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国際教育研究所は、1970 年に発足した国際教育協議会に連なる研究所として 1991 年
10 月 1 日に創立された。2021 年 10 月に、創立３０周年記念を迎えることが出来た。この
節目の年に、当研究所の今までの歩みの歴史を振り返り、コロナ後の教育を見据えた当学
会での役割と課題について考察する。
１．

国際教育協議会（CIE）30 年の歩みと国際教育研究所との関り
国際教育協議会（COUNCIL OF INTERNATIONAL EDUCATION）は、1970 年

CIE プログラムディレクラー（国際エデュケーターの遠藤八郎氏）によって創立された。
国際教育研究所（Institute of International Education in Japan（略称：IIEJ）は
この CIE に併設されていた歴史がある。
そこで、ここでは、CIE の 30 年の歴史、CIE での国際教育研究所の働きの歩みの
歴史の概要を述べることにする。創立当時の国際教育協議会（CIE）の概要には、次のよう
に書かれている。
国際教育協議会は、第一線で活躍中の言語学者、教育学者、法律学者等との協同研究
として日本及び日本人の国際社会でのあるべき姿を考え、その達成を目指します。現在、
「国際人教育」を主テーマに、国際社会にふさわしい資質と行動を身に着けた若い世代の
育成を目的として、次の研究を進めておリます。
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１． 国際的視野に立った教育理念と教育体系の確立
２． 国際社会における教師の役割の見直しと教育問題の改善
３． 国際交流の促進と国際人の育成
CIE の事務所は、東京都千代田区の JR 市ヶ谷駅近くにある、市ヶ谷法曹ビル内に
あった。CIE では、新宿にある「三省堂文化会館」を会場として、毎年夏に、日本全国の
英語教員を対象に、テーマを決めて「英語教育公開講座」を開催していた。
この英語教育公開講座の講師陣は、その時代に活躍されていた先生方ばかりで、
一例をあげれば、次のような先生方が、講師をされていた。
外山滋比古先生、永井道雄先生、西山

千先生、鳥飼久美子先生、田辺洋二先生、

羽鳥博愛先生、吉田研作先生、堀内克明先生、本名信行先生、佐々木輝雄先生、
上田明子先生、小川邦彦先生、奥田夏子先生、小池生夫先生、若林俊輔先生、
大谷康照先生、小島義郎先生、金谷

憲先生、竹林

滋先生、野上

三枝子先生、他

春には、同じ会場で、テーマを決めて、英語教員対象の研修講座として、上記のような
その当時の英語教育界の第一線でご活躍の講師陣が招かれて「新しい英語教師のためのワ
ークショップ」が開催されていた。
国際教育協議会（CIE）25 周年記念で発行された「国際人育成を考えるー国際協議会
のあゆみ」の冊子７ページには、国際教育研究所の概要として、次のように書かれている。
１． 言語・文化教育の根本は人間教育であることに留意しつつ、望ましい人間像、教師
像を探求することを研究と研修の基本態度とする。
２． 世界の一員としての日本及び日本人はいかにあるべきか、という根本問題の解決を
目指しつつ、国際理解教育の具体策を練っていく。
３． 会員の要望等をくみ取り、本研究所の目的によりよく添った活動をするように留意
する。
４．国際的イヴェントや情報提供サーヴィスなどに参画し、我が国の国際化活動を直接
推進する任に当たるなどの努力をする。
５．我が国の教育制度の枠にこだわらず、より高度な学問研究の成果を公に認定するシ
ステムの開発・活用を積極的に行う。
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６．会員相互の交流による自主的研究・研修を促進するため地域活動を行う。
７．以上のほか、教育技術研究に留まらず、人類がすべて共存共栄する明日の世界を築
いていくために何をなすべきか等、
「哲学する」活動を続ける。
以上のような活動を中心に、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である。
上記の７項目は、国際教育協議会（CIE）に、国際教育研究所（IIEJ）が併設されて
いた時の活動概要です。CIE は、2000 年に閉鎖されたが、IIEJ は、1991 年 10 月に、
CIE から独立して創立されているので、国際教育研究所は、９年間は、国際教育協議
会との共催で英語教員研修を実施していた。その一つは、日本人英語教師のための
ジョージタウン大学夏期英語研修であった。
この研修では、当時の国際教育研究所の羽鳥博愛所長が、その研修のプログラム・コ
ーディネーションを担当し、国際教育協議会が企画するものであった。旅行主催は、
パックスインターナショナル（株）であった。この企画は、1992 年から実施され、
全国から多くの中・高の英語の先生方が参加され、大変、好評であった。
私も２回ほど代表責任者として参加したことがあるが、ジョージタウン大学は、ワシ
ントン D.C.の北西部にある 1789 年に創立された、アメリカのカトリック系大学では、
最古の名門大学で、言語学と国際関係論は世界的に有名である。２週間の研修であっ
たが、大変充実した内容の研修が行われていた。
国際教育協議会（CIE）が、閉会となり、国際教育研究所（IIEJ）が、独立した学会
として誕生した経緯について説明をさせて頂く。
平成 10 年頃から三省堂書店の経営悪化が原因で、新宿区にあった三省堂文化会館が
売却された。その結果、国際教育協議会主催の英語教育公開講座の開催が出来なくなって
しまった。
平成 12 年（2000 年）に、当研究所の母体であった国際教育協議会の業務終了に
伴い、市ヶ谷法曹ビル２階にあった国際教育協議会の事務局に併設されていた国際教育研
究所の事務局も撤去されたので、当研究所の事務局を設置する場所を失ってしまった。
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その後、国際教育研究所では、三省堂本社の会議室をお借りして、月例研究会を開催して
いた。
２．

2000 年度から国際教育研究所の事務局が、日本英語検協会内に設置させて
頂けるようになった。

日本英語検定協会様のご厚意で、2000 年度から当研究所の事務局を、日本英語英検協会
内に設置させて頂けるようになった。日本英語検定協会様が、2012 年に公益財団法人へと
移行となった後も 2020 年度までの 20 年間、事務局を英検協会様に置かせて頂き、大変お
世話になった。
2000 年当時の国際教育研究所の羽鳥博愛所長は、日本英語検定協会の会長も兼ねて
いた。そこで、当時の国際教育研究所の役員は羽鳥博愛所長を交えて協議を重ねた結果、
当研究所の事務局を英検協会内に設置させて頂く件で、日本英語英検検定協会様にお願い
を兼ねてご相談をして頂く事になった。
その結果、2000 年４月から、日本英語検定協会様のご厚意で、日本英語検定協会の
会長の部屋を、国際教育研究所の事務局として使用できることになった。当研究所の
事務局設置に伴い、英検協会様の暖かいご厚意で、大小の会議室をお借りして、月例研究
会や他学会との共催セミナー等を開催することが出来るようになった。
しかし、2012 年に、日本英語英検協会様が、公益財団法人になったことで、事務局と
して使用させて頂いていた部屋の賃貸料金の支払い義務が生じたので、事務局の部屋が無
くなった。当研究所で保管してきた事務用品や当研究所の保管物は、日本英語検定協会様
が所有されているビル内の他の場所で、保管出来るご配慮を頂くことができた。当研究所
宛の郵便物等は、日本英語検定協会様の総務部総務課内に、当研究所の Letter Box を設置
して頂き、そこを利用させて頂くことになった。
日本英語検定協会様の暖かいご配慮で、総務部総務課に、当研究所との連絡窓口のご
担当者をご配慮頂き、その方とご相談しながら、月例研究会や他学会との共催セミナー等
の実施が可能となった。月例研究会等を実施するに当たっては、年度当初に「英検ビル
日利用/外部貸出

休

申請書」を提出させて頂いた。その提出書類との関連で、次年度の国際

教育研究所の月例研究会等の年間活動計画は、毎年、前年度の 11 月～12 月に作成し、
その計画案を、日本英語検定協会様に提出させて頂いていた。
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日本英語検定協会様には、国際教育研究所の賛助会員となって頂き、その年度の大小の
会議室使用料金の総額を賛助会費として請求させて頂き、実質的に会議室使用料金の
支払いが不要となるようにご配慮頂いたことにも感謝で一杯である。
月例研究会、共催セミナー等の実施の時には、日本英語検定協会様のプロジェクター、
マイク、スピーカー、スクリーン、白板、接続コードなどをお借りすることが出来た。
今日に至るまで、当研究所の運営と活動の維持が出来ているのは、ひとえに日本英語検定
協会様のサポートを受けることが出来たお蔭と思っている。
2019 年度の後半から、コロナウイルス感染が、全国的に拡大する流れの中で、
「ウイル
ス感染予防の観点から、英語検定の試験会場確保が困難となり、英検協会の会議室が英検
の試験会場となった」とのご連絡を受けた。このことは、
「当研究所の月例研究会等で、会
議室がお借り出来なくなった。」ことを意味するので、当研究所にとっても存続の危機を迎
えることになった。
そこで、当研究所の理事長の立場で、日本英語検定協会理事長と連絡を取らせて頂き、
当研究所関係者と日本英語検定協会関係者との緊急協議を開催することになった。
2020 年 12 月 25 日に、英検協会の会議室で、今後の事についての緊急協議会が開催され
た。日本英語検定協会様からは、専務理事と数人の方々がご出席された。当研究所からは
理事長、副理事長、事務局長等数人が出席して、今後の事が協議された。
その結果、20 年間お世話になった日本英語検定協会内に、当研究所の事務局を置かせ
て頂く事が中止となった。その中止決定を受けて、当研究所の関係者との協議の結果、平
見勇雄事務局長のご勤務先の吉備国際大学の研究室内に事務局を移転することになった。
2021 年に当研究所が 30 周年を無事に迎えられるのは、その大半を、当研究所の活動
の拠点としての事務局設置ご承認をして下さり、月例研究会や他学会との共催セミナーの
会場とすることをご承認頂いた公益財団法人日本英語検定協会様のご厚意とご協力のお蔭
と思っている。そのご恩に報いる為にも、新しい事務局を拠点として、さらなる発展を目
指して行ければと思っている。
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３．

国際教育研究所「月例研究会」第１００回記念フォーラムが、2005 年 8 月 16（火）
に、日本青年館で開催された時の概要
当研究所の第 100 回目の月例研究会は、通常通り、2005 年 5 月 28 日（土）に

日本英語検定協会の大会議室で、Sonny 社内英語研修担当主任の高橋信博氏を講師と
してお招きして、
「異文化にどう興味を持たせるかーSony の海外勤務体験を通してー」
のテーマで開催された。この年度には、この時の「月例研究会」が、第 100 回目であ
った事を記念して、特別企画で「第 100 回記念フォーラム」が開催された。
この時には、国際教育研究所主催で、国際教育協議会共催で企画され、実行された。
第 100 回記念フォーラムでは、「次期”学習指導要領“を考える―これからの
英語教育に求められる課題―」をテーマに、パネルディスカッションが開催された。
司会は、羽鳥博愛（国際教育研究所長・東京学芸大学名誉教授）であった。
パネリストには、小泉

仁（近畿大学教授・元文部科学省教科書調査官）

小菅和也（武蔵野大学助教授）、寺島

良（武蔵高等学校中学校教諭）が壇上で、

それぞれの立場で、テーマについての提言がなされた。
司会者の羽鳥先生からは、戦後の学習指導要領の変遷についての簡潔なご説明が
あり、その説明を引き継ぐ形で、昨年まで文部科学省の教科書調査官をされ、近畿大
学に移られた小泉仁先生からは、中学校の学習指導要領の「目標」の比較を中心にご
講演を頂いた。昭和 33 年の学習指導要領で、言語材料が整備され、昭和 44 年の指導
要領で言語活動が登場したとのご説明があった。昭和 52 年の指導要領から、概要・要
点という考え方が出てきて、平成元年の指導要領からは、言語材料が学年別に示され
なくなり、「態度」が評価項目に入ってきたとのお話があった。
平成 10 年の学習指導要領からは、中学・高校では、英語が必修科目となり、
「場面」「働き」を考えた教材が教科書に登場するようになるまでの変遷が語られた。
このような変化は、目標の変化と連動しているとのことで、学習指導要領の目標の比
較は、時代の流れの中での英語教育をたどることが出来、同時にこれからの英語教育
に求められている課題を考える上で、大変有益であった。
パネリストの手島良先生は、ご勤務先の武蔵高等学校・中学校での指導体験に基づ
かれて、「言語材料」を軸にして、学習指導要領が英語教育に及ぼしている悪影響につ
いて語られた。学習指導要領に出てくる言語材料の問題点として、一貫性のない文法
観と定義されていないままに使われている文法用語にあることを指摘された。具体例
として、名詞の後置修飾や５文型指導での問題点や課題などにも言及された。
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学習指導要領に出てくる言語材料を、中学と高校に分けて文法事項や文型を分類さ
れて、一貫性のないことと、文法用語の使い方の問題点について講義された。学習指
導要領を英語教育の現場での問題点と結び付けて、具体的に述べられたので、学習指
導要領を考える上で、またこれからの英語教育を見直す上でも、大変有益なご講演で
あった。
３人目のパネリストとして、武蔵野大学助教授の小菅和也先生にご登場頂いた。
小菅先生は、総論と各論に分けてお話された。総論として、学習指導要領の果たす役
割について話された。平成 10 年告示で平成 14 年実施の学習指導要領には、
「外国語を通して、言語や文化に対する理解を深め、積極的コミュケーションを図ろ
うとする態度の育成を図り、聞くことや話すことなどの実践的コミュニケーション能
力の基礎を養う。」というような理念を示すことは大きな意義があることを語られた。
しかし、学習指導要領の解説は抽象的で分かりにくさが目立つとの指摘もされた。
学習指導要領は必ずしも現場の声を反映しておらず、現場とのギャップが大きいこと
も指摘された。
各論では、高等学校には多数の科目があるが、このような多様な科目は本当に必
要であるかどうかについて問題提起された。総合英語で一本化して、英語の総合力を
養うことを目指すべきではないかとのお考えも述べられた。また、日本の英語教育改
善の為には、クラスサイズ等の教育環境整備が不可欠ではないか等のご意見も述べら
れた。
４人目のパネリストとして、草加南高等学校長の藤井昌子先生より、学習指導要
領の現場での影響力についても触れられて、主として中学・高校での英語教育の課題
や教員の指導技術向上の必要性について、情熱を込めて語られた。指導要領は、単な
るお題目では、あまり影響力がないと主張された。現場の教師は忙し過ぎて、授業準
備の時間が確保されていない。自分が英語を使える事と、生徒に実力をつけさせる能
力にはギャップがあると語られた。
生徒に４技能のバランスをつけさせられる優れた教師が少ないので、現職教員の
指導力アップの研修を強化する必要性についても言及された。４人のパネリストの先
生方のご講義が終了した後で、活発な質疑応答の時間があり、意見交換がなされた。
最後に、司会者の羽鳥博愛先生から、テーマに基づいたご講義と話し合いについ
て問題点と課題を整理してまとめられた。示唆に富んだフォーラムであった。
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４．

紀要発行の歩みと国立国会図書館収集書籍部からの ISSN の割当て通知について
当研究所発行の紀要は、第１号（1993 年発行）～第１５号（2008 年発行）までは、紀

要発行担当の運営委員による手作りで発行されていた。冊子として整えられた紀要は、会
員に郵送されていた。
紀要第 16 号（2009 年発行）から紀要第 26 号（2019 年発行）までの紀要は、さいた
ま市浦和区にある「北山印刷株式会社」に依頼して、冊子として発行されていたが、
途中から、冊子の代わりに、PDF 版の発行に切り替わった。その後は、メールでの添付
ファイルで、PDF 版の紀要を担当者から会員に送信されるように切り替えられた。
2009 年 12 月 15 日に、国立国会図書館

収集書籍部（ISSN 日本センター）より

国際教育研究所宛に「ISSN の割当て」について、下記のような通知があった。
当研究所の紀要が評価され、国立国会図書館から、当研究所で発行されている紀要に
ついて、ISSN（国際標準逐次刊行物番号：ISSN 1884ー-6548）が付与されたとの公式文
書が当研究所の事務局に送付されてきた。
当研究所発行の紀要は、国立国会図書館のホームページ上の『日本全国書誌』に書誌
情報として掲載されるとのことである。『日本全国書誌』は、国立国会図書館が収集整理さ
れた国内出版物及び外国刊行日本語出版物について標準的な書籍情報を編集し、広く国の
内外に速報をしている、とのことである。このような通知を受けて、当研究所発行の紀要
の質の向上をさらに目指していければと思っている。
５．国際教育研究所のニュースレター発行の歩み
ニュースレター第１号は、1992 年 2 月 5 日に発行された。第１号での主な内容は、
下記のような項目であった。
・国際教育研究所設立総会が開かれる。
・米国ジョージタウン大学での研修計画が発表される。
・米国で研修中の浜野実委員（早稲田実業学校）からの報告
ニュースレターでは、各年度の活動内容や会員動向を中心に掲載されてきている。
2021 年 10 月 23 日には、Newsletter 第 86 号が発行された。
６．国際教育研究所創立２０周年記念特別企画として実施された、特別講演会と
シンポジウムの概要
2012 年 5 月 26 日（土）に、当研究所の創立 20 周年記念特別企画として、特別講演会
とシンポジウムが、13:00~17:00 の時間帯で、公益財団法人

日本英語検定協会 B 館

1 階会議室で開催された。全体テーマは「国際社会に通用する応用力と表現力を備えた
人材養成の課題と問題点」であった。
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当日は、二人の講師に、ご講演をお願いした。一人目の講師は、石川英夫氏（元博報
堂常勤顧問で国際担当）であった。講演会のテーマは「ホスピタリー・マインドと異文化
間コミュニケーション能力の育成」であった。
二人目の講師は、青山学院大学名誉教授の本名信行先生であった。講演会のテーマ
は、「英語の国際化～アジア情勢を中心として～」であった。
二つの講演会終了後には、全体テーマに基づいて、シンポジウムが開催された。
司会は、当研究所の羽鳥博愛所長が担当し、パネラーには、二人の講演者に加えて、
上智大学教授の吉田研作先生と三菱商事海外子女教育相談室長の山本新治先生（現在、当
研究所の副理事長）にご登壇して頂き、活発な討論が展開された。
７．英語で討論する「英会話サロン」が、月例研究会開始前の時間帯で、公益財団法人日
本英語検定協会 B 館１階小会議室で開催されていたことがあった。
当時の羽鳥博愛所長のご提案で、「英語教師としての資質を高める為に、英語での自己
表現力を養う必要がある」との趣旨から、気軽に英語で討論が出来る「英会話サロン」を
第４土曜日の月例研究会が午後３時に開始される前の、午後１時半～２時半の時間帯で、
日本英語検定協会 B 館１階の小会議室で、2014 年～2016 年にかけて、開催されるように
なった。会員の柳瀬美佳先生が中心となって、羽鳥博愛先生と有志数人が参加して、英会
話サロンが実施されていた。
英会話サロンでは、参加者での話し合いで、テーマを決め、そのテーマに基づいて英
語で話し合った。羽鳥先生は、英会話サロンのお仲間のお一人として参加され、その時の
参加者の発言を引き出す役割を果たされていた。大変有益な試みであったので、このよう
な試みの再開を検討出来ればと思っている。
８．国際教育研究所主催「英語発音講座・発音クリニック」の開催が、2018 年度と 2019
年度にかけて開催された。
当研究所での運営方針の中には、英語教育分野の専門領域で、優れた技能を持ってご
活躍している会員には、その技能を活かして、社会貢献も含めて、幅広く活躍して頂きた
いとの思いがある。2018 年当時、当研究所の理事として、任務を果たして頂いていた田中
ケアリー先生（英語発音指導担当理事・東洋大学講師・元東京外国語大学講師）に、お願
いして、当研究所主催の「英語発音講座・発音クリニック」が、2018 年~2019 年の２年間
に渡って実施された。
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対象者は、当研究所の会員も含めて、小・中・高・大・塾等で英語を教えている教員・
指導者・英語教員を目指す方々及び、英語教育に興味のある方々であった。
当研究所の会員は無料であった。非会員は、10 回分で 5,000 円であった。
平成 30 年度と 31 年度に、各５回の英語発音講座・発音クリニックが、第４土曜日の
月例研究会が開始される前に、公益財団法人

日本英語検定協会 B 館１階大会議室で

開催された。
「英語発音講座・発音クリニック」は、大変好評であった。
９．教育問題を語り合う座談会の記録
当研究所では、2007 年～2011 年までの期間に、月例研究会とは別に「教育問題を語る
座談会」を 15 回に渡って開催したことがあった。その時の狙いは、教育現場での問題提起
での語り合いで、問題解決の知恵を出し合ったりした。また、教育を幅広く考える観点か
ら、気軽に語り合い、幅広い観点から教育問題の視野を広める試みをしたことがあった。
その時のテーマを掲げると下記のようになる。
１，「明治女性の異文化体験」―国際交流の原点を考えるー
２．小学校での英語教育を考える
３．習熟度別指導の実践と指導の功罪
４．授業改善に役立つ評価の在り方
５．教師力と授業改善に役立つ教師の技能
６．学習意欲を高める学力の向上に結びつく指導の工夫
７．英語授業改善に向けての要望
８．リーディング指導で行う音読の手順と指導実践
９．学習意欲向上につながる英語のライティング指導
10. 学習意欲を高める指導の工夫―生徒主体の英語指導実践」
11. どうしたら生徒のやる気を高めることが出来るか」
12. 「多重知能理論（MI）に基づく英語実践事例」
―MI に関する質問紙の信頼性と妥協性の検証―
13. 異文化理解を深めるリーディング指導の工夫
「リーディングに至るリーディングテストストラテジー」
14. 異文化理解に役立つ英語教材を使った試み
―映画「フリーダム・ライダーズ」を使った教育実践
15. 「国際化に対応した英語教育」
―コミュニカティブ・アプローチの問題点と課題―
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10．月例研究会の記録：国際教育研究所での取り組みの歴史と今後の新しい
組織での月例研究会を中心とした、運営方針について
国際教育研究所が、1991 年 10 月に創立されて、２年後の 1993 年 7 月 27 日（火）
の
15:00～17:00 の時間帯で、第１回目の月例研究会が、三省堂本社の会議室で開始され
た。創立 30 年目の 2021 年 10 月 23 日(土)には、Zoom 会議で、第 191 回月例研究会
が実施された。
国際教育研究所では、制定された規約は、創立された 1991 年 10 月 1 日より施行
された。当研究所の月例研究会は、規約の目的条項に基づいて企画され、運営されて
きている。設立当初の規約第三条には、「本学会は国際的日本人養成のための言語・文
化教育の向上をめざし、研究・研修及びその推進活動を行うことを目的とする。
」
と書かれている。
当研究所では、このような目的を念頭に入れて、月例研究会の講師を選び、
月例研究会でご講演をお願いしてきた。当研究所が創立された当初、当研究所と併設
していた国際教育協議会（CIE）でも「日本及び日本人の国際社会でのあるべき姿を考
え、その達成を目指します。」との目標を掲げて、我が国の英語教育界や国際社会で活
躍されている方々を講師に招いてきた伝統がある。
国際教育研究所でも、CIE と目指すべき方向性がほぼ同じであったので、このよ
うな伝統を引継ぎ、当研究所でも、我が国の第一線でご活躍の先生方に、講師をお願
いしてきている。一例をあげると下記のような先生方である。講師の肩書は、当時の
ままとなっている。
羽鳥博愛（東京学芸大学名誉教授）、山岸勝榮（明海大学教授）、金谷
学芸大学教授）、渡邊寛治（国立教育研究所）、島岡

憲（東京

丘（筑波大学教授）、

トミー植松（白鷗大学教授）、大友賢二（常盤大学教授）、伊藤嘉一（東京学芸大学教
授）、蒔田 守（筑波大学付属中学校教諭）、田中慎也（桜美林大学教授）
望月昭彦（筑波大学教授）、浅野

博（東洋学園大学教授）、田辺洋二（早稲田大学教

授）、村田 年（千葉大学教授）、緑川日出子（昭和女子大学教授）
堀口俊一（東京学芸大学教授）、神保尚武（早稲田大学教授）、栗原由郎（埼玉県立
川越高等学校教諭）、竹野芋弘（千葉県立稲毛高等学校教諭）、小池生夫（明海大学教
授）、平山健太郎（白鷗大学教授・元 NHK 解説委員）、森
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卓（日立製作所海外営業部長）

1991 年に創立された当初の組織は、会長、副会長、運営委員長、事務局長、
研究委員で構成されていた。1995 年からは、組織変更があり、会長、副会長、運営委
員長、事務局長、総務係、会計、会計監査、月例研究会係で構成されることになった。
月例研究会係には、山岸信義が担当することになった。
当研究所では、このような組織で、2016 年まで継続し、2017 年度からは、運営委
員会組織から、理事会組織となった。改定後の当研究所の規約では、次のような役員
構成で、学会運営が行われている。
名誉理事長（旧所長）１名、
事務局長

顧問 若干名

１名、会計１名、事務局長

理事長

１名、理事

1 名、副理事長 ３名、

若干名、会計監査

１名

2021 年 1 月 28 日に、規約改定検討委員会で作成された規約の第３条（目的）
の条項の一部が次のように改訂された。
第三条 （目的）

本学会は国際的に活躍できる人を養成するための言語教育・国際文
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ことを目
的とする。

また、英語名は、以前は、The International Education Institute of Japan と書かれて
いたが、規約改定時に、次のように変更された。Institute of International Education in
Japan(略称：IIEJ)
規約第四条には、当研究所の事業として、下記のように書かれている。当研究所では、
月例研究会に加えて、今後さらに力を入れて、下記の事業にも取り組んでいければと
思っている。
第四条（事業）

本学会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
１．総会、研究発表会、講習会、特別講座、他団体との共催事業等
の開催
２．論文集（紀要）、ニュースレター等の発行
３．国内、国外の大学・大学院その他の研究機関との交流
４．その他、研究所の目的に沿う活動
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２０２１年度からは、下記のような組織で、三つの運営委員会組織が立ち上がり、
各運営委員会の委員長が主体的に運営にあたり、当学会のさらなる発展を目指すことに
なった。
２０２１年度国際教育研究所組織図
名誉所長
顧問
総会

幹

理事長

運

研究企画・運営委員会

部

副理事長

営

（顧問・委員長「担当理事」）

会

事務局長

委

紀要編集・査読委員会

会計

員

（顧問・委員長「担当理事」）

会

広報・企画運営委員会

事
会計監査

務

（顧問・委員長「担当理事」

局
理事会
研究・企画運営委員会の中には、月例研究会・年次大会・他学会との共催セミナー等
の企画・運営をする企画部門が設置されている。その部門の主任の働きで、来年度（2022
年度）に向けての月例会等の運営に関するアンケート調査が実施されており、その結果に
基づいて、来年度の企画が検討されている。
他の、紀要編集企画・査読運営委員会、広報・企画運営委員会でも、各委員会の運営
委員長を中心に、積極的・自主的な動きが見られ、今までの運営委員長、理事長中心の運
営から当学会の創立３０周年記念の節目の年に、会員主体の運営に切り替わりつつあるこ
とは嬉しい限りである。
当研究所が、ここまで歩んで来ることが出来たのも、公益財団法人日本英語検定協会様
の、暖かいサポートのお蔭と感謝で一杯である。公益財団法人日本英語検定協会様には、
引き続き、当研究所の賛助会員として、ご支援を頂いていることも、大変心強く思ってい
る。
当研究所では、過去において、月例研究会とは別に、日本 CLIL 教育学会、日本リメディ
アル学会、グローバル人材育成教育学会などと共催セミナーを 11 月に開催していたが、
そのような時には、公益財団法人

日本英語教育学会様には、後援名義で、お名前を使わ

せて頂き、このことも大変嬉しく思っている。
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11．国際教育研究所の今後の展望
当研究所の 30 年の歩みを振り返って痛感したことは、当研究所は、国際教育協議会の
流れを受けて、外部の講師を招いての研修活動が中心であったことに気が付いた。
勿論、第一線でご活躍の先生方から学び、多くの考えるヒントが与えられて新たな教育へ
の取り組みや授業改善に結びつけていくことは大切なことである。
しかし、現在は、長引くコロナ禍の影響で、授業の在り方が問われている。それに加
えて、学校や子供の数が激減し、ICT や AI がどんどん学校現場に入り、教師の仕事にも変
化が起こりつつある。このような時代の流れを受けて、当研究所では、今までの外部の講
師を招いて、研修中心の活動から、時代の変化をいち早く察知して、現場教育で求められ
ていることに心を傾け、教育や教師の課題について、月例研究会や年次大会では、30 年間
学びを積み重ねてきた知見を活かして、会員主体の提言や授業実践発表が行われることを
期待している。これからは、ポストコロナ期における新たな学びの在り方を考えていく必
要があると思っている。
2020 年頃から、世界は新型コロナウイルス感染症（COVIDー19）の拡大という極めて
大きい災禍に見舞われ、現在に至っている。コロナウイルス感染拡大予防の観点から、小・
中・高・大でのオンライン授業への関心が高まり、暗中模索の段階から、英語教師の経験
の積み上げを通して、次第に、より進化したオンライン授業での取り組みが試みられてい
るように思う。しかし、今後の大きな課題としては、オンライン授業での ICT 活用面では、
改善すべき多くの課題があるように思われる。
中学・高校・大学を通じて、生徒、学生が多様化してきており、教授法の知識や指導
技術だけでは、授業が成立しない現象が至る所で起きている。英語教師として、英語授業
作りのための意識改革が必要になっているように思われる。教師の指示に従わせるという
従来の指導のやり方が、既に通用しなくなってきている。
「教える」というこれまでの教師
にとって重要であった職能だけでは、もはや AI やインターネットに置き換えられてしまう
ように思われる。
人間が人間らしく育つ為には、
「心」と「人格」を大切にした教育に重きを置く事が不
可欠と思っている。従来の教えることが目的の授業から、学習者にとって、学びを生み出
すことが目的の授業に切り替え、人間的成長を促す教育を創造することが求められている。
当研究所では、このような現在、我が国で求められている教育課題を英語教育だけで
なく、幅広い分野から広く考え、会員間で知恵を出し合い、授業実践を通して、人間教育
を重視した英語教育の向上を目指して行ければと願っている。
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創立３０周年記念に寄せて

国際教育研究所顧問

伊藤卓治
教壇が、はるかかなたになりました。以前、書いたものと重複する箇所がありますが、
思いのままに雑感をのべて、３０周年のお祝いの言葉とします。
当研究所（IIEJ）は、1991 年 10 月 1 日に、羽鳥博愛先生を所長にいただき、１０人
のメンバーで創立しました。高慢な教授理論に偏らず、小・中・高・大学の関連を密にし、
教育現場に直結した”生の声”を持ちより、”英語（語学）教育＝人間教育”という立場で研鑽
し合い、かつ”国際感覚”をも養成しようというものでした。発足当初から、毛利千里先生と、
山岸信義先生のお二人は、今も現役として、献身的にご尽力されています。
国際教育研究所のメインは月例研究会です。年間の大まかなタイトルを決め、それに
添って、各講師がそれぞれの研究分野からお話しをされます。今、印象にあるもの、
２～３の１部をあげてみます。
2013 年度の年間テーマは「CLIL 型英語授業」
。笹島

茂先生（143 回）他の講師よりお

話があり「クラスメイト間の狭義の Community 観に根ざすものから、地球の一市民として、
広義の Community 観を持ち、異文化理解へと、学びの場を広げていく」という斬新な学習
形式です。なお、山崎

勝先生の「CLIL のすすめ」
（”News

Letter 第 83 号）の説明は、

大変勉強になりました。
2015~16 年のメインテーマは「グローバル人材の育成」
。IBM の SW サービス部長鬼束
孝則先生（156 回）、桐原書店社長斎藤

智先生（165 回）の方々の講座を拝聴しました。

「グローバル社会で通用する日本人の優れた感性＝誠実・正直・勤勉・気配り・思いや
り等の国民性を生かして文化の異なる相手との相互理解を高める Rapport

Building を使

うということで、言語的弱点は補える」。
「グローバルの言葉の中には、”世界を国堺のない共通の土俵と捉え、そこでの共通のル
ールや、価値観を共有する”という意味が含まれている。文化の異なる人達との交流の際、
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先入観や固定観念を払拭し、相手も感情で動く同じ人間であることを意識することが大切。
こうした”グローバル人間”を育てることが英語（語学)教育に求められている」云々。異文
化の講師からも”多様性（diversity)の appeal がありました。
一方、「教育問題を語り合う座談会」では、大学院生の若い立場から「英語授業改善に向
けての要望」
（第７回）があり「高校では会話重視ではなく、文法をしっかり教えること」。
「授業の実践的研究方法の研修や、ワークショップ等で教え方を研修すべきである。
“英語力”も大事であるが”人間力”がもっと大切」等々。貴重な意見が交わされました。
「小
学校での英語教育を考える」（第２回）では、提言者として私も参加しました。現在は小学
校に英語が正式に導入されていますが、それ以前の会であり「英語優越主義にならないよ
うにする。--- 」。雑談風発でした。
ところで私の支えになっている詩を次にあげます。
Longfellow, Henry Wordsworth（１８０７～1８８２）の”The
The

Seaside

and

Fireside”（「海辺と炉ばた」）に収められている”The Builders”の２節です。
The Builders”

Nothing

useless is or , low;

建築者
世の中にムダなものや卑しいものは、一つもない。

Each thing in its place is best;

それぞれが、適所に在れば、最上のものとなり、

And what seems but idle show

ほとんど無用にみえるものでも、

Strengthens and supports the rest.

他のものを力づけると共に、支えもする。

For the structure that we raise,

私たちが建築に供給するために、

Time is with materials filled;

時の中には、材料が満ちている。

Our to-days and yesterdays

私たちのもっている今日や、昨日は、

Are the blocks which we build.

