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英語学習動機づけ要因における自己像形成の位置づけ関係
－英語授業学研究の視点から－
氏名等は、見出し１行目から数えて５行目に配置、全体は 36 行で収まるようにお願いします。
余白は左右上下 35mm、ヘッダ位置は 15mm、フッタ位置は 25mm（いずれも「ファイル→ページ設定」で設定）
本文のフォントは、日本語が MS 明朝、数字・アルファベットは Times New Roman とします

鈴木政浩（西武文理大学） 阿部牧子（東京富士大学） 望月好恵（国際武道大学）
1 問題の所在
1.1 英語授業学研究
松畑(1991)は英語授業学研究を「すぐれた（英語）授業の体系化」と述べているが必ず
しも体系を示したとは言えない。これを受けて鈴木(2014)は，学習者・授業者の知見を集
約し分析した結果，長期的な授業の枠組を仮説として提案した（図 1）
。こうした枠組にも
とづく授業の成果や効果を検証することを授業学研究と位置づけている。鈴木の研究は楽
しさの要因をふまえた望ましい英語授業の枠組に限定しているが，その他の要因を踏まえ
た提案も可能である。本論文では，新たな枠組提案のために，自己像形成に焦点を当てる。
本章ではまず，第 2 言語習得環境における学習動機づけ研究について概観する。次に
2000 年代以降，理想 L2 自己形成（英語を使う自分を想定した理想自己像形成）に言及し
た先行研究についてまとめる。さらに，動機づけと自己像形成との関係から本研究の独自
性について言及する。
1.2 第 2 言語に関する学習動機づけ
学習動機づけ（以下，動機づけ）研究の領域では，統合的動機(integrativeness)と道具的
動機(instrumentality)がよく知られている。統合的動機とは，学習している言語を母国語と
する人々やその文化に近づきたい・同化(integrate)したいと思う価値観であり，道具的動機
とは，言語習得を功利的にとらえる（職業上有利になるなど）価値観である。これらの概
念を最初に導入した Gardner & Lambert (1972)の動機づけ研究は多くの研究者たちに影響を
与えたが，やがて統合的動機づけは議論の対象となった。統合的動機づけはもともと学習
言語を第二言語として学習する状況を前提に考えられており，例えば日本における英語学
習のように，外国語として学習する環境では統合的動機づけの適用は非現実的である。学
習者が同化したいコミュニティは身近には存在しないのである。さらに，社会がグローバ
ル化されネイティブとノンネイティブの境界があいまいになり，英語学習者がコミュニケ
ーションを取りたい相手は英語母語話者だけではなくなったのは、昨今の現状である。
Dornyei (2005)，Dornyei(2009)は，それまでの L2 動機づけ研究と教育心理学の成果など
を統合する形で L2 Motivational Self System（以下，L2MSS）を提案した。このシステムの
妥当性を検証した代表的な研究の 1 つが Taguchi, Magid, & Papi(2009)である。これらの研
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究は学習環境や文化の異なるアジア三か国間（日本・中国・イラン）の学習者の意識を比
較した。この研究結果は，L2MSS を構成する要素のひとつである理想 L2 自己(Ideal L2
Self)が，日本の英語学習環境において重要な概念であることを示している。
1.3 アジア三か国の学習者における L2 Motivational Self System の分析
図 2 は Taguchi, Magid, & Papi(2009)の L2MSS の枠組みにもとづいたモデルである。この
モデルは日本・中国・イランの学生を対象とした大規模な質問紙調査のデータを構造方程
式モデリングにより分析したものである。要因名を日本語にしたものを図 3 に示す。以下，
①から⑧までの番号は，図 3 の番号と対応する。
図 3 のモデルは，次の 2 つの自己像を想定している。
(1) ③ありたい自己像（Ideal L2 Self: 英語を使う自分を想定した理想 L2 自己像）
(2) ⑥あるべき自己像（Ought-to L2 Self: テストの成績や単位取得等，周囲の人たちから
の期待や必要に迫られて形成される自己像）
これら 2 つの自己像が， Criterion measures（積極的に学習に関わり努力を続けようとす
る姿勢：⑧学習推進意欲）に与える影響を示したものである。
このモデルから次のようなことがわかる。
(1) ①②→③のルート：
「③理想 L2 自己」は「①L2 文化に対する態度」と「②道具的動
機づけ」（能動的向上心：将来の職業や進路等に対する希望や見通しに関わる学習動
機）の影響を受けている。つまり L2 を使う国や地域の文化や人々，もしくは自分の
将来に対する前向きな態度が，自分が英語を使う場面を思い起させる。
(2) ④→⑥のルート：「⑥あるべき自己」は「④道具的動機づけ」
（受動的努力：テストの
成績や単位取得等外部からの必要にせまられて生じる学習動機）の影響を受けている。
(3) ③→⑦→⑧のルート「⑦英語学習に対する態度」に影響を与えているのは「③理想 L2
自己」である（③→⑦）。英語を使う自分の姿が英語学習に対する態度を高めている。
これが「⑧学習推進意欲」へとつながっている。
(4) ③→⑧のルート：また，「③理想 L2 自己」は直接「⑧学習推進意欲」にも影響を与え
ている。
(5) ⑥→⑧のルート：これに対して「⑥あるべき自己」は英語学習に対する態度を経由せ
ず，直接学習を進めようとする意欲につながっている。
1.4 日本人学生の特徴
次に，Taguchi et al. (2009)のモデルにおける，日本人学生の特徴を概観する。図 3 で太い
矢印（パス）と太字下線で示した数字（パス係数）が，中国・イランの学生とは異なると
考えられる部分である。日本人学生は①→③→⑦→⑧というルートで，学習推進意欲を高
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める可能性があることを示唆している。しかし②→③のパス係数は高いとは言えず，将来
の進路や職業に対する意識が「③理想 L2 自己」にはつながりにくいことも示している
(Taguchi, et al., 2009:86)。③→⑧のパス係数が低いが，③→⑦（ありたい自己→英語学習に
対する態度）と⑦→⑧（英語学習に対する態度→学習推進意欲）のパス係数が比較的高い。
日本の学生は中国・イランよりも「③理想 L2 自己」を育てることで英語学習に対する態
度が高まる可能性が高いと解釈することができよう。
1.5

L2 Motivational Self System の枠組にもとづく他の先行研究

Taguchi et al. (2009)の調査で使用された質問紙の作成過程は Dörnyei & Taguchi (2010)で詳
述されている。それと同一の質問紙を使って日本の大学で実施された調査として，教員養
成課程の学生を対象とした鈴木他(2010)や，工学部学生を対象とした Claro(2016)などが挙
げられる。本研究においても，多くの質問項目に関してこの質問紙を参考にした。
L2MSS にもとづく調査は，Taguchi et al. (2009)をはじめとし，国，年齢，性別や学歴の
異なる様々な対象者に対して実施されている。L2MSS は，外国語学習の動機づけの直接的
要因として Ideal L2 Self と Ought-to L2 Self および L2 Learning Experience の 3 要素を挙げ
ているが，そのうちの Ideal L2 Self に焦点を当てた先行研究が散見される。日本人学習者
を対象とした研究でも，Ideal L2 Self の重要性を指摘するものとして Ryan (2008)，
Ryan(2009)，Yashima (2009)などがある。
図 2 の Criterion Measures は，研究者によっては，学習の意図・努力，動機づけられた学
習行動などとも表現されるが，これに直接影響を与える要因数が L2MSS の 3 要因よりも
多くなる調査結果もある。Claro (2016)では，工学部 1 年生には Ought-to L2 Self は学習動機
を予測する要因ではなく，L2MSS に含まれる Ideal L2 Self と L2 Learning Experience に加
えて，Linguistic Self-Confidence（言語に関する自信）と Integrativeness（統合性）が加わり，
計 4 つの要因があったとしている。また，Ueki et al. (2015)では，英語圏に留学した日本人
大学生に対して留学前後で質問紙調査が行われているが，動機づけられた学習行動の要因
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図 1 楽しさの要因をふまえた望ましい英語授業の枠組
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図 2
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日本/中国/イラン
① L2 文化に対する
態度

.53/.37/.46
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② 道具的動機づけ
（能動的向上心）
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（受動的努力）
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④ 家族の影響
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.76/.47/.71

.50/.64/.59
図 3 日本人学習者の特徴

は，L2MSS の 3 要因に Self-efficacy （自己効力感）が加わっている。留学の前後では，
Ideal L2 self から伸びるパスの係数には有意な変化がなかったが，Ought-to L2 self について
は有意な上昇がみられ，Ought-to L2 self が影響力のある要因になる可能性も示されている。
このように，L2MSS の枠組にもとづく調査で，日本人学習者を対象とした調査も様々な
形で実施されており，知見が積み重ねられている。
1.6 本研究の独自性
1.4 で，日本人学生の特徴について述べた Taguchi et al. (2009)の調査は対象者に英語専攻
の学生を多く含んでいた。こうした学生は，あらかじめ学習意欲がある程度備わっている
ことが予想できる。
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また「英語学習に対する態度→学習推進意欲」への影響が強かった。日本の学習環境で
は「英語学習に対する態度」を育成する場は主として授業である。
以上の点から本研究の目的と独自性として次の 2 点を挙げる。
英語専攻ではない学生を対象とした質問紙調査を実施し，英語専攻以外の学生について
同様の結果となるかを分析する。
「学習推進意欲」を高める場としての授業が自己像形成とどのような関係にあるのかを
分析する。分析結果を踏まえ，将来的に自己像形成に焦点を当てた英語授業の枠組を提案
するための準備段階と本研究を位置付けたい。
2 方法と手続き
2.1 質問紙確定までの経緯
質問紙は主に Dörnyei & Taguchi (2010)を参考にして作成した。Ryan (2008)と酒井他
(2010)の質問紙からもいくつかの質問項目を抜粋して付け加えた。
本調査実施前にパイロットスタディーを実施した（執筆者が担当する授業の受講者 33 名
を対象とした事前調査）。対象者の学生の回答を分析したところ，Parental Encouragement
（家族の影響）や Fear of Assimilation（同化への恐れ）に関連する項目などはおしなべて低
い得点に偏っていた。こうした項目は本研究で対象とする大学生には不適切であると考え
削除した。本調査が対象とするのは，日本の大学で学ぶ学生であり，英語に対する苦手意
識が高い学生が多く含まれていることを考慮して，「自己効力感」に関わる項目など，独
自項目を追加した。質問紙は，フェイスシート部分も含めて 57 項目，回答は 6 件法であ
った。本論文では紙幅の都合で質問紙は割愛する。
2.2 対象者と実施期間
関東近県を中心とし，宮城県から広島県にわたる地域の全 15 大学・短期大学の学生
1163 名の協力を得た。うち欠損値を含むデータを除去し最終的に 1159 名のデータを採用
した。調査期間は 2016 年 10 月から 12 月であった。
３ 結果
3.1 因子構造
大学生の英語・英語学習に対する態度に関する調査票における 53 項目の平均値，標準偏
差を算出し，得点分布を確認した。天井効果が認められた 2 項目（質問 32，37）を除外し
残りの 51 項目を分析対象とした。
51 項目に対して 1 回目の因子分析（最尤法）を行った。固有値の変化(14.46, 3.07,
1.89,1.26)と因子の解釈可能性を考慮すると，2 因子構造が妥当であると考えた。そこで再
度 2 因子を想定し，主因子法・Promax 回転による因子分析を行った。その結果，十分な因
子負荷量を示さなかった項目と複数の因子に十分な因子負荷量を示した項目を除去し，そ
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の後 3 回同様の因子分析を行った。Promax 回転後の最終的な因子パターンと因子間相関を
表 1 に示す。なお，回転前の 2 因子で 51 項目の全分散を説明する割合は，47.14%であっ
た。信頼性係数を表 2 に示す。
3.2 二次因子分析を想定した探索的因子分析
2 因子構造で，それぞれの因子に多数の項目を含んでいたこと，項目間に有意な高い相
関を含む項目があったことから二次因子分析が可能であると考えた。二次因子分析とは，
1 つの因子に含まれる項目をさらに複数の因子に分けるという手法である。
表 1 の第 1 因子に含まれる質問項目のみで因子分析を行った（主因子法・Promax 回転）。
十分な負荷量を示さなかった項目および複数の因子に十分な負荷量を示した項目を除去し
た。その後 4 回，同様の因子分析を実施した結果，表 3 のような因子パターンとなった。
因子間相関を表 3 に示す。表 1 の第 2 因子に関しても同様の分析を行った。実施後の因子
パターンと因子間相関を表 4 に示す。信頼性係数は表 5 の通りであった。
４ 考察
4.1 第 1 因子の因子構造
表 3 に示す通り，F1-1 因子は 12 項目で構成されており，
「学ぶことは興味深い」「おも
しろい」「受講したい」
「もっと知りたい」など，英語学習に対する興味，意欲などを表す
項目が高い負荷量を示していた。そこで「興味・意欲」因子と命名した。F1-2 因子は 5 項
目で構成されており，英語を話すなど英語を駆使する自分を「想像できる」とする項目が
高い負荷量を示していた。同時に「周りの人たちが…期待している」ので英語を勉強する
“あるべき自己像”も含まれていることから，「自己像形成」因子と命名した。F1-3 因子
は 6 項目で構成されており，
「英語の授業」に満足し，楽しみにして勉強している内容の
項目が高い負荷量を示していた。そこで「授業参加志向」因子と命名した。
「自己像形成」因子は，「授業参加志向」「興味意欲」という 2 つの因子と同じ F-1 因子に
含まれた。これは自己像が主として授業で形成され，英語に対する興味関心がそれを後押
ししている可能性を示唆している。
4.2 第 2 因子の因子構造
表 4 に示す通り，F2-1 因子は 14 項目で構成されており，「英語圏」の人々や，「英語圏」
の映画・音楽などの文化に肯定的な感情を表す項目が高い負荷量を示していた。また，専
門や就職に関わる項目も含んでいたことから，
「異文化・将来志向」因子と命名した。
F2-2 因子は 4 項目で構成されており，「
（続け）れば，
（英語は）できるようになると思う」
という楽観的ともとれる意識を表す項目が高い負荷量を示していた。そこで「楽観・自信」
因子と命名した。
F2-3 因子は 3 項目で構成されている。質問項目 23 と 15 が高い負荷量を示しており，
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「勉強をしなければならない」理由が，悪い成績を取りはしまいか，卒業できないのでは
ないかと，不安を感じながら英語を勉強していることを表している。そこで，「不安」因
子と命名した。
4.3 先行研究の分類との比較
本稿では，複数の質問紙を採用したことから，まず因子構造の再現性という点から先行
研究との共通点を整理する。以下，表 6 をもとに考察を加える。
まず，先行研究の分類と共通点が認められる因子について分析する。
F1-2「自己像形成」因子には，
「ありたい自己」と「あるべき自己」の両方が含まれていた。
前述の Taguchi et al.(2009: 78-81)は，調査結果の分析で，対象者の置かれた社会的背景に言
及している。イランや中国の学生は，よりよい就職を目指し家族の生活を支えるという社
会的背景から，
「道具的動機づけ」
「あるべき自己」
（図 3 の④と⑥）が密接な関係にある
と指摘している。本研究の対象者である日本人学生にもこれに似た傾向があり，「ありた
い自己」と「あるべき自己」が同じ因子に含まれた可能性がある。
また大学進学に対する学生の心情も反映している可能性がある。たとえば，親の期待に
応えようとするあまり，進学動機も明確でないまま大学に入学してくる学生の複雑な意識
を垣間見ることができる。F2-2「楽観・自信因子」は追加項目である「Q11. 本気でやれば
英語はできるようになると思う」を含んでいる。これは先行研究における Linguistic Self-
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表 1 調査票の分析結果
Ⅰ
34. 英語の授業をいつも楽しみ
にしている。
30. 英語が話せる自分の姿を想
像できる。
14. 仕事やボランティアなどで
英語を使っている自分の姿
が想像できる。
51. 英語の勉強を楽しんでい
る。
21. 自分が外国人と英語で話し
ている状況を想像すること
ができる。
35. 周りの人たちが，私が英語
を習得するのを期待してい
るので英語を勉強する必要
がある。
27. 英語を身につけるためには
努力を惜しまない。
24. 英語の勉強はおもしろいと
思う。
33. 学校の英語授業だけで，英
語を話したり理解したりで
きるようになると思う。
19. 英語の勉強を一生懸命やっ
ている。
31. 遊びに行った場所やバイト
先で外国人がいたら，英語
で話しかける。
12. 将来，英語の公開講座など
が身近にあったら受講した
い。
13. 自分が将来やりたいことに
は英語が必要である。
54. 必修でなかったとしても，
英語の授業は履修した。
18. 英語を学ぶことは興味深
い。
26. 同じような意味の単語で
も，日本語と英語では微妙
な違いがあったりしておも
しろいと思う。
9. 誰かが英語で話しているの
が聞こえるとわくわくす
る。

8. 海外旅行をしたいので英語
を勉強する。
46. 英語圏から来た人たちにつ
いてもっと知りたいと思
う。
25. これまで受けてきた英語の
授業に満足している。
55. 英語の勉強に使った時間を
考えると，今の自分の英語
力はそれに見合っていると
思う。
42. 英語の映画やドラマは日本
語吹き替えでなく英語音声
で観る。
7. 英語のテストなどで間違え
たところは，なぜ間違えた
のか見直すようにしてい
る。

