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国際教育とは
1. 国際教育とは、国際とは
文科省は、
「国際教育とは、国際化した社会において、地球的視野に立って、主体的に行

動するために必要と考えられる態度・能力の基礎を育成するための教育」 1と定義づけてい
るが、立ち返って「国際」とは何だろうか。岩波国語辞典（第 7 版）によると「国内の問
題ではなく、諸国民・諸国家の間に存在・関係すること。」となっている。日本を含めた海
外在住経験があり、大学で国際交流を担当する Moran Hansen によると、国際教育
International education とは、
“ refers to a dynamic concept that involves a journey or movement of people,
minds, or ideas across political and cultural frontiers.” (Hansen 2002)
となっており、「国家間」は含まれない。今日の多文化社会を鑑みれば、国境や国籍で区切
るだけでは、もはや「国際」を語ることは難しいことは、日々皆様も感じられていること
かと思う。しかし、その事実を教えていくことは、多文化への接触が限定されている日本
では、さらに難しい。
例えば、「日本人」とは誰か。一般的には日本国籍を有する日本国民と考える人は多いか
と思う。世界的テニスプレーヤーの大坂なおみ選手が日本国籍を選択したことがニュース
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になったが、これをきっかけに、「日本人」であることについて考えるよい教育機会にもな
ったと感じる教員は多いかと思う。ちなみに、重国籍を認める国は増えている(Murakami
2016) 2。
日本人の親を持つ、または在日外国籍の方が日本に帰化する、海外で育つ以外に、日本
語を話さない日本人（日本国籍保持者）のもう一つの例が、中国残留帰国者である。東京
都港区で中国帰国者日本語教室の運営を 2002 年に開始して以来、帰国者の方たちが、海外
で生まれ育ち、日本語を話さず、日本文化を踏襲していなくても、「私は日本人」と強い誇
りを持っている。しかし、このことについて理解されないことも多く、中国語で話してい
るから「中国人」とみなされることも多い。昨今は大阪選手の例を出すことで、日本語を
話さなくても日本人としての自覚の強い人々がいることを好意的に受け取ってくれる人が
増えた。ありがたいことである。それでも、外国人には優しい医療機関や行政でさえ「日
本人なんだから日本語話せ」というプレッシャーは変わらないと嘆く帰国者は少なくない
というのが現状である。ちなみに、現在は１世、２世も高齢化し、中国語の通じる介護や
介護施設の需要が高まっている。国際教育とは、このような複雑な社会情勢をも内包して
いる。
多文化多言語社会への変容とともに、
「国家」
「国民」「〇〇人」
「外国人」などの意識に
ついても新たに論じる必要があるだろう。世界大戦が集結し、国境があらかた定められ、
平和裏な国同士の競技としてオリンピック、文化交流の万博などが楽しまれてきたが、「国
に所属しない参加」もあり、
「国際」
「国」の概念は変わってきている。今、私達はどのよ
うに国際教育をとらえていくべきなのだろうか。また、そこにおいて言語教育はどのよう
な役割を持つのか。さらに、コロナをきっかけに拡大され、インターネットで跨境がたや
すくなった ICT 教育も踏まえ、多角的に考察してみたい。

2. 多文化社会の具体例
私自身は上代中古の国語学（日本語）研究に端を発し、その後の日英バイリンガルプロ
グラマとしての経験などから、言語や ICT 技術でなにか社会のお役に立てないかと模索を
続けている。その結果、国際会議通訳、TV レポーター、国連機関顧問など様々な国で働く
機会をいただいてきた。多忙時は、飛行機の中にいる時間のほうが多いような時もあった
が、国境線の引かれていない地球を機内から見下ろしてぐるぐるとまわりながら、地域、
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かつては重国籍を禁じる国が多かったのですが、最近ではこれを認める国が増加しており、国籍唯一の

原則という理想と現実の間にギャップが生じています（条件付きを含め重国籍が認められている国として、
アメリカ合衆国、オーストラリア、カナダ、イギリス、フランス、イタリア、スイス、スウェーデン、ブ
ラジル、メキシコ、フィリピンなど）
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人種、文化圏、宗教などそれぞれの異なる価値観や正義を尊重しあって生きていくには、
しっかりとした国際教育を早期から受けていくことの重要性を感じていた。
また、ロンドンを始めとする多文化地域では、日々のやり取りが「国際」である。国家
間をどう捉えるかよりも、価値観の異なる隣人と、
「わたしはわたし、あなたはあなた、ち
がっていい」と、敬意を払いながらも、しっかりと線を引いて生きていくことを実践しな
ければならない。ロンドンの高等裁判所でボランティアをしていても、人種や文化、また
は性癖（LGBTQx）の差別による揉め事は多く、小さなインド人コミュニティでもムスリム
対ヒンディーの対立は跡を絶たない。多民族の混在する公立学校でも喧嘩、小競り合いは
ニュースにさえならない。国際教育が、多言語多文化社会での相互理解、相互敬意を育て
ることができれば解決できる問題も少なくはないのである。

3. 「国際教育」の幻影
もう一度問い直す。「国際教育とはなにか。
明治維新や敗戦による集団心理としての劣等感や、
「列強に追いつき、追い越せ」は根が深
い。大きな反動が 1980 年代のバブル期か。経済力を傘にした日本人の多文化を踏みにじる
ような行為は諸外国でも大きな問題になっていた。この劣等意識は、日本だけではなく、
何百年も欧州の統治下にあった旧植民地においても元宗主国は未だに経済有意であり（良
い意味では支援者であり）
、現地の劣等意識は独立後数十年で簡単に拭い去れるものではな
い。そういった歴史的な背景から、
「英語」には、キラキラした憧憬が伴い、
「国際教育」
という言葉には幻影がまとわりついている。日本語教師ボランティア募集時にも、学習者
が経済的弱者の移民であるとわかると断ってくる応募者は、依然少なくない。しかし、そ
ういった優劣の意識を払拭することも国際教育は目的とすべきであろう。

II

英語教育と国際教育
1. English Imperialism とモノリンガル政策

そういった文化的な優劣の意識の中の一つに、English Imperialism や英語圏でのモノリ
ンガル政策がある。USA では国際会議は英語で行われ、全員が英語を話すのが当然である。
アメリカでの生活の長い日本人もそういった意識を踏襲していることが多いように感じる。
「海外で活躍したいなら英語を話せなきゃ」
「え？英語も話せないの？」
「海外のお客様が多いから、英語を導入しよう」
「全員が TOEIC700 点を目指し、社内はすべて英語に」
数ある言語の中で最も共通語として「便利な」ツールだから英語なのだということが意識
3

されていればよいが、根拠を説明せずに教員やマスコミが、英語＝国際と闇雲にうたえば、
子どもたちには、英語は優等言語であると感じたり、英語こそが国際化だと誤解してしま
う、または洗脳されてしまう。
USA では英語モノリンガル政策をとっている州もある。有名なネブラスカ州 English-Only
法は最高裁まで争われ、教員や保護者が児童教育に使う媒介語を法的に強制した。ここに
住んでいるなら「英語を話すのが当たり前」を前提にし、表示も英語のみ、ESL（第 2 言語
としての英語）教育も不要となってくる。つまり社会参加をするには英語をマスターする
ことが必須である。英語を押し付けることの傲慢さを感じないだろうか。それとも「郷に
入れば郷に従え」と納得するだろうか。

2.

UNESCO「母語で学ぶ権利」

一方で、

欧州における国際会議は、数カ国語以上の同時通訳がつく。母語、母文化へ

の誇りが英語を単一の共通言語と認めさせない。複数言語、複数文化を優劣なく認めてい
こうとする姿勢である。そして、多言語を認めることで、たとえ英語教育を受けていない
（または経済的問題により受ける機会がない）場合でも、発言者たりうるということは国
際社会にとって重要なことである。
日本では、英語だけで教えるイマージョンスクールも数校あり、インターナショナルス
クールに子どもを通わせたい保護者も多く、また英語児童施設（幼稚園、保育園など）も
人気である。母語で教育を受ける権利ってなに？と思うのが一般的だろう。私のまわりの
多くの保護者が、
「家庭では日本語で会話しているから日英バイリンガル。日本語は大丈夫。」
と信じている。
しかし、移民が多いカナダやフィンランドでは、子どもが自分の母語や宗教で学校教育
を受ける権利を明文化している。
さて、
「郷に入れば郷に従え」であるべきなのか、日本に住んでいても日本語を母語とし
ない子どもたちに教育を保証するにあたり、JSL（第 2 言語としての日本語）教育を強化す
るだけでよいのか。一人ひとりのマイノリティ言語に対応したり、継承語教育（親の母語
と子どもの使用言語が異なる場合の親の母語を継承して学ぶための教育。例としては、ブ
ラジル人移民の子どもが日本で育ち日本語を母語としたときのポルトガル語 ）をどうして
いくべきか。
UNESCO では、以下のように述べ、International Mother Language Day を設けている。
”UNESCO believes in the importance of cultural and linguistic diversity for
sustainable societies. “ 3
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https://en.unesco.org/commemorations/motherlanguageday
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昨今の興味深い現象として Translanguage 概念の普及がある。
バイリンガル教育環境で、
Code Swithing（定義は様々で Code-mixing とも言う。
）を親に怒られた経験がある方は多
いと思う。今も、完璧なバイリンガルを育てるには、one-parent-one-language が効果的で
あると言われている。Translanguaging の概念は、2 言語以上をミックスして話している子
どもたちを否定せず、その子供の言語体系として受け入れようというものだ。
何が正しいのだろうか。正しい答えは一つではなく、一人ひとりのニーズ・アナリシス
やサポートが必要であり、経済状況、家庭環境などによって変容していくものでもある。
観察や話し合いも必要になるときもある。
「郷に入れば郷に従え」と押し付けるのではなく、
常に考え続けていく姿勢を国際教育では育てていきたいものである。

