
目次 

 

１． 第二言語習得における比喩的能力について 

―英語の前置詞の習得を例として― 

林 正人 （立命館大学教授） 

 

２． メタ文法能力を伸ばす Writing 指導法 

―現在形と進行形の誤答分析からー 

The analysis of Japanese students’ English errors to suggest an effective approach by 

fostering meta-grammatical abilities focusing on the present and progressive verb patterns. 

白石 よしえ （近畿大学准教授） 

 

３． 初級の学生へのディスカッションの指導法 

―意味のあるディスカッションを身につける方法を考える― 

仲谷 都 （東洋英和女学院大学非常勤講師） 

 

４． ボーカロイド曲を利用した日本語教育のメリット・デメリット 

Pros and Cons: Teaching Japanese with Vocaloid songs  

豊田典子 （法政大学兼任講師） 

 

 

令和２年度 国際教育研究所」紀要 第２７号 投稿規定 



1 
 

第二言語習得における比喩的能力について 

―英語の前置詞の習得を例として― 

 

林 正人（立命館大学教授） 

 

Abstract  

 

This paper discusses second language acquisition of metaphorical competence, which can be defined 

as the ability to comprehend and express things abstract in terms of things concrete. Since the 

introduction of insights from cognitive linguistics into second language acquisition research, this 

competence has come to be considered a vital component of communicative competence.  In this 

paper, the author reports on the acquisition of metaphorical competence by Japanese learners of 

English in the context of their acquisition of English prepositions. He illustrates the difficulty for 

Japanese learners to acquire this competence by showing evidence that metaphorical extensions of 

prepositional senses are not necessarily clear to them. 

 

Keywords: 比喩的能力，第二言語習得，英語の前置詞，多義ネットワーク，メタファー 

 

１．はじめに 

1970 年代より第二言語習得研究・外国語教育の分野において, コミュニケーション能力

の構成要素を定義する試みがなされてきた。言語の実際の使用場面を研究する社会言語学

の視点より ”Communicative Competence” という概念を導入した Hymes (1972) を承けて，

第二言語習得の分野ではコミュニケーション能力の定義は，Canal & Swain (1980)，Canal 

(1983)，Bachman (1990)， Celce-Murcia，Dörnyei，and Thurrell (1995)，Usó-Juan and Martínez-

Flor (2006)，Celce-Murcia (2007) などと展開してきた。(尚, コミュニケーション能力の歴史

的な展開及び各モデルの概要は，山田 2006, 坂本・谷 2017 に詳しいi）。 

 ところが 1990 年代になってコミュニケーション能力を構成する下位能力に「比喩的能力」

(metaphorical competence) を組み込む必要があるとの見解が出てきた（例えば Littlemore & 

Low 2006 を参照）。これは, 1970 年代に誕生した認知言語学 (Cognitive Linguistics) の影響に

よるものである。認知言語学の道具立てである「概念メタファー 」(conceptual metaphor), 「概

念メトニミー」 (conceptual metonymy), 「身体的経験」 (embodied experience) などを第二言

語習得のプロセスの解明に応用する研究, いわゆる応用認知言語学研究 (Applied Cognitive 

Linguistics Research)ii が増え, 母語話者の有する比喩的能力も第二言語習研究の対象とすべ

きと考えられるようになったからである。 

 しかしながら日本の英語教育では，筆者の知る限りこの比喩的能力はあまり論じられて
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いないiii。本拙稿では, 筆者が過去に行った日本人英語学習者による英語の前置詞の習得研

究で得られたデータをもとに日本人英語学習者の比喩的能力について論じる。 

 

２．比喩的能力とは 

 ここでは, まず認知言語学により新たな解釈を得た「比喩」について触れ, その後比喩的

能力について述べる。尚, ここでは「比喩」を包括的な用語として用い, 隠喩 (metaphor), 換

喩 (metonymy), 提喩 (synecdoche) などを含むものとする。 

 繰り返し言われていることであるが, 比喩が文学などに限らず日常的にみられる現象で

あると論じたのは, Lakoff and Johnson (1980)であった。彼らは,「概念メタファー」という考

えを用いてある概念領域を別の概念領域を通して理解する認知的な仕組みを明らかにした。

このような理解の仕組みを示す一例を彼らの著書(1980:7)から以下にあげる。 

 

「時間はお金である」 

 