Ⅱ

0.89 0.22
0.87 0.15
0.86 0.21
0.85 0.10
0.82 0.10

0.78 0.26
0.73 0.05

32. 英語ができると自分の世界
が広がると思う。
37. 英語が話せるようになりた
い。
57. 英語がうまく話せたら，も
っと多くの外国人と知り合
いになれると思う。
36. 英語ができれば海外旅行を
楽しめるので英語は重要
だ。
40. 英語圏の国々に旅行したい
と思う。
5. 外国から来た人たちとコミュ
ニケーションを取るために
英語ができるようになりた
い。
11. 本気でやれば英語はできる
ようになると思う。
28. 他の文化の価値観や習慣を
尊重する。
41. 英語圏の映画やドラマが好
きである。
39. 英語圏（米国・英国・カナ
ダ・オーストラリアなど）
の音楽（ポップミュージッ
クなど）が好きである。

0.67 0.17
0.66 0.32
0.64 0.01
0.63 0.06

0.56 0.20
0.53 0.16
0.52 0.17
0.51 0.37

0.48 0.25

0.48 0.25
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0.46 0.30

0.46 0.38
0.45 0.06

0.44 0.00

0.43 0.12

0.42 0.15
0.24 0.93
0.08 0.88
0.06 0.82

0.02 0.76
0.02 0.74

0.06 0.69
0.08 0.63
0.03 0.61
0.04 0.58

0.08 0.56

56. もっと努力すれば英語をマ
スターできると思う。
43. 英語圏の人々が好きであ
る。
17. 英語が実際の会話でどのよ
うに使われているのかに興
味がある。
20. 英語の勉強を続ければ，た
いていの英語の文章を読ん
で理解できるようになると
思う。
29. 英語の勉強を続ければ，英
語で自由に文章が書けるよ
うになると思う。
16. 英語母語話者と話さなけれ
ばならないとしたら，不安
な感じがすると思う。
15. 英語の単位を取らないと卒
業できないので，英語の勉
強をしなければならない。

48. 専門分野についてもっと勉
強するとき必要になると思
うので，英語の勉強は重要
である。
44. 就職活動や将来の職場での
昇進のために，英語を勉強
しなければならない。
10. 異文化の価値観や習慣に関
心がある。
23. 悪い成績を取りたくないの
で，英語の勉強をしなけれ
ばならない。
因子間相関

0.17 0.56
0.21 0.55

0.28 0.54

0.17 0.50

0.21 0.49
0.31 0.47
0.33 0.45

表 2 信頼性係数
Cronbach’sα
Ⅰ

.94

Ⅱ

.93
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0.25 0.44

0.24 0.43
0.25 0.42
0.17 0.41
.70

表 3 第 1 因子の二次因子分析後の
パターン行列

18.英語を学ぶことは興味
深い。
12.将来，英語の公開講座
などが身近にあったら
受講したい。
24.英語の勉強はおもしろ
いと思う。
46.英語圏から来た人たち
についてもっと知りた
いと思う。
8. 海外旅行をしたいので
英語を勉強する。
9. 誰かが英語で話してい
るのが聞こえるとわく
わくする。
26.同じような意味の単語
でも，日本語と英語で
は微妙な違いがあった
りしておもしろいと思
う。
54.必修でなかったとして
も，英語の授業は履修
した。
7. 英語のテストなどで間
違えたところは，なぜ
間違えたのか見直すよ
うにしている。
27.英語を身につけるため
には努力を惜しまな
い。
13.自分が将来やりたいこ
とには英語が必要であ
る。
42.英語の映画やドラマは
日本語吹き替えでなく
英語音声で観る。
30.英語が話せる自分の姿
を想像できる。
14.仕事やボランティアな
どで英語を使っている
自分の姿が想像でき
る。
21.自分が外国人と英語で

F1- F1- F11
2
3
.90
.01
.06
.70

.26

.21

.69

.10

.32

.66

.17

.04

.62

.23

.10

.18

.07

.61

.56

.10

.29

.54

.08

.09

.48

.15

.26

.46

.19

.23

.45

.37

.11

.37

.19

.01

.06

.76

.10

.16

.73

.06

.11

.72

.07

話している状況を想像
することができる。
31.遊びに行った場所やバ
イト先で外国人がいた
ら，英語で話しかけ
る。
35.周りの人たちが，私が
英語を習得するのを期
待しているので英語を
勉強する必要がある。
34.英語の授業をいつも楽
しみにしている。
25.これまで受けてきた英
語の授業に満足してい
る。
33.学校の英語授業だけ
で，英語を話したり理
解したりできるように
なると思う。
51.英語の勉強を楽しんで
いる。
19.英語の勉強を一生懸命
やっている。
55.英語の勉強に使った時
間を考えると，今の自
分の英語力はそれに見
合っていると思う。

.01

.49

.23

.06

.42

.36

.09

.12

.69

.07

.12

.66

.33

.29

.62

.36

.05

.50

.26

.02

.46

.06

.12

.34

F1- F1- F11
2
3
F1-1 ― .65 .66
F1-2
― .54
F1-3
―

因子間相関
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表 4 第 2 因子の二次因子分析後の
パターン行列
F21
40.英語圏の国々に旅行
したいと思う。
41.英語圏の映画やドラ
マが好きである。
43.英語圏の人々が好き
である。
37.英語が話せるように
なりたい。
36.英語ができれば海外
旅行を楽しめるので
英語は重要だ。
39.英語圏（米国・英
国・カナダ・オース
トラリアなど）の音
楽（ポップミュージ
ックなど）が好きで
ある。
5. 外国から来た人たち
とコミュニケーショ
ンを取るために英語
ができるようになり
たい。
57.英語がうまく話せた
ら，もっと多くの外
国人と知り合いにな
れると思う。
17.英語が実際の会話で
どのように使われて
いるのかに興味があ
る。
10.異文化の価値観や習
慣に関心がある。
32.英語ができると自分
の世界が広がると思
う。
28.他の文化の価値観や
習慣を尊重する。
48.専門分野についても
っと勉強するとき必
要になると思うの
で，英語の勉強は重
要である。
44.就職活動や将来の職

.88
.82
.78

F22

F23
-.07
.07
-.13
.14
-.04
.08

.78

.01

.07

.76

-.01

.07

.76

-.10

.07

.63

.08

.06

.60

.20

.07

.60

.18

.04

.58

.10

.13

.58

.08

.22

.45

.21

.02

.45

.14

.13

.44

.13

.11

場での昇進のため
に，英語を勉強しな
ければならない。
20.英語の勉強を続けれ
ば，たいていの英語
の文章を読んで理解
できるようになると
思う。
29.英語の勉強を続けれ
ば，英語で自由に文
章が書けるようにな
ると思う。
11.本気でやれば英語は
できるようになると
思う。
56.もっと努力すれば英
語をマスターできる
と思う。
23.悪い成績を取りたく
ないので，英語の勉
強をしなければなら
ない。
15.英語の単位を取らな
いと卒業できないの
で，英語の勉強をし
なければならない。
16.英語母語話者と話さ
なければならないと
したら，不安な感じ
がすると思う。
因子間相関
F2-1
F2-2
F2-3
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-.13

.93

.03

-.02

.81

.01

.15

.67

.02

.22

.58

.01

-.03 -.06 .75

-.11 -.05 .74

-.01

.09

.32

F21
―

F22
.74
―

F23
.43
.45
―

表 5 二次因子分析後の信頼性係数(Cronbach’s α)
第 1 因子

第 2 因子

F1-1

.92

F2-1

.93

F1-2

.86

F2-2

.86

F1-3

.82

F2-3

.60

Confidence に相当すると思われる。F2-3「不安」因子も不安な気持ちに関わる項目が多い
という点で先行研究の分類と対応すると考えられる。
F1-3「授業参加志向」因子に関しては，英語学習への態度と学習努力に関する項目で構
成されている。先行研究における「英語学習に対する態度」や「英語学習における努力」
に相当する。この因子の特徴は，追加項目である「Q55 英語の勉強に使った時間を考える
と，今の自分の英語力はそれに見合っていると思う」が含まれていることである。これは，
次のような現在の大学における学生の意識と英語授業の実態を反映しているように思われ
る。
多くの大学では，1 クラスに英語が嫌い，もしくは苦手意識の強い学生が相当数存在す
るので，授業者は教材や課題の難易度を低く設定するよう配慮する。学生が「英語の授業
を楽しんでいる(Q51)」とか「英語の授業に満足している(Q25)」という意識は，難易度の
低さに支えられていることを反映しているかのようである。これは，鈴木(2014:141)の中高
大学生を対象とした質問紙調査に通じる部分がある。鈴木は，現在行われている授業は楽
しい段階でとどまっており，教材を通じて考えたり，英語が使えるようになる段階に至っ
ていないと指摘している。
これと照応するように，F2-1「異文化将来志向」因子は第 1 因子に含まれなかった。難
易度の高くない授業が多ければ，異文化を志向する授業を英語で学ぶ機会を十分得ること
は難しい。また，学生自身が異文化を志向する内容を英語で学ぶとすれば，授業は難易度
が高いと考えるだろう。F2-3「不安」因子が第 2 因子に含まれているのは，難易度の高く
ない授業を通じて英語力が向上するのだろうかという，学生の漠然とした不安意識のあら
われと解釈することができる。
第 2 因子に F2-2「楽観・自信」因子と F2-1 の「異文化将来志向」因子が含まれているの
は，異文化を意識した英語の授業は難しいかもしれないけれど，授業の課題がクリアでき
るのであればなんとかなるかもしれないという楽観的な意識の反映であろう。
次に先行研究の分類と共通する部分が少ないと思われる因子について分析する。
F1-1「興味意欲」因子および F2-1「異文化将来志向」因子は，比較的幅広い分類項目か
ら成る。こうした因子は F1-2 などの因子と異なり，因子構造の再現性が低い可能性がある。
その原因としては次の 3 点が考えられる。
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(1) 本研究における質問項目の不備
(2) 複数の質問紙から項目を採用しているため，因子構造が安定しない
(3) 対象者の違い
(3)に関しては，前述の Taguchi et al.の調査で対象とした日本人学生のうち半数以上が英
語専攻であり，こうした学生はもともと英語学習に関する関心度が高いことが予想できる。
本調査における対象者に英語専攻の学生はほとんどおらず(1.3%)，こうしたことから因子
構造の再現性が低くなったことが考えられる。
５ 本研究の限界と課題
本研究では探索的因子分析を行った。その結果第 1 因子にある自己像形成，授業および
英語学習に対する興味意欲について先行研究と一定の共通点があることがわかった。
今後は確認的因子分析を行い，モデルの適合度を確認する必要がある（図 4 実線部分）。
また，質問 45「英語が好きだ」等分析から除外された項目を従属変数とした共分散構造
興味意欲

英語が好き
だ
F1

自己像形
成

異文化将来
志向
F2

楽観・自信

授業参加
志向

不安

図 4 今後作成する確認的因子分析，共分散構造分析のモデル例
表 6 本研究における因子と先行研究における分類比較
第 1 因子
F1- 「興味意
1
欲」因子

F12

「自己像形
成」因子

F13

「授業参加
志向」因子

先行研究の分類
Attitudes toward L2
Community
Attitudes
toward
Learning English
Ideal L2 Self
Intended Learning Effort
Interest in the English
Language
Travel Orientation
学習方略使用
Ideal L2 Self
International Contact
Ought-to L2 Self
Attitudes toward
Learning English
Intended Learning Effort

第 2 因子
F2- 「異文化将来
1
志向」因子

F22

「楽観・自
信」因子

F23

「不安」因子
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先行研究の分類
Attitudes toward L2
Community
Cultural Interest
Ethnocentrism
Interest in the English
Language
International Contact
Promotion
Travel Orientation
追加項目
追加項目
Linguistic SelfConfidence
Prevention
English Anxiety

追加項目
分析を行うことも可能である（図 4 実線および点線部分）。
「英語が好きだ」につながるの
は F1 なのか F2 なのか，もしくはその両方なのか。両方であるとすればどちらの影響が強
いのか推定することができる。この 2 つの課題に取り組むことで，自己像形成を重視した
授業づくりの枠組を仮説として提案したい。
今後は英語授業学研究の視点にもとづき，
「自己像形成を重視した授業づくりの枠組」を，
長期に渡る授業づくりの提案へとつなげる。その後，実践によりその意義を検証する段階
へと移行することとなる。
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鈴木渉・Adrian Leis・安藤明伸・板垣信哉. (2010). 「日本人大学生の英語学習に対する動
機づけ調査―Dörnyei の L2 motivational self system に基づいて―」『宮城教育大学国際理
解教育センター年報』(6), 34-44.
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英語授業における思考力を育成する発問
Questions to enhance cognitive processes in English classes
氏名等は、見出し１行目から数えて５行目に配置、全体は 36 行で収まるようにお願いします。
余白は左右上下 35mm、ヘッダ位置は 15mm、フッタ位置は 25mm（いずれも「ファイル→ページ設定」で設定）
本文のフォントは、日本語が MS 明朝、数字・アルファベットは Times New Roman とします

中西 千春（国立音楽大学） 安藤 香織（中央大学）
1. 学校教育における思考力育成の重要性
近年，学校教育における思考力育成の重要性が高まっている。平成 19 年に一部改正さ
れた学校教育法では，第 30 条第 2 項において学力の重要な 3 要素として「基礎的・基本
的な知識および技能」，
「知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断
力・表現力等」，
「主体的に学習に取り組む態度」が示され，その後の学習指導要領ではこ
れらを育成することが示されている。平成 29 年の学習指導要領でもその流れは引き続き
受け継がれており，学校教育の課程全体を通して目指す資質・能力を，
ア「何を理解しているか，何ができるか（生きて働く「知識・技能」の習得）
」，
イ「理解していること・できることをどう使うか（未知の状況にも対応できる「思考
力・判断力・表現力等」の育成）」
，
ウ「どのように社会・世界と関わり，よりよい人生を送るか「学びを人生や社会に生
かそうとする「学びに向かう力・人間性等」の涵養
（平成 29 年 3 月公示 中学校学習指導要領解説 外国語編）
と説明している。つまり， ただ単に知識を身に付けているだけではなく，その知識を使
って思考・判断・表現ができ， それらを人生や社会に生かそうとすることができる人材
の育成が学校教育を通しての目標として掲げられている。
従来日本の学校教育では知識の習得に比重が置かれがちであった。その要因の一つとし
て入学試験が挙げられることが多い。実際， 「高大接続システム改革会議の最終報告」
（2016）では， 大学入学者選抜の課題の１つとして「知識の暗記・再生や暗記した解法
パターンの適用に評価が偏りがち」をあげている。しかし大学入学者選抜は 2021 年度入
学者選抜から大きく変わることが予告されており，この新しい大学入学者選抜の仕組みに
おいても思考力への注目が見られる。「高大接続システム改革会議の最終報告」（ibid.）で
は， 今回の改革の１つとして， 大学入学者選抜において， 「（1）十分な知識・技能，
（2）それらを基盤にして答えが一つに定まらない問題に自ら解を見出していく思考力・
判断力・表現力等の能力，
（3）これらの基になる主体性を持って多様な人々と協同して学
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ぶ態度」の 3 要素を重要視するという方針を示しており， 従来型の知識の暗記・再生の
問題を超えた， 知識を使って思考・判断・表現されるような問題が大学入学者選抜にお
いて出題されるようになることが予想される。これらの流れを受け， 学校教育における
思考力育成の重要性はますます高まっていくことが予測される。
2. Bloom の改訂版を使った認知プロセス領域
では，思考力を育成する授業とはどのような授業なのだろうか。思考力を育成するため
には，認知（思考）プロセスを明確にする必要がある。本稿では，Anderson & Krathwohl et
al. による“ A Taxonomy for Learning ， Teaching， and Assessing: A Revision of Bloom’s
Taxonomy of Educational Objectives”（2001）を使用して説明する。同書のタイトルを邦訳
すると『ブルームの教育目標のタキソノミーの改訂版：学ぶこと，教えること，評価する
ことについてのタキソノミー』となるが，本稿では，以下「改訂版」と記す。改訂版は，
1956 年にアメリカの教育心理学者，Benjamin Bloom が中心になって開発された“Taxonomy
of Educational Objectives: Handbook I: Cognitive Domain”（邦訳タイトル『教育目標のタキソ
ノミー：ハンドブック I：認知領域』
）を改訂したものである。オリジナルの Bloom のタキ
ソノミーは，高等教育の試験官がテスト項目や研究成果について話し合う際の共通の理論
的フレームワークとして開発されたが，改訂版は，一般的な初・中等教育の教師が教育目
標・活動・評価をデザインする際に活用できるように執筆された。一般的に，教育目標で
は「何を」学ぶかという内容に目が行きがちであるが，Anderson & Krathwohl et al. は内容
のみでなく，「どのように」学ぶかを表わされる「動詞」に注目したのである。彼らは，
教育目標における「動詞」を６つの認知プロセス領域 Remember， Understand ， Apply，
Analyze，Evaluate，Create に分類した（Anderson & Krathwohl, et al. , 2001）
。
６つの認知プロセス領域について詳述する前に，認知プロセスを促すことが何を意味す
るかについて触れておきたい。教師が授業でテキストの時代背景や文法の説明をしたり，
本文を読ませたり，単語を覚えさせるという活動（インプット）は，「認知プロセス領域
を促している」とは言わない。このインプット活動は，「考えさせている」のではなく，
知識を与えているととらえる。教師がアウトプットを求める時には，学習者は自分の記憶
（知識・体験）から取り出したり，発問に合うように新たに考え出す（図 1）
。この時に，
認知プロセス領域が促される。
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図 1 発問と認知プロセスの関係註 2
以下に，Anderson & Krathwohl et al. による認知プロセス領域の解釈を簡潔に示す
（pp.63-92）
。教師の発問により，記憶からそのまま取り出す時に，「思い出す」（Remember）
が促されるが，これはもっとも低次の認知プロセス領域と言われる。Remember のサブカ
テゴリーには，「認識する・一致させる」（Recognizing）と「取り出す」
（Recalling）がある。
「認識する・一致させる」とは，テキストに書かれている「～時代の年号」「～時代の特
徴」「～時代の主な芸術作品」などについて，その部分を探して抜き出すように求めるこ
とである。「取り出す」とは，それまでに習って，覚えた公式や単語を，記憶の中からそ
のままの形で思い出すことである。
「公式を書きなさい」や単語テストがこの例である。
「思い出す」Remember に対照して，残りの 5 つの認知プロセスでは，記憶からそのま
まの形で取り出すのではなく，「活用」や「応用」をすることが求められる（Understand，
Apply，Analyze，Evaluate，Create）。それまでに習ったことや体験したことを発問に応じて，
形を変えてアウトプットするのである。認知プロセス領域には，階層性があるとされ，
Remember がもっとも低次で，Understand，Apply，Analyze，Evaluate，Create の順に複雑で
高次になるとされる（ibid. p.5, pp.234-235）
。
Anderson & Krathwohl et al. は，学校や大学での教育において，Remember だけでなく，
活用をもっと強調すべきであると述べ，とりわけ Understand の重要性を解いている（ibid.
pp.70-76）。Understand とは，「習得された知識が既存の枠組みや認知プロセスのフレーム
ワークと統合すること」である。Understand