私たちの建築の材料である。（拙訳）

まるで密教の曼荼羅（mandala)の一面を詠っているようです。この詩を私流に矮小化し、
人にあてはめて考えました。何人でも長所もあり、短所もあります。ならば、長所を
見つけ出そう。現役の時、生徒を𠮟るよりほめることに重点をおきました。
英語でいえば、発音がきれい、読みが上手、作文に優れている、speech が得意な etc。
何かいい点を見つけて、徹底してほめつづけます。その結果、英語はもちろんのこと、他
教科の成績向上にも好影響を及ぼした経験があります。“ピグマリオン効果”です。生徒そ
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れぞれに短所もあり、特長もあります。「みんなちがって、みんないい」（金子みすゞ「私
と小鳥と鈴と」）のです。
さて、世界五大大陸 30 余の都市を歴訪された山本新治先生の「言葉の教育に携わって思
うこと」
（”Newsletter”第 85 号）を拝読し”コミュニケーション能力の育成”の体験記に感銘
しました。
私も言葉の教育に縁があり、ない智慧をしぼって考えました。言葉の本質は「口先だけ
にもの、語彙だけのものではなくて、それを発している人間全体の世界を、いやおうなし
に背負ってしまうところにある」（大岡

信「詩・ことば・人間」講談社学術文庫）。つま

り、言葉は、その人の心・人格・思想であり、また文化であり、極言すれば”いのち”そのも
のといえます。まさしく「言の内に命」（「ヨネ伝福音書」
）があるのです。
バイブルには他に「正しきものの口は、いのちの泉なり、あしきものの口は、あらきこ
とをおおう」
（「箴言」）など。言葉に関する警告も多い。
人格形成に最も近い教科目の一つは、”言葉”の教育にあると信じます。
ライプニッツは、「昨日を背負い、明日を孕んでいる今日」と、”今日”の重要性をいって
います。が、私は”日暮れて道遠し”（To remain still unsettled.)大半が回想になりました。
どうか、一日も早くコロナが終息し、対面講座、対面座談会ができますように。
また IIEJ 規約第３条（目的）のもとに、一人でも多くの方が参加し、研鑽されることを
切望します。
諸先生方のご健勝と、国際教育研究所のますますのご発展を心より祈念いたします。
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「幸せに生きるを学ぶ」
山本

新治

国際教育研究所副理事長
私立海城学園 相談役
元都立教育研究所統括指導主事
前実践女子大学非常勤講師

この５，６年間の世界をざっと振り返ると、ポピュリズムの台頭に世界が右往左往した
流れの中にあったように思われます。
イギリスのEU離脱、トランプ米国大統領の誕生、相変わらずのテロリズムの横行、不気
味な極右勢力の浮上、大量難民の行き場のない移動、地球温暖化による異常現象、そして
コロナ禍による全世界的な生命の危機、等々です。
こうしてみると、いまや世界はケイオスの真っただ中にいるようなやれ切れない思いに
なってしまいます。しかしこのような中にあっても、私たちは
学校生活、社会生活等の毎日の生活を通して「幸せに生きていく」ようにそれぞれの場で
努力してきました。
こうした中で、様々な事象を通して私が日頃から感じていることを述べてみたいと思い
ます。
ニューヨーク在住時に義兄の住むオースティンを訪ねました。そしてテキサス大学など
有名な観光地を案内してくれましたが、帰り道たまたま通りかかった道のはずれに小さな
平屋の一軒家がありました。アメリカで平均的に見られるような家のようではなく、本当
に小さな家なのです。しかし柵で囲まれていて案内板があるところを見るとどうやらその
家は名所の一つになっているようでしたので、義兄に聞きましたら「オー・ヘンリー（ウ
イリアム・シドニー・ポーター）」の住まいであるというのです。バックして戻ってもら
い案内板を見るとまさしく「Residence of O.Henry」と書いてありました。直ぐに、教科
書教材の「賢者の贈り物」「最後の一葉」のことを思い出しました。今でもその家の写真
を時々見ることがあります。すぐにお願いして、その足で近くの本屋に連れて行ってもら
い、分厚い彼の短編集を買い求めました。
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ここでこれら二つの作品を紹介するまでもないことですが、共通して言えることは、人
を大切にする寛容、寛大、思いやりなどの精神が作品に描かれていることです。これはC.
ディケンズの「クリスマス・キャロル」にも同じことが言えます。
宇野浩二の短編小説に「聞く地蔵と聞かぬ地蔵」があります。
昔、ある貧しい村に旅の僧侶がやってきました。村人は僧侶を手厚くもてなし、その御礼
に一対の地蔵を村の東西に残していきました。一つは何でも願いをかなえてくれる「聞く
地蔵」、もう一つは何にも願いをかなえてくれない「聞かぬ地蔵」です。僧侶は「聞かぬ
地蔵」にお参りする方が良いですよと言い残して村を去ります。それでも村人は次々と「聞
く地蔵」にお願いし、結果願いをかなえられ、病気や災難をまぬがれて豊かになっていき
ました。しかし、豊かになった村では、いさかいが絶えなくなり、村人達は働かなくなっ
たうえに、他人と比べてより豊かにと望み、果ては他人の不幸さえ願うようになりました。
村の混乱の中に、あの僧侶がふたたび村を訪れます。そして「聞かぬ地蔵」にお参りなさ
いと繰り返し言ったのです。こうした中、村人は以前僧侶が来た時に言われたことの意味
にようやく気づき、みなが「聞かぬ地蔵」にお参りするようになり、ついには助け合って
農作業に精を出し、村に以前のような平和が戻ったという。この短編小説には、人間の願
いや幸せに対する価値観と、それを支える欲望の問題が示されています。いつの時代にも
通じる普遍的な人間の業です。
「学習の記憶」よりも「経験の記憶」を大切にした教育実践があります。鳥取県のある
村立の小学校の総合的な学習で、牛の飼育を通して生活の知恵を学んでいる実践報告です。
１年生で、県立農業大学校から雄牛の「もーちゃん」
を借りて子供たち全員で飼育することになりました。2年生になって、一旦返した「モーち
ゃん」をもう一度飼おうとしますが、「肉牛」であることが分かり、いなくなるのが嫌だ
と言って、思い出だけに留めておくことにしました。
３年生になって今度は雌牛の「ももちゃん」を借り受けました。まもなく赤ちゃんが生ま
れました。こうして子供たちは「もーちゃん」と全く違った飼育経験を通して学んだこと
がたくさんあったと言います。「もーちゃん」からは、思いやりの気持ちと死の悲しみ、
「ももちゃん」からは、責任の重たさと生の喜びでした。
「生き方を学ぶ」は今の教育の基本理念です。それは「たくましく生きる力」を育てる
ことです。「自分で課題を見つけ、考え、判断して行動し、そしてその課題を解決する能
力を育てる」「自分を律しつつ、他人と協調し、他を思いやる心や感動する心など豊かな
人間性とたくましさを身に付ける」ことが強く求められています。
御承知のように、フィンランドの教育は、OECDの国際学習到達度調査（PISA）でいつも
好成績をあげています。10年以上前にリッカ・ヘレナ・バッカラさんのフィンランドの教
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育力についての講演を聞く機会がありました。バッカラさんはフィンランド国内の小学校
で教鞭をとり、その後ご主人の転勤で東京に移住していました。トゥルク大学で教育学の
修士学位、へルシンキ大学では行動科学・特別教育の学位を取得しました。その講演でフ
ィンランドがPISAで好成績を挙げている要因をいくつか提示してくれました。記憶にある
ものだけ挙げます。
・フィンランドの教師は修士課程の修了者である事が必要条件であり、この結
果、教育指導上の裁量権が与えられており、教科書も自分で選択して教えら
れる。
・学校教育ではフィンランド語、スウェーデン語が必修であり（ただし、オー
ランド諸島ではフィンランド語は必修ではない）、さらに英語やその他の言
語の教育が行われている。環境的に「教育は大事」との認識があり、自然資
源が少なく、輸入に頼らざるを得ない国なので、母語だけでは十分だとは言
えないので、言語学習の時間が多く、高校生になると4ヶ国語ぐらい話せる
というのが普通
・世界の状況を知るうえで、新聞の果たす役割は大きく、通常各家庭では言語の違う
複数の新聞を購読している家庭が多い
・各家庭では世界で起きている新聞記事の内容について家族で話って意見交換する
ことが当たり前のようになっている
・読書習慣が日頃から身に付いていって、本は図書案から借りてきて読んでいる。
読後感想についても家族と話し合う機会が多い
・お遊びの後の片付けの仕方について、とても面白いと思いました。
＜おもちゃなどの片づけをさせる時の指示のポイント！＞
＊形状での分け方
ア．まず大きなものからこの箱に入れましょう
イ、次に中くらいの大きさのものはこちらの箱に入れましょう
ウ、最後に小さなものはこの箱に入れましょう
＊色別での分け方
ア.最初に黄色のおもちゃはこちらの箱に
イ．次に青色のものはこっちの箱に
ウ．最後に赤いものはこちらの箱に、etc
＊必要、不必要の分け方
ア、最初にもう捨ててもいいものはこっちの箱に
イ、大事なものでとっておくものはこちらの箱に
小さなうちから後片付けの仕方についての考え方を順序良く身に付けさせる方法を学ぶことは、
「自分で考え、判断して行動する礎」を体得的に教えることになると感じました。興味深い話でした
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が、日本の幼稚園ではもうすでにこのような教え方をしています、という話を聞いて自分の不勉強を
恥じ入る思いをしました。
都教育委員会勤務時に、文科省に県教委の道徳担当の指導主事が集まり、今後の指導の在り
方についての研修会が開かれ、締めくくりとして、桜井良子さんの講演会がありました。桜井さんが
ハワイ大学に留学中に、現地の子どもたちに日本語を教えることになり、「犬の泣き方」について質
問をしましたが、意外なことに、子供たちの反応は、「犬の気持ちが分からないので答えられない」
と言うのを聞いて驚いたと言います。すなわち、「悲しい」のか、「怒っている」のか、「お腹がすいて
いる」のかなどが分からないと答えられない、と言う。桜井さん曰く、普段から「適切な情報と行動を
身に付ける教育」が重要です。これを聞いて、どの指導主事も納得でした。「考えるプロセス」を身
に付けること、知識理解という結果重視の教え方からプロセス重視の教え方に力点を置いた教育
の重要性を学びました。「知識よりも知恵が身に付く教え方」、これが「生きて働く力」になっていくの
だと妙に納得した貴重な経験でした。
子どもはよく素朴な疑問を口にします、親として答えに窮することもしばしば。「笑う門には福来る」
のことわざはほんとか、と聞かれたらどう答えたらよいかとい話があります。笑いの効用を問うもので
す。笑えば福が来るのか、笑わなければ福は来ないのか？楽しいから笑うのか、笑うから楽しいの
か？確かに微妙なことですが、やはり、笑うから福が来る、笑うから楽しいのだと思いますが。皆さ
んいかがですか。ついでに、学習意欲についても同じことが言えそうです。面白いからやるのか、
やるから面白くなるのか？やはり、楽しい、面白い、笑う努力が必要になるのだと思います。
「生きるから幸せになれる」のか、「幸せになるように生きていく」のか。自ずから回答が見えてくる。
学校生活、社会生活、家庭生活、結婚生活、老後の生活。自らが幸せを求めて努力することが大
切です。「幸せの青い鳥」は私たちの身近にいます。私たちの「幸せ」の努力が必要なのだと思い
ます。そのような学びを身に受けられるよう不断の、自助、共助、公助がますます重要になると痛感
しています。
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コロナ禍での学び GIGA スクール構想を受けて
秀明高校英語科主任

山本

恭子

国際教育研究所が 30 周年を迎える 2021 年度は、20 周年を迎えた年には想像もつかな
かった２０周年当時と全く異なる世界状況下に現在ある。全く今までにない世界で生徒の
英語の学びは 10 年前とどのように変化し、また変化していくのだろうか。２０２０年から
始まったコロナ禍での学びは２年目に突入し、様々な学校で今までにない取り組みがなさ
れている。来年度は新学習指導要領が施行される。その状況下における学校での学びの変
化を私の勤務校である秀明高校を例にして述べたいと思う。
ICT の環境変化
2020 年３月からの３か月間は全国的な自粛期間となり、ワクチン接種も進んでいなかった
ことから在宅での学びを強いられる期間となった。勤務校では、その自粛期間からの１年
で今までにないスピードで ICT 環境が発展した。学校の校舎全体で Wi-Fi 環境が整備され
るとすぐに、中学生全員にタブレット型 PC が配布されました。Microsoft の TEAMS に生徒
や教員全員が登録され、自粛期間の HR や授業が TEAMS を通して行われるようになり、１
年過ぎた９月に再び自粛期間が設けられ、通学とリモート学習の両方が選択できる期間が
１か月あったがその際も TEAMS を通して、全科目で全リモートやハイブリッド授業が可能
なまでに教員のＩＣＴスキルも進歩したのは驚きでもあった。
ICT を用いた授業
① コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、そして英語長文の授業で、デ
ジタル教材またはパワーポイントを用いた授業に電子黒板の使える範囲で実施。
② 帯活動でのリスニング練習
③ 単元に必ず１回、タブレットを用いて写真などを用いたプレゼンテーションを授業に組
み込む
④ イギリス人の英会話の授業でもタブレットを使った問題出題やリスニング問題を使用。
ICT を用いた学習
① 授業：英語だけでなく他教科においてもデジタル教材を使った電子黒板使用の授業が実
施されている。
② 自習：大手からの配信アプリを自粛期間は全員にアカウントが配布され、指定個所の授
業や課題をオンラインでやっていき課題のチェックを教員が行っていた。現在は中高生
英会話や英語４技能を向上するように全員にアカウントが配布されている。
③ 課外：オンラインでの文化発表会開催に向けて、生徒はグループや個人で動画を作成し、
それを学校の YouTube にアップロードして公開。
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④ 保護者：学校への連絡や面談を TEAMS や ZOOM を用いて行うようになり、対面で面
談をせずにオンラインでの面談が可能になっている。
ICT を用いた学習の利点
英語の学習に ICT を導入する利点は数多く挙げられる。
① 授業進度の確保
コミュニケーション英語のテキストや、長文練習では従来の逐語訳ではなくて重要ポイ
ントに絞って指導をするようにしているが、生徒の理解度は文の意味が頭に入っていな
いと入試レベルでは解けない問題も多く、板書に英文をかく手間や、問題演習をする際
根拠文を示すためには電子黒板ではページを戻ることが板書とはけた違いに容易である。

② デジタル世代
生徒のタブレット、スマホ、PC の扱いは、私たちが思っているより優れている。但し、
フリック入力に慣れているため、キーボード入力だと遅くなるという大人世代とは逆転
現象もある。パワポ製作や、ビデオ、情報検索などが簡単に行われるので作業が多様に
なった。
③ 下位生徒のコミュニケーションの促進化
英語だけでなく視覚情報があるので、コミュニケーションの質が向上し、写真などをク
ラスで共有することが SNS での活動に類似しているため抵抗が少ない。
ICT を用いた学習の問題
① 教員側の準備負担
デジタル教科書で全て用意されているものを使用できる場合は、負担は少ないが、パワ
ーポイントのスライド作成などが必要なため、準備に時間がかかる。
② 生徒の個人的 ICT 環境・デバイスの影響
学校で配布されているタブレット PC は同じ性能のものを使用しているが、
リモートやハイブリッド授業が行われている際、如実に生徒の家庭の Wi-Fi 環境やデバ
イスの性能で差が出ることがあった。
③ 筆記力の低下
タブレットや PC を使う学習を進めると実際に手を動かしてノートに書く機会が減少す
るため、筆記能力が下がり単語を書けない生徒が大勢出ることがあったので指導者の意
識的指導が必要。
ICT 使用の勤務校の実践例
① オーストラリア現地校高校生との交流授業
高校２年の生徒が３週間の事前研修を経て、オーストラリアのクィーンズランドの現地
校生徒とオンラインで３日間に渡って文化交流を行う。オーストラリアの教員から、オ
ーストラリアやグローバルイシューについての講義をオンラインで毎日受け、少人数グ
ループに分かれて、双方の国のクイズを出し合い、自己紹介から始まる文化紹介をしな
がら、最終的には到達度に応じたディスカッションをオンラインで行った。
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生徒はリアルなシチュエーションで英会話の重要性や以前では考えられない南半球に
いる生徒と日本にいながらコミュニケーションを取るという体験をし、異文化理解を深
めるとともに英会話力の向上につながる刺激を大いに受けた。
② ICT を用いたプレゼンテーション
これは６月の研究所の学会で発表した内容であるが、プレゼンテーションはスピーキン
グ力を上げるのに必要であるポジティブな感情を生み、意識を変えることで英語を積極
的に学ぶ動機づけになった。週に３時間ある私立文系英語の選択授業の中で、１単元を
４時間で指導する中の１-３時間目：長文読解の授業、４時間目：読解内容の確認テスト、
プレゼンテーション作成としている。読解で出てきたターゲットセンテンスや内容を含
むことを条件としたプレゼンテーションを２０分で作成し、次回の授業までに本校で導
入しているマイクロソフト社の TEAMS の共有ファイルにパワーポイントのスライド２５枚を学校または家庭で作成。文訂正を教員が行わずに発表。プレゼンテーションは原
稿を作成するもの、しないもの、テーマは生徒の得意、不得意を考え、社会、自然、科
学、文化など多様にした。発表後、生徒全員が他の生徒の評価とリフレクションを書き、
教員のフィードバックは評価発表後に個別で行う。作成して全員の発表が終わるまで、
次のプレゼンテーション作成は行わず、授業の最初の１０分-１５分を発表時間として扱
っているため、プレゼンの頻度は１か月に１回程度となった。
ICT に対する生徒の意識
高校３年私立文系クラス２０人にアンケートで聞いた「ICT は英語学習に役立つかどうか」
という問いに１-５段階（１全然役立たない、２役立たない、３普通、４役立つ、５とても
役立つ）で評価させた。パイチャートにあるように役立たないと答えた生徒は全然役立た
ないとともにいなかった。生徒の意識では情報検索や自分の意図を明確にする上でタブレ
ット PC や授業内での電子黒板使用からのデジタル教材またはリモート授業に至るまでの
ICT の使用は概ね肯定的であると言える。
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まとめ
コロナ禍から大きく変化した生徒の学びは ICT の力を得て、リモートでも学習を止めず
に進めることが出来た。また対面授業においても ICT を用いた授業の恩恵でプレゼンテ
ーションのやり方や表現方法に極めて大きな上達が各生徒にあった。また ICT は特に下
位生徒が自信をもってプレゼンテーションを行うツールになっていたことからも情意面
でかなりの助けになっていた。
今後、英語に自信がなくても、ICT の力を借りさえすれば簡単に出来るものであると
いうのを理解する第１歩にはなったようである。そうなるといかにそれらを使用者主導
で操作出来るか、英語は ICT を使うと和訳・英訳は機械がやってしまうようになること
は既に目前まで来ており、今までのような英語能力はもはや必要ではなくなることも、
英語教育を大きく変化させる要因になるかもしれない。
読解力、リスニング力がやはり機械を経由せずに理解がすぐに必要とされる能力とな
るのは明らかである。共通テストが導入され、新学習指導要領ではさらに能動的な英語
力の養成が要求されていることを意識してよく考えられた指導が必要である。
最後に
私がこの研究所の会員になったのは、英検の研究助成を受けて論文を執筆した際の指導
教官が当時この研究所の所長であった羽鳥博愛先生だったご縁で 2012 年に講演をさせて
頂いてからのことである。それから月例会で勤務校のイギリス人と発表させて頂いたり、
今年は大学の先生方と勤務校の実践についての研究発表を行わせて頂いたり、大学院卒
業後、中々日々の授業に追われて、研究が出来ない私にとってアカデミックな刺激を受
ける数少ない場所としてとても貴重な役割をしている学会である。
高校の教員である私は、土曜日も出勤が多く、活動が制限されており、学会への貢献が
少なく心苦しいが、現所長である山岸先生はいつも暖かく全会員に対して接し、参加者
や発表者に対する配慮は私たちが皆見習うべき点であると思う。今後の研究所のますま
すの発展を祈念する次第である。

25

教養のための英語教育から、国際的な教育に向けて
新潟医療福祉大学

豊田典子
国際教育研究所３０周年おめでとうございます。日々変わりゆく世界情勢と日本のあり
方において、
「国際」「国際教育」の意味合いも常に変わるなか、弛まず研究を続けること
の重要性を鑑み、この３０年間の継続の素晴らしさを感じます。
３０周年 Newsletter 発刊にあたって寄稿の機会を賜りました。これまでの私のつたない経
験について振り返り共有させていただき、皆様からさらに学ぶことができましたら幸いで
す。
早期教育（母語・英語・プログラミング）について
東京に生まれ育ち、9 歳の頃に英会話学校に通い始め、また英語を話す環境もあった頃か
ら比較的早期に英語に触れるようになりました。本当はピアノを習いたかったのですが、
ちょうどお教室が一杯で入れず、近所の英会話教室になってしまったことが運命の分かれ
道だったのかもしれません。
小学校の頃は、毎日のように海外文通相手に英語の手紙を書いていたのが思い出されま
す。言語習得研究の専門家として振り返りますと、この早期英語教育が大きな影響を与え
たことは否定できませんが、当時は日本語での読書量も膨大なものであったことが、言語
能力への土台となっていた
かと思います。中学校で、初
めて英語の授業に触れたと
きは、それまで会話に使って
いたものの仕組み（文法や単
音の発音など）が解析されて
説明があり、さらに日本語に
訳すというレッスンもあり、
新鮮な驚きでした。最終的に、
私の興味は日本語文法に導
図 1

武田「パソコンスキルの教科書」https://fastclassinfo.com/

り

26

よ

かれていきました。

早期英語教育の何よりも大きな影響は、国や地域によって様々な違いがあり、日本や自
分の持つ常識が全てではないと気がつけたことではないでしょうか。このことで、自分が
他と異なっていても、自分を受け入れることができ、また「違うのが当然」という意識か
ら、クラス内のいじめられっ子であれ、いじめっ子であれ、区別なく、自分の意見を伝え
ていました。
プログラミングについては 13 歳頃に手遊びで始めました。プログラミングについては、
コンピューターに入力してソフトウェアを作る「コーディング」という作業のイメージが
強く、誤解されている方も多いのですが、実際は問題を見極め、ゴールを設定し、底に至
るまでのステップを計画していくことがメインとなります。かなり細かなステップに落と
し込み、「こうなったら、こう」「こっちになったら、そうなる」と多くの条件分岐を考え
ながら、試行錯誤していきます。これを図式化して考えていくのですが、流れを説明する
という意味で「flow chart フローチャート」と呼びます。例えば図１のような自動販売機
で購入するプロセスのフローチャートを見てみますと、手順が大変クリアに理解できます。
早期にプログラミングの学習を始めることで、問題解決思考能力がついたことは、その後
の人生をかなり楽にしてくれました。
自由に育ててくれた両親にも感謝です。
人生計画
小学校の頃は、近所の「国語研究所」で国文法を研究したいと生意気なことを言ってい
たものですが、高校１年生の頃にもう少し現実的な人生計画を立てていました。大学では
基本的な国文法の知識を身につけ、その後、海外で英語を母語並みに育てたあとに、客観
的な視点で日本語の文法を見直したいという野望でした。
相談もせずに自分勝手なことをするのですから、両親の経済力に頼らないことが必須と
考え、１年留年をして大学の資金をためました。とはいえ、大学２年目からは、両親の経
済援助を受け入れることにはなりました。父親が嬉しそうにしていたのが思い出されます。
大学では主に中古文法の助動詞の研究をし、春休みはフランスに留学やバックパッカー
で世界旅行をするなど、気の向くままな大学生活を送っていました。幸い、１年次から大
学院のゼミに潜り込ませていただき、一緒に研究させていただけたので、充実していまし
た。学友にも恵まれ、様々な自主ゼミに誘っていただき大いに議論しました。
大学卒業時は、海外駐在を狙って旅行会社に勤務し、就職一年半で、ご縁のあった企業
のイギリス駐在員として渡英し、米語から英語への切り替えや、イギリスの商習慣を身に
つけるのには苦労したものの、人生計画通りに進んでいきました。
近所にロンドン大学があり、夜間で大学院に通えるとのことで、ふらっと入学、海外出
張や残業の隙間をぬって、応用言語学研究科で研鑽を積みました。

27

当時の指導教員の Larry Selinker 氏は、「中間言語

Interlanguage」理論の第１人者で

あったため、第２言語習得理論のデータ収集と分析がメインでしたが、当時は最先端であ
った Neurolinguistics や SPSS を使ったデータ解析の授業も履修し、単位を落としたり休
んだりと、あまり良い学生ではなかったと思いますが、毎月国内外の研究者を招聘してレ
クチャーを運営する Birkbeck College Applied Linguistics Society という学生サークル
活動も楽しみました。このサークルは私が何代目かの会長だったのですが、未だに存続し
ていているようで嬉しいです。
このように、基本的にはセルフ・ファイナンシングを念頭に置いて自分自身で計画を立
ててきました。日本のニュースや保護者からの相談で「親にお金がないから大学に行けな
い、親が子供の人生を奪った」というお話を聞くたびにびっくりします。海外には日本人
でも無償、または年間数万円の学費で行ける大学や大学院がたくさんありますし、日本に
も多くの大学が学費無償の奨学金をオファーしています。しかし、その話をすると、保護
者の方や学生は「自分にはそんな努力はできない、無理だ」と一様に反応するのです。そ
して、「みんなはそんな努力をしなくても、親がお金を出してくれるのに」と言います。日
本の教育でボタンの掛け違いをしてしまったのはいつからなのでしょうか。
イギリスや多くの欧州国では、１８歳を過ぎると親から離れてフラットやハウスシェア
をして住みます。大学の学費も民間企業等を自分で調べて奨学金を集めます。周りがそう
であれば、やはりそうするのが当然となるのでしょうし、民族でも文化差があるので、全
員がそうするというわけではないのですが、大学進学を自分で考え、ファイナンスも自分
で考えるという土台があることで、進学してもしなくてもハッピーな人生にはなりやすい
と思います。
本当はみんな「ハッピー」を目指していたはずなのに、いつしか目の前の進学や収入や
「英語ペラペラ」などが目標になってしまって、それができないと不幸だと思いこんでし
まうというのは、真面目過ぎる文化が原因なのかもしれません。
国際会議の通訳として
1990 年代後半は、IT に強く英語と日本語が話せるという点で、IT 関連の国際会議での通
訳を務めることが増えていきました。同時通訳の訓練を受け、欧米亜の多くの都市で通訳
を務める機会をいただきましたが、会議通訳としてはそれほど国際性やグローバリゼーシ
ョンに関わることはありません。会議場では、暗いブースでマイクに向かってひたすら同
時通訳をするというのが仕事であり、通訳は自分の主観を交えることはないので、言葉を
変換する機会のような存在でした。
しかし、会議通訳以外にも、５日～１０日は続く国際展示会で、現地の通訳を雇用し通
訳団として仕事を受けることが次第に増え、各地の現地の商習慣と折り合いをつけながら
働くことの大変さを身を持って知るようになりました。ちなみに最も苦労したのは、日本
企業の時間の厳しさをどうやったら現地の人に理解してもらえるかです。
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日本に生まれ育った人であれば、
「５分遅刻したら、みんなに迷惑がかかる！」と教育さ
れて身にしみていますが、誰もが１０分、３０分遅刻する文化では、遅刻されても迷惑と
までは感じません。どちらが正しいというわけでもないのです。郷に入っては郷に従えで
あれば、日本が現地の風習に合わせる事になってしまいます。雇用者・給与を支払う人た
ちである日本の文化風習を１０日間だけ体験・実践しようという説明をしていました。そ
の結果、日本の５分前集合文化を効率的だと賛成する場合もあれば、窮屈すぎて労働意欲
低下につながるとする場合もありました。
Witness Service で、ロンドンの移民文化や格差にふれる
ロンドンに住んでいたときは、Witness Service というボランティア活動に３年間ほど従
事していました。これは、Victim Support（被害者救済活動）と呼ばれるチャリティ活動
の一環として開始された支援サービスです。現在は司法省の管轄に入っていますが、独立
した団体として、検察側の証人も、被告側の証人も、どちらも Witness として公平に支援
をします。
なぜ証人に支援が必要なのでしょうか。まず１つは、裁判所の入口に入ったものの、ど
うしていいかわからない、ということが多いため、道案内や説明をします。どれだけ待つ
ことになるかわからないこと、待った挙げ句に証言が次回に回されることがあるかもしれ
ないこと、待っている間は事件について誰とも話してはいけないこと、給与保証の申請書
の説明などもします。
そして、殆どの場合、被害者が検察側の証人として、証人台に立たされ、被害者はそこで
被告人と顔を合わせることになりますが、被告人が保釈されている場合、裁判所の食堂や
裁判室の前のベンチでバッタリ出会ってしまうこともあるのです。ちょっとしたひったく
りの被害であっても PTSD になることも少なくありません。ひったくりのことを思い出して
ガタガタ震えが止まらなかった被害者や、暴行のケースでは涙が止まらなくなった被害者
もいました。
Witness Service ボランティアは、一つの裁判所（Crown Court 刑事法院または最高裁判
所）に属すのが一般的です。私はロンドン高等裁判所（現 Southwark Crown Court) の所属
でした。朝、裁判所に入って、Witness Service Office に行くと、Manager からリストを
説明されます。警察から予め紹介された Witness（シリアスなケースが多い）や注意案件な
どがあります。その場合は、担当ボランティアが割り振られ、大体の状況や来挺時刻など
のブリーフィングがあります。かなり緊張します。
また、Witness Service を知らずに裁判所に来る方も多いので、Court を回って「Witness
の方ですか？無料のお茶とビスケットがある Witness Service 待合室がありますがいらっ
しゃいませんか？裁判についてのご説明もしますよ」と声をかけていきます。怪しげです
が、きちんと写真付きの物々しい身分証をつけていますので、本当に困っている方は「じ
ゃあ」と利用してくださいます。
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たしか９階建てで１５以上の Court がありましたので、手分けして回っていくのです。
そして、私達の隠れた、そして重要な使命は、「事件の話をさせないこと」「被告側と検
察側の証人を出会わせないこと」にあります。まず、事件の話をしてしまうと証人として
有効ではなくなってしまいます。「事件の話をしてはいけない」と最初に伝えても、つらい
気持ちがあるとつい話そうとしてしまいますし、複数できた場合、やはりうっかりでてし
まうのが人間ですが、そこを「今日はお天気が悪いですねぇ」「そろそろランチの時間です
ねぇ」など気をそらしたり、温かい紅茶を入れて落ち着いてもらったりするのです。
被告側の証人が保釈中の被告人の場合は、前もって警察から連絡があるので問題が起き
ることは殆どありませんが、関係者の場合は、別の待合室に振り分けます。基本的に、食
堂にいる人が多く、めったにありませんでした。
裁判が始まっても、法定弁護士（Barrister）の語り、検察側の最初の証人である警察官
の事件の説明、などいろいろ、いろいろ、いろいろあって、なかなか証人が呼ばれないこ
とも多く、私達は２０分おきぐらいに Court に行って様子を覗き見して進捗を Witness に
知らせていました。
イギリスは陪審員制度を取り、陪審員は証人と一切口を利くことはありませんので、独
立した Barrister 同士が答弁を交わして審理を進めていきます。証人と Barrister が話す
こともありません。検察側の証人が話せるのは唯一検察庁（CPS）のみ、または法定での証
言のみとなります。証言をするというのは本当にストレスと時間の浪費につきます。まし
てや被害者本人の証人のケースは、Witness Service スタッフとしても責任が重く、１日中
つききりでケアする場合もよくありました。
イギリス(England & Wales)では、裁判官と Barrister は決まったカツラと法衣をつける
ことになっており、裁判所ではカツラと法衣をまとった人々が歩き回っているので圧巻で
す。子ども（当時は１４歳以下。今は変わっているかもしれません）が入廷している間は、
カツラを取るということになっていますし、宗教な
どの帽子やターバンの場合はカツラをかぶらなくて
も良いなど多文化に対応しています。
こういったボランティアも厳しい１週間の研修と模
擬裁判などを経て従事できるものであり、またボラ
ンティアには往復交通費実費と昼食補助（当時で３
ポンド）が支給されました。失業率２桁が続いてい
た時代でしたのでボランティア希望者は多かったの
と、司法学生が経験を積むためにボランティアをし
ていました。
更に月に１回はパブ（英国居酒屋）で慰労会があり
ました。特に裁判所のボランティアは秘匿事項も多く個人情報や進捗などを家族にも話し
てはいけないことになっています。
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また刑事事件は、人の心の闇、社会の困難な状況などに触れることも多く、鬱憤も貯まる
のですが、それをケアするところまでを Witness Service という団体が行っています。こ
れは日本の草の根ボランティア活動（それはそれで素晴らしいものですが）とは異なり、
チャリティ活動が歴史的に行われ、組織整備されているからこそできることだと思いまし
た。日本でしたら、ボランティアなんだから自分で自分の面倒は見なさい、手弁当が当た
り前、という団体も未だに多いです。
多文化社会を表す裁判所
さて、Crown Court は起訴され、陪審員裁判と決まった刑事裁判が行われる場所です。最
高裁判所の一つ手前の段階ですので、日本では高等裁判所の位置づけと同等です。殺人で
あれば最高裁判所（Old Baily という通称があります）ですが、傷害致死であれば Crown Court
の場合もあります。私が担当した事件にも、高級会員制クラブで狙われたエリートアメリ
カ人女性レイプ事件、14 歳の自分の娘を性的暴行した事件、ゲイカップルを狙った傷害事
件、ストーカー事件など、証言台に上がる被害者への対応は緊張に緊張を重ねるものでし
た。
Witness Service のラウンジは、紅茶とビスケットを用意したわいないおしゃべりを提供
して時間を潰してもらうためのものですが、様々な事件の証人たちの多くは経済的に貧し
い地域出身の人でした。ひったくり、強盗、地域の不良チーム同士の傷害事件などの証人
たちは、様々な民族、文化背景を持ってコミュニティを作り、そういった地域ならではの
問題を引き起こしてもいます。ラウンジには、証人として呼ばれた警察官もよく顔を出し
てくれますし、基本的に被害者側（検察側）の証人ですので、その場で危険なことが怒る
ことはありません。裁判所には警察、検察、弁護士がうようよしていますし、セキュリテ
ィもしっかりしています。一度も、怖いと感じることはありませんでした。
しかし、その民族、宗教、文化、言語の多様性は、普段住んでいるロンドンの一角から
ではわからない混沌としたロンドンのあり方が見えました。私が日本人であることも、彼
らの口を軽くさせるようで、あまり接触することのない人種である日本人に興味を持って
質問する人もいれば（スラム街には日本人は殆どいません）、問わず語りに人生を語るおば
あちゃんもいました。「日本人はなんであんなに現金を持って歩いているんだー」と呆れて
いる警官たちもいました。その中で、文化の多様性を最も感じたのは、証人の人ではなく、
一人のボランティア仲間でした。普通の白人系イギリス人（English）の気さくなおじいち
ゃんが引退後にボランティアをしているという様子で、よく暇なときにおしゃべりをして
いましたが、ふとした時に「実は自分はゲイで、パートナーと一緒に幸せに暮らしている
んだけれど、イギリスではずっと法律で禁止されていたんだ。今の時代が本当に嬉しい」
ということを話してくれました。私は、人に優劣をつけないでぼーっと生きているためか、
小さい頃から「差別」をしない、またはできない不思議な子でした。相手が子どもでも、
お金があってもなくても、接し方が変わらないのです。背が小さくてリスクが大きいとい
う理由で子どもには転ばないよう配慮し、敬語を使ってほしそうな人には敬語を使うよう
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なことは社会から学びましたが、未だに人間の美醜の区別もできないし、人から言われる
まで社会から浮いている人かどうかもわからないという、社会で必要な機能かもしれませ
んが、それが欠損していることで大変幸せに暮らせるという状態です。
Witness Service では、その性格がたいへん役立ったのかもしれません。いろいろな人生
の物語を聞くことが出来ました。そのゲイの James（仮名）については、ちょっとびっくり
したのは、私の偏見ゆえです。ゲイの友人は、ロンドンだと普通にいるので、珍しくもな
んともないのですが、70 歳近いおじいちゃまたちがゲイカップルであるという事実は、自
分がそれまで思ってもみなかったことだったのです。私がびっくりしたのは、自分がその
新事実に思い込みを崩されたことでした。ゲイの友人たちはみな 20 代、30 代で、おしゃれ
できちんと自己主張できている人たちばかりだったのです。しかし、カミングアウトして
いるということは、それだけの勇気とそこまでに至った深い考慮があったはずで、そして、
James も自分の性癖に気がついた時代が昔だっただけで、みんな同じなんだということに気
がついたのです。「ああ、そうか。昔からこうやって苦しんできた人達がいるんだ。最近の
新しいトレンドではないんだ」と、腑に落ちたものがありました。Witness Service を通じ
て出会った、被害者という異文化背景、スラム育ちのパキスタン人少年たち、レイプ事件
の有罪が決まったインド人男性を裁判所の外で待っていた奥さん、それぞれが抱えていた
ものの異文化も様々でしたが、James の持つ歴史的な異文化背景は、今一番心に残るもので
す。
このような多くの経験の中、職場で出会った男性と結婚し、ロンドンで結婚式を挙げたも
のの、親の病気・介護の問題もあり、2000 年に、日本に 2,3 年帰国しようということにな
りました。結果的には介護が長引き、英国の永住権はありますが、当面、イギリスに戻れ
る状況にはならないまま、日本での生活が続いています。どこの国にいてもなんとかなり
そうなので、引退するまでは日本にいようというような曖昧な予定で、現在は新潟に単身
赴任中です。
第二言語習得理論と国際教育
第二言語習得

Second Language Acquisition(SLA)とは

国文法の研究の目標を忘れてしまったわけではないのですが、文法のシステムそのもの
よりも、どう学問を現場で活かすかということの重要性を身に感じ、ロンドン大学大学院
Birkbeck 校にて応用言語学を中心に研究することになりました。専門分野は、第二言語習
得理論となります。SLA は、日本での英語教育とは全く異なります。
第二言語とはなんでしょうか。生まれてから初めて習得した言語を母語として第一言語（L1）
と呼び、そのため、母語の次に学習する言語を第二言語（L2）と呼びます。
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引っ越し先の外国で現地の言葉を身につけるのが第二言語習得です。では、なんのため
に現地の言葉を身につけるのでしょうか。もちろん、ショッピングや現地の人のおしゃべ
りも重要でしょう。留学で必要な言語でもあるでしょう。しかし、労働移民の場合、働い
て収入を得て家族を養ったり、高等教育を受けて知識を得たり、またはより年収の高い職
業について、自分と家族が幸せな人生を送るためです。引越し先の現地で使われている言
葉を身につけることが第二言語習得であり、習得状況によって、話者の幸福度にも影響が
あります。第二言語習得理論は、日本で「英語ペラペラ」になるための外国語学習とは異
なり、現地で人が幸せを求めて現地語を習得する課程の研究なのです。そのため、情意フ
ィルターなどの心の有り様（または心の壁）や社会経済による社会心理学要因、言語政策
等の政治要因も大きく関連した学問になり、あるいは子供の認知発達段階とともにバイリ
ンガリズムを考える学問にもなっていきます。
移民児童への日本語教育(Japanese as a Second Language, Japanese for Young Learners)
私の人生、人生の見解、社会の見方を大きく変えたのは、2000 年に日本に帰国した際に始
めた外国人児童のための日本語教室でのボランティアでした。NPO 法人 IWC 国際市民の会
では、品川区教育委員会からの嘱託で区内の児童生徒向けに教室を開催していましたが、
自分の研究範疇である児童の第二言語習得理論において、日本の状況に興味を持ち参加い
たしました。当時は法整備もなく、教材やカリキュラムもほとんどが教員の手作りという
状態でしたが、NPO 法人ではボランティア日本語教員養成講座受講を必須としており、そこ
で外国人児童への心構え、品川区や公立小学校との関わりなどについても学ぶことが出来、
また教員同士の連携をすることができました。「取り出し学級」、「呼び寄せの子どもたち」
「ダブル」などの言葉を学んだのもこの教室活動を通じてです。
取り出し JSL 教室
アメリカやイギリスの ESL(English as a Second Language)という言葉はご存じの方も多い
と思います。
ハイスクール内で英語母語話者ではない子供は ESL 教室で英語や教科を学び、
すべての授業を母学級で学べるように設置されています。
品川区には、日本語を母語としない（ここでは JSL と呼んでおきます）児童生徒のいる地
域が分散しており、各学校内に JSL 教室を作ることが難しいため、区内に JSL 教室を作り、
そこに各学校から通ってもらいます。
JSL も ESL 同様、自分の所属する学校のクラス（母学級）があり、音楽や体育などはできる
だけ母学級で受けて慣れ親しんでもらいます。国語や社会の時間は、母学級にいてもつい
ていくのは困難ですので、JSL 教室で基礎日本語を３ヶ月間学び、徐々に母学級で受ける授
業数を増やしていき、次の３ヶ月は放課後に教科書学習を支援するという流れになってい
ます。
33

母学級から取り出して JSL に通ってもらうため「取り出し」式と呼ばれています。
JSL 児童生徒が多い場合は、日本語講師が学校に出向して教えたり、県や区によっては学校
の雇用する「加配」の先生が日本語（JSL)を教えたり、音楽などの専科の先生が合間を縫
って日本語を教える場合もあります。
JSL 教室を必要とする児童生徒数や児童の母語は、社会経済の状況によって大きな変動があ
り、その変化に応じて様々な体制が取られてきました。移民国ではない日本では予想もつ
かない状況が急に押し寄せ、その場その場で、付け焼き刃で対応せざる燃えないこともよ
くあったのです。
児童の第二言語習得は、自らの意思で渡航した留学生や、母語が確立した成人の外国語学
集とは、全く異なります。認知発達、母語獲得、知識学習、異文化への慣れなどと同時に、
多感な時期に異国での生活を強いられながらの毎日です。そういった児童に寄り添った JSL
の知識と経験に富んだ教員が豊富な教材と効果的なカリキュラムのもと教えていければ理
想的ですが、教員も教材もカリキュラムも不足しています。
「呼び寄せ」の子どもたち
この「呼び寄せ」は正式な名称ではありません。在日外国籍の方が日本での生活も落ち着
き、母国で祖父母らに預けていた子供を日本に呼び寄せて一緒に暮らす、そのような状況
の子どもたちを日本語教室で「呼び寄せ」のこどもと呼ぶところが多いのではないかと思
います。言語環境的に認識しておくことで、日本語教室の活動や宿題などを調節するため
に区分として使います。差別に使っているわけではないことを理解していただければと思
います。
A ちゃんの例（フィリピン）
：２歳の頃、お母さんが日本に出稼ぎに行くために祖母に預
けられた。フィリピンで育ち、11 歳になったときに、お母さんが日本人のお父さんがで
きてビザも問題なくなったからということで、日本の家族として渡日。初めて合う日本
人のお父さん（日本語話者）、顔を忘れてしまったお母さん（タガログ語話者、日本語会
話可能）、新しいお父さんとの間に生まれた日本人国籍の 2 歳の弟（日本語のみ）、家族
のみんなは、自分の知らない日本語で会話をしていた。近くの日本人の小学校に行くこ
とになり、小学校から日本語教室に行くように言われた。ひらがな練習帳で宿題をたく
さん出された。５年生の教科書をもらったけれど、唯一わかるのは英語の教科書。でも、
授業ではみんな日本語の意味を聞かれるから答えられなかった。家では、日本語以外は
禁止。お母さんもお父さんと弟ばかり気にしている。
フィリピンや中国の少数民族の地域など、親が子供を預けて出稼ぎに行くことが一般的
な文化もあります。一般的には稼いで仕送りをし契約が終わったら母国に戻るという繰り
返しですが、シングルマザーが来日して数年後帰国せずに日本で結婚するなどの場合、日
本の豊かな生活や教育の機会を与えたいという気持ちもあり、祖国の子供を呼び寄せます。
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新しい家族、知らない言語に２４時間さらされ、子供へのストレスはかなり大きいため、
日本語教室でも保護者、学校の担任ら、時には児童相談所と連携を取りながら、日本に慣
れていってもらえるよう支援します。
つまり、日本語教室では、日本語を教えるところではなく、子どもを支える居場所と連絡
書になることも少なくありません。
「呼び寄せ」は、言語学習者の様々な環境や心理が言語習得に複雑に及ぼす一例ですが、
このように、子どもの第二言語習得は、日本の学校で英語を勉強すること、留学生が渡航
先で言葉と文化に悩むことなどとは大きく異なっているということを日々実感する毎日で
した。
それ以外の複雑な事情を背景に持った多文化多言語環境の子ども日本語教室では、一人
の先生あたり５人の子ども…だけで手一杯です。共通の言語がなく、言葉によるコミュニ
ケーションが遮断され、また愛情に飢えているような状態では、子どもたちは、なんとか
先生の注意喚起をしようと身振り手振りで迫ってきます。１秒でも注意がそれたら、立ち
歩き、大騒ぎ、喧嘩、座っていられない子どもも少なくありませんでした。
正直な話、３名なら２人の子供の間に座ってひらがな練習を見てあげながら、目の前のこ
どもが読み上げを聞いていてあげることができます。
小学校１年生や２年生だと、膝に乗ってくる子どももいます。可愛いですが、日本の学校
に慣れてもらうためには、心を鬼にして、学校の椅子にきちんと座れるようにしていきま
す。
文字指導は１５分がやっと。その後はおぼえた文字を使ったカルタ取り。そして、いく
つかの動詞を使った会話練習をロールプレイで進めていきます。その子どもの出身国に合
わせた教材を用意したり、お互いに知っている国の名前を言って、地図で「ここ」「そこ」
「どこ」を練習しながら、カタカナで読み書きしたり、持続力と集中力にあわせて教授法
を変えながら対応していきます。
皆さんならどうしますか？「じっとしていなさい！」「さっさと書き取り練習しなさい！」
と怒ることで、言語習得は進むと思うでしょうか？対象は A ちゃんの例のような子どもた
ちばかりです。厳しい指導のみをした場合、日本語教室には来なくなったり、「もう日本は
嫌だ」と日本を嫌いになって帰国していったり、という結果になります。
第２言語習得理論では、クラッシェンの情意フィルター（affective filter hypothesis）
がありますが、言語学習を制限する心理的な障壁を指し、心の壁が出来てしまって、頭に
入ってくるもの（インプット）も入ってこないという状態になります。
研究を目的として始めたボランティアでしたが、当時は結局目の前のこどもの支援で手
一杯で結局研究データは一つも取ることなく、教材づくり、他の先生達との連携、教案開
発に追われていました。
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国連機関 IOM 顧問として
品川区のみならず、リーマンショックを皮切りに、それまでインターナショナルスクール
に通学していた子どもたちが日本の公立学校に通うことになったり、経済の悪化から外国
人労働者に切り替える工場が増加したりという状況で、日本は多くの地域で、子供の日本
語教室問題に直面していることが問題視されるようになりました。
有志の方たちの掛け合いで、文部科学省の国際室でも、学籍のない子どもたちにも義務教
育を保証し、日本語（JSL)教室を提供することが決定され、文部科学省平成 21 年度補正予
算拠出「子ども架け橋基金」による「定住外国人の子どもの就学支援事業」、通称「虹の架
け橋」プロジェクトが、2009 年 8 月（32 ヶ月間）約 37 億円の予算で始まり、国際移住機
関（IOM）が事業管理運営団体として運営することとなりました。基金設立に関わった有志
の方々とのつながりから、IOM 顧問としてプロジェクトに参加し、教員にフォーカスを当て
た支援部会を起ち上げました。1) 日本の現状（教員は何を必要としているかのニーズアナ
リシス