3. 第 二 言語習得(Second Language Acquisition/SLA) とはなに

か
さて、日本での英語教育について考察する前に、私の専門領域である SLA について認識
を統一したい。この領域は日本における英語教育とは大きく目的を異にしている。
母語（母国語 4ではない）と呼ばれ、
、ヒトが生まれてから初めて獲得する言語を第一言
語（L1）とした場合、その後に習得する言語を第二言語（L2)と呼ぶというのが一般的な定
義である。例えば、アメリカへの移民が、就労就学などの社会参加を目的として現地で使
われている英語を習得するなどであり、日本で外国語を教養として学ぶ英語とは、目的や
学習環境が大きく異なる（英語母語国以外での外国語学習なので Foreign language/FL と
呼ばれる）。SLA での目標は、英語のスコアアップではなく、学習者の社会順応や QoL であ
るから、まず学習者のニーズ・アナリシスが起点となり、学習者が何を目的として言語を
習得しようとしているのかという調査が必須となる。それは、社会参加、ひいてはその人
の幸せのために習得されていくもので、SLA 研究ではその目的に向かった L2 習得の過程デ
ータを分析していくことが主である。
分析結果を根拠として、教授法やシラバスデザイン論、テスティング理論を考察したり、
FL 学習に応用することも多く、特に日本では SLA と英語教育を混在させて研究することも
少なくない。定義付けが異なると言えよう。
日本での L2 は、日本語非母語話者（留学生、移民、難民など）の習得すべき日本語であ
り、日本 SLA 学会では、日本語習得を主に扱う。

4

母国語とは、母国（所属している国、ルーツのある国など）における公用語、国語、週間的にマジョリ

ティが使用している言語を指すことが多い。日本や US では国語は法的には定められていない。
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4. SLA 研究の目指すべきものと多文化社会
私は、1990 年に企業の欧州支社長に就任し、ロンドンをベースに 10 年間働く間に、近所
のロンドン大学バークベック校(Birkbeck、 University of London)の大学院修士課程で学
ぶ機会を得た。英国人枠の入学だったので、残念ながら留学とは呼べない。夕方の社会人
コース(応用言語学修士課程)で、年齢や母語の異なる様々な学友と研究に励んだ。社会言
語学を専攻するつもりだったのだが、当時 SLA 学界では大御所であった Dean の Prof. Larry
Selinker に知己を得、気がついたら SLA に引きずり込まれていた。少々不本意だったのだ
が。
。。
大英帝国の首都ロンドンの移民難民政策は多くの問題を抱えつつも、日本よりも数十年
早く、SLA 研究データも豊富である。自然発話を、発話者の母語や習得環境に応じて、
Interlanguage 5を分析、分類、体系化していく作業が中心になるのだが、L2 話者は、
「英語
を上達したい」とか、
「点数を上げたい」とか、「ペラペラになりたい」というのが最終目
標ではない。自分や家族のために現地に順応するためのコミュニケーションツールを使い
こなしたいと思っているのである。その目的のためには、英語の知識だけではなく、文化
背景、母語の異なる相手にどのように自分の真意を伝え、相手から信頼を得るかも同時に
学んでいくのである。残念ながら、非言語コミュニケーションスキルについては SLA では
研究が浅く、学習者が言語教室以外でそれぞれ「マナー」
「デリバリー」
「ジェスチャー」
「空
気を読む」などの曖昧なくくりで身につけていく必要があり、非言語コミュニケーション
SLA については、今後の展開が待たれる。非言語コミュニケーションには、プロソディ 6、
ボディランゲージなど、文字化することが難しいデータも多いため、動画分析技術の発達
した今、発展し始めている分野である。

5. 英語教育の利点
では、日本で英語を教えることにはどんな利点があるのか。英語は地球規模で見ても人
と人のコミュニケーションを支えている便利な共通語である。確かに国際社会で生きるに
は「便利」であり、学習者のモチベーションも高めやすい。初めて学ぶ外国語としても、
親しみやすく、また教授法や教材が豊富であり、英語という科目を通して、言語学的知識
だけではなく、文学、歴史、日本、科学など様々な教養や、物の見方を身につけられる。
多文化共生という概念は、本来なら社会科や道徳などで扱うべき理念かもしれない。し

5

Interlanguage (中間言語) 母語でも目標言語でもない、学習言語の発達途上の言語体系。学習者独特で

動的であるとされる。セリンカーが提唱したと言われているが、セリンカーの前から概念はあった（セリ
ンカー本人談）。
6

Prosody（韻律）分節音より大きな単位のアクセント、リズム、イントネーションなど。発話者の伝達意

図に大きく関わる分野。
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かし、英語科目でも、英語という異国の言葉に関心をもたせながら、言語知識以外の異文
化コミュニケーションや多文化共生もあつかうことができる素晴らしい機会になりうる。

6. 日本人英語教員の陥りやすい罠
そして国際教育は、社会科などその他の科目と連携をすることが好ましい。英語科は受
験でも主要科目であり、言語知識の教授に教員は多忙を極める（受験英語そのものは、そ
の後のコミュニケーションスキルにつながる基礎トレーニングとして重要でもある）
。さら
に、多文化共生については、英語教員が学んでいない場合もある。例え海外留学で TESOL
を学んできたとしても、日本という地域でどのように多文化共生を教えるのかは会得する
機会もほぼないかと思われる。
また苦言を呈せば、英語教員の多くは、留学、国際交流、在外経験など豊富な体験を持
っているが、多くは先進国の経済的に安定した、限られたコミュニティでの経験がメイン
である。コミュニティ内では比較的同質の人々が集まるため、異文化の苦労にも限界があ
る。どうしても知った気になってしまう。また、日本では、英語が話せるということの社
会的ステータスが高いため、知ろうとしなくなる。外国人が合わせてくれているというこ
とにも気が付かない。移民は日本に順応するために、日本の文化に必死に合わせようとし
ている。欧米からの駐在員は、一時的な滞在と割り切って、日本人の前では合わせておく。
海外で出会う人々も日本好きな Japanologist に偏りがちだ。
もちろんそうではない先生たちも多く、アクティブ・ラーニングなどの様々な教授法に
トライしながら、多文化共生教育にも心を砕いている先生方もいないわけではない。しか
し、L2 である日本語教育分野と比べると、学習者が均質である傾向があり、かつ、受験準
備（人生を豊かにする目標として重要な目的である）もあり、なかなか実現しづらいとい
うのもあるだろう。

7. 異文化コミュニケーション、そして多文化共生を目指した国際教育へ
冒頭で述べた文科省の定義では、「国際教育とは、国際化した社会において、地球的視野に
立って、主体的に行動するために必要と考えられる態度・能力の基礎を育成するための教
育」であった。つまり、国際教育や異文化コミュニケーションは、日本人が外国人とコミ
ュニケーションを上手に取るためのものではなく、より地球的視野に立って、マイノリテ
ィ差別に通じるような「常識」
「価値観」をガラガラどっしゃんと壊していく必要があるの
である。マクロで、私達は全員等しく地球人であり人権を持つこと、ミクロで一人ひとり
が持つ個性を異文化として敬意を払うことを、実践を通して体感させていくことが国際教
育であると考える。

8. どう教えればよいのかー私の失敗例
では、どう教えればよいのか。理論や説明の講義形式ではとても身につくものではない。
「言
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うは易く行うは難し」とは言うもので、頭でわかっているだけでは実践できないのは、言
語習得と似ている部分がある。
「国際教育が大切」という舌の根も乾かぬうちに、コンビニ
で働くベトナム人を見下したり、配偶者に女性の役割を無意味に押し付けたり、トランス
ジェンダーの芸人を馬鹿にしたり、工場勤務のブラジル人女性に「かわいそうに」などと
言っている状況を何度も経験してきた。欧米人をアジア人より優遇する人々は少なくなく、
本当に驚かされる。会議の通訳中に、Policically Incorrect で、訳せない発言も、未だに
日本人から出てくるのである。発言者は差別であるとさえ気づいていない。
私自身は、ロンドンでの多文化経験のおかげで、遅刻されようが、ひどいことを言われ
ようが、うそをつかれようが、不潔さの概念が異なろうが、
「文化が違うから想定内」と落
ち着いて対応できるようになった。しかし、日本に帰国後に、日本語教育や高齢者向け施
設での対応が増える中、大きな声でゆっくりはっきりと日本語を話しているときに、うっ
かり相手を子供扱いしてしまわないようにするのに、たっぷり 1 年はかかった。帰化した
子供を（痛恨の伝達ミスで）台湾の李さんと呼んでしまい「ぼく台湾人じゃない！」と泣
かれたこともある。聞けば、小学校で国籍でいじめられていたのだそうだ。
東南アジアの P 君が鼻水を手で噛んで服で拭く行為（彼の地域では普通の行為である）
を、潔癖症のアジア人の C さんが見て大喧嘩になったこともあった。他にも、一夫一婦制
や売春、ドラッグも、国の法律によって異なる。また、関西、関東、沖縄など文化圏の違
いであっても、誤解を生んだり、いじめのきっかけになることもある。
概念や理論を話すだけでは実践に結びつかず、または個別のケースの対応方法を一つ一
つ教える、何が正しいのかを教えるのではなく、どうやって考えていくのかを身に着けら
れる教育を演習を通じて、できれば早期から、一歩立ち止まって地球規模に考える習慣を
つけていきたい。
具体的には、英語の通年授業の中で、２～４コマを費やして演習とレポート、ロールプ
レイを行っているので、教材や資料をご紹介したい。