註1

には 7 つのサブカテゴリーがあり，それら

は，「解釈する・言い換える」，「例示する」，「分類する」，「要約する」，「推測する」，「比
較する」
，「説明する」である。
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Apply（応用する）とは，「与えられた状況である手順を実行したり，使用したりする」
ことであり，2 つのサブカテゴリー「実習を行う」と「課題解決をする」がある（ibid.
pp.77-79）
。実習は，すでに行うべき手順を知っていて，作業をすることである。課題解決
とは，最初はどの手順を用いたらよいか知らず，その問題を解決する手順を見つける作業
のことである。
Analyze（分析する）とは，「素材を構成要素に分け，ある部分が他の部分とそれぞれど
のように関係しているか，全体とどのように関係しているかについて決めていく」ことで
あり，「区別する」「要素間を組み立てて整合性のある関係を作る」「背景にある原因を探
る」の 3 つのサブカテゴリーがある（ibid. pp.79-83）
。
Evaluate（評価する）とは，
「基準や標準に基づいて判断を下すことである。サブカテ
ゴリーには，
「確認する：内部の整合性を判断する」と「批判する：外部の基準により判
断する」がある（ibid. pp.83-84）
。
Create（創造する）とは，「色々な要素を統合して機能的にまとまったものを創り上げ
る」ことであり，
「仮説を立てる」
「デザインする」
「創る」の３つのサブカテゴリーがあ
る（ibid. pp.84-88）
。Create には 3 つのプロセス，拡散・収束・実施フェーズがある。拡
散フェーズでは学習者がその作業を理解しようとして可能性のある様々な解決策を検討
し，収束フェーズでは解決方法を吟味し，実施可能な計画をつくる。実施フェーズでは
解決策を実行する。6 つの認知プロセス領域とその下位にある計 19 のサブカテゴリー
（cognitive processes（ibid. pp.67-68）を表１にまとめる。これを見ると，各認知プロセス
領域の動詞のサブカテゴリー数が 2 つから 7 つと，ばらつきがあることがわかる。続い
て，各認知プロセス領域とサブカテゴリーおよびサブカテゴリーと発問例を示す（表 2，
ibid. pp.63-92）
。
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Remember

Understand

Apply

Analyze

Evaluate

Create

認知プロセス
の次元

Exemplifying
例を出す

Interpreting

言い換える

認識する・一致させる

1.1 Recognizing

2.2

2.1
分類する

Classifying

2.3

批判する

要約する

推測する

Inferring

2.5

比較する

Comparing

2.6

記憶から取り出す

1.2 Recalling

Summarizing

2.4

説明する

Explaining

2.7

情報の背景を考える

4.3 Attributing

創り出す

6.3 Producing

手順を考えてやってみる

3.2 Implementing

情報間の関係を考える

4.2 Organizing

5.2 Critiquing

計画する

6.2 Planning

すでに知っている手順でやってみる

3.1 Executing

全体との関係で部分を区別する

4.1 Differentiating

チェックする

5.1 Checking

仮説を立てる

6.1 Generating

サブカテゴリー

表 1 認知プロセス領域（学生に求める思考力）とサブカテゴリー
Anderson & Krathwohl et al. （2001，pp.67‐68）より中西作成
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Remember

Understand

Apply

Analyze

Evaluate

Create

認知プロセス

チェックリスト

論理性

演繹法・帰納法

カテゴリー分け

矛盾探し

原因究明

分析する

区別する

構造解析する

証明する

調査する

探る・探す

実習

翻訳

イラスト

例証

図表

マインドマップ

予想

説明スピーチ

レポートShow & Tell

T/F

マッチング

多肢選択

訳す

言い換える

例示する

分類する

要約する

推測する

比較する

説明する

抜き出す

選ぶ

聞く

・緑黄色野菜を3つリストしなさい

・栄養素の特徴に線を引きなさい

リストする

・百人一首を書き写した後で，覚えなさい

下線を引く

書き写す

・音声を聞いて，そのとおりに言いなさい

・選択肢から適切なものを選びなさい

・テキストと設問を結びつけなさい

・テキストから，キーワードを抜き出しなさい

・原因と結果を説明しなさい

・時代ごとの特徴を説明しなさい

・タイトルからテキストの内容を推測しなさい

・キーワードを使って，要約しなさい

・単語を品詞（動詞，名詞，形容詞，副詞など）ごとに分類しなさい

・不定詞の副詞的用法の例をあげなさい

・図を描いて説明しなさい

・英文を読み，日本語に訳しなさい

・（実験方法を教えた後で）実際に実験をしてみましょう

・（方法を示さず）あなたのよく知っている場所がさらに有効活用される方法を考えなさい

暗唱・暗記する 音読

単語テスト

デモンストレーション

やってみる

繰り返す

・テキストから，トピックセンテンスとサポーティングセンテンスを見つけなさい

・問題点をあげなさい

・結論を読み，理由づけを考えなさい

・理由から結論を考えなさい

・事実と意見を区別しなさい

・チェックリスト（判断基準）をつくりなさい

・クラスメイトの発表について，評価表に基づいて，評価・コメントしなさい

実践・実験・演奏・演技 ・（方法を示して）ペアで交互にインタビューし，相手のプロフィールを書きなさい

活用する

あてはめる

ピア評価

批判する

・自分のレポートについて，チェックリストに基づいて自己評価しなさい

・テキストの主題文が適切であるかを判断しなさい

自己評価

・論文の結論が，実験データから導かれたものであるかを検証しなさい

判断する

モニタリング

検証する
・テキストに対して，賛成・反対の両方の立場から考えて，結論を述べなさい

矛盾探し

チェックする

説得スピーチ

仮説検証

仮説をたてる

・介護現場の問題点を見つけ，その問題を解消する，新しい介護ロボットを開発しなさい
・「現代学生の悩み」というテーマで，想像できる悩みを３つリストした上で，学生にアンケート調査し，そ
の仮説が正しいかどうか検証しなさい
・選挙演説を聞いて，候補者の主張が一貫（整合性）しているかをチェックしなさい

・メディアを使って，新しい作品（ビデオクリップ，ストーリー，ゲーム，広告など）を創りなさい

評価する

商品開発

開発する

例文
・「大学の節電」というテーマで，問題を分析し，新しい解決策を提案し，その実践を呼びかけなさい

批判的に考える ディベート

プロジェクト学習

改善する

活動例

問題解決

動詞

計画する

表 2 認知プロセス領域の動詞例・活動例・発問例註３

Anderson & Krathwohl et al.（ 2001，pp.63‐92）より中西・安藤作成

近年，CLIL 推進者たちが改訂版の示した認知プロセス領域の動詞を使って質問，タスク，
問題を分析したり，教育において，異なる認知プロセス領域を幅広く促すように勧めてい
る（Coyle et al., 2010; 池田，2011）。改訂版を使って発問の認知プロセスを分析した研究に
は，日本の中学校の英語テキストを対象とした平井（2014）や国際バカロレアの認定校の
英語テキストと日本の高校の英語テキストを比較した Kawano（2016）がある。安藤・中
西（2017），Nakanishi & Ando et al. （2017），中西（2018）は，大学の英語力初級向けのリ
ーディングスキル育成の教材（以下 RST）と批判的思考力とリーディングスキルの両方を
育成する教材（以下 CTT）の発問を比較してどのような認知プロセス領域を促すことを意
図しているかを調べている。Nakanishi & Ando et al. (2017) では，CTT（2 冊）と RST（3
冊）を比べて，これらの共通点はテキストの長さの平均が同じく 250 ワード程度であるこ
と，事実確認の発問が多いことを示している。相違点は，CTT の発問では 6 つの認知プロ
セス領域すべてが促そうとしているのに比べて，リーディング教材では 3 つの認知プロセ
ス領域にしか働きかけが行われていないことであった。この研究結果は，発問の作り方が，
どのような思考力を育成するかに直結することを示している。
3. 大学英語初級レベルクラスの課題
本稿で報告するテキストは都内の私立大学の初級レベル（大多数の学生が英検 3 級レベ
ル，数名が 4 級程度）のクラスで使用されたものである。大学によって状況は異なるが，
近年初級レベルの英語クラスに配属される学生にリメディアル教育（英検 4 級程度）を必
要とする学生が複数名含まれることがある。英語リメディアル教育というと，中等教育ま
での学習内容を大学生に対して通常授業内で再度行うことと勘違いされることがある。中
央審議会答申（2008）では実際リメディアル教育を「大学教育を受ける前提となる基礎的
な知識等についての教育」としているが，同時に「高等学校以下のレベルの教育を計画す
る場合，教育課程外活動として位置づけ，単位認定は行わない取扱いとする」としている。
そのため英語リメディアル教育を必要とする学生に対する高等学校までの学習内容の補
習・補完は学習サポートや入学前教育などの正規授業外活動として提供されることが多く
見受けられる。
しかし，英語リメディアル教育を必要とする学生の場合単位認定のない通常授業外での
活動への自発的・積極的な利用は限られがちなのが実情である。というのも，英語リメデ
ィアル教育を必要とする学生はそれまでの英語学習において何らかの失敗体験を経ている
者が少なくなく，「やったけどできなかった」，「分からない」，「英語が嫌い」，「やっても
できない」と自身の英語力や英語学習に対して否定的な感情を抱く傾向にある。その結果，
英語習得に対するニーズを感じてはいるものの，授業外で自主学習をしない傾向にある。
そのため，本来であれば正規授業外で提供しているリメディアル教育で習得すべき内容
を未習得のまま授業を受講するという状況が生まれ，英語力が大きく不足しているという
ハンディキャップを抱えたまま授業を受講する学生が複数名存在することは珍しくない。
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英語力が大きく不足している場合，授業内容も単調になってしまう危険性が高い。先述
の通り，Nakanishi & Ando et al. （2017）で分析した 5 冊の初級レベルのテキストではリ
ーディングテキストの文中から答えを見つける事実確認の発問「認識する・一致させる」
（Remember: Recognizing）が半数以上を占めていた。
しかし， 学習者の英語力が不足していても思考力を促す英語授業を行うことは可能で
ある。そこで次に，実際に大学で使用されているテキストの 1 ユニットを例に用い， よ
り多くの思考プロセスを促すという観点からの追加の発問・タスクの考案例を示す。
４．発問分析と新たな発問とタスクの考案
改訂版を使って，Oxford 社のテキスト English for Life：Intermediate の発問を分析する
（付録）
。リーディングテキストの“The 90/10 secret”
（p.7）は，「人生は自分の受け止め方
次第で変化する」と言う内容である。表 3 で，発問の動詞を中心に，認知プロセス領域に
沿って分析する。
大問１の Answer the questions. の動詞 answer は，小問 1，2，3 を見ると，本文から答え
の部分を見つけ出すという「認識する・一致させる」（Remember: Recognize）に分析され
る。大問 2 は，動詞 put~in と目的語 correct order が意図するのは 全体との関係で部分を
区別する「並べかえる」（Analyze: Differentiating）である。3a What was different? は，形容
詞 different が動詞に代わって，「全体との関係で部分を区別する」（Analyze: Differentiating）
と分析される。3b Do you think it’s useful? は 90/10secret が有用であるかを自己の知識や経
験と照らし合わせて，
「批判的に判断する」
（Evaluate: Critiquing）である。4a Tell a partner
about an event in your life when you reacted badly. は，自己の知識や経験を「思い出し」
（Remember: Recalling）
，「背景にある原因を探る」
（Analyze: Attributing）と分析される。4b
Write a new version of your story where you followed the 90/10 secret. では，新しい 90/10secret
を創る（Create: Producing）。
このテキストは少ない発問で，4 つの認知プロセス領域が促す配慮がなされており，バ
ランスの取れたデザインとなっている。このテキストの発問に教師がさらに認知プロセス
領域を促すとすれば，以下のようなものが考えられる（表 4）。Understand のサブカテゴリ
ーで，より多様な認知プロセスを促す発問を作り，Remember のサブカテゴリーの
Recalling を促し，正確さを求めることおよび，Evaluate：Checking で自己評価・ピア評価
を行わせる。このように，教師がテキストの発問を補うことで，より認知プロセス領域を
促す配慮ができる。
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表 3 The 90/10 secret の発問分析
発問番号
1
1
2
3

2
3a
3b
4a
4b

Questions
Read and listen. Answer the question
Who are the people in the story?
What did the girl do?
How did the man react?
in the A bad start version of the story
in the Did it have to be a bad start version
Put these events in the correct order for the bad start version of the story
Read the paragraph which askes Did it have to be a bad start? What was different?
What is the 90/10 secret? Do you think it's useful?
Tell a partner about an event in your life when you reacted badly
Write a new version of your story where you followed the 90/10 secret

表4

The 90/10 secret に加える新しい発問

発問例

認知プロセス

1

単語の意味を日本語で書く

2

テキストを要約する

3

good/bad versionにおけるEmilyの気持ちを比べる

4

4bで書いたエッセイを脚本に変更する

5

脚本を使って演技をし，クラスで発表する

6

クラスメイトの発表を要約する

7

脚本・発表を自己評価する

8

クラスメイトの発表を評価する

Remember
Understand
Understand
Understand
Remember
Understand
Evaluate
Evaluate

サブカテゴリー
Recalling
Summarizing
Comparing
Interpreting
Recalling
Summarizing
Checking
Checking

５．まとめ
本稿では，Anderson & Krathwohl 他（2001）の改訂版を活用して，思考力を育成する発
問について論じた。思考力の育成をするためには，まず，教師が 6 つの認知プロセス領域
とその下位にある 19 のサブカテゴリーについて学ぶ必要がある。これを学んだ上で，テ
キストの発問を見ると，発問で使用されている文章，特に「動詞」を見ることでどの認知
プロセス領域を配慮しているかがわかる。授業の目的に応じて，テキストに不足する部分
を補い，発問・タスクを加えれば，バランスよく「考える」学生の育成を目指すことがで
きると思われる。

註
註１ Understand に対する適切な日本語訳がないため，英語表記のままにする。
註２ イラストは http://www.pref.toyama.jp/sections/3009/hp/nohira-p4.jpg
を使用した（2018 年 1 月 26 日参照）。
註３ 表 2 の初出は，中西(2015)「思考力を育成する英語リメディアル教育を目指して」
日本リメディアル教育学会第 4 回関東・甲信支部大会である。これに加筆・修正を
した。
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グローバル人材育成のための英語授業実践の Bloom's Taxonomy による分析
氏名等は、見出し１行目から数えて５行目に配置、全体は 36 行で収まるようにお願いします。
余白は左右上下 35mm、ヘッダ位置は 15mm、フッタ位置は 25mm（いずれも「ファイル→ページ設定」で設定）
本文のフォントは、日本語が MS 明朝、数字・アルファベットは Times New Roman とします