2) 分析結果を受けた教育ツール開発

３）ツールの利用法の講習会である。国立

国語研究所で異文化間教育と日本語教育を専門とする野原広上級研究員を部会長として、
実際に子供の日本語教育に関わりを持っている研究者、識者によって調査と開発が進めら
れた。部会では、Cambridge 英検などで使われ始めた English for Young Learners をベー
スにして、年少者日本語教育（Japanese for Young Learners:JYL）と統一していたが、JYL
という分野は認識もほとんどされておらず、教授法、教案、教材、カリキュラムなどは、
現場の先生たちが手作りで毎回作成しているものも多かった。
「にほんごをまなぼう」(1992、文部科学省）は 1992 年には出版されており、はじめの一
歩としてはマンガ形式で基礎的な学校での会話を練習するために利用されており、自治体
によっては、「ひろこさんのにほんご」（広島県）なども出版され地域の文化も取り入れた
教材が出来てもいたが、教科書だけでは授業をすすめることは難しい。
日本語テキストに即したワークシート（かな練習帳、かるた、単語練習帳、ロールプレイ
用教材、小テスト用プリントなど）
、学校の教科書のリライト教材（やさしい日本語で書き
直したもの）
、レアリア（さわれる実物の教材）などを準備するのは担当教員でした。
子供の日本語教育で教えている教員は、ボランティア、学校所属（専任、加配）
、自治体等
からの助成金による有償講師など様々な立場がありましたが、当時は未開拓の分野である
JYL の専門家はおらず、経験を積みながら相互に勉強しあって知見を得ていくしかなかった
のです。
英語の壁
本来なら、英米カナダなどの ESL 教室は、日本が直面している困難をたどってきている
はずで、知見、教材、教案、カリキュラムなどもあるのだが、「英語は読めないから」と何
度か一蹴されたことがある。そして、それを和訳して提供するのでは追いつかないほど、
現場は困窮しているという状況でした。
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現地調査で得たもの
最初のニーズ・アナリシス段階では、まず JYL を実践している学校、教室を見学し、教
員らから話を聞かせていただきました。沖縄のアメラジアンスクール、岐阜県、愛知県、
静岡県、群馬県などの主だった地域で、様々な形の JYL 教育が展開されていましたが、多
くの教員は「教科書がほしい」といいます。教員経験者だと、カリキュラムのある教科書
と指導書、プリント原本がセットで提供される学校教科書があり、それに基づいて教えら
れれば、日本語教育の経験が少ないボランティアも参加しやすいと感じるのかと思いまし
た。
また評価を統一できるものがほしいという意見も多く聞こえました。各教室では Can-Do
リストタイプの評価法を取り入れている団体もありましたが、多くは習熟度に関係なく期
間の区切りで修了させていました。最初の 3 ヶ月で基礎コースへの自治体からの補助金、
次の 3 ヶ月で教科学習支援などのように予算の都合です。それでも助成・補助・支援金が
あるだけありがたいものです。
調査結果の分析と協議で最終的に、まずは「教科書」のベースになる妥当なカリキュラ
ム、そしてカリキュラムに応じた教案が必要であることなり、「他県に良い教材があると聞
いても入手できない」という声も大きかったため、オンラインでダウンロードできるリソ
ースの開発が始まりました。1) カリキュラム

さらにオンラインの利点を活かし、教授法

を収めた動画集やかなの練習帳、かるたなどの教材リソース(2)、また他の先生方と知見を
共有したいという意見が多かったため、3) FAQ（先生が頻繁に抱く質問に専門家が回答し
た Q&A 集）、の大きな 3 つのカテゴリー、そしてそれらを検索できる検索ツールとなり、学
術的な専門家、教室経営者、教員ら、研究者のチームがカリキュラム、教案、教材などを
作成し、IT 開発業者が利用する日本語教師に使いやすくなるよう作成していくという何人
もの思いが詰まったサイトでした。
プロジェクトの終焉
虹の架け橋プロジェクトは主に 3 年間
に渡って、条件を満たした日本語教室を
経済的に支援していくプロジェクトでし
たが、3 年間の期限が決まっており、そ
の一部である私達のオンラインリソース
づくりも 3 年で終了となりました。その
後のホームページの保守については、サ
ーバの諸費用程度ですのでプロジェクト
メンバー有志が出してでも続けていこう
ということになっていましたが、文科省
拠出 IOM 運営という 2 本立ての体制で著
図 2 こどものことばライブラリ
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作権がどちらにあるのかわからない状態が数年続き、オンラインリソースを手放さざるを
得なくなりました。しかし、以下の URL にてまだ稼働しているようです。
https://www.kodomo-kotoba.info/
異文化コミュニケーションと多文化多言語共生
その後、両親の介護問題でボランティアもなかなかできないような状況が続きましたが、
日本では会議通訳やビジネスコンサルティングの会社を立ち上げ、2020 年 2 月に入院する
までは海外を飛び回る生活が続きました。2020 年は車椅子生活でリハビリを続けておりま
したが、世界中がコロナ禍でオンライン化していったため、研究活動、教育活動、会議通
訳なども滞りなく続けることが出来ました。
現在は、縁あって新潟医療福祉大学に所属し、新潟に引っ越してきておりますが、外国
をルーツとする子どもたちへの教育から離れています。物理的にも離れてしまったのです
が、それとは別に大学での教育・研究に専念したいという気持ちも強くありました。その
理由の一つが日本の大学教育における教員養成です。どのような言語、文化背景であって
も、肌の色、国籍、食文化、性癖など、どう異なっても、異文化をお互いに尊敬し合いな
がら生きていける社会を作るには、学校での教育が不可欠です。特に小学校の頃からの体
験、考え意見を伝え合う授業、多様性を受け入れるマインドセットを作っていくような小
学校教育になってほしいと思います。それを変えるには、大学の教員養成課程が変わって
いかなくてはなりません。
2014 年から 2018 年は東京家政大学の小学校教員養成課程で小学校英語教授法を担当し、
異文化コミュニケーションについて折り込みながら、子供の言語習得の有り様や教案作成、
模擬授業をしてきましたが、2021 年度は、同大学の教員養成課程にて、異文化コミュニケ
ーション概論を担当し、さまざまな実例に触れてもらいながら授業案を考えさせ、模擬授
業を何度もすることで体感をしてもらいました。
「クラスメイトは外国人」
（明石書店,2009）
などの外国をルーツとした子どもたちの実話のマンガを読むことで、視覚からも理解して
もらえるよう工夫しました。この教員養成課程は、中学校教諭の必修選択でしたが、「外国
語（英語）科」の教員は、英語という扉から、異文化について考えさせる授業を展開して
もらいたいと思うようになりました
グローバリゼーションの真意は、「英語がペラペラできて、アメリカで活躍するかっこいい
ビジネスパーソン」「日本経済を豊かにする国際性」ではなく、多文化多言語共生にあると
信じています。
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この気持は、本学での医療福祉学生向けの英語講座にも反映しており、数年後、医療従
事者や福祉士となる大学生に、単なる医療英会話ではなく、どんな多文化にも対応できる
根本的な心のあり方を演習してもらっています。語句や文法をどれほど身につけても、同
対応して話していくかがまちがっていたら、相手を傷つけ医療や福祉にはマイナスになっ
てしまいます。
国際教育・英語教育から、多言語多文化主義へ
「国際教育」が「英語教育」とイコールだった時代もありました。国際的な媒介語とし
ては英語が果たしている役割は大変大きく、国際教育にも不可欠であることは否定できま
せん。また、英語を使えることで理解できる多文化、コミュニケーションできる人々が多
くあります。しかし、英語教育の重要性は、英語を知識として身につけることから、英語
使用を扉として世界を開くことにシフトしてきていると思います。
文化に優劣はなく、単に異なっているだけ、それが「異文化コミュニケーション」であ
り、言語や文化の多様性をどう許容していくのかを学ぶことで、クラス内の日本人同士の
いじめもなくなるはずです。「〇〇ちゃんの～はヘンだ」ということは、異文化を許容して
いれば言えないはずです。
異文化は、外国文化を指すものではなく、日々、日常生活にも見出すことが出来ます。
ある乳がんサバイバーの方は、「健康な人とがん患者というのも異文化の一つです」とおっ
しゃっていました。関西と関東の違い、お隣のお味噌汁やお雑煮の作り方、洋服のコーデ
ィネート、貧富の差、パソコンができる人とできない人の文化差、英語話者の見える世界
と英語学習者の見ている世界など、私達はうっかり文化、価値観、観点に優劣をつけてし
まいがちなことも、異文化としてとらえ、そして相互に敬意を示し、学び合う心も拒否す
る権利も受け入れることが、異文化コミュニケーションの真髄であり、誰もが幸福な社会
へのキーワードとなりうると信じています。
そして、日本では「英語教育」がそのきっかけになることが多い、そういった意味で、
国際教育＝英語教育とあらためて見直すべきではないかと思っております。
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国際教育研究所があってこその英語教師の人生を！

中高英語講師 現厚木市立荻野中学校臨任講師

江口 邦彦
第一部
英語教師生活を振り返って 英語を教える出会いがあったのは、母親が幼小中高生にお習字
を教えていた事がきっかけで、高校生の頃から中学生に 英語を教え始めた時でした。自分
の中学時代で習得してきた勉強法を模倣してみた処、後輩達の予想以上の成績効果があり
それが病みつきになったことです。それからというもの大学時代では塾ではなく、自宅で
の家庭教師で教授法を磨き上げてきました。これらの実体験のお陰で大学での教育実習で
は、母校あったのですが、恩師よりの分かり易くとても実習生と は思えない迫力と言われ
た事があり自信を持つようになりました。
卒業後も教員志望ではありましたが、採用試験では無縁であった為、英語を使う職業に
就いたのですが、その 8 年間が 教師生活に大切な基盤になったように思います。その理
由として、丁度昭和末期でしたが。会社員として学びの実践は必要 と思い、異業種交流勉
強会を出勤前に週一回参加。この会で人脈構築を学ばせてもらいました。 平成になってか
らは教師の道も開かれて、最初の１０年間は女子中高の専任教員として勤めることになり
ましたが、どうしてもマンネリ化してしまう授業デザインの向上を目指そうと思い、当時
英語雑誌から当研究所の夏季研修講座が新宿三省堂 会館であることを知り毎年参加させ
て頂きました。当時毎月一回市ヶ谷法曹ビルでの研究会が実施されておりましたが、 土曜
の午後の参加しやすい時間帯でしたので、積極的に参加させて頂きました。
私は最初の１０年間は専任でその後は選任の機会に恵まれる事無く、バタヤンの様に３
０数校以上渡り歩き続けてはいます が、これを可能にしてくれたのは何と言っても研究所
での月例研究会での学びに尽きると痛感しております。正に継続は力 なりと自負出来ます。
私が専任教諭であったのならばここまで継続出来たか否かは未知数ですが、参加された先
生方の 心温まる励ましや激励のお陰と感謝致しております。
第二部
月齢研究会での効用 第一に、私が数多くの学校に於いて教鞭取れた理由として、受験校応
用力養成から基礎学力中心学校に至るまで、様々な場面に於ける授業実践での発表を聴講
する事で、即実践力として応用可能という点です。
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幸い少人数である為きめ細かな指導や助言が得られるという利点が大きいです。更に各学
校での授業デザインをどうすべきか数限りないヒントを得られたか知れません。参加され
ている現役の先生方の授業実践と本音での討論が可能であるのも当研究所の特徴と言える
でしょう。
確かに部門別の講習会も他にはありましたが、当研究所では現場事情に即した即実用化
できる講義内容であり、どの講義 も翌週に応用出来た事が大きいです。 第二に参加され
た先生方との懇親会での交流により様々なヒントや改善策の要素を教えて頂いた事も大き
な要因です。 更に日頃の授業での問題点や教員同僚との人間関係の摩擦によるストレスの
発散解決の場になるばかりでなく、就職情報 の交換の場でもありました。
私が講師として途切れずに仕事が出来たのもこの研究所に携わる全ての先生方との人脈
交流 の重要性をも教えて頂いております。 第三に研究所も市ヶ谷法曹ビルから旺文社本
社ビルに移動して一時期苦境な状況に陥った事もありましたが、当研究所 の信念を貫き、
独自の方向性を一致決断して推進してきた事で新たな課題目標に邁進している強さがこの
研究所での大きな 源になっている点です。無論羽陽曲折な場面もなかった訳ではありませ
んが、どの研究会も厳しい現実の中で息を吹き返す機会 を得る事で、様々な境遇に於いて
も対応可能な臨機応変な研究会であってほしいと考えております。
第三部
最近の英語授業事情を考える 当研究所の２０周年年次大会の頃でしょうか、小学校での英
語授業導入が叫ばれて、様々な研究会では授業研究が実施 されていたと思いますが、その
頃から私が懸念していた事が現実になった点です。
一番小学校の中高学年の３年間というものは母国語の語彙力が増強される一番大切な時
期でありながら、英語教育だけが 先走り、母国語教育を等閑にしている感触が濃厚になっ
ているのが現状ではないか？又母国語教育担当教諭と英語教育担当 教諭との言語教育の
立場から相互に意見交換の場が余りにも少なく、別々に授業を進め一貫性が無いのにはた
だただ驚くばかりと言わざるを得ません。
単刀直入に言うとするならば、母国語教育の基礎学力養成無しで何が英語教育かです。
無論英語に限らず外国語を勉強する事が悪いと言っているのではありません。香味関心を
持たせる事は幼少であればある 程進捗率は高まりますし、語感性も鋭くなることは疑う余
地はありません。
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しかしながら１０歳を境に論理思考が発達する前で は母国語取得が十分でないと、外国
語学習が導入された際にきちんとした和訳と英訳が十分理解できない状況になる結果に
なるのは明らかです。特に外国語訳にする場合学年が上になるに従って問われてくるもの
です。 現在公立中学校３年生を教えていますが、和訳表現が小学生水準の事が多く、半年
後には高校生ですから学年に相応しい 文章内容に即した、特に二字熟語を踏まえた表現や
慣用句、諺も含めた表現を扱うようにしています。
無論授業は英語中心に はなりますが、日本語表現については国語の授業と同様に語彙力
増強は欠かせないと考えております。 更に発表する機会が国語の時間ではだいぶ多くなっ
たとはいえまだまだ発表慣れしていない感触があり、英語での発表する 環境づくりを国語
授業でしっかりと基礎作りする必要があると考えます。
中学高校に限らず英文を通して様々な事柄を習得するのですが、英文通読の場合他教科
との関連性が強く CLIL 即ち 他教科横断型の授業は絶対必要であり、場合によってはその
専門科目の先生と共同運用する、又ただ和訳し内容理解だけ で終始するのではなく、文脈
を掴みながら筆者の想いを英語表現してみたり、日英双方の表現方法で生徒同志話し合い
つつ 意見交換するのも有効と考え、生徒自身だったらどう考えるか意見求めたり、日英双
方の文章で書かせることも有効な手 段と考えております。
さて今度は教師側の意見としてですが、英語教師として必要不可欠な科目としては、言
語習得の観点から国語学概論、 口語文法論、そして可能ならばですが英語音声学と同時に
日本語音声学も習得すべきと考えます。何故かと言いますと、英語 教員は扱う言語は母国
語の日本語の使用頻度は高く、国語教員である認識が必要不可欠と考えるからです。付加
するとする ならば、文法面でも日本語文法を詳細に知る事で、中学であれ高校であれ和訳
する際の細かな配慮と微妙な表現の違いを具体 例を挙げて説明も可能になり、表現力がさ
らに豊かになる事間違いありません。
しかしながらに於ける多様な和訳例を見ると 表現力が乏しい例和訳文が多いのも事実
です。 最後に私の個人的な信条としてですが、英語は基督教文化の言語であり、欧州言語
の登竜門である事、日本語には世界 に類を見ない４種類の文字と漢字には音読み、訓読み
と２種類ある言語はありません。更には外国語を独自の意味に変え、 省略して短縮する語
句も独特の手法と考えます。母国語である日本語は仏教神道儒教を基盤とした言語ですの
で、必ず宗教が 基盤に言語は存在する認識を持たせる事が大切で、入門時期の小中学生に
説明する事によって、文化背景の知識が更に広がる と考えております。 一英語教師とし
て、英語学習をしながらも日本語の素晴らしさ、美しさそして繊細さを後世に伝授出来る
使命を今後も 研究所月齢研究会を通し日々精進切磋琢磨していきたく考えております
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30 年の歩み－国際教育研究所と私
竹下順子
当研究所は創立 30 周年を迎え、平成の 31 年間とほぼ同時期の歩みでもある。30 年と
いう年数を考えると真っ先に「一世代」と思い付くが、人により一世代は 25 年と言うこと
もあるようである。それが長いか短いかというと、30 年前の自分の親の年齢に自分自身が
なることを意味し、とてつもなく長い歳月と言える。また、ほぼ 10 年毎に改訂される学習
指導要領は 3 回変わっていることになる。この間困難や危機もあったと思われるが、1 つの
ことを長く続けられることは貴重で、積み上げられたことは財産になると思える。
私が当研究所に関わるようになったきっかけは 2018 年より 2 年間研究所主催の英語発音
講座を受講したことである。講師の田中ケアリー先生の発音講座を別の団体の主催で開講
され受講していたのがなくなってしまった。それからしばらく経ち、大修館の月刊誌『英
語教育』の広告欄を見て当研究所で行われることを知り、これは喜ばしいと受講を決めた
次第である。
「英会話」レッスンは沢山あるが、発音に特化したものはなかなかないと思っ
ていた。本場アメリカ発音をベースに聞き取れる、自分の発話を分かってもらえるための
留意点が理論付けて説明され、発音のフィードバックを受けるには打って付けである。概
ね各月の第 4 土曜日の前半の時間に開講で、後半の時間には月例研究会がある。この頃私
はまだ会員ではなかったが、発音講座受講者は無料ということで参加してみた。
「国際的に
活躍できる人材」という趣旨の下、実に多方面でなおかつ英語教育に直結する興味深いお
話と思いながら伺っていた。2019 年 10 月 2 年間 1 クルーが終了しその後どうするか考え
た。月例会もほぼ毎回参加してきており、次回 2020 年 4 月より発音講座が再び開講される
ことを知り、これはそろそろ会員になっても良いと入会を決めた。頃合を見て申込しよう
と思っているところ、中国で謎のウイルスが発見され 2020 年 1 月には日本でも感染者が出
始め、感染は拡大する一方であった。発音講座は早くも中止の知らせがホームページに掲
載されていた。それでも 4 月の例会は行われると見越して申込みをしたが、4 月ばかりかこ
の年一杯の行事が全て中止になるなど予想もしなかった。結局会員になってから行事は何
もなかったことになるが、秋頃に Newsletter 特集号発行に当たり原稿を会員全員提出との
お話があり、自分の想いを整理するつもりで原稿執筆に取組んだ。自己紹介がてら教育に
ついて持っている現在の考え、仕事・趣味、コロナ禍で生活が変わったことを書かせて頂
いた。この Newsletter により会員になったことを実感し、お会いしたことがない会員の方々
とも繋がれると感じた。
2020 年を境に教育は転換期に差し掛かる。コロナ直前の 2019 年暮れも押し迫った頃文部
科学大臣による大学入試における英語民間試験導入の突然の見送り宣言のニュースにより、
当事者の教育現場はもとより英語教育界が騒然とした。また、2020 年度開始時小学校で新
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学習指導要領に基づいた授業が行われ、小学校英語の教科化を始め教育の話題には事欠か
ず英語教育界が賑やかになると思われた。それがコロナの世界的な流行により 2019 年度の
学期末学校が臨時休校となり、2020 年度の再開の見通しも立たず授業の実施自体が危ぶま
れ実践どころではなくなった。教育の話をしようにも人が集まることに制限が掛かり様々
な会合が中止になり、そもそも話合いの機会が持てなかった。ゴールデンウィーク明けに
多くの大学でオンライン授業が始まり、私も聴講に通う大学のオンライン授業を受けた。
小中高では学校から課題が出てそれをこなすという方法が続いた後、6 月に分散登校が始ま
り子どもの学びを止めない工夫がなされた。学会やワークショップは中止が続いた後、秋
頃オンラインで開催され始めた。対面がオンラインに変わったことはもちろん、お題目も
オンライン授業に関することなどコロナ前にはなかったものが見られるようになった。今
年の 4 月には当研究所の例会がオンラインで再開されるという知らせに喜んだ。
30 年前と決定的に異なることは IT の使用である。皮肉にも 30 年の節目の現在コロナ真
っ最中で、その必要性が認識され、キーワードは「オンライン」「リモート」と言えそうで
ある。超アナログの私は約 1 年で Zoom をやっと覚えたところ、今年に入って Teams を使
用する機会がありまた一から勉強となった。お陰様で微力ながらも IT リテラシーが向上し
てくるので有難い。オンラインでは他の参加者の様子が分かりにくく、発言の際口火を切
るタイミングが難しいと感じる。IT を使用できること以外にも話を聞いている・分かって
いるということを示す工夫が必要と学んだ。IT を「使用すること」が目的となっては本末
転倒であるが、悪いことばかりではない。オンラインの授業や行事により移動時間や交通
費は格段に少なくて済む。対面なら諦めるしかなかったが、同日の他の行事に時間が重複
しなければ参加が可能になる。資料はデータで所持すれば紙のようにかさばりバラバラに
なる心配がない。30 年前の主な伝達手段は電話や郵送であった。電子メールは瞬時に送れ
て確実に手元に残り、必要に応じオンラインの会議開催ができる。また、内容によっては
オンラインの方が向いている場合もある。例えば、対面でなければ絶対不可能と思ってい
た発音指導はむしろオンラインの方が好都合であるという話を聞いた。顔出しで口の動き
をチェックでき、フィードバックも分かり易い。確かに、対面授業ができたとしても未だ
マスク着用が不可欠で口の動きが見られない。オンラインはあくまで代替措置としてスタ
ートしたが、そのメリットを活かしてコロナが収束してもコロナ前より使用する機会は多
くなると予想する。
新学習指導要領に基づいた授業が昨年度の小学校を始め、授業が軌道に乗って来た今年度
は中学校、そして来年度いよいよ高等学校で実施される。現在長かった緊急事態宣言が解
除された。東京でも時短要請が解除され、イベントの人数制限も緩和されるという。ワク
チン接種が進んだためか感染はひとまず落ち着いている。それでも第 6 波や季節性インフ
ルエンザの流行の恐れもあり、まだまだ対策をしながらの生活が続きそうである。コロナ
前に完全に戻れるのか見通しが立たない状況であるが、1 年半行ってきた対策を今後も続け、
希望を持って乗り切っていきたいと思う。
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英語教師の使命とは
調布市立第四中学校
教諭

猪狩保

はじめに
英語教師の使命とは？
日本全国見渡すと、英語教師の数は他の科目に比べて多いのか。東京都の教員採用試験
の毎年の英語科採用人数は、200 人前後である。他の科目では、情報は 1 桁台。国語は 150
名ぐらいである。英語の次に多いのが、数学である。それにしても英語の教師は足りない
のか。それとも、退職者数が多いのか。なぜ、採用者数が多いのか謎である。
私が大学４回生（関西では回生とよぶ）の時の英語の採用者数は、１人または２人。そ
の頃、世の中は就職氷河期だった。４回生の時に、地元の教員採用試験を受けるときにシ
ョックだった。というには、「今年は、英語科募集無し」と書かれていた。「なんやったん
や。俺の４年間。教師を目指してやってきたのに・・・。
」またこの頃、教員採用試験の過
去問集も手に入りにくい時代だった。都道府県・市町村の教育委員会に問い合わせて手に
入れないくらいである。そんな時代に、非常勤講師から私の英語教師の人生はスタートし
た。
１．教師になりたい思いを持ち続けて
私は、正規教員になるよりもまずは、非常講師からやってみることに決めた。そのため、
履歴書をもってダメもとで、各私立学校に足を運んで自分から営業活動をした。この頃、
まだインターネットが各家庭に普及される前だったので、新聞の広告の募集欄をチェック
して塾にも回った。電話がかかってくるのを待つばかりであった。卒業式も近くになって
も電話はかかってこなかった。周りの友達も、就職難であり就職せずに大学院に進学する
友達もいた。私はもう 4 年間、学生生活を楽しんだので「働きたい」という気持ちをもっ
ていた。同じ店のスーパーのアルバイト 4 年間やっていたので、店長から「社員登用」の
声もあったが断り、アルバイトにもけりをつけて、退職届を出した。
しかし、そんな私のどん底な人生に春の花が咲くとともに開いた。非常勤講師に決まっ
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たのである。3 月中頃の昼頃である。大学の友達と電車で日帰りのプチ卒業旅行中、携帯電
話（ガラ系）に非常勤講師の採用の電話が、かかってきた。全日制の高校ではなく、私立
の通信制高校である。
しかも、関西では京都、大阪（梅田・堺）、兵庫県（三宮）、奈良に校舎を構える学校であ
る。
当時は、高校中退者の数が多かった時代であるため、新聞でも報道され、また教職教養の
問題にも出題されていた。私も全日制の高校に勤務するよりも、通信制のような高校で生
徒を救いたいという思いをもって教師になることを志していた。そんなこんなで非常勤講
師を１年間することを心構えて、教師生活が始まった。
２．普通の授業では太刀打ちできない
高校を中途退学、また中学３年生の時に全日制に進学できない、不登校で進学できない
生徒のための高校、それが当時の通信制高校の使命であった。教育実習以来、授業をして
いない私にとって通信制高校での授業（スクーリング）は、過酷なものであった。なぜな
ら
「学校に興味ない」
「親に学校に行かされている」
「英語に興味ない」
「とにかく高校卒業資格を取得したい」
など、消極的な生徒ばかりであったからである。しかも通信制高校の場合は、クラスでは
なく授業ではなく、スクーリング。しかも、90 分。またしかも、クラスの生徒はみんな、
知り合いではない。しかも、生徒を当ててはいけない。音読もだめ。など、私がイメージ
していた学校とは全く違うものであった。とにかく、生徒にわかるように、受け身型で受
けさせるようにという指示だけであった。生徒を当てたり、ペア活動をすると、特に不登
校の生徒、対人関係が苦手な生徒は、通信制高校にも行かなくなるので、私がただ話す授
業だけなのである。また生徒の課題となっているレポートの解説をするだけなのである。
しかし、やんちゃな生徒にとっては、つまらない。同じ出身校同士、また小学校や中学校
が同じだった生徒にすると再会すると、話してしまう。しかも 90 分休みなく、スクーリン
グを受けることは過酷である。むしろ地獄といっても過言ではないではあろう。
私はいろいろ考え、スクーリング１つに芸を入れることにした。関西人であるから教師
も芸の心構えは必要である。現在進行形を教えるときに、普通なら映像を見せて、What are
you doing now? とか。文法から入る先生は be 動詞＋動詞 ing といった教え方をするであ
ろう。しかし、普通の英語の授業では太刀打ちできないこのスクーリングに私は、勝負を
挑んだ。
その授業とは、「今から、先生は何をしているところなのか、当てててな。また、英語で
書いてもいいし、日本語で書いてもいいで。」
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私は、お箸と茶碗をもって。「Question No.1 I am eating miso soup.」と実演した。生徒
は最初、「はっ？何、この先生。」という反応だった。しかし、私は続けてやり続けた。
次「Question No.2 I am eating cookie.」と言って、クッキーを食べた。
３回くらいこの動作をして、「これが現在進行形や。今、先生は味噌汁を飲んでいるところ
やろ。」味噌汁の入ったお茶碗をもって、みそ汁を飲む動作をした。もちろん、飲むなのに
なぜ、eat なのかという説明もした。スープは日本語では「飲む」という表現だが、英語で
はご飯のメニューの一種なので「食べる。eat」を使うという話をした。死んだような眼を
した生徒の眼が、読みがえった。私はここで若き頃であるが、思った。これが英語教師の
使命だなと・・・・。
それから、私は「味噌スープの先生」と呼ばれるようになった。スクーリングでは少し
であるが、にぎわうようになってきた。私が非常勤講師として勤務していた通信制高校は
本当に 20 世紀から 21 世紀に入る時代であり、パソコンが各家庭に普及した時代であるが、
まだ今のように教材がデジタル化しているわけではない頃です。まさにアナログの芸であ
り、アナログで行う現在進行形である。
３．オーラルコミュニケーションの科目に戸惑う
やっと、インターネットが世に根を下ろし庶民でも誰でも使える時代。しかし、まだ教
室にはＩＣＴというのはなく、アナログである。しかし、高校の科目が英語Ⅰ、英語Ⅱの
ほかにオーラルコミュニケーションⅠ・Ⅱが出てきた。英会話の英語を用いて、生徒とや
り取りする場面も出てきた。しかし、会話表現の英語が出てきても文法の説明で終わらす
教師もいた。ここで、私の英語教師の使命という火が付いた。こんなん、オーラルでもな
んでもないわ。ということで、私は２人の生徒を連れてきて、通訳ごっこをすることにし
た。
教師は、日本語が分からない外国人。１人目は日本人（Ａさん）。２人目は通訳がかり（Ｂ
さん）。英語も日本語もわかる。Ａさんが日本語で何かしゃべると、Ｂさんが英語で He is
from Osaka. He likes dogs.など英語で話さないといけないのである。反対に教師である
私が英語で、質問すると。ＢさんはＡさんに、日本語で聞き返し、Ａさんから情報を得て、
私に英語で話すというやりとりをしたことがある。これなら、黙っている生徒でもＡさん
役になれば、参加することができたので、なんとか穏便にスクーリングが終わることがで
きる。しかもオーラルコミュニケーションは選択科目なので、英語を話すことが苦手な生
徒は選択しないので、いろいろ、チャレンジできるのである。また、学校の制度も変わっ
てきて 90 分授業から、50 分授業に変わる時期でもあった。
４．英語の授業を通して人間関係円滑の使命
英語の授業には、活動が含まれている。活動中、生徒同士ペアになり、英語でやりとり
をしたり、英語で書いたり、教え合ったりする。人間関係が悪いクラスでは、英語の授業
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で人間関係を回復することもできる。教師がほめるだけではなく、生徒同士で褒め合う授
業を取り入れる。活動だけに終わらせずに、ペア活動後に何がよかったのか、お互いの良
いところを褒め合う、認め合う活動を取り入れることである。評価は教師がするが、しか
し教師の評価以上に生徒同士で評価された方が、生徒も気持ちが良い。特に仲の良くない
ペアで協力して何かを成し遂げたならば「達成感」が身体からにじみ出る。そして、教師
の演技でもなんでもいいから、仲の悪いペアに「君たちのペアが一番、協力できた。この
ような英文を考えるなんて、チームワークが良い証拠や！！」など教師からも褒めれば、
人間関係が良くなる。

一朝一夕ではないが、生徒同士で良い評価をし合うことは

活動である。
なぜなら、生徒の自己肯定感が低下しているからである。東京都の教員採用試験の集団
討論の問題でもこの「自己肯定感を身につけさせるにはどうしたらよいですか。
」という課
題があった。自己肯定感も身につけることには、時間はかかるが自己肯定感が低い生徒程、
人間関係もうまくいかない。なぜなら、自分が嫌いだからである。自分を認めない。自分
を受け入れられない。だから、教師だけでなく生徒から良い評価をもらえれば、自己肯定
感の低い生徒には自信が身に着く。これぞ、英語教育者、英語教師としての使命である。
また、英語の授業における最大のチャンスである。こんなこと書いている、私も自己肯定
感の低い英語教師であったが、国際研究所やその他の発表会で認められるように、自己肯
定感が少し高くなった。
６．使命につぶされる英語教師
英語教師は何かと的になりやすい。その分、保護者も生徒も、学校自体も期待している。
大学受験においては、英語は必須科目であるため、受験英語指導もしなければならない。
また実用英語や英検や TOEIC などの検定試験など指導もしなければならないので、英語教
師は、本当にやることが多い。その分、英語教師の負担は半端なものではない。前述した
採用試験の人数が毎年多いのも、英語教師の早期退職者が多い、病人も多い。
採用試験に合格しても採用試験の電話が教育委員会の人事部などから、かかってくる前
に民間の企業に就職してしまう大学生もいる。私の知っている英語教師は公立から私立に
転職した者が多い。そのほとんどが、英語教師として凄い腕を持っている人たちばかりで
ある。私のような私立から公立に転職した人もいるが、あまり聞いたことがない。
英語教師の仕事は、英語を教えるだけではない。担任、校務分掌、生徒の支援、保護者
相談などあまりにも業務が多すぎる。かつ、中学校・高等学校の授業時間数は１科目２～4
単位以上はある。私も臨時的任用教員で都立の高等学校で勤務したことがあるが、２学期
から担任をせざる負えなくなり、総合的な学習（探求）の時間やＬＨＲを増えたため、1 週
間 20 時間に持つことになったこともあった。臨時的任用教員は３校経験したが２校、担任
を持つことになってしまったので、まさに過重労働である。
私は心の中で思った。愚痴をはいたこともある。「なぜ、英語教師は他の科目に比べて冷
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たいのであろう。なぜ、英語教師はこんなに授業数が多いのであろう。」
しかしプラスに考えれば授業時間が多いので、授業力は飛躍的に伸びる。また教室で使う
英語が増えれば、英語力も伸びるのである。私はもともと、同じプリント、同じ教え方が
嫌いなので、プリントについては作り直した。授業の台詞、シナリオは何回も改定してい
った。なぜなら、その学校、そのクラスに合った授業をしたいと、宿命をこなしたいとい
う気持ちがあったからだ。
でも、そんなことは神しかできないことである。あまりにも凝りすぎて、私自身体調を
壊してしまったのである。体調を壊したときに、いつも新しいアイデアが浮かぶ。どのよ
うに楽してやるのか。どのようにしたら、楽しくできるのかを考えが出てくるのである。
まじめな英語教師ほど、こだわりが強い英語教師程、ゴムのような柔軟な授業ができない。
これは教えないといけない。音読は絶対やらなければならない。英語の助動詞に出てくる
must を宿命と勘違いしている英語教師が多い。やりたいことならまだしも、これは生徒に
とって必要であると勝手に思っている英語教師が多くいる。
７．小学校、中学校、高等学校英語教師にとっての英語教育の使命
英語が日本の学校に導入されて以来、何年になるだろうか。英語教育は訳読式や大学の
ような購読の授業が多かった昭和の時代。しかし、令和になってからは飛躍的に英語も話
す・聞くの活動をする学校がほとんどである。訳読式の授業は、もう時代錯誤である。そ
んな中、こうやって振り返ると英語は、体育と似ているところがある。文法・読解は、ス
ポーツのルールを覚える。単語、語彙の習得はプレーの技術を磨く。そして、話す・聞く
は、プレーである。話す・聞くのプレーはまさに英会話である。どれが先にやるのかは、
「鶏
が先なのか、卵が先なのか」と同じで、教える方法に順序はないと私は思う。これに関し
ては教師ぞれぞれであるが、英語教師の使命は生徒に英語を嫌いにさせないことが、第一
条件であろう。次に、英語をできる自信をつけさせるとか、英語ができるようになるなど
といったことが使命である。しかし、日本の学校、特に小学校、中学校、高等学校の英語
教師は、英語を教えるだけでなく、担任や校務分掌、部活動の顧問、試験の採点、保護者
対応などなどやることが多様化している。
大学のように部活動は生徒任せ、担任業務は少ないなどといった環境ではない。使命で
ある教材研究ができる時間がない。大学は教授室でこもることもできるが、小学校、中学
校、高等学校の英語教師は、使命を持てる余裕もない。大学教授などはこのようにいう。
「高
校でもっと基礎力を身につけさせてください。」「高校である程度、英語力を身につけさせ
るべきだ。」。それなら、現場を見に来てほしい。特に学力が低い高校や地域柄あれている
小学校、中学校を参観してほしいものである。また、大学入試のハードルを上げるべきで
ある。大学によっては、生徒集めに懸命になりすぎている。その点、小・中・高の先生方
は仕事にまみれて、英語の授業も片手間という状態である。だから、英語教師としての使
命感をもつ余裕もない。
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英語教育においてはグローバル化だ、なんだと世の中いろいろ言われるが、小・中・高の
英語教師はグローバルな社会で育成できる人材のために英語教育を生徒にしている教師は、
ほんのわずかしかいないであろう。
結局、小学校、中学校、高等学校英語教師にとっての英語教育の使命とは、何か。それ
は
「笑顔で、生徒に英語教育ができるように心がける使命」
「目の前にいる生徒だけでなく、家族そして自分も大切にできる使命」
「英語教師自身が心身共に健康を保ちながら、英語教育を楽しくできる使命」である
最後に
Newsletter は夜に家で書くことが多かった。夜に書いている間も、先生方の中には夜遅
くまで学校に残って仕事している。中には病気休職やうつ病で苦しんでいる教師がいる。
それでも、あなたは教師をやりたいのか。生徒に良い授業ができるのか。自分の使命につ
いての考えを変えることから始めることである。授業で何を生徒に任せて、自分で英語の
授業をするのか区分けするのである。主体的な学習の態度がまさにそうである。
先生ばかり授業の出番ばかりでは生徒はつまらない。10 分でも 5 分でもいいから、生徒
だけの授業のしようではありませんか。日本語でもいいから教科書の英文を時間内に読ま
せて、何が書いてあったが、話し合いをさせたりして意見交換、情報交換する時間を設け
てほしい。このような書き方をすると「教師がさぼる対策じゃないか」と言われるが、４
７都道府県の小・中・高の英語教師（英語教師だけではないが）、毎日、夜遅くまで教材研
究、準備に明け暮れている教師が必ずいる。このような姿を見て、児童・生徒は英語教師
になりたいと思えるのであろうか。ますます、小・中・高の先生にはなりたくない。学校
はブラックだという風評が広まる。教師なり立ての頃の私の夢は、私の教え子が英語教師
になり、同じ職場で働くということであった。しかし、もうその夢は消えてしまった。な
ぜなら、教え子に教師という仕事をして、過重労働になり命を落としてほしくないからだ。
私は、日本の声に大にして小学校、中学校、高等学校英語教師に言いたい。
「せっかく狭き門と言われる教員採用試験に合格したんやから、たった１つの命、人生
を英語教育でだめにしたらあかんで！！」
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私を育ててくれた数々の英語研究授業と研究発表
３４年間の高校英語教師人生を振り返る