 これは, 「時間」という抽象的で捉えにくい事柄（目標領域）を身体的経験によって把握

できる「お金」という具体的な事柄（起点領域）で捉え, 理解しているということである。

このように我々は事象理解において, 抽象的な領域（目標領域）を具体的な領域（起点領域）

に喩えて理解する能力を利用している。ある事柄を別の事柄を通して理解する能力を比喩

的能力と呼ぶが（Littlemore & Low 2006 を参照), この比喩的能力は言語習得には欠かせない

ものであると考えられる。 

 このような理解の仕方は英語の前置詞のような多義語の語義ネットワークの形成にもみ

られる。例えば, 概念メタファーの中の「容器のメタファー」に基づく理解の例として Lakoff 

and Johnson (1980:59) は以下を挙げている。ここで, ”the kitchen,” “the Elks,” “love” はそれぞ

れ,「空間的な容器」，「社会的な容器」，「感情的な容器」と考えられる。すなわち，in love に

おける love, in the Elks における the Elks は, in the kitchen における the kitchen のような空

間に見立てられる。 

 

  (2.1) Harry is in the kitchen. 

    (2.2) Harry is in the Elks. 

    (2.3) Harry is in love. 

 

ここで大切な点は, 二番目, 三番目の文の理解が一番目の文の理解に基づいているとい

うことである。上述の「時間はお金である」の例にある通り, love のように喩えられるもの

を目標領域, the kitchen のように喩えるものを起点領域と呼ぶ。つまりここでも, 起点領域

を通して目標領域を理解している。すなわち in love のような抽象度の高い事例の理解に比
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喩的能力が関わっていると言える。 

さて, 認知言語学の誕生以来, プロトタイプ理論に基づく前置詞の多義ネットワークモ

デルが数多く提唱されてきた (例えば, Brugman 1988, Dewell 1994, Herskovits 1986, Tyler & 

Evans 2003 )。これらのモデルでは, プロトタイプ（具体的語義）と周辺的語義（抽象的語義）

が比喩などで動機づけられているとされている。 

もちろん, 抽象的語義がメタファーなどにより具体的語義と動機づけられているという

主張に懐疑的な見方を示す研究者もいる（Nacey 2013 を参照）。また感覚的にも in return や

in response の, return, response を空間に見立てることは容易ではないように思われ, このよ

うな表現は, その度ごとに組み合わせを考えて作られるのではなく, このままの形で記憶

されているとも考えられる。さらに, 調査対象者が 4 名と少ないが, 脳に障害を受け言語を

喪失する場合も, 空間的 (spatial) な用法と時間的 (temporal) な用法を同時に失うわけでは

ないとする研究報告もある (Kemmerer 2005 を参照)。 

しかしながら, 習得が困難とされる前置詞, とりわけ抽象的語義の理解を向上させるに

は, 各語義が比喩などによって動機づけられているとする立場をとるのがよいと考える。 

 

３．第二言語習得における比喩的能力を検証した先行研究 

第二言語習得の分野で比喩的能力を論じた研究者に Danesi (1992, 1995) がいる。彼は当

該分野における問題は, 母語の概念を習得中の言語を用いて表現していることであると述

べ, 言語形式と概念内容に非対称がみられると論じている。学習者が概念的流暢性を身につ

けるためには, 目標言語ではどのように概念が比喩的に表せうるかを知る必要があると結

論している。また, Littlemore & Low (2006) は Backman (1990) のコミュニケーション能力モ

デルの各構成要素との関わりにおいて比喩的能力を詳察している。 

以下, 第二言語・外国語における英語の前置詞の習得の枠組で比喩的能力を調査した研究

を紹介するiv。これらの研究は基本的には, 語義・用例の訳などを与える伝統的な教え方を

したグループと前置詞の多義ネットワークを教えたグループを比較し, 前置詞の語義の理

解において後者が優れているとするものである。 

Boers and Demecheleer (1998) は, フランス語を母語とする英語学習者による英語の前置

詞 behind と beyond の理解を調査したものである。英語の behind を用いて表される事象は, 

フランス語の前置詞 derrière で表されることが多いが, the reasons behind the recession にみら

れるような抽象的拡張の度合いの高い,「原因」を表す語義は derrière にはない。このため, 

英語の behind の語義拡張のプロセスが十分には理解できず, behind の「原因」を表す意味

の理解が困難となることを明らかにした。また, beyond に一対一に対応するフランス語の前

置詞はなく, beyond の理解においては, 抽象的拡張のプロセスを把握できるような定義を

与えられたグループのほうが辞書的な定義を与えられたグループより優れていると報告し

ている。 
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Tyler et.al (2011) は, 英語の翻訳を仕事としているイタリア人英語学習者 14 名による英語

