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真の言語学者と本格的言語学書に出会う喜び
川﨑 清
文京学院大学名誉教授

「英語の所有構文に関する考察
－認知言語学的アプローチから見えてくること－」 平見勇雄

著

（ふくろう出版・A５版 186 頁・1800 円＋税・2019 年 12 月 21 日初版）
ISBN: 978-4-86186-776-7
ニュ－スレターの場を善用して、今回は書籍の紹介をしたい。その書籍は「英語の所有
構文に関する考察－認知言語学的アプローチから見えてくること－」という本で、本学会
事務局長平見勇雄（敬称略）の著述になるものである。本書は認知言語学の良質な入門書
であると同時に本格的な研究書でもある。この両者を兼ねるところが本書が類書と大きく
異なる点である。しかし、心配は無用である。本書は全編が平明なことばで書かれており、
仕事で疲れた頭でも苦労せずに理解できるよう周到な配慮がなされているからである。
著者は 1960 年に香川県高松市で生まれ、早稲田大学法学部を卒業後、東京大学大学院総
合文化研究科修士課程を修了し、現在は吉備国際大学教授を勤める言語学者である。
本書成立の背景と英語所有構文の定義であるが、著者は英語の A’s B と B of A の二つの
言語形式を所有構文と定義する。著者がこの構文について問題意識を持ったのは古く、高
校時代に遡る。
当時著者は A’s B ないし B of A のいずれか一方の形式でしか言えない例と A’s
B 、B of A の両方の形式で言える例があることに気が付き,どのような基準でそのように使
い分けるのか、英語教師に質問したが明解な答を得られなかった。以来この時の経験が頭
にあり、後年東京大学に進学して修士論文の論題に選ぶのがこの英語の所有構文であった。
著者は修士論文完成後も更に研究を続け、通算 40 年に及ぶ思索を重ねて一応の結論に到達
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した。その結論を淳淳と語ったものが本書なのである。
本書は 3 章からなり、第１章は認知言語学の概説。第 2 章は英語の所有構文の認知言語
学的アプローチからの分析とその理論的考察で、ここが本書の核心部分である。第 3 章は
著者の言語研究の新たな方向を紹介する内容で、人間の言語能力の本質を理解するには植
物を含めた生物の生存能力の発達を視野に入れて研究すると有益な示唆が得られるとして
いる。極めて興味深い考察が述べられていて、言語学の新たな地平を垣間見ることのでき
る刺激に富んだ内容となっている。
認知言語学的アプローチの従来の方法に対する優位性について著者は以下のように説く。
認知言語学では、同じ言語形式で表されている用例はその用例の間に必ず何らかの共通性
があると考えて、その観点から用例間の関連性を見い出し、用例全体を包括的に理解でき
るように説明する。正にこの点こそが従来の方法より優れた点だと強調している。
具体的に言うと、Should I fail.（万一失敗したら）May you live long.（長生きしてくれ
たら）の各文は主語と助動詞を倒置する疑問文と同じ形式をとることに共通点があるが、
認知言語学はこれらの文の間の関連性を見い出して包括的にその意味を説明できるのであ
る。すなわち、疑問文は尋ねる「内容が事実かどうかわからない」から問う文だが、仮定
法の文も祈願文も言われている「内容が事実になるかどうかわからない」から疑問文と同
じ言語形式で表されるのである。認知言語学はこのように前記の文の背後にある認知的な
同一性を明らかにできるのである。
また認知言語学で初めて明らかにできたことに次のことがある。A's B だといくつもの意
味解釈が出て、B of A では意味解釈が一つに決まるが、それは何故かという問題である。
具体的には my book は「私の本＝私が持っている本、私が書いた本、私のことが書かれて
いる本」などいくつもの解釈が可能だが、a book of me は「私のことが書かれている本」
という意味で固定し、それ以外の解釈は出ないのだ。認知言語学ではそれを以下のように
説明する。すなわち、A's B の A には生物がくるが、生物は動くので、A's B には A が何が
しかの動きを B にした結果を反映する複数の解釈が生まれるのである。対して B of A は常
に「全体/部分」の関係を表すので、
「book という全体」に入る「部分としての me」は「書
かれている私」しかあり得ない。故に「私のことが書かれている本」の解釈しか生じ得な
いのである。以上本書に挙げられている実例から２例を見たが、認知言語学的アプローチ
はこのように powerful なのである。
著者が本書で解明を試みるのは主として以下の①②③④の問題である。①A’s B 及び B of
A がそれぞれ構文として持つ意味的特性（制約）
、文法的制約は何か、②「所有」を表す構
文が A’s B 、B of A と 2 種類あるのは何故か、そこに役割分担はあるのか、③that husband
of Mary’s は B of A の形式で二重属格と呼ばれる表現だが、B に Mary が複数は持てないは
ずの husband がきているにもかかわらず、この表現が容認されているのはどのような理由
からか、④today’s newspaper は A’s B の形式で、その A には通例生物がくるが、無生物の
日付がきていても容認されているのは何故か、である。
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これらの問題の分析と考察をここで示すことは紙幅が許さないので、問題の解答と解説
を知りたい人は本書を読まれたい。本稿筆者は著者の模範解答を読んでいる時に文字通り
寝食を忘れるほどの知的興奮を禁じ得なかったことを告白せざるを得ない。所有構文につ
いてはかねてより自分でも疑問に思うことがあったが、どこから手を付けていいものか見
当がつかず今日に至っていたからである。本書では英語の所有構文に関する問題が細大漏
らさず分析され、それに綿密な考察が施されている。英語の所有構文に関するここまで徹
底した本格的な研究書が日本語で出版されるのは本書が初めてのことだと思う。
以上、本書の概要を紹介したが、本書の持ち味を十分に伝えていない恨みがあり忸怩た
る思いで一杯である。冒頭で述べたように本書は入門書でありながら本格的な研究書でも
ある。読者は平易な叙述に勇気付けられて読み進むうちに、本格的な研究の世界にそれと
は知らずに誘い込まれている。そして、言語の形式と意味との関係、更には人間の認知と
言語との関係について本質的で深い洞察を著者と共有できるようになっている。著者が
営々と真摯に研究に打ち込んできた真の言語学者であるからこそ、それが可能なのだ。本
書はその真の言語学者平見勇雄の手になる本格的な言語学書である。そのことを自信を持
って保証する。本書の一読を強く推奨する次第である。

６月２６日（土）第１８９回月例研究会報告

テーマ：「効果的なプレゼンテーション
指導法についての考察」

【パネルディスカッション】
ファシリテーター：中西千春（国立音楽大学教授）
パネリスト：白石よしえ（近畿大学准教授）
豊田典子（新潟医療福祉大学准教授）
山本恭子（秀明高等学校教諭）
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プレゼンテーション能力の育成が高等教育の課題となっている。大学英語教育における
プレゼンテーション指導は，英語習熟度の高い学習者への指導が一般的だと考えられてき
たが，近年，習熟度の低いリメディアル教育においても取り入れられるようになってきた。
本研究では，プレゼンテーション指導実践の試みを，Bloom の教育目標の３つの領域（認知・
情意・精神運動）に焦点をあてて分析をすることで，より効果的なプレゼンテーション指
導法を探った。その結果，1) 英語習熟度に関わらず，教師が意義と指導ステップを再考す
る必要があること，2) 情意フィルターを軽減するような楽しい活動を行うことで英語への
苦手意識がなくなり，プレゼンテーション能力が上がること，3) 身体活動を組み込んだ学
習活動により非言語を含めたコミュニケーション能力にポジティブな効果があること，4)
また高校での総合的なプレゼンテーション活動において受験に向けた知識学習にとどまら
ない英語運用能力につながる効果的な活動が可能であることが明らかになった。効果的な
プレゼンテーション指導のためには，ルーブリック，タキソノミーなどをより日本人学習
者に適したものにする体系的な研究が必要である。
キーワード：プレゼンテーション，指導法，目標，認知，情意，精神運動
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はじめに（目的）

プレゼンテーション能力の育成は高等教育において喫緊の課題となっている。日本経済
団体連合会が毎年行っている「新卒採用に関するアンケート調査結果」に「選考時に重視
する要素」という項目があるが，2003 年度以来「コミュニケーション能力」がトップとな
っている。しかも，コミュニケーション能力重視の比率は，2003 年度の「68.3％」から，
14.1％上昇して，2018 年度は「82.4％」になっている。他方，厚生労働省が行った「若年者
の就職能力に関する実態調査」
（2004）においても採用に当たり重視する能力は高校卒レベ
ルと大学卒レベルのいずれも「コミュニケーション能力」が最重視されている。しかしな
がら，同調査では，企業が若年層の「コミュニケーション能力」に対する習熟実感は，不
満（34.4％）が満足（16.7％）を上回った。コミュニケーション能力の育成には，プレゼン
テーションやディスカッションなどの口頭発表の技法を指導することが考えられる。文科
省が行った「大学における教育内容等の改革状況について」の調査（2018）では，初年次
教育の取り組みとして，学部段階において，初年次教育でプレゼンテーションやディスカ
ッション等の口頭発表の技法を身に付けるためのプログラムを実施している大学数は，
2011 年の 512 大学（70％）から，2018 年の 631 大学（85％）と大きな進展が見られる。数
字上では，多くの大学でプレゼンテーション指導が実践されていることが示されているが，
学生がプレゼンテーションを初年次教育で数回行ったとしてもプレゼンテーション能力が
向上したかどうかは不明である。そもそも，プレゼンテーションの実施内容は各教育現場
によって多様であるし，その教育目標がどこであるかについても明らかになっているとは
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言えない。
参考文献
日 本経 済団体 連合会

「 新卒採 用に関 する アンケ ート調 査結 果」

https://www.keidanren.or.jp/policy/index09b.html
厚生労働省 職業能力開発局能力評価課（2004）
「若年者の就職能力に関する実態調査の結
果概要」https://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/01/h0129-3a.html
文部科学省高等教育局 大学振興課大学改革推進室（2020）
「平成 30 年度の大学における
教育内容等の改革状況について（概要）
」
https://www.mext.go.jp/content/20201005-mxt_daigakuc03-000010276_1.pdf
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ブルームの教育目標のタキソノミー（分類体系）：３つの領域

アメリカの教育心理学者 Benjamin Bloom（1913-1999）は，教育目標のタキソノミー（分
類体系）の提示と完全習得学習において教育界に非常に大きな貢献をしたことで知られて
いる。Bloom を中心とする大学試験委員会のメンバーは，教育目標を「認知」，
「情意」，
「身
体運動」の 3 領域に分け，それぞれの領域ごとにプロセスを追って教育目標のタキソノミ
ー（分類体系）を明らかにした。そのうち 1956 年に出版された「認知」領域の目標がアメ
リカおよび欧米，アジア，日本の教育に今日まで大きな影響を与えている。また，Bloom の
弟子の Anderson 等がオリジナルの「認知領域」出版後，約 40 年の認知心理学の発展に応じ
て，2001 年に改訂版を出版した。改訂版ではタキソノミー・テーブルという横 4 行，縦 6
列の表が提示された。教育目標・活動・評価を文章で記した時に，名詞を縦軸の知識目標，
動詞を横軸の行動目標として，１つのセルに挿入して視覚化することで，授業デザインの
一貫性をチェックできるように工夫がされた。知識領域は 4 つの知識（事実・概念・手続
き・メタ認知）と 11 のサブタイプに分類され，認知領域は 6 つの認知プロセス・カテゴリ
ー（記憶する，理解する，応用する，分析する，評価する，創造する）とその下位にある
19 の認知プロセスに分類された。1964 年には Bloom, Krathwohl と Masia が情意領域のタキ
ソノミーを出版した。情意領域のタキソノミーとは，学習活動を通じて何かに気づき，関
心を示し，価値を認めることで興味が深まり，自分のものにしていくプロセスを示したも
のである。情意領域は５段階（受け入れ，反応，価値観の認識づけ，組織化，個性化）に
分類された。Bloom 自身は 3 つ目の教育目標の精神運動領域については出版しなかったが，
弟子の Dave が Bloom の意図を組んで，精神運動領域のタキソノミーを 5 段階（模倣，巧妙
化，精密化，分節化，自然化）に分類した。
本研究では，プレゼンテーション指導実践の試みを，Bloom の教育目標の３つの領域（認
知・情意・精神運動）に焦点をあてて分析をすることで，より効果的なプレゼンテーショ
ン指導法を探る註。
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註