東京都立小金井北高等学校
主任教諭 山下 次郎
月日の経つのははやいもので、私が高校英語教師になって３４年になる。私
立高校に４年、都立高校４校に３０年、合計で５校、３４年勤務した。
その３４年のうち、実に２２年担任を務め上げた。自分としては何よりも誇
りとする数字である。しかも、この直近の１３年間で何と１２年間担任である。
いずれの学年も３年間担任を貫き通したので、この１３年間で４学年の担任を
したことになる。
最初の私立高校に勤務していたとき、どんなクラスでも常に授業をビシッと
行う尊敬すべき先生から、
「教員の仕事は日々多忙で多岐に渡るが、何といって
も授業が土台であり、すべてだ」というお言葉を頂き、身の引き締まる思いを
したことを今でもはっきりと覚えている。
英語の授業をどうすべきか、数多くの専門書を読み、教材研究を十分に積み、
授業に臨む日々が続いた。授業はまさに生き物で、Ａ組でうまくいったと思っ
ても、次のＢ組の反応はいまひとつということが、頻繁に起こる。まさに授業
に絶対はないのである。
都立高校に勤務し始めて間もなく、英語授業研究学会に通い始めた。毎月の
例会では、様々な高校に勤務される先生方の工夫に満ちた授業をビデオで拝見
した後、授業者のお話と質疑応答、協議という流れで、非常に有益な内容であ
った。こんな視点、こんなアプローチがあるのかと、いつも驚かされ、翌週の
自分の授業で取り入れてみたものだった。しかし、授業はそんなに単純で浅い
ものではなく、すぐにはうまくいかず、悩み、考える日々が続いた。
大きな転機となったのは、自分が授業を録画し、発表し始めてからであった。
まさに「虎穴に入らずんば虎子を得ず」である。自分の授業を数多くの先生方
に見て頂き、自分の信念や熱い思いや手法を説明して、ご意見を頂く、まさに
これに勝るものはないと確信した。英語授業研究学会では、４回ほどビデオに
よる授業公開と研究発表を行わせて頂いた。
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この貴重な経験が、生きた勉強になり、自信の源となった。
研究会で研究発表を拝聴することも有益であるが、一歩進んで自ら発表者と
してご意見を頂くことはさらに自分自身を高めることになると改めて強調した
い。
私は都立高校教員として、東京都の英語教育研究員、英語基礎研究調査委員、
大学院での英語テスティング研究、英語教師道場指導助言者など様々なことを
やらせて頂き、その経験が自分自身の血となり、肉となっていったと実感して
いる。
そういった経験もあって、英語教授法の論文で 2002 年に第 18 回「金子賞」
を、英語テスティングの論文で 2007 年に「中村英語教育賞」を頂いた。
数多くの研究授業や研究発表は、非常に緊張しプレッシャーがかかったが、
やり終わった後の何とも言えない充実感や安堵感、そして明日への活力を体感
できた。また、発表することで、数多くの先生方と知り合いになり、活発に議
論し、親交を深めたことは、自分のネットワークを広げる絶好の場となり、機
会となった。
国際教育研究所では、約１３年前、研究発表をさせて頂いた。非常に学術的
な雰囲気の研究会で発表させて頂いたことに、大変感謝している。この度、2021
年 11 月 27 日（土）の国際教育研究所 年次大会で研究発表をやらせて頂き、シ
ンポジウムでも話をさせて頂く。大変光栄で、身の引き締まる思いである。高
校教師生活３４年の熱い思いを胸に、全身全霊でやらせて頂く。
山岸 信義先生には、日ごろから大変お世話になり、私が勤務する東京都立
小金井北高等学校の英語教員研修会で実に２回に渡って、講師をして頂き、珠
玉のお話を拝聴した。いくら感謝しても感謝しきれない思いでおります。
最後に、若手英語教師の方々へ、自ら研究し、恐れることなく自ら授業発表
をして、自身を高めていくことの重要性を強調して結びとする。
「虎穴に入らずんば虎子を得ず」
Nothing ventured, nothing gained.
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「国際高校」と「内容言語統合型学習」

山崎 勝
埼玉県立和光国際高等学校教諭

私の勤務する高校は、外国語科と普通科が併設された「国際」高校と称する学校である。
多くの生徒が「国際」に関心を持ち、本校に入学してくる。そして、
「国際」に関わる本校
の特色は「国際交流」と「外国語教育」である。「外国語教育」においては、英語だけでな
く、ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語も履修できる。外国語科が２クラス規模
で設置されており、英語の ALT も４名常駐し、歴代の ALT の国籍はアメリカ、イギリス、
オーストラリア、カナダ、シンガポールと多彩である。さらに他の３言語についても多言
語支援員として母語話者の教員が勤務している。さらに、派遣と受入の双方で、国際交流
の規模は県内随一であり、帰国生徒や外国籍の生徒、外国人留学生も一緒に生活する国際
的な環境が日常的に存在する。
それでは、
「国際」高校で生徒は何を学びたいのか。外国語を学習して海外の人と異文化
交流をしたいと多くの生徒が言う。英語やその他の言語をなぜ学ぶのか。英語は国際語だ
から、と多くの生徒が答える。本校が英語を含めて５つの外国語を教えていることには、
外国語とは英語だけではないのだ、というメッセージがある。世界のことをより良く知る
ために、生徒には外国語を学習してほしいと私たちは願う。これが私が考える「国際」高
校としての本校のアイデンティティーである。外国語が理解できるとどんなことが可能に
なるだろうか。外国語のニュースを聞くことができ、読むことができ、外国語で世界の人
と話し合うことができる。日本語だけの世界を越えて、より広い視野から世界を眺めてみ
ることができるだろう。世界の人たちの声に耳を傾け、世界の現状を知ることができるだ
ろう。世界の人たちと協力して、世界をより良い場所にするために一緒に行動することが
できるだろう。外国語学習のゴールは、大学入試でも資格試験でもなく、それらは途中の
通過点に過ぎない。語学力を社会に出たときにどう活かすのかを、本校の「外国語教育」
では常に見据えていきたいと思う。
さて、「英語の授業は英語で」と言われるようになって久しいが、英語（外国語）の授業
で何を学んだらよいのだろうか。「英語」を「知識」として学ぶことがゴールではないだろ
う。４技能の運用能力を身につけることが必要だろう。では、技能がゴールだろうか。そ
れも違う。何を学ぶか、つまり「内容」が大切である。考えてみると、英語の授業の題材
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は他教科の内容と関連があることに気づく。そう考えると、他教科の全ての内容が、世の
中の現実を理解するために必要な知識なのである。その知識には文系とか理系とかの境界
はない。理系の生徒も政治経済や歴史を知るべきだし、文系の生徒も病気になって医者に
かかれば、理科と無縁ではいられない。例えば、現在、世界が直面しているコロナの問題
を正しく理解するためには、歴史や生物や保健の知識が欠かせない。言語は言語だけで独
立して存在しているのではなく、必ず内容を伴う。その内容には、教科でいうと「社会」
もあれば「理科」もあるということだ。語学力を伸ばそうとする場合に、「理科」がわかれ
ば、「理科」の内容も英語で扱えるようになるということだ。
以上の考えにより、本校は「内容言語統合型学習」
（CLIL）を実践している。これは、
「英
語を学ぶ」から「英語で学ぶ」への学習観の転換であった。生徒が漠然としたイメージで
関心を持っている「国際」という内容を、世の中で起こっている現実と捉え、国際問題や
社会問題などを教科の枠にとらわれず、他教科での学習内容の全てを活用して、
「教科横断
的」に「英語で」学ぶ授業を、CLIL の実践として、日々、行っている。
そのようなわけで、英語の教員歴が３６年になる現在、英語教員としての私自身の関心
事は、英語の教授法とともに、授業で扱う内容（世の中で起こっている様々な出来事）で
ある。英語の教員は Language Teacher であり、Content Teacher ではない。だから、他教
科の教員との連携や教科横断的な実践を行い、Content Teacher である他教科の教員と力
を合わせることにより、言語の授業の内容の質は飛躍的により良いものになるだろう。そ
れにより、世界や社会の問題に世界の人たちとともに取り組んでいける生徒を育成するこ
とが、前述した「国際」高校としての本校のアイデンティティーである。
国際教育研究所では、これまで何回か月例研究会で発表させていただいたり、紀要にも
書かせていただいた。「英語教育」研究所ではなく、「国際教育」研究所であることが、本
研究所の特色であり、私が授業で扱いたい Content がそこには存在する。国際教育研究所
での学びにより、「世界の出来事についてもっと知りたい」というのが現在の私の願いであ
り、その学びを授業で生徒とも共有していきたい。
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留学生 TA と学生の視点から見た英語プレゼンテーション授業実践

中西

千春（国立音楽大学

教授）

Fontes Bento Renan（国立音楽大学 TA / RA）
内野 佑弥子（国立音楽大学 学生）

授業は教師と学生で創りあげているが，授業研究や授業実践報告は教師の単著が
一般的である。本稿は，音楽大学の英語授業を「教える」教師，「授業補助をする」
留学生 TA/RA（ティーチング / リサーチ・アシスタント），と「学ぶ」学生の 3 人
の共著である。作曲専攻の TA とピアノ専攻の学生の立場からは，第一筆者である
英語教師とは異なる「音大生にとっての英語・コミュニケーション・プレゼンテー
ション」が見えている。本実践では，３つの視点を統合することで，コミュニケー
ション力や英語のモチベーションが低めの音大生を対象に「意味のある」英語授業
を創ることを目指す。
キーワード：授業実践，英語プレゼンテーション，留学生，TA,

学生

１． はじめに
2021 年現在，AI 技術は発達し，翻訳アプリを使って端末のカメラで文字を写すとディス
プレイ上に翻訳されたテキストが表示される。誰にとっても端末を持つことが日常であり，
音大生にとっても，翻訳アプリは高校生の時からずっと使ってきたツールである。そのた
め，大学の英語授業で，翻訳アプリを駆使できれば，自分が苦労して英語を学ぶ必要がな
いと考える者もいる。こうした現状において，音大生にとって本当に「意味のある」英語
授業とはどんなものなのか。
授業研究や授業実践報告は教師の単著が一般的であるが，授業は本来教師と学生で創り
上げられる。本授業実践は，国立音楽大学の 3 人の著者が執筆する。英語教師の中西，ブ
ラジル人のリサーチ・アシスタント（RA）であり，英語授業のティーチング・アシスタン
ト（TA）の Fontes Bento Renan＝フォンチス・ベント・ヘナン（作曲専攻），学部 1 年生
の内野（ピアノ専攻）である。各自は国立音楽大学で『外国語コミュニケーション（英語）』
を「教える」
，「授業補助をする」，「学ぶ」という立場に立つ。この執筆は 2021 年 10 月末
に進められているが，3 人のチームは 9 月初めに結成された。
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チームは「できたてホヤホヤ」であるが，3 人寄れば文殊の知恵，異なる視点から「音大
生にとって『意味のある』英語授業を創る」という目標を掲げ，これまでの授業研究には
ない広く，深い考察を巡らす。
今から時を 6 ヶ月さかのぼらせる。4 月の新学期の開始日に，国立音楽大学の川島素晴先
生（作曲専攻）から中西にメールがあった。「ブラジルからの国費留学生がいるので，英語
の授業に出席させてもらえませんか。語学教育に興味があるので，ティーチング・アシス
タント（TA）として使ってもらえないでしょうか」と。さっそく，中西はフォンチスと 30
分程度の面接をし，その経歴・英語力・物事に向き合う姿勢などから判断し，1 年生の英語
の１クラス（火 1 限）に TA として入ってもらえるように依頼した。フォンチスはこの時の
ことを次のように記している。
「人生では，吃驚し，偶然に起こることが多い。私は，国立音楽大学に委託研究
生として入学した。最初の目標は来年度の修士課程での学修に備えて「（論文を
日本語で）書く」勉強をすることだけだったが，大学の初日『偶然』にも，作曲
の指導教師の川島先生が英語の中西千春先生を紹介してくれた。この新しい出来
事は，後に他の多くの出来事という新しい経験の引き金にもなった。その時から，
中西先生の指導のもと，英語の TA になった。」
フォンチスは国立音楽大学の海外委託研究生として作曲・笙・指揮法など音楽の授業を
受ける傍ら，中西の担当する計 4 クラスの授業に TA として参加するようになった。内野は
4 月から中西が担当し，フォンチスが TA を勤めるクラスの受講生であった。内野は「意味
のある英語授業」を考えるチームに加わった時のことを次のように記している。
「そもそも私は，英語の授業のクラス分けでたまたま中西先生が担当となり，
中西先生にとっても私は『ただの』受講生の一人にすぎなかった。しかしそ
んな私は，とある前期のプレゼンテーションの課題をきっかけに中西先生と
関係を深めるようになった。その時のテーマは『好きな曲について』で，私
は Billy Joel の Just The Way You Are という曲を題材にプレゼンテーショ
ンを行った。先生からのフィードバックには『Yumiko の動画を見たら，Just
The Way You Are が聞きたくなりました。人をその気にさせ，動かすプレゼ
ンがすばらしいです。』とあった。そして，そこで今後の授業で使用するため
の『対話のモデルビデオ』を作成してほしいと言われたのである。この時以
来，私は学生の立場の代表として授業を創り上げるお手伝いをさせてもらう
ことになった。
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TA として授業に参加していたヘナン先生（フォンチスのファースト・ネーム）
とはそこで初めてお話をさせていただき，気づけば日本語，英語，そしてヘ
ナン先生の母国語であるポルトガル語が飛び交う環境に身を置くようになっ
ていた。そして，先生，TA, 学生各自の視点から課題，授業，(学生の)考え方，
文化，国の特徴などについてディープに話し合うようになった。
こうして，これまで色々な学生と出会い，沢山の授業を行ってきた中西先生，
母国でも日本でも教育を受けたことのあるヘナン先生，そしてまだ大学に入
りたての学生である私，という本来ならここまで深くかかわりを持つはずが
なかった 3 人が出会い，
『音大生にとって意味のある英語の授業』について意
見交換をするようになった。」
２． 英語プレゼンテーション授業
中西から見て，多くの国立音大生は日々，演奏表現の向上に励んでいる。しかし，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。
2021 年度は Covid-19 の感染拡大の予防の観点から，中西の担当する英語授業はハイブ
リッドで始められた。1 年生対象の「外国語コミュニケーション（英語）」では，英語によ
るプレゼンテーション力の向上を目的とするが，今年度より，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，表現力全体の向上を目指すことにした。
詳細を表１に示す。
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表１
対象者
授業方法
テキスト
前期

手順
プレゼンテ
ーショント
ピック
長さ

後期

手順
プレゼンテ
ーショント
ピック
長さ

2021 年度の英語プレゼンテーション授業の内容
1 年生 90 名（4 クラス）
Google Classroom をプラットフォームに，対面とストリーミング
のハイブリッドで行った。プレゼンテーションは自撮りの提出と
した。
共通教材（①This is my presentation，Honna 他, 桐原書店，②文法
問題集 Factbook，English Grammar： Core，桐原書店）
最初に日本語のプレゼンテーションを実施し，思いの丈を述べさ
せ，意欲を高めた上で，英語プレゼンテーションを行った。
音大生の生活や嗜好に合うように 4 つ（①My favorite music, ②
Ordering myself, ③Suggesting improvement to my college, ④What I
like to do）に厳選した。初回と最終回のトピックは，My favorite
music として，上達の確認をした。
日本語は 60 秒程度，英語は 6 分程度とした。
①日本語でペア対話，②日本語でプレゼンテーション，③英語で
ペア対話，④英語プレゼンテーション
2 つのトピックに絞った①専攻ごとに，自分の演奏している曲，
作曲した曲，教えたい曲を音源や映像を使って，説明，分析をし
た。
②自分が演奏をしたり，教えたりする映像を使って，①で扱った
のとは異なる曲について，説明，分析を深めた。
日本語・英語ともに，60 秒以上 90 秒以内

３．TA と学生の視点から
中西が担当する授業を，TA のフォンチスとその授業の受講生である内野に，どのように
見えたかを記す。
３－１

TA / フォンチスの視点から見た英語授業

１）音大生の問題点
国立音楽大学で英語の授業に参加し始めたとき，自国であるブラジルの英語教育と比較
して，いくつかの類似点があると思った。日本とブラジルの両方で，小・中・高等学校の
英語教育システムは，実際の会話や英語での活発なコミュニケーション・スキル能力を開
発するよりも文法と読書に重点を置いている。
言語を話し，理解することの目的の一つにはコミュニケーションをすることがある。英
語に本当に興味があり，外国語を学ぶ理由を持つ学生は，課外活動・補習コースなど様々
な方法で自律的に学ぶことによって，コミュニケーション・スキルを向上させることがで
きる。しかし，英語学習をする理由を持たない学生は，コミュニケーション・スキルが十
分なレベルに達することはほとんどない。大学での英語の履修の理由はコミュニケーショ
ン・ツールの取得ではなく，単位を取得するための学生には英語の習得は不可能である。
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私から見ると，国立音大生はよい英語コミュニケーションのバックグラウンドを持って
いない学生の例だと思う。国立音大の学生は英語で書かれたテキストを読んで理解するこ
とはできたが，英語で会話をする状況に置かれたときには，対話を続ける方法を知らず，
挨拶の最初の文で立ち往生していた。これは外国語でのコミュニケーションだけでなく，
日本語でのコミュニケーションにも影響を与える可能性があると思う。したがって，英語
授業での私たちの主な目的は，彼らの生活のさまざまな分野で彼らに役立つアクティブで
創造的なコミュニケーション能力を開発することだと思った。
２） 問題を解決するために
英語の授業での最初の大きな課題は，①学生のやる気を引き出すこと，②学生に外国語
を学ぶことがコミュニケーションの強力なツールになりうること，生活のさまざまな側面
で，彼ら自身を改善するのに役立つことを彼らに伝えることだと思った。中西先生は 1 年
生の共通英語テキスト“This is my presentation”（桐原書店）を使って，授業のメインテ
ーマであるプレゼンテーションのトレーニングを始めた。私はプレゼンテーションでは，
一方向のコミュニケケーションになるため，ゲームや対話を取り入れた双方向のコミュニ
ケーションをする機会を取り入れたらよいのではないかと考えた。中西先生にそれを伝え
たところ，対話を教えるタスクを担当させてもらえることになった。私が考えたのは，「週
末や放課後，どんなことをして過ごすのが好きかを尋ねる“What do you like to do?”」と
い
う質問に基づき，対話を続けるためのフレーズを教えるというタスクである。そこで，プ
リント（図１）を作成した。一人目の学生が二人目の学生に週末の過ごし方について質問
をし，それに答えた後に，“How about you？”と相手に質問をし，対話を続けるという設
定である。次に，中西先生と私でモデルビデオを撮った。ゲームの形式で対話のフレーズ
を練習した後，ペアでプリントに基づいて 30 秒以上話し続けるように指示した。
学生たちはプリントに基づいてタスクに取り組み自撮りを提出した。しかし，ほとんど
すべての学生は，会話を 30 秒続けることも，私たちが示した例以外の新しい文を考えたり
することもできなかった。彼らには自然な対話の流れを作るのはとうてい無理であった。
次に，私自身が作曲専攻であることから，学生に「音楽と話し言葉の類似点」の話を 3
回に分けて行った。音大生がすでによく
図１

対話のためのフレーズ（フォンチス）

知っている音楽の知識と言語の機能を
結びつけることで，理解が深まることを

期待した。そこで，リズム，メロディー，音色などの用語と，それらのパラメーターが音
楽や話し言葉でどのように認識されるかを説明しようとした。
その結果，学生がすでに慣れ親しんでいる用語やパラメーターを使用することで，私は
彼らにより近づくことができ，それによってより大きな絆を築くことができることに気づ
いた。英語での説明の中でまだ理解が難しい部分でも，音楽的な例を通して，一種の「音
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楽語」という第三言語で話すことができたと思う。たとえば，イントネーションやストレ
スについて説明するときは，楽譜で音楽のリズムのアクセントやメロディーの例を使用し
た。パラメーターの機能の違いを英語と日本語で示し，これらのパラメーターが，話し言
葉だけでなく音楽においても，人間のコミュニケーションにおける意味や感情の表現にど
のように影響するかを示した。これによって，学生は人間のさまざまなコミュニケーショ
ンの方法を理解するために使用できるパラメーターをより包括的に把握することができた
と思う。
中西先生のプレゼンテーションの授業では，学生はさまざまなトピックに関する動画を
録画することが課題となっていた。
「自分の好きな音楽」，
「今，大学で学んでいる音楽」
，
「（国
立音大への改善提案（Suggesting improvement of Kunitachi College of Music））などであ
る。大学への提案の動画では，学生はカメラアプリを使って，いろいろな工夫をした。私
は彼らがこのビデオづくりを一生懸命頑張ったと思う。私はクラス全員のビデオを１つの
ビデオに編集した。そして，そのビデオを国立音楽大学の学長をはじめ，さまざまな担当
部門に送信し，大学の改善を提案した。こうした提案は，人工的な練習ではなく，実際の
方法で英語を使用するという目的を達成することができたと思う。このような活動を繰り
返して，学生たちはより創造的になり，英語でコミュニケーションする独自の方法を見つ
ける可能性があると思う。
３）これによってどのような変化があったか
これまでの 6 か月の活動で，私は学生のコミュニケーション・スキルが大幅に向上した
ことに気づいた。
4 月に初めて，授業を観察した時，クラスの最大の問題の 1 つはコミュニケーション教育
バックグラウンドの欠如によるものであった。私が何かを話した時に，学生たちからのフ
ィードバックがなかったため，彼らの気持ちや授業で分かったところと分からなかったと
ころを理解するのは非常に困難であった。このコミュニケーションの問題は障壁を生み出
す。学生たちが私の話を理解できなかった時でも，それを私にはっきりと伝えることはで
きなかった。コミュニケーションが機能し始めるためには，「分かりませんでした」や「も
う一回お願いします」などの表現を学生たちに自分を表現する方法として教える必要があ
った。私が授業で作ったタスクによって，クラスにはだんだんコミュニケーションの架け
橋ができてきた。そのため，生徒たちは，タスクだけではなくて，クラスについて何かを
理解していないときに自分自身を表現する必要があるときに，反応をするようになり，コ
ミュニケーション能力が向上したと思える。2 つの方向に流れる機能的なコミュニケーショ
ン経路を構築するために学生がフィードバックをすることは非常に重要であると思う。ま
た，タスクだけでなく，数名の学生たちが授業の前後に私と英語で話すことに興味を持ち
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始めた。これには本当にびっくりして嬉しくなった。
授業中に確立しようとしたもう 1 つの重要なポイントは，学生の良くない点を指摘する
ことに代わって，学生の良い点を強調する方法であった。このようにして，各学生は他の
学生と比較したり競争したりすることなく，自分の進歩を感じることができるようになっ
た。各学生が自分の強みを向上させるのを見るのは，他の学生のインセンティブにもなる。
たとえば，学生の動画を編集する時は，各学生の自撮りの最良の部分を選択しようとした。
これにより，生徒は自分の結果をよりよく見ることができ，さらに改善することが奨励さ
れたと感じることができたと思う。その方法では，学修をパーソナライズすることができ，
各自が他の人と否定的に比較することなく，自分の能力を伸ばすことができるようにする
ために，重要であると考える。
４）今後，授業を進化させ続けるために何をするか
学生たちはコミュニケーションの最初の一歩を踏み出した。今後の課題は，英語だけで
なく，日本語やその他の言語で，様々な人々と話したり交流したりする時に，どのように
自分のコミュニケーション・スキルを向上させ続け，即興の能力をさらに向上させるかで
ある。私自身も，教師として，学生として，さらに創造性を発揮したい。教え方・学び方
のルールに従うだけでなく，即興のコミュニケーションの機会を持つことも必要である。
言葉は生きている。この考えを教師と学生で共有したい。それは学生たちが自分の人生の
ために達成してほしい創造的なコミュニケーションである。
３－２

学生 / 内野の視点から見た英語授業

１）音大生の問題：英語への興味や英語授業についての問題点
国立音楽大学での語学の授業は選択必修科目であり，英語・イタリア語・ドイツ語・フ
ランス語が並ぶ。イタリア語やドイツ語は音楽史の中でも，音を奏でる上でも重要な言語
であることや，音大生には国際交流の場への参加やヨーロッパへの留学を考えている者も
いることから，そのような言語の授業に熱心な生徒は一定数いる。しかし，英語の授業と
いうのは，履修する大半の国立音大生にとって単位をとるための必修教養科目に過ぎない
のではないかと，私は感じている。英語というのは，中学・高校で学んだことのある語学
であり，簡単そう，楽そう，という印象を持ちやすいのだろう。しかし，例えば書籍にお
ける「前書き」や「後書き」といったものが楽譜にもある。この部分は，英語で書かれて
いることが多いことから，音大生にとって英語というのはとても身近なものでなければい
けないと思うのだ。
また，AI 技術の発展とともに翻訳アプリなどの翻訳機能は進化を遂げている。本来，楽
譜の前書きなどの文章は辞書で引きながら自分で訳せば英語の勉強にもなるだろう。しか
し，最近ではカメラ機能を使った翻訳アプリなどが現われ，より楽に，早く言語の壁を超
えられるようになった。翻訳アプリの機能がより日常化することで私たち学生にとって語
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学の壁は薄くなる。文法の問題に向かう時には，逆検索をかければ答えを知ることができ，
プレゼンテーションの課題が出た時には，日本語で書いた文章をアプリが英語にしてくれ
る。しかし，プレゼンテーションの原稿を日本語から直接アプリで翻訳すると，難しい単
語や文法が出てきてしまう。すると，いくら英語の文章がでてきても，その難しい英文を
急に読むことはできず，初めて英語という問題に直面する。
しかしこうした取り組み方で，本当に英語の授業を受けていると言えるのだろうか。
いくら音大生とは言え，教養科目である語学の勉強は必要なのにもかかわらず，現状，私
たち学生は英語の授業を自分のためにすることができていない。いや，そうしようとする
意識もまだ身についていないのかもしれない。
２）プレゼンテーションの工程・プレゼンテーションの内容を絞ること・モデルビデオの
作成で気づいたこと
中西先生のクラスのメインはプレゼンテーションである。学生がクラスで行うプレゼン
テーションの工程，私が中西先生と一緒に取り組んだプレゼンテーションの質問作り，ヘ
ナン先生と一緒に取り組んだモデルビデオの作成について記す。
【工程】
日本語と英語でプレゼンテーションをすることが特徴であるが，私の視点から見た工程
を図２に記した。この図に沿って，細かく説明していく。
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図2

プレゼンテーション授業の工程（内野）

①プレゼンテーションのテーマが与えられ，その内容について日本語で考える。プレゼン
テーションを行う上で必要な内容をペアの日本語対話（Q&A）をすることで厳選する。
②対話で厳選した内容をもとに日本語プレゼンテーション原稿を制作し，日本語プレゼン
テーションを行う。
③日本語プレゼンテーションをしたことをもとに，スピーキングをするという意識を忘れ
ずに英文に置き換え，ペアで英語対話（Q&A）を行う。ここでは，自分の気持ちを自分の
言葉で伝えるためにはどのような英文が適しているかを考える。
④英語プレゼンテーションを行い，自分の英語で伝えることの大切さを知る。
受講生の視点から見て，この工程は最終的な英語プレゼンテーションの構造を掴みやす
くしていると思う。
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【テーマと内容を絞るための質問】
中西先生はプレゼンテーションのテーマを音楽と関連付けている。私はこれがとても大
事であると思う。しかし，音楽というのは，とても大きなジャンルであり，その中にはい
ろいろな要素があるため，プレゼンテーションで「好きな曲」について話すといっても，
ジャンルも曲もたくさんありすぎて話を絞ることができない。しかし、そこに「私がこれ
までに演奏してきた曲の中で」「好きな曲」という条件があれば，ジャンルと曲を一気に絞
ることが可能になる。
後期のプレゼンテーションの対話のモデルビデオを作る時に，中西先生と一緒にそれぞ
れの専攻（演奏，作曲，教育）に見合った質問を考えた。私は，専攻によって，質問を少
しずつ変えることが話しやすさにつながると思い，それを提案した。そうすることで受講
生全員が「自分の専攻から見た音楽」という視点でこの課題に取り組むことができる。
例えば，演奏することを主に学んでいる演奏専攻には，その曲を弾くうえでの好きな部
分や，苦手な部分といった，プレイヤーに対しての質問を投げかけた。一方，作曲やコン
ピューター音楽といった音楽を生み出すことに焦点を当てている専攻に対しては，自作曲
への思いなどを質問した。また，国立音大には教育専攻もあることから，彼らには指導す
る上で取り扱いたい曲，教育を行うにあたって子どもたちに教えたい曲などをピックアッ
プし，その理由などを問う。そして，音楽療法や音楽情報といった，音楽を歴史的な視点
から見たり，
（音楽を）人助けへとつなげていく専攻もある。これらに対しては，研究する
上で素晴らしいと思った曲や，今後の研究にどのようにして生かしていきたいかなどの質
問や，この音楽でどのように人と関わっていきたいか，この音楽をどのように役立ててい
きたいかなどのより専門的な質問も用意した。
ピアノ専攻の私は演奏専攻となる。演奏専攻の学生が答える質問は次の通りである。
演奏専攻向け
(1) はじめ：Do you have a video of your performance? / Can you show it to me?
(2) 内容：①説明 What is the title of this work? / Who is the composer?
②分析(1) Do you like this piece of music? / What is the best part of your
performance?
分析(2) What is the hardest part of your performance?
(3) 今後：In the future, what do you want to do with this piece of music?
【モデルビデオの撮影】
ヘナン先生と私で対話のモデルビデオを撮影した（図 3）。日本語と英語，そして，ヘ
ナン先生の作った曲について話す作曲専攻の話，私がピアノ演奏した曲について話す演奏
専攻の話と，計 4 本を撮影した。
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図 3 対話のモデルビデオより（左：フォンチス，右：内野）

いざ動画を撮ってみると，色々な問題に直面した。何より，私たちの会話のぎこちなさ
がとても目立っていただろう。それは英語が流暢であるヘナン先生と日本語は自然と話せ
る私との間にできたテンポ感の違いが要因のひとつでもあった。しかし中西先生が私をこ
のモデルビデオの制作者として声をかけて下さった理由は「相手に興味を持たせる力」と
「相手を動かす力」であり，流暢な英語ではなかった。そこで，私たちはお互いの目を見
て会話をすることや，ジェスチャーを大きくすること，また感染対策もあることからマス
クを装着していたので，マスクでも伝わる表情を大事にし，撮影に取り組んだ。このよう
な点に関しては，ヘナン先生は当たり前のようにこなしていたのだが，日本人である私は
そのような習慣がないため，会話が盛り上がらないように感じた。しかし，表情やジェス
チャーというものはすごいもので，
「この曲が大好き」という表現を目や眉毛を使って表現
したところ，自分でも相手に伝わった感じがしたのと同時に，ヘナン先生のリアクション
もわざとらしくなく，いわゆる自然な会話が見えた気がした。また，量を表す単語を伝え
る時に，
「たくさん」という言葉とともに，手で大きな円を描いたところ，その「たくさん」
という言葉に私の思いがどれほどこもっているかを伝えることができた。モデルビデオの
制作を通して英語のスキルよりも大事なものを見つけられた。私の知っている数少ない単
語と，数少ない文法での曖昧な英文ではあるが，そこに「表情」というつよい味方を付け
ることで，会話としてのレベルはとても高くなることを知った。
音大生が話しやすい音楽をテーマにするだけでなく，内容を絞るよい質問を提示するこ
とや表情に重きを置いて伝える重要さを教えることが，やる気の少ない音大生を「乗せる」
方法のように思う。
３）プレゼンテーションから学んだことは何か
こうした音楽を交えたプレゼンテーションを行ったことで，その曲や作曲家などに対し
ての知識はもちろんだが，英語の文法や単語も少しずつ新しいものに出会えるようになっ
た。特に文法では，話の切り出し方や締めくくり方などで日常でも使えそうなものに出会
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うことができた。翻訳機能に頼ってしまうことを問題視したが，このプレゼンテーション
の授業は，いくらアプリに頼っても最後は自分で喋り，相手に伝えなくてはならないこと
から，翻訳して終わりではなく，その文を覚えるために主語や動詞といった分析を行わな
くてはいけない状況になる。また，そういったアプリを使うとどうしても難しくなってし
まうことから，私は自分で話せる程度の簡単な英語に自ら訳して取り組むようになった。
端から見ると，これを本当に英語の授業と言えるのかと思う学生もいると思うが，そうい
った学生はより難しいプレゼンテーション，質の良いプレゼンテーションを作成するとい
うチャレンジができる。
何より，自分の音楽活動にプラスとなるテーマを提示されることによって，学生のやる
気も変わったと思う。回を重ねたこともあると思うが，手が込んだものを作ってくる子た
ちも増えた。一学生から見て，いやだいやだと人前で話すことを避けてきたクラスメイト
も，いざやってみれば意外と楽しかったとか，次はもっとこうしたいといった反省点まで
も聞こえてくる。またそのプレゼンテーションをみんなで見てそれぞれに評価をしていく
ことで，自分に足りないものや，自分の良いところなどを客観的に見ることができる。内
気な人が多いといわれる日本人ではあるが，全員でクラスメイトのプレゼンを見て評価す
るというやり方はある意味公平であって，素直な相手の反応を見ることができ，自分のた
めになると思った。
やる気がないからこそ，英語を単語テストや文法テストなどで一時的に覚えてもすぐに
抜けてしまうようなものにするのではなく，プレゼンテーションを通じて自発的に調べ，
発し，気づいたころには何か一つ新たな英語と専門的な知識の両方を取得することができ
る方が私たちのような学生には向いているのかもしれない。
４）今後，授業を進化させ続けるために何をするか
私はこれまでに理解しがたい授業を受けてきた経験がある。だからと言って，「わからな
いです」や「もっとこの説明をしてほしいです」と授業内容にずかずかと足を踏み入れる
ことは難しく，結局，授業では学生は常に受け身でいることしかできないと思っていた。
しかし，中西先生とお話をしていく中で，学生と創り上げていく授業というやり方は面白
いと思った。それは，決してカリキュラムに口を出しているわけではない。プレゼンテー
ションにおけるテーマで音大生にとって何がやりやすいものなのか，学生から見たこの授
業はどのように感じるのかなど，教師と学生の間でそこに対しての意見交換を行うことで
より授業が学生に寄り添ったものになればいいなと思っている。
最終目標として，プレゼンがうまくなるだけではなく，そこに英語の授業で行う重要性
のようなものをもう少し突き詰めていく必要があると思う。例えば，冒頭でも述べたよう
に，私たち音大生は英語という言語と身近な関係であることから，最終的にはその活動に
プラスになるための英語の習得や，プレゼンテーションで磨き上げた内容の厳選，言葉の
選び方，文の作り方といった話の構築を武器に英語と組み合わせ，演奏会などで聴き手に
向けて自分の思いを自分の言葉で伝えることができるようになるなど，音楽 × 英語 ×
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音大生 という式を成立させていけたらよいと思う。
最終的には一から自分の言葉でプレゼンテーションをこなせるようにするために，今は
文章の作り方から話し方まで，例を提示されているが，それを徐々に減らしていき，話す
内容の構造を組み立てていく過程も自分たちでできるようにしていくことは大事だと思う。
今は，先生は，時間制限について 60 秒から 90 秒と提示はしているが，時間厳守を強くは
指示していない。しかし，決められた時間内に伝えたいことを伝えきるというやり方も，
演奏の本番などで限られた時間しか話すことのできない音大生のプレゼンテーションには
重要なのかもしれない。
英語という慣れない言語を使う「英語プレゼンテーション授業」で，音大生のやる気を
引き出すためには，テーマと音大生のためになる内容の厳選が必要なのだと思う。学生の
立場で，クラスメイトの英語を学ぶ意識を変えるための提案をさらにしていきたい。
４．考察とまとめ
音大生にとって「意味のある英語授業を創る」という目標のために教師，TA，学生の 3
人のチームを始動した（図 4）。この目標はどの程度達成することができただろうか。３．
では，「音大生の問題点」について，フォンチスも内野も英語の履修の理由が単に単位取得
目的と考えていることをあげている。フォンチスは「よいコミュニケーションのバックグ
ラウンドを持っていない」ために，対話を続ける方法を知らないことを指摘した。内野は
クラスメイトが「英語の授業を自分のためにすることができていない，いやそうしようと
する意識もまだ身についていないのかもしれない」と述べた。そもそも，音大生の絶対的
な英語学習時間は不足している。このため，授業で行うことは厳選する必要がある。アメ
リカ国務省の外交官養成局では英語のネイティブ・スピーカーが日本語の知識がゼロの状
態から仕事で使えるようになるまでに必要な時間を 2200 時間と算出している。このことか
ら，一般的な日本人が英語でビジネスのコミュニケーションをできるようになるまでには
3000 時間が必要であると言われる（例

The English Club など）。
しかしながら，日本の学校で英語教
育に充てる時間は中学校で 266.7 時間，
高等学校で 361.7 時間である（ベネッ

TA

セ教育総合研究所）。国立音大では，1，
2 年生の前期・後期 2 コマの 180 時間
を英語学習に充てている。これを合計

学生

しても 763.4 時間であり，3000 時間
にはとうてい及ばない。

教師

よいコミュニケーション・バックグ
ラウンドを持たないこと，教養や英語
を学ぶことへの意識が低いこと，そし

図 4 授業創りにおける教師・TA・学生の関係
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て，学習時間が絶対的に不足するとい