の前置詞 to, for, at の各語義の理解を調査している。それぞれの前置詞に関して, 語義がネ

ットワーク構造にとなっていることなどを教師が説明した後, 調査参加者はペアとなり各

語義を用いた例文を作るなどのインタラクティブな活動を行った。その後，事後テストの結

果と指導を受ける前に行った事前テストの結果が比較された。その結果, どの前置詞に関し

ても理解が向上したことが明らかとなった。著者自身も認めていることであるが, これは他

の教え方と比較したわけではなく, 教え方に拘わらず理解が向上する可能性もある。しかし

ながら, 著者たちは多義ネットワークの教授が前置詞の理解を促進したと結論している。 

 伝統的な教授法と比較して認知言語学的アプローチの効果を検証した Wijaya & Ong 

(2018) は, この点において Tyler et.al (2011) を補うものと言える。彼らは 44 名の 14～15 歳

のインドネシア人学生を調査参加者として, 英語の前置詞 in, on, at の理解の様子を調査し

ている。調査から明らかとなったことは, 事後テストにおいて, 伝統的な文法書を用いて指

導を受けたグループより, 認知言語学的アプローチの指導を受けたグループのほうが有意

に成績がよかったこと, また二週間後の遅延テストにおいては, 認知言語学的アプローチ・

グループも直後の事後テストより成績を下げたが, 伝統的な教授を受けたグループは大幅

にスコアを下げたことである。著者たちは, 認知言語学的アプローチの一定の効果を認めて

いる。 

これらの研究は, 多義ネットワークに基づく指導が前置詞の各語義の習得に効果がある

ことを明らかにしている。つまり, 語義拡張の仕組みの教授が比喩的能力の発達に寄与する

可能性を示している。しかしながら, 前置詞の語義の拡張のプロセスは複雑であり, 抽象的

語義を一括りに扱うことは妥当でないと筆者は考える。以下, 筆者の過去の研究データをも

とに, 前置詞の各語義の理解にみられる比喩的能力について論じる。 

 

４．前置詞の習得研究にみる比喩的能力 

 ここからは, 筆者がこれまでに行った日本人学習者による英語の前置詞の習得研究によ

り得られたデータをもとに, 抽象的事象を具体的な事物に見立てる能力, すなわち比喩的

能力の検証を行う。 

筆者は, Hayashi (2008) における調査の一つとして英語の前置詞 at, in, on の各語義の容認

性判断テストをおこなった (表 1～3 参照)v。ここでは英語習熟度において有意差のある調

査協力者 3 グループに各前置詞の様々な語義の容認性を 5 段階で判定することを求めた。

当然のことながら, 習熟度が上昇するにつれて容認性判断は向上するが, これは前置詞の

各語義によって異なる様相を呈した。 
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表 1 前置詞 at の各語義の平均点及び標準偏差 

 J1 J2 J3 NS 

正用例 

1. at the front door  3.70 / 1.12 3.63 / 1.00 4.13 / 0.68 5.00 / 0.00 

2.  at this map 4.63 / 0.85 5.00 / 0.00 5.00 / 0.00 5.00 / 0.00 

3.  at war 2.50 / 1.22 3.33 / 0.80 2.80 / 1.30 5.00 / 0.00 

4.  at our request  2.40 / 0.81 2.77 / 1.17 2.43 / 1.33 5.00 / 0.00 

                                                 Hayashi (2008) より一部抜粋 

表 2 前置詞 in の各語義の平均点及び標準偏差 

 J1 J2 J3 NS 

正用例 

1. in the country  4.63 / 0.85 4.70 / 0.65 4.97 / 0.18 5.00 / 0.00 

2.  in return 3.13 / 1.31 3.20 / 1.03 4.10 / 1.24 5.00 / 0.00 

3.  in love 3.63 / 1.43 4.47 / 0.78 4.93 / 0.25 5.00 / 0.00 

4.  in depth  3.17 / 1.32 3.50 / 1.017 4.23 / 0.86 5.00 / 0.00 

  誤用例     

5.  *in risk 3.17 / 1.32 3.27 / 1.14  3.17 / 1.26  1.03 / 0.18 

Hayashi (2008) より一部抜粋 

表 3 前置詞 on の各語義の平均点及び標準偏差 

 J1 J2 J3 NS 

正用例     

1. on one foot  3.73 / 0.94 3.77 / 0.86 3.90 / 1.16 4.93  / 0.37 

2.  on the wall  4.40 / 1.22 4.57 / 0.73 4.97 / 0.18 5.00 / 0.00 

3.  on fire 2.70 / 1.29 2.93 / 1.46 3.57 / 1.30 5.00 / 0.00 

誤用例     

1. *on trouble 