：本研究では，プレゼンテーションでの目標と指導法を考察するにあたって，Bloom の教

育目標のタキソノミーの 3 領域を使用するが，認知領域以外，すなわち，情意と精神運動
領域の下位項目には焦点を当てない。
参考文献
Anderson, L. W., et al. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of
Bloom’s taxonomy of educational objectives, Unabridged Ed., Longman, New York. Bloom, B.
S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., and Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of
educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain,
Longman, New York.
Bloom, B.S. (Ed.), Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., & Krathwohl, D.R. (1956). Taxonomy of
educational objectives: The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain.
New York: David McKay.
Dave, R.H. (1969). Taxonomy of Educational Objectives and Achievement Testing, in Ingenkamp, K.
Ed., Development in Educational Testing Bol. 1, London: University of London Press.
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プレゼンテーション指導実践報告
大学における教育実践

１） 認知編：中西千春
「プレゼンテーションにおいて認知プロセスは促されているか」
研究の背景
大学英語教育において，学生の英語習熟度に関わらず，プレゼンテーションを取り入れ
る教師が増えてきている。英語力上位層の学生を対象にアカデミックプレゼンテーション
を，下位層を対象として，具体的な内容で取り組みやすい“Show and tell”を導入していると
いう報告がある。英語プレゼンテーション指導においては，将来，学生がテーマと目的，
及びその聞き手に応じて，内容を深め，構成を考え，声・姿勢・アイコンタクトなど話し
方に気を配って，効果的なプレゼンテーション能力を育成することが重要である。
しかしながら，
大学英語プレゼンテーション指導用の 18 冊のテキストを調べた田村他（2014）
は，大学における語学教育の位置づけが言語知識に比重を置く傾向があるのと同様に，プ
レゼンテーション指導では，言語表現と基本的なプレゼンテーションスキルを重視する傾
向にあると述べている。18 冊中 11 冊はスキルごとに構成され，共通点は，身体的要素（ア
イコンタクトやジェスチャー），音声的要素（強勢の置き方やイントネーション），視覚的
要素（視覚資料の作成方法や説明方法）がカバーされることであると言う。これらのテキ
ストの看過できない問題は，プレゼンテーションを行うために重要なブレインストーミン
グ，内容の充実，そして論理的に構成する上での項目の説明やエクササイズが少ない点で
ある（田村他，2014）
。
英語プレゼンテーション指導をしている教師が，内容の充実と思考の深化のためにどの
ような指導をしているか，その現状を調べることは，今後の大学英語教育において重要な
意味を持つと思われる。
研究の目的
本研究の目的は，プレゼンテーションの授業における，内容の充実と思考を深めるため
の指導，すなわち，教師の指示や問いかけを調べるとともに，その指導を 19 の認知プロセ
ス(Anderson & Krathwohl 編, 2001）から分析することで，効果的な指導法を検討することで
ある。認知プロセスは，6 つの認知プロセス・カテゴリーの下位の 19 の動詞である。目標
を分類する時には，日本の教育研究で見かけることの多い認知プロセス・カテゴリーでは
なく，下記に示す認知プロセスに注目した方が，学生の認知の何を促したいかが明確にな
ると考えられる（表 1）
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表１

認知プロセス・カテゴリーと認知プロセス

認知プロセス・カテゴリー 19 の認知プロセス
記憶する

再認する，想起する

理解する

解釈する，例をあげる，分類する，要約する，推測する，比較
する，説明する

応用する

実践する，実施する

分析する

区別する，体系化する，帰属する

評価する

チェックする，批判する

創造する

仮説を立てる，計画する，創作する
（Anderson & Krathwohl 編，2001，p.31 より作成）

研究の方法
本研究では，英語授業でプレゼンテーションの指導をしている教師(n=7)に対して，アン
ケート調査を行い，学生の英語熟達度，プレゼンテーションを取り入れる意義，セメスタ
ー中のプレゼンテーション実施頻度，トピック，長さ，プレゼンテーション用テキスト使
用の有無，指導法などについての情報を収集した。次に，プレゼンテーションの内容の充
実，思考を深めるために行った指導について，ヒアリングを行った。さらに，その教師が
行った内容を充実させ，思考を深めるための指導（指示や問いかけ）は，認知プロセスを
促す指導とみなし，それを 19 の認知プロセスに分類した。
結果と考察
プレゼンテーション指導を行った 7 名の教師に共通していたのは，学生の英語習熟度に
関わらずプレゼンテーションを行う前に，
「まず，リーディング，次にスクリプトを書かせ，
教師が添削し，コメントを付けて返却し，学生に加筆・修正を求める」ことであった。
研究に参加した 7 名の教師の中から 2 名の教師の調査結果に焦点をあてて表 2 と 3 にま
とめる。この 2 名の教師の共通点は，英語習熟度の上位～中位層と下位層の両方のグルー
プに教えていたことである。差異点は，プレゼンテーションを授業に取り入れる意義，プ
レゼンテーション実施回数，促そうとする認知プロセスの数であった。
教師 A はプレゼンテーションを取り入れる意義を英語表現力育成とし，英語力に関わら
ず，1 セメスターに 1 回ずつプレゼンテーションを行っていた。教師 B は英語表現力育成と
ともに思考力育成を意義と考え，英語習熟度に関わらず，4 回以上のプレゼンテーションを
取り入れていた。また，教師 B は自己表現，他者意識がプレゼンテーションのねらいであ
り，対人関係の中での自分の考えをまとめて表現する表現技術を重要視していた。
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表 2 教師のプレゼンテーションを取り入れる意義と英語習熟度と回数の関係
プレゼンテーションを取り入れる意義
英語力（回数） 教師 A（１回）

教師 B（４回以上）

上位

英語表現力育成

英語表現力育成，思考力育成，自己表現，

中位

スピーキング力育成

他者意識，4 技能の統合

英語表現力育成

英語表現力育成，思考力育成，自己表現，

モチベーション向上

他者意識，グループワーク

下位

表 3 英語習熟度・プレゼンテーションの回数と促そうとした認知プロセス
促そうとした認知プロセス（認知プロセスの数）
英語力
上位

教師 A

教師 B

想起する，実践する（2)

想起する，例を出す，比較する，説明する
比較する，実践する，区別する，帰属する

中位
下位

(8)
想起する，実践する，例を出

想起する，例を出す，比較する，説明する，

す(3)

実践する，区別する，帰属する（7）

表 2 と 3 を対応させると，プレゼンテーションを取り入れる意義と認知プロセスの関係
が見えてくる。英語表現力育成を意義とする教師 A は，学生に対し少ない認知プロセス（2
～3)だけを促そうとしたが，思考力育成を意図した教師 B は多くの認知プロセス（7～8）
を促していた。
下位層のプレゼンテーション・トピックとして，2 名の教師は偶然にも，ともに“My
Hometown”を選んでいた。教師 A はモデル文とともに，穴埋めをする形式で大学から自分
のホームタウンまでの距離や時間を書き込ませ，これを原稿としてプレゼンテーションを
行わせていた。これに対して，教師 B は質問形式で，ホームタウンの特徴，よい点，大学
のある場所（駅）とホームタウンの違いの比較，自分のホームタウンに対する気持ちを述
べさせた後に，5~8 文でプレゼンテーション原稿にまとめを書かせ，プレゼンテーションを
行わせた。
教師 A と B の取り組みから，同じ“My Hometown”のプレゼンテーションを指導するにあ
たって，取り入れる意義やステップによって，学生の認知プロセス促す数が異なることが
示された。学生が将来それぞれの状況に応じてプレゼンテーションをできる力を育成する
ためには，対象クラスの英語習熟度に関わらず，教師が意義と指導ステップを再考する必
要があると考えられる。
参考文献
田村朋子・細田菜穂子・星久美子・野村佑子, 大学英語プレゼンテーション教育を再考する：
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主要テキストに関する一考察，立教大学ランゲージセンター紀要，2014, 31 号，pp.43-53.
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２） 情意編：白石よしえ
「プレゼンテーションの授業でポジティブ感情を喚起させる具体的方法」
研究の背景
ブルームは，情意が認知に働きかけるプロセスと認知が情意に働きかけるプロセスの２
方向の影響について考察しており，情意が認知に働きかける場合における目的は，興味を
持たせ動機づけることだとしている。学習に関わる感情には不安とポジティブ感情という
相反する感情が取り上げられてきたが，ここ 30 年で，ポジティブ感情が学習の動機づけや
効果に与える影響についての研究が盛んになってきた。例えば，ポジティブ感情の喚起で，
創造的な問題解決やワーキングメモリーの構造化が促進されることが明らかにされている
（Isen, 1985）
。Isen（1987）や入戸野（2012）は，作業課題開始前にポジティブ感情の刺激
要因を提示し，有意に問題解決能力の促進があったことを報告している。生田（2008）は
「笑い」をポジティブ感情を引き起こす刺激として使用した。4 年生への編入試験前の短
期大学生に，抽象レベルの高い英単語を暗記させる課題を与えた。その単語は意味の上で
緩やかな関連があり，なおかつ編入試験で出る可能性が高いと予想されるもので，意味の
暗記の前に，ランダムに学生を 2 群に分けてビデオを視聴させた。あるグループは笑いが
生じる漫才のビデオを視聴し，別のグループはニュートラルな内容のビデオを，両群とも 5
分間視聴し，単語の意味の暗記と再生率を測定した。漫才のビデオを見たグループの学生
において，英単語意味の暗記と再生がより促進される結果となった。実験刺激そのものに
ポジティブ感情を引き起こす要因が組み込まれているものもある。Apter（1982）はユーモ
ア（笑い）がたくさん詰まった 20 分間の教育用ビデオを作製し，真面目版と比較した。ユ
ーモア版を視聴した学生において教科の記憶がより促進される結果となったが，これはポ
ジティブ感情が覚醒したことに起因すると解釈できる。
プレゼンテーションの授業でポジティブ感情を喚起させる具体的方法
英語が苦手な学生にとって，プレゼーテーションは 4 つの質的に異なるスキルを身につ
けないといけいなため，難しいと感じる学生が多い。そのスキルの一つは英語力に関する
ものであり，もう一つはプレゼンテーションをするという，行為そのものに関係するもの
である。英語力に関するものはさらに，英文を書くための文法力と発表するときの発音・
アクセントに関するものに分けられる。一方，プレゼンテーションに関するものは，人に
伝えたい内容を想起し，それをまとめるという内的な過程と人前で話すという状況に慣れ，
身振りや表情を上手に使いつつ，発表するという他者と関わる外的な行為に分けられる。
これらの質的に異なる 4 つの課題を１年でこなすための動機づけの鍵としてポジティブ
感情が喚起されるような教材やグループワークを試みた。
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前期の発音・アクセントの学習（表１）ではハリーポッターの場面を使用し，発音時の
口の形や舌の場所を意識させ，学習体験を刺激的で面白くすることができた。学生たちは，
登場人物の真似をして発音をし，苦手意識よりも楽しさが上回ったように見受けられた。