う悪条件下で，中西は音大の英語授業を自己表現において意味のある課題デザインをする
ことで応じようと考えた。このため，焦点は「英語」という言語よりも，日本語と英語を
使った「コミュニケーション」にあてた。フォンチスは英語のインプットをたくさんする
ことで，学生に英語を聞き，話す機会を提供し，インテイクとアウトプットを増加させた。
フォンチスの「意味のある」アプローチは英語の言語とコミュニケーションの両方にあた
っていたと言える。内野は音大生の視点で「意味のある」とりくみやすい質問を考え，フ
ォンチスとともにモデルビデオを制作することで，クラスメイトに身近で親しみやすいイ
ンプットを提供した。内野のアプローチは，英語と情意面にあたっていたと考えられる。3
人がそれぞれの視点から「意味のある」英語授業を創ろうとしたことで，一人の教師が奮
闘するよりも，授業でカバーする範囲が広がりを持った。そして，3 人が授業に深くコミッ
トした分，相互のコミュニケーション，日本語・英語，思考，国際性のスキルにおいて向
上が見られ，
「意味のある」チームが創られたと感じる。
実際の所，3 人で創り上げた英語授業が音大生にとって「意味のある」ものであったかに
ついては，意識調査を行っていないため明確にはわからない。次の課題は，音大生に対し
て「意味のある」「英語」「授業」について意識調査をすることである。その結果に基づい
て，教師，TA のフォンチス，学生の内野と，創造的でアクティブなコミュニケーションに
つながる授業デザインやタスクについてさらに検討したい。
註：フォンチスは日本語検定 1 級を目指して学習中であるが，本稿はすべて日本語で記し
た。
謝辞：国際教育研究所の山岸信義理事長より，本稿の執筆依頼を受けてから〆切までの執
筆期間はたった 2 週間と大変短いものでした。しかし，第一著者である中西が，現在，留
学生 TA と学生と 3 人で取り組んでいる英語プレゼンテーション授業実践について記すには
絶好の機会でありました。他の学会での発表やジャーナルへの投稿であれば，教師，TA，
学生のタイムリーな共著も，ページ数の制限から本稿の 14 ページの原稿の出版もかなわな
かったかもしれません。授業実践は記録しておかないと，その時の状況もホットな気持ち
も流れていってしまいます。国際教育研究所の月例会や Newsletter は，その時々の会員の
研究を報告し，学び合える「場」を提供していることに「国際教育研究所」の存在意義を
感じます。山岸理事長の「国際教育研究所」への深い愛情とご尽力に対して，心より感謝
を申し上げます。
参考文献
The English Club (2020) 英語習得には最低 3000 時間！達成するための 11 のコツと学習
習慣, https://english-club.jp/blog/english-learning-time/
Benesse 教育研究開発センター (2008) 「調査データ クリップ！ 子どもと教育」英語教
育 ～第１回～，https://berd.benesse.jp/berd/data/dataclip/clip
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英語と私
近畿大学

全学共通教育機構

准教授

白石よしえ
私の専門は心理学である。にもかかわらず、英語の教員をしている。どうしてこのよ
うな事態に至ったのかを、私にとっての英語とは何か、を軸に、ここで辿ってみたいと思
う。最初に英語に出会ったのは、小学校 4 年生からの週 2 回の英語の授業に備えるため、
小学校 3 年生の夏休みから教会に通い、ネイティブの先生から無料の英語の授業を受けた
時だ。今から思えばとてもラッキーなことに、先生はアメリカ人の優しく華奢な大学生で、
彼女と私はその後 30 年間にわたって文通をすることになった。思えばこの幸せな出会いに
より、英語は教科ではなく、人とコミュニケーションするためのツールであるという認識
が小学生の私に生じたと思う。続いてラッキーだったのは小学校の英語の授業が全て LL 教
室で行われたことだ。全てテープで行われ、リピートをし、暗唱し、と言った具合だった。
だから、日本人の教員の発音は中学 1 年生になるまで聞かなかった。
カソリック系の私立の女子校だったので、周りにはフランス人のシスターがたくさん
いて、なんとなく西洋の香りが校内に漂っていた。耳に入るフランス語、数々の行事、教
会とミサ、そして修道院が同じ敷地に建てられていたこと、全てが小学生の私にとっては
異文化だった。フランス語の勉強は希望すれば小学校 5 年から可能で、中学 1 年から週 1
で授業も始まった。イースター（復活祭）、クリスマスなどのイベントは学校をあげてなさ
れ、クリスマスの時は、深夜 23 時からミサが始まり、信者でない生徒も家族と参加できた。
ミサの後はシスターと一緒に蝋燭を持って讃美歌を歌いながら闇の中に沈む廊下を練り歩
いた。蝋燭の光がシスターたちの頭部を照らし、それが天使の輪に見えて、まるで天使と
讃美歌を歌いながら歩いているような気持ちになった。心を震わす神秘的な体験だったと
思う。校舎と言っても、普通の学校から思われるイメージとは程遠いもので、そこここに
円形のアーチがあるようなとても綺麗な建築物だった。廊下や階段は大理石でできていて、
フランス風の先の丸い大きな窓や背の高い天井など、夜中にいるとどこか遠い異国にきた
のではないかと錯覚してしまいそうな場所だった。讃美歌の行進が終わると、ハリーポッ
ターの映画に出てくるような、山のようなお菓子やワインやジュースが用意された部屋に
案内され、朝まで歓談することができた。私たち家族は午前 2 時に帰宅したが、お正月よ
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りも遅い時間まで起きていることが、普段規則でがんじがらめの学校という場で許される
なんて！と子供心にびっくりしたのを今でもはっきりと記憶している。今から考えると信
じられないような自由な時代だった。とても良い時期に日常が異文化体験の場だったと思
う。
中学 2 年生の時に、QUEEN に出会った。夢中になって、歌詞を訳し始めた。英語との
関係の大きな最初のターニングポイントだったと思う。3 歳からピアノを習い、ポリーニだ
のホロビッツだのグールドだというピアニストが私のヒーローだったが、そこに QUEEN が
加わった。今までと異なったのは、
「歌詞がある」ということだった。
中学 2 年の頃の歌詞カードには

Somebody to Love の最初の 1 行 Can anybody find me

somebody to love の訳が「誰か僕を愛してくれる人を見つけてくれ」と明らかな誤訳になっ
ていたが、それでも中学 2 年生には「 find は第 4 文型をとる」と理解できるだけでありが
たかった。もちろん、今、この歌をネットで検索すると正確に不定詞の用法に則って、to love
の目的語が直前の somebody になった訳詞、「誰か僕が愛せる人を僕に見つけて」が出てく
るのだが。いつか、QUEEN に会えたら話しができるよう、少なくとも、ずっとファンでし
た、と言えるように、と英語を頑張ったのはいうまでもない。
高校 2 年生になってラジオ英語会話を聞き始めた。その当時は東後勝明先生の担当で、
スキットの内容も素晴らしかったが、何よりも音響がすごかった。人が歩いてくる場面で
はちゃんと左から右にコツコツコツという音が動き、大学生になって聞いた Kate Bush の音
楽の効果音と遜色が無いほどだった。元々音楽から英語に入っている私は夢中になってラ
ジオ講座を聞き続けた。あっという間にリスニングもスピーキングも上達した。それで英
検を受けたらスイスイ受かった。英語は大好きなアーティストに会うためのツールで、英
語を勉強することは宝くじに当たるような幸運であるアーティストに会えるかもしれない
場面を生き生きと想像することとなり、とてもワクワクするものだった。
高校 2 年生の夏、阿川弘之の「雲の墓標」が感想文の課題になった。特攻で死ぬ運命
の主人公が可哀想で、国家とは何か、個人と国家との関係はどうあるべきか、などと考え
始め、山崎正和の「劇的なる日本人」や西尾幹二「ヨーロッパの個人主義」を繰り返し読
んだ。劇的なる日本人の方はとても難しくて、何度も読んで、同じぐらい好きだった外山
滋比古のエッセイでの説明でようやく理解ができたことを覚えている。ここから哲学や社
会学への興味が湧いた。
高校 3 年生になって、大学を選ぶ時がきた。この頃、夢中になっていた別のヒーロー
がいた。小林秀雄だ。「人間の進歩について」などの対談集や「考えるヒント」、その他の
文章全てに夢中になった。彼の樅の木に対する思いやもちの木が好きなことなど（「人生に
ついて」『樅の木』）自分との接点が見つけられてとても嬉しかったことを覚えている。そ
の頃は声楽も習っていたので、音楽をするか、哲学、はたまた社会学をするかでとても迷
った。
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結局、音楽で興味があったのはクラシックの演奏ではなく、むしろ作曲で、その当時
よく聞くのはロック、ジャズ、環境音楽、そして武満徹のような前衛ものだった。それで
大学で音楽を専攻するのはやめた。哲学は山崎正和が大阪大学文学部教授だったこともあ
り目指そうと思ったが、数学に興味が持てず断念した。高校 3 年の時はバンド活動や恋愛
に忙しかったので、浪人をするつもりだったし、親も許可してくれていた。ただ、試験場
の雰囲気にも慣れておきたかったので、家から最も近い関西大学の社会学部を受けてみた。
ほとんど勉強していなかった世界史以外、英語は 30 分で、国語は時間一杯かかったが、ど
ちらも予備校配布の速報によると 1 問しか間違っていなかった。卒業の時に分かったこと
だが、かなり良い成績で合格していたらしい。当然受かっても、行くつもりはなかったが、
ここで思わぬ事が起きた。担任、両親、そして当時付き合っていた人までが全員グルにな
って大学に行くことを勧めてきたのだ。最後の父の殺し文句は「嫌ならいつでもやめてい
いから、とりあえず行ってごらん」だった。
大学は、びっくりするほど楽しかった。心理学の授業で人生観が変わった。今では有
名な 1964 年のキティ・ジェノバース事件。これはのちに「冷淡な傍観者」という本に書か
れることになったのだが、「助けて」と叫ぶ彼女が刺されて死ぬまでの間 30 分以上も、40
人近くの傍観者が誰一人として警察に通報しなかったという事件である。このほかにも、
言われるままに被験者に電気ショックを与え続ける人達（本当は電気は流れておらず、大
学生が演技した）（ミルグラム実験

1963）や実験上での看守と罪人という役割が内面化さ

れて凶暴で高圧的な行動に出る看守役の人の話（スタンフォード監獄実験

1971）など、

びっくりするような実験について大学の講義で知った。大学での講義は知らないことばか
りで一部の人気の授業では学生の多くが、まるでアイドルのコンサートのように聞き入っ
ていた。人間というもの危うさ、儚さを初めて痛感した時だった。日本の心理学はアメリ
カより 10 年遅れていたので、1 年生から英語の論文を読まされることになったが、英語が
わからないという気持ちを初めて味わった瞬間だった。内容の予測ができなかったのだ。
入試の英文ならば、本をたくさん読んでいた私は、大体の内容が予測でき、簡単に正解を
出せた。しかし、心理学である。普通の夫婦がある日突然殺し合いをして、それはなぜか、
というような展開になるのだ。国語力を全く使えなくなった時、初めて英語力がなかった
ことに気がついて、文法をやり直した。おそらくこれが本当の英語との関わりの原点だろ
う。そして、おそらく今の私があるのはここで文法の勉強を始めたことによるところが大
きいと思われる。心理学の勉強が英語の文法への道を開いてくれた。しかし、それでもな
お、英語は心理学の文献を読むためのツールだった。
大学で軽音楽部に入ったが、高校とは違って先輩達の中にはプロで活躍している人も
いた。その関係でアメリカ人のミュージシャンが来たときに通訳で一緒に録音ブースに入
ったりしたこともあった。「オカズを入れる（メロディーの空白部分や区切り部分にアドリ
ブで演奏を入れること）
」は fill in などと音楽用語を覚えるのは楽しかった。ここでも英語
は学ぶ対象ではなくて、やはりコミュニケーションのツールの一つだった。また、隣の席
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の学生が当時有名な「ライカ」というアパレルの創業者の一人息子で、日本にくるデザイ
ナーの通訳を何度かした。彼はのちにブルーノート東京を始めたので、卒業後、何度か好
きなアーティストとお話しさせてもらったことがある。英語をしていてよかった、と心か
ら思った時だった。
大学時代で英語をやっていて最も良かったと思ったのはロンドンに留学中、その当時大
ファンだった JAPAN というバンドのベーシスト、Mick Karn に彼の自宅でインタビューで
きたことである。このバンドはビジュアル系の走りのバンドで、メンバー全員がメイクア
ップをしており、本国のイギリスでは叩かれまくっていたが、日本で火がついて、その人
気がイギリス跳ね返ったようなバンドだった。
「どうして日本人の女の子は自分たちを受け
入れてくれたのか」ということに疑問を持っていることが雑誌のインタビュー記事から分
かったので、綺麗な男の子がたくさん出てくる LaLa という少女漫画をわざわざロンドンま
で持っていって、彼に見せた。そして、文化的素地はすでにできていたと思う、と伝えた
ら、いたく感心してくれて、また遊びに来ないか、というお誘いをいただいた。遠慮とい
うものを知らない私は何度も遊びに行った。イギリス文化だの日本文化だの社会学だの、
私にとって衝撃的だった心理学の実験の話だの夜がふけるまでおしゃべりしていたことが
懐かしい。今になって思うとあの拙い英語で本当に通じていたのかと思う。Mick Karn の自
宅はマンションの 3 階にあって、とてもすっきりとした綺麗な部屋でバスルームは少し階
段を登って行くところにあった。生活の匂いがなく、Mick の作った彫刻が部屋の端のテー
ブルにまとめて置かれていて、なんとなく美術館に来たみたいだと思った。彼は 3 日起き
て 3 日寝るという生活をしているらしくて、やはり芸術家だと思った。でも本人はとても
気さくで、まるで大学の同級生に話すような関係を築いてくれたので、とてもリラックス
できて心地よかった。Mick を始め JAPAN のメンバーは坂本龍一とも親しかったが、詳しい
ことは知らないようで、私に「（坂本）龍一と（矢野）顕子は結婚するの？」と聞いてきた
のにはびっくりした。一般人の私が知っているわけがないのに。「知らない」と答えた。こ
んなに親しくお喋りているけど、住む世界が違う人なんだなあ、とつくづく感じて少し寂
しかったことを覚えている。日本に送ったインタビュー原稿は、間に合わず没になった。
ロンドンから帰って大学院の試験を受けて首席で入学した。英語は当然満点だった。
音楽も心理学も両方したかったが、大学院に進んだのはもう少し心理学を学ばないといけ
ないという気持ちになっていたからだ。音楽の方は CM の音楽を作ったり、劇団の音楽を
作曲したり、TV 番組のパントマイムのための音楽を作曲・録音したりしていてなかなか忙
しかったが、ちゃんと音楽の勉強をしたい気持ちが日に日に強くなっていった。修士論文
を仕上げたら、バークレー音楽大学に行こう、音響を専門にしようと決心した。父に相談
すると学費を出してくれるというが、さすがに大学院まで出してもらってそれは無いだろ
うと思い、卒院後アルバイトを始めることにした。高校生に英語を教えることだった。
最初はひどい先生だった。地元の塾で安い時給で 4 人のトップクラスをいきなり任さ
れた。指定教科書があまりに簡単だったので、
「簡単だね〜」と言って 2 時間の授業を 45
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分ぐらいで終わり、あとはみんなでお喋りしていた。よく、毎週来てくれていたと思う。
結局、京大 2 名、阪大 1 名、同志社法学部 1 名という輝かしい結果が残ったが、合格祝賀
会の時、4 人に「何が役に立った？」と聞いてみると「あまり賢そうには見えない先生が『簡
単だね〜』と言ってたので俺にもできるはずや、できないと困ると思って頑張った」と言
われた。「授業が 1 番の息抜きになった」つまり、勉強としては役に立っていないというこ
とも遠回しに言われた。

がっくりした後、そうか、自分で頑張るように仕向けるのが

一番早いんだ、とこの時思った。心理学が役に立つ、とも。そういえば、授業では大学で
学んだ心理学の話をしたり、その英文を持っていったりして、当然、わかるものとして話
をした記憶がある。
この時期、音楽・ダンス学校で心理学を教える授業も持っていた。ある時 Russell Clark
（ラッセル クラーク:後に Presidential Choreographer (大統領の振付師)となる）という
Michael Jackson（マイケル ジャクソン）の振付師が来日し、私は彼の通訳をした。ラッセ
ルは小柄で、Michael Jackson に似た顔立ちで、繊細そうだったので、周りの人に対して「タ
バコはお控えください」とか「空調はもう少し控えめに」とか、気になることがある度に
走り回って調整していた。彼は膝が痛いらしく、ずっと車椅子に乗っていたが、リハーサ
ルになるとすくっとステージに立ち、ライトや音響に「そこのライトの角度は 30 度で僕の
中指の先に当てて」、というような具体的数字が入った適切な指示をテキパキと与えていく
のを目の当たりにして、その姿に惚れてしまった。彼はゲイらしかったので、私のことな
ど眼中にないだろうと思っていたら、帰国する日、「君はいつも僕のために走り回ってくれ
ていたね。ロスに来たら Michael と一緒にランチを食べよう！連絡して。」と言って名刺を
渡してくれた。私は Michael には興味がなかったけれど、Russell が好きだったのでとても嬉
しかった。でも、この申し出はただのリップサービスと捉えた。別の通訳の仕事でロスに
行く機会があった時、思い出してお守りのように持っていた名刺に電話をかけてみた。
Russell は覚えていてくれて、明日、ランチをしようと言ってくれた。Michael も呼ぶと。で
も、塾の授業があり、明日の飛行機で帰らないと、と断りを入れると、「君は馬鹿だ」と怒
られた。本当に私は馬鹿だった。結局、Russell も Michael も向こうの世界に行ってしまい、
2 度とチャンスは訪れなかった。もう一度会いたかった。人生にはここぞと思う時、何かを
捨てても選ばないといけないものもあるのだと学んだ出来事だった。
地元の安い塾ではなかなか資金が貯まらなかったある日、英語ができなくて自殺した
生徒の記事が出ていたのを見て、とても胸が痛んだ。英語ぐらいなら私が教えてあげるか
死なないで、という気持ちと資金調達の迅速化を意図して、大手予備校に応募した。河合
塾は 1000 人の応募があり英語科では 3 人の女性が受かった。河合塾での面接が進行中とい
うことで代々木ゼミタールも受かり、当時珍しい、ライバル校同時スタートが始まった。
河合塾ではいきなり美貌の人気古文講師と裏表の授業で同じ生徒を担当するハイレベル英
作文を持たされた。360 人教室だった。素人がいきなり、である。だが、その古文講師がい
ろいろ実践的なアドバイスをしてくれた。また、生徒が、
「先生、もっとこうしたらアンケ
73

ート上がるで」と教えてくれた。楽しく学びの多い１年目だった。私が近大の教員になっ
た頃、その古文講師は結婚し、アメリカに行って画家になった。今でも仲良しである。
一方、代々木ゼミナールでは大変な１講目が待っていた。違うテキストを渡されてい
たのだ。こちらも 300 人教室。そこで、仕方がないのでいかにやる気が大切か、人の心は
操作できるか、という心理学の話と文型の話をして、みんな頑張ろうね、で 90 分を乗り切
った。皮肉なことにその授業が噂になり、人気が出て、次の授業から立ち見がどんどん増
えていった。日本史の人気講師に「実力を試そうと思ってテキストをわざと違うのを渡し
たのではないか」と言われ、そういう世界なんだ、と思った。
もし、順調に資金が溜まって、バークレーに入学できて音楽家としての人生を歩み始
めれば私の人生は素晴らしいサクセスストーリーになっていただろう。しかし、間も無く
して父が病に倒れ、死去した。母との生活を守るためどんどんと音楽と離れていく生活に
なっていく一方で英語講師としての需要は高まり続けた。
テキストに関して言えば、河合塾のテキストは素晴らしかった。百戦錬磨の先生方が 90
分できっちり終わるが、出題されるところがてんこ盛りの素晴らしいテキストを作成し、
それで授業をできたことは大きな学びとなった。河合塾では、当時、テキストプロジェク
トなるものがあって、それに高額な予算が振り当てられていたから、良いものができて当
然と言えば当然だったのだが、いずれにせよ、そのおかげで私は新しい学びをさせてもら
えた。また、小さいながら学科ごとに図書室のようなものがあり、そこの蔵書はとても興
味深く、空き時間はいつもその部屋で本を読んだり、居眠りしたりして過ごした。一方、
代ゼミのテキストは適当で、人気講師は自分で作るテキストで講義をするので講師によっ
て出来はさまざまだった。東進ハイスクールから引き抜きの声がかかって、時給は倍以上
になった時、お金儲けに徹する代ゼミは辞めたが、報酬が低い河合塾は辞めなかった。こ
のことに東進ハイスクールの担当者は驚いていた。私にとっては河合塾は育ててもらった
親元みたいなもので、おいそれと去る気持ちにはならなかったからだ。
東進ハイスクールに行ってから、現代文の出口 汪先生のはからいで旺文社ラジオ講座
講師として京都大学対策から始まり、難関大対策を持たせてもらった。また、旺文社アル
シェの連載とともに AM 神戸でラジオのパーソナリティを務めた。東進が企画し、
「ウッチ
ャンナンチャン世界征服」にも出演し、英語の授業をした。ウッチャンナンチャンとキャ
イーンの 3 人が大学受験するという番組で、替え歌で独立不定詞を覚えてもらったが、別
のラジオ番組でウッチャンが「白石先生、これ出るって言っていたのに出なかったよ」と
言ってくれていたらしい。私はウッチャンと友達という噂が生徒の中で広がった。東京に
毎週行くのは楽しかったが、週 3 日を 4 年も続けているとそろそろ体が弱くなってきた母
の世話をしてあげたいと思うようになった。ここぞという時が来たと思った。東進の授業
から外れ、関西に戻ってきた。河合塾だけにしたのだ。報酬は半分以下になったのによく
決心したと自分でも思う。Russell のことがあったからだろう。
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河合塾に戻り、近大対策を担当した時、近大の入試の担当で当時の理事長の懐刀と言
われている人物から「うちで働きませんか」と言われた。余談だが、めいごさんが歌手の
森高千里さんだそうだ。大学対策で行くと、常にリップサービスで同様のことを言っても
らっていたので、今回もそうだと思い、「喜んで」と伝えたが、本当になってしまった。
近大の教員になった時、ラジオ講座の東後勝明先生に報告の葉書を書いた。
「心理学が
専門にもかかわらず、先生のラジオ講座を聞き続けて英語の教員になりました」みたいな
内容だった。返事など来ないと思っていたが、ちゃんとくださったことに感激した。その
時はまだ、ご存命だったのに、なぜ、直接ご挨拶に行ってお目にかからなかったのだろう
と今、とても後悔している。
近大に入ってからの最も大きな出会いは、生成文法の第 1 人者でおられる京都外国語
大学の小野隆啓先生に出会ったことである。小野先生は、かのチョムスキーの格別お気に
入りの学生で、来日の際も京都に来られたのは、小野先生がおられたからだそうだ。小野
先生の講義を聞いて初めて、ツールとしての英語が、研究対象へとなった。英語との新し
い関係が始まった瞬間だった。言語学を学ばせていただいて、振り返ってみると、なんと
中途半端な授業をしていたのだろうと恥ずかしくなった。
だから、最近の授業では学生の心を元気づけ、知的な興味を鼓舞し、言語学的な新し
い事実に驚いてもらい、その上で英語の力をつけてもらうことを意識している。
実際、講師自身が夢中になって話していると学生も興味を持ってくれることが多い。
感情の持つ不思議な作用の一つである。講義すると言うより、好きなことについてお喋り
する感覚が私は好きだ。もちろん英語について、だが。「これ、どう思う？」「じゃあ、映
画ではどうなってるか見てみたい？」「みんなが大きい声で Yes というと見せてあげる」、
というような掛け合いも楽しめる。しかし、こんな授業は心が元気でないとできないと、
愛猫との死別で疲れ切っている最近はつくづく感じる。
音楽で生きるという心が見つけた生き方から離れてしまったせいで、どこか自分は由
良のとに浮かぶ小舟のように虚しく漂う存在という思いがつきまとう。音楽に恋し、添い
遂げようと思っていたのに。忙しくてピアノをやめてしまったこと、夢中になるのが怖く
て音楽も聞けなくなってしまったこと、Russell に会えなかったこと、せっかく誘ってもら
ったのに Michael Jackson とも会う機会を無下に捨てたこと、POLICE のコンサートのステー
ジパスをもらっていたのにゼミの発表で行かなかったこと、そんな人生の記念になるよう
なイベントや大切なことをいくつも後回しにしてきた。結局、楽しいことよりも義務を選
んだんだな、音楽よりも生活の安定を選んだんだな、と最近は妙に納得するようになって
きている。もし、生まれ変わったら、2 度とこんな選択はしないでおこう。一つの救いは、
生計を立てる手段であったはずの英語が、なんと、私の気持ちを鼓舞する研究対象になっ
てくれたことだ。学ぶことはまだまだ山ほどある。とても嬉しい。
思えば私と英語は、なかなか結ばれない幼馴染がようやく恋人同士になれたような関
係だと言えるのかもしれない。
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バイリンガル研究
石井ふみ
桐朋女子中学高等学校
非常勤英語教員
Fumi Ishii
A part-time teacher at
Toho Girls High
and Junior High School

この度、翻訳の修士号である MST（Master of Science in Translation）をオンラインで
米国ハワイ州の翻訳専門大学院での受講し終えたことから、２０２１年１１月に Zoom と
呼ばれるオンライン会議システムでその授与式が開催されます。その修士を取得するにあ
たり、昨年の夏に大学院修士の修了作品として書籍を一冊日本語に訳す必要があり、フラ
ンソワ・グロジャン著『Bilingual Life and Reality』（邦題仮『バイリンガル生活者とその
現実』）を英語から日本語へ翻訳しました。その中で説明のとおり、第二外国語を教える教
師はバイリンガル

(1)です。つまり、著者は英語を教えている日本人教師である我々は「日

常生活の中で二カ国語(方言を含む)で暮らす」 (2)バイリンガルと定義されるわけです。さら
に、大きな問題として著者は過去にバイリンガルの誤解されていた点をいくつも挙げてい
ますが、実際バイリンガルには「言葉になまり（Having an accent in a language）」は当
然あり得ます

(3)。日本人は英語の発音にこだわるために英語が話せない人が多いという現

実を考える中で、日本語なまりの英語でも話す意志さえあれば通じると日ごろから考えて
きました。
例えば私の父親は英国駐在員として企業から派遣されてそのあいだに私は英国のロンド
ンにあるバーンズ・ラウザー小学校という現地校に３年半のあいだ通っていました。父の
ジャパングリッシュに違和感を感じたものの、本人は英語を流暢に操りました。また、ユ
ナイテッド航空のシンガポールベースで１年半の勤務をした際には、シンガポール人のシ
ングリッシュにも違和感を覚えてきました。日本人は独特のモーラ（子音を母音と組みに
する）で英語を発音、強勢がなく単調に話す傾向があり、シンガポール人は単語を短く切
って勢いよく英語を話す傾向がありました。これらの現象から、英語発音は母語の影響を
受け、第二外国語や公用語として使っていても母国語に影響を受けることが分かります。
一方でネイティブ発音と言われるのが日本で話されているアメリカ人の奇麗に発音された
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英語をめざすために日本人が現在は YouTube などの動画配信サービスなどで発音矯正のト
レーニングを受けています

(4)。ここまで流暢に英語を話すことに関心が高まっている中で、

日本人のバイリンガルに対する認識が誤解されていることが英語教育を妨げているのでは
ないかと思うようになりました。つまり、英語の試験で点数をあげるために英語を学ぶ場
合でも、バイリンガルとして生活する場合どちらでも発音になまりがあることを気にする
必要はありません。日本でも英語は公用語に成り得る可能性を示唆していると申し上げた
いのです。
とはいっても言語学的に考えても、対象言語として

(5)差異が大きい日本語と英語です。

日本語のモノリンガルに対して、どのようなアプローチ方法があるかは英語教師として非
常に悩むところであると思います。英語に関しては、バイリンガリズム研究においては言
語の発音方法は口の形や呼吸法による強勢（イントネーションやリズム）を重要視して教
えていますし、また文法については英語の文型を動詞に着目してうまく使いこなせること
が重要になってきます。さらに、日本語思考ではなく英語の思考をするためには英語を繰
り返し使う練習も欠かせません。日本はモノリンガルな国である限り、英語は第二外国語
として学ばれ続けるのだと思います。ところが、日本もグローバル化の影響を受けてグロ
ーバル人材を目指した英語教育が昨今では重要だと教育が変わり始めていることも無視で
きません。そこで、私も翻訳者や通訳者として働きながらも、現在は教育の場へと活動フ
ィールドをシフトし現在の英語科の教育の取り組みを考えていきたいと思うようになりま
した。2015 年にカルチャーセンターで開始した英会話レッスンを経て、今年 2021 年 9 月
より帰国子女受け入れ校の私立中高一貫校で中学３年生と高校２年生のコミュ英、英表の
授業を担当しています。この度のパンデミックで学校の授業は多くの制約を受けていたよ
うですが、その中でも生徒たちは同校で取り入れられている TANABU モデル(6)で英語を話
し、英語で表現したいと必死に学業に励んでおりましたことに大変嬉しく、感銘を受けて
おります。つきましては以下に、9 月より非常勤英語科教師として TANABU モデルを実践
した内容を日本語と英語の対訳でまとめた考察の簡単な紹介をさせて頂きます。

「TANABU モデル教授法の実践者としての考察」
Practitioner of Teaching Method the “TANABU” model
現在 45 分間の授業が 40 分に短縮される、あるいは生徒らの分散登校の実施など感染症
対策のために各中学高校においては生徒たちだけでなく教える側の先生方にもさまざまな
工夫を要することとなった。
As a countermeasure of Covid-19 infectious disease, not only students but teachers had
been struggling to find ways to make up for each junior and high school student. The
restrictions were as follows: to shorten the 45 minutes of class to 40, and limited
numbers of students who could attend a class.
特に英語のコミュニケーションの授業（通称「コミュ英」
）では先生方はこれまで通りに
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生徒たちがペアを組んでの発話練習を行えないことに問題を感じていた。
Mainly, for communication English (referred to as “Commu Ei”), teachers found that
their problem stood out to be that students could not be pairing up to speak to each
other as they had been doing to improve communication.
本レビューは筆者が 9 月より非常勤の英語教師として体験した生徒らの変化を 10 月時点
で実際に目にしたままをお伝えするものである。
A review was written at the end of October by a part-time English teacher who started
teaching in September.
生徒らは 9 月初めの時点ではまだ感染症のワクチンを受け始めたばかりであったことも
あり、また学外での感染症の拡大も懸念されていたころだったため、分散登校の形がとら
れていた。したがって 23 名の生徒らが半分に減り、別の日にそれぞれ同じ単元の授業を受
けた。
Starting at the beginning of September, students were vaccinated, but most were not
vaccinated even once. Also, the number of infections seemed to be spreading outside
school, making the class of 23 separated into two classes, and the two classes were
taught the same unit on a particular day.
教師としては生徒が半数に減ることから丁寧な対応ができるかと思われた。英語の発音
などは声を出さずに、口の形だけを示すように心がけた。
The limitation of the teaching method was the English pronunciation explanation of the
position of the mouth, teeth, lips, and tongue without making the sound.
2 週間後には分散登校が一斉登校となって生徒は通常の 23 名となった。11 月初旬の現在
では 45 分の通常授業に戻ったことで二人一組で行う Reading Sheet を使ったペアワーク、
Vocabulary 新出単語のミニテスト、文章を穴埋めで書けるようにする Writing Sheet など
のプリント配布を活用した全ての TANABU モデルでのアウトプット訓練を実施できるこ
ととなった。
The classes to be divided into two only lasted for two weeks, and all 23 students were in
a class. Also, currently in early November, classes are now 45 minutes. So, students can
make pairs to work on their reading practice sheets and perform tests to fill in the
blanks using writing practice sheets and vocabulary tests. All of the students'
opportunities to output their English language TANABE model are now in practice.
この事例から、互いに答えを導き出すペア練習がなかった時よりも現在の方がそれぞれ
の生徒が先生役と生徒訳をこなしているあいだに教師が一人一人に対応できることが分か
った。また定着についても単語ミニテストと穴埋めテストがあることで生徒たちは Reading
と Writing への取り組みにより努力する様子が見られた。TANABU モデルが授業に取り入
れられてからは現在 2 年目ということであるが今年度末の取り組み評価についても今後考
察をしていくつもりである。
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In this case, a teacher corresponding to each student is more capable than when
students did not work together in pairs, playing the role of teachers and students for
their answers. Also, for memorizing vocabularies and filling in the blanks, the students
appeared to try even harder using their worksheets for reading and writing. As it is
their second year introducing English classes with this TANABU model, they will need
to see to it until the year-end for better understanding.
以上がこの 9 月から 2 か月間の高校 2 年生での TANABU モデル実践に関する日英での
考察となります。まだ私の関わった期間が短いため、今後も継続し、本教育モデルに関す
る実践および学びを深めていきたいと考えています。
(1) Grosjean, F. (2010). Bilingual: Life and Reality. Cambridge, Mass: Harvard University
Press.p.147
(2) Ibid, p.4
(3) Ibid, p.73
(4) https://www.youtube.com/channel/UC8VV1lknBeh-TDL-5_3pUig
(5)よくわかる言語学入門―解説と演習 (日本語教師トレーニングマニュアル) 町田 健 (著), 籾山 洋
介(著)バベル・プレス p.166,167
(6) レッスンごとに教科書の扱いを変える TANABU Model とは (アルク選書) 金谷 憲 (著), 堤
孝 (著)
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日本の海外留学から見える英語教育の課題

慶山豊治・絢子
（株式会社

NEW PLACE：British Council 留学カウンセラー）

「日本人学生の海外留学から見える英語教育の問題点と課題－英国留学専門エージェン
トからの提言―」というテーマで 2019 年に発表をさせて頂きました。改めて以下、その時
の発表概要を書かせていただくと共に昨今感じた事をまとめてみます。
英語圏での日本留学生に対する評価
英語学習を提供している英語圏の学校関係者達の日本人の印象は、ある意味固定したもの
があることが分かりました。（ヨーロッパ、北米、オセアニアに係わらず共通している）
特に毎年定期的に日本からの学生を受け入れているところでは、あるイメージがあるよう
です。
全体的な印象、評価としては、非常に「おとなしい」という事です。
その背景には日本文化の中にある「沈黙は金」という概念や、秩序を守り正しい集団行動
をするという独特の考えがあるのではと思われます。集団の和を乱すべきではないという
見かたも出来るでしょう。
この事は毎回留学をする学生への直前オリエンテーションでも紹介し、現地に行ったら出
来るだけ積極的に振舞って欲しいという事を伝えています。この思いは私たちだけでなく
受け入れてくれる教育現場からの声でもあります。少しでも行く前の心構えと現地の行動
に反映してくれることを期待して案内をしています。
また次にペーパーテストは中級以上のレベルはあるが、スピーキングやヒヤリングがそれ
に伴うレベルになっていないという評価もあります。
そして、それが現地教育機関に伝わっている事で、日本から来た学生は総じてプレースメ
ントテストの結果より数ランク下のクラスに配置されることが割と日常的に起きています。
そのように微調整をしないと、大体クラスについていけなくなるからです。
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次に「対話形式の授業に慣れていない」ということも、浮彫になっています。
ここでは詳しく述べませんが、対話形式とは例えば、ある学生が発言した時に、
「それはど
うしてですか？」という質問がセットのようにあった時に、うまく答えられないというキ
ャッチボールのような対話型やり取りの事です。
つまり、このような対話的な授業は日本ではあまりないからだと思われます。
ここでポイントとして、その他の要因が何なのかも含めてまとめてみます。
1. 大学生の英語学習への意欲の変化
1970 年代あたりから現代にいたるまでの期間での分析になりますが、徐々に英語を勉強す
るというハングリーさというか必死さに変化が出てきているのではないかというお話をし
ました。ハングリーとか必死という表現自体がすでに時代遅れではありますが、いかに意
欲が薄れていったのかを探っています。
日本人の海外留学の状況を数字（関連資料：文科省）で見ますと、2004 年の８万人をピー
クに海外留学する数が下降線になっているのが現状のようです。
これは少子化、多様化、あるいは貧困化も関係しているのではという説もあったり、その
他の影響もある中で、「英語学習の意欲」が大きく変化しているのは事実のようです。
概念としては多くの若者は英語学習の重要性は理解しており、グローバル社会には欠かせ
ないと認識しているにも関わらず、実際の行動が伴わないという結果になっているように
感じます。
意欲の変化は、様々な要因が考えられると思います。
インターネットの普及も大きく影響しているでしょうし、国内文化の成熟度にも関係して
いるかもしれませんし、多様化により関心事が必ずしも海外にあるとは限らないという事
にも関係しているかもしれません。逆に言うと、かつては関心のあることが割と海外にあ
り、それを知る為に、あるいは勉強する為に外国に行く。あるいは外国語を学ぶという意
欲が今よりもあったのかもしれません。
インターネット以前、以後では社会が大きく変わり、特に情報取得という分野では社会全
体にシフトが起こったのは間違いないのではと思います。
これは意欲にも関係しており、昔は「世界を知らないから海外に行く」から「今は世界は
すでにネットの中にあり、あまり実際に行く必要はないと思ってしまう」に変化してきて
いる。勿論それでも実際に行って分かる事が重要なのですが、思考的に大きな変化をもた
らした一つの原因ではないかと推測できます。
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しかしそれだけでは説明がつかないものかもしれません。
2. 日本人学生の英語力とアンバランスな英語教育
現地で学生がどのような対応を受けているのか、どのような状況になっているのかです
が、いくつかの例を挙げてみます。
現地学校に通う学生の例として、プレースメント・テスト（授業開始の前に行うレベルテ
スト）の結果によって分けられたクラスでは難しすぎてついていけないというケースが多
い。冒頭にも触れましたが、いわゆる筆記テストとオーラルテストのレベルが違うという
ことです。
主な原因は文法の理解力とスピーキング、ヒヤリングのスキルがアンバランスであるとい
う事ですが、クラス分けの時に筆記よりもオーラルテストの結果を重視してクラス編成し
た場合はその学生にとって割と優しいクラスになり、筆記テストの方を重点に採用した場
合はそのクラスの内容が難しすぎるという結果になりがちです。
どちらの場合も、現地教師はバランスを考えて微調整をしている状態です。
日本人以外はバランスが取れているのかというと、必ずしもそうではないですが、日本人
学生の極端に低いスピーキング力というのは突出してるようです。
現地教師は各国の語学レベルと、それぞれある特徴を理解し、うまくクラス分け調整をし
ているという話を聞いています。
ラテン系の学生の場合は日本人型とは逆に、文法等の筆記テストは弱いが、スピーキング
レベルは高いという特徴があるとのことです。国民性も関係しているのかもしれませんが、
これはその国で行われている英語教育の結果なのかもしれませんし、そこがポイントでは
ないのかもしません。
またここで浮き彫りになるのは、日本の英語教育では会話をしたり物語を聞いたり、自分
の考えを伝えるというレッスンが疎かになっているというか、そのような訓練をするカリ
キュラムがないのではと思います。
またこれと関連している事例として、普段から「対話形式の授業」に慣れていないという
事を具体例を交えて紹介しました。
様々な目的で留学する学生の中で、成功例もいくつか紹介しましたが、一つ見えてきたこ
とがありました。それは、単に語学を勉強するとうスタンスではなく、その人の関心事に
結び付ける事で各段に語学力がアップしたという事です。
関心事とは、その人の趣味だったり、スポーツだったり、ある意味言語とは関係のない事
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ですが、それを留学の間に結び付けるというか、絡める事により結果として語学力もアッ
プしたという例が多い事に気づきました。
ここでは具体例は出しませんが、日本でも色々な場面で行われている「ゲーム性を持たせ
る」レッスンという概念と共通する部分かもしれないと感じています。
3. カタカナ英語の弊害
これは一つの見解ではありますが、カナカナ英語が英語教育では足を引っ張っているの
ではという見かたです。
正しい発音だけではく、スペルにも影響を与えているのではと思います。
例えば