斎藤裕紀恵（早稲田大学・明治大学兼任講師）
１． グローバル化時代の大学英語教育
急速に進むグローバル化の波を受けて、大学でもグローバル人材の育成が必要と言わ
れてからすでに数年が経っている。果たして大学の英語教育の現場でグローバル人材育成
は進んでいるのだろうか？依然として英語教育を通してグローバル人材育成を進めるため
には TOEIC などの外部英語試験を導入して、英語力を上げることが必要であると言われて
いる。その必要性を受け、多くの大学で授業に TOEIC コースが設定されている。しかしな
がら、学生の TOEIC のスコアを上げることが、学生のグローバル人材育成に繋がるのであ
ろうか。そのような疑問から筆者は文部科学省が掲げるグローバル人材の定義、国際バカ
ロレアの１0 の学習者像、English as a linga franca, English as an International Language, ヨーロ
ッパ言語共通参照枠（CEFR:Common European Framework of References for Languages）を参
考にグローバルコミニケーションの手段としての定義づけを以下のように行い、その定義
に沿った授業実践を行ってきた(斎藤 2015、Saito2017)。
English ability to think critically and objectively and convey our thoughts and ideas in an organized
manner through pair-work, discussion, and presentations as well as English ability to understand
other people and cultures and understand and convey our own cultures.
批評的かつ客観的に考え、ペアワークや、ディスカッション、プレゼンテーションを通し
て、自らの考えや意見をまとめて伝える英語力かつ、他国の文化を理解して、自国の文化
を理解して伝えることができる英語力
本論文ではこれまで行ってきた授業実践が実際に、上記定義に掲げる英語力を養うこ
とができるのかを客観的に振り返るために、Bloom’s Taxonomy を参照に分析した結果報告
をする。2020 年に大学入試制度が大きく変わり、英語 4 技能試験が導入され予定である
（2017a、文科省）。今後、英語 4 技能試験を経て入学した学生がさらに英語 4 技能力を伸ば
し続けるためにも、大学の英語授業改革への期待もさらに高まることが予想される。その
ため本論文では Bloom’s Taxonomy を参照に授業実践を分析しつつ、授業実践を 4 技能の
視点から振り返り、大学の英語教育でグローバル人材を育成するための視座を提供する。
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２． Bloom’s Taxonomy
1940 代から 1950 年代にかけて、米国の教育者が学生の学習目標を体系化するためにア
メリカで一連の会議が行われた。その会議の結果、体系化されたものが Bloom's Taxonomy
としてまとめられ、1956 年に本として出版された。その後 Anderson 等により改訂された
（Gerson2015）が、下記表は改定前と改定後の Taxonomy である(Anderson et at.2014)。

Knowledge

Separate

-Knowledge

Noun aspect

dimension

dimension

Verb aspect

Remember

Comprehension

Understand

Application

Apply

-Cognitive

Analysis

Analyze

process

Synthesis

Evaluate

dimension

Evaluation

Create

図 1：Bloom's Taxonomy 改定前と改定後の要約(Anderson et at. 2014)
図１の左には改定前、右は改定後の Bloom's Taxonomy である。図１が示すように大きく変
わった点は改定前には Knowledge と名詞表記だったものが、改定後には動詞表記となって
いる。また改定前には Synthesis に続き Evaluation が最後の項目となっていたが、改定後に
は Evaluation は Create の前に置かれている。その 2 点が顕著な変更点となっている。
Evaluation をどの段階で置くかに関しては議論の余地があるが、筆者自身は Evaluation を最
後の段階にすべきと考える。なぜなら Zimmerman の自己調整学習理論の周期的過程による
と予見段階、遂行段階、自己省察段階と 3 つの段階を周期的に経験することが自己調整学
習に繋がる。自己調整学習理論の最後の自己省察段階では学習の取り組みの自己評価、成
功や失敗の原因の考察を行い、その自己評価を次の予見段階で生かす周期的過程となって
いる。筆者自身は学習の最後の段階で自己評価を行い、その自己評価を次の課題に生かす
ことの重要性を鑑み、上記で挙げた英語をグローバルコミニケーションとしてのツールと
して学ぶコースカリキュラムを作成する際には自己調整学習理論を参考にした。そのため
本論文でも Evaluation が最後の項目として位置付けられている改定前の Bloom’s Taxonomy
を 参考 にす る。 ま た論 文の 以降 の部分で は knowledge( 知 識 ) 、 comprehension( 理解 ) 、
application(応用)、analysis(分析)、synthesis(統合)、evaluation（評価）と日本語訳を含める。
３．大学入試への 4 技能入試導入
文部科学省は 2020 年より 4 技能型の外部英語資格試験を、現行の大学入試センター試
験の英語入試の代替として導入することを発表した（2017a、文科省）。現在の学習指導要領
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では授業は英語を用いて行うことを基本として、英語 4 技能の総合的育成を求めているが
（2017a、文科省）、英語教育改革がなかなか進まないことが背景にある。
現在の大学入試英語が変わらない状況では授業を英語で行うことにも限界があると、
現場で指導する英語教師も指摘している（2015 Saito、2016 Saito 、2017 斎藤）。文部科学省
が、2016 年に実施したアンケート結果によると、授業における英語担当教員の英語使用状
況は、「発話をおおむね英語で行っている（75％以上）
」が 11.0%、「発話の半分以上を英語
で行っている(50%～75%)」が 34.0％であった（2017b、文科省）
。現学習指導要領が実施さ
れた 2012 年よりすでに 5 年が経過するが、依然として半数以上の教員が英語の授業の半分
以上を英語で行っていない。
大学入試改革は、学習指導要領変更後も変わらない高校での授業実践を改善し、生徒
の英語コミュニケーション能力向上を目指す目的もあり、いわゆる Washback 効果を期待す
るものでもある。Washback 効果はテストが指導に与える影響であり、肯定的な Washback
は口述部分のあるテストの影響を受けて、教室内の授業を変えるのが一例である(Backman,
1990)。
また文部科学省によると、英語 4 技能入試は大学でのグローバル人材育成の取り組み
など大学教育改革にも寄与することにもなる（2017a, 文科省）
。2020 年から導入される英語
4 技能入試によって、大学に入学する学生の英語レベルが上がる可能性もあり、大学でも高
大連携の視点からも、大学生の英語 4 技能向上をさらに目指す授業を提供することがます
ます期待されるだろう。
４． グローバルコミニケーションとしての英語指導実践
現在、筆者は英語力が TOEIC レベルで平均 200 点から 400 点の低レベルの学生が所属
するクラスから、平均 760 点以上の高レベルの学生が所属するクラスまでと幅広い英語力
をもった学生を 3 大学で指導している。本節ではその 3 校中、2 校で行った４つの授業実践
を報告する。1 つ目の大学では、上記に掲げたグローバルコミニケーションのツールとして
の定義を、コースの目的としてシラバスにも載せ、学生にもその定義をコースの目標とし
て明示して進めてきた。まずはその大学で行った英字新聞を使った活動、日本の事情を伝
えるためのプレゼンテーション、問題解決提案プレゼンテーションという 3 つの実践活動
を報告する。次に別の大学の TOEIC クラスで、帯活動として取り入れた学生による TED
Talks プレゼンテーションについての活動報告をする。
4. 1 新聞記事を活用したディスカッション
新聞記事を活用したディスカッションを導入したコースは大学 1 年の総合英語のクラ
スで、学生の英語レベルは中級レベルであり、30 名の学生が在籍していた。定義にある「批
評的かつ客観的に考え、ペアワークや、ディスカッション、プレゼンテーションを通して、
自らの考えや意見をまとめて伝える英語力」を育てるために新聞記事を活用したディスカ
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ッション活動を導入した。まずはディスカッションを準備するために学生に A4 用紙 1 枚を
配布した。その A4 用紙は読んだ英字新聞の記事を貼り、要約・グループディスカッション
用質問・ディスカッションの要約を書くことができるようになっている。その用紙を配布
して、翌週までに英字新聞を読み、要約とディスカッション用質問 1 問を書いてくるよう
に指示を出した。授業当日、学生は 4 人から 5 人のグループとなり、1 名ずつ自分の用意し
た英字新聞の要約を伝え、その後用意したディスカッション用質問に対する意見をグルー
プの他のメンバーに聞いた。授業開始の約 20 分をその活動に充て、各発表者は 4 分から 5
分の発表時間があった。20 分後、時間を数分取り、配布した A4 用紙に他のメンバーから聞
いた意見をまとめるように指示をした。
この活動を通して、学生は他のメンバーに自分しか知らない情報を伝える場合も多く、
熱心に英字新聞の要約を伝えていた。ディスカッションの際も、渋谷のハロウイーンの日
の騒ぎを伝えた後、街中でハロウイーンパーティをするのはどうかなど馴染みのある質問
に関しては自分の意見を積極的に述べていた。経済や政治問題など馴染みのないトピック
に関する質問には意見を持つこと自体が厳しいようだった。この点は授業内でも学生が幅
広い知識を持てるように様々な話題を提供する機会を設ける必要性を感じた。
以下は上記活動を Bloom’s Taxonomy を参照に分析したものである。下記表 1 では左
から 1 から６の番号が活動の順序、活動内容、4 技能分類、Bloom’s Taxonomy による分類
を示す。
活動順序

4 技能分類

活動内容

Taxonomy 分類

１

英字新聞を読む

リーディング

knowledge（知識）

２

英字新聞の要約

ライティング

comprehension（理解）

３

ディスカッション用質問の用意

ライティング

application(応用)

４

グループ内で要約の発表

スピーキング

application(応用)

５

グループ内で意見を聞きまとめる

リスニング

synthesis(統合)

ライティング
６

ディスカッション用質問への意見

スピーキング

analysis(分析)

表 1．新聞記事活動の Taxonomy と 4 技能分類
この活動は英字新聞を読むリーディング活動から始まり、記事の要約やディスカッション
用質問の準備のライティング活動、クラス内で要約のスピーキングによる発表、他のメン
バーの意見を聞きまとめるリスニングとライティング活動、最後にディスカッションのス
ピ―キング活動があり、4 技能統合型の活動となっている。また Taxonomy の分類でも一番
底辺の Knowledge(知識)下位思考スキルの活動から始まり、analysis（分析）の上位思考スキ
ルの活動となっている。しかしながらこの活動は授業始まりの最初の 20 分ほどで帯活動と
して導入した活動であったため、最後の evaluation(評価)を入れることができなかった。そ
の点がこの活動の今後の改善点であろう。
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4. 2 日本を伝えるプレゼンテンショーン
この実践を行ったコースは上記 4.1 と同様に 30 名の学生が在籍した大学 1 年の中級レ
ベルの総合英語のクラスである。この実践は定義にある「他国の文化を理解して、自国の
文化を理解して伝えることができる英語力」を養う目的で導入した。このクラスには留学
生も数名いたが、留学生にとっては「他国の文化を理解」、日本人学生にとっては「自国の
文化を理解」するきっかけにもなる実践であった。
この「日本を伝えるプレゼンテーション」では各グループが日本の最新ニュース、日
本の社会問題、日本の文化の 3 つのテーマからなるプレゼンテーションを行った。具体的
にまず 4 名もしくは 5 名のグループを構成して、そのグループ内で日本の最新ニュース、
日本の社会問題、日本の文化の 3 つのテーマの中で、各テーマに関して何を取り上げるか
を学生に相談させた。例えば 1 つのグループでは最新ニュースとしては AKB48 の総選挙の
結果、日本の社会問題に関しては保育所に幼児が入ることができない待機児童の問題、最
後の日本文化に関しては和菓子を取り上げていた。3 つのテーマを入れることで関連性がな
いプレゼンテーションを行っている印象にもなり兼ねないが、この「日本を伝えるプレゼ
ンテーション」の目的は、現在、大学に通う留学生に向けて日本の今、問題点、文化を端
的に伝えて、日本に興味を持ってもらうことであり、その目的に関しても学生に事前に周
知しておいた。
グループプレゼンテーションの準備前には効果的にプレゼンテーションを行う方法に
ついても授業の中で紹介した。学生が将来、英語をグローバルコミニケーションのツール
として使うためには、定義にある「プレゼンテーションを通して、自らの考えや意見をま
とめて伝える英語力」を身に着けることが必須となってくると考える。効果的なプレゼン
テーションの方法として紹介したものは、Introduction, Body, Conclusion からなるプレゼンテ
ーションの構成、アイコンタクト・ジェスチャー・姿勢・顔の表情などのボディランゲー
ジの効果的な使い方、声の大きさ・抑揚・スピードなどの話し方である。また同時にパワ
ーポイントスライドの作成法とそのスライドを使用してわかりやすく伝える方法について
も紹介した。
この活動は、学生が自ら日本の最新ニュース、日本の社会問題、日本の文化を調べて、
英語で発信する機会となった。また各グループからは異なったトピックに関するプレゼン
テーションが行われ、聞く学生にとっても他のグループから学びを得る良い機会となって
いたようだ。また留学生の 1 人は伝統的な日本の建物について調べて、ふすま、障子など
日本人学生にとっても説明が難しいような内容を紹介していた。今回の活動はクラス内で
終了したが、
「大学に通う留学生に向けて日本の今、問題点、文化を端的に伝えて、日本に
興味を持ってもらう」というこの活動の本来の目的のためにも、実際に留学生を招き、プ
レゼンテーションを聞いてもらうことを今後の改善策として挙げる。
2.1 で提示したようにこの日本を伝えるプレゼンテンショーンの活動を Bloom’s
Taxonomy を参照に分析したものを下記表 2 で示す。
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活動順序
１

4 技能分類

活動内容

効果的なプレゼンテーションの仕 リスニング＆
方の指導

２

knowledge（知識）

スピーキング

グループで 3 つのテーマについて リスニング＆
議論

３

Taxonomy 分類

analysis(分析)

スピーキング

3 つのテーマについて情報収集と リ ー デ ィ ン グ ＆

synthesis（統合）

まとめ

ライティング

４

グループプレゼンテーション

スピーキング

５

他のグループプレゼンテーション リスニング

analysis(分析)

を聞いて評価

＆evaluation(評価)

グループプレゼンテーションに関 ライティング

evaluation(評価)

６

application(応用)

して自己評価
表 2．日本を伝えるプレゼンテ―ション活動の Taxonomy と 4 技能分類
効果的なプレゼンテーションの仕方に関して、学生が英語で行われる講義を聞き、講義で
学んだことを自己紹介等のスピ―キングで始まった活動は、グループ内での議論、情報収
集やまとめをリスニング、スピーキング、ライティング活動で行った。実際のプレゼンテ
ーションではスピーキング、他グループのプレゼンテーションを聞くリスニング活動、ま
た終了後は他グループの評価と自己評価をライティング活動で行い、4 技能すべての技能を
使う活動となっていた。また Taxonomy の視点からの分析でも knowledge(知識)の低次思考
レベルの活動から、Taxonomy の最後の段階の高次思考レベルの活動と繋がる活動となって
いた。他者評価と自己評価を含んでいた点では客観的な評価ができた可能性があるが、今
後さらに自己評価を学生が客観的にできるようになるためにも、プレテンテーションを動
画撮影したものを、学生が自ら観て、分析する等の機会を設ける工夫が考えられるだろう。
4. 3 問題解決提案プレゼンテーション
この実践を行ったコースは上記 4.1,4.2 と同様に 30 名の学生が在籍した大学 1 年の中
級レベルの総合英語のクラスである。この実践は定義にある「批評的かつ客観的に考え、
ペアワークや、ディスカッション、プレゼンテーションを通して、自らの考えや意見をま
とめて伝える英語力」を養う目的で行った。またプレゼンテーション後にはさらに批判的
かつ客観的に考え、自らの考えや意見をまとめる目的で、プレゼンテーションの内容に基
づき、最終課題として 500 語以上のエッセイ提出を課した。
4.1 の活動として紹介した新聞記事を活用したディスカッションを通して、学生は日本
や世界の社会問題に興味を持ち始めていたが、この実践活動ではさらに世界の社会問題に
関心を持ち、その社会問題に対して批判的かつ客観的に考え、自らの考えや意見を伝える
力を育成するために行った。具体的にはまずグループを作り、グループメンバーとともに
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世界にある社会問題について意見交換を行った。その意見交換で共有された意見をさらに
白板に書くことによってクラス内で共有した。学生が世界の社会問題として挙げたものに
は、貧富の格差、職場での男女差別、SNS の弊害、LGBT の人々への理解の欠如等があった。
その中で、各学生が興味を持つトピックを選び、同じトピックを選んだ学生同士で新たな
グループを作った。その後、新しいグループ内で、選んだトピックに関して、その社会問
題の背景、負の影響、その社会問題の解決策について議論を行った。その議論の結果を、
各自がさらに調査して、グループでまとめて問題解決提案プレテンショーンを行った。プ
レゼンテーションの事前にプレゼンテーションの概略、選んだ社会問題の背景、負の影響、
問題解決提案、プレゼンテーションの要約、結論を含むように指示を与えた。コースの最
後の課題としてはプレゼンテーションの内容を反映した 500 語以上のエッセイを課題とし
た。グループで行ったプレゼンテーション内容を反映しながらも、エッセイは個人課題と
した。
日本を伝えるプレゼンテーションに続き、2 回目のプレゼンテーションということもあ
り、プレゼンテーションをすることにもかなり慣れてきていた。内容に関しても、各グル
ープで調査を進めて、興味深い内容のプレゼンテーションが多かった。また事前にプレゼ
ンテーションの構造に関して、概略、問題の背景、負の影響、問題解決提案、要約、結論
からなるプレゼンテーションをするように指示していたため、学生のプレゼンテーション
は論理的でわかりやすいものが多かった。またプレゼンテーション自体が論理的なものが
多かった点も反映して、エッセイも論理的でかつ説得力のあるものが多かった。
この授業実践は大学 1 年の春学期のコースの最後の課題として取り入れたが、グルー
プで自ら調査して、まとめて発表をするかなり難度の高いものだったが、グループ内で協
調して効果的な協同学習ができていたと思う。ただ時間に限りもあり、プレゼンテーショ
ン後に質疑応答を入れることができなかった。質疑応答を入れることによって、批評的か
つ客観的に考え、自らの考えや意見をまとめて伝える英語力を養うさらなる機会になり得
るので、その点をこの実践活動の今後の改善策として挙げる。
以下表３は問題解決提案プレゼンテーションの活動を Bloom’s Taxonomy を参照に分
析したものである。
活動順序