また，英作文に関しては１文の英作文から始めたが，テーマは「自分の好きなことを表現する」
ことにし，興味を持たせた。
後期のプレゼンの予行演習として人前で話すことに慣れさせるため，最初は日本語でのプレゼ
ンを 2 回行った。最初のテーマはネットの上で挙げられている「猫の懺悔」の写真を見て，どれ
か一つを選び，猫になりきってどんな悪いことをしたかを報告するというものであった。猫のプ
レゼンによって「恥ずかしい」という気持ちが薄れ，クラスのほとんどが楽しく，和気藹々と人
前で話せるようになっていた。次のテーマは，テキストに出てくる単語の中で「好きな単語」を
3 つ選び，なぜ好きかを説明するというものであった。
最後の課題は，自分の好きな事柄や活動について 200 語から 300 語のプレゼンテーショ
ンとした。まず，テーマを決めさせて，確認，許可が出れば，次の段階として内容の骨子
を起承転結を意識して英語で書かせた。論理の矛盾や分かり易さの点で基準に達している
という判断ができれば，英文の作成に入らせた。評価はかなり詳しく採点し，ピアレビュ
ーも行った。ピアレビューに関して重要視したのは，どれだけ面白かったか，夢中になっ
て聞けたか，ということであった。そのため学生は聞き手の注意を逸らさないような仕掛
けを盛り込むことに熱心で，結果としてとても楽しく，活気のある発表会となった。発表
後，クラスからの拍手喝采を，どの学習者も嬉しそうに受け止めていたことから，学習者
がプレゼンテーションの経験に満足し，さらに学び続けたい気持ちになったことがうかが
えた。
参考文献
Apter, M. J. (1982). The Experience of Motivation: The theory of Psychological Reversals. London
and New York, Academic Press.
生田 好重 (2008). 英語教育における効果的な単語記憶方法の開発の試み—英単語
の記憶保持に肯定的感情が及ぼす効果から 近畿大学短大論集, 41(1), 47-57.
Isen, A. M. (1985). The Influence of Positive Affect on the Unusualness of Word Associations.
Journal of Personality and Social Psychology. 48, (6), 1413-1426.
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Isen, A. M. (1987). Positive Affect Facilitates Creative Problem Solving. Journal of Personality and
social psychology, 52(6), 1122-1131.

３） 精神運動領域編：豊田典子
「英語プレゼンテーションにおける非言語的コミュニケーションの重要性とブルームタキ
ソノミー（改訂版）の精神運動領域への考察」
精神運動領域における教育
精神運動領域には，身体の動き，協調，運動技能領域の使用が含まれる(Simpson 1972)。
英語教育では，模倣，操作，精密さ，明瞭さ，自然さなどの精神運動領域は，教室での反
復や正確さのための練習などの活動と呼ばれることが多い。この領域は，多くの教育分野
に置いて，
「技能習得」を目的にされ，英語教育においては，言語そのものが体を使って発
声，耳でリスニングをすることから，模倣し発音やリスニング理解を自動化していくよう
に捉えるのが一般的である。これは英語という言語のマスターするのにも重要である。教
科書，CD，LL 教室などで実践ができる。一方的なスピーチと異なり，インタラクションが
重要なプレゼンテーションやコミュニケーションにおいては，非言語コミュニケーション
スキルが重要課題となり，精神運動領域に分類できる。
これは，コミュニケーション・アプローチのため
の非言語的コミュニケーション・スキルの習得に
も応用できる。非言語コミュニケーションの重要
性 は ， fMRI 画 像 を 用 い た 脳 神 経 科 学 ( 中 村 ,
2000)(図１）や，言語コミュニケーション以前に人
間社会で非言語コミュニケーションが発達してい
たとする進化言語学(橋本 2020)など，様々な分野
の学術研究者を魅了している。
発音や文法の習得などの「言語知識」は，教室や
学習者が一人で練習することができるが，コミュ
ニケーションの習得には，ジェスチャーやボディ
ランゲージ，パラリンガル，ハプティクスなどの人間との関わりをベースとしたスキルが
必要である。第二外国語としての英語でコミュニケーションをとるためには，心理運動領
域の教育活動が不可欠である。
そこで研究者は，コンテンツ言語統合型学習（CLIL）の一環として，大学のスポーツ学生
を対象とした統合型メソッドを導入した。この PE-CLIL は，広島の小学校で実践されてお
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り，高等教育においても大きな成果を上げていると二五は主張している（二五 2010, 2019）
。
二五のアドバイスに沿って，筆者はフットサルで英語を学ぶ 6 週間のカリキュラムを実施
した。授業計画は表 1 の通りである。
表１ 授業活動プラン
1
調べ学習・練習:フットサルの試合を英語で見る。使用する語句を調べて練習
2
ロールプレイ:調べた語句をロールプレイし繰り返し使用する(巧妙化・精密化)
3
試合実践:英語のみを使用しフットサルの試合をする（分節化・自然化）
4
分析，準備:各チームで試合分析,，英語プレゼンテーションスライドにまとめる(認
知理解・分析)
5
プレゼンテーション プレゼンテーションと相互評価(認知評価)

参加者
19～21 歳，大学のスポーツ学部 1 年生。
人数 約 15 名／クラス×3＝46 名
英語力：CEFR A1 未満(授業開始年度４月測定）
授業内容 90 分/週×6 回（フットサルの試合を含む）
実施方法（L1&L2 併用）
。英語でのフットサル／チーム分析
日本語で準備，英語で試合，日本語で分析，英語で発表。
評価方法
アンケート，筆記試験，インタビュー
結果と議論
言語活動そのものは身体
活動を伴うものであるが，相
手に伝えるためのコミュニ
ケーションのための英語発
話を身につけるためには，心
身の動き及び情動が同時に
必要となる。スポーツ学部の
学生という学習者の属性を
生かし，フットサル競技をす
るために必要な英語を調べ
て練習し（模倣，繰り返し），
実際の競技をしながら英語で声を掛け合うことで，学生らは，英語とともにコミュニケー
ションを学んだ（図１）
。インタビューからは，この活動を通して，英語への自信がつき諦
めていた留学を再考する意欲が湧いたなど前向きな回答がならび，精神運動領域を中心に
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指導目標や評価をした意義を感じたとともに，それ以外の領域への反応も十分に得られた。
参考文献
Adi, H. W. (2019). Content Analysis of Student Book When English Rings A Bell (Revised Edition)
for Grade VIII of Junior High School. ELT Forum: Journal of English Language Teaching, 8(1),
49–59.
Mubarok, Z. (2019). PSYCHOMOTOR DOMAIN OF SPEAKING ACTIVITY IN THE ENGLISH
TEXTBOOK FOR MALAYSIAN PRIMARY SCHOOL GRADE 4. Journal of Research on
Applied Linguistics, Language, and Language Teaching, 2(1), 31–38.
Putri, F. S. (2021). AN ANALYSIS OF PSYCHOMOTOR ASSESSMENT IN LESSON PLANS MADE
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高校編
秀明高校

英語科主任

山本恭子

「ICT を利用したプレゼンテーション能力の育成－ICT 使用の情意面への影響プレゼンテ
ーション導入の流れ」
プレゼンテーション導入の流れ
文部科学省からの GIGA スクール構想を受けて，勤務校である秀明学園では，生徒１人
１台の端末と，校内の Wi-Fi 環境の整備が行われ，様々な場面で ICT を用いながらの教育
活動が可能になり，英語の授業内においても，従来の実践に加えて ICT を併用しながらの
授業が行われるようになった。また，新学習指導要領ではディベートやプレゼンテーショ
ンのような発信力の強化に特化した科目が新設されている。これらはますますグローバル
化する世界で生徒たちが学んだ英語を発信する重要性が認定されているからこそ，策定さ
れているものである。このような流れを踏まえ「自分自身の意見を発言出来る国際人の育
成」を目標に本校でも４技能を鍛える生徒主導型の授業へのカリキュラムを編成したこと
からこの実践研究を行うこととなった。
本研究の目的
ここでは英語プレゼンテーションを積極的に取り入れた授業を受けた高校生の意識調査
を行い，①プレゼンテーションは英語技能を伸ばすために有効か②ICT を用いたプレゼン
テーションは生徒にどのような点で英語技能の向上に役立つかの２点を検証する。また，
生徒のプレゼンテーションの内容についての考察を行った。
実践方法
教材・対象
SPOTLIGHT BOOK4（数研出版），英語長文問題演習 完成編 （桐原書店）
私立文系英語選択の高校３年の生徒２０名
指導方法
プレゼンテーションメインで授業を行っていないのがカリキュラムの特徴である。プレ
ゼンテーションは，あくまでも４技能を鍛える授業の一部である。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２-５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
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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。
生徒の意識変化

図１ プレゼンテーションへの意識

図２

英語４技能の苦手技能

授業開始前のアンケートでは 1 とてもやりたくない(15%)，２やりたくない(20%)が全生
徒の約 3 分の 1 であったが，半年後には１とてもやりたくない(5%)，２やりたくない(10%)
と激減したこと，逆に５とてもやりたい(10%)，４やりたい(15%)は 4 分の１から倍の 50%
になっていることから，プレゼンテーションの経験を何度も積むことによって意識が変化
したことがわかる。同様に自身の英語力についての自己評価では，スピーキングに苦手意
識を持つ生徒が多かったのが，半年後にはスピーキング(40%)に苦手意識を持つ生徒は
(10%)に減った。
考察
生徒のリフレクションからは，何回も人前で発表することによって，どのように話をも
ってくかの手順がわかったこと，人前で話すことに自信がついたこと，スライドなど ICT
の助けがあると英語が拙くても通じることがわかったなどの意見が多かった。慣れや ICT
お助けでプレゼンテーションをやることに自信がつき，抵抗がなくなったことが意識変化
の大きな要因であろう。また生徒の大半は SNS で自己表現に慣れており，英語での表現が
課されるとはいえ，ひと昔前の生徒よりは自己表現に抵抗がなく，写真があることで楽し
んで授業を受けていたように思える。4 技能では，高校 3 年で受験問題に取り組む機会が多
くあり，客観的なリーディング・リスニングテストの模試で自信の英語力の客観視が出来
てきているので，リーディングやリスニングについては難しさを感じる度合いが他学年よ
りは強いかもしれない。逆にラィティングについては，英検対策で高校１年から，何本と
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なく書いてきているので型を理解しているため，苦手意識を持つ生徒が少ないのがプレゼ
ンテーション授業の肯定を促す別の要因になっていることも考えられる。Krashen(1982)
は第２言語習得には，情意フィルターが大きく影響すると述べているが，今回のプレゼン
テーションで生徒たちはほぼ全員が自己表現を ICT の力を借りていることで成功させてお
り，何らかの自信をつけることが出来たため，リフレクションの中でも人の前で話すこと
に自信がついたと書いた生徒が多かった。Oller, Hudson, and Liu(1977)は，自己に対する
評価が高い学生ほどよい結果をだし，成功経験は情意によい影響を与え，それが肯定的な
態度として表れることで，良い成果を生み，それがまた情意に良い影響を与えるという双
方向性があると研究報告している。本研究でもプレゼンテーションについて情意フィルタ
ーが下がったことが英語力の向上への活動を可能にしたと考えられる。
課題
プレゼンテーションの実施と生徒の肯定的な意識変化は得られたがそれを英語力の向上
とどのように結びつけるかというのが課題としてあげられる。アウトプットはプレゼンテ
ーション知識と技術で向上している，それを対話にどうつなげるかは考えるべき点である。
高校では受験英語でやるべき膨大な範囲を考えながら授業進度とのバランスを取って指導
することもまた考えなければならない。評価については，原稿を見ながらではないので，
生徒のピア分析評価の妥当性は低い。またプレゼンテーション評価は主観的要素も入るこ
とから，成績に加味する場合は学年，学校全体の統一基準を設けることが必要であろう。
結び
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。授業者から見てプレゼンテー
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ことからも英語技能の上
達に有効であると言える。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。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。これらの社会的ニーズは学校でのプレゼンテーション指
導を要求し，研究者・授業者もまた効果的な指導法を考えていかねばならないだろう。
参考文献
Krachen,S(1982) Principles and Practice in Second Language Acquisition. Penguin Press
Krashen, S. (2004) The Power of Reading. Portsmouth, NH: Heinemann.
Oller,J., Hudson,A., and Liu,P. (1977) Attitdes and attained proficiency in ESL: A sociolinguistic
study of native speakers of Chinese in the United States. Lanugage learning.27 (1), pp 1-27
SWAIN, M. (1974) French immersion programs across Canada: research findings. Canadian
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Modern Language Review 31: 117-129.
Swain, M. (2000). The Output Hypothesis and beyond: Mediating Acquisition through
Collaborative Dialogue. In J. P. Lantolf (Ed.), Sociocultural Theory and Second Language
Learning (pp. 97-114). Oxford: Oxford University Press.
今井裕之『協同学習のすすめ』（三省堂，２０１１）