9. 教材紹介：資料、テキスト、ワークブック
私が実際に国際教育の分野で使っている教材や参考資料であるが、これがベストというも
のではなく、今後、より良いものが入手可能になっていくはずである。動画や海外の資料
なども増え続けていっている。
● 英語教師のためのコミュニケーション読本 Verbal & Nonverbal Communication
東山安子 (著)、出版パレード (2020)
教員課程の「異文化コミュニケーション概論」にて指定教科書として使用。理論と実践が
英語教育の視点から捉えられており、英語教員として理論を把握し、さらに授業に応用す
ることができる。ただし多文化社会の視点はないので補助教材が必要。
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● 多文化社会で多様性を考えるワークブック

有田 佳代子 (著, 編集), 研究社

(2018)
「郷に入っては郷に従え？」など異文化ソーシャルスキル、寛容性、自己肯定など、多文
化社会で起きるケースを具体的に挙げ、教室で取り組むこともできる書き込みワークブッ
ク形式。考える力を段階的に伸ばしていくことができる。ケースの具体例にもう少しスト
ーリー性がある方が理解は深まると思う。授業では私の実体験を複数あげたり、下にあげ
る実話ストーリーなどを読ませて対応している。
● まんが クラスメイトは外国人 -多文化共生 20 の物語- みなみ ななみ、 「外国に
つながる子どもたちの物語」編集委員会 | 明石書店 (2009)
外国をルーツとする子どもたちを何十年も支援してきた著者によるもの。著者とは実際に
ボランティア活動（児童日本語支援）やカリキュラム開発を通じてともに児童日本語教育
（JSL for Young Learners、 JYL)を日本に浸透させるために戦ってきた戦友である。まん
が？と偏見を持つ方もいるかも知れないが、顔の形、肌の色、表情などの多様性は、まん
がだからこそ豊かに表現ができ、子どもが疑似体験、感情移入（自分のこととして考える）
をしやすい媒体である。ハッピーエンドのお話も多いのだが、それは外国をルーツとする
子どもたちを読者に想定していることとも関わっている。「自分だけじゃなかったんだ」と
涙しながら読む子どもたちも多い。日本で一生懸命働く親に心配をかけたくないという気
持ちで親には相談できず、一人で差別の悩みをかかえている子どもたちは多い。内容を漫
画ストーリーで理解したあとは、解説や考察のテーマがあり、学校教育でも使いやすくな
っている。こちらから 1 話無料で読むことができる(2022 年 2 月現在）ので、ぜひご一読い
ただければ、なぜまんがなのか、ということも含めて理解いただけるかと思う。
https://booklive.jp/product/index/title_id/184713/vol_no/001

● 異文化理解力――相手と自分の真意がわかる ビジネスパーソン必須の教養 – エ
リン・メイヤー (著), 田岡恵 (監修), 樋口武志 (翻訳) 英治出版 (2015)
異文化理解は、ともすると「外国人と仲良くおててつないで」のような概念論で終わりが
ちだが、この本はビジネスで成功する視点で書かれており、私は経済学部で活用した。
将来の夢について聞くと YouTuber が一位になる時代だが、その他の様々な職業の共通点が
「リッチ（お金持ちに）になりたいから」
「成功したいから」という動機である。人間は何
千年も変わらない。人種差別には興味を持たなくても、
「ビジネス成功で必須」というキー
ワードには誰でも敏感である。成功するためには、自分の小さな地域だけでは商売になら
ない、市場の範囲を広げていくと、様々な価値観の人々にものをうり、交渉をしていく必
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要があり、グローバル化を無視した成功はありえないことがわかる。この本はグローバル
ビジネス環境（国籍問わず、企業内に複数の文化圏の社員がいるような状態、異なった文
化圏の人との交渉、市場開拓が必要な状態）で成功するためという視点で書かれており、
カルチャーマップで可視化されている。読み進めていくと、摩擦を起こしがちな点、どこ
がどう異なるのかなどが、自分自身で判断できるようになる。その結果、国際コミュニケ
ーションをスムーズに進められるようになる。国際コミュニケーションは英語の知識だけ
ではできない、ということも顕著に理解できる。

10.

多文化共生社会と ICT ツール

2022 年の UNESCO 国際母語デーのテーマは、“Using technology for multilingual
learning: Challenges and opportunities”であり、UNESCO 事務局長 Audrey Azoulay は、
2022 年 2 月開催の国際母語デーの挨拶で、
"Technology

can

provide

new

tools

for

protecting

linguistic

7

diversity. “
と述べた。
言語、コミュニケーション、多文化共生には、ICT ツールは不可欠であり、また ICT 技術
の正しい発達と利用が、私達の Diversity を守る。
日常的な多文化社会との関わりが少ない日本では、埋没的な環境が少なく、多文化の概
念に慣れていくことは大変難しい。頭でわかっていても、いざ対応を迫られるとどうして
よいかわからなかったり、それ以前に、多文化、異文化であることに気づかないまま、自
分の固定観念を「常識」「それが当然」
「郷に入っては郷に従え」と、時には善意で、押し
付けている場面にも数多く遭遇したことがある。国際教育を「教えて終わり」にせず、教
室内での学びを継続してもらい、また実社会に応用してもらうことが教育の要であろう。
コミュニケーションにおいては、ICT 技術の躍進により、スマートフォンのアプリなどの
手近な ICT ツールが特に活用できる分野である。私は授業内でも卒業した後の医療や福祉
の現場で、いつどのように使うか具体例を示しながら、ICT ツールの使い方の演習を入れ、
社会に出て使えるものとなるように心がけている。いくつかの例をご紹介する。

11.

教材紹介：支援用 ICT ツールの活用

● アプリ UD トーク

聴覚障碍へのノーマライゼーション対応に開発されたアプリ。

音声を文字化し、かつ多言語翻訳、やさしい日本語翻訳に対応。東京都知事会見で
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380593_eng
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も公式に採用されている。ユーザーは自分のスマホで自分の選択した言語で読むこ
とができる。https://udtalk.jp/

https://tokyodouga.jp/playlist/jimaku_kaiken.html

東京都知事会見字幕付き動画より

● 動画講座 医療現場のやさしい日本語
https://www.juntendo.ac.jp/news/20200925-01.html
残念ながら「外国人対応＝英語」という思い込みを持っている日本人はまだ多い。医療
の現場でも、
「外国人診療＝英語」と思われがちです。しかし、日本語母語話者に意外と難
しいのが「やさしい日本語」に変換することである。順天堂大学医学部をはじめとする大
学と東京都のプロジェクト、またトヨタ財団の協力で無料講座が開講されており、医療現
場以外でも【やさしい日本語】とはなにかの理解、応用ができる。
● 翻訳カメラアプリ
日本での書類の多さは多くの入国者が嘆くことの一つだが、スマートフォンのカメラで
撮ることで、自動翻訳できるアプリが活用されている。
「外国人が困っているから英語で通
訳しなくては」という概念から、ツールを使ってサポートすることで様々な母語にも対応
できることがわかっていると、声を掛ける勇気も出やすいものである。Google 翻訳アプリ
などが代表的なものである。

12.

教材紹介：外国語学習 ICT ツール

それ以外にも、語学教育を活性化させる ICT ツールを紹介する。頻繁に活用されており、
ご存じの方も多いかと思うが、主なものを紹介する。
● Google Classroom：クラスに学生を登録し、情報を一斉配信するためのプラットフ
ォームである。掲示板、課題、テスト、資料が共有でき、成績管理がしやすい。
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● Zoom：オンライン会議システムだが、教育用に特化した機能が最も充実している。
特にペアワーク、グループワークの機能が使いやすく、対面で利用しても CALL
（Computer Assited Language Learning)教室のような使い方ができる。Quizlet な
どのオンライングループ対戦と組み合わせたり、多くのアプリが Zoom 上で利用可能
である。
● Flip Grid：設定したクラス内だけで動画投稿と相互閲覧、相互評価が可能なため、
安全に動画管理ができる。課題設定もしやすい。コミュニケーションは相手を意識
した活動になるため、一方通行の課題提出を避けるべきである。つまり、学習者が
提出し教員だけが見て評価して終わりではなく、学習者の相互交流、相互学習を活
性化させるためにも、動画の活用は重要である。
● Google Form：教育用に大きく進化してきており、設問設定や自動採点が柔軟に活用
できる。結果分析も手軽にできるので、クラスの進捗や学習者の伸びが把握しやす
い。また、フィードバックを適切に設定することで、テストを受けた後の学び直し、
復習課題にもつなげることができる。分岐や時間制限をつけることでカンニングを
防ぐ方法も強化できる。
● Quizlet：様々な言語に対応した語彙力強化ツールである。学習セット（例：英単語
ー和訳）を作成するだけで、自動的に発音付きのフラッシュカード、テスト、クイ
ズ、ゲーム、グループ対戦を生成することができる。学習者はスマホアプリで繰り
返し練習をしたり、クイズで単語力のチェックをし、教員側では進捗管理や成績管
理ができる。

13.