Restaurant という単語の場合、「レストラン」と書きますが、カタカナで最初に

覚えてしまうと、なかなか本当のスペルが出てこない。また、
「Beer」という単語も「ビール」になり、本来の発音に近い「ビアー」には程遠い呼び方
（発音）になってしまっています。
また、「R」と「L」のスペルが覚えられない。その違いも書けない。「レストラン」も「ロ
ング」も実際のスペルが「R」なのか「L」なのかが分からあない。
挙げていくときりがないほど色々突っ込みどころのある単語が出てくると思いますが、こ
のカタカナというのは、英語を正攻法で学ぶという人には必要ないのではと思います。
勿論カタカナ自体は色々な表記の為に有益な文字ではありますが、こと英語を学ぶという
ときには一旦忘れて、表記だけを使う方がいいように思います。
と、ここまではカナカナのネガティブな検証でしたが、最近ノーベル賞を受賞したアメリ
カ国籍の真鍋淑郎氏の件で、
「カタカナ英語」が日本人の理想に最も近いという記事を読み、
確かにこうゆう側面もあるなと改めて思いました。
改めて本場の発音、リズムを重視するのか、それぞれの国の話しやすいリズムでいいのか。
意見が分かれるところかもしれません。
最近ネット上の記事で、日本人留学生の実態の一端を物語る記事が出ていました。
これは英語とは関係がないオペラ歌手を目指す人のエピソードが混じる話ですが、一般的
な留学にも通じる問題点があると感じましたので紹介します。
■他国に比べ圧倒的に低い留学志向
ドイツへの長期留学経験がある女性歌手は、日本人留学生の特徴をこう指摘する。
「日本人は内向きで、思い切って留学しても、与えられた課題をこなすだけで、自分で
課題を見つけられません。また、自己肯定感に欠ける人が多い」
コロナ禍を迎える前の 2019 年 5 月に発表された内閣府の「我が国と諸外国の若者の意識
に関する調査」(13 歳～19 歳までの男女が対象)によると、
「将来外国留学をしたいか」とい
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う問いに、短期留学も含めて「したい」と答えたのが、日本人は 32.3％なのに対し、韓国
人は 65.4％と 2 倍以上だった。
この意識の差は、たとえば、アメリカの大学に通う留学生数からも裏づけられ、韓国人
は 5 万人を超えるが、日本人はその 3 分の 1 にも満たないのだ。
イタリアに留学中の別の女性歌手は、日本人が留学に消極的なのは、大学教育や専門教
育のあり方も関係していると語る。
「オペラは欧米の文化なのに、音楽大学の声楽科の教員には留学経験者が必ずしも多く
ない。しかも、教え子が留学を希望とすると、
『日本でできることがまだあるはず』と言っ
て足を引っ張る教員も多い。自分の門下に留めておきたがる傾向があるのです。一方、韓
国の音大は欧米で学んだ教員が中心で、学生にはできるだけ早いうちから本場で学ばせよ
うという意識が強い」
日本で能楽を学びたいドイツ人学生に、「ドイツでできることがまだあるはず」と諭すよ
うな指導が、現実に行われているというのだ。
勿論単純に他の国との比較は必ずしも正しい視点ではないと思います。特にそれぞれ国の
事情が違いますし、それをもって日本の留学意識が低いとは言い切れません。
しかし、以下のように記事は続きます。
■自己肯定感が低いと外国人が肯定してくれない
海外で成果をあげるには、自己肯定感が欠かせないとよく指摘されるが、これについて
も、前出の内閣府の調査で結果が示されている。
「自分自身に満足している」という問いに「そう思う」と答えた人は、日本人は 10.4％
にすぎないのに対し、韓国人は 36.3％。さらにフランス人は 42.3％で、アメリカ人は 57.9％
で、調査対象の 7 カ国中、自分への満足度すなわち自己肯定感は、日本人が圧倒的に低か
ったのだ。
海外で認められるとはすなわち、是が非でも食らいついて、外国人に自分を肯定させる
ということだろう。そういう突破力は、自己肯定感があってこそのものである。
■日本語はしゃべるときに表情筋を使わない
最後に、日本人にとって最も根の深い問題に触れたい。それは留学しても修正するのが
難しい、日本語特有の発語に関するものである。
イタリアに長く住んでいた歌手が言う。
「日本人は喋っているときに表情が見えにくい。日本語は顔の表情筋をほとんど使わず
に喋れてしまうからで、韓国語や中国語とくらべても、圧倒的に表情筋を必要としません。
口先をわずかに動かすだけで、ほとんどの意思疎通が可能なのが日本語で、このコロナ禍
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にかぎれば、飛沫が飛びにくいというメリットがありますが、外国語を発音し、外国語で
歌ううえでは、大きなハンデを背負っています」
イタリア語とくらべてみたい。母音を強調するのでカタカナに近く、日本人には発音し
やすい言語だとよくいわれるが、実は、日本語とは発語する場所がまったく違う。
日本語は口先だけを動かせば、舌も口内の筋肉もほとんど使わずに発語できる。一方、
イタリア語は口の奥の舌根付近で発語し、口内のあらゆる筋肉を動かして音を響かせる。
こうした特徴は、英語にもフランス語にもドイツ語にも共通している。ところが、その
違いに気づかないまま、口内の筋肉は遊ばせたまま口先だけで発語し、表面的にイタリア
語やフランス語、英語を真似ている人が多いのだ。
発音に関しては度々月例会等でも発表されたテーマになりますし、カタカナ英語の弊害
のところでも触れましたが、表現豊かな話し方をした方がいいのか、あるいは、日本独特
の発音だったり、カタカナでも表せる発音でもいいのか、大いに議論したいポイントでは
ないかと思いました。
欧米の身体表現を学べば外国語も上手くなる。とこの記事は続きますが、果たしてこの方
向の英語教育でいいのかは、何とも分からない部分です。
まとめ
日本の英語教育はそれなりに評価はでき、英語の理解力は他の非英語圏のそれと比べても
それほど見劣りするものではないと思いつつ、改善点はかなりあるのではと思います。
その改善点がどこにあるのかという事を、日本の留学生の実態から浮彫に出来ればと思い
このようなテーマにしました。
日本以外にも各国色々と特徴があると現地教育機関は分析しており、他国と比較したその
違いや特徴を見る事で問題が見えた気がします。
そしてやはり、日本はバランスの取れた教育にはなってないという問題点が浮かび上がっ
ています。弱点として、表現力や話す能力にスポットが当たっています。
これらを改善する為には、ゲーム性を取り入れる方法がいいのか、対話型のカリキュラム
をさらに盛り込んだ方がいいのか、発音にもっと重点を置くべきなのか等、大いに議論の
余地があると感じました。
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ポイントとしては、一方通行のレッスンではなく双方向、つまりよりインタラクティブな
視点を取り入れる必要があると感じます。そして発言、発信を促す工夫が必要なのかと思
います。
日本人はおとなしい。という評価自体は決して悪い事ではないと個人的には思います。
他人を尊重し、和を乱さないという精神も決して間違いではないと思いますが、これがレ
ッスンになった場合は、その考えを一旦変えてもいいという思考も大事だと思います。
日本は決められたことをきちっとするのは得意だが、何か新しい事を自分で考えてやっ
てみるという事にはやや弱いのも事実かもしれません。
もう少し主体的に積極性を出せる環境作りをすることがもしかすると語学習得も早道なの
かもしれません。
色々な事を考えさせられます。
月例会等でも是非皆さんのご意見も聞きたいと思います。
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グローバルなコミュニケーションと教育

会議通訳者
山本あゆみ
コロナ禍により、リアルからバーチャルへのシフトを余儀なくされ、私たちの生活に大
きな影響を与えている。モノのインターネット（Internet of Things 、IoT）や人工知能
（AI）の活用によるデジタル化は止まるところを知らない。10 年後には、今ある職業の半
分が消えてしまうと言われている。オックスフォード大学のマイケル・A・オズボーン准教
授が論文『雇用の未来』を発表したのは 2014 年。人間の仕事が AI に奪われると世界中に
衝撃を与えたが、今や世界中で技術の進歩によるデジタル化が現実に起こりつつある。

日本においては、人間の会議通訳者がある言語から即座に他の言語へ通訳するのと同様
な、リアルタイムの AI による同時通訳を 2025 年に実現しようと研究が進んでいる。国立
研究開発法人情報通信研究機構（NICT）は、総務省と共に自動翻訳の高精度化に必要なデ
ータを集積するための「翻訳バンク」を 2017 年に開始し国産の自動翻訳エンジンを開発し
てきた。今日では産官学が協力し世界の「言葉の壁」をなくしグローバルで自由な交流を
実現する「グローバルコミュニケーション計画」に基づき、2025 年に開催される大阪・関
西万博を視野に入れ、新たな社会ニーズやユーザーインターフェースに対応した同時通訳
システムの社会への実装に取り組んでいる。同時通訳のプロセスに必要な機能の構成要素
を考えると、音声認識は既にかなり進んでおり、言語間の翻訳精度と通訳アプトプットの
速さの向上が目指されている段階だという。

なかでも、AI による同時通訳システムで品質の中核を担うのが自動翻訳エンジンだが、
実際、AI ベースの自動翻訳エンジンの発展は目覚ましい。
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いわゆる NMT（ニューロ・マシン・トランスレーション）という機械翻訳だ。機械翻訳の
変遷を振り返ると、脳神経回路モデルによる情報処理を用いて訳文を出力する NMT は訳出
の流暢性を格段に向上させた。その言語の母国語者が自然な言葉として読むことができる。

前世代のルールベースや統計ベースの自動翻訳システムとは比べものにならない。何し
ろ AI だから、ルールを作りこんでいく等、人間による努力に頼ることなく、改善が継続し
ていく。

人間が何十分もかかって処理する量をわずか数秒で終わらせるそのスピードは、タイピ
ングを考えただけでも人間はその足元にもおよばない、まさに超人的な処理能力だ。2016
年に米グーグルが AI の一つである深層学習（ディープラーニング）を使った NMT をインタ
ーネット上で公開して以来、一般に広く使われるようになった。

AI ベースの自動翻訳はいいことばかりだろうか。品質を考えてみよう。即座に訳文が出
力できるといっても、そのまま使えるのだろうか？機械翻訳ではまだ正確性に欠ける場合
が多い。訳抜け、訳語のばらつき、前後関係や結束性の判断欠如等、枚挙に暇がない。

数字の桁や単位の間違い等、機械の気まぐれ？とも思える、まるで人間のようなエラー
もする。機械だからといって、画一的でパーフェクトではないのだ。超人的な処理能力を
もつこの機械をどうやってサポートしたら、訳出が使えるようになるのか。

皮肉な命題を考えることになる。実際には、翻訳業界でポストエディットと呼ぶ修正作
業で補完できる。機械翻訳で出力した訳出をユーザーが編集し、前述の NMT 特有のエラー
の是正を行う。しかし、目標にする品質が高い場合は、それにとどまらず、専門用語や固
有名詞、個別文書に適したトーン、言葉遣い、文脈に沿った表現までポストエディットの
プロセスで編集を行い、
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最終的な訳文に仕上げる。ユーザー本人のみが内容を把握する目的のみで使用する場合
は、必ずしもこうした作業を必要としないが、AI の学習が不十分な分野でエラーが多けれ
ば、ユーザーの作業が増加し利便性が低下する。

最近では、大学の外国語教育で自動翻訳システムを積極的に使用する授業の実例も見ら
れるようになった。当然ながら、まだまだ賛否両論がある。まずマイナス面として捉えら
れていることには、学生が自動翻訳に頼ってしまい、自分で努力しないのではないかとい
う懸念点がある。また、外国語を学ぶという姿勢に関して、自動翻訳を使うのでは外国語
の習得にならないという見方もある。

一方で、学生のレベルに応じて適切な使い方を指導できれば、学生が自動翻訳システム
の出力結果から学ぶことができるし、学習や知識習得における効率化、使用により学生が
自分でできることの可能性を広げる支援となるなど、プラス面の観点も観測されている。

いずれの観点にも合理的な背景があるものの、学生のレベルや授業の用途にもよるが、
実際には、まず、自動翻訳の出力結果を使いこなすこと自体に慣れが必要だと思う。文章
の内容によっては自動翻訳を使って最終的な翻訳文を仕上げることは決して楽なことでは
ない。

そのためには、十分な外国語の体得と豊かな母国語の能力が大前提となる。自動翻訳シ
ステムを授業に導入する上で、まず外国語の基礎力の充実、内容分野の背景知識の取得が
不可欠であり、それが備わって自動翻訳システムを使いこなすことができれば、個人の枠
を超えた言語的な示唆や高速処理により、自動翻訳システムを学習および日常生活の補助
機能として享受できるのではないだろうか。いわゆる拡張機能（Augmented Intelligence）
としてのテクノロジーの活用だ。
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コロナ禍によって、働き方や生き方に多様性が増してきた。ニューノーマルになっても
後戻りはしない変化があり、デジタル化は加速する。AI による自動化で人間がする必要が
なくなるタスクの種類は今後も増えるだろう。しかし、それは学習の必要がなくなったこ
とを意味するものではなく、むしろ学習範囲の拡大と焦点のシフトを示唆しているのでは
ないだろうか。

人間は AI の仕事の結果を判断できる能力を以前にも増して身に着けなければならず、単
純な反復作業を AI に任すことができれば、複雑で独創性を要する課題への取り組みに時間
を使うことができる。私たちが暮らす社会において多様性が高まる中、学習にも多様化の
方向が期待されるだろう。

バーチャル空間とフィジカル空間が融合する未来社会構想「ソサエティー5.0」では、従
来の情報化社会では自分でアクセスし、検索・分析していた情報を必要な時に AI が解析し
提案し、提供される社会が目指されている。

人間の操作によってロボットが工業製品を生産するという情報化社会のアプローチから、
ロボットが自動的に生産活動を行う社会へシフトすると考えればわかりやすい。その結果、
高付加価値な情報、提案、指示を行うのが人間の使命となる。

「ソサエティー5.0」では IoT ですべての人とモノがつながり、様々な知識や情報が共有
され、今までにない新たな価値を生み出す。そうした社会で活躍できるグローバル人材の
育成には、新たな技術がどのように取り込めるのか自ら経験しながら、価値創造ができる
思考プロセスがますます重要なスキルになるだろう。
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機械翻訳を前提とした英語教育研究に向けての展望

瀬上和典
東京工業大学非常勤講師

本稿では筆者が今後研究する「機械翻訳を前提とした英語教育のあり方」について，そ
の背景や簡単な展望を整理してみたい。
数学の復権
2021 年の早稲田大学政治経済学部の入試において数学が必須科目となったことに象徴さ
れるように，第四次産業革命以降の社会においては「数学のできる人材」に大きな需要が
出てくることが予想されている。たとえば，経産省は 2030 年には「先端 IT 人材」が 45 万
人不足するという見通しを立てている 1。そうした人材の育成の基盤として経産省が想定し
ているのが科学としての「数学」である 2。
「先端 IT 人材」と呼ばれる「数学のできる人材」が不足している背景には，1990 年代後
半以降に見られる数学軽視の潮流が存在している。1990 年代後半，
「優秀な高校数学教員の
一部でも，『教員を続けたければ，役に立たない数学の指導は忘れて，役に立つ家庭科の教
員になりなさい』と肩たたきに」のような状況であったと芳沢光雄 3 は指摘している。ここ
数年の「数学の見直し」は，大学を含む学校教育が科学技術の発達の大きな影響を被った
顕著な例の一つであろう。
もちろん英語を中心とした外国語教育も IT の発達の影響を受けないわけにはいかないだ
ろう。ただし，IT を前提とした社会的需要の変化を考えた場合，
「英語ができる日本人」の
必要性についての意見は悲観的なものが多い。たとえば，AI を活かした機械翻訳の発展に
よって，英語を学習する必要はなくなるのではないかと警鐘を鳴らす声が聞こえ始めてい
る。
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ニューラル機械翻訳の登場によって問われる英語教育の意義・あり方
2016 年に Google がニューラル機械翻訳 4 を導入したことによって，機械翻訳の精度が飛
躍的に向上し，国産の「みらい翻訳」のエンジンはすでに TOEIC のスコアで 960 点を越え
たと言われている 5。
その社会的影響は大きく，コミカミノルタやタチエス，ポリゴン・ピクチュアズといった
企業では，組織レベルで機械翻訳を導入し，グローバルにビジネスを展開している 6。当然，
その影響は英語教育業界にも及んでいる。生徒や学生から出てくるようになった「機械翻
訳があるのにどうして英語を学ぶ必要があるのか」という疑問 7 は，外国語教育・学習につ
いて，これまでとは異なる意義やあり方を模索する必要性が出てきたことを象徴している
ように思われる。
その疑問に答える方策としてはいくつかの選択肢が考えられよう。たとえば，浅野享三 8
は「使える英語」，「英語のできる日本人」など，既存の英語学習の目標に含意されている
実用技能優先の方針を見直し，（１）外国語に関する知識や外国の文化の学習を通したグロ
ーバルな視点を育成する，（２）日本語と外国語，日本文化と外国文化を比較対照し，日本
語や日本的なものに対する理解を深め，日本人としてのアイデンティティーを再確認する，
（３）基礎的な実用技能を学びながら，共同的な学びや，他者と共感する力を育成する，
などの提案を行っている。
同様に，石上文正 9 もこれからの時代における外国語を学習する意義として，
（１）外国
語を素材として実用技能を越えた知的訓練を行う，（２）ことばと文化を巡り外国語を学習
しつつ「現実の虚構性（言語による分節化の異言語間の相対性）」を学ぶ，（３）外国語と
日本語を比較的に学習することで構造主義的な見地から様々な文化を理解する土台とする，
といった提案を行っている。
両者に共通しているのは，実用技能としての外国語の運用能力については機械翻訳に取
って代わられるので，教養教育として外国語教育・学習を見直そうとする姿勢である。言
語というものが人間の認知・コミュニケーションの重要な部分を担っていることを考えれ
ば，言語そのものの分析と学習は，普段意識されない自己という存在を根源的な部分から
見つめなおす機会を与えてくれるという意味で非常に重要である。両者の議論は説得力が
ある。
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機械翻訳を前提とした教育の可能性
一方で，そうした学習の意義が，日本の小中高生，また大学生によってどれほど受け入
れられるのかは予想できない。英語教育の分野で長年に渡って「動機づけ」に関する研究
がすすめられ，様々な方法論が生み出されたにも関わらず，現場（教室）ではモチベーシ
ョンの低い学習者への指導について苦労が絶えていない。モチベーションの低い学習者が，
学習の意義を横目に，自分の実力以上のアウトプットを提供してくれる「便利な」機械翻
訳に依存することは大いにありそうである。事実，海外での実例であるが，スペイン語と
フランス語の大学生（２年生 310 名）を対象に機械翻訳の使用の実態調査では，87.7%もの
学生が機械翻訳を使用していた。大学のポリシーとして成績が付けられる課題に関して機
械翻訳の使用が禁止されているにも関わらず，である。興味深いことに，自由記述におい
て機械翻訳の正確性については否定的な意見が多かったそうなのだが，それでも学生は成
績のために機械翻訳を利用していたという 10。
おそらく日本国内でも学生の機械翻訳の使用を完全に制限することは難しいだろう。ま
た，「英語が使える日本人」の育成を要請してきた経済界やそれを目標として外国語学習の
改革を行ってきた文部科学省が，「教養教育としての外国語学習」という理念に賛同し，新
たな時代の方針として推進してくれるだろうか。一教育者としてはそうであってほしいと
ころだが，現実は難しいかもしれない。外国語学習を通して教養を身に付けつつも機械翻
訳を使った経験のない TOEIC 600 点の学生と TOEIC 960 点の実力のある機械翻訳を普段か
ら使いこなしている学生がいた場合，文部科学省はともかく，企業のなかには後者を望む
ところが少なくないのではないかと想像する。そうしたことを踏まえると，機械翻訳の使
用を前提とした新しい英語教育のあり方に注意を向けることも必要となるのではないだろ
うか。
機械翻訳を教室に持ち込むとなると，
「機械翻訳に頼ったのでは英語の力が身に付かない
のではないか」，「機械翻訳が進化しているとはいえ依然として完璧な翻訳ができているわ
けではないのでそれに頼るのは危険ではないか」という懸念が出てきそうだ。しかし，機
械翻訳——とくに Google が 2016 年に導入したようなニューラル機械翻訳——の特徴（仕組み・
できること・できないこと）を丁寧に理解していけば，上記のような懸念を克服しつつ，
最終的には教養教育という理念にも合致した学習のあり方を模索できるのではないかと筆
者は考えている。
ニューラル機械翻訳の特徴と問題点
最後に，今後の研究の足掛かりとして，ニューラル機械翻訳の問題点と人間に必要とさ
れる要素をごく簡単に概括し，機械翻訳を前提とした英語学習に必要な要素を素描する 11。
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まずはその特徴について，ニューラル機械翻訳では，ニューラルネットワーク自体がト
レーニングデータ（対訳文）から入力された起点言語の文を出力し，それを与えられたト
レーニングデータの目標言語での文と比較・修正を行い，トレーニングデータから与えら
れた文を構成している言葉の要素を「特徴量」として学習している。この外部からは見え
ない，ニューラルネットワークがトレーニングから独自に捉えた「特徴量」が，機械翻訳
の精度を飛躍的に向上させた要因である。
次に，ニューラル機械翻訳の問題点として３点だけ挙げておこう。まず，ニューラル機
械翻訳もあくまで「過去に作成された文」をトレーニングデータとして用いているので，
「未
知の単語」（トレーニングデータに含まれていなかった既存の単語・新しく生まれた単語の
両方を含む）については処理ができず適切な翻訳を行うことはできない。次に，翻訳が一
文ずつ独立して行われるため，文章単位での整合性に問題が生じやすい。これは，文をま
たいでの指示代名詞の照応が機械翻訳では不可能であることを想像してもらうとわかりす
いだろう。
最後に，ニューラル機械翻訳自体が独自に学習をしているので，翻訳プロセスを可能に
する学習された「特徴量」がどのようなものであるのか，そして，翻訳する際にどのよう
な作業をしているのかが可視化できない点である。これが何よりも英語学習者が注意しな
ければならない問題だ。
最初の２点については，今後すぐに解決する見通しが立っておらず，機械翻訳の開発者
の間でも「完璧な全自動翻訳の完成」は想定されていない。結局のところ，使用者の目的
に応じて使用者が最終的に処理を行う（ポストエディット）ことが必要となってくる。ま
た，最後に挙げたニューラル機械翻訳がブラックボックスであるという点も，やはり最終
的には機械翻訳の使用者が責任を持って出力された文が適切なものであるのか判断しなけ
ればいけない根拠となっている。
結局のところ，機械翻訳の使用者は，入力した起点言語の文と出力された目標言語の文
が適切に対応しているのか確認をしなければならないのだ。高木（2020）の後編において，
日本における機械翻訳システム開発の第一人者である隅田英一郎は，
「根本的に、英語の機
械翻訳を利用したいのなら英語の文法をちゃんと勉強して、英語のことを分かっている状
態で使わなければいけない。機械を使って作業を効率化しても、チェックしたり判断した
りするのは自分でしなければ」と述べている。
以上のように考えると，機械翻訳を前提とした英語教育を考えた場合でも，文法を含め
た外国語への理解が不可欠であると考えられる。
「機械翻訳があるから英語を学ぶ必要があ
るのか」という問いには，「機械翻訳を使うためにも英語を学ぶ必要がある」と答えられる
可能性がここにはある。
本稿では，機械翻訳の発達と英語教育に対するその影響，ならびにニューラル機械翻訳
を使用する際に使用者が備えておくべき要素を概括した。もちろん，ニューラル機械翻訳
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についてはより詳しい考察が必要であるし，機械翻訳の典型的な誤訳例を綿密に分析しな
がら出力された訳文を適切に評価するのに必要となる要素を洗い出すことも研究課題とな
ってくる。さらに，機械翻訳を前提とした英語教育のあり方を考えるうえでは，ニューラ
ル機械翻訳と同様に精度が著しく向上している音声認識技術と音声学の関係についても考
察に含めなければならない。
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言語学研究ノート
―ソシュールとの関連に於いてー
元桜美林大学院教授

田中慎也
⒛世紀の構造主義の流行に伴って、言語や言語学に対する関心が高められ、またノーム・
チョムスキーの変形文法の出現等により、語学教育に対する言語学の役割が重要視され始
めたが、ここでは限られた紙数の中で、言語学がどのような形で形成、発展をとげてきた
かをあらまし垣間見ることによって、今後の語学教育及び言語研究の踏み台となればと思
い拙文をまとめた次第である。
言語研究の歴史は人間の歴史と同じくらい古いものと言えよう。人間が自分の言語と異
なった言語を話す人たちに出会った時、あるいは自分達の言語を客観的な対象として眺め
始めたとき、或いはまた言語のもつ不思議な力に畏敬の念を抱いた時、言語への関心はお
のずから始まったのであろう。
しかし、このような関心が科学という名に値するレベルまで高められるには、いくつか
の段階を経ねばならなかったのは当然であろう。従って言語研究の発展も時代の発達とと
もに進むのである。
ヨーロッパ人の海外発展と軌を一にして言語研究も深められたが、その一つが 18 世紀末
のサー・ウイリアム・ジョーンジュによるサンスクリット研究であった。これ以後ラスク、
ボッブ、或いはグリム童話で有名なグリム兄弟の一人、ヤコブ・グリム等に受け継がれ、
青年文法学派に至って開花する比較歴史文法を生み出すのである。
英語学に於いてこの史的比較文法という立場から研究した代表者はヘンリー・スイ―トが
挙げられよう。そしてイエスペルセン、カーム、ポーツマ、クロシンガと並ぶことになる。
しかしながら、このいわゆる学校文法（school grammar）と対立する伝統文法家達は、
現代言語学との直接的系譜を形作らない。それは構造主義言語学の誕生を待たねばならな
かったのである。
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ヨーロッパにおける構造主義言語学に大きな影響を与えたのは、ソシュール
（F.de.Saussure）である。彼によって進化論的、自然科学的観点に立っていた史的比較言
語学の持つ限界性が明らかになるのである。
彼は言語分析に、「構造」の原理を取り入れる。構造とは、いわば建築になぞらえるもの
である。多種多様な建築材料が、設計図に従って組み合わされ、建物は出来上がる。
鉄筋コンクリート建築や木造建築もあろう。外観、住み心地、用途も異なろうが、建築
物であることには変わりない。
使用された材料（言語の substance 実質に当たる）の如何にかかわらず、建物として立
派に存在しているとき、その構造、換言すれば建築材料がそれぞれいかなる形（言語の form
に当たる）でどのように他の材料と結合し、如何なる相互関係を保持しつつ建築物（言語
に当たる）を構成しているかという、その構造の問題の方が、建築材料を論じるより優先
するという考え方から、言語は諸要素から成る体系であり、その要素の機能は構造全体の
中で決定されるとみるのである。
従って、言語研究に於いては、体系の中で要素はとらえなければならないとした。そし
て要素の機能は対立＜contrast>の原理によって支えられる。彼はそれを、
「ドーリア風の柱」
という言葉によっていっそう明確にする。すなわち「柱」という建築物全体の中で壁や戸
や窓等と顕在的に対立する関係と、
「ドーリア風」というイオニア風でも、コリント風でも
ない潜在的な対立関係とを明示するのである。
これは言語構造における二面―シンタグマティック＜Syntagmatic＞な面と、パラディグ
マティック＜Paradigmatic＞な面―即ち言語形式の連鎖＜chain＞と言語形式の選択＜
choice＞の関係であり、連鎖は言語形式の関係＜Structure＞、選択は縦軸の関係＜System
＞と言えよう。
また彼は言語研究における対象を峻別する。人間の持つ普遍的な言語能力であるランガ
ージュ＜Langage＞と、個々の言語共同体で用いられるラング＜Langue＞とを区別し、ま
た社会制度としてのラングと、その個人的行使であるパロール＜Parole＞とを区別し、言語
学の対象としてラングを取るのである。
この事は，トルベッコイの音韻論を代表とするプラーグ学派にせよ、イエルムスㇾウの
グロセマティークに代表されるコペンハーゲン学派、或いはまたアメリカインディアン語
という必然的媒体によってパロールから出発せざるをえなかった、ボアス、サピア、ブル
ームフィールド以下のアメリカ構造言語学派（少なくともチョムスキー以前のアメリカ構
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造言語学のパロールを出発点とし、その背後にあるラングを探ろうとし、直接的観察が可
能な言語「行為」＜behavior＞を手掛かりとして、直接的観察が不可能な言語「習慣」＜
habit＞の組織を設定してゆこうとした態度）―にせよ出発点の違いや扱いの違いはあるに
せよ、この方法論上の観点は以後言語研究における道標の役割を担うことになったといえ
よう。
ソシュールはまた言語研究に於いて共時態と通時態という二つの視点を設定する。この
事によって彼は、言語はその話し手によって、
「史的事実」である以前に、まず「意識事実」
であることを明らかにし、共時的な視点から言語を解明するにあたって通時的解釈に頼っ
てはならないという言語研究の方法論の明確化をもたらしたのである。彼にとって歴史と
は次の図式を使うならば、
変遷【Ⅰ】

α（A）

→ α（B）

変遷〔Ⅱ〕

α（A） →

β（A）

カッコ内のローマ字の変遷の記述であり、これらの機能、価値を見出すためには、個々の α、
β を共時的体系の中で捉えることが絶対に必要な条件となる。彼はいわば点の歴史を面の歴
史に置き換えたと言える。しかしこれまでの彼のいわば「構造」に支えられたラング＝パ
ロール、共時＝通時の二分法は方法論上の問題であり、ソシュールをしてソシュールたら
しめ、現代の人文、社会科学に大きな影響を与えたものは彼の記号の理論であった。
彼は記号を二重の性格を持ったものとしてとらえる。一つは自然の世界、すなわち与え
られた構造と文化の世界、言い換えると創られる構造とを結ぶ関係としてとらえるのであ
る。自然の世界（与えられた構造）では、あらゆる成は、個として規定される諸要素の集
合であり、現象の多様性は、合成された個の形と分布と姿勢との相違から説明される一種
のアトムス的体系であり、まず物事があり与えられた対象があって視点が決定される世界
とするなら、文化の世界（創られる構造）とは個の集積が全体をつくるのではなく、個は
全体があってはじめて存在し、何よりもまず視点があり、次に事物が二次的につくられる
世界と呼ぶことができよう。
従って彼における記号（シニフィエ・シニフィアンとに分けて考える）は、心的存在で
あり、シニフィエ、シニフィアンの不分離性、相互依存性、体系内でのみの有価値性を特
色とする。それゆえラングとしての記号は両面に開いて連続性のある自然と文化の世界を
切り取る不連続な単位なのである。我々は美しい夜空にまたたく星を見て、なにゆえに「ホ
シ」と呼び、かの人は「エトワール」と呼ぶのか、或いはまた我々は「アニ」「オト―ト」
を持ち、英語は（brother）だけなのか。
それは自然と文化が結びついた記号の恣意的な切り方の違いであり、言語が既成の観念
を表現するものではなく、観念の方が言語の産物であることを示すものと言えよう。
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以上ソシュールの提起した言語理論と哲学の根底をなす構造の概念を鳥瞰したが、ここ
で我々は同じ構造主義という名称をもって呼ばれるアメリカ構造主義言語学についてその
基本的特色を紙面の許す範囲で見ていきたい。
一般にアメリカ構造言語学の出発はサピア（Sound Patterns in Language 1925）と、ブル
ームフィールド（Language 1933）とされる。以後チョムスキー（Syntactic Structures 1957）
まで、いわゆる新ブルームフィールド学派の時代である。
アメリカ構造言語学の特徴を一言で言うなら、現地作業的言語学といえよう。それは当
初インディアン語という未知言語の記述という実際的使命をもったアメリカ言語学の当然
の成り行きでもあった。そこではまず未知言語の言語音と呼ばれる空気の振動のみが存在
し必然的にまず言語音の正確な記述から始められねばならない。
そしてその記述をいかなる手順を用いて単位を設定していくかの問題が続いて起こるこ
とになる。そこに心理主義の排除、意味基準お排除という即物的言語観、まず音声から形
態、形態から統語論、そして統語論から意味論へという、いわゆるレベルの分離、連鎖と
して捉えられる構造中心的、及び発見の手順としての分布というような特色を生み出すこ
とになったのである。
しかしながらこのような諸特徴をなす言語研究の立場を結論的に言えば、それは「聞き
手の立場における言語学」ということになろう。ここに聞き手と話し手との両方の立場を
統合的に含みうる変形理論出現の必然性がかくされていたのである。
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大学の英語名称をめぐる問題点について

川﨑

清

文京学院大学名誉教授
2022 年 4 月に大阪府立大学と大阪市立大学を統合した「大阪公立大学」が誕生する。そ
の英語名称は当初 University of Osaka となるはずであった。しかし、そのことが発表さ
れると、この英語名称について国立大阪大学の総長が大学のホームページで不快感を表明
した（2020 年 6 月 26 日付）。曰く、新大学の英語名称は大阪大学の英語名称 Osaka
University に酷似しており、混乱が生じるからである。
その後大阪大学は 2020 年 8 月 21 日付で特許庁に対し、大阪公立大が申請した英語名称
University of Osaka の商標登録を認めないよう求める意見書を提出した。しかし結局、両
大学で協議することになり、大阪公立大学側が大阪大学に配慮して、英語名称を Osaka
Metropolitan University とする旨 2021 年 3 月 12 日に発表し、この件は落着した。
私はこの問題を目にした時、新大学の英語名称は別の誤解を招く恐れがあり、変更した
ほうがよいと直感的に思った。というのは英語では(the )University of の次に「都市名」を
置くと、その大学はその都市で最古の大学、従ってある時期その都市における唯一の大学
であったと解されると思ったからである。The University of Oxford, the University of
Cambridge, the University of Glasgow, the University of London などの名称を見てきた
経験からそのように解されると考えたのである。
私の語感の成り立ちを説明すると以下のようになる。the University of「都市名」は、一
種の固有名詞として機能し、恐らく地元では of 句なしで the university と言うだけでも指
示物に関して誤解を生じる心配のない表現となっていると思われる。それはその表現が「構
成語彙の持つ意味の総和」に加えて「その地で最古の、唯一の」という文脈的意味を獲得
しているからだと思われる。その事情は”Shut the window, please.”の the window が「そ
の窓」という意味に加えて「場面からどれと特定可能な（窓）」という文脈的意味を獲得し
ているのと同じであり、the sun, the moon, the earth が「場面から唯一と目されるもの」
という文脈的意味を獲得しているのと同様であると言ってもよいであろう。
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The University of「都市名」から湧出する文脈的意味「その地で最古の、唯一の」は、
その表現が使用される状況から発生して長い時間をかけてこの表現に定着した意味である
が、この表現形式により命名された英米各地の大学名称にはこの文脈的意味がおおむね反
映されているように思われる。
以下に例としてあげる大学名称については、その命名の経緯に関する情報を文献ですべ
て確認できるわけではなく、私の憶測にすぎない面も多々あるが、不十分な点は後日の補
正を期して、敢えて今ここに述べておく次第である。
例えば Boston には Boston University も Boston College もあるが、the University of
Boston だけがない。それは Boston でその形式で名乗れる大学は 1636 年創立で全米最古
の Harvard University だけだからである。同様の事情は名称に New York を含む大学にも
当てはまる。(the ) City University of New York、(the ) State University of New York、
New York University はあるが the University of New York だけがない。
それは、そう名乗れるのは 1754 年創立で New York では最古であり、全米でも５番目に
古い Columbia University だけだからである。従って、これらの地に the University of「都
市名」を名称として選択した大学がない理由は、設立者に命名対象となる大学には「その
地で最古の、唯一の」大学であった事実がないという自覚と自重する姿勢があったからだ
と思われる。
ついでに触れておくと、そもそも全米で古い大学と言えば、アメリカ独立宣言（1776 年）
以前に創立された nine colonial colleges であるが、これらの大学はいずれも創立当時は
university を名乗っていない。全米で最初に university を名乗るのは、その 9 大学の１つ
であるペンシルヴァニア大学で、当初は the College of Philadelphia という名前であった。
しかし 1765 年に全米で最初に医学部を擁したこともあり、1779 年に the University of
Pennsylvania と名乗るのである。Harvard College も 1782 年に医学部を設置すると校名
を Harvard University と改名している。
また一方では the University of「州名」の形式で名乗る大学に「その州で最古の、唯一
の」大学であった史実がない場合がある。しかし、それらの例をよく見ていくと、その大
学は「その州で学生数が最も多い、校地面積が最も広い、最も広範な学問分野を教える」
といった特徴を有しており、命名者はその事実に基づいて、敢えて the University of「州
名」の形式を選択し命名しているように思われるのである。とすれば the University of「州
名」という表現には「ある観点から見てその州で最も傑出した」という「最古の」とは別
の「最上級の意味」が湧出するように、その文脈的意味に変容が起こっていると考えられ
るのである。
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例えばマサチューセッツ州で最古の大学は勿論ハーヴァード大学であるが、実際に the
University of「州名」の形式で自校名を乗るのは UMass と愛称される the University of
Massachusetts で、その前身は 1863 年創立の Massachusetts Agricultural College である。
このカレッジが the University of Massachusetts を名乗るのは 1947 年であるが、改名に
至るまでの期間に他の教育機関との統合や新キャンパスの獲得といった曲折を経て、学生
数や校地面積でハーヴァード大学を凌駕するようになるのである。命名の動機については
文献ではっきりと確認できないが、命名者は何であれ長所でハーヴァード大学を凌駕する
に至った事実をもって the University of「州名」の形式で自校名を名乗ろうと決断したの
ではないかと考えざるを得ない。「ある観点から見て州で最も傑出した」という事実は確か
に踏まえているのだから。
同様のことはコネチカット州でも起こっている。コネチカット州で最古の大学は 1701 年
創立で全米でも３番目に古いエール大学である。従って the University of「州名」の形式
で自校名を名乗れるのはエール大学だけだが、別の大学が the University of Connecticut
を名乗っているのだ。その大学は 1881 年に Storrs Agricultural School の名前で開校し、
1939 年に４回目の改名で the University of Connecticut を名乗るのだが、その経緯を見る
と当該大学は開校以来拡大を続けて、最終的な改名に至るまでに学生数でも校地面積でも
エール大学を凌駕するようになるのである。そして、その凌駕した事実をもって the
University of Connecticut を名乗るようになったと推量されるのである。
以上に触れた極めて少数の例から表現形式選択の原則をまとめるのは学問的に不十分と
も言えるが、後日の叱正を期して、敢えてここに提示することにする。
原則１）その地で最古の大学、従ってある時期その地における唯一の大学であった歴史
を持つ大学のみが自校名を名乗るにあたり(the) University of「都市（州）名」
の言語形式を選択できる。
原則２）上の条件を満たす大学を何らかの長所美点で凌駕するに至った大学のみが、そ
の凌駕された大学が(the)University of「都市（州）名」の形式で大学名を名乗
っていない場合に限り、(the)University of「都市（州）名」の形式で自校名を
名乗ることができる。
原則 3）当該大学が命名の時点でその地域の既存大学のいずれよりも何らかの長所美点で
凌駕するものがある場合、かつその地域の既存大学に(the)University of「都市
（州）名」の形式で自校名を名乗る大学がない場合に限り、当該大学は
(the)University of「都市（州）名」の形式で自校名を名乗ることができる。
以上の３つの原則が大学名の命名に当たり(the)University of「都市（州）名」の形式
を使用して自校名を名乗れるか否かを決定しているように思われる。
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これらの原則を念頭に置いて、新たに発足する大阪公立大学の英語名称(the)University
of Osaka を見てみよう。この表現形式を選択できるか否かまずは創立年次を検討する。
大阪府立大学の前身は獣医学講習所で 1883 年（明治 16 年）の創設である。大阪市立大
学の前身は大阪商業講習所で 1880 年（明治 13 年）の創立である。対して大阪大学の前身
は緒方洪庵の適塾で、1838 年（天保 9 年）の開塾である。
従って大阪公立大学は前身となる２つの教育機関のいずれの創立年を見ても、大阪大学
の前身である適塾より 40 年以上も遅い、つまり新しい起源である。それ故、もし大阪公立
大学が University of Osaka を名乗るとすると、上記原則１）２）に反するので、場合に
よっては、大阪で最古の大学を僭称していると誤解される怖れが十分にあると言えるので
ある。
紙幅が尽きるので急いで私見を述べると、(the) University of Osaka という英語名称が外
部者にとっては大阪大学、大阪公立大学のどちらを指すのか紛らわしいのは事実である。
そうであれば、最初に誤解の芽を摘んでおくのが賢明なのは論を待たないであろう。それ
故、大阪公立大学が当初の主張を取り下げて、自校の英語名称を Osaka Metropolitan
University としたことは、上記の原則にも叶い、誠に理にかなった判断であったと思う。
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27 年の教師生活と研究を振り返って
～協働学習を通して動機づけを高め自律的な学習者の育成をめざす～