4

まとめ

大学英語教育におけるプレゼンテーション指導は，英語能力の高い学習者へ
の指導が一般的だと考えられがちだが，学習者の英語レベルに関わらず実施が
可能。むしろレメディアル学習者への高い効果も考えられる。
本研究では，ブルームのタキソノミー（改訂版）の分類に基づいた教育目標
の 3 つの領域に焦点を当てて，英語プレゼンテーション教授法について考察し，
事例から以下のことが議論された。1) 英語習熟度に関わらず，教師が意義と指導ステ
ップを再考する必要があること，2) 情意フィルターを軽減するような楽しい活動を
行うことで英語への苦手意識がなくなり，プレゼンテーション能力があがるこ
と，3) 身体活動を組み込んだ学習活動により非言語を含めたコミュニケーショ
ン能力にポジティブな効果があること，4) また高校での総合的なプレゼンテー
ション活動において受験に向けた知識学習にとどまらない英語運用能力につな
がる効果的な活動が可能であること。
しかし，山本が指摘したように学習者が受験に向けた知識学習偏重を望む場
合や，学習者が人前で話すことで大きな負担となる場合，知識偏重学習に慣れ
すぎていて人と英語で話すということに切り替えができない場合など，プレゼ
ンテーション教材の利用には限界がある。英語プレゼンテーションの重要性は
理解されていても，具体的な効果測定法が確立されていない現状では，教授法
も多様化してしまい，その結果導入も難しい。ルーブリック，タキソノミーな
どをより日本人学習者に適したものにする体系的な研究が今後も必要となろう。
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９月２５日（土）第１９０回月例研究会報告
「二言語教育法廃止以降の米国マイノリティ言語教育政策
—ラティーノとネイティブ・アメリカンの事例を中心に」
柳澤順一
芝浦工業大学工学部非常勤講師
1. はじめに
本研究発表の中心テーマは、連邦法である二言語教育法（The Bilingual Education Act of
1968）が下支えした米国マイノリティ言語教育政策の変遷と今後の展望である。具体的に
は 1968 年に制定された二言語教育法の成立過程、その運用と修正、2002 年の NCLB 法（No
Child Left Behind Act of 2001=落ちこぼれを作らない初等・中等教育法）施行に伴う同法
の廃止について、その歴史的プロセスを吟味した上で、NCLB 法施行後のマイノリティ言
語教育政策についての実態を述べ、その課題・展望を示すものだ。
特に二言語教育法の廃止については、1980 年代以降の英語公用語化運動やレーガン政権
以降の新自由主義的価値観を反映した教育改革が大きく影響したとされる。2000 年代以降、
マイノリティ市民に寛容とされる民主党政権に変わっても、二言語教育を復活させるよう
な動きは連邦レベルではほとんど見られない。
こうした中においても、州・地方政府・学区などの特別な事情に鑑み、二言語教育が細々
と続けられてきた経緯がある。とりわけ、近年の住民投票結果や地方裁判所判決などに基
づく憲法条項を逆手に取った二言語教育復活の動きは興味深く、今後のマイノリティ言語
教育政策の動向に何らかの影響を及ぼすと考えられる。
また、我が国においても 1990 年の入管法改正による日系ブラジル、ペルー人等の短期労
働者受け入れや、2019 年の改正入管法施行により、多くの業種で特定技能を持つ外国人の
雇用が可能になったことから、就労者の子弟に対する学校教育や言語教育のあり方が問わ
れている。こうした問題についても、米国二言語教育政策の研究成果をもとに若干の提言
を述べてみたい。
なお、今般の発表においては我が国マイノリティ言語教育政策にも言及するため、時間
的制約もあることから内容を一部変更し、ネイティブ・アメリカンの事例については割愛
する。
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2. 二言語教育法成立の背景
移民国家である米国では、建国以来、二言語教育は公立・私立を問わず各州の学校で広
く行われていた。クローフォードは、18 世紀半ばまでフィラデルフィアの私立校で多言語
による教育が実施されたこと、公立学校においても 1839 年以降、オハイオ州以下 12 の州
と属領が二言語教育を正式に認める法律を可決したことを報告している。米国では、教育
行政は憲法上連邦政府の専権事項ではなく、基本的に各州に委ねられているため、二言語
教育についても 1960 年代に連邦政府が介入するまで各州が独自に行っていたのである。だ
が、第１次世界大戦から 1960 年代にかけて、米国全体にナショナリズムや孤立主義が台頭
したことから、同教育が一転して否定される傾向がみられるようになった。カリフォルニ
ア州を例に取ると、ラティーノ子弟に対する二言語教育は 19 世紀後半のゴールドラッシュ
以降、縮小・廃止の傾向となり、彼らはアングロ系も通う公立学校で英語を教育言語とす
る授業を受けることが主流となっていった。
英語単一言語による学校教育環境下で、ラティーノ子弟の学業状況はどのようなものだ
ったのか。1960 年代のラティーノ子弟の中退率は高く、カリフォルニア州では生徒の半数
が８学年までに中退。全国調査でもアフリカ系が平均９年間の学校教育を受けたのに対し、
ラティーノは 7.1 年に過ぎなかった。こうした状況は、スペイン語を家庭言語とするラティ
ーノが、入学時に英語を全くあるいはほとんど知らなかったことに起因する。母語に依存
することをいっさい許さない“Sink or swim”という無益な二者択一の教育方式がもたらし
た必然的な結果であった。
こうした状況を変える出来事が 1960 年代に起こった。大きな背景として、（１）スプー
トニク・ショックで国際競争社会における外国語教育の必要性が認識された、（２）ラティ
ーノを中心とする移民が急増した、
（３）公民権運動によりマイノリティ市民の権利意識が
高まったことなどが挙げられる。直接的には 1959 年のキューバ革命により、同国から多く
の政治難民がフロリダ州に押し寄せるようになったことがきっかけである。彼らのスムー
ズな米国社会への同化のため、同州デイド郡の小学校で最初の 3 年間実験的な二言語教育
が行われた。1963 年から始まった正式なバイリンガル・プログラムは、毎日の授業の半分
はスペイン語、残り半分は英語で行われるもので、他州の学区でも二言語教育のモデルと
して取り上げるようになった。連邦政府とフォード財団の助成を受けた同プログラムは、
言語習得のみならず高い学力水準を維持するものとして、メキシコ系米国人組織の関心を
も引いた。彼らは、キューバ系と母語を同じくする他のラティーノ子弟の学力向上にとっ
ても同プログラムが有効と判断。法制化を求めてロビー活動に邁進する。結果、1967 年ま
でにフロリダ以外にもテキサス、ニューメキシコ、アリゾナ、カリフォルニアの各州で、
州政府の支援のもと二言語教育が実施されるようになった。
このような二言語教育の裾野の拡大に応える形で、まずケネディ兄弟等リベラル派の連
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邦議会議員が連邦法としての二言語教育法案に興味を示した。さらに教員経験を持ち、ラ
ティーノの貧困や言語問題に精通していたジョンソン大統領が、スペイン語話者の子ども
を救うこの法案を支持した。1967 年には同法案が議会に提出され、翌 1968 年、ジョンソ
ン大統領の署名により連邦法として成立。正式名称は連邦法「修正初等・中等教育法７編」
で、一般に「1968 年の二言語教育法（The Bilingual Education Act of 1968）
」と呼ばれる。
連邦議会は 1969 年度にバイリンガル教育関連予算 750 万ドルを計上し、2 万 6 千人の生
徒を助成するための 79 プロジェクトを支援。当初、支出は教育方法論を試す試験的プロジ
ェクトに限定されたものの、５年間で総計１億ドルもの支出を認めた。
3. 二言語教育法の運用と修正
二言語教育法案は上程当初、スペイン語を母語とする子どもたちの特別な教育要求に見
合った創造的なプログラム開発に連邦政府が財政援助することを想定していた。しかし、
実際の規定では「英語の能力が十分でない子ども」へと拡大解釈された。さらに、年収 3000
ドル以下及び社会保障を受けている家庭の LEP（=Limited English Proficiency）児童・生
徒を対象とする項目が設けられ、ラティーノに限らず貧困層を対象としたプログラムの意
味合いが深まった。結果として両院協議会を経て立法化された法案は、総花的で当初と大
きく異なるものとなった。
こうした最初の二言語教育法からその後どのように法改正がなされ、時代の要求に見合
うものへと軌道修正が図られたのか、以下に見てみたい。
（１）第１次修正（1974 年）
1974 年に行われた最初の二言語教育法改正では、まず二言語教育の定義が下された。具
体的には、教科学習において LEP 児童・生徒に対し、彼らの英語能力が不十分な間は「子
どもの母語による授業」を行うよう規定した。また、英語と母語の二言語を学ぶことや、
母語を学ぶ際に母文化にも配慮すべきことが定められた。英語の補償教育または母語のみ
の教育の奨励ではなく、二言語を用いた教科教育により二言語能力の育成を目指すことが
明確化された。
（２）第２次修正（1978 年）
1978 年の法改正は、1974 年のラウ対ニコルズ最高裁判決（中国系 LEP 児童の教育環境
改善を促すもの）を受けての法改正であったため、LEP 児童・生徒が英語のみのクラスで
授業についていけるまでの母語による教科指導や、第二言語としての英語特訓指導（ESL）
の提供を意識したものであった。また、二言語教育プログラムの範囲と規模を再度拡大す
るものであった。具体的には、
（１）二言語教育を受ける資格のある子どもたちの定義を明
確化し、
（２）年間２億ドルの予算に加え、その後の５年間に 5000 万ドルずつ同予算を増
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額することを決定した。
（３）第３次修正（1984 年）
80 年代のレーガン共和党政権時代は、米国が貿易・財政の「双子の赤字」に苦しみ、旧
ソ連との軍拡競争を加熱させた時代であった。教育分野では、財政赤字削減のため連邦教
育予算が大幅に削減され、マイノリティ教育の中核たる二言語教育も大きく影響を受ける。
こうした中、第３次二言語教育法改正では、LEP 児童・生徒たちが英語を学ぶ際、伝統的
な手段を取るか、効果があると証明された別の手法を取るかを各学区が選択できる柔軟性
が付与された。具体的には（１）移行的二言語教育、（２）開発的二言語教育、（３）特別
代替教育プログラム（イングリッシュオンリー・プログラム）の３種類が提示された。
（４）第４次修正（1988 年）
第２次レーガン政権の教育長官ベネットは連邦二言語教育政策を厳しく批判、17 年間で
17 億ドルを費やした同政策を成果が上がらぬ失敗であると酷評した。そしてそれまでのプ
ログラムに代わる、安上がりで即効性のあるものにしていく意向を示した。具体的には LEP
児童・生徒にとって、特別代替教育プログラムも二言語教育と同様に効果的であるとして、
同プログラムへの予算上限額を撤廃し、それまでの 4％から 25％まで認めることとした。
（５）第５次修正（1994 年）
90 年代にクリントン民主党政権が誕生すると、初等中等教育法の見直しにおいて、少数
言語の子どもたちの教育問題を改革の中に位置づけようとする動きが現れた。とりわけ二
言語教育法の改正においては、ケンジ・ハクタを中心とする研究グループの提言を受け入