教材紹介：英語学習における翻訳ソフトのあり方

多くの英語の授業では、翻訳ソフトを禁止している教室がほとんどではないかと思うが、
私の英語の授業では、翻訳ソフトの正しい使い方を必ず導入する。すでに海外の学会では、
自動翻訳によるアブストラクトの学会申込みなども始まっており、翻訳ソフトを避けて国
際的な活動は不可避の時代である。翻訳ソフトはまだ精度は 100%ではなく、依存すること
はできない。また主語の省略の多い日本語を翻訳するには、日本語の原文の明示性を高め
る必要もある。国際社会ではすでに活躍している自動翻訳の使い方は国際教育にも必須で
あろう。
そのためには、教師も、いつ使っていいのか、どう使うのか。英語を身につけるために
使ってはいけない方法など、使い方を明示する必要がある。また、自動翻訳をするには、
原文の日本語を、わかりやすい短文にし、主語と目的語を明確にする必要があるため、何
をいいたくてこの文を作っているのかという、コミュニケーションのコアである発話者の
意図がクリアになるのである。
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授業を通して、この日本語のクリア化に慣れるだけで、自分で英訳できることに気がつ
く学習者が多いと感じている。英作文の問題は解けても、いざとなると言いたいことを英
訳できないのは、結局、日本語の時点で主語がなにかとの意識もなく、何を伝えたいか中
心となる動詞も日本語で確認できていないということも多い。翻訳ソフトの使い方を教え
ながら、SVO などの基礎構文の復習にもつながる。
● 総合的な翻訳アプリ Google 翻訳
キーボード、音声、手書き、リアルタイムカメラ、スキャン、写真で翻訳ができる。また、
単語、文章に対応し、チャットや音声会話をしながら通訳のように利用することも可能。
DeepL ほどの精度はないが、文脈を推定した翻訳のため、日本語原文がクリアであれば有意
義に使える。また、音声発話も可能なため、発音練習にも利用できる。
● AI 翻訳アプリ DeepL
人工知能のニューラルネットワークを利用して単語を予測し翻訳する機械翻訳。微妙な
文脈の翻訳も可能として 24 言語(2022 年 2 月現在）で無償提供されている。
● Grammary（英語のみ）
英語母語話者用校正ツールだが、英語学習者も利用可能。文法やスペルだけではなく、
設定した場面にあった表現などに応じて、修正案が表示される。英語の論文でネイティブ
チェックをする前に利用可能である。

14.

最後に

巻頭言、10 ページ前後という機会を賜り、国際教育への思いを凝縮して書き綴ったため、
読みにくい部分などもあったかと思うが、まずは多様化し多文化化する社会で、「国際」と
いう言葉について今一度考えるべきだと思う。すべての文化に優劣をつけない心を育てる
国際教育によって、私達の社会は素晴らしいものになっていくと信じ、また、国際教育を
きっかけに、多文化共生への意識を育て、個人単位の差別やいじめがなくなるような教育
につながることを心から願う。
最後になりましたが、この度は Newsletter 第 87 号の巻頭言の機会を賜りありがとうご
ざいました。また本会のコロナ禍での継続的な活動につきまして皆様に心より讃辞を申し
上げ、皆様のご検討とご活躍を祈念いたします。
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2021 年度

国際教育研究所年次大会報告

ホームページに掲載された年次大会開催の趣旨
教育基本法の教育の目的には、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及
び社会の形成者として必要な資質を備えた心身共に健康な国民の育成を期しておこなわな
ければならない。」と書かれている。
英語教育では、文化の違う外国語学習を通して、世界の広さを知り、多様な価値観を受
け入れる心を育み、円満な人格教育も大きな課題となっている。
生徒や学生の多様化に伴い、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。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
とが目的の授業に切り替え、人間的成長を創造していくことが求められている。
そこで、今回の国際教育研究所の年次大会では、英語を技能教科としてとらえるだけで
なく、知識・技能を活かして幅広い人達に受け入れられる円満な人格教育を視野に入れた
英語教育を実際の授業の中で、どのように探り、実践を積み重ねていくかについて参加者
の方々と共に考え、学びを深める事を目指して、年次大会を企画した。

【年次大会の報告で、当日の発表と内容が一部変更になっている件】
紀要と Newsletter との内容の重複を避ける為に、今回の年次大会での
報告で、実際の発表とは、テーマが同じでも、一部違っている箇所があり
ますので、あらかじめご了承下さい。
全体テーマ：「英語教育を通して人を育てる」
シンポジウムのテーマ：「心豊かな人間的成長を促す英語教育実現を目指して」
日

時：2021 年 11 月 27 日(土) 11:00～17:00

形

式：Zoom 会議

参

加 費：無料

開会の挨拶：山岸信義（国際教育研究所理事長）11:00～11:10
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第１部：講 演 11:10～11:55
テーマ：「英語教育を通して人を育てる」

司会者：田中慎也（国際教育研究所副理事長）
講演者：山本新治（国際教育研究所副理事長）
昼 食：12:00～13:00
第 2 部：提 言１ 13:00～13:50
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）
司会者：川﨑 清（文京学院大学名誉教授）
第２部：提 言２ 14:00～14:50
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―」
提言者：山下次郎（東京都立小金井北高等学校主任教諭）
司会者：猪狩保昌（国際教育研究所理事・調布第四中学校教諭
第２部：提 言３：15:00～15:50
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）
司会者：山崎

勝（埼玉県立和光国際高校教諭）

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」
司会者：平見勇雄（国際教育研究所事務局長・吉備国際大学教授）
閉会の辞：山岸信義（国際教育研究所理事長）
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第１部：講演の概要
「心豊かな人間的成長を促す英語教育実現を目指して」
―ことばを通して、生き方を学ぶー
山本

新治(国際教育研究所副理事長)

学校教育では子供たちが様々な変化に積極的に向き合い、他者と協働して課題を
解決していくことや、様々な情報を再構成するなどして新たな価値につなげていく
こと、複雑な状況変化の中で目的を再構築することができようにすることなどが求
められている。予測困難な社会の変化に主体的に関わり、感性を豊かに働かせなが
ら、どのような未来を創っていくか、どのように社会や人生をよりよいものにして
いくかという目的を自ら考え、自らの可能性を発揮し、よりよい社会と幸福な人生
の創り手となる力である「生きる力」を身に付けられるようにするかが強く求めら
れている。
学校においては、知・徳・体にわたる「生きる力」を子供たちに育むために、す
べての教科等の目標及び内容を「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、
「学びに向かう力、人間性等」の三つの柱で実現することとしている。その中にあ
って、すべての教科等におけるコミュニケーション能力の充実は「生きる力」の礎
となるものであり、言語能力の育成はどの段階においても学習の基礎基本となり、
子供の学習活動を支える重要な役割を果たしている。
したがって、「ことばを通して、生き方を学ぶ」ことが「心豊かな子供の成長」
につながっていくことになるのではないかと考える。「知、徳、体」にわたる「生
きる力」をことばを通して育成するために、以下の３点から考えてみることにした。
（1）

子供を育てる上で「肌、手、目、心」が重要なポイントであると言われ
ている。すなわち、「乳児は肌を離さず、幼児は手を離さず、少年は目
を離さず、青年は心を離さず」である。人との関わりが、バーバルと
ノンバーバというコミュニケーション能力と関連し、子供たちのどの
16

発達段階においても、ことば による関わりが生きる力となる言語能力
の育成に大切になっていることと無縁ではないであろう。
(2)

芥川賞作家である内科医の南木佳士さんは医者に向く人の必要な条件を
次の３点であると話す。
（ア）丈夫な体
（ィ）優しい心
（ウ）まずまずの頭
偶然であろうが（ア）体 （ィ）徳 （ウ）知 に符合している。
まさに、医者の「生きる力」なのであろうと合点がいく。南木さんの
この指摘は、
「切れすぎる頭は病人を診る臨床には適さない場合が多い、
問題なのは丈夫な体と優しい心であるとして、他人の痛みが分かる
優しい心は例外なくストレスに弱く、丈夫だった体もストレスから
様々な症状を呈するようになってしまう。医者は心も体もタフであらねば
ならない」ということであろうとの指摘はまさに人としての知・徳・体の
調和のとれたあり方に関わってくることなのだと意を同じくした。

（2）

学習指導要領の観点から俯瞰して「言語活動の充実」を目指し、外国語
活動の研究指定を受けた小学校の例を紹介する。当該の小学校の研究主
題に迫るサブテーマとして、「伝え合うことば」と「はぐくみ合う心」
との設定のもと、このことが「生きる力」を育てることつながるとして
２年間の研究活動を行った。ことば（知）と心（徳）の関わり合いが子
供たちの言語活動能力を育てる基本と捉えての実践研究であり、ことば
を学ぶことが子供たちを健全に育てることにつながるという貴重な研究
活動であった。