活動内容

１

世界の社会問題について意見交換

4 技能分類

Taxonomy 分類

リスニング＆

knowledge（知識）

スピーキング
２
３
４

グループで社会問題について背

リスニング＆

Comprehension(理解)

景、負の影響、解決法提案議論

スピーキング

＆analysis(分析)

グループで各自担当箇所を調査と リーディング＆

analysis(分析)&

まとめ

ライティング

synthesis(統合）

グループプレゼンテーション

スピーキング

application(応用)
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５
６

他のグループプレゼンテーション リスニング

analysis(分析)

を聞いて評価

＆evaluation(評価)

＆ライティング

グループプレゼンテーションに関 ライティング

evaluation(評価)

して自己評価
７

グループプレゼンテーションの内 ライティング

synthesis（統合）

容に基づき、エッセイ作成
表 3．問題解決提案プレゼンテーションの活動の Taxonomy と 4 技能分類
表 3 で示したように世界の社会問題についてグループ、クラス内で意見交換するリスニン
グとスピーキング活動から始まった活動は、さらにグループ内で 1 つの社会問題の背景、
負の影響、解決策について議論するリスニング、スピーキング活動と続き、さらにクラス
外で、資料を探して読み、それをまとめるリーディング、ライティング活動へと繋がる。
その調査の結果と考察をグループ内でまとめて、スピーキング活動となるグループプレゼ
ンテーション、他グループのプレゼンテーションを聞き評価するリスニングとライティン
グ活動へと続き、終了後はライティングによるグループプレゼンテーションの自己評価は
であった。グループでまとめたプレゼンテーションの内容を各自エッセイにするライティ
ング活動がこの活動の締めくくりとなった。グループ内の議論から始まり、エッセイで終
了した一連の活動も 4 技能活動であった。また Bloom’ s Taxonomy の 視点からも
Knowledge(知識)の低次思考レベルの活動から高次思考レベルの evaluation(評価)活動までを
含む活動となった。ただ最後にプレゼンテーションの内容をさらに統合する活動を導入し
たが、この活動はコースの最後にあたり、学生が十分自己評価をする時間を設けることが
できなかった。またこの一連の活動内で多くの課題があるため、エッセイの書き方の指導
に十分に時間を割くことができなかった。エッセイの形式などの説明は時間がかかるので、
事前に少しずつ時間をかけて導入する必要性があるだろう。この点を次の改善点として挙
げたい。
4. 4 学生による TED Talk プレゼンテーション
この実践を行ったコースは別の大学の 2 年生の週 2 回の TOEIC クラスで、英語レベル
は TOEIC で 700 点超のクラスである。クラスには 20 名の学生が在籍していた。すでにスピ
ーキング力もある学生に対して、週 2 回 TOEIC 演習だけに時間を割くよりは、スピーキン
グ活動も取り入れることによって、TOEIC の成績をあげるべきであり、TOEIC クラスでも
英語をグローバルコミニケーションのツールとして使えるよう育成すべきだと鑑みて、学
生による TED Talk プレゼンテーションの活動を取り入れた。この実践活動も定義にある「批
評的かつ客観的に考え、ペアワークや、ディスカッション、プレゼンテーションを通して、
自らの考えや意見をまとめて伝える英語力」を養う目的でもあった。
まず学生は 2 人で 1 組となり、他の学生に共有したい自分達が好きな TED Talk を選び、
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そのプレゼンテーションの要約とそのプレゼンテーションに関するディスカッション用の
質問 2,3 個用意した。プレゼンテーションの際にはまず選んだ TED Talk のタイトルとプレ
ゼンターを紹介して、その後 TED Talk の約 2 分の抜粋を他の学生に見せて、次に要約を伝
えて、最後に用意したディスカッション用質問に関して他の学生に質問をするという流れ
で行った。ディスカッションに関して発表者の学生が、他の学生をグループにして、その
グループ中で話合いをするように指示を行った。その後、発表者の学生はグループ内での
ディスカッションの結果を、各グループの代表に共有するように指示をした。最後にまと
めとして、プレゼンテンテーションを行った学生 2 人が結論を述べる流れで行った。また
聞く側の学生は、事前に配布した TED Talk プレゼンテーション評価表に、TED Talk のタイ
トル、プレゼンター、要約、学生のプレゼンテーションへの評価を記入した。
この活動は各 90 分の週 2 回の TOEIC クラスの中、週 1 回の約 20 分が充てられた。各
クラスでは 1 ペアによる TED Talk プレゼンテーションが行われた。TOEIC 指導が中心のこ
のコースで、この学生による TED Talk プレゼンテーションは帯活動として導入したが、学
生は積極的に事前準備を行い、学生間のディスカッションも導く役割を担った。また聞く
側の学生も、教師が選ぶ TED Talk よりも学生自らが選ぶ TED Talk の方が身近な話題が多か
ったようで、より興味を持った様子であった。また実際の TOEIC 対策指導をしているより
も、学生の集中力も主観的印象であるが高かったようだ。
以下は上記活動を Bloom’s Taxonomy を参照に分析し、さらに 4 技能別に分析したも
のである。
活動順序
１

4 技能分類

活動内容

ペアで紹介したい TED Talk を選 リスニング

Taxonomy 分類
comprehension(理解)

ぶ
２
３

選んだ TED Talk の要約、ディス ライティング

comprehension( 理 解 )

カッション質問用意

＆ synthesis（統合）

選んだ TED Talk についてプレゼ スピーキング

synthesis（統合）

ンテーション
４

他のペアの用意したディスカッシ スピーキング＆
ョン質問に対してグループで議論

５
６

application(応用)

リスニング

他のペアの用意したプレゼンテー リスニング＆

analysis(分析)

ションを聞いて評価

＆evaluation(評価)

ライティング

ペアプレゼンテーションに関して ライティング

evaluation(評価)

自己評価
表 4．学生 TED Talk プレゼンテーション活動の Taxonomy と 4 技能分類
表４で示したようにペアで様々な TED Talks を観て、選ぶスピーキング活動から始まり、
選んだ TED Talk の要約とディスカッション質問を用意するライティング活動、実際にクラ
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スでパワーポイントを使ったスピーキング活動、用意したディスカッション質問に対して
のリスニングとスピーキング活動を含むディスカッションと続いた。また他のペアのプレ
ゼンテーションを聞き、評価するリスニングとライティング活動、最後にプレゼンテーシ
ョンを自己評価するライティング活動があり、4 技能を統合的に含む一連の活動であった。
また Bloom's Taxonomy の視点からも、TED Talk の理解から始まる活動は、さらに要約、デ
ィスカッション質問の用意という理解したことを、発表のために統合する活動に続き、さ
らにプレゼンテーションの形で実際に応用、最後に他者と自己評価活動という高次思考活
動と続いた。この活動は「批評的かつ客観的に考え、ペアワークや、ディスカッション、
プレゼンテーションを通して、自らの考えや意見をまとめて伝える英語力」を養う目的で、
TOEIC クラスで帯活動として導入したが、TED Talks を使いながら、学生が主体となって目
的に沿い、かつ高次思考レベルの活動にまで繋げることができたのは成果の 1 つである。
しかしながら、あくまでも TOEIC クラスの中で TED Talk を使った帯活動ということで、学
生間で取り組み姿勢が異なっていた。大学で多く導入されている TOEIC クラスでは単に
TOEIC 対策法の重点が置かれがちだが、大学での TOEIC クラスの導入目的の 1 つはグロー
バル人材育成である。グローバル人材育成のためにも TOEIC クラスでも、今回紹介した学
生による TED Talks のプレゼンテーション活動などを導入することで、グローバルコミニケ
ーションとしての英語力も伸ばすことができ、かつ結果、TOEIC の成績向上にも繋がると
考えられる。今後、このような TED Talks のプレゼンテーション活動が TOEIC スコアに与
える影響、学生のモティベーションに与える影響など理論的視点からも研究を進める必要
があろう。
まとめ
今回、
「グローバルコミニケーションのツールとしての英語：批評的かつ客観的に考え、
ペアワークや、ディスカッション、プレゼンテーションを通して、自らの考えや意見をま
とめて伝える英語力かつ、他国の文化を理解して、自国の文化を理解して伝えることがで
きる英語力」を伸ばすために行ってきた活動が実際にそのような力を伸ばす活動になって
いるか検証するために、Bloom's Taxonomy を参考に 4 つの授業実践を英語 4 技能の点から
分析した。紹介した各活動は Bloom’s Taxonomy の低次思考レベルの活動から始まり、徐々
に高次思考レベルの活動へ繋がり、かつ 4 技能を統合的に使う活動となっていた。学生が
上記に挙げたグローバルコミニケーションのツールとして使える英語を育成する授業を展
開するためにも、今回の例のように Bloom’s Taxonomy を参考にした教師自身の授業の客観
的振り返りは、コースの目的を達成するためにも必要だろう。今回、Bloom’s Taxonomy は
授業の客観的振り返りのために参考にしたが、Bloom’s Taxonomy の目的は学習目標の体系
化であり、今後は授業実践前に各活動のデザインをする際に Bloom’s Taxonomy を参考にし
ていく必要があろう。またコースのカリキュラム設計の際にも今後は Bloom’s Taxonomy を
参考にしていきたい。さらに今後は上記に挙げた批評的かつ客観的に考え、自らの考えや
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意見をまとめて伝える英語力、他国の文化を理解して、自国の文化を理解して伝えること
ができる英語力を伸ばすことができたか否かのより客観的な研究調査が必要となってくる
だろう。
謝辞 2017 年 10 月開催の「やる気を引き出す英語教育改革改善セミナー」での国立音楽大
学の中西千春先生と中央大学の安藤香織先生のご講演で Bloom's Taxonomy について詳しく
勉強させていただいたことがきっかけで、この論文を書くヒントを頂きました。ありがと
うございました。
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グローバルな英語力を育成する教育への通訳翻訳理論の応用
氏名等は、見出し１行目から数えて５行目に配置、全体は 36 行で収まるようにお願いします。
余白は左右上下 35mm、ヘッダ位置は 15mm、フッタ位置は 25mm（いずれも「ファイル→ページ設定」で設定）
本文のフォントは、日本語が MS 明朝、数字・アルファベットは Times New Roman とします

山本あゆみ（同時通訳者・日本通訳翻訳学会所属）
はじめに
複数言語・文化を背景とする通翻訳技能を大学の英語教育に取り込むことは新しいことではない
が、英語は英語で学ぶべきだとする単一英語主義による教育方法もあるため、英語を学習する授
業における訳文の使用には賛否両論がある。このような背景において、英語教育における翻訳指
導や大学の一般英語授業での翻訳指導等に関する研究も多数ある。本稿では、通翻訳理論を通
して異文化コミュニケーションの問題点を掘り下げ、状況や目的に応じて発話・発信ができることが
国際化・多文化のみられる現代社会においてグローバルに通用する英語力であると仮定し、通翻
訳者教育とグローバルな人材育成に資する英語教育との類似性を模索しながら、英語力の向上に
おいて考慮すべき方向性を考えたい。
各理論を考察する上で、クイーンズランド大学通訳翻訳修士課程（オーストラリア）における通翻訳
プロフェショナルの育成を目的としたプログラムをはじめとして、日本の主要都市で開設されている
会議通訳養成コースの講師や通翻訳の仕事の現場などにおける筆者の体験を含め、筆者が観察
した通翻訳事例を取り上げる。
通翻訳理論
まず、通翻訳理論を概観する。主な通翻訳理論として、ここでは、Foreignization (Foreignizing
Approach)、Domestication (Assimilative Approach)、De-verbalization (Theory of Sense)の 3 つを
取り上げる。各理論の特徴は以下のようにまとめることができる。ここで用いる SL（Source Language）
とは、起点言語であり、TL(Target Language)は目標言語を意味する。通翻訳では起点言語から目
標言語への変換が行われる。しかし、翻訳という行為は単語の置換えでなく複雑な営みである（山
田：117）。起点言語と目標言語は、統語的に異なり、また言語表現における文化的な違いもあり、
起点言語と目標言語が Word-to-Word で等価をもつとは限らず、通常シフト（ギャップ）が存在する。
このギャップをどのように扱うかが通翻訳理論の基礎にあり、どの理論に依拠し通翻訳を行うかを決
定する戦略を本稿では方略と呼ぶ。
１．Foreignization (Foreignizing Approach)
•

Approaches to translating：Translators leave the author in peace as much as possible and
move the reader towards the author

•

Nature of translating: Making both the original and translation recognizable as fragments
of a greater language / Translation enriches a language
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•

Translators’ responsibilities to the original text：The spirit of the foreign works should be
translated by preserving the foreign identity in translation

•

Translators’ responsibilities to the readership：Translating not the meaning but the actual
expression

•

Role of Translators：Translating in a way which gains and loses in the process and the
unbridgeable gaps between cultures are shown.

•

Unit of examination：Word

•

SL or TL –oriented：Both Source-oriented & Target-oriented

•

Product or Process –oriented：Product-oriented

•

Others：Risk of readability and easiness to understand text

２．Domestication (Assimilative Approach)
•

Approaches to translating：Translators leave the reader in peace as much as possible and
move the author towards the reader

•

Nature of translating：Making translation assimilated to, familiarized, and immediately
recognizable in target language

•

Translators’ responsibilities to the original text：The spirit of the foreign works should be
translated by erasing foreignness to create text adjusted to target dimensions/

•

Translators’ responsibilities to the readership：Translating in a way output is accepted in
the target cultural environment /In contrast with Foreignization, translation is
ethnocentric/Imposing target culture and values

•

Role of Translators：Work with the original and to make translation assimilated to the
target language

•

Unit of examination：Word

•

SL or TL –oriented：Target-oriented

•

Product or Process –oriented：Product-oriented

•

Others：Risk of moving to additional interpretations, explanations, and adaptation from the
exact meaning of original ideas

３．De-verbalization (Theory of Sense)
•

Approaches to translating: Translation means translating meaning not language

•

Nature of translating ： View translation as a matter of interpretation/Based on the
distinction between linguistic meaning and non-verbal sense
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•

Translators’ responsibilities to the original text: Implicit elements should be taken into
account to understand the message better but the only author’s explicit message should be
reflected

•

Translators’ responsibilities to the readership：Need to consider not just the source
language wording but also the context and the intended reader/Evoking the same response
in readers of the translation is emphasized

•

Role of Translators: Supplement the explicitly stated linguistic message with background
knowledge and contextual knowledge to make sense of the message for readers

•

Unit of examination: Text / Message

•

SL or TL –oriented: Target-oriented

•

Product or Process –oriented: Both Process–oriented and Product-oriented

•

Others：Over-emphasized the message at the expense of other aspects such as rhetorical
forms, word choice, and authors’ tone / Risk of moving from translation to adaptation

Foreignization は、Lawrence Venuti 他に提唱され、異化とも呼ばれる。一般的な言葉で言えば、直
訳に相当する方略で、意訳に相当する Domestication と相反する概念と通常考えられている。
Foreignization では、起点言語の筆者（話し手）をできる限りそのままにし、目標言語の読者（聞き
手）をそれに近づける。そのため、当然異質さが残ることになり、翻訳を通じて言語を豊かにする点
がポジティブにとらえられると共に、読みやすさが悪化するというリスクがある。一方、Domestication
は、Eugene Nida 他に提唱され、同化とも呼ばれる。Domestication では、目標言語の読者（聞き手）
をできる限りそのままにし、起点言語の筆者（話し手）をそれに近づける。そのため、目標言語の文
化や価値観を課されることになり、読みやすいテキストとなるが、翻訳が解釈の追加や翻案に変化
してしまうといったリスクがある。Danica Seleskovitch の Theory of Sense は意味の理論と呼ばれ、
言語の変換ではなく、De-verbalization（非言語化）を通して、意味を伝えることが理論の中核にあ
る。
各理論の特徴を明確にするために、Foreignization および Domestication を適用した具体的な事
例を取り上げる。
•

教材・目的：英語を母国語とする人へのギフトに添えるカードに記載する内容を日英翻訳
「つまらないものですが、どうぞお納めいただきたく、季節柄、くれぐれもご自愛ください」

•

訳例①：”This is just a little something for you. Take care of yourself.”