れ、以下の３方針を明らかにした。
（１）全ての子どもに高い学力水準到達を保障する、
（２）
LEP にも高い学力を身につける機会を保障する、
（３）二言語能力維持による認知能力・社
会的適応性の向上と国家的人材の育成を行う。
上記の方針をもとに、初等中等教育法第７条の改正が行われ、二言語教育の対象年齢を 3
歳から 21 歳までに拡大した。
この時代に、クリントン以前の10年にも及ぶ新自由主義的教育改革から、マイノリティ
子弟の教育を受ける権利に配慮した改革へと若干の揺り戻しが起こったことは事実だ。だ
が、地方分権が原則であった教育行政に連邦政府が結果責任を求める形で介入を始めた時
代でもあった。
（６）第６次修正（1998 年）
第２次クリントン政権時代の 1998 年、二言語教育法は最後の改正を迎えることになる。
同改正は、LEP 児童・生徒の教育に多様な選択肢を用意することを謳っていたが、結果的
に母語による授業を削減する方向へ向かった。具体的には、生徒が二言語教育に参加でき
る年限を原則３年間とし、特別な場合にはさらに２年間延長できるというもの。９０年代
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以降、連邦政府が州政府を通じて各学区に結果責任を求めるという介入政策の流れは民主
党政権下でも変わらず、二言語教育以上に優先されたことで、同プログラム参加年限の削
減につながった。
4. 二言語教育法への批判の高まりと廃止（NCLB 法の制定）
1974 年以降６次にわたる修正を経て、二言語教育法は変化を遂げたが、廃止への萌芽は早
くも 80 年代半ばには生じていた。その端緒となったのが、1981 年、カリフォルニア州選
出のハヤカワ上院議員による、英語を公用語とする憲法修正案の連邦議会への提出である。
法案は否決されたが、ハヤカワは上院引退後の 1983 年、ロビー団体 US イングリッシュを
設立。英語を連邦及び州の公用語とすべくイングリッシュ・オンリー運動を展開した。そ
の背景にあるのは、特に 80 年代以降、移民の大半が第３世界出身者であり、人種・文化的
にも初めて遭遇するような人たちに主流国民が違和感を持ったこと。さらに人口構成比の
大幅なバランス変動により、主流国民たる白人たちの間に英語以外の言語に対する嫌悪感
や恐怖心が増幅されたこととされる。こうしたロビー活動が州及び連邦レベルでさまざま
な影響を及ぼし、選挙民による投票という実質行動に結びついて二言語教育法は廃案に向
かう。
具体的には、どのような経緯で二言語教育法は廃止となったのだろうか。全米の動きを
見る前に、まずはラティーノ人口比率が高く、不法移民数も群を抜くカリフォルニア州の
例から押さえておきたい。
カリフォルニアでは連邦二言語教育法及び 1976 年の州独自の二言語教育法により、学校
教育における言語の多様性が保障されていた。連邦法では二言語教育を奨励し、予算措置
を講じるだけであったが、州法は学区の責任を明確化。LEP 児童・生徒に対して具体的な
教育上の措置を取ることを目指した。ところが、1986 年にイングリッシュ・オンリー運動
の活動家たちから州の英語公用語化を求める法案・住民提案 63 号が提出され、住民投票に
より可決されたのを皮切りに同運動は激化。非合法移民への教育・医療サービス規制を求
める住民提案 187 号やアファーマティブ・アクション禁止を求める住民提案 209 号も相次
いで可決した。
1996 年になると全米でイングリッシュ・オンリー運動が活発化する。そんな中、ロサンゼ
ルスの小学校で起こったラティーノ保護者たちによる二言語教育ボイコット事件を契機に、
カリフォルニアでも二言語教育廃止を求める住民投票の下地が生まれた。IT 社長で億万長
者のアンズが「子供たちに英語を」というスローガンを掲げ、二言語教育廃止に向けた運
動を開始したのだ。彼の主張は、学校での教え方の稚拙さから移民の英語習得が成功しな
いというもの。アンズは資金力をバックに、二言語教育を廃止し全ての子供たちに英語に
よる教科指導を行うことを謳った「住民提案 227 号」を提出。同法案は 1998 年、住民投票
により可決した。さらに 2000 年にアリゾナ州、2002 年にマサチューセッツ州でも同様の
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二言語教育廃止法案が可決する。
イングリッシュ・オンリー運動に加え、カリフォルニア州では 1999 年に児童・生徒の学
力向上に関して、学校に一定の責任を課した公立学校アカウンタビリティ法が成立。学校
のアカウンタビリティを重視する政策へと転換する。クリントン政権の「アメリカ学校改
善法」以後、多くの州が連邦政府からの補助金を得ようと、教科内容基準の設定と学力テ
スト実施によるアカウンタビリティ制度の確立を模索する動きを見せていたが、それが波
及した形だ。
こうした流れを受け、ジョージ・W・ブッシュ政権時の 2002 年、それまでの連邦法「修正
初等・中等教育法」の全面的見直しがなされ、「落ちこぼれを作らない初等・中等教育法
（NCLB 法）」が制定された。これにより、公立校での二言語教育プログラムに対する連邦
予算からの財政支援の根拠が消滅し、二言語教育法は事実上終焉した。各州は子供が学ぶ
べきスタンダードを設定し、それに基づく学力テストを毎年実施して到達度の確認を行う
権限と責務が与えられた。また、LEP 児童・生徒は、同法が規定する９つのサブカテゴリ
ーの一つに区分され、州によるスタンダードに基づき年次基準到達度（Adequate Yearly
Progress=AYP）がチェックされ、結果を公表されるという競争システムの中に否応なく放
り込まれることとなった。
5. NCLB 法の制定と二言語教育廃止の影響
(1) NCLB 法と新自由主義的教育観
NCLB 法は 1965 年、ジョンソン政権が貧困との闘いの一環として法制化した「初等中等
教育法」の最新の再改定法で、その目的は不利な状況にある子どもたちの学力格差の是正
であった。
同法成立の根底に 80 年代以降の新自由主義的な教育改革思想があることは、周知の事実
である。合衆国における新自由主義教育改革の始まりは、レーガン政権時の 1983 年に発表
された連邦教育審議会報告書「危機に立つ国家」とされる。教育水準の全国的低下とそれ
に伴うグローバル経済下での国家の衰退を劇的に描いた同報告書の妥当性については、特
に教育関係者から多くの批判がある。だが、具体的な指標を基にアメリカにおける教育の
危機状況を示し、経済競争を担う優秀な人材養成のため、公教育を高水準の教育内容設定
を軸に見直すことを訴えたその内容は国民の間に一定の共感を呼んだ。
80 年代初頭の新自由主義教育改革は、連邦政府の社会福祉政策の全体的な軽量化の一環
として実施された。経済界の協力を取り付けた州知事らが強力なリーダーシップを発揮し、
「選択と競争」の原理に立った公教育改革を各州で推し進めていったのだ。教育現場では
卒業要件の強化、年間授業時間数・日数の増加、基本技能に関するテスト増加、より高い
教職基準などをトップダウン方式で設定。８０年代後半になると、教科内容基準に基づく
教育改革が登場。スタンダードに基づく経営モデルの教育界への導入である。同改革は「全
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米教育サミット」
（1989 年）の共同声明にも盛り込まれ、連邦・州の両政府が合意した国家
戦略となった。NCLB 法には全米学力標準の達成が目標として組み込まれ、基準をクリア
できない場合、学校と教員には「民営化」という厳罰も適用されるが、この頃にはそれに
繋がる流れが出来上がっていた。
90 年代になると、クリントン政権下で可決した「アメリカ学校改善法」の下、連邦政府
は州レベルでのスタンダード設定及び同基準の測定・評価を目的とするテスト政策の導入
を条件に、州政府への補助金を支給するようになる。
ところで、民主党政権は伝統的に弱者救済のための連邦の役割を重視し、共和党が標榜
する新自由主義に基づいた教育界への市場原理導入には反対の立場をとっていた。それが
なぜ、90 年代以降、教科内容基準の策定やテスト政策強化など新自由主義的教育改革への
舵取りをするようになったのか。大きな理由としては、90 年代からのアカウンタビリティ
重視の改革が実施される中で、児童・生徒の学力向上が民主・共和両党にとっての至上命
題となり、妥協の産物として両党が支持する改革案が浮上したことが挙げられる。穏健派
であったクリントンもアーカンソー州知事時代、アカウンタビリティ運動や教員・生徒に
統一テストを受容させることで州民の支持を得た。こうした成功体験も大きく影響した。
実際、第２次クリントン政権は全国統一学力試験の実施により学力水準向上を図る構想を
発表。これは直前の共和党政権によるスタンダード・ベースの改革路線を継承し、連邦政
府による州・学区の教育内容への干渉を意味した。民主党も、新自由主義的教育改革思想
から始まった 80 年代からの一連の改革の波の中で、学力向上という目標達成のために一定
の妥協をしつつ、超党派の教育改革法案可決に協力をせざるを得ない状況に追い込まれた
のである。
(2) NCLB 法の目標と運用上の特徴
ところで NCLB 法施行後、マイノリティ子弟に対する言語教育にはどのような変化があ
ったのだろうか。まずは NCLB 法の目標及び運用上の特徴等その概要について整理し、従
前の二言語教育に関わる部分の変更点を中心に述べてみたい。
NCLB 法の基本的理念は、人種・民族や社会経済的地位に関係なく、全ての子どもが質
の高い教育を受け、2014 年までに州による学力の基準に達するため、公正で平等な機会を
持つことを保障することであった。そのため各州は公立学校の児童・生徒を対象に読解、
算数・数学の 2 科目について独自の基準を設け、毎年標準テストを実施することで同法の
規定に応じている。
法律全体としては英語中心の教育政策が謳われており、LEP の母語スキル向上や多文化
理解などの項目については可能な範囲での実施に留まり、具体的な方策も示されなかった。
しかも標準テストの言語は英語であるため、学年相当の標準学力レベルに達していること
を証明するためには相応の英語運用能力が必要で、LEP 児童・生徒にとっては負担が大き
い。
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また、NCLB 法の学力評価方法について、統一テストに委ねるという一律的なやり方に
疑問の声も上がった。学習記録、ポートフォリオなど多様な評価を行う必要性があるとい
う主張である。さらに、NCLB 法は厳格なアセスメントを通じた結果の平等を重視したも
ので、一定期間に子どもの成績向上が認められなかった学校に対しては、
（１）親に対する
子どもの転校許可、
（２）補完的教育サービスの実施、（３）教職員の異動、
（４）閉校など
の厳しい処分もある。行政による教育現場の監視が強まり、学校の自治が侵害されている
という印象はぬぐいがたい。
それでは、マイノリティ子弟にとっては向かい風ともいうべき NCLB 法実施以降、二言
語教育プログラムは完全に排除されてしまったのだろうか。以下では、全米最大のマイノ
リティ集団ラティーノに対する二言語教育の実態を確認し、NCLB 法の下でどのような実
施状況にあり、どのような課題に直面しているのかを吟味する。
6. NCLB 法の下での二言語教育実施状況と課題
（カリフォルニア州ラティーノの事例を中心に）
(1) ラティーノ子弟への二言語教育の実施状況と課題
二言語教育廃止法案の法制化に伴い、カリフォルニア州では「英語を教授言語とする１