「心豊かな人間的成長を促す英語教育実現を目指して」という今回のシンポジ
ウムのテーマを私は「ことばを通して、生き方を学ぶ」をサブテーマと仮定し、
私なりの指導実践の中から考察してみた。グローバル化が急速に進展する中で、
外国語によるコミュニケーション能力は、生涯にわたる様々な場面で必要とさ
れることが間違いなく想定され、ますますその能力の向上が求められてくる。
そうした中でいかに生きていく力を育てていくかと言う教育に課せられた命
題の大きさを生涯教育という中に位置付けていくことが重要ではないかと考
えている。
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第２部：提言１の概要
２０２１年度国際教育研究所年次大会
「内発的動機付けを重視した英語教育実践」
―盲学校での試みー
山岸信義（国際教育研究所理事長）
１． 英検１級に合格した盲学校生徒の指導体験を通して、内発的動機付けの
大切さを痛感し、学習する空間づくりの教育実践に取り組んだ経緯
この度の年次大会での全体テーマは、「英語教育を通して人を育てる」となっている。
かつて、私が１０年以上に渡って、盲学校で英語教育に励んだ時に、生徒の内面に沸き起
こった興味・関心や意欲に動機付けられる「内発的動機付け」の大切さについて痛感した
事があるので、その時の指導体験を中心に述べさせて頂く。
１９８１年の秋に開催された日本英語検定協会主催の実用英語技能検定試験１級に、当
時私が勤務していた筑波大学附属盲学校の教え子であった女子高校生のＡ子さんが英検１
級を受験し、見事に合格した事があった。
難関と言われる英検１級に、視覚障害がある生徒が、何故、そこまでの実力を身に着
けることが出来たのかについて考えた時に、「内発的動機付け」の大切さを痛感したので、
今回のテーマを設定した。
Ａ子さんは、強度の弱視で、左目が0.03で、右目が0.02であった。普通弱視と言われ
ているのは、0.04～0.03である。この観点から言えば、Ａ子さんの場合は、弱視の最低限
度以下であった。準盲に近い視力であった。Ａ子さんは、普通の人より視野が狭く、学習
する際に１文字、１文字ルーペを使って読んでいた。点字と同じで、英文を後ろから読ん
で理解することは、困難であった。英語の場合は、英語の文字を読みながら、瞬間的に理
解することが要求された。しかし、そこまでのレベルに到達することは、至難の業であっ
たと思われる。そこで、ここでは、Ａ子さんが、そのような視覚障害を克服して、どのよ
うにして、内発的動機付けが与えられて、想像を絶する努力の末に、盲学校に在籍中に
英検１級に合格できたのかについて、考察してみることにする。
Ａ子さんが、英語が好きになったきっかけについて聞いた事があった。Ａ子さんは、
３，４歳の時に、母親が買ってくれた「子供のＡＢＣ」という本がきっかけとなって、英
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語に興味を持つようになったとの事であった。Ａ子さんは、小学校６年の時に、イギリス
のロック・グループの「ベイ・シテｲ・ローラーズ」が好きになったと話してくれた。
Ａ子さんは、小学校の６年の頃から、英語の歌を覚えたくて、英語にのめり込んでいった
との事であった。
英語が好きになったＡ子さんは、中学生になってからは、さらに英語の力をつける
為に、テレビの英語講座で学ぶようになり、ラジオの「百万人の英語」を聞くようになっ
たと言っていた。学校で、外国人の英語の先生との生きた英語のやり取りは、楽しかった
と話してくれた。
Ａ子さんは、盲学校の高校２年の時に、１年間アメリカテキサス州の公立盲学校に留学
した事があった。Ａ子さんは、留学期間中に受けた、人格を重んじる優れたアメリカでの
教育の影響で、良き内発的動機付けがなされ、驚異的な英語学習に打ち込めるようになっ
たことを、私は強く感じているので、その事を書かせて頂く。それと同時に、わが国での
今後の教育の課題の一つとして、内発的動機付けを重視した英語教育についても、今後の
大きな課題の一つとして取り組んでいければと思っている。
Ａ子さんが、米国テキサス州にある州立盲学校で、自発性を促す「内発的動機付け」が授
けられたと思われる学ぶべき教育として、Ａ子さんから、私が直接聞いた、留学体験記を
書かせて頂く。
（１） 自分は、英語によるコミュニケ―ションが不十分な留学生であったが、自分の気持
ちや自分の意志について、長時間かけて、じっくりと聞いて頂いた。そのような体
験を通して、たとえ、自分が話す英語が、拙い英語であっても、自分の気持ちや考
えを、自分なりの英語で相手に通じるように話す訓練をする必要性を痛感した
との事であった。
（２）日本での英語学習では、英語を日本語で理解する事が学びの中心であったが、留学
先の盲学校では、外国語である英語を通して、そこに書かれている知識を身につけ
る努力が要求された。その時に、英語の学び方の基本は、自分が学んでいる外国語
である英語を通して、知りたい情報を自分の力で、英語を通して獲得する事が、本
来の外国語の学び方の基本ではないかと強く感じさせられたとの事であった。
以上のような留学体験を通して、Ａ子さんは、留学先で、自分の人格が尊重され、
自分の事を真剣に知りたいと質問して下さる方々に、自分が学んでいる英語で、相手に分
かるように表現力をつけることの必要性を強く感じた事を、私に話してくれた。
上記のような思いを抱かせるような教育は、まさに、内発的動機付けを促す教育であ
ると強く教えられた。
また、Ａ子さんが、「英語の学びの基本は、自分が学んでいる外国語である英語を通
して、知りたい情報を自分で獲得する事が、本来の外国語学習の基本である」事を、留学
先で実感した事が、その後のＡ子さんの凄まじい英語の原書を読んで、知りたい情報を得
る猛勉強に発展した事が、英検１級合格に繋がったと思っている。
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Ａ子さんは、南北戦争に興味があったので、そのことが書かれている“Roots”の数百
ページもある原書を購入して、最後まで読んだと話してくれた。強度の弱視で、左目が0.03
で、右目が0.02の視覚障害を持つＡ子さんが、英和辞書で未知の単語を調べながら厚い英
文で書かれた原書を読み終える作業は想像を絶するほどの大変さであったかと思われる。
Ａ子さんが、そのような努力が継続できた背景には、教育における内発的動機付けの大切
さとそのような教育は、生徒・学生を良き方向に導く絶大な威力があることを痛感させら
れた。

２． 内発的動機付けを意識して取り組んできた英語教育実践の歩み
私が教師として、生き方のモットーとしてきたことは、「思いやりの心を実践できる人
間になる」事であった。このような精神を持って、学習者への内発的動機付けを意識し
て、私が英語教師として、授業実践を通して、英語教育の発展と英語授業の改善に役立
つ事として、一貫して目指してきたことは、
か？

①授業を行う上で最も重要なことは何

②上手な授業が出来るようになるコツは何か？の二つであった。

これら二つの課題実現の為の授業実践で最も大切なことは何かを考えて、自分なりに考
えついた結論は、教育の原点に基づいた「学習する空間づくり」の重要性であった。
教育の大前提として「教師の人格・人間愛」が重要と考える。常にこれを高める努力を継
続しなければならない。その上で明確な「教育理念・価値観・目指すべき姿」が必要で、
そのために「質の高い授業」が必要となる。「質の高い授業」とは授業内容だけではない。
「教育理念・価値観・目指すべき姿」を伝えるためには、教師の想いが伝わる効果的な

パフォーマンスによって内的な動機付けを行い、生徒・学生のやる気を引き出さなけれ
ばならない。ただし、これは一筋縄ではいかないので、教師はこの過程が、生徒・学生
の自己肯定感となり「教育理念・価値観・目指すべき姿」が実現できるのだという信念
を持たなければならないと思っている。
教師の想いが伝わる効果的なパフォーマンスによって内的な動機付けを行い、生徒・
学生のやる気を引き出して自己肯定感につなげることがうまくできている教師のパ
フォーマンスには、共通項がある。その共通項を体系化したものが授業学の根幹である
「学習する空間づくり」である。
「教育理念・価値観・目指すべき姿」実現のため教師は信念を持って質の高い授業を目
指す過程で、様々な困難を乗り越えなければならない。
うまくできている教師のパフォーマンスの共通項を体系化した「学習する空間づくり」
を習得することで、苦手を補い強みを生かすことができる。
それにより、信念が揺らぐのを防ぎ、自信を持って「教育理念・価値観・目指すべき
姿」を実現できるようになる。

教師として、「学習する空間づくり」の実現を目指していくに当たっては、
生徒・学生に対して、傾聴する、受け入れる、励ます、支援する、信頼する、
尊敬する、意見の違いを交渉する等の良き習慣を身につけたいと思っている。
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第２部：提言２の概要
タスクで展開するコミュニケーション英語Ⅱの授業
―語彙指導に焦点を当てる―
東京都立小金井北高等学校
主任教諭 山下 次郎