•

訳例②：”Season’s Greetings”

まず、起点言語における「つまらないものですが・・・」といった表現は日本文化としてごく自然なも
のだが、目標言語においては、贈り物に対して謙遜した表現を用いる習慣はないという、言語文化
におけるシフト（ギャップ）があることが認識できる。その上で、訳例①での対応は、Foreignization
に基づくと分析できる。「つまらないものですが・・・」といった起点言語の日本の文化の異質性を残
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した訳出であり、贈り物に対して、つまらないものだといった表現をする発想のない英語の方へ訳
出表現を近づけていはいない。一方で、訳例②では、Domestication の方略を用いていると分析で
きる。目標言語である英語の文化や価値観を反映して、「つまらないもの」「季節柄…」等、起点言
語に固有の表現は一切用いず、目標言語においてギフトを贈るという目的にかなった表現を用い
ている。これは、言語ではなく意味を訳すことに主眼を置く意味の理論にもつながる。
次に、Foreignization および Domestication の適用について、法律文書の分野の具体的な翻訳の
事例を取り上げる。
•

例：The goods shall be delivered by the end of February to the Buyer

•

訳例①：本商品は、2 月末までに買主に引き渡されるものとする。

•

訳例②：売主は、本商品を 2 月末までに買主に引き渡すものとする。

訳例①では、起点言語の英語で一般的にみられる物が主語であり、基本的に英語の統語的構造
通りに目標言語へ変換されている。その意味では、目標言語である日本語の法律文とは異質な面
を残した訳文となり、Foreignization の適用と解釈することが可能である。一方で、訳例②では、法
律文の主な目的である権利義務関係を目標言語で表現するものであり、The goods の主語から目
的 語へ の変換 も伴 うとい う観点 から 解釈 する と 、日 本の 法律文 の形 式に 近づ ける 、つま り
Domestication の方略がとられていると言える。
このような例で考えた場合、各分野で原則あるいは主流とされている方略はある場合があるが、ど
の方略が最善であるとか、どちらが間違っているとは必ずしも言えるものではない。
筆者の考えでは、通翻訳は、サイエンスではなく、アートであると言え、解が一つに収束するといっ
た学問ではない。しかし、理論を使ってギャップを埋める方略の適用は、個人のスタイル如何のみ
で決まって良いものではなく、状況や目的、コミュニケーションにおける焦点のあり方を通翻訳者が
深く理解し、前述の Foreignization や Domestication 等、どのような方略を選択すれば最適になる
かを吟味すべきだと筆者は考える。これは、通翻訳だけにとどまらず、話し手や書き手自身が直接
行うコミュニケーションにおいてどう表現するか考える上でも同様にあてはまり、どのような方略をと
るかを柔軟に選択できるようになるべきだと筆者は考える。
通翻訳教育の現場にみられる訳出の弱点と通翻訳理論の関係
次に、通翻訳の教育の現場でみられる訳出について、起点言語から目標言語への変換がどのよう
な点でうまく行かない事例があり、その原因が複数言語・文化を扱う通翻訳で起きる意味のシフト
（ギャップ）の上で、どのような意義があるのか、代表的な通翻訳理論に照らし合わせて考察する。
一般に、起点言語から目標言語への変換がうまく行かない事例、つまり、誤訳や読みづらさを含め、
品質の更なる向上が要求されるレベルの通翻訳の成果物については、主に下記の 3 つに分類す
ることができる。
•

SL(Source Language、起点言語)に起因するもの

•

TL(Target Language、目標言語)に起因するもの

•

その他（表記のみ不適切なケース、表層的なエラーなど）
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SL (Source Language、起点言語) の理解
まず、SL(Source Language、起点言語)に起因するものについては、多様なパターンがみられるが、
起点言語に対する理解の不足、解釈の取り間違い等が原因になっているため、通翻訳学習を始
めたばかりである等、比較的初心者の通翻訳者・学生によくみられる傾向にある。英語から日本語
へ通翻訳の場合では、部分否定、倒置、慣用的表現等の不適切な処理が典型的な例であること
は想像が容易い。そこで、ここでは、日→英の例を取り上げてみる。
•

教材・目的：日本語による挨拶（某国際会議開会の辞）を英語へ同時通訳

•

問題箇所：「（前略）・・・今年度は東京で開催される運びとなりました「○○○○会議」は、
．．．．．
回を重ねるにつれ規模を拡大しており、(以下、省略)」

•

誤訳例：「...As we have been building up shells, ...」

一例により一般化することはできないが、日本語には同音異義語が多く、漢字表記による違い等で
見分けのつきやすい翻訳は別としても、音声に頼って判断することが通常である通訳の現場やそ
の訓練では、日本語から他言語への変換に関して、とくに母国語を日本語としない初心者にとって
は、克服すべき重要な課題の一つとなっている。しかし、音声により「回」を「貝」と誤った認識をした
としても、単語レベルにとどまらず、文脈を捉えて、メッセージを伝えようと試みれば、同時通訳とい
う時間の制約があるにしても、このような誤訳をする前に、上記のような訳出は思いとどまることもあ
るだろう。
•

日本語：「私は塩ラーメン（＝私が注文したいのは塩ラーメンです）」

•

誤訳：”I am Shio Ramen.”

上記は、例文として説明の必要もないほどよく知られた現象だが、言語構造の違いに囚われてしま
った間違いである。目的と状況（飲食店で注文する等）がわかっていたということであれば、
TL(Target Language、目標言語)の表現の間違いだと分類することもできるが、不確定な要素が残
る限り、SL(Source Language、起点言語)を理解できていないと解釈されてしまって仕方がない。
英→日でもう一つ例を考察してみたい。
•

教材・目的：プレゼンテーション資料における目次

•

問題箇所：Introduction,…, Hypothesis,…, Potential Outcome

•

誤訳例：はじめに、…仮説、…可能性のある結果

文脈における起点言語の理解を深めようとせず、辞書的に一単語ずつ、つまり、potential そして
outcome といったように一語ずつ目標言語へ変換しようとしている例とみなすことができる。その意
味では、次に取り上げる 2 つ目の品質問題の分類、つまり目標言語の表現における質の問題と認
識する解釈もできるし、また、寛容に解釈すれば Foreignization (Foreignizing Approach)の適用と
みなすこともできると思われるかもしれない。しかし、いずれにしても、初心者のレベル以外ではみ
られない、通翻訳の理論を学んだことのない場合に通常起きる現象であり、起点言語を深く理解で
きていないからこそ発生し、必ずしも、効果を考え意図的に Foreignization (Foreignizing Approach)
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の適用とはいえないと結論づけられる。意味の理論において提唱される、言語の変換ではなく、
De-verbalization（非言語化）を通して、メッセージ、意味を伝える方略を考えるべきことは明らかで
ある。
TL (Target Language、目標言語) における表現
次に、TL(Target Language、目標言語)の表現に起因するものを取り上げてみる。まず、統語的な
側面の差異により、通翻訳においてシフト（ギャップ）を生むことがあるが、うまく処理できていない
例を挙げる。起点言語である英語では必要な所有格や総称用法としての you をその都度目標言
語の日本語で訳した場合、日本語では不必要、冗長といった印象を受ける。機械翻訳の場合など
にも以前よくみられた例を取り上げる。
•

例（１）：You will need to establish that you meet all requirements to receive the category of
visa for which you are applying.

•

貴方は、貴方が申請するビザの種類を受け取るために必要なすべての条件を貴方が満た
していることを証明する必要があります。

同様な例として、起点言語である英語の語順の影響を受けて、目標言語である日本語において、
不自然、あるいは誤解を受けやすい表現に陥る場合がある。いわゆる翻訳調と言われる現象もこう
した分類と類似する原因によって起こる。
•

例（2）：impacts of mobile on young generation

•

若年世代のモバイルの影響（＝モバイルが若年世代に与える影響）

また、一般的用途の場合と異なり、文脈における専門用語の訳語がその特定の業界において浸透
しているにもかかわらず、それを用いることができていない事例が観察される。一般に、専門用語と
言っても、表記のある程度の幅を含め、多少バリエーションがある場合が多いが、いわゆる Word
Choice は通翻訳における重要な成功要因となる。認知されていない用語を使った場合は、聞き手
や読者には、概念が伝わらないことに為りかねない。英語の単語が一般的な英単語でありながら、
特定の文脈において使われた場合に限定された表現を適用すべき場合も同様なパターンと言え
る。事例を考えてみる。
•

例（３）：object(物体、目標、対象など)

•

英文構造において構成要素を示す場合の object:目的語

•

例（４）：palatability(嗜好性、口（趣味）に合うこと)

•

ペットフードの評価を文脈とした palatability:食いつき

単語単位だが、こうした例とは一線を画す性質をもつ事例を考察する。複数言語・文化において起
きるシフト（ギャップ）を捉える上で、外来語、カタカナがもつ意義を理解することは重要である。
•

例（５）：Opportunity（好機、機会など）
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•

日本語訳：オポチュニティー

このような事例において、起点言語の単語をそのままカタカナにして表現しても、間違っているとは
言い切れないとしても、まだそのカタカナ表記の外来語が一般に広まっていなければ、真の意味
で、通訳でも翻訳でもその行為を全うしたと言うことはできない。このような場合に、初心者の通翻
訳者・学生を指導する上でも有益だが、類似した意味の別の英語に由来したカタカナ外来語を訳
語としてあてはめる方略を使える場合が多いことが指摘できる。
•

例（６）：…have the opportunity to (do)…

•

日本語訳：…チャンスがある

チャンスという表現は当然元々chance という英語から生まれてきたわけだが、日本語のカタカナの
チャンスが暗示的に示す意味の範囲は、長年の間に日本語として定着するうちに進化し、既に英
語の chance とは完全に一致する範囲ではなくなっている。このチャンスの日本語としての意味の
範囲を当該の文脈における opportunity の意味として使えるかどうかを吟味するわけである。通翻
訳者・学生がこのような方略を使えば、意味を伝えていない英語を直接カタカナにしただけの訳語
から抜け出し、品質を向上させることにつながり得る。以下も、カタカナ日本語からの脱却の面で同
様な例として考慮できる。
•

例（７）：benefit(利点、恩恵など)

•

日本語訳①：ベネフィット

•

日本語訳②：メリット（←merit）

オポチュニティー、ベネフィットといった訳語の場合、それらの表現が日本においてすでに広まって
一般的な用法として広まっているわけでもなく、何らかの既定概念を表しているわけではないため、
異質性を残した Foreignization (Foreignizing Approach)の適用と解釈することは否めない。また、
翻訳された日本語について、片山（2016:101）では、理科系教科の学習という枠組みで以下のよう
に述べられている。
理科においてもまた、もともとヨーロッパ言語で定義されている西洋科学に関する用語や
概念・理論などは、当然、日本語に翻訳される。あるものは日本語の日常言語から（力、仕
事など）借用され、その場合、その日本語の原義が隠れた形で含まれたり、新しい西洋科
学的な意味と古い原義とが混合されて別の第三の意味（日本化した科学的意味）を生み
出したりすることは不可避である。
理科系教科の学習という背景において、今後も研究すべき重要な問題分野であるが、通翻訳理論
においても、こうしたシフト（ギャップ）の問題が通翻訳では取り上げられ、多数の研究が行われて
いる。柳父(2009)がカセット効果と呼ぶ概念に基づき対応することも多い。大抵の人が意味のわか
らない、馴染みのない表現を訳語に意図的に用いて、新しい概念のアピール感を向上させるなど
の用途がある。言語間のシフト（ギャップ）を逆にうまく利用している方略と言える。
このように説明すると、TL(Target Language、目標言語)に起因する分類において、単語レベルの
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問題点の誤りが多いことを想定されるかもしれないが、必ずしもそうではない。ことわざやメタファー
の活用も通翻訳において、TL(Target Language、目標言語)の表現に関する課題として同じ分類に
該当することがある。
•

例（８）：早起きは三文の得

•

英語訳：Early birds get the worm.

•

例（９）：”straw that broke the camel's back”

•

日本語訳：堪忍袋の緒が切れる

•

例（１０）：金のなる木

•

英語訳：cash cow

•

例（１１）：Two heads are better than one.

•

日本語訳：三人寄れば文殊の知恵

これらの訳例は、ことわざやメタファーそれ自体が誤っているというわけではない。元来、日本語の
ことわざやメタファーが聖書等から古代に由来し、日本語表現として定着していることも多いものの、
元々日本語だと思い込んでいる表現も多数あるため、異文化の観点では別の特徴から分析するこ
ともできるが、通翻訳者・学生にとっては、このようなことわざやメタファー等の表現を Domestication
(Assimilative Approach)の方略で対応した場合に、破綻してしまうケースもあることを申し上げてお
きたい。それも複数言語・文化におけるシフト（ギャップ）が原因で起こる問題と言える。特に、話題
の方向性を確実に把握してから訳文を決定できる翻訳とは異なり、通訳では瞬発的に訳出を行うこ
とになる。そのため、Domestication (Assimilative Approach)の方略を用いた場合に、起点言語およ
び目標言語の両方において、一箇所でことわざやメタファーが適合していたとしても、首尾一貫し
て同じ目標言語の表現で対応できるとは限らず、通翻訳者は、自分が蒔いた種で苦労することに
なり、一挙に誤訳になりかねない落とし穴に陥ることがある。
例えば、例（８）の英語表現において、話者が straw that broke the camel's back を用いて初出箇所
において、通訳者が「堪忍袋」を使って訳出したとする。それに続いて、再び camel（ラクダ）、ある
いは straw that broke the camel's back の表現をひねった応用形で、例えば、「ラクダは疲れてしま
いましたが、これが馬だったら何でもなかったかもしれないことを考えると…」等、話し手が表現を繰
り返した場合である。日本語の初出の訳文では、「堪忍袋」を用いて表現しており、camel を用いて
いないから、二か所目で突然ラクダは出せないし、堪忍袋も使えそうもない。起点言語が初出と全
く同じ文脈ではなく、文脈または表現が応用されてしまっているからだ。例（１０）もわかりやすい例
だが、目標言語の 2 人を起点言語では 3 人で表現しているので、2 度目の箇所で、”…two heads
are better than one, but three is a crowd（仲間割れ）…”等、話し手が表現中の人数を応用して表現
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を用いてしまった場合には、人数が合わないことを調整しなければなｒないだけでも複雑性が増し、
聞き手にわかりにくくなる。
これらの例は、Domestication (Assimilative Approach) の方略の有用性と共に、一つの方略だけ
がすべての状況において万能ということではなく、柔軟に方略を使い分けることの重要性を物語っ
ている。
まとめ
通翻訳理論は、概して複数言語・文化におけるシフト（ギャップ）を取り上げた研究と捉えることがで
きる。各通翻訳理論において、それぞれ長所も短所もあるが、通翻訳者の現場や養成においては、
そうした方略の適切な使い分けが求められる。複数言語は辞書で単語を引くだけで済むように一
対一で対応するものでは必ずしもなく、英語教育においても、自国の文化・背景を説明するべき場
面、および英語文化であれば通常どう言うべきか学習しておき、それを使うべき場面なのか、使い
分けができるコミュニケーション力を育成することが推奨される。それによって、単一言語主義に陥
る、あるは単一の言語として英語を学習するというのではなく、複数言語・文化の社会において真
にグローバルな視点をもった人材としてコミュニケーションができる学習者を育成できると考えられ
るからである。単一言語しか学習していない話者は、本稿で説明したようなシフト（ギャップ）を経験
することはない。つまり、母国語といえ認識しないままとなる言語感覚や文化的背景があることにな
る。その意味では、まず自国の言語や文化を認識する上で、別の言語や文化を知ることが非常に
重要な意味を持つことになる点も申し上げておきたい。
グローバルな活躍に十分な英語力を備えるためには、通翻訳理論を通して体得できるシフト（ギャ
ップ）の経験が一つの有効な方法であると考えられ、その意味で、英語教育の現場において応用
する可能性について更に研究を進めたい点である。今や英語学習者のニーズが多様化し、状況
や目的、文脈に応じた表現力の構築がグローバル人材にはますます不可欠になる中、世界の
様々な国で使われている英語でさえ、単一言語そのものとして習得するだけでは獲得しがたい異
文化コミュニケーションの一側面について考察した。具体的な授業内容等の方法は示せていない
が、今後の英語教育に貢献できるような研究を更に一歩進めることが望まれる。
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「グローバル人材＝英語力」の通説を覆し、英語教師のあり方を再考する
氏名等は、見出し１行目から数えて５行目に配置、全体は 36 行で収まるようにお願いします。
余白は左右上下 35mm、ヘッダ位置は 15mm、フッタ位置は 25mm（いずれも「ファイル→ページ設定」で設定）
本文のフォントは、日本語が MS 明朝、数字・アルファベットは Times New Roman とします