年以内の英語教育」の実施が求められることとなった。その結果、基本的に二言語教育を
受けられるのは「棄権申請（waiver）
」を認められた LEP 児童・生徒のみとなった。住民
提案 227 号可決によるカリフォルニア州法では、LEP 児童・生徒の母語を教授言語として
教科教育を行うことは原則認められないが、特定の条件を満たした場合に限って棄権申請
を受けることができるという規定があるからだ。そのため、提案成立後に二言語教育を受
けることができた者は減少傾向にあるものの、二言語教育プログラム自体が完全に消失し
たわけではない。だが、1998 年当時推定 140 万人とされた LEP 児童・生徒たちの大半が、
１年間だけの英語集中プログラムに参加し、次の年から普通クラスに入ることを余儀なく
されたのは事実である。
ところでカリフォルニア州が、NCLB 法以降もラティーノに対する二言語教育を継続的
に進めてきた理由は、NCLB 法に規定された結果責任を果たす上で、二言語教育が有効で
あると判断したこととされる。学校が州や学区当局と連携して取り組んだ結果、地域の特
殊なニーズに合わせた選択をしたのである。また、棄権申請を認める州法の下支えも二言
語教育プログラムが生き残る下地となった。棄権申請による二言語教育プログラムの受講
率についての最近の LEP の統計は、以下の通りである。カリフォルニア州 LA 統合学区の
例を見ると、同地区の 2009 年度の LEP 生徒数は 3 万 284 人（全体の 13.5%）。このうち、
母語での授業を希望する申し立ての 7951 件中、7901 件が認定され、認定率は 99.4%と高
い。さらにオルターナティブ・スクール（特色あるプログラムを提供する学校）の独自プ
ログラムとして二言語教育プログラムを提供する学校も存在し、主に英語母語話者の児
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童・生徒のニーズに応えてきた。こうした州の独自性が二言語教育の存続に一役買ってい
る。住民提案 227 号および NCLB 法以降、二言語教育を受ける LEP 児童・生徒の割合が
減少している事実に変わりないが、学習者のニーズに応える選択肢がなくなったわけでは
ない。
米国の全ての州がカリフォルニアと同じ状況というわけではないが、過去 30 年以上にわ
たり全米の公立校で展開された二言語教育プログラムは、今後も様々な形で存続する可能
性が高い。専門教員の養成機関、二言語教育の基盤である心理言語学・認知科学分野の理
論的研究、カリキュラム・教材開発等の実践的研究など同プログラムを支えてきた外的環
境や研究成果の蓄積が確実に存在するからである。
(2) カリフォルニア州における二言語教育の復活
昨今、NCLB 法等を通じて公教育のスタンダード化、中央集権化を目論む連邦政府に対
し、州教育省や学区が地域独自の教育ニーズに対応した動きを始めている。教育の地方分
権制を保障した憲法修正第 10 条を根拠に、
住民投票の結果や地方裁判所の判決力を持って、
州・学区の特殊事情に合わせた教育政策を策定するという戦略である。その一例が、2016
年に行われた二言語教育をめぐるカリフォルニア州の住民投票だ。
かつてカリフォルニア州では住民提案 227 号の可決（1998 年）により、二言語教育が原
則禁止となった。そのため、同住民提案可決前に 29.1%（1997 年）だった二言語教育受講
率は、10 年後には 4.9%（2008 年）にまで激減。公立学校のモノリンガル化は進行し、英
語を母語としないマイノリティ子弟は厳しい教育環境に置かれ続けることとなった。そん
な中、2014 年に州議会議員ララが二言語教育復活を目指し、
「グローバル経済に向けたカリ
フォルニア計画」なる法案を州議会に提出。彼はこれまでの二言語教育の成果を示す研究
報告資料を基礎として、さらなる州経済の発展に向け働くすべての人たちが適切な言語能
力・技能を保持すべきだと主張。同法案は 2014 年、多数派を占める民主党議員の賛成多数
で可決、提案 58 号として 2016 年、住民投票にかけられることになった。同提案は 73.5% の
賛成票を得て可決し、18 年ぶりに二言語教育が州レベルで復活した。その結果、公立校で
は提案 227 号の規定である１年間の ESL 教育の強制実施とその棄権申請についての規定を
撤回。ESL、二言語教育、その他の言語教育プログラムの中から LEP 児童・生徒が自由に
選択できる制度に変えた。また、州の予算措置としても、2017-18 年度の二言語教員養成プ
ログラム向けに 1000 万ドルが計上された。
このように、米国では連邦法の縛りを受けながらも、憲法条項を逆手にとった住民投票
や裁判所判決などの法的措置を頼りに、州政府・学区が地域のニーズに合わせた独自の教
育プログラム策定を行うことは可能だ。
7. わが国におけるマイノリティ言語教育政策の現状と課題
（在日ブラジル人子弟の事例を中心に）
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わが国のブラジル人在留者人口は、1989 年の「出入国管理及び難民認定法」の改定以降、
日系人とその家族に対して就労に制限のない在留資格が与えられるようになったことから、
2004 年には 28 万人にまで急上昇した。彼らは特定の地域に集住する傾向があり、製造業
の工場群が集積する愛知県豊田市、静岡県浜松市、群馬県太田市・大泉町などがその一大
拠点である。
当然のことながら、上記地域では大小のエスニック・コミュニティが形成され、ブラジ
ル人を対象としたエスニック・ビジネスが隆盛となっているほか、地域内の教会でポルト
ガル語のミサが行われる。コミュニティ内ではすべてポルトガル語の使用で事足りるよう
な生活環境だ。
それでは、こうしたブラジル人出稼ぎ労働者たちの子弟はどのような教育環境で母語維
持や日本語の習得をはかっているのだろうか。在日ブラジル人で日本の義務教育年齢に該
当する者は約 17,000 人で、そのうち約 7,500 人が公立学校に、約 2,500 人がブラジル人学
校に在籍しており、残る約 7,000 人が未就学・不就学状態にあると考えられる。以下では
（１）公立学校、
（２）ブラジル人学校に通う在日ブラジル人の子どもたちの実態や課題に
ついて簡単に紹介する。
まず、公立学校については、近年日本語指導が必要な子どもたちのための一定の指導体
制が整いつつある。ブラジル人が多数在籍する学校では、
（１）日本語教員の追加配置、
（２）
バイリンガル非常勤補助員の派遣、
（３）国際理解教育の一環としてのブラジル理解の時間
設定などの措置が取られるようになった。また、公立学校での指導用に JSL（第二言語と
しての日本語教育）のカリキュラム開発・作成も進められている。公立学校内に設置され
た日本語教室の課題としては、
（１）一定の期間学んだ者が「ところてん」式に卒業させら
れる、（２）同教室の授業時間帯が原学級の時間割に左右される、（３）日本語指導教員が
特別な教育を受けていない、などの課題が指摘されている。さらに、公立学校では日本語
教室は存在しても母語による教育が実施できないため学習達成が困難となり、高校への進
学率が低い状況だ。また、日本語教室を経て普通学級に戻った後は、急速に母語が失われ
ていくとともに、日本語による教育にも完全に適応できず、母語・日本語両方ともに不完
全なセミリンガル状況に陥る可能性もある。
次に、わが国のブラジル人学校の実態について言及する。現在のブラジル人学校数は 80
校で、そのうち本国教育省からの認可を受けているのが 50 校、わが国の各種学校の認可を
受けているのが４校である。授業はすべてポルトガル語で行なわれるが、週１回、日本文
化などの授業が日本語で行われる。母語と母国の文化を学べる点は親にとってもメリット
のはずだが、以下のような問題点も指摘されている。（１）学校教育法の定める正規の学校
でないため、自治体の援助や免税特権を得られず、授業料には消費税が課される。（２）同
校を卒業しても、日本の中高の卒業資格が取れず、高校・大学への進学が叶わない。現在
では卒業後、１年間補習校で学べば日本の高校・大学の受験資格が与えられるようになっ
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たが、両者のカリキュラムに整合性がないため、不可能に近い。
ただ、ブラジル人学校の中には、上記以外にも様々な就学形態を取り入れ、在日ブラジ
ル人家庭の多様で切実なニーズに応えようとしているところもある。
「託児・学童保育タイ
プ」と呼ばれる滋賀県内のブラジル人学校の取り組みは、公立幼稚園・小学校から託児・
学童保育への橋渡しをするものだ。この方式は、増加するブラジル人児童・生徒の受け入
れに苦労している周辺公立校の負担軽減にもなり、地域内での彼らの教育を補完する役割
を果たす可能性がある。
このように状況が改善されているとはいえ、公立学校、ブラジル人学校ともにさまざま
な問題を抱えており、それが高い未就学・不就学状態に直結しているのは事実である。
8. わが国マイノリティ言語教育政策への提言
米国におけるマイノリティ言語教育政策の分析結果を踏まえ、在日ブラジル人をはじめ
とする外国人子弟に対する教育政策について、以下に提言として示したい。
まずは、短期労働移民（出稼ぎ労働者）といえども国策として外国人労働者の受け入れ
を表明した以上、政府は教育面での特別立法措置をも視野に入れた対応をとるべきという
ことである。つまり、法的介入を含む言語教育政策の実施が欠かせない。特に、子どもた
ちが学校にも行かず昼間からふらふらしている状況や、15 歳未満にもかかわらず工場労働
者として雇われるような現状では、やはり法的正義の実践が優先されるべきであろう。外
国人の未就学・不就学児童や生徒に対し、日本国憲法に規定された「教育を受ける義務」
が適用されない現況は、長い目で見れば社会の不安定化に繋がりかねない。とりわけ 2019
年の改正入管法・難民法施行に伴い、今後相当数の外国人ブルーカラー労働者とその家族
が流入することを勘案すれば、
「義務教育」に準ずる学校教育を彼らに保障する何らかの立
法措置が必要となってくるだろう。
教育プログラムの観点からは、公立学校において JSL の完全実施やバイリンガル教員の
採用が望まれる。実際に、群馬県太田市の例では、2004 年に「バイリンガル教員制度」を
導入し、日本以外の教員免許を持つブラジル人教師や日本の教員免許を有する日系人教師
ら計８人を市費で雇用した。彼らは追加配置の日本語教師や日本語指導助手とチームを組
み、習熟度別に少人数制の授業を行なうことで在日ブラジル人生徒の高校進学率を改善さ
せた。これは米国において、スペイン語を母語とする有資格のラティーノ教員が公立校で
二言語教育に従事するのとほぼ同様の教育環境であり、今後も他の自治体に波及すること
が期待される。
最近では、多文化共生の学校づくりを進める横浜市が、2010 年から外国人児童・生徒向
けの日本語指導者養成講座を開始した。2018 年現在、同市内 121 校の国際教室で 9713 人
もの外国人児童・生徒の日本語学習需要に対応している。現状では、外国人人口、財政規
模ともに比較的大きな自治体であるがゆえに可能な政策とも考えられるが、自前の日本語
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指導者養成講座の設置や外国人補助指導員の採用は、今後一定の外国人人口を抱える自治
体にとってのスタンダードになっていくことだろう。
以上見てきたように、地方自治体でできることは、当然国策としても推進できるはずで
あり、法的下支えを含む言語教育政策として確立していくことが望まれる。