「光陰矢の如し」の感がする。まさに Time flies like an arrow. である。月日の経つ
のは早いもので、私が高校英語教師になって３４年になる。その３４年間で、実に２２年
担任を務め上げた。３４年間で、私立高校１校と都立高校４校の合計５校に勤務した。
それぞれの高校に特徴があり、生徒の学力レベルも異なるため、その都度、試行錯誤し
ながら授業を組み立てた。どの高校の生徒も個性豊かで、実に思い出深い。この論文では、
英語のリーディングの土台となる「語彙指導」に焦点を当てて述べていく。
まず、基礎学力を重視する学校では、ゲームを採り入れて、語彙指導を行なった。クロ
スワードパズルでそのレッスンに出てくる新出英単語にスポットを当てて、個々の英単語
の意味や使い方を学ばせた。
進学重視の高校では、各レッスンに登場する新出英単語の量は膨大である。よって、語
彙指導を非常に緻密に行なわなければならない。
① 英単語プリントの考案
各レッスンの新出英単語に関して問題を作成して、Ａ３版両面に渡る英単語プリントを
作成し、新しいレッスンに入る約１週間～１０日前に生徒へ配布する。それを生徒が１０
日ほどのインターバルで完成させ、我々教師がきっちりとやってあるか否かのチェックを
して、良好ならば詳細な模範解答を付けて、生徒へ返却する。
この英単語プリントと模範解答を作成するのは、莫大な時間と労力を要したが、これを
進学重点高校３校に勤務した実に２１年間、私一人で作り続けたのである。問題プリント
と模範解答の実例は、以下の通りだ。
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Lesson 4 Handwriting in the Digital Age
手書きは昭和の心意気だ 103 問
English

Japanese

Questions

P. 48
handwriting

問１．不定詞を使って、英語６語で英訳せよ。
「彼の手書きは、読みにくい。
」

digital

問２．反意語は
問３．
「アラビア数字」という意味の名詞形は

grateful

問４．副詞形は
問５．
「感謝」という意味の名詞形は
問６．和訳せよ。I’m really grateful to you for helping
me find a new job.

attention

問７．動詞形は
問８．形容詞形は
問９．反意語は
問 10．和訳せよ。
She stopped talking and turned her attention to the TV.

devoted

問 11．英語５語で英訳せよ。
「彼女は、読書に没頭している。」

penmanship
enjoyable

問 12．動詞形は
問 13．副詞形は
問 14．英語７語で英訳せよ。
「とても楽しい夕べを有り難う。」

sincerely

問 15．形容詞形は
問 16．名詞形は
問 17．和訳せよ。I sincerely hope that in the near future
the young promising sumo wrestler will be promoted to

Ozeki, the second highest rank in the sumo world.

22

Lesson 4 Handwriting in the Digital Age
手書きは昭和の心意気だ 103 問 模範解答
●原稿の字数制限の為に、模範解答の一部が省略されています。
●下記のような英単語プリントを各レッスンの授業を行なう前に完成させることで、
生徒は語彙に自信を持ち、テキストの内容が格段と理解しやすくなる。これが、い
わゆる Bottom-up 指導である。
●その他、いろいろ試みているが、字数制限の為に、その他の実践内容を省略させて
頂く。
English

Japanese

Questions

手書き

※不可算名詞である。 問１．不定詞を使って、英語６語で

P. 48
handwriting

手書きの文字

英訳せよ。「彼の手書きは、読みにくい。
」
His handwriting is hard to read. / His handwriting is
difficult to read.

digital

デジタル（式）
の
数字で表示する

grateful

問２．反意語は analog /analogue アナログ（式）の、アナ
ログ表示の
問３．
「アラビア数字」という意味の名詞形は

digit

感謝する

※名詞の前では用いない形容詞である。grateful が人の行為

有り難く思う

への感謝を表すのに対し、thankful は運や神、状況に対する
感謝を表すことが多い。
問４．副詞形は gratefully

感謝して、有り難く

問５．
「感謝」という意味の名詞形は gratitude
問６．和訳せよ。I’m really grateful to you for helping
me find a new job.
新しい仕事を探すのを手伝って頂いて、あなたに本当に感
謝している。
attention

注意
注意力

※不可算名詞である。
問７．動詞形は attend

～に注意する

問８．形容詞形は attentive

注意深い

問９．反意語は inattention 不注意
問 10．和訳せよ。She stopped talking and turned her
attention to the TV.
を向けた。
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彼女は話をやめて、テレビに注意

国際教育研究所 第 1 回年次大会
2021 年 11 月 27 日（土）
第 2 部：提言（3）
心理学を活かし自主性を育てる授業実践―大学での試み
近畿大学全学共通機構