勝又美智雄（国際教養大学名誉教授）
１行あける
1. 今日の英語教育を批判する本を出版して
2017 年末に著書『最強の英語教育法』を IBC パブリッシング社から出版した。同年夏に
出版社から「グローバル人材を育成するための効果的な英語教育法、あるいはグローバル
人材を目指す人たちに有益な英語学習法の本を書いてほしい」と依頼された時には、英語
教育の専門家でも英語教師でもない私になぜ（？）と、戸惑った。私が創設メンバーの一
人でもある秋田の公立大学法人・国際教養大学で 2004 年の開学以来丸 12 年間、北米事情
（アメリカ政治・経済・社会問題）、日米関係論、ジャーナリズム論などを英語で授業し
てきた実績を見た上で、「英語の専門家でない視点で英語教育を論じてほしい」との注文
だった。
そこで全体を以下の 9 章で構成した。
第 1 章：
「グローバル人材」に英語は必要条件でも十分条件でもない
第 2 章：日本の英語教育法・学習法の問題点
第 3 章：学校現場での授業改善の模索状況
第 4 章：英語教師は「グローバル人材」教育に不向き
第 5 章：国際教養大学の教育法
第 6 章：留学の意義と効果
第 7 章：日本語力あってこその英語力
第 8 章：日本の近代化に貢献した「英語の達人」たち
第 9 章：現代の「グローバル人材」群像
以上を通して、（１）明治以来、日本の教育政策は「全国一律・公平」を旗印に画一的
な学習指導をしてきたが、今日ではそれが「個性の尊重・自由と多様性を認める」ことに
深刻な足かせになっている（２）日本人にとって教育の基本は国語＝日本語であり、義務
教育段階ではまず日本語をしっかりと学ばせるべきだ（３）「グローバル人材」とは日本
人であることに誇りを持ち、職業人として一流のプロを目指し、世界のどこでも通用する
優れた「地球市民」であるべきだ、というメッセージを基本的な柱にしている。
『最強の』というタイトルは出版社が付けたもので、そうした従来の教育行政、特に英
語教育のあり方を批判する主張がどこまで受け入れられるか、興味津々だったが、発売か
ら約 3 か月、これまでのところ読者からは「共感する」
「目からうろこが落ちる思いがし
た」と好評を得ている。アマゾンのカストマー・レビューに「本書はいわば“英語学習論
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の衣を着た文化論”、英語学習の“術（ハウツー）”ではなく“道”を示している。・・・
本書を読むと、語学の勉強は方法論ではなく、生き方、人生の姿勢であることがわかる」
との書評が出たのは、とりわけ「我が意を得た」思いだった。特に英語教師たちからは
「ショックを受けた」「教師としてのあり方、生き方をいろいろと考えさせられた」との
感想とともに、特に第 2～4 章について「もっと詳しく説明してほしい」との要望もあっ
た。
そこで本稿では、国際教育研究所の会員のほとんどが英語教師であり、この紀要の読者
も学校教育現場の人たちが大半ということを考えて、拙著で言い足りなかったことを中心
に、さらに詳しく英語教育のあり方、英語教師のあり方について問題提起をしたい。つま
り本稿は仮説を提示して論証する形式の学術論文ではなく、英語教育改革に向けての私見
をまとめた評論であり、提言である。
2. 「グローバル人材＝英語ができる」ではない
『最強』本は実は、本紀要の 2016 年度第 22，23 号合併号に寄稿した「グローバル人材
教育に必要な教師の役割とは何か」（PP.14~23）が原型になっている。山岸副所長（当時）
に依頼されたもので、紀要読者を意識して、冒頭に「なぜ英語教師がグローバル人材教育
をするのか」という疑問を投げかけ、そもそも「グローバル人材」とはどんな人なのかを
論じ、さらに政財界・文部科学省が挙げて「英語を使える日本人」をまるで国家目標のよ
うに掲げているのはなぜか、英語が本当にそれほど重要なのか、を批判的に論じた。その
上で、日本人が英語ができない理由をいくつか挙げ、同時に英語教師の資質面での問題点
を指摘した。
この論文をはじめ、私が 2013 年の設立に関わったグローバル人材育成教育学会の紀要
誌「グローバル人材育成教育研究」（年 2 回刊）に毎号のように書いてきた論考、各種雑
誌類への寄稿などを下敷きに、国際教養大学での教育実践を踏まえながら「グローバル人
材教育法」としてまとめたのが『最強』本になった。
著書では「グローバル人材」論を理論的に整理した際、本当に「グローバル人材」とい
える人たちは、英語ができる、できないとはほとんど関係がないことを明示し、どの職業
に就いていても国際競争力のある一流のプロであることこそが最重要な条件であり、しか
も民主主義の理念（自由・公正・寛容）を実践していること、さらに地球上のどこに行っ
ても、そこの歴史・文化・宗教などに敬意を払い、現地の人たちから信頼され、尊敬され
るだけの高い見識と共感能力、日本人としての誇りと高潔な倫理観を持っていることが必
須条件だと強調した。
こうした見方は 1970 年代から 30 年以上、日本経済新聞記者としてアジア、中東、北米、
中南米を取材して回った実体験に基づいている。現地で会う日本人で本当に優れた人たち
は、まさにそういう条件を満たした人たちばかりだった。そうした優れた「グローバル人
材」で英語がかなり達者な人は案外少なく、むしろ「英語は片言でいい」「現地語である
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程度、意思疎通ができれば十分」と言う人たちの方が多かった。彼らのほとんどは「英語
はできるに越したことはないけれど、別にできなくても何とかなる」と笑っていた。そこ
で私の結論は、否応なく「グローバルに活躍できる人に英語は必要条件でも十分条件でも
ない」となった。
もちろん、こうした「優れたグローバル人材」は、そんなにたくさんいるわけではない。
私が会って話を聞いた多様な業種の日本企業の海外駐在員、現地企業で働く日本人とその
家族、海外で生活している日本人留学生や教員などは軽く千人を超えているが、そのうち
で「この人は本物だ」と思えたのはその 1 割くらいで、残りの 9 割は海外生活していても
「ここは暮らしにくい。早く日本に戻りたい」「ここの連中は怠惰でずる賢く、信用でき
ない。性格も悪い」などと現地について非難し、文句を並べる人たちだった。そうした不
平・不満の多い人たちは、自然と現地人に対する蔑視、差別意識が態度に出てしまうため、
現地人からも決して信用も信頼も、ましてや尊敬もされてはいないことがよくわかった。
つまり私の目から見れば、海外生活をしたから自動的に「グローバル人材」なのでは決
してないし、むしろ海外生活体験をした日本人の 9 割は現地に溶け込む努力をしないまま
「やはり日本がいい」とうなずく「国内志向（まるでドメスティック=通称マルドメ）
」派
であり、結局のところ「グローバル意識・感覚」が持てないままで終わる人たちだったし、
今もそうした国内派が海外赴任しているビジネスマンの大多数を占めているのではないか
と思われる。
外務省の統計によると、2016 年秋現在の海外在留日本人の数は 133 万 8 千人（男 48％、
女 52％）で、このうち留学や駐在で 3 か月以上在留していて帰国する予定の人が 87 万人
（男 53％、女 47％）、永住者が 46 万人（男 38％、女 62％）となっている。この長期滞在
者の内訳は民間企業関係者が 46 万人、留学・研究者が 18 万人、自由業 4 万人、政府関係
者 2 万人などだが、私の観察では、駐在ビジネスマン 46 万人の中で「優れたグローバル
人材」と周囲からも評価されているのはまさに約 1 割の 5 万人程度で、残り 9 割は、先に
挙げた「グローバル人材」の条件にそぐわない人たちではないかと推量できるのである。
21 世紀はグローバル時代、としきりに喧伝されるが、日本人の多くは海外勤務・海外生
活したいなどとは思っていない。そのことは日本人会社員たちの各種意識調査、若者の意
識調査でも「内向き志向」として如実に表れていることがよく知られている。
例えば、マイナビ社が行った 2016 年春の大学卒業予定者 1 万 2 千人以上のアンケート
調査結果では「海外勤務はしたくない」が 54.3％（15 年春は 51.2％）、
「希望勤務地ならい
い」が 29.0％（同 31.5％）
、
「勤務したい」が 16.7％（同 17.3％）と過半数が希望していな
かった。産業能率大が 2、3 年ごとに実施している「新入社員のグローバル意識調査」結
果でも 2015 年では「海外で働きたいと思わない」が 63.7％に上り（2004 年調査では
28.7％にとどまっていたのが）10 年間に倍以上増え、「国・地域によっては働きたい」が
27.2％（同 47.1％）、
「どんな国・地域でも働きたい」はわずか 9.1％（同 24.2％）にまで減
少し、国内志向が急速に増えていた。同大の「海外勤務をしたくない理由」（複数回答）
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としては「語学力に自信がない」が 65.6％、「生活面で不安」が 46.9％、
「仕事の能力に自
信がない」が 31.2％となっていて、13 年の時の調査では「海外に魅力を感じない」が
35.5％と高かった。
また NHK が 5 年ごとに実施している「日本人の意識」調査結果をみると、
「自分の生活
全体について満足している」が 1973 年の 20.7％から 2013 年の 34.0％まで着実に増えてい
て、
「日本に生まれてよかった」が 73 年の 90.5％から 13 年の 97.3％へ、「日本は一流国だ」
と思う人が 73 年の 41.0％から 13 年の 54.4％へ、
「日本人は、他の国民に比べてきわめて
優れた素質を持っている」と思う人が 73 年の 60.3％から 13 年の 67.5％へと増え続け、
「機会があれば海外で仕事や勉強をしてみたい」と思う人は 2003 年に 43.0％いたが、13
年には 37.1％へと減少していた。
こうしたデータを重ね合わせてみると、日本人の多くは日本社会の安心・安全に満足し、
海外志向の強い層はせいぜい 3 割程度にとどまることがうかがわれる。
一方、『最強』本でも各種データで紹介したが、産業界が「グローバル人材候補として
英語ができる若者が欲しい」と言っても、毎年の大卒採用で求めているのはせいぜい求人
60 万人のうちの 1 割程度、つまり 6 万人であり、逆に求職者 60 万人のうち海外勤務を希
望しているのもほぼ同じ程度にとどまっている。21 世紀に入っての大学進学率は大体 50
～55％で推移しており、高卒を含めた 20～40 代の人口がそれぞれ年次ごとに 120～130 万
人いるとして、そのわずか 5％くらいが海外で仕事ができる「グローバル人材」と期待さ
れているのにすぎないと言えるだろう。
ところが、日本人の多くは漠然と「英語ができればグローバル人材になれる」、あるい
は「グローバル人材には絶対に英語が必要」とイメージしている。それをわかりやすく図
解すると、たいていの人は、海外で仕事する集団の中に「英語ができる＝英語力が高い集
団」がいて、その中にグローバル人材がいる、と同心円を描く図（図 A）か、あるいは逆
にグローバル人材集団の中に「英語が相当できる」条件を組み込んだ二重丸の図を想定し
ている。文科省の掲げる「英語が使える日本人の育成」政策は、そうしたイメージに大き
く依拠していると思われる。
図A
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グローバル
人材の集団
英語力が高
い集団
海外で仕事
する集団

しかし実際には「英語力が高い集団」と「グローバル人材」集団とはごく一部が重なっ
ているだけで、むしろ「英語ができてもグローバル人材とは言えない」集団の方が大勢い
るし、あるいは逆に「英語などできなくてもグローバル人材にふさわしい集団」がたくさ
んいる、と考えた方がよほど実態に合っていると考えられる（図 B 参照）
。
図B