津田ひろみ
明治大学講師
1. はじめに
大学院では異文化コミュニケーション学を専攻した。研究テーマとして、博士前期課程
では主に学習ストラテジーを取り上げ、博士後期課程ではコミュニケーションの一形態と
しての協働学習と自律的な学習に注目し、その後、動機づけも視野に入れた研究を続けて
いる。大学では一般英語（リスニング）と英語科教育法（中高教職科目）、および、初等科
教育法（英語）を担当し、ここ数年は小・中学校の連携の重要性を強く感じている。
最初に経歴を簡単に述べようと思う。大学卒業後、教員採用試験に合格したが東京都の
教員募集はゼロだったため、某米系銀行東京支店に就職した。そこで credit analyst course の
メンバーに選出され、9 時－5 時で研修室に籠もり 9 名の仲間と共に 1 年間の研修に参加し
た。英文科専攻の私にはまったく無縁だった金融・経済について Hong Kong から派遣され
た行員に学んだこの期間は私にとって貴重な体験だった。コース終了後 3 週間の休暇を取
り、銀行のロンドン支店とパリ支店の知り合いを頼りに初めてのヨーロッパひとり旅をし
た。アメリカン・エキスプレス主宰のバス・ツアーで、アメリカ南部からの参加者と共に
楽しい時間を過ごした。結局、金融に興味が沸かず銀行は 5 年ほどで退職した。
銀行に勤務していた期間、教育実習の指導教官から英語の勉強を続けるよう、再三再四
アドバイスをいただいた。そこで退職後は、近隣の子ども英語教室を見学して回り、さま
ざまな teaching technique を学んだ。当時は direct method が流行っていたが、中でも奈良橋
陽子のドラマメソッドに興味を持ち、そこで学んだメソッドを活かして、二人目の子ども
が生まれてから、マンションの子どもたちを集めて自宅で子ども英語教室を開いた。
2. 初めて教壇に
37 歳の時に、教育実習をした某国立大学附属中学校の先生から非常勤講師のお誘いを受
けた。下の娘が小学校に入るまで 3 年間待っていただき、40 歳にしてようやく念願かなっ
て教壇に立つことができた。世間には学力の高い学校と思われているが、実際には、帰国
子女もいる一方、中学校卒業までに名まえだけは英語で書けることを目標にする生徒もい
る。そのような英語学力が多様な生徒のいるクラスで試行錯誤を続けた結果、たどり着い
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たのが協働学習だった。これ以降、
「協働学習」が私の中で重要なキーワードとなった。
結局、中学校では 55 歳で退職するまで 15 年もの間、非常勤講師として教壇に立った。
始めは 3 年生の選択科目（授業内容は自由）、その後、1 年生 2 年生の分割授業（教科書に
沿った授業）を専任教師とクラスを半分に分けて担当し、帰国生クラスも担当した。自分
が担当する授業では常に協働学習を指導に取り入れた。ある時、4 名のグループで、パラグ
ラフごとにばらばらにしたストーリーを順番に並べ替える活動を行ったとき、英語が得意
な生徒はじっくり英語を読もうとしたのだが、英語が苦手な生徒はぱっと見て「この段落
には Tom という名前が入っているけど、他の段落は全部 he となっていて名まえは入ってい
ない。だから、こっちの段落が一番だよ。」とあっさり解決してしまった。これが、協働学
習にはどんな生徒にも活躍のチャンスがあると気づいた最初の経験である。
帰国生クラスを担当したご縁で同じ敷地内にある附属小学校 4 年生の帰国生クラスの指
導の依頼を受けた。担任教師と協働しがら、国語の教科書に載っている物語（新美南吉の
「ごんぎつね」）の英語版をみんなで読んだ。最後の一文は「兵十の銃から白い煙が立ち上
った」というような意味の文だったと思う。その英文（彼らの母語）を読んだ児童は、説
明がなくても、ごんが兵十に撃ち殺されたことを理解した。その後、担任教師は、英語版
も参照しながら日本語（彼らの学習言語）の教科書を使って同じ話を読んだところ、児童
は話の結末を抵抗なく理解したという。この、いわゆる trans-languaging の考え方を先駆け
て採り入れた 2 人の教師の協働授業は私の研究にとって、大きな一歩となった。
小学校では 7 年ほど教えたが、最後の 4 年間は一般児童 5、6 年生の英語の導入の授業も
担当した。世の中では小学校英語がまったく議論されていなかった時代のことだ。ここで
は自宅で教えていた数年の経験が役に立った。ドラマメソッドは導入しなかったが、手作
り絵カード、じゃんけんゲーム、歌などに関してはストックしてあったものを活用した。

阿部フォード恵子監修 『Let’s Sing Together』1 は手遊び唄や Mother Goose も含まれ
ており、児童たちにも人気があり、とてもお世話になった。松香フォニックスも基本だ
け取り入れたところ、児童たちは「英語が読めた！」と喜んでいた。
少し話が飛ぶが、このときの 5 年生の担任の先生と某女子大で再会し、それがきっかけ
で現在、「初等科教育法（英語）」という科目を担当させていただいている。余談だが、人
とのご縁というのは実におもしろいと思う。
その後、やはり同じ敷地内にある附属高等学校でも数年教える機会があった。中学校で
教えた「手のかかる」生徒たちに再会した。やはり手がかかったが、最高レベルと言われ
る高等学校で彼女たち「中学校からの進学組」は必死に頑張っていた。このころから、い
わゆる fast learner より slow learner に目が行くようになった。なぜなら、fast learner は課題
設定さえうまくしておけばそこから先は自律的に学ぶことができる。しかし、slow learner
たちはもう少し丁寧に誘導し、後押ししなければ自律的に学ぶことは難しい。協働学習で
あっても足場掛け（scaffolding）が必要であることを強く感じた。
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3. そして、異文化コミュニケーション学研究科へ
2002 年に一念発起して大学院修士課程に入学し、学部時代とはまったく違う勉強にすっ
かり魅せられ、もっと勉強を続けたくなり前期課程修了後ただちに後期課程を受験した。7
年かけて博士論文を完成し、口頭試問も済ませ、ようやく異文化コミュニケーション学博
士の合格通知が来たその日に、あの東日本大震災が起こった。9 年過ごした大学院の最後は
角帽を被ることもガウンを着ることもなく、修了証書だけの淋しい幕切れとなった。
修士課程では、SILL* (Oxford, 1990)2 を利用して帰国生と一般生の学習ストラテジーの使
用の様子について比較調査を行い、その違いを明らかにした。帰国生の方がメタ認知スト
ラテジーの使用頻度が高かった。しかし、面白いことに、彼らは意識的にストラテジーを
使用する必要もなく課題に取り組んでいたが、一方、英語があまり得意でない生徒たちは、
認知ストラテジーを使って課題に取り組み、分からないときには補償ストラテジーや社会
ストラテジーを駆使し、情意ストラテジーを使って自身を鼓舞しながら学習を進めていた。
こうした結果は「good learner の language learning strategy を slow-learner に教える」ことを良
しとするこれまでの研究結果が必ずしも当てはまるとは言えないことを示唆した。つまり、
取り組む課題の種類や学習者の状態（精神状態、学習レベル、興味のあり方）、そして学習
者の好みによって使用する学習ストラテジーは違ってくる。SILL の質問項目についても、
日米文化の違いから解答しにくいものがあると生徒から指摘があった。
そうした学習ストラテジー研究の中でも、メタ認知ストラテジーに興味を惹かれた。こ
れは、教師が学習者に指導することによって伸ばすことのできる、そして、自律的な学習
者を育成する鍵となるストラテジーなのではないかと考えたからだ。そこで、1) 目標を設
定する、2) 目標を達成するための計画を立てる、3) 計画に沿って学習を実行する、4) 自
分の成果を振り返る、5) 目標、または計画の見直しをする、というサイクルを明確に示し
て指導した。もっとも大事なのは目標設定であることは言うまでもない。到達可能であり
ながら、少し高めの目標が必要である。それを協働学習研究の第一人者のひとりである佐
藤学（2015）3 は「ジャンプの学び」と呼ぶ。現段階と同じレベルでは協働学習を取り入れ
る意味がないという。少し挑戦するからこそ、仲間と協力しながら頑張る必要が生じるし、
また達成できたときの喜び（自己達成感）も大きいのだ。また、メタ認知ストラテジーの
一段階である振り返りにおいても、
「自己省察」だけでなく「他己省察」（あるいは peer
feedback）を採り入れることによって、自分では気づけない良い点や足りない点を指摘して
もらえるという自己省察だけでは得られない効果があることがわかった。
自律的な学習の必要性については、次のように考えている。中学校では 50 分授業が週 4~5
回（当初）、高校でもう少し増えたとしても、それだけの時数では文部科学省がかかげた「英
語が使える日本人」は決して育成できない。授業外でも学習者自身に学ぶ意欲をもたせ、
しかも自分で学ぶ力をつけることが（英語）教師の最終目標だと思う。そこで、博士後期
課程の研究課題は「協働学習による自律的な学習者の育成」とし、生徒の英語学習につい
て、アンケート調査を主とする量的研究によって得られたデータとエスノグラフィーやイ
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ンタビューなど質的研究によって得られたデータを用いた三角測量により多角的に分析す
る研究計画を立てた。こうして、「協働学習はコミュニケーションの一形態である」という
前提に基づき、コミュニケーション分析を通した第二言語習得研究を始めた。
4. さらに、後期課程へ
博士後期課程で取り入れた質的研究はデータ収集に苦労したが、収集したデータを見て
みると面白いものが見つかり、興味深く分析を進めた。生徒は少し難しいリーディングの
問題に 4 人グループで取り組んだが、その過程の話し合いをボイス・レコーダーで録音し
た。いくつもの場面を録音し、書き起こしを繰り返した。かなりの時間と労力をつぎ込ん
だが、その結果、2 つの対称的なグループを抽出した。ひとつは男子ひとりを含む 4 人グル
ープ、そしてもうひとつは仲良し女子 4 人グループだった。前者は遠慮しながらも間違い
を指摘し、次第に正解に近づいていった。ひとりの女子が男子をからかっているように見
えた場面ではもうひとりの女子が仲裁に入ろうとしたが、実はお互いに納得してやりとり
を楽しんでいたことがわかり、仲裁に入った女子が浮いてしまうという「転覆」も見られ
た。一方、後者はお互いの気持ちを忖度し合ってなかなか解答にたどり着けなかった。や
りとりを細かく分析していくと、生徒たちの逡巡や勘違い、笑いによるごまかし（ヘッジ）
や意味の構築などさまざまな心の動きが見えた。
（津田，2013）4。この質的研究の分析によ
って生徒の学習プロセスが見えてきた。換言すれば、質的研究というのは、量的研究によ
って描かれたアウトラインの中身を「見える化」する過程である、と言えるのはないだろ
うか。それ以来、KH コーダ 5 などを用いて質的研究を中心として進めている。
5. 協働学習の醍醐味とは
学習指導要領に「アクティブラーニング」という文言が示されてから協働学習が注目さ
れるようになった。しかし、同時に、「協働学習＝グループ学習」という間違った解釈が広
がってしまった。まず、社会文化理論では、学習とは個人レベルの出来事ではなく、社会
の中、あるいは人との関わりの中で成立する出来事であると考える。さらに、協働学習に
おいてはメンバー間に上下関係や権力関係があってはいけない。誰もが平等で自由に発言
することができる、いわば学習における「カーニバル」（バフチン，1968）6 であることが
重要である。そのためにはクラスの中に信頼関係（ラポール）が形成されていることが前
提条件となる。そして、学習者は自分がグループ内で果たす役割を積極的に果たさなけれ
ばならない。それでこそ協働学習の神髄である「学び合い」が成立する。協働学習では教
師より身近な、自分にも到達できそうな目標、すなわち「なりたい自分（ideal self）」の手
本になりうる near peer role model をみつけるチャンスが大いにある。つまり、わかる生徒が
わからない生徒に「教える」のでなく、平等な立場で互いに「学び合う」というのが協働
学習のキーなのだ。しかし、その協働学習も決して万能ではない。たとえば、正解が決ま
っている問いに協働学習は不適切だ。オープンエンドの問いかけ、つまり、どんな答えも
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受け入れられる問いにこそ協働学習は効果を発揮する。協働学習を通して、目の前の仲間
たちとの意見交換から生徒たちは点数だけでなく多様な考え方や様々な生き方があること
に気づくだろう。それではその時、教師は何をすれば良いのだろうか。協働学習は新自由
主義とは異なる。学習者間の学びを重視するというのは、教師は何もせず学習者に全責任
を負わせるということでは決してない。正直なところ、教師主導で授業を進める方が時間
配分も内容もこちらでコントロールできてよほど楽だろう。学習者を主体とした協働学習
をスムーズに進めるために、教師はファシリテーターとして準備が必要となる。まず、生
徒にとって少しチャレンジングな「ジャンプの学び」になるような「学びの場」を設定し
なければならない。さらに、あちこちに「しかけ」を作っておく必要がある。「しかけ」と
は協働学習において学習者の動機づけを持続させるもので、先に述べた「足場掛け」も含
まれる。グループの各メンバーに役割を振ったり、ディスカッションで使える簡単な表現
を前もって練習したり、たまに競争の要素を取り入れたり、何らかの褒美（表彰）を用意
したりしておく。もし、必要なければ、その時に取り除けば良い。
そのような協働学習の学習過程について、以下に具体例を挙げて説明しよう。
ここでは、リスニングのクラスで扱った「遺伝子組み換え食品」の授業を取り上げる。
ゴールは、「この課のレクチャーを理解し、学習後に自分の考えをまとめる」ことである。
始めに、グループメンバー4 人はそれぞれ自分の担当の項目について情報を集める。今回は、
1) GM Food とは、2) そのメリット、3) デメリット、4) 実際に販売されている食品例、の
4 項目を設定した。各自、自分の担当部分のみを調べ、英語で発表できるようにしておく。
何もかもひとりでやるのではないから英語が苦手でも少し気が楽である。次の授業では、
同じ項目を調べた者が集まる専門家グループ（specialist group）で情報交換する。分からな
かった英語の意味や内容について学び合い、英語での説明の仕方も相談する。その後、元
のグループ（home group）に戻り、それぞれの担当部分について情報交換する。そうするこ
とで全員が GM Food の全貌を理解する。このような進め方を協働学習では「ジグソー7」と
呼ぶ。ここまでが Pre-listening 活動である。その後、レクチャーを聞き内容理解問題を済ま
せる。問題が難しいと判断すれば随時、答え合わせの前にグループまたはペアでお互いの
答えを比べ、食い違っていたら話し合うなど学び合いの場面を入れる。そうすると、たと
え間違ったとしても納得しやすいし、自分だけが恥をかいたという感覚を回避できる。い
きなり答え合わせをして、みんなの前で分からなかったり間違えたりして恥をかく場面は
極力避けたい。以上が while-listening 活動だが、次の Post-listening 活動こそが協働学習の最
も重要な部分、肝である。その単元で学んだことを基に、学生にひとつのテーマについて
考えさせる。たとえばこの単元では「値段は高いが遺伝子組み換えでない食品と、値段の
安い遺伝子組み替え食品が並んでいたら、どちらを購入するか」という問いについて、ま
ずひとりで考えさせる（協働学習では個の学習の時間も重要である）
。その後、グループで
意見交換し、最後にクラスで発表、質問やコメントを述べ合う。この例ではほとんどの学
生が値段より安全性を重視した。しかし、中には「バイトの収入だけでは苦しいので、同
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じ値段で少しでもたくさん食べたい」という学生もいたし、「世の中に出ているのだから安
全性は心配ない。安い方が良い」と考える学生もいた。さらに、「事前学習で得た情報のよ
うに、遺伝子組み換えによって作物の収穫量が増えれば世界中で飢えに苦しむ人たちを救
うことができる。そういう重要な役割をもつ GM Food を支持すべきだ」とひとりの学生が
発言して、この意見にクラス中が深く考えさせられた。このように、個人で考えてから発
表し合うと多少時間はかかるが、個別学習では決してたどりつけないであろう「気づき」
が得られることもある。これこそが Dörnyei (1997)8 が協働学習による効果のひとつとして
挙げている「高次思考力、または批判的思考力 (High Order Thinking: HOT)」であり、点数
に縛られない協働学習の醍醐味といえるだろう。したがって、確認問題の答え合わせを駆
け足で済ませてでもこの Post-listening 活動に時間をかけたい。
このような協働学習の理念を具現化した英語の協働学習テキストを出版した。日本語教
育において協働学習を進める舘岡教授（早稲田大学）監修で、①ウォ―ム・アップ、②内
容理解、③主要部分の確認、④「自分事」化、⑤考えを仲間と共有、⑥批判的思考、⑦考
えの発信、という協働学習を成功させる 7 つのステップを提案した（舘岡他，2019）9。し
かし、協働学習に王道はない。基本さえ抑えれば、あとは目の前の学習者と一緒に造り上
げていくことになる。
6. 協働学習から動機づけへ
ここで注意しなければいけないことは、「協働学習」は学習のプロセスであって目的では
ないということだ。目的は「自律的な学習者を育成すること」だろう。そのためには学習
者の動機づけを高め、保持することが必要となる。動機づけを高めるには、「自律性」「有
能性」「関係性」の 3 つが重要であるとされている (Deci & Ryan, 2002)10。協働学習につい
て考えてみると、ヴィゴツキー(2001)11 の ZPD 理論が示すように、今の自分の力ではできな
いと思われる「ジャンプの課題」に仲間と励まし合いながら挑戦することになる。そこに
は、学習者同士で学び合い（自律性）、グループの中でそれぞれが役割を果たして良い関係
を保ち（関係性）、その結果、少し難しい課題を達成できる（有能性）という動機づけを高
めるためのすべての要素が含まれている。言葉を変えれば、協働学習は、動機づけという
側面から見ると、申し分ない学習の一形態であると考えられる。
一番難しいのはおそらく、課題（ゴール）の設定だろう。ヒントとなるのは学生の振り
返りではないだろうか。大学の授業では、学生は毎授業後に振り返りを書き翌日までに提
出することにしている。教師はそこにコメントを書いてすぐに返却する。オンライン授業
でも同様である。学生も教師も忙しいが、これが学生と教師のコミュニケーションの場に
なっている。
「振り返り」には何ができ、何ができなかったか、それはなぜか、次にどうす
るか、などを書くのが一般的だ。確かに、中間試験の後や学期末には長いスパンを振り返
り、次の学習に向かう指針となるような振り返りを書いてもらう。しかし、毎授業後の振
り返りは少し違っていて「振り返り」というより「リアクションペーパー」の簡易版と言
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った方が適切かもしれない。つまり、その日の授業で分かったこと、考えたこと、感じた
こと、あるいは授業で分からなかったこと、疑問に思ったこと、他の学生へのコメントな
どを書いてもらう。そこには協働学習の最終ステップで深く考えてまとめた文章とは違い
学習者の素直な気持ちが表れているようで、読むのが楽しみである。授業中に話し合いを
引っ張ってくれたりグループの意見をまとめてくれたりした学生にはすかさずコメント欄
に誉め言葉やお礼を載せる。学期末アンケートでは、学生が「振り返りは先生とのコミュ
ニケーションの場だから大事」とコメントしてくれている。大学生も中学生と同様、自分
の存在が認められていると感じればやる気スイッチが入る。授業中の学生の取り組みの様
子をよく観察し、「振り返り」の言葉からから学生の気持ちや問題をくみ取り、それを参考
にして授業の課題（ゴール）を設定するのが良いと思う。
7. コロナ禍での協働学習
2020 年度の授業は全面的にオンラインになった。地方に留まっている学生や日本に入国
できず自国に留まっている留学生など学生はさまざまな状況にあり、その中で果たして協
働学習ができるだろうかと不安だった。まず、コミュニケーションの一形態としての協働
学習をどうやって画面越しに成立させるか、しかも、一度も顔を合わせていない学生間に、
協働学習の基本となるクラスのラポールをどうやって形成するか、という 2 つの大きな問
題が立ちはだかった。しかし、地方から上京した学生たちはまだ東京になじんでいないの
に友達もできず気の毒だった。彼らのためにも協働学習を何とかして成立させたいと思い、
いろいろな工夫を編み出した。
まず、2 回目の授業でパワーポイントを使った自己紹介をしてもらった。自分を表現する
のに最もふさわしいと思う写真を 1～3 枚スライドに載せて 2 分くらい英語で話してもらっ
たのだが、その時は zoom のビデオをオンにするよう指示した。それがアイスブレイクとな
ってクラスの雰囲気が和んだように思う。その後もいきなり breakout rooms で話し合うのは
気が引けると思い、まずは zoom の「投票」機能を使って質問に答えてもらい、指名された
数名にビデオオンで自分の考えを簡単に述べてもらうことからスタートした。そのうちに
全員の手元にテキストが届きリスニングの授業がスタートした。それからはできるだけ
breakout rooms の機能を活用して 3～4 人で話し合ったりグループ活動に取り組んだりする
機会を頻繁に作るよう努めた。そして、breakout rooms では必ずビデオをオンにして顔出し
をするよう促した。ラポールの形成にも学生同士の円滑なコミュニケーションにも「顔出
し」は必須だった。対面授業は望めないと判断したため、単語や内容理解問題など個別に
取り組める問いについては極力自宅学習とし、授業ではパワーポイントのアニメーション
を使って正解を示す程度に抑えた。加えて、聞き取りにくい部分や重要な部分は Dictation
practice として Google Forms にクイズ形式で出題するなど「反転学習」を積極的に採り入れ
ることによって授業中の breakout rooms の時間をできるだけ多くし、オンラインでも学生同
士のコミュニケーションの機会を確保するよう努めた。その結果、学年末に行ったオンラ
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イン協働学習に関するアンケートには「双方向型オンライン授業でコミュニケーションが
取れた」と評判が良く、肯定的なコメントが多かった。breakout rooms についても、
「英語
を話しやすかった」「他のグループに邪魔されず発言しやすかった」「グループ分けがラン
ダムなため、
（動かずに）クラス全員と話す機会があった」など前向きのコメントが見られ
た。一方、Wi-Fi の不具合や知らない人と英語で話すことへの抵抗感などの問題に加え、
「breakout rooms でもビデオをオンにせずミュートのままで話し合いに参加しない人がいた」
というオンラインならではの課題も挙げられた。（津田，2021）12
一方、2021 年度は対面授業とオンライン授業が交互に繰り返されてきた。とりあえず 4
月の時点では対面授業ができ、お互いに知り合えて良かったと考えていたのだが、残念な
がらそうではなかった。学生たちは一度対面授業を経験したせいか、
「振り返り」には、対
面授業を求め、オンライン授業に対する不満がたびたび書かれている。
現在、対面授業で学生たちがもっとも活発な協働的活動は Listening log の情報交換だ。リ
スニングクラスなので授業以外でもリスニングの時間をもつように勧め、各単元が終わる
ごとにその単元のテーマに関連した Listening log を提出させている。4 人ずつのグループで
お互いの log の中のひとつを発表し、もっとも面白いものを選んでグループでディスカッシ
ョンする。その後、presenter はグループで選んだ best one について、タイトル、要旨、選ん
だ理由、そしてディスカッションの内容を簡単に発表する。各グループでは、1) discussion
leader, 2) recorder & presenter, 3) time-keeper, 4) cheer leader の 4 つの役割を分担するようにし
ている。1) は全体を進行する役、2) は発言をメモしておいて後でクラスに発表する役、3)
はひとり 2 分の発言時間を管理する役、4) は英語で声掛けしながら沈黙にならないように
する役（声掛けの英語表現は前もって授業で確認しておく）である。加えて、前のグルー
プの発表を聞いたあとで質問やコメントをする commentator も各グループで決めておく（こ
の役は time-keeper が適任である）。こうして、誰もが何等かの役割を果たしながら自分の log
について発表し合うのだが、書いてきた log を読み上げたり画面共有したりせずに、口頭で
面白かった点をアピールするよう指導している。それが功を奏し、学生たちは仲間に伝え
ようと頑張ってくれている。その日の振り返りには、「同じようなトピックでありながら選
んでくる題材はさまざま」で、しかも、「たとえ同じ題材を選んだとしてもその捉え方や感
想は人それぞれ」であることについて多くの学生が「面白い」とコメントしている。この
活動に関しては、確かに、オンラインより、たとえソーシャル・ディスタンスを取ったと
しても対面の方が愉しい。しかし、学生には、Let’s enjoy what we can do now. と繰り返し伝
えており、数名の学生はこの方針にすでに賛同してくれている。だんだんに理解する学生
が増えることを願っている。
8. 終わりに～これからの英語教育について思うこと
40 歳で教壇に立ってからもうすぐ 30 年になる。数年で辞めた銀行とは比べ物にならない
くらい積極的に楽しみながらこの仕事に打ち込んでいる。特に、英語が苦手な学生、ある
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いはスポーツ推薦で入学した学生たちがぐんぐん英語の力をつけていくのを目の当たりに
するとこちらも幸せな気分になる。正直、教壇に立って間もない頃は Slow learner への対応
に悩まされたが、今は彼らの成長がとても誇らしい。こうした学生の成長には点数の上が
り下がりだけではない何かがあるように思う。大学は社会に出る前の予行演習の期間だと
考えている。高校まではひたすら知識を詰め込んできた学生たちも、大学ではちょっと立
ち止まって自分を振り返り考える時間をもってほしいと思う。協働学習を通して点数や単
位だけでなく、仲間の大切さ、自分で挑戦してみることの面白さ、何かを達成できたとき
の喜び、そういう体験をたくさんしてほしい。その先は学生自身が切り拓いていくだろう。
繰り返すが、協働学習はプロセスであってゴールではない。協働学習の先には、強いモチ
ベーションをもって自律的に学習に取り組む学生や、広い視点を採り入れ多様性を受容し、
さらに世界へと目を向けることのできるグローバルな学生の姿が見えるかもしれない。換
言すれば、目の前の点数や英語のスキルという次元を越えた「人間性」とも言える教育の
最終目標が見えてくるのではないだろうか。
ここで、教科や校種を越えた協働的活動の 2 つの例を挙げたい。
まず、初等科教育法（英語）のクラスでは、大学生と一緒に近所の小学校へ行き、海外
の小学生とクリスマス・カードを交換する iEANR のプロジェクト** に参加している。10
月以降 5 回小学校にお邪魔する。学生たちは児童たちのために楽しい言語活動を考え、児
童たちは相手国について調べ、習った表現を使って自分の言いたいことを言おうと一生懸
命頑張る。45 分授業はあっという間に過ぎていくが、学生も児童も活き活きと活動してい
る。昨年度は海外から届いたカードを見て「外国にもクリスマスがあるんだ！」と叫んだ
児童がいた。「台湾の人って怖い印象だったけど、こんなに丁寧にカードを書いてくれて、
すごく親切だと思った」という児童のコメントもあった。これこそがオーセンティックな
学びだろう。教科書に縛られず、こういう実体験を通して異文化理解を深めていくのが小
学生にとってベストな学びではないかと思う。これは、小学校の校長先生が前向きに取り
組んでくださるおかげで成功している「校種を越えた」協働学習の実践例である。
もうひとつ、2019 年にラグビー・ワールド・カップが日本で開催された際、町田市はナ
ミビア代表チームの公認チームキャンプを受け入れた。それをきっかけに、市内の公立中
学校の社会科教諭（ラグビー部顧問を兼ねる）は、音楽科教諭とコラボしてナミビア国歌
を練習し、ナミビアチームを学校に招待した際に全校生徒が国歌を歌って選手団を歓迎し
た。選手たちが感動したのは当然だが、当校の中学生にとっても単にラグビーの試合を観
たり一緒にプレーを楽しんだりする以上の深い交流ができたという。これは教科の枠を越
えた協働であり、同時に地域とも協働して成功させた協働的活動の例である。
世界中がコロナ禍で大きく揺らいでいる今、教師自身が教育について大きなヴィジョン
を持ち、そうした教育のゴールを見据えた自身の「哲学」ともいえる指針をしっかりもっ
て生徒や学生の教育に当たることが求められているのではないだろうか。
現役としての大学教員生活が残すところ 2 年となった今、自分がどれだけ微力であり、
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何も達成していないという焦りにも似た感情が沸いてくる。これまでにお世話になった先
生や生徒のみんなにどれだけ恩返しができるだろう。あと 2 年半、頑張らなければと自分
を奮い立たせている。
【注】
* SILL: Strategy Inventory for Language Learning. R. L. Oxford によるストラテジー使用に関する質問紙。
** iEARN（International Education and Resource Network）「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」が主宰する Holiday Card Exchange Project
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柳澤順一
芝浦工業大学非常勤講師
1.

はじめに

本書は、主に１９７０年代以降アメリカ合衆国にやってきた新世代の移民たちについて、
著者アル・サントーリ自身が直接インタビューしてまとめたオーラル・ストーリー集であ
る（全３９２ページ）。各ストーリーはサントーリ自身の手による若干の背景説明パラグラ
フから始まっているが、その後は移民たちへのインタビューを、編集なしにそのままテー
プ起こしをしてつなげた生々しい体験の告白集となっている。サントーリ自身、イタリア
系移民の第３世代であり、雑誌編集者でありながら移民問題に関心を持ち、実情調査派遣
団員（fact-finding mission）としての東南アジア訪問や議会での証言など同問題と精力
的に関わってきた。ちなみに彼の妻はベトナム難民である。
本書でサントーリがインタビューした移民（難民）は合計１９組。そのうち、アイルラ
ンドからフロリダ州のカトリック教区に着任したフランク・オラクラン神父やイングラン
ドから編集者としてのキャリア・アップを目的にニューヨークに移住したキャスリン・コ
ートなど、移民という範疇に必ずしも属さない例も収められているが、サントーリは近年
における米国内への移住現象（migration）という観点でこうした例をも取り上げている。
また、１９２０年代、祖父とともに幼少時に移民を果たしたサントーリ自身の父、アルバ
ート・シニアのインタビューも収めており、移民家庭の世代を経た変遷の様子も手に取る
ようにわかる貴重な証言集といえよう。
本書評では取り上げられた移民たちのオーラル・ストーリーすべてをカバーしない。評
者にとってインパクトの強かった数組の移民・難民のストーリーを追うのみとしたい。そ
こから７０年代以降の新世代の移民たちの背景事情、メンタリティ、主流社会からの反応
や生活実態などについて特徴や共通項を抽出し、移民社会アメリカの本質に迫りたいと思
う。とりあえずは以下の６組についてインタビューのエッセンスを次章にまとめる。
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（１）ダウド・ナセリ（Daud Nassery アフガニスタン出身、元小児科医で現工具店勤務: My

Brothers’ Way, pp.14-41）
（２）マニヤ・バリード（Maniya Barredo フィリピン出身、バレリーナ: Honey, pp.43-54）
（３）テスファイ＆レムレム・ゲブリマリアム（Tesfai and Lem Lem Gebremariam エチオ
ピア出身、看護助手、ホテル客室係: Tradition, pp.85-102）
（４）キム・チャオク（Cha Ok Kim 大韓民国出身、輸出入業: The Peddler, pp.161-183）
（５）マーク＆アイリーン・グロッテル（Mark and Irene Grottel 旧ソ連邦出身、物理学
者、コンピュータ・プログラマー: “Smile”pp.235-254）
（６）ペドロ・レボレド（Pedro Reboredo キューバ出身、西マイアミ市長: The Blue-Eyed

Cuban, pp.367-392）
2. 各インタビューの概要
2.1

アフガンからの決死の脱出劇と医師免許再取得への道のり（ダウド・ナセリ）

ダウド・ナセリは、１９７９年の軍事クーデターで全土を制圧した旧ソ連の傀儡政権を
嫌い、アフガニスタンを脱出。ムジャヘディンの保護のもと山岳地帯を踏破しパキスタン
に逃れた後、アメリカに政治難民として受け入れられた。アメリカでは、高校時代に交換
留学生として１年間滞在したマサチューセッツ州ケープコッドに落ち着き、医師免許の再
取得を目指しつつ、地元の工具点で働きながら細々と生計を営んでいる。
ナセリが国外脱出を決意した直接のきっかけは、小児科専門医としてカブールの医科大
学で最後の研修を積んでいる最中に徴兵命令を受けたことである。それまでも秘密警察に
よる家族・親族に対する連行や拷問、戒厳令の施行により救急医療が妨げられた経験など
からこの国に希望を見いだせないでいた。しかし、徴兵により共産党政権のもとで自由の
戦士ムジャヘディンに銃口を向けることを余儀なくされる状況を厭った。ナセリの脱出劇
の模様はまるで映画の１シーンを見ているかのようだ。１９８４年１１月、医科大の同僚
と２人でムジャヘディンの案内のもと、一歩足を滑らせれば転落死するような崖道を含む
酷寒の山岳地帯を５日間で７５マイル歩き続け、パキスタン・ペシャワールの難民キャン
プに到達する。しかし、翌年春、妻と３人の娘を脱出させるため、再度同じルートを辿っ
てアフガニスタンに戻るのである。家族を伴っての再度の脱出行は、大きな危険と隣り合
わせのものだった。谷を渡る途中、遠方にソ連のヘリコプター部隊を発見、銃撃を避ける
ため一行は崖の陰に逃れる。だが、ダウドの一人の娘は道に取り残されてしまう。ダウド
は素早く駆け寄り灰色の毛布で彼女を覆い、自身は馬の腹の下に潜り込んで息を潜める。
ヘリ戦隊は彼らの上を２、３度旋回した後、何事もなく飛び去っていった。脱出の行程で
はヘリ攻撃により全滅させられた村が点在し、破壊された家々や多くの人骨や家畜の骨が
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放置状態であったという。
ペシャワールの難民キャンプで臨時雇いの医師職を得たダウドだったが、報酬は少なく、
高校時代にホームステイしたアメリカのブラウン家および同窓生からの善意の仕送りで
日々をしのいでいた。ダウドの願いは自由の地アメリカに行き、医師免許を再取得して家
族を養っていくことだった。ダウドはパキスタン国内のアメリカ移民局出張所で難民申請
を行ない、１９８６年４月にマサチューセッツ州ケープコッドに辿り着く。
そこでダウドは、ブラウン家の面々や同窓生の献身的な支援により、郊外の一軒家を無
料で１２ヶ月間提供してもらう。現在は、地元の工具点で店員として働き、年収１２００
０ドルを得ている。しかし、医師免許再取得コースには１万ドルの学費がかかるほか、基
礎科学分野も学び直さねばならず、依然としてハードルは高い。
１９８７年、ダウドは医師免許再取得コースを開講する同州アムハーストに単独で引っ
越し、家族と離ればなれになりながらも再度医師への道を歩み始めた。
2.2

フィリピンの TV 番組アイドルからアトランタ・バレエのプリマドンナへ（マニヤ・

バリード）
マニヤ・バリードの愛称は「ハニー」。生誕直後の肌の色が蜂蜜のような色だったことか
らそう名付けられた。フィリピンの国民的人気テレビ番組で子役として活躍したが、短大
を中退して１９７０年に渡米。ニューヨークのバレエ学校で本格的なバレエの訓練を受け
た後、カナダ・モントリオールのバレエ団を経て、現在は米国南部のアトランタ・バレエ
団でプリマドンナとして活躍中。ステージ上では、身長１５1 センチというのが信じられな
いほど大きく優雅な動きで観客を魅了する。
マニヤはかつてバレリーナだった母親の影響で４歳からダンスを始め、８歳でプロとし
てデビュー。父親が怠け者のろくでなしであったため、幼少時からプロの歌手およびダン
サーとして働き、父に代わって９人の兄弟姉妹を養った。ところがマニヤが短大に入って
男友達と付き合い始めるようになると、真のトッププロ・バレリーナを目指させるため、
母親が強制的に彼女をニューヨークに送り、本格的なバレエ・レッスンに取り組ませる。
ジョフリー・スクールのオーディションにかろうじて合格したマニヤは、基礎から徹底
的な訓練を受けるが、カルチャーショックや校長秘書による人種差別的な言動に傷つき、
次第にバレエに身が入らなくなる。しかし、フィリピンから駆けつけた母親の精神的なサ
ポートや恩師グリフィス氏による献身的な指導により同校を無事卒業し、プロとしてのデ
ビューを果たすのである。
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その後は自身が目指すバレエ・スタイルを追い求め、ニューヨークからモントリオール、
そして最後にはアトランタに落ち着く。現在は新しいバレエ・シーズンに向けて、朝９時
から夜７時まで厳しいレッスンに耐え、体型維持のため夕食はリンゴ１個で済ますという
徹底したプロとしての生活を送っている。プロバレリーナとしてだけでなく、地元の慈善
募金活動への積極的協力やクリスマスシーズンの定番演目「くるみ割り人形」でのちびっ
子バレリーナの指導など、地域とともに生きる名士としての顔も持つ。今では南部訛り
（Southern drawl）が板についた南部人でもある。
2.3