准教授・

国際教育研究所理事

白石よしえ
今回の記念すべき第 1 回年次大会では、
「心理学を活かし自主性を育てる授業実践―大学
での試み」というタイトルを頂きまして、僭越ながら、お話をさせていただきました。
まず、心理学というと、何か、なんでもできるとてつもなく万能な魔法の道具のように
ように思われることがしばしばあるのですが、心理学ほど応用するのが難しい科学もない
かもしれません。
物理学や化学であれば、条件が整った場合の再現性が担保されると一般的に考えられて
います。もちろん、実験者効果というものがございます。実験者効果とは、観察されてい
る物理的な反応が観察者の存在によって少なからず影響を受けてしまう現象を表します。
観察対象が人間やその他のネズミのような哺乳類であれば、まだしも理解ができるのです
が、それが単なる物質間の反応の場合でも、誤差で済ませられないような、予測される結
果からの逸脱が生じ、観察者がなんらかの影響を及ぼしているのではないか、というよう
な場合もあるのです。ですから、必ずとは言えないのですが、それにしても人間が対象に
なるよりは、やはりずっと再現性が高いと思えます。
しかし、物理学や化学と異なり心理学の対象は人間です。人間はまず、金子みすゞの「私
と小鳥と鈴と」にあるように「みんなちがって、みんないい」というように、どちらかと
いえば、私たちが十人十色であることが前提で、それを肯定する（私の大好きな）詩なの
ですが、そのように一般的には異なっている、と思われる人の性格をなんとかいくつかの
グループに分けて考えよう、そして、あるグループに所属する人々には共通の特性がある
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とみなし、次に生じる行動をその共通の性質から予測できるのではないか、予測しよう、
と考えるのが心理学の側面の一つなのです。
心理学における性格心理学、もしくはパーソナリティ心理学がこのような研究分野にな
ります。例えばユングは外向性と内向性という二つの対立するパーソナリティ特性を考え
ましたが、彼の外向性・内向性ほど一般的に広まり、誤解されている概念は少ないのでは
ないかと思えます。
みなさんは、もしかしたら、パーティで誰ともおしゃべりできる華やかな中心的人物は
外向性が高い人に違いないと考えていませんか。その反対に人と話すことが苦手で壁際で
じっとしてるような人は内向性が高い人だと考えていませんか。一般的には、このような
判断は正しいでしょう。しかし、ユングの言う外向性ではないのです。ユングの定義に従
えば、外向的な人とは、注意の関心が外に向く人なのです。ですから、先ほどあげたパー
ティーで正反対の行動をとっている 2 種類の人々が、もし、自分自身の気持ちや感じてい
ることよりも、他人がどう感じているかやどう考えているかに関心を持てば外向性となり
ます。同様に自分自身の気持ちや自分がどうしたいか、など関心が内に向いている場合は
内向性となります。つまり人付き合いの良い内向性の人が存在しますし、人付き合いの悪
い外向性の人も存在することになるのです。
もし、このユングの理論を英語授業に活かすとすれば、どのような方法が考えられるで
しょうか。まず、生徒や学生に心理テストをして内向性か外向性かを見分けないといけま
せんね。なぜならば、表面に現れる行動様式から教員が判断できないからです。その人の
関心がどこに向くのかという、非常にプライベートで内的な関心の焦点を探らなければな
らないのです。心理テストをすることは中学や高校で認められるのは難しいと思うので、
これでは、ユング心理学は応用できませんね。
よしんば、パーソナリティーテストによって性格が分かったとしても、人は状況によっ
て変わります。つまり、遠足で見ている生徒・学生と英語の授業で見ている生徒・学生と
の行動や振る舞いは一緒になると予測するのは難しいのです。観察している生徒・学生は
同じ一人の人間なのですが、遠足で元気がいいから、英語や数学の授業でも元気が良いだ
ろうと予測できないと言うことです。つまり、生徒や学生の振る舞いは他の多くの要因に
大きく左右されるのです。非常に、大雑把に言うことが許されるのであれば、おおよそ性
格心理学のような、個人差を扱う心理学は、学校現場では使うことは絶対とは言いません
が、極めて難しくなるでしょう。それでは、授業運営に活かせる心理学とはどのような心
理学の分野なのでしょうか。
話は前後してしまいますが、心理学にはさまざまな分野があります。社会心理学、実験
心理学、知覚心理学、性格心理学、言語心理学、犯罪心理学、臨床心理学、経営心理学、
建築心理学・・・本当にびっくりするぐらいです。この中で一つ参考にしやすい分野を挙
げろと言われれば社会心理学になるでしょう。社会心理学は、そもそもアメリカが新兵の
教育をするのに、どうすれば効果が上げれるか、を探るにあたって大きく発展した学問で
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す。つまり予想される行動がどうすれば生じるかに大きな関心が集まり、ある意味心理学
を道具として使用する、もしくはしたいという要求があったと言って良いでしょう。
この社会心理学の中に集団心理学（Group Dynamics）という領域があるのですが、社会
心理学が、社会という文脈の中で人がどう行動するか、を研究する学問であるのに対して、
集団心理学は、集団における個人の行動を研究対象にします。そして集団なったときには
個人の時とは異なる振る舞いをすると考えます。つまり、決して個人の総和が集団という
わけではないということです。
集団になると同調への斉一性圧力がかかるので、まとめて動かしやすくなります。この
ことを知っていれば、個人を意識して授業をするより、クラスを一つの集団として捉え、
講義をする方が、はるかに生徒をまとめ易くなります。
例えば、教員がリーダであることを意識させるような行動をさせる、とかです。私は必
ず、授業の最初に立ってもらって、大きな声で挨拶をしてもらっています。
それから、集団としてのルールを提示します。中学や高校では、学校のルールがありま
すが、大学では細かいルールはありません。私が使用しているルールはざっくりと次のよ
うなものです。
1. 物理的に教室にいても、居眠りをしたり、携帯でゲームをしたりして、心が授
業に向いていなければ、出席とみなさない。
2. １.で述べたような行為をする自由はもちろんあるが、教員や解説者はテレビの
中で話しているわけではない。目の前で話している人間に対して、最低限の礼
節を守れる人間性を身につけて欲しい。それゆえ１.の行為は禁止される。
3. ただ、「今年は単位を取らないで来年に回そう」などと判断するのは構わない。
そもそも、単位を落とすことは悪でもなく、失敗でもなく、単位が手に入らな
いというだけであることに気づき、自分で決定すればよい。
4. 同様に英語ができないのではなく、してこなかったから理解が不足していると
捉えて、そのこと自体を悪いことと捉えない。
5. 体調が悪くなった時は、速やかに保健室に行くようにすること。その際、欠席
にはならない。聞けなかった講義は、グループのメンバーか教員本人から説明
を受けること。
そのようなルールを最初の時間に提示しておくと、とてもクラスがまとまり易くなり、
授業を行うための準備状態が形成され易くなります。例えば、「ペン出して〜」というと全
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員がさっとペンを握るとか、そのような感じです。
「アンダーライン黄色で引いて」という
と「黄色は持ってない〜」とか、賑やかになります。何本かあらかじめ持って行って、10
万円ね、とか言いながら貸してあげると、学生の方も「出世払いでお願いします」と返し
てきて、雰囲気が和みます。もちろん、
「次からは用意してね、自分の好きな色ならどんな
色でもいいんだけどね」と付け加えたりします。
学生の注意を教員に向けることができれば、次は、「いつ」
「何から」教えるのを意識し
ます。
まず、「いつ」に関しては、ゲゼル（Gesell, A）という教育心理学者が一卵性双生児を
対象にした興味深い実験が参考になるでしょう。この実験では生後 46 週間目に、一卵性双
生児の片方の Tom にだけ階段登りを教えました。6 週間後、Tom ともう一方の、全く訓練
を受けていない Charlie が同時に階段登りをしたところ、Tom は 26 秒、Charlie は 45 秒
かかって上まで辿り着きました。続いて、生後 53 週目から Charlie は階段登りの訓練を 2
週間受けたのですが、2 週間後の 55 週目に一体、Charlie は何秒で階段を登れるようにな
ったと思いますか。常識で考えると、
6 週間の 1/3 の時間しか訓練していないわけですから、
Tom ほどは早くないと誰もが予想すると思います。しかし、実際は、驚くことに、Charlie
はなんと 10 秒で登り切ることができたのです。6 週間も練習して 26 秒、一方、たった 2 週
間の練習で 10 秒！ゲゼルはここから、全ての学習には、その学習に対して最適な時期があ
る、という仮説を立てました。そして、準備が整った状態で学習すれば、最短で最高の効
果が得られる、としたのです。
英語の授業にも、この「準備状態をどうやって用意するか」ということが重要になりま
す。1 回目の授業は、2 回目の授業の準備状態になるようにセッテイングしないといけませ
ん。特に文法の学習においては、準備状態を用意してあげることはとても大切です。間違
っても関係詞の説明から入ってはならないのです。それは、関係詞を理解するためには、
動詞の用法を理解していないといけないからです。
次に、「何を教えるか」ですが、なんとなく「いかに教えるか」という方法論ばかりが注
目を浴び、英語について「何を教えるか」についてはあまり研究の対象になってこなかっ
たような気がします。しかし、いわゆる学校文法と呼ばれる文法は、平気で I have many
books. のような用法を正しい英文とします。ご存知のように many や much は肯定文では使
えませんね。では、学生の書いた英作文を添削する時は、どうするか、ということが問題
になるのです。
大学なのですから、アカデミックで正確な英語を教えたいし、また、教えるべきだとい
うのが私の考えです。ですから、授業の最初に
a. Mary taught English to Jane.
b. Mary taught Jane English.
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という 2 文を出して、導入クイズのような形で、今まで同じだと習ってきたと思うけれど、
本当かな？と質問し、グループで話をさせます。そしてグループごとに理由と結論を述べ
てもらいます。理系の学生はこのような発言が得意なことが多く、今まで正解に近い答え
が何度も出てきました。実はこれに先立って
c. Jane loves David.
d. David loves Jane.
という、どんなに英語が嫌いでもわからない学生はいない例文で、語順が変われば意味が
変わる、という原則を学習させておきます。すると、先ほどの英文 a と b に関する問いに
対して「語順が違うので意味も違うはずだ」「使用している単語が違うので意味も違うはず
だ」と正解を出してくれるのです。当然、教員としては、教えたことが身について応用し
てもらえたので嬉しくてたまらなくなり、大げさに喜びます。時にはポーナス１点！など
と大盤振舞いをしたりします。こんなふうに、英語ができる学生でも学校文法という縛り
の中では学ぶことができなかった、英語の本質ともいうべきところを教えて、やんわりと
今まで学んできてことが絶対的に正しいわけではないという伏線を忍ばせておきます。そ
うすると、先ほどの many や much の説明もし易くなりますし、否定されているような感じ
を受けずに、学生の方でもすんなりと抵抗なく受け止めてくれるのです。
このように学校文法で学んではいないが、英語の本質を教えることは別の観点からもと
ても重要です。それは学生に「自分達だけが知っている」という有能感を感じさせてくれ
るのです。有能感はポジティブ感情の重要な下位項目です。ポジティブ感情を引き起こす
と課題解決が促進されたり（Isen, 1987）
、ユーモアたっぷりの歴史の学習ビデオでは、ユ
ーモアのない学習ビデオに比べて、知識の定着が優位に高かった（Apter, 1982）という実
験結果が出ています。生田（2008）によれば、英単語の意味と再生において、お笑いの映
像を見た学生は、優位に再生率が上がりました。最後の実験は生田となっておりますが、
実は、私が心理学系の論文を書いている名前なのです。この場合の実験対象者は 4 年生へ
の受験を控えた短期大学生で、彼らは合格できるかという不安を持っていたことがある意
味重要になりました。
不安が高い状態で高覚醒状態になる時、何か安心させるような条件があれば（prptective
frame）とても心地よい興奮状態になるという理論があるのです。リバーサル理論と言われ
るものです（Apter, 1982）
。この理論を活かせば、受験などを控えている生徒には、笑い
などの映像を使って、覚醒度をあげる（興奮状態にさせる）と、クラスが盛り上がり、や
る気が出るのです。実際、受験を控えて高不安状態の予備校の教室では、人気のある授業
を見てみると必ず、「どっ」という笑いが生じていました。
ポジティブ感情の話に戻りましょう。先ほどお話しいたしました有能感ですが、2018 年
に菅原によってその構造が研究されています。
28

図１ ポジティブ感情の構造 p.7 菅原（2018）

まず、ポジティブ感情は大きく、「他者志向的ポジティブ感情」と「自己志向的ポジティブ
感情」の分かれます。
「自己志向的ポジティブ感情」の下位項目として、
「有能感」や、そ
れに付け加えて、
「意気込む気持ち」
、「興味」
、「楽しさ」などが存在します。また、
「他者
志向的ポジティブ感情」には「仲間に対して思いやる気持ち」や「愛情」などがあります
が、グループワークをすることで、これらを感じることができ、それらはポジティブ感情
を引き起こすのです。
ポジティブ感情を引き起こすには教材も大切です。ポジティブ感情を引き起こすことが
可能な授業を作っていき、学びの中に楽しさが見出せた時、学生は成長することが楽しい
という経験をしてくれるでしょう。このことを通して彼らの人間性が成長すれば良いなあ、
といつも思っています。
何を教えるか、ということに対しては学校文法で学んでいない英語の本質、ネイティブ
が使う英語についての情報を付け加えてあげる、ということに尽きると思います。そして
その底辺にはポジティブ感情を喚起させようという心理学に基づいた目的意識が必要なよ
うに思えます。
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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
司会：平見勇雄（国際教育研究所事務局長・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・近畿大学准教授）
山下次郎
（東京都立小金井北高等学校主任教諭）