国際教育研究所令和 3 年第２回理事会報告
１． 日

時：10 月 10 日（金曜日）
午前 9:00～午後 9:00

２．場 所：理事各位の自宅
３．議 長：山岸信義
４．参加者：猪狩保昌、江口邦彦、慶山豊治、白石よしえ、瀬上和典、津田ひろみ
中西千春、山崎 勝、山本恭子、山野有紀、柳澤順一（50 音図順）
５．書

記：理事会メール会議では、交代による書記ではなく、理事会の方々の総意を踏
まえて、理事長の最終判断で、メール会議での総括をさせて頂きます。理事
会での最終的合意を得てから、全会員に理事会での審議結果
を報告させて頂く事になっています。

６．報告
【１】2021 年度の４月～９月までの国際教育研究所月例研究会が、多くの会員の皆様
方の参加者があり、充実した月例研究会が無事に実施されました。
2021 年 4 月 24 日（土）第 187 回月例研究会（15:00～17:00）Zoom 会議
テーマ：
「変革と創造の時代を生きる子どもたちのために小・中・高で求めら
れること」
講 師：池田勝久（文部科学省 初等中等教育局 英語教科書調査官）
2021 年 5 月 22 日（土）第 188 回月例研究会（15:00～17:00）Zoom 会議
テーマ：
「英語教師が学生に日本語作文を教えてみて分かったこと」
講 師：川﨑

清（文京学院大学名誉教授）

2021 年 6 月 26 日（土）第 189 回月例研究会（15:00～17:00）Zoom 会議
【パネルディスカッション】
ファシリテーター：中西千春（国立音楽大学）
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テーマ：：
「効果的なプレゼンテーション指導法についての考察」
１）理論編

２）実践篇

パネリスト：白石よしえ（近畿大学）
・豊田典子（新潟医療福祉大学）・
山本恭子（秀明高校）
2021 年 9 月 25 日（土）第 190 回月例研究会（15:00～17:00）Zoom 会議
司

会：平見勇雄（国際教育研究所理事・吉備国際大学教授）

テーマ：
「二言語教育法廃止以降の米国マイノリティ言語教育政策
―ラティーノとネイティブ・アメリカンの事例を中心にー」
講

師：柳澤順一（芝浦工業大学工学部講師）

コメンテーター：田中慎也（国際教育研究所副理事長・元文教大学学長補佐）
【備考】諸般の事情により、９月例会の司会者が、田中慎也先生から平見勇
雄先生になった。
【２】当研究所での今後の月例研究会と年次大会での開催予定の件
＜コロナ感染予防に重きを置き、年内はすべて Zoom 会議となります。）
１０月１日に、コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が解除されました。
その結果、当研究所の１０月の月例究研究会や１１月の年次大会では、オンラ
インによる Zoom 会議形式ではなく、対面式での通常の会場が使用出来る場所で
の開催の可能性につきまして、関係者を交えて検討しました。
その結果、日本政府の緊急事態宣言解除は、コロナウイルス感染拡大の終息宣
言ではなく、緊急事態宣言解除なので、再度コロナウイルス感染拡大となれば、
再び緊急事態宣言が繰り返される危険性があります。このような見極めが難し
い状況なので、大学側でも、オンライン授業から、対面式授業に切り替える決
断が長引いているのが現状です。
当研究所では、現在でも切り替えの判断が難しい現状を考え、会員や希望す
る参加者の感染予防を最優先する観点から、年内の行事予定は、理事長の判断
で、すべてオンラインによる Zoom 会議とすることになりましたのでお知らせし
ます。コロナウイルス感染拡大の終息宣言が出て、対面での月例研究会が開催
されて、会員の皆様方との再会が一日でも早く実現することを願っています。
（１）下記の１０月の月例研究会では、司会者が代わり、発表者が一人から二人にな
った。司会者の予定であった、中学校教諭の猪狩保昌先生が、高等学校教諭の
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猪狩

愛先生と同じテーマで、それぞれの授業実践発表をして頂くことになっ

た。司会は、副理事長の山本新治先生にお願いすることになった。

2021 年 10 月 23 日（土）第 191 回月例研究会（15:00～17:00）
司 会：山本新治（国際教育研究所副理事長）
テーマ：
「英語学習に意欲が無い生徒向けの授業方法」
―英語教育の警鐘―
講 師：猪狩

愛（都立東村山高校教諭）
、猪狩保昌（調布第四中学校教諭）

（２）下記の年次大会では、諸般の事情で、総合司会とシンポジウムのコーディネータ
ーが副理事長の田中慎也先生から、事務局長の平見勇雄先生に変更になった。
その後、長時間にわたる年次大会での司会者に個人負担が及ばないように、
講演者と提言者の交代ごとに司会者を割り当てることになった。
2021 年 11 月 27 日（土）2020 年度国際教育研究所年次大会案内
日

時：2021 年 11 月 27 日(土) 11:00～17:00

年次大会の全体テーマ：「英語教育を通して人を育てる」
開会の挨拶：山岸信義（国際教育研究所理事長）11:00～11:10
第１部：講 演 11:10～11:55
司 会：平見勇雄（国際教育研究所理事・吉備国際大学教授）
テーマ：
「英語教育を通して人を育てる」
講

師：山本新治（国際教育研究所副理事長）
休

憩：12:00～13:00

第２部（提言１～３）13:00～１５：５０）
提

言１： 13:00～13:50

司 会：川﨑 清（文京学院大学名誉教授）
（案）
テーマ：
「内的動機づけを重視した英語教育実践―盲学校での試み」
提言者： 山岸信義（国際教育研究所理事長）
提 言２： 14:00～14:50
司

会： 猪狩保昌（調布第四中学校教諭）

テーマ：「タスクで展開するコミュニケーション英語Ⅱの授業―日々精進する力の育成―」
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提言者：山下次郎（東京都立小金井北高等学校主任教諭）
提 言３：
「15:00～15:50」
司 会：山崎 勝（国際教育研究所理事：埼玉県立和光国際高等学校教諭）
テーマ：
「心理学を活かし自主性を育てる授業実践―大学での試み」
提言者：白石よしえ（国際教育研究所理事：近畿大学全学共通機構 准教授）
第 3 部：
「シンポジウム」16:00～17:00
シンポジウムでの全体テーマ：
「心豊かな人間的成長を促す英語教育実現を目指して」

コーディネーター：平見勇雄（国際教育研究所理事・吉備国際大学教授）
パネリスト：
山岸信義（国際教育研究所理事長）
山本新治（国際教育研究所副理事長）
白石よしえ（国際教育研究所理事）
山下次郎（東京都立小金井北高等学校主任教諭）
閉会の挨拶：平見勇雄（国際教育研究所理事・吉備国際大学教授）
【３】News Letter 第 86 号が 2021 年 10 月 23 日に発行予定となっており、巻頭言の他に、
６月と９月の月例研究会報告や理事会報告等がなされることになっている。
【４】創立３０周年記念 Newsletter 特集号の発行は、2021 年 11 月 25 日(木)を予定してい
ます。原稿提出締め切り日は、2021 年 10 月 20 日(水)であったが、10 日延長になり、
10 月 30 日（土）となった。この日までに、
「研究・企画運営委員会・創立 30 周年企
画 ・ 推 進 部 門 」 の 山 本 恭 子 主 任 （ pxa07512@nifty.com ） と 山 岸 信 義 理 事 長
（yyama300@mbd.ocn.ne.jp）の２人宛に原稿を添付ファイルでお送り頂くことにな
っています。原則として、会員全員の執筆が依頼されています。
1991 年の創立以来、
「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。
」との規約第三条に基づいて、教育界の第一線で幅広く活躍されている講師をお
招きして、月例研究会や他学会との共催セミナーなどを開催してきました。
現在企画されています「創立３０周年記念 Newsletter 特集号（冊子印刷）
」では、当
学会の上記の創立の目的を再確認し、コロナ禍後の社会の変化を見据えた教育改革に少
しでも貢献できることを目指す思いが共有できる誌面となればと願っています。
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幸い、当学会では、創立３０周年を迎えるこの年度に、学会員を主体とする学会運営に
舵が切り替わろうとしています。
そこで、今回の創立３０周年記念 Newsletter 特集号では、会員各自がそれぞれの分野
で取り組まれてきたことに触れて頂きながら、当学会との関わりで、記憶に残っているこ
とがある方は、是非その思い出や記憶を含めて、ご自分の教育への熱い思いをお書いてい
ただくことになっています。
会員全員の皆様方から、より望ましい教育を目指す夢や心に秘めておられる思いを自由に
ご執筆頂くことになっています。
当学会の歴史に残る「創立３０周年記念 Newsletter 特集号」が完成し、その内容を共有
する中で、会員同志の相互の理解と交流が深まり、当研究所の会員が、志を一つにして、
さらなる発展をし続けていけるきっかけになることが期待されています。原稿の上限は、A
４サイズ１０枚ですが、たとえ数枚でも可能な限りの枚数を１０月３０日までに、指定さ
れた者にメールの添付ファイルで送付することが求められています。
その意味でも、会員の皆様方全員にご執筆頂ければと願っています。
【５】当学会では、すでに概要はお知らせしていますが、２０２１年度から、新組織とな
り、１．
「研究・企画運営委員会」２．「紀要編集企画・査読運営委員会」 ３．「広報・企
画運営委員会」が発足し、それぞれの運営委員会には、その委員会を総括する
委員長が配属されることになりました。その後、実際の活動をする中で、紆余曲をたどり
ながら、各運営委員会に新たな役員を配置するなどして、次の規約第三条にある当学会の
活動目的実現の為に、創立３０周年を迎える記念すべき年に、三つの各運営委員会の横の
連絡を密にしながら、当学会のさらなる発展を目指して行くことになりました。第三条
（目的）には、「 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。
」と書かれてい
ます。従来は「日本人を養成する」との表現を「人を養成する」のように表現を修正し、
国籍や民族を問わず、地球にすむ人達を視野に入れたグローバルな視点から国際的に活躍
できる人を養成することを目指して行ける学会へと、さらなる発展を遂げていければとの
思いが、全会員の思いとなればと願っています。
それぞれの委員会の役割分担担当者から、協力を求められた時には、どうか快く、対
応して下さり、協力体制を作っていただければ幸いです。

国際教育研究所令和 3 年第２回理事会で配布された資料
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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」
）

事
会計監査

会 広報・企画運営委員会

務

（顧問・委員長「担当理事」

局
理事会

２０２１年度研究・企画運営委員会（運営方針・活動内容・役員・役割分担）
１．当学会の運営方針に基づいた具体的な取り組み内容
当学会の目的が書かれている規約第三条には、「 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。」と書かれている。過去３０年間は、このような目的実現の為に、
活動を継続してきている。

