもことばがある」といった異文化理解や言語に対する気づきもみられた。一方，大学
生にも「褒めることで児童を活動に参加させることができた」「体験的に学ぶことの大
切さを，身をもって体験した」「人と人とのつながりから生まれる英語に対する興味関
心をもっと広げたい」などテキストでは気づけない深い学びがあった。
こうした活動が小学生と大学生双方にとって成功したのは，出発は鶴川中学校の場合
と少し異なるが，地域との繋がりをもちたいという小学校長の希望があり，そこに小学
校担任の先生方と大学教員の協働，教師と学生の協働，そして大学生同士の協働がうま
く働き，さらにそうした協働的な活動を支えるラポール（信頼関係）が形成されていた
ことが大きな要因だったと思われる（津田ひろみ，2022）
。
上記の iEARN の Holiday Card Exchange Project による日野市と世界の小学生の繋がり
は次のように図式化することができる。

図 2.

Holiday Card が繋いだ日本と海外の小学生

６．おわりに，そして，これからの協働学習について
初等中等教育における外国語学習の目的は異文化理解，あるいは多様性の受容であり，
その基本は，協働学習の基本理念でもある「人とのコミュニケーション」ではないだろ
うか（津田，2013）。そして，人とのコミュニケーションは円滑な，あるいは平和な社
会生活の基盤である。そういう観点から見れば，今回の鶴川中学校におけるナミビア国
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歌演奏による大使一行歓迎の取り組みは，単にスポーツ関連の企画以上の大きな意味を
もつものであったと言えよう。また，小学校・中学校における 2 つの活動例は地域との
繋がりを基に，ラポールに支えられながら，校種や教科を越え，教室を飛び出した「協
働」学習であった。こうした体験は，初等中等教育においてこそ重要であり，その後の
児童生徒たちの学習への動機づけや人間的な成長に欠かせないものだろう。一方，教師
の立場に立てば，こうした協働学習への取り組みは，限られた学習時数の中で新しい学
習指導要領（2017, 2018b）が示す「主体的，対話的で深い学び」を実現する機会とな
るであろう。
文部科学省は学習指導要領を踏まえ「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」
（2018a）
の中で Society5.0 に向け 65 校を指定し，
個別最適化の学習を基本としながら，
異年齢・異学年集団での協働学習の拡大や，大学や研究機関，企業，NPO，教育文化ス
ポーツ施設等を活用した多様な学習プログラムを推進している。教師主導型が中心であ
ったこれまでの日本の教育に協働学習を公に取り入れた大きな一歩であると評価する
が，グローバル化が進む現代社会において今後は地域との協働に留まらず，世界をも視
野に入れ，教室の枠を越えたさらに大きな「協働学習」への取り組みが期待される。

注
1. 町田市スポーツ振興課は町田市役所の一部として，「スポーツで人とまちが 1 つになる」
という町田市の基本理念の実現のために市民スポーツの普及・振興やトップスポーツの支
援に努める。また，学校施設等のスポーツ開放もその業務に含まれる。
2. iEARN とは，
「インターネットを介した学童・教育者の協働支援を行う非営利組織」で現
在，世界 140 か国・地域から 30,000 以上の学校が参加する NPO 団体のひとつである。
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編集後記


紀要第 27 号・28 号合併号が完成しました。紀要の投稿規約やテンプレート，査読規
約等が整い，多少「紀要」らしい体裁を実現できたのではないかと思います。一方，
Newsletter との棲み分けを明確にしたものの会員の皆さまに充分に周知されず，混乱
をきたしたかもしれません。また，旧体制と新体制の切り替えの時期に当たり，原稿
募集，査読，修正，すべてを短期間でお願いすることとなりました。そうした状況下
でも「合併号」を無事ここにお届けできましたのは，会員の皆さまのご理解とご協
力，そして査読委員の頑張りのおかげと感謝しております。ありがとうございまし
た。紀要が研究発表の場としてますます充実し，NL と共に会員の皆さまの発信，そ
して交流の場へと成長していくことを願っております。



（HT）

論文を書くことは大変なことです。そして，その論文を学会誌に投稿することはさら
に緊張を強いられることです。それは，査読者からの審査と修正のためのフィードバ
ックがあるからです。執筆者は、査読を受け，査読コメントに合わせて修正するとい
うスリリングな過程を通して、多くのことを学ぶように思います。国際教育研究所が
「アカデミック」な「教育研究所」として機能するための必須要素は，紀要誌がアカ
デミックであることと考えます。「国際教育研究所」の紀要の審査が公正で，論理
的・批判的，さらに対話型であることが，会員にスリルを経験してもらいつつも，論
文のアカデミックな質の向上につながるのではないでしょうか。

（CN）