山岸信義理事長からのシンポジウムでの発言要旨
私は、今回のシンポジウムの全体テーマとなっています「こころ豊かな人間的成長を
促す英語教育実現を目指して」に関して「やる気の引き出し方」に焦点を絞って、提言を
させて頂きます。
私は、本日の提言１では「内的動機づけを重視した英語教育実践」について
語らせて頂きましたが、その中で、英語教師として自分が感じた最も大切な課題として
強調させて頂いたことは、盲学校での指導体験で痛感した「学習する空間づくり」の重要
性についてでした。
学習する空間づくりが出来ている状態とは、「生徒のやる気が引き出されていて、
生徒が積極的・意欲的に授業を受ける体制が整っている学習環境を意味しています。
教師と生徒との信頼関係が築かれ、望ましい教室運営、授業運営がなされていれば、
生徒が生き生きと授業に参加する学習空間づくりが可能になると思っています。
このような学習する空間づくりが可能になれば、授業改善の課題解決に役立つばかりで
なく、生徒の内発的動機付けを重視した英語教育改善にも役立つと思います。
生徒が授業に興味を持ち、目を輝かせて教師の話す内容に集中して聞く教室の環境づく
りが、
「学習する空間づくり」と考えています。この実現の為には、
「何をどう説明するか」
ということ以上に、「どのように伝えるか」という教師としての表現力を養うことが大きな
課題となるように思います。
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「生徒・学生を成長させたい」という熱意さえあれば、その心が生徒・学生に伝わり、
誰にでも、学習する空間づくりは可能になるように思います。
私は、このような「学習する空間づくりが出来る教師」であれば、今回のシンポジウ
ムでの全体テーマとなっています「こころ豊かな人間的成長を促す英語教育実現を目指し
て」行くことが可能になると思っています。

山本新治副理事長からのシンポジウムでの発言要旨
➀

教育行政に入ったときの先輩から教えてもらったこと
すなわち、コミュ
ニケーションとは、物を運ぶ手段ではなく、自分の考えを適切に伝え、心を
運び、そして心が通わせることであろうと考えます。
その根底に流れる大切なことは、
「肌、手、目、心」であると言われています。
＜乳児は肌を離さず ・幼児は手を離さず ・少年は目を離さず ・青年は
心を離さず＞

②

医者に向く人の３条件 cf. :第 100 回 芥川賞作家で内科医の南木佳士（な
ぎ けいし）の挙げていること
ア．
イ．
ウ．

丈夫な体
優しい心
まずまずの頭

すなわち、
「切れすぎる頭は病人を診る臨床には適さない場合が多い」と書いて、
「問題なのは丈夫な体と優しい心」とし、他人の痛みが分かる優しい心は例外なく
ストレスに弱く、丈夫だった体もストレスから様々な症状を呈するようになって
しまう。医者は心も体もタフであらねばならない、ということなのでしょう。
③学習指導要領の観点から俯瞰すると、
〇言語は知的活動（論理や思考）の基盤であると共に、コミュニケーション
や感性・情緒の基盤でもあり、豊かな心をはぐくむ上でも、言語に関する
能力を高めていくことは重要である。
（言語活動の充実に関する指導事例集―小学校版）

〇援護活動の充実を通して、「伝え合う言葉」と「はぐくみあう心」を育て
ること ⇒ 「生きる力」を育てること。
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白石よしえ近畿大学准教授からのシンポジウムでの発言要旨
英語教育をしながら、人間的成長を促すのは至難の業であり、どちらを優先すべき
かという「卵が先か鶏が先か」という根本的な問いが解決されているわけでは無いのだが、
大学生においては、少なくとも、大学に入った時点である程度の学力担保されているため、
ある意味では英語の授業は比較的成立しやすい。近畿大学理工学部の英語演習で白石が担
当するクラスは最下位なため、全ての学生が「自分は英語ができない」「自分は英語に関し
て頭が悪い」と思っていた。そこで、白石はポジティブ感情を喚起させる方策を使用した。
具体的には、トップクラスでも教えてもらえないような、言語学の知識を映画などを使用
して教え、有能感を持たせた。同時に、ペアワーク、グループワークを頻繁に取り入れた。
その結果、英語の授業を楽しみにするようになり、学生同士のコミュニケーションが増え、
お互いを助け合い、教え合うという人間関係をうまく築けるようになった。また、クラス
メイトとの人間関係が築けるようになった時点で、今度は、教員である私への信頼が安定
したのか、英語の学習以外に彼らの人間性に関わることを相談されたり、アドバイスでき
るようなラポールが生じた。つまり、まず、意味のある楽しく、有能感を育てるような英
語の授業を行い、ポジティブ感情を生起させ、その授業を通してラポールを繋ぐことによ
って対話が生まれ、人間的成長を促すことができると考えている。

山下次郎

東京都小金井北高等学校主任教諭

からのシンポジウムでの発言要旨
「日々の地道な精進を体得させる英語教育」
東京都立小金井北高等学校
主任教諭

山下

次郎

まさに「光陰矢の如し」である。私が英語教師になって３４年になる。
私立高校に４年、都立高校４校に３０年、合計で５校、３４年勤務した。
その経験から今回の「心豊かな人間的成長を促す英語教育」について考察
する。
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１．

授業がすべての教育活動の中心であり土台である。

学校には様々な行事や教育活動があるが、大半は授業である。この授業がいい
加減な魅力のないものでは、すべての教育活動がうまくいかない。授業が生徒
にとって魅力的であり、生徒自身のモティベーションの源になるには、教師の
徹底した教材研究、授業研究である。研修に研修を積み重ねて、授業に臨むこ
とだ。
２．

どういうテストを作成するかを念頭に置いた授業作り

授業とテストが一致していなければ、生徒は次第に真剣に授業を聴かなくなる。
例えば、授業中はコミュニケーション活動やペアワークを取り入れているのに、
試験ではもっぱら英文和訳ばかり出題していては、授業とテストとの一致がみ
られずに、内容的妥当性(Content Validity)が乏しいものになってしまう。こ
れでは、授業を真剣に聴く意味が見出せずに、生徒の地力の向上にもつながら
ない。授業とテストとの一致、内容的妥当性(Content Validity)を重視するこ
とが必要不可欠である。
３． 授業前に与える生徒への課題・宿題
生徒が授業に臨む前に何をすべきか、これを明確に示す必要がある。そのため
には授業前に生徒へ与える課題は必須だ。私の場合、語彙の土台を固めて、授
業に臨むことが何よりも大切であると考える。高校のハイレベルなテキストは、
何と言っても中学の教科書に比べると、語彙の豊富さと難易度に大きな違いが
ある。それを克服するために、英単語プリントでテキスト中の語彙の習得をは
かると同時に派生語や類義語も理解させる。さらに英英プリントで、その英単
語が英語でどういうふうに表現されるのかを身につけさせる。この英単語プリ
ントと英英プリントの２つを毎レッスン前に作成することは大変な作業であり、
労力を要することだが、これによって、生徒一人ひとりが授業に向かうレディ
ネスを生み出すことにつながるのである。
４． 授業＝「真剣勝負の場」
教材研究を積み上げた教師と課題を仕上げて意欲に満ちた生徒とが、授業とい
う場で真剣勝負をする。これが、最大の効果を生むことになる。
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５． 自立した学習者（Independent Learners） へ
課題・宿題を積み重ねることによって、生徒は地力が増して、自信が生まれ
る。課題・宿題をきっちりと完成させていくことで、生徒は次第に自らが方法
を見つけて、英語学習をしていく 「自立した学習者」
（Independent Learners）
へと変わっていく。
このことが何よりも大切である。なぜなら、今後、自分の道を極めていくに
は、自らが問題を見出して、自らの方法で解決し、乗り越えて、前へ進んで行
かなければならないからだ。その土台となるのが、努力であり、日々の精進で
あると考える。
現代は、先の見えない、変化の激しい時代である。ＡＩの普及で、人間の従
来の仕事も奪われている。そのような厳しい時代を生き抜くには、精進に精進
を重ねて、自分の道を極めていく以外に方法はないと確信している。それが、
人間の心の豊かさに通じると信じている。これは常に私が卒業する生徒へ送る
メッセージでもある。
まさに Heaven helps those who help themselves. 「天はみずから助くる者
を助く」である。現代の教育は、生徒に寄り添うことが重要視されているが、
やはり生徒の将来を思えば、自立できる確固たる力を高校卒業までにつけさせるこ
とが何よりも肝要である。

編集後記
３月も半分が終わりました。ここのところロシアのウクライナ侵略で２月下旬よりずっと重苦
しい雰囲気が続いています。コロナの収束も見通せずコロナ一色であったここ数ヶ月のニュース
にさらに心配事が増えました。追い打ちをかけるように昨日の夜は東北でまた震度６強という大
変なことが起こっています。今年は北京オリンピックがあったのにそういうニュースが打ち消さ
れるほど悪い出来事の連続です。
さてこの度のニュースレター、執筆されました一部の先生方にはご迷惑をおかけしました。紀
要とニュースレターの棲み分けをどう行っていくかということを研究所でも現在考えておりま
す。次回からはより具体的な形でそれぞれの役割を果たしていきたいと思っておりますのでどう
ぞよろしくお願いいたします。
文責
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平見勇雄