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。どの
教師にとっても、教師として、授業作りのための意識改革が必要になっている
ように思う。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
と思われる。従来の教える事が目的の授業から，学習者にとって学びを生むこ
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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していくことが求め
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
語教育に加えて他言語教育も含めて、幅広く考え，授業改善につながる諸課題
を，会員主体の月例研究会で発表し合い，協議を重ねながら，授業改善を通し
て，人間教育を重視していければと思っている。
このような方針を受けて、当学会の「研究・企画運営委員会」では、今まで
学会として積み上げてきたものを維持しながら、下記のようなテーマも視野に
入れながら、今後の月例研究会や年次大会等での活動をさらに充実したものに
なるように目指していく。
オンライン授業での ICT 活用を活かした授業改善、学習者の心と人格を大切
にした教育実践、「学習する空間づくり」を目指した授業実践、他

2. 研究・企画運営委員会での人員配置と役職別役割分担
（１） 顧問：楊達（副理事長：早稲田大学教授）
任務：コロナウイルス感染拡大終息後に、早稲田大学での月例研究会・
年次大会等での会場確保関連で、担当理事からの相談に応じて頂
く。
（２） 研究・企画運営委員会委員長：中西千春（国立音楽大学教授）
任務：研究・企画運営委員会の運営方針に基づいた研究・企画運営
に関するまとめ役として、顧問や理事長と相談しながら、担当
理事としての任務を果たす。
（３）

研究・企画運営委員会企画部門での担当者
主任：山崎

勝（埼玉県立和光国際高校教諭）

副主任：猪狩保昌（調布市立第四中学校教諭）
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担当委員：片山七三雄（東京理科大学教授）
猪狩
愛（都立東村山高等学校教諭）
慶山 豊治 BRITISH COUNCIL 公認留学カウンセラー
慶山 絢子 BRITISH COUNCIL 公認留学カウンセラー
任

務：① 各年度の月例研究会・年次大会での具体的な計画・立案
（学会としての活動方針の明確化、年間計画の作成、他）
② Zoom 会議の企画・立案
③

一般会場での開催にあっての準備（会場準備と運営）

④ 決定した活動内容を、広報・企画運営委員会の、広報担当者に
報道依頼内容を伝える。

（４）創立３０周年企画・推進部門での担当者
主

任：
副 主 任：
企画・推進委員：

山本恭子（都立東村山高校教諭）
毛利千里 （元都立高校教諭）
山本あゆみ（外資系保険会社勤務、同時通訳者）
山下次郎（都立小金井高校教諭）
山野有紀（宇都宮大学准教授）

任

務：

① 創立３０周年記念ニュースレター特集号（冊子印刷）を１１月に発行
② 会

員に応募規定を作成し、原稿依頼をする。

③ 北山印刷に印刷を依頼
事前に予算を確認した上で、150 ページ程度の冊子５０冊を注文
（５）

月例研究会・年次大会等での会場担当部門

主
任： 江口邦彦
副主任 ： 藤吉大介
会場担当推進委員：須田和也、竹下順子
任

務：コロナウイルス感染拡大終息後の、早稲田大学での会場準備
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１．顧問の楊達副担当理事との連絡を密にして会場準備をする。
２．来場者用に、会場までの案内掲示をする。
３．机と椅子を並べ、会場準備をする。
４．講師と連絡を取り、マイク、プロジェクター、スクリーン等の準備をす
る。
５．講師用に飲み物を準備する。
６．会計と連絡を取り、謝礼金を確認し、理事長又は会計担当者から、講師
に
謝礼金を渡して頂く。
７． 例会などが終了後は、会場の後片づけをする。
８． 例会終了後の懇親会を企画し、月例会終了後に,参加者に伝えて、
９． 希望者を確認する。
１０．例会などが終了後は、会場の後片づけをする。
１１．例会終了後の懇親会を企画し、月例会終了後に,参加者に伝えて、希望
者を確認する。
１２．懇親会会場を特定し、参加人数分の予約を取る。
2021 年度紀要編集企画・査読委員会：運営方針・活動内容・役員・役割分担
１．紀要編集企画・査読委員会での運営方針と目指していく具体的方針
当学会で発行する紀要は、国際標準逐次刊行物番号 ISSN
(International Standard Serial Number)を取得しており、国会図書館で閲
覧されているので、質の高い紀要発行が求められている。
2021 年度の第１回理事会議事録には、紀要編集企画・査読委員会での任務
として次のように書かれている。
① 2021 年度 国際教育研究所 紀要第 27 号・28 号合併号応募規定を作成
し、月例研究会や年次大会での講演者に紀要執筆依頼をする。
② 査読者用に、査読用評価基準を作成する。紀要編集委員会では、
その評価基準に基づいて、公平な審査を実施する。
③ 紀要原稿の模範となるフォーマットを作成する。
２．総会で承認されている 2021 年度以降の紀要編集委員メンバー構成・任務の課題
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（１）
【紀要第 27 号・28 号の合併号が、２０２２年３月に発行することになった。
（２）２０２１年度以降の紀要編集委員会組織と役割分担
（３）2021 年度より、津田ひろみ理事が、紀要編集企画・査読委員会担当理事に就任
する事が総会で承認された。また、2021 年度以降の紀要編集委員として、下記
のメンバーが総会で承認された。

【紀要編集委員会の役職とメンバー構成について】
紀要編集委員長

田中

慎也（元桜美林大学大学院教授）

紀要編集企画・査読委員会委員長

津田ひろみ（明治大学講師）

紀要編集副委員長

白石よしえ（近畿大学准教授）

紀要編集委員

平見

勇雄（吉備国際大学教授）

中西

千春（国立音楽大学教授）

柳澤順一

（芝浦工業大学講師）

川崎美智子
（インターナショナル「マリースクール」代表）

＜備考＞

当初、紀要編集委員として予定されていた、高知工科大学
名誉教授の明神千代先生が、お病気の為に退会された関係
で、代りに、川崎美智子先生に、紀要編集委員に加わって
頂く事になった。

３． 紀要編集企画・査読委員会での役割分担と任務
①

顧問：副理事長

田中慎也（元桜美林大学大学院教授）

②

紀要編集企画・査読委員会委員長：津田ひろみ（明治大学講師）
任務：紀要編集企画・査読運営委員会での運営方針に基づいた
編集企画・査読に関するまとめ役として、当委員会内の関係者、
顧問、理事長等と相談しながら、紀要編集企画・査読委員会委員長
としての任務を果たす。

③

紀要編集企画・査読委員会での紀要原稿依頼担当者
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査読委員長

：（田中慎也）

紀要編集企画・査読委員会委員長：津田ひろみ
査読副委員長
：白石よしえ
紀要編集委員
：平見勇雄、中西千春、柳澤順一

2021 年度広報・企画運営委員会：運営方針・活動内容・役員・役割分担
１．広報・企画運営委員会での運営方針と目指して行く具体的方針
当学会の目的が書かれている規約第三条には、「 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。
」と書かれている。広報・企画運営委員会では、この目的実現の
為に、少しでも貢献できる事を目指して行く。当学会の事業について述べられている
規約第四条には、 本学会の目的を達成するために行う事業として、次の３項目が書かれて
いる。
（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

広報・企画運営委員会では、上記の３項目を視野に入れて、当学会での活動内容の報道
機関への通達と学会の目的に添った、幅広い外部との交流促進に役立つ広報活動の企画
にも力を入れて、具体的な活動方針を打ち出して行く。

２．広報・企画運営委員会での役割分担と任務
（１） 顧問（山本新治副理事長）の任務
① 山本新治先生の人脈で、当学会の広報活動の幅を広げて頂く。
② 中学校・高等学校からの英語教員の参加者が少なくなってきているので、
東京都教育委員会で活躍された山本新治先生に、今までの人脈を活かして頂
き、当学会での月例会等への参加を呼び掛けて頂く。
③ その他
（２） 平見勇雄事務局長の任務
41

広報・企画運営委員会での運営方針に基づいた任務が、円滑に行えるように
する為の推進役として、顧問とも相談しながら、事務局長の立場からの任務を
果たす。各年度で、４回発行される Newsletter の編集と編集後記を担当する。

（３）広報・企画運営委員会での具体的な活動内容
１． 研究・企画運営委員会の創立３０周年記念企画・推進係と連絡を取り、
創立３０周年記念ニュースレター特集号（冊子印刷）が、１１月に発行
予定なので、会員への冊子郵送等で、広報・企画運営委員会で手伝う事を
研究・企画運営委員会の創立３０周年企画・推進部門での担当者に確認して、
任務を果たす。
担当者：川崎美智子（主任）、須田和也（副主任）
２． 紀要第 27 号・第 28 号合併号が、2022 年３月発行予定なので、
発行後に PDF 版の紀要第 27 号・第 28 号合併号を、全会員にメール送信す
る。
担当者：瀬上和典（主任）、川崎美智子（副主任）
３． 2021 年度発行の Newsletter （６月、10 月、12 月、翌年３月）発行に伴
い、全会員に、発行された PDF 版の Newsletter をメール送信する。
担当者：瀬上和典（主任）、川崎美智子（副主任）
４． Newsletter 編集後記の執筆は、広報・企画運営委員会の平見勇雄事務

局長の役割分担となる。
５． 北山印刷に依頼して、執筆者と保管用に発行する紙媒体の冊子２０部（紀
要第 27 号・第 28 号合併号）を、紀要執筆者に郵送し、残りを保管する。
担当者：川崎 美智子（主任）、須田和也（副主任）
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６． 紙媒体の紀要冊子２０部の印刷代金支払いの件では、会計担当者として、
北山印刷株式会社に印刷発行代金の支払いをする。また、学会での保管用
に５部を事務局に保管して頂く。
担当者：山本あゆみ（会計担当者）
７． 当研究所の紀要は ISSN（International Standard Serial Number、国際標
準逐次刊行物番号）を取得しており、国会図書館で閲覧されているので、
発行された紙媒体の紀要第 27 号・第 28 号合併号の 2 部を国会図書館に送
付する。
担当者：川崎 美智子
８． 大修館発行の「英語教育」の雑誌編集者に、2 ケ月前の各月の１０日まで
に、英語教育編集者宛に当研究所の活動予定の案内掲載を依頼する。
また、文部科学省と ELEC で、共同運営されている「えいごネット」にも
１ケ月前に、当学会での月例研究会と年次大会等の活動予定の案内掲載を
依頼する。
担当者：川崎 美智子
９． 会員名簿作成部署
会員同志の交流促進の為に会員名簿を作成する。会員の入れ替わりがある
ので、定期的に会員名簿の改訂版を作成する。
今後の課題として、会員名簿に、各会員の専門分野の情報を共有する
必要もあるので、名簿記載事項の要望のアンケートをとって、会員の要望
に合わせた名簿改訂版の発行も今後の課題として検討する。
担当者・慶山絢子（主任）、慶山豊治（副主任）
編集後記
コロナの感染者が激減しています。大変嬉しいことですが、なぜここまで急に減少して
いるのかが専門家でもはっきりしないという意見を聞くと、逆に少し不安な感じもしてい
ます。躍起になって減らそうとしていた時期に減らなかったわけですから、この後どうな
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るのか様子を見ながら徐々に以前の活動をやっていきたいと思います。
みなさんの原稿を拝見していますと英語といっても随分自分では知らないようなことが
あるなということをこの歳になっても実感しています。
また川﨑先生が私の本をお読み下さり紹介文をお書き下さるとは思ってもみなかったの
で最初見た時はびっくりいたしました。決して文章が上手なわけでもない本の内容をよく
ご理解いただいたことに感謝したいと思います。
今日は月例研究会です。また新しく視野が広がるきっかけができればという思いで参加
したいと思います。

（文責： 平見勇雄）
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