グローバ
ル人材の

集団

英語力が
高い集団

つまり図 B から逆に考えれば、「グローバル人材」を育成するにあたって英語教育が貢
献できるのはその一部でしかなく、全体を英語教師が担当すべきであるとか、あるいは担
当しなければならないという必然性は実はないことになる。
3. 英語教師がやるべきことは何か
しかし、そうは言っても、現実には多くの高校や大学で英語教師が「グローバル人材」
の育成教育を担当している。では、それがはたして最も適切な教育方法なのか、他の教科
の教師は「グローバル人材」育成教育には関係がないのか、という問題提起は現場ではほ
とんどなされていないし、議論もされていないのが実情だろう。『最強』本ではむしろ、
数学・物理や地理・歴史など他の教科の教員の方が「グローバル人材」教育に向いている
ことを指摘したほどだ。
そこで以下、英語教師ができること、あるいはやるべきことは何かを再考したい。
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3.1 中学段階
まず中学校段階では、英語を学ぶことの意味を最初にしっかりと教えることが必要だろ
う。中学校は義務教育であり、英語は主要科目として全員が強制的に学ばなければならな
い以上、「外国語として英語を学ぶ意義」を授業の中で折に触れて強調し、確認すべきだ。
その意味・意義は 3 つあると考えられる。まず第 1 に、母語でない外国語を学ぶ場合の注
意、あるいは心得を理解させること。第 2 に、世界の言語の中での英語の位置づけを理解
し、英語が外国事情、世界のことへの関心を高め、国際理解教育を進めるうえの重要な武
器・道具になることを実感させること。第 3 に英語を学ぶことによって逆に日本語の特徴
を理解し、日本語の学習能力を高めることができること、さらに日本語の語彙・表現から
日本文化の特質をより深く理解できることである。それらをもう少し詳しく言うと、
（１） 学校で外国語を学ぶというのは、別にその言語の日常会話的な表現、ネイティブ
並みの発音を覚えることではなく、その言語をできるだけ正確に理解し、しかも
わかりやすく正確に表現出来るようになることが主眼である。したがって英語の
文章構造を理解するために文法をしっかりと教えることと、できるだけたくさん
の英文を読ませ、音読させ、書き写して学ばせることである。
（２） 同時に世界の人口 70 億人のうちの英語を母語とする人口は 4 億人だが、英語を
公用語・準公用語にしている国は世界 195 カ国中 94 カ国に上り、第 2 言語とし
て学んでいる人口が 4～10 億人いて、実際に英語が世界中のほぼどこでも通じる
「世界語」になっていることを知ること［1］。また特にインターネットの急速な
普及で、英語を理解することでほとんど世界中の情報が詳しく得られること、さ
らにどの国の人たちとも英語で情報交換しやすいこと、学生時代でも社会に出て
からも、英語が異文化間コミュニケーションの有力な武器として使えることなど
を理解させることである。
（３） そして外国語を学ぶことが、母語である日本語の特徴を知る格好の機会になるこ
とを生徒に十分理解させること。例えば日本語の雨・風・太陽・月・花・犬・猫
など身近な言葉を各国語では何というか、それぞれの言葉に対してその国の人た
ちが抱くイメージ、連想するものは何か、語源や関連語は何かなどを教えると、
中学生レベルなら面白がって覚える。英単語一つとっても、意味が日本語の何と
対応しているか、特に動詞や形容詞の場合、その語の持つ意味やイメージがどれ
だけ重なるのか、あるいはどれだけズレているかなどを考えさせることによって、
語感の違いに注意を喚起させることができる。英語の文法を学ぶには日本語の文
法とどこがどう違うのかを説明し、そこから逆に日本語の文章構造の特質と奥深
さに気づかせることができる。実はそのためにこそ小学校段階で日本語の文法や
文章構造をしっかりと学ばせる必要があるのだが、現在の小学校の「国語」教育
でそこまできちんとやっている学校はほとんどないように思われる。
義務教育段階の外国語教育とは本来、以上のような視点から構成すべきではないだろう
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か。つまり日本人が義務教育で英語を学ぶのは、何もネイティブ並みの発音でペラペラし
ゃべれるようになるのを目標にすべきなのでは決してなく（また現に、それを目指してい
る教室のほとんどで成果も上がらず、失敗しているはずだ）、まず外国人と意思疎通する
のにきわめて便利な道具（コミュニケーション・ツール）であることを実感させ、世界の
動きに関心を持たせ、同時に日本人として日本語の特徴を理解し、さらに日本文化の良さ
を理解し、日本人であることに誇りを持って、優れた日本語の使い手になることこそを目
標とすべきだと考えるべきだろう。その際、まず、英語で話すのに日本式の発音で全く問
題なく、ネイティブ並みの発音にこだわる必要もなければ、流暢に発音できる生徒仲間に
コンプレックスを持つ必要もなく、要は「何を話すのか」という中身の問題こそが最も重
要であることをしっかりと強調すべきである。
なお学習指導要領の改訂によって、既に小学校 5 年から英語教育が導入され、間もなく
3 年生から英語を学ぶことが文部科学省の既定方針になっている。そのこと自体にも私は
反対で、何も全国一律に学級で小学 5 年から、あるいは 3 年から外国語を学ばせる必然性
などは見つけられないし、教える必要など全くないと考えている。「ぜひ教えたい」と言
う人たちがいることは一向に構わない。そう考える人たちは、それぞれの学校や家庭で
「うちは英語の早期教育をする」と決め、そのための条件整備を個別にすればいいだけの
話であって、何も全国一律・一斉に（端的に言えば強制的に）行う意味などない。しかも
それが週にせいぜい 1～3 時間程度、英語の歌を歌ったり、ゲームをしたりして「英語に
親しむ」ことだとするならば、語学学習としてはほとんど意味がない。それはまさに遊び、
ゲームとして家庭や課外学習、塾などでやればいいことなのであり、全国一斉に学校の正
課に取り入れてやるほどのことではない。それよりも、小学校段階ではまず日本語教育
（それも前述したように、日本語の文法構造や表現方法の特徴、語彙の豊かさなど）をし
っかりと学ばせることの方がはるかに重要なのである。
3.2 高校段階
高校は言うまでもなく、義務教育ではない。つまり日本国民として行かなくてもいいと
ころで、運動選手や役者、芸術家、職人志望の人たちは中学卒業ですぐに弟子入りして修
業すればいい。とはいえ、現実には高校進学率が 90％を超え、病気療養者や障害者など進
学したくてもできない人たちを除けば、ほぼ全員が高校に進学している。その結果、高校
が義務教育化している。文科省の学習指導要領も幼稚園から高校まで詳細に教科内容を規
定し、その枠内での指導を強く求めている。
だが本来からすれば、高校は義務教育を済ませた段階で、希望者が進学するところであ
り、高校の教育もそれぞれの高校の個性（伝統と校風）を生かして個性的な教育を行って
しかるべきなのであり、教科の内容ももっと自由で柔軟性を持たせるべきだろう。そこで
の教育の基本は「なぜ？」を最重点に考えさせることにある。義務教育段階が社会生活を
するのに必要な判断・行動のベースとなる基礎知識・社会常識・倫理・社会規範をしっか
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りと学ぶところとすれば、高校は、義務教育段階で学んだ知識・常識・規範がどういう背
景から生まれたものなのかを学ぶと同時に、そうした知識・常識・規範を改めて疑い、ど
こまで適正かを検証することで、それぞれの生徒のものの見方・考え方を鍛える場である
べきだ。つまり義務教育段階で学ぶ多くの定説・通説が決して確固たる事実＝真理・真実
ではなく、多くの場合、仮説であり、多くの仮説が別の事実・例証が発見されることによ
って覆されることを学ぶ場とすべきなのではないか。
そこで高校での英語の授業は、教科書で取り上げている素材（社会現象・自然現象・歴
史など何でも）に関して、関連の資料（史料）をいくつも示して読ませ、それぞれの評価
の違いが何か、それがどういう事情から来ているのかを考えさせ、議論させることに重点
を置くべきである。それは英語という言語手段を使って、社会問題、歴史、文化、自然環
境、科学技術などをより深く学ぶことに他ならない。同時に小説でもエッセイでも、普通
のペーパーバック（洋書）を何冊も読むように指導すべきである。
そうした英文資料（史料）を読んで十分理解するためには英単語なら最低でも 1 万語く
らいは知らなければだめだということを実感させればよい。現に TOEFL の試験でも 1 万
語レベルの単語がよく出てくる、と聞いている。つまり高校段階では学習指導要領が示し
ている習得単語数の軽く 3～5 倍は日常的に教える必要がある、ということである。
その際、留意すべきことは、生徒が知らない単語が出てきても「恐れる必要などない」
と指導することだ。1 ページ 300 語程度の文章なら、知らない単語数が 10 以下ならほとん
ど辞書を引かなくても見当をつけて内容が理解できるように訓練すること、知らない単語
が 30 以上ならまずその生徒にはまともに内容を追えないことを実感させればよい。それ
は日本語の評論文、新聞雑誌の論説などを中学・高校生が読んでも同じことで、要は個々
の単語の意味以上に、テーマになっている内容を事前にどれだけ理解しているかどうかが
「読解=解釈」のカギになっていることを理解させることだ。それは高校段階で源氏物語
や平家物語、近松門左衛門から森鴎外などの原文を「読解」するのと何ら変わらないので
ある。
3.3 大学段階
そして大学レベルでは、大学生である以上、習得語彙の制限など、あり得ない。学問は、
受験勉強のように「指定された一定の範囲内で正解をひたすら覚え、正解に短時間で素早
く到達する技術を身につければ良い」と枠をはめることとは全く異なる世界なのであって、
しかも義務教育の段階で「定理」
「通説」「常識」として学んだことを根底から疑うことか
ら本当の学問の世界が始まることをしっかりと教えるべき場所である。そこでは歴史、地
理、法学、経済学、社会学、哲学、数学、物理学、音楽、芸術、医学など何でもよい、あ
らゆる学問世界で、その基礎理論と、今、何がその分野で世界的に解決すべき課題となっ
ているのかを教え、考えさせることが最も重要である。そこでは担当教師が日本語でも英
語でも、どちらでもいいから学生にわかりやすく解説し、その問題を考えるために必要な
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参考資料として当然、日本語の文献も英語の文献も関係なく、どんどん読ませ、それらを
基に議論することが不可欠となる。それができて初めて、大学で優れた授業をしている、
と評価されるのではないだろうか。
その際、参考資料としてはインターネットをフルに活用するのがよい。たいていの基礎
的な資料、とりわけ公文書類はネットで簡単に検索し、ダウンロードできるし、学生にも
積極的に利用を促せばよい。そこで例えば、Wikipedia で基本的な知識はすぐに得られる
が、外国事情についての日本語版のほとんどは翻訳が古く、しかも日本人の関心の薄いと
思われるものについては翻訳もしていないので、英語版と情報量も正確さも大違いである
ということを実際にあれこれと検索して比較検討し、実感させることが入門編としてきわ
めて有益である。それと同時に、レポートを書かせる場合、そうしたネットからの情報の
「コピペ」が盗作にならないよう、「学問をする最低限の基本ルール」として、出典を明
示して引用するように厳しく戒めることが特に重要となる。
そうした作業を通して、大学レベルでの英語教師の役割は「英語で学ぶ」ことの無尽蔵
の魅力をどれだけ伝えられるかにかかっている。その学問対象とするものが現代の政治・
経済・社会問題でも英米文学や評論、戯曲でも何でも、その面白さ、深さをどれだけわか
りやすく学生に伝えられるか、学生の知的好奇心を刺激して考えさせ、独習させられるか
にかかっている。教師本人が自分の専門分野、あるいは今、教えていることに興味も面白
さも感じていないような授業では、学生も決して学習意欲を刺激されるわけがない。
そこで大学での授業のあり方としては、教壇からの一方通行の講義型を極力減らして、
学生たちに議論させる方式をできるだけ取り入れ、教師はその議論の交通整理役、ファシ
リテーター役になることを心がけるべきである。それによって、授業が活性化し、学生た
ちも自分の意見を言うこと、発表することを楽しむようになることは、私自身の 12 年間
の経験からも断言できる。特に英語教師の場合、その日のテーマ、課題について学生たち
に積極的に英語で発表し、議論に参加して発言することを促すことが大切な仕事になる。
その際、とりわけ、日本人教師が日本人学生に教える以上、英語の作品を扱う場合に、
どう翻訳すれば原意を正確に伝え、しかも日本語として魅力的な文章になっているかにも
心を砕くべきだろう。そこで既存の翻訳文と、自分が訳したものとの違いを学生の前に提
示して、学生に判断させ、さらに学生自身にも自分なりの訳文をつくってみることを奨励
し、学生同士でどの訳が最もいいかを議論させることが望ましい。そうしたインタラクテ
ィブ（相互交通的）な授業をこそ、学生もまた最も喜ぶものだと意識すべきであろう。
４．グローバル人材教育とリメディアル教育の間で
ここまで読んできた英語教師の多くが「それは理想論のエリート教育。私たちが毎日顔
を合わせている生徒・学生はノン・エリートであり、普通の授業でも満足についてこれな
い」「勉強意欲のない子にそんな高度なことを教えるのは無理」と反発することが容易に
想像できるし、あるいは「自分にはとてもそんな能力はないし、そこまでやる気はない。

57

普通の現場教師にそんな過酷な要求をされても無理だ」と言う声も聞こえて来そうだ。現
にそういう声を過去 14 年間、全国各地で講演・視察するたびに聞かされてきた。
特に中学・高校の学校現場では、意欲をもって先のことまで教えようとする教師がいる
と、
「学習指導要領から逸脱するような授業は、教える内容の教室間格差を生む」「同じ学
年を教える同僚教師たちが迷惑する」「父兄からクレームが出て教育委員会で問題になる」
などと自粛を求められる場合が多いということをよく聞く。そこには問題が３つある。ま
ず、学年主任や教科主任が同一教科の指導方法について、一律に同一レベルの内容を教え
ればよい、とする「平等・均一志向」によって、教員一人一人の創意工夫、努力を促さな
いという教員間の牽制・足の引っ張り合いの問題がある。同時に、文科省から教育委員会
を通じての行政指導による学習指導要領第一主義で、教え方も事実上の教則本（教師用赤
本）に準拠してさえいればよく、それ以上の創意工夫は求められないし、それに従わなけ
れば勤務評定に影響するという問題がある。さらに「うちの生徒たちは学習意欲がなく、
高度なこと、難しいことを教えてもついてこれない」と教師たちが（自分の工夫・努力を
怠る口実として）言い訳にしていることだ。
学校は本来、製造マニュアルに基づいて機械的・規則的に処理して、同じ規格品をつく
る製品工場ではない。ところが現実は「個性の尊重・多様性の尊重」をうたいながら、生
徒・学生たちのさまざまな個性に目をつぶり、型にはめて、一斉にボルトコンベアに載せ
て均一の加工工程を進ませるやり方をしているところが圧倒的に多いのではないだろうか。
では、特に学習意欲の低い生徒・学生をどう指導したらいいのか、ということを最近よ
く相談される。「英語など面白くもないし、勉強などしたくない」と思っている中学・高
校生に無理強いしても反発するだけだし、むしろ意地になって心を閉ざしてしまうだろう。
それこそ、まさにリメディアル教育に苦労している現場教師たちからノウハウを学んでほ
しいことなのだが、私自身は「特に自我・個性の発達する中学・高校段階では、生徒一人
一人はそれぞれの個性と関心から受容能力も勉学意欲も異なっている。それをマス（集団）
として一斉に同じことを教えても、決して生徒の心には響かないだろう。何人かの個別指
導を通して、やる気を起こさせる成功例をいくつかつくって、他の生徒たちに刺激を与え
るやり方しかないのではないか」
「個別指導では、
“まず英語ありき”ではなく、その学生
の関心を持っていることを日本国内だけでなく世界の中に位置づけ、世界に通用させるに
はどうしたらいいか、ということを導火線に“英語で受信し、発信する面白さ”を発見さ
せることがいいのではないか」などと話している。
現に当研究所の月例研究会でもそうした観点から「英語嫌い」の生徒たちのそれぞれの
関心、好奇心に応じた勉強の仕方を工夫し、「英語好き」にした優れた授業実践報告がこ
れまでもいくつもなされている。そうした成功事例は『英語情報』『英語教育』などの雑
誌でも毎号のように取り上げているし、現場教師としてはそういう事例を参考に自分に合
った方法、勤務先の学校の実状に見合った方法を工夫していく努力が求められるだろう。
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５．英語教育は日本語教育であり人間教育
最後に、中学から大学までを通して、英語教師のあり方、つまり英語教育のあり方を考
え直したい。まず人間論から入りたい。
人は誰でも自分のことを気にかけ、心配し、優しく見守ってくれる人（親・親戚・先
輩・上司・友人仲間）を最も信頼し、その人の言うことなら素直に聴くものだ。そして学
校の教師こそ、まさにその役割を担うことを期待されているはずだ。少なくとも、私たち
が自分の歩んできた道を振り返るとき、小学校から大学までで、そういう信頼し、尊敬で
きる先生に何人も会っていたはずであり、だからこそ、大半の教師は、自分の尊敬する恩
師のようになりたいと考えて、教師という職業を選んだのではないだろうか。
私たちがどの職業の人を見てもそうなのだが、その人がプロ（職人）であることを自覚
し、その世界で最先端のものに向かって挑戦している姿を見る時ほど興奮し、学ぶことが
多くあり、今この現場に居合わせてよかった、と実感するものだ。オリンピックで金メダ
ルを目指して必死で頑張る選手たちの姿を見て、私たちは素直に感動する。最初から日本
一、世界一を目指す意欲もなく、努力もしない人には誰も感動などしない。しかも、そう
いう本物のプロに出会えた喜びを感じるとき、自分も自分が専門とする（あるいは将来し
たい）分野でそうした一流のプロになりたい、と鼓舞されるものだ。英語教師もまた、そ
ういうプロとしての自覚をもって、毎日の仕事に、研究に取り組むべきなのだし、それを
生徒・学生も見て、自分の手本、鑑とするものなのだと自覚すべきではないだろうか。
そして一流の英語教師を目指すならば、英語の実力をつける努力を続けることはもちろ
ん、それと同時に優れた日本語教師にもならなくてはならないことをしっかりと自覚すべ
きであろう。なぜなら英語を専門にするということはその英語・英文を質の高い日本語・
日本文に直せなければ、日本人教師としてあまり意味がないからだ。英語教師なら当然、
英語の魅力を理解できるはずだし、同時にそれを魅力的な日本語に置き換えられなければ
ならないはずだ。言語に敏感な人ほど語彙、文章表現の微妙なニュアンスがわからなけれ
ばならないし、英語の感覚と日本語の感覚の違いもわからなければならない。つまり英語
教師たるもの、優れた日本語の使い手であり、日本語教育も当然できるほどでなくてはな
らないはずである。それができなければ英語教師失格とさえ言えるのではないだろうか。
現に私が知っている英語の達人たちは例外なく、日本語の文章を書かせても素晴らしい。
このことは案外、凡百の「英語教育論」「英語教師論」でほとんど指摘されていないこと
であり、実はそこに、これまでの一般の英語教育の問題点あり、同時に英語教師の資質の
問題が潜んでいる、と私は考えている。
ちなみに明治から大正・昭和にかけて日本を代表する英語学・英文学の泰斗、岡倉由三
郎（おかくら・よしさぶろう、1868～1936）は、20 代の著書は国語（日本語）の専門書で
あり、韓国政府が作った外国語学校の最初の日本語教師として招かれたほどだった[2]。
30 代以降は比較言語学、英語学、英語音声学などの専門家となり、1926 年には日本で最
初の NHK ラジオ英語講座を担当し、研究社の『新英和大辞典』（1927）、『新和英中辞典』
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（1929）を編集するなど戦前日本の英語教育界を代表する学者・教育者となった。その岡
倉が常日頃、強調していたのがまさに「英語教育は日本語教育」であり、「英語教育は人
間教育」だった。その見識を今日の英語教師たちも大いに学ぶべきではないだろうか。
そして英語教師が「グローバル人材の育成」を担当する場合の心構えとしては、まさに
国際理解教育の専門家として「一流のプロ」となるべく勉強・研究をし続けるべきだし、
生徒・学生に対して、もっともっと要求水準を高くして指導に当たるべきだろう。そうし
て生徒一人ひとりの知的好奇心を刺激して、どんどん先のことまで指導するーー。それを
実行できる英語教師こそ、生徒・学生たちに「本当の優れた教師」として信頼され、人間
としても尊敬されるのではないだろうか。

［1］“The most spoken languages world wide”（Statista.com. 2018）
「英語人口」のデータは
多数あるが、最近よく利用されているのはこのデータで、世界の使用言語の順位は①中国
語（北京語）12.8 億人②スペイン語 4.4 億人③英語 3.7 億人④アラビア語 3 億人⑤ヒンデ
ィ語 2.6 億人で、日本語は 9 位の 1.2 億人となっている。英ロンドンの有力英語学校 SGI
は 2015 年 に 世 界 で 15 億 人 以 上 が 英 語 を 理 解 し 、 話 し て い る と 推 計 し て い る
（stgeorges.co.uk）。
［2］黄雲「韓国開化期における日本語教育に関する研究」
（麗澤大学博士論文、2015）は
韓国政府が 1891 年に外国語学校として漢城（現ソウル）に「日語学堂」を設立し、その
初代教師（校長）に岡倉由三郎を招聘し、日本語教育を開始したことを一次資料（史料）
にあたって詳細に裏付けており、興味深い論考になっている。岡倉はここで 1993 年（日
清戦争前年）まで教鞭をとり、同時に韓国語の研究にも取り組んでいた。
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編集後記
紀要第２４号をお届けします。当研究所は、1991 年に創立され、２年後には創立 30
周年を迎えます。言語・文化の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してきています。
英語教育を通してのグローバル人材育成を視野に入れて、幅広い観点から、英語教育の
推進、英語授業の改善について、月例研究会や他学会との共催セミナー等を通して取り組
んでいます。
紀要第２４号の執筆者は、全て平成 29 年度の当研究所の月例研究会や共催セミナーでの
講演者と授業実践発表者です。それだけに、どの論文も明日の授業に活かせる内容になっ
ています。
目次１の論文は、英語授業学研究の視点から、楽しさの要因を踏まえた望ましい英語授
業の枠組みが提案されています。幅広いデータの裏付けがある論文と思われます。
目次２の論文は、共催セミナーでの授業実践発表を踏まえた論文ですが、「知識・技能」
のみではなく、「思考力・判断力・表現力」育成を重視した、大学での英語授業実践例が紹
介されています。
目次３の論文は、米国の教育者が学生の学習目標を体系化した「Bloom’s Taxonomy」に
よる分析と比較して、グローバル人材育成を目指した著者の大学での授業実践が紹介され
ています。英語の４技能の育成を視野に入れた具体的な授業実践内容も紹介されています。
目次４の論文は、現役の同時通訳者が、英語を駆使ながら仕事を積み重ねてきた、貴重
な体験を踏まえて、「グローバルに通用する英語力とは何か？」について、異文化間コミュ
ニケーションの問題点の観点から言及されています。その意味で、グローバルな英語力を
育成することを目指した英語教育を考える上で、多くの示唆が得られる論文と思われます。
目次５の論文は、英語力を身に付けることが、グローバル人材育成に結びつくと単純に
考えられている傾向が見られるわが国の英語教育界に、警鐘を鳴らす論文となっています。
この論文の執筆者は、ご自分のご著書の内容を紹介しながら、英語に堪能でなくても、優
れたグローバル人材が多くいることを紹介しています。その分野の専門家としての実力と
世界市民としての豊かな教養が大切であることを、英語教師に訴えているように思います。
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