エチオピア内戦の反政府ゲリラ兵から看護助手としての再出発（テスファイ＆レムレ

ム・ゲブリマリアム）
テスファイ＆レムレム・ゲブリマリアム夫妻はエチオピア北部地方エリトリア出身（エ
リトリアは１９９３年に独立を達成）。共産主義政権「ダージ」との 7 年に及ぶ内戦経験を
経て、隣国スーダンに亡命した後、アメリカに政治難民申請を行い、１９８４年に渡米を
果たす。現在は、ワシントン DC のエチオピア難民コミュニティにて親子４人で暮らす。テ
スファイは看護助手として、レムレムはホテルの客室係として早朝から深夜まで長時間労
働に汗を流す毎日である。
エリトリアの州都アスマラ近郊に生まれたテスファイは、幼い頃から放牧業を営む両親
を手伝い、家畜の世話や農作業に従事した。もともとイタリアの植民地であり、第２次大
戦後は米海軍基地を抱えるようになったエリトリアであったが、海路を確保したいエチオ
ピアが１９６２年にこれを併合、セラシエ皇帝の支配下に入った。その後、１９７４年に
共産軍ダージが王朝から政権を奪取、農地の集団化などを強制的に推し進めた。テスファ
イはダージの進軍時、卒業間近の高校生であったが、地方に逃れ ELF（エリトリア解放戦線）
に参加。ゲリラ兵としてダージと対峙するようになる。アスマラの住人であったレムレム
は当時 13 歳。女ながら ELF に参加し、軍事教練を受ける。
州都アスマラと 2 つの軍港を支配した共産政権ダージに対して、反政府勢力は地方都市
および農村部に拠点を置いた。ダージは、内戦に集中するため隣国ソマリアとの戦争に終
止符を打ち、ソマリアの同盟国であったソ連と軍事協定を結んで同国の軍事顧問団を受け
入れる。その後、テスファイは激しい戦闘の最中に負傷し、回復後は衛生兵として前線や
野戦病院で活躍する。同時期に、同じ衛生班にいたレムレムと親密な関係となり、2 人は１
９７９年に結婚。2 年後に最初の子を授かる。反政府勢力の間でも ELF と EPLF（エリトリ
ア人民解放戦線）は激しく反目しあった。それゆえ、たとえダージやソ連軍を打ち破って
も内戦終結の見込みは絶望的であった。
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結局テスファイとレムレムは１９８２年、ELF の生き残りの兵士たちとスーダン国境を越
え、難民として生きることを選択する。
キリスト教コプト派の信仰を持つ夫妻にとって、イスラム国スーダンでの生活は厳しい
ものであった。テスファイは工事現場で働き、レムレムは家政婦となったが生活は常に苦
しく、紅海を渡って富裕国サウジアラビアに行こうと決意する。
しかし、紅海沿岸の町ポート・スーダンに移り小型ボートによる旅を計画中、同様の試
みをした難民船が沈没したとの報道があり、これを断念する。夫妻は、難民向けの予防接
種を専門に行うクリニックに職を得て、しばらく同地にとどまる。その後、国連高等難民
弁務官事務所を通じて難民申請を行い、アメリカ移民局出張所での面接を経て渡米が決定。
4 ヶ月間のオリエンテーション・プログラムを受講後、2 人はエチオピア難民コミュニティ
を持つワシントン DC に向かった。
ワシントン DC で、テスファイは 18 ヶ月間の医療技師資格コースを受講しながら、主に
マリエル事件（the Mariel boatlift, 1980 年）でキューバから亡命を果たした精神病患者
への看護任務に当たる。エリトリアでは政府軍の軍事顧問であったキューバ兵と戦ったこ
とがあり、皮肉な運命と受け止める。レムレムは高校卒業資格取得講座に通いながら、昼
夜にわたり２つのホテル客室業務を掛け持ちする。夫妻の夢は子どもたちに良い教育を施
すことである。アメリカはスーダンとは違い、万人が自由平等であり、機会均等が保障さ
れている。また、英語のアクセントの違いなど誰も気にしない。アメリカ市民になること
こそが彼らの希望なのである。
2.4

孤児からのアカデミック・チャレンジと叩き上げのビジネスマンへの道（キム・チャ

オク）
韓国動乱直前に孤児となったキム・チャオクは、苦学して国際関係論の修士号を取得。
国際政治学者を目指し、ニューヨーク大学でさらなる学位を得るべく新婚の妻とともに渡
米する。しかし生活は苦しく、ひょんなことから学費稼ぎのために鬘の行商を始めるよう
になる。叩き上げの男（Self-made man）を自称するキムは、現在ではマンハッタンに輸出
入専門店を構え、精力的にビジネスに取り組むとともに、国際政治の研究会を主宰してア
カデミズムでの活動にも意欲を燃やす。
韓国南部で生まれたキム・チャオクは第２次世界大戦中に母を、韓国動乱直前に父を亡
くし孤児となった。兄たちと行商をしながら生活費を稼いだが、学校に通う時間はほとん
どとれず、中学入試にも２度失敗したため、義務教育段階で学歴を終えた。
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ところが、１６歳で兄とともに大都市光州に移住を果たすと、魚の行商が成功して生活に
余裕が生まれる。そして地元ボランティア学生による勉学指導のおかげもあって、ようや
く２１歳で高校へ入学する。キムは新聞配達、パン焼き職人、炭坑夫などの仕事を掛け持
ちしながら２２歳で卒業し、遂には首都ソウルの中央大学夜間部に進学を果たすのである。
国際関係論を修めたキムは、同大卒業後、兵役に就く。在韓米軍との連絡事務所である
KATUSA での勤務であり、除隊後は軍歴が認められて国防省に職を得た。同時に大学院で国
際関係論を専攻し、１９６７年に最初の修士号を取得する。その後、米軍や国防省関係者
の勧めもあって、キムはアメリカでさらに研究を続けたいとの希望を抱く。キムは１９７
０年に見合い結婚したが、薬剤師の資格を持つ妻がペンシルヴァニア州の病院から職の提
供を受けたこともあって、家族で移民することを決意する。
キム夫妻は１９７１年渡米し、ニュージャージー州に居を構える。ところが妻が身重で
あることが判明し、フィラデルフィアの病院での採用内定が取り消された。キムは生活費
を稼ぐために地元の合成繊維工場で働くが、最低賃金では生活が成り立たないばかりか、
ニューヨーク大学（NYU）に通うための学資を稼ぐことは夢のまた夢であった。１年後、キ
ム一家はニューヨーク・マンハッタンに移住し、同地区の合成繊維工場で職を得る。だが、
時給こそ上がったものの、家賃の高さから生活は楽にならなかった。NYU に通う学資を得る
ため自分でビジネスを起こす必要があると考えたキムは、女性用鬘を安値で仕入れ、訪問
販売をすることを決意。商売は順調で、１９７４年にはついに NYU 大学院への進学を果た
す。学業の傍ら、週末や長期休みには韓国人学生仲間と長距離バスに乗ってアメリカ全土
へ鬘の行商の旅に出かけ、稼ぎまくった。こうした全国ロードビジネスを数ヶ月続けるう
ちに、同ビジネスの舵取り役として後方支援に回るようになったキムは、ブロードウェイ
に倉庫を借りて卸売りを専門とする店を開く。妻も同ビジネスを手伝うようになった。１
９７７年、キムは遂に NYU を卒業し、２つ目の修士号を取得した。だが、稼いだ金は学費
と子育てにほとんどが費やされ、手元に残ったのはわずかばかり。妻も薬剤師のキャリア
に戻る機会を失った。キムは、今後は自分と家族のためだけにビジネスを拡大していこう
と決意する。
学生の鬘行商ビジネスの後方支援に加え、現在キムは韓国人ビジネス向けの信用組合の
立ち上げ、韓国人商工会議所の開設、東アジア諸国との輸出入ビジネスなど精力的に事業
を拡大。輸出入関連ビジネスだけでも年間５００万ドルほどの取引にのぼる。
現在キムはニューヨークの研究機関「極東研究所」の所長を務め、母国韓国でも比較政
治学等をテーマとした講演活動を行っている。キムの祖国への思い入れは強く、いつの日
か帰還を果たして国会議員選挙に出ることも視野に入れる。
2.5

ソ連を脱出したユダヤ系夫妻のアメリカ社会に対する違和感（マーク&アイリーン・

グロッテル）
１９７０年代のデタントの時代、ソビエト連邦はユダヤ系市民の米国移住への道を開い
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た。マークとアイリーンのグロッテル夫妻も、この時期祖国を後にして米国に定住した約
11 万人のソ連人のうちの一組である。夫妻はニューヨーク市の「リトル・オデッサ」と呼
ばれるソ連移民集住地区の高層アパートに落ち着き、マークは核技術者、アイリーンはコ
ンピュータ・プログラマーとして職を得る。市民権は１９８４年に取得した。インタビュ
ー時、マークはチェルノブイリ原発事故の影響による原発不況により失業中であり、アイ
リーンは大手術を受けて退院したばかりであった。
マークとアイリーンはロシア革命の聖地であるレニングラード（現サンクト・ペテルブ
ルグ）で生まれ育った。第 2 次大戦中はドイツ軍による包囲戦を逃れ、それぞれウズベキ
スタン、キルギスタンに移住し、銃後の義務である学業および農作業の勤労奉仕に専心し
た。2 人とも戦後レニングラードに戻り、幸いにも家族と再会を果たす。しかし、スターリ
ン政権下の１９５３年、ユダヤ人医師による閣僚毒殺事件をきっかけに起こった大規模な
反ユダヤ主義運動（anti-Semitic campaign）が事態を一変させた。世俗化したユダヤ家庭
に育ったアイリーンは共産主義思想を信奉し、コムソモール（レーニン共産主義青年同盟）
の一員でもあった。だが、実際に反ユダヤ感情は報道や人々の噂話の中で顕著であり、進
学・就職でも差別が行われた。１９６２年、同じユダヤ系のマークと結婚した後は、マー
クの父親が医師ということもあって、ある程度の経済的便宜は保証された。マークは物理
学の大学専任教員として、アイリーンは国営特許事務所の主任として一定レベルの市民生
活を満喫する。しかし、管理職に負わされる政治的プロパガンダの宣伝義務や昇進におけ
る差別に加え、密告社会の居心地の悪さに耐え切れず、１９７８年、二人は遂にアメリカ
移住の申請を行う。
役所の遅々とした申請書類処理や金の工面で苦労しながらも、夫妻とマークの母親、兄、
娘の 5 人は１９７９年、ウィーンおよびローマでの書類審査・面接、オリエンテーション
を経てニューヨークに到着する。ユダヤ系移民向けボランティア団体の支援により、グロ
ッテル一家はブルックリンにアパートを借り、新生活をスタートさせた。
2 人ともアメリカ社会の自由平等、機会均等の素晴らしさを認めるものの、若干の違和感
を隠せない。マークが職場で最初に戸惑ったことは、気難しい顔で真剣に業務を行ってい
る時、視察に訪れた副社長から一言「Smile!」と言われたことだった。アメリカでは常に
笑顔を浮かべ、積極性をアピールし、自分を売り込まないと評価を得られない。逆にソ連
では上司が視察に来たら、笑顔を浮かべることは許されない。また、チェルノブイリ原発
事故をきっかけに、勤務先の受注が減ったことでマークは解雇された。ソ連では全国民が
国営企業・機関に勤務するため、よほどのことがない限り失職はありえないが、アメリカ
では常に失業の不安がつきまとうのである。また、アイリーンは、職場の同僚がアフター
ファイブに全く別行動であることに違和感を隠せない。ソ連では、同僚がプライベートで
も密接な関係を築いていた。また、教育の役割についても批判的だ。大学で日本文化論の
学位を得て研究機関に勤める娘は薄給であるのに対して、専門学校で数ヶ月の訓練を受け
ただけのコンピュータ・プログラマーが娘よりも高い給料を得ている現実がある。２人と
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もこうした点に違和感を持ちながらも、アメリカ人の自由闊達さや医療に代表される高品
質のサービスなどにより、住むには快適な社会であることを認めざるを得ない。
2.6 キューバ難民からマイアミ・ラティーノ社会のリーダーに（ペドロ・レボレド）
かつてフロリダ州マイアミは、ひなびた温泉旅行地に過ぎなかったが、１９５９年のキ
ューバ革命をきっかけとした大量のキューバ難民受け入れにより、現在ではラテン・アメ
リカへのビジネス最前線基地となっている。隣接市である西マイアミ市長のペドロ・レボ
レドも、ティーンエージャーとしてアメリカに政治亡命したキューバ難民のひとりである。
レボレドは、同地域に住む７０万人のキューバ系市民とアングロ系市民との緊張関係を緩
和すべく、東奔西走する日々を送っている。
かつてアメリカによる巨額の投資により経済的に潤ったキューバであったが、バチスタ
独裁政権下、官僚による腐敗が横行し、国民の信頼を失う。その間隙をついて、革命を指
導したのがカストロ議長であった。カストロはその社会主義的信条を巧みにカムフラージ
ュして国民の信頼を得、革命成功後はソ連の支援を後ろ盾に、農場の集団化やカトリック
教会弾圧など社会主義的政策を推し進めた。
ペドロ少年は成績優秀な生徒であったが、学校がキューバ建国の英雄ホセ・マルティを
称える国歌の斉唱を禁止し、代わりに共産主義運動賛歌の「インターナショナル」を歌う
よう迫ると、これを拒否。当局から監視を受けるようになる。また、１９６１年のピッグ
ズ湾上陸作戦をきっかけに逮捕を恐れて地下にもぐり、国外脱出の機会をうかがう。その
後父の助言もあって、偽造された高校の卒業証書とわずかばかりの金銭を持って、単独で
ベネズエラに脱出する。ベネズエラ国民はキューバ革命に概して同調的であり、ケネディ
大統領の来訪にゼネストで対抗するほどの反米姿勢を示した。首都カラカスで石油化学関
連の仕事に就くことを夢見ていたペドロ少年であったが、大学入学案内に書かれた共産主
義礼賛の文言に失望し、自由の国アメリカへの移住を決意する。
アメリカ大使館での書類審査を経て、１９６２年、レボレドはカリブ海を渡りフロリ
ダ州フォート・ローダデイルに住むかつての親友宅に落ち着く。最初に得た仕事はホテル
の給仕係であった。同時期に起こったキューバミサイル危機に際して、レボレドと親友は
地元の海兵隊募集事務所に赴き、キューバへの派兵を希望するも拒否される。アメリカ政
府の煮え切らない態度に失望したレボレドは、大学進学に頭を切り替えるとともに、その
翌年アメリカに亡命を果たした両親の世話に専念することにした。また、１９６５年には
キューバに残した婚約者をメキシコ経由でマイアミに迎え、晴れて結婚する。その後マイ
アミ大学に進学し、フルタイム学生として学ぶと同時に、実験室での週 40 時間勤務のほか
新聞社でも補助の仕事をしながら新婚生活を支えた。６０年代も後半になるとキューバ系
難民の中にも、いつかカストロ社会主義政権を打倒するという楽観主義は薄れ、レボレド
自身も６８年に市民権を獲得する。政治難民という特殊な立場から徴兵を免れたレボレド
は、地元の電力会社に就職し、さらに夜間と週末は建設会社で働いて、両親と妻、3 人の娘
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を養った。
レボレドが西マイアミ市長選に立候補したきっかけは、毎年のように起こる洪水被害
防止のための排水路建設に関して、市当局が業者に見積もらせた金額が高すぎる（200 万ド
ル）と判断したためであった。レボレドは 20 分の 1 以下の金額で施工できると説明し、１
９８４年の市議選で圧倒的な支持（94％）を受け市長となった。しかし、市長職は薄給で
あり、当選後も以前の職と週末のパートタイムは続けた。現在は市長として、マジョリテ
ィを形成するキューバ系市民とアングロ系市民の和解のために多くの労力を裂き、互いの
偏見や誤解を解こうと様々な施策を行っている。また、ラテン・アメリカ諸国へのボラン
ティア活動推進の音頭を取り、マイアミがラテン・アメリカ諸国の玄関口となり、ビジネ
スの中継地として発展するための土台作りに向け、日々奮闘中である。
3. 考察
3.1 背景事情
６組の移民・難民のオーラル・ストーリーを読んで第一に感じることが、７０年代、８
０年代当時の米ソ冷戦の影響である。特に、アフガン出身のダウド・ナセリやエチオピア
出身のテスファイ・ゲブリマリアムは旧ソ連による傀儡政権や軍事顧問団との対峙を余儀
なくされ、実際に生命の危険を常時感じながら、自由世界への移動を果たした人たちであ
る。ナセリはソ連軍ヘリ部隊による攻撃をかろうじて逃れ、テスファイはミグ・ジェット
戦闘機の空爆を生き延びた。テスファイの場合、政府軍の軍事顧問団であったキューバ兵
とも前線で戦った経験を持つ。ワシントン DC の精神病棟で、マリエル事件により亡命を果
たしたキューバ人精神病患者の面倒を見ることとなったのは何という皮肉であろう。この
ように米ソの代理戦争、特に当該国での内戦や周辺の国々も巻き込んだ紛争など、冷戦時
代の爪あとがはっきり認識できる告白は生々しく、時に痛々しい。
また、韓国出身のキム・チャオクやフィリピン出身のマニヤ・バリードが比較的容易に
移民できたのも、冷戦下の諸条件によるところ大と思う。韓国、フィリピンともに巨大な
米軍前線基地を有し、極東および東南アジアでの軍事戦略を描く上で重要な同盟国である
ということから、米国が移民選考について寛容な立場を取っていたと考えられるのである。
グロッテル夫妻の場合は、米ソのデタント（緊張緩和）により移民を許された非常にラ
ッキーなケースといえよう。戦略兵器増産競争による国力を消耗させるほどの軍事費増額
への懸念や世界規模での危機管理の必要性が、米ソ両国首脳に同政策を推し進めさせた。
グロッテル夫妻によれば、ソ連はユダヤ系移民の大規模米国移住との引き換えに、西側の
テクノロジーや借款その他の経済的便益を得ることを目的としていた。だが、その後のソ
連によるアフガニスタン侵攻（1979 年）以降、デタントは有名無実となり、ユダヤ系市民
の米国移住も制限された。アイリーンの実弟ズィノビーは、この時期以降当局に何度も出
国の申請をしたが全て却下されている。
ペドロ・レボレドは、キューバ革命を生き延びた冷戦の「生き証人」である。彼が現在
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（1980 年代当時）でもラテン・アメリカ諸国に物資の支援やインフラ整備などのボランテ
ィア活動を行い、各国政府の手助けをするのも、キューバ社会主義政権が支援する中南米
ゲリラ組織が各国を破壊・転覆し、自分のような難民を出さないためなのである。
このように 70 年代のアメリカ移民・難民は、少なからず米ソ冷戦の影響下にあった。そ
して、それぞれの移民がそうした世界情勢に翻弄されながらも、冷戦の結果としての目の
前の現実を冷静に受け止め、最終的に自由市民として生きる道を選んだのである。
3.2 言語
移民にとって言語の問題は切実である。多くの移住希望者が、米移民局出張所や国連難
民高等弁務官事務所等でのオリエンテーション・プログラムで第 2 言語としての英語クラ
ス（ESL）を受講し、移住後も夜間の成人英語教室に通ったりする。だが、特に青年期を過
ぎてから英語の勉強を始める者にとっては、言語習得は一筋縄でいかないようだ。
6 組のストーリーの中で英語習得に何ら問題がなかったのは、マサチューセッツ州の高校
へ 1 年間の交換留学経験があるダウド・ナセリと、英語が公用語のひとつであるフィリピ
ン出身のマニヤ・バリードのみだ。在韓米軍との連絡事務所 KATUSA で働いた経験を持つキ
ム・チャオクでさえ、NYU の合格に必要な TOEFL スコア突破のため、合成繊維工場でミシン
を踏みながら単語帳の暗記を必死になって行っている。テスファイ＆レムレム夫妻はアク
セント上の問題を抱えていたし、ペドロ・レボレドは渡米直後、ホテルの給仕で失敗した
際、叱責された言葉の意味が理解できなかった。ダウド・ナセリの妻は元高校教師だが、
自分が不完全で低能な人物と誤解されることを恐れ、一切英語を話そうとしない。
しかし、移住後数年も経つと成人英語クラス受講の効果や on-the-job training の結果、
相当英語による意思疎通がスムーズになるようだ。実際、サントーリによるインタビュー
は全て英語で行われており、彼らの受け答えは必ずしもネイティブ・ライクでないものの、
言語構造や表現においてかなり高度であり、専門用語を駆使し、細やかな感情の機微まで
伝えることができるレベルのものである。
言語移行のスピードは、彼らの子どもの世代で顕著である。テスファイ＆レムレム夫妻
の 5 歳になる娘はアメリカ人の子どもたちと一緒に遊び、ネイティブ・ライクの英語を話
す。また、スーパーでの買い物でも、親に商品名を教える手伝いをしてくれる。キム・チ
ャオクの子どもたちも、完全に英語化が進んでおり、学校の成績も優秀である。中学生の
長男は英語と数学の両方で全米トップ２％の成績を収めており、将来は医師か弁護士を目
指す。評者が調べた他の例では、村上（1997）が取材を通じて同様の現象を観察している。
ロサンゼルス生まれ 2 世の彼女（＝ジュリー・ハ）は、漢字も書けないし、韓国
語も話せない。インテリだった両親ともに小さい頃からずっと英語で会話してき
たそうだ。子どもがアメリカに同化することを願った一世の親、しかし二世のジ
ュリーは完璧な英語圏に育った末に「アジア系アメリカ人」意識が芽生えた。（村
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上 1997:173）
言語習得は移民たちにとって避けて取れない重要課題だ。しかし、インタビューを通じ
て、必ずしも高学歴でない人たちであっても、一定の言語教育プログラム受講と数年の滞
在経験を経て、ある程度のコミュニケーション能力が身につくことがわかる。また、第 2
世代以降の英語化のスピードは目を見張るものがあり、親が逆に子どもから学ぶことも多
いようだ。
3.3 職業
移民たちが移住地で直面する最も困難な要素が職業選択であろう。母国で取得した資格
や職業上の経験・技能が通用するとは限らず、それゆえ望んだ仕事につける保障は全くな
い。６組の例を見ても、母国でもプロのダンサーであったマニヤ・バリードは別として、
他の移民・難民たちは以前と違う職業に就いている（ペドロ・レボレドについては、母国
で学生であったため職業経験がない）。ダウド・ナセリは小児科医であったが、医師免許再
取得講座に通学するための資金稼ぎで工具点に勤務する。キム・チャオクは国防省の職員
であったが、アメリカでは最低賃金で合成繊維工場のミシンを踏む仕事から始めた。マー
クとアイリーンのグロッテル夫妻は、母国でそれぞれ大学専任教員（物理学専攻）と特許
事務所主任であった。彼らの場合、ほぼ同じ専門領域で若干のスキルの積み上げにより、
それぞれ核技術者、投資銀行のコンピュータ・プログラマーとして再出発できたが、これ
は希有な例と言えよう。ユダヤ系の場合、特にニューヨークには NYANA などに代表される
ユダヤ系移民の強固なネットワークが存在し、英語が話せなくともイディッシュ語のみで
意思疎通がはかれるなど、新規移民にとっては大きなメリットがある。NYANA を通じて母国
での学歴・職歴に応じた仕事の斡旋を受けられたグロッテル夫妻は、他の地域からの移民
と比べればはるかに恵まれている。
また、ゲブリマリアム夫妻の場合、夫のテスファイは反政府ゲリラの衛生兵の経験を生
かして看護助手となったが、有資格の看護士とは別扱いで賃金も低いため、医療技師資格
講座を受講しながらキャリア・アップを目指す。夫人のレムレムは高校卒業資格を持たな
いため、ホテルの客室係に甘んじている。インタビュー当時、高卒資格取得講座を受講中
であったが、資格が得られれば望む職種に移る可能性が生まれる。ペドロ・レボレドの場
合は、苦学してマイアミ大学工学部を卒業したために地元の電力会社に就職することが出
来た。このように、アメリカで望む職業に就くには、学歴や講座受講を通じた資格の取得
が必須なのである。こうした事情を身にしみて理解しているがゆえに、彼らは概して子ど
もたちに対して教育熱心であり、教育的投資を惜しまない。子どもの希望を尊重しながら
も、彼らに高等教育を受けさせることを当然のことと考えている。
3.4

メンタリティ
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移民のメンタリティというのは、望郷の念と新天地での成功という２つの思いの綱引き
の中で千々に乱れる複雑なものではないか、という先入観があった。かつてアメリカの大
学院で “Teaching Second Language Culture”という講義科目において、Acton & de Felix
（1986:22）による移民の文化変容（Acculturation）の４段階モデル（Tourist→Survivor
→Immigrant→Citizen）が提示され、精神的・肉体的な苦しみを伴うカルチャーショック
が第２から第３段階にさしかかるステージで起こるとする説明を受けた。評者自身も留学
中にカルチャーショックを経験したことがあるが、当時学んだ同モデルの記憶から冒頭述
べたような思いを抱くようになった。しかし、実際には多くの移民が比較的早い段階から
ホスト社会を肯定的に受け止め、自らをそれに適応させようとする努力をしていることが
インタビューからうかがえる。そこにはカルチャーショックをものともしない逞しさがあ
る。
マニヤ・バリードは渡米直後、最初に乗ったタクシーの運転手にレイプされかけ、バレ
エ・スクールの校長秘書には人種差別的な嫌みを言われるなどして大きく傷ついた。いわ
ば精神的外傷を負った状態からの滞米生活スタートだったといえる。しかし、才能や努力
を認める上昇志向の国民性や実績主義の社会を好意的に受け止め、最後には自らを奮い立
たせて大手バレエ・カンパニーのプリマドンナにまで上りつめた。グロッテル夫妻の場合、
ソ連という体制を嫌いながらも、そこでの生活に馴らされてしまっていたことから、個人
主義的で競争社会のアメリカでの生活は違和感の連続であった。実際、同時期にニューヨ
ークに移住したユダヤ系ソ連人でアメリカ的価値観や社会風土を受け入れられず、祖国に
戻った者が５０名ほどいたという。だが、グロッテル夫妻は信じてもいない共産主義思想
の PR を行い、反ユダヤ主義の中で息を潜めながらの生活を送るよりは、むしろ自由の国で
孤独感や競争の厳しさを受け入れる決断をしたのである。
中にはキム・チャオクのように市民権を取らず、いつか母国に帰って国会議員選挙に出
馬したいと考えている者もいる。また、ペドロ・レボレドも、渡米後しばらくはカストロ
失脚後の自由キューバへの帰還を真剣に考えた時期があった。しかし、両者ともに、現実
には地域にしっかりと根ざした仕事を行ない、人脈を築き、地元の名士として名を馳せて
いる。前述の文化変容レベルでは第４段階の Citizen に区分しうるのだ。
さらには、グロッテル夫妻やゲブリマリアム夫妻のように、居住区内あるいはその近く
に祖国からの移民が築き上げたコミュニティが存在するということも、メンタル面で安定
を得られる大きな要因と考えられる。Brown (1986:36)は、移民がカルチャーショック克服
のために祖国の出身者に助けを求め、文化的差異について不平不満を打ち明けるなどして
慰めを得ることがよくある、と述べている。実際、アメリカは様々なエスニック共同体か
ら形成されるサラダボウル的社会であり、新規移民の面倒を先住者の仲間が見るという伝
統がある。歴史的には、２０世紀初頭において、同じエスニック集団に属する者同士が近
隣に集中して生活するという助け合いの形態が生じ、住居や情報の共有など仲間内での支
え合いが見られるようになった（明石・飯野 2004:156-7）
。７０年代の新移民にとっても、
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同様の伝統が根付き、相互扶助の精神が移民を取り巻く地域社会に生き続けていることが
わかる。こうした伝統が早期にカルチャーショックを克服させ、逞しいメンタリティを育
てる土台となっているのであろう。
3.5

ホスト社会の反応

本書のインタビューは全て移民・難民を対象としたものであり、主流国民側からの意見
やコメントは一切掲載されていない。よって、ホスト社会が７０年代の移民に対して、全
体としても個別においてもどんな感情を抱いているのかは、そこからは直接的に知ること
ができない。だが、インタビュー対象者のほとんどは、ホスト社会に対して概ねポジティ
ブな印象を吐露している。逆に言えば、ホスト社会から好意的な反応を得ているケースが
多いのである。ダウド・ナセリがその典型例で、彼は地域の人々が限りなく親切であった
と述べている。但し、彼の場合、地元の高校の元交換留学生であり、冷戦時の宿敵ソ連の
侵攻を受けた国から逃れてきたという特殊な事情もあって、博愛精神あるいはボランティ
ア精神からホスト社会が親切な振る舞いをした可能性がある。よって、その点を割り引い
て受け止める必要があろう。
一般的には Grosjean (1982)の指摘にもあるように、多数派（＝主流国民）の、自分たち
と異なるライフスタイルや言語に対する否定的態度が、いかなる法的抑圧とも比べものに
ならないほどの困難や差別を少数派にもたらしてきたことも事実である。
Some minority groups have not met hostility and resentment (for example,
Franco-Americans from France are respected and welcomed), but when such
factors as low economic status, strong foreign accent, and the color of skin
are combined, the society is at least indifferent and at worst openly hostile.
(Grosjean 1982:65-6)
このように、歴史的にホスト社会はよくて無関心、ひどい場合はむき出しの敵意を持っ
て移民に接してきた。実際、各インタビューにおける主流国民へのネガティブな印象とし
て以下のようなものもあげられている。
（１）人種差別的な発言・態度に遭遇した（マニヤ・
バリード、キム・チャオク）、（２）アメリカ人は仕事とプライベートを割り切り、アフタ
ーファイブでの付き合いがないのは寂しい（アイリーン・グロッテル）、（３）アングロ系
アメリカ人は、キューバ系がマジョリティの社会に適応困難な状態にある（ペドロ・レボ
レド）。
（１）からは、ホスト社会のヴィジブル・マイノリティに対する差別意識は依然として
強いことがわかる。これらは必ずしもヨーロッパ系白人から向けられたものばかりではな
いが、明らかにアジア系で、言語的にもスタンダード英語と異なる発話をする者に対して
は不寛容さが窺える。評者自身もニューヨーク州バッファロー市のパブで、ヨーロッパ系
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白人の若者から侮蔑的な言葉を浴びせられた経験がある。やはりアメリカは基本的に白人
の国なのであろう。
（２）は新規移民に対してのみの態度とは限らずしも言えない。アメリカ人は基本的に
個人主義であり、プライベートではよほど親しい仲間でない限り付き合いをしないことが、
こうした印象を与えるのだと思う。ただ、そうした中でも、アイリーンは何人かの親しい
友人を得たと述べている。私自身の経験からも、アメリカ人は親しくなるとホームパーテ
ィに招待したり、ドライブやハイキングに誘ってくれたりする。また、頻繁に電話をかけ
て安否確認をしてくれたりもする。こうしたことから、ホスト社会全てが移民に対して冷
たいとは言い切れない。さらにホスト社会の態度は、移民側の同化への努力や主流国民へ
の働きかけの度合いによっても変わってくるのである。
（３）は、もはや主流国民の新規移民に対する態度というよりは、地域の政治的意思決
定を行なう主体がキューバ系であるということへの怒りの感情によるものである。実際、
西マイアミ市の人口の７割がキューバ系であり、キューバ系の意向を表した市庁舎での「キ
リスト降誕図（Nativity scene）」飾り付けや、イエス・キリストの生涯についての映画（ス
コセッシ監督の「最後の誘惑」と思われる）上映に反対する市議会での模擬投票（straw
ballot）などについて、マイノリティのアングロ系から強烈な批判が起こっている。さら
に、市議会議員になるにはある程度のスペイン語能力が欠かせないことも、アングロ系の
フラストレーションを増幅させている。近年では、マリエル事件によりキューバから多く
の犯罪者や精神病患者が送り込まれたことで、社会不安が高まった。こうしたことから、
レボレドはキューバ系とアングロ系の和解の模索を最優先の政策課題として取り上げるよ
うになった。Crawford (1992=1994)は、こうしたマイアミ・キューバ系社会の特殊性につ
いて以下のように述べている。
キューバ人の態度はどこか他のグループとは異なるところがあった。他の移民と
は違って、大量に渡米し、標準的な移民よりも高い教育水準を持ち、年齢も高く、
ゆえに文化的に確立していたので、彼らはほかの集団と違って同化主義に屈しな
かった。ほとんどのキューバ人は当初は苦労したが、自信を失うことはなかった。
彼らの地位が高まるにつれて、1959 年以前のマイアミはワニの繁殖地にすぎなか
ったという人さえいた。それはいまだに地元のアングロ系の人たちを激怒させる。
（Crawford 1992=1994:149-50）
さすがにここまで来るとホスト国民の移民に対する感情論の次元を超えてしまっている。
フランス系が多数派を形成するカナダ・ケベック州同様、フロリダ州マイアミという地域
が抱えている特殊な現象であって、移民に対する主流国民の一般的な反応という枠には括
れない問題である。レボレドが最優先政策課題として掲げているように、もはや法的・政
治的手段によってしか両者の妥協や和解の道は示されえないだろう。
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4. おわりに
本書は、評者がアメリカ在留時代（1989～1991）、よく通ったニューヨーク州バッファロ
ー市郊外のとある書店で見つけたものである。当時、言語や文化適応の問題を抱えており、
何とかそうした状況を打開したいとヒントになる書物を探しているときに出会った。
インタビューをむさぼるように読み進める中、特にキム・チャオクやテスファイ・ゲブ
リマリアムの人生に対する前向きな姿勢やガッツィーな仕事ぶり（猛勉強ぶり）に感銘を
受け、大学院留学生として決意を新たにさせられたことをよく覚えている。
本書は学術書ではない。そのため、註や引用文献の類もいっさいない。しかし、統計数
字や特定の研究対象に限定された考察のみでは味わえない、読者の心の奥底にまで染み入
るような 19 組の移民の真実の記録であり、学術的に見ても十分価値のある良書であると思
う。入手してから 30 年ほど経つが、苦境に陥ったときなど、いまだに何度も読み返しては
活力を分けてもらっている。
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国際教育研究所での実践とこれからの展望
神田外語大学非常勤講師

小原弥生
私が、直接この研究所にお世話になりましたのは、2014 年のことでした。ある学会で、
現理事長の山岸信義先生からお声をかけていただいたことが始まりでした。実は初めてこ
の学会に臨んだのは森住衛先生のご講演を聞きに行った時でした。英語検定協会に初めて
足を踏み入れました。その時は、もう一人の native の先生のご講演もあり、とても質の高
い学会だと感じました。その時から素晴らしい学会があるのだと感じてはおりましたが、
山岸先生からお声をかけていただくまでは、直接関係しておりませんでした。私は「コミ
ュニケーション能力」の研究をしており、山岸先生のご著者の『英語でコミュニケーショ
ン』（1994）を読んでおりました。もう、年末は近づいておりましたが、「紀要原稿を書い
てもらえませんか」ということでした。この学会は、羽鳥博愛先生の開いた学会であると
いうことを鈴木政浩先生からお聞きしておりまして、とても良い学会だということでした
ので、ありがたくお引き受けしました。羽鳥先生も鈴木先生も私の研究の音読に関する著
書や論文をたくさん書いておられたので「プレゼンテーションを目指した音読指導が及ぼ
す英語力と学習意欲への影響 : 大学の一般教養の英語の授業から」という題の論文を書か
せていただきました。
2015 年度から 4 月から正式会員にさせていただきました。毎回の月例研究会の前には羽
鳥先生と有志、4、5 人による「英会話サロン」という活動を行っておりました。英会話サ
ロンというのはそれぞれの回のテーマを決めて、そのテーマについて英語で話し合う会の
ことです。羽鳥先生も指導者や commentator というお立場ではなく、テーマに関してご自
分の意見を言うという他の会員の方たちと平等なスタンスでした。羽鳥先生がそれぞれの
参加者の名前を呼んで（時には first name で）、意見を述べてもらうといういわゆる
facilitator を行ってくださいました。和やかな楽しい会を終えていよいよ本番の定例会に
臨むという形でした。
月例研究会では、講演が 2 本ありましたが、最後には司会者の方が、必ず、参加者が一
人一人意見や考えを述べるように配慮してくださっておりました。それほど、参加人数は
多くなかったですが、講演や発表の質も高く、著名な先生方のお話を聞けるということで
毎回とても有意義な月例研究会を過ごすことができました。その後はお決まりの「たけち
ゃん」で懇親会が行われました。そこでは、講演会では質問できなかったことや、自分の
専門の研究、他の人の研究について情報交換でき、大変有意義な会が行われました。ここ
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では、研究もさることながら、お一人お一人のお人柄がにじみ出て、会員同士が一層仲良
くなったような気がしました。
このように過ごしてまいりましたが、2018 年に現山岸理事長に副会長（現副理事長）に
誘われました。「他の方がいらっしゃらないのなら」とお引き受けしました。その時の幹部
会は山岸現理事長、片山二三男副理事長、毛利千里事務局長、私というメンバーでした。
幹部会は片山先生が夜間学部のご授業を行っておられたので、キャンパス近くのファミレ
スで、2，3 時間に及ぶ議論を何度も重ねました。山岸先生は議題をいつもお書きくださり、
それを印刷までしてきてくださいました。片山先生は授業の合間など大変な時間のやりく
りをして参加してくださいました。毛利先生は創立以来の会員で事務局長でしたので、今
までの経緯などを非常によくご存じで、又会計関係のことも詳細に理解しており、大きな
力になりました。顔を合わせて、小声ながらこれからの国際教育研究所の運営、創立 30 周
年に向けての準備、規約の改正等について話し合いました。かなりの時間が割かれました
が、山岸先生はそれから、遠いご自宅までお帰りになったので到着したお時間がしのばれ
ます。本当にお疲れのことだったと存じます。
2019 年度には発音講座が定例研究会の前に開かれました。田中ケアリー先生の講座で、
大変好評でたくさんの方が参加してくださり、参加下さった方の中にはその流れで、月例
会に参加してくださる方や会員になってくださる方もいらっしゃいました。その年の 5 月
に講演の機会をいただきまして、私は、「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―」を講演させていただきました。皆さん
も参加型の楽しいセッションでした。ご協力に感謝いたします。又、紀要委員会で委員長
の林正人先生の補助として副委員長を務めさせていただきました。林先生の仕事の速さや
能力の高さに感服しております。
そして、2020 年度のコロナ禍に入りました。幹部会には新しく川﨑清先生と平見勇雄先
生が加わりました。川﨑先生は私の前任校でお世話になっており、大変な人格者です。文
章校正能力も素晴らしく、大きな力になりました。この年は対面の定例会も中止、幹部会
も全てメールだけとなりました。顔を見ることもできないので、討論だとメールは一方方
向になりやすいです。また、Zoom も必要がないということで Zoom 会議も行われませんで
した。理事会では、何人もの方が、Zoom の会議を望んでいましたが、それに幹部会として
答えられなかったことは申し訳なかったです。メールのやりとりの幹部会も結論だけ理事
会にメールで知らせるという流れでしたので、幹部会で話し合われた、意見のやりとりや
内容も理事会に流れないで、結論だけ流れてしまったので残念でした。やはり、顔を見な
いでの会議にはある程度限界があると感じました。
そして、あっという間に 2021 年度になってしまいました。30 周年おめでとうございま
す。今年度になって定例会は Zoom で行われるようになりまして、平常ではないですが、
顔も見ることができ、だんだん本来の学会の形に近づきつつあります。講演や研究発表も
とても高度な内容で、とても為になる内容になっております。
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コロナ禍は私たちの多くの生活や常識を変えてしまいました。社会、経済だけでなく、
今後の私たちの生き方まで変えてしまうことでしょう。一方、これはネット先進国に何年
も遅れをとっている日本のオンライン教育の追い風になりつつあると思います。それを取
り入れつつも直接会って話し合ったり、表情を見て感じ取ったりすることができたら、な
おさら良いと思います。
今後の展望としては対面の月例研究会ができることになっても、Online でも参加できる
ハイフレックスでの月例会ができればと思います。遠いところにお住いの学会員の方もい
らっしゃいます。対面での定例会と共に、そうすることによって、東京近辺の方だけでな
く、遠く離れたところにお住いの会員も平等に参加できることと思います。月例研究会も
いつも東京周辺だけでなく、中部大会、甲信越大会、関西大会、四国大会というように地
方にお住いの先生方の大学を会場にして、地方大会を開くという形もできるかと思います。
又、講演の先生方も日本だけではなく、世界各国からお招きすることもできるかとも考え
ます。その場合は Online 月例研究会という形にしていくことも良いかもしれません。国際
教育ですので、日本語や英語だけでなく、多くの言語圏のお客様もお招きできれば良いか
とも思います。講演や発表は英語か日本語にはなるという可能性はありますが、国際理解
であれば、Global そして Glocal な視点も必要かと思われます。
これからもこの学会が末永く前進して続くことを期待しております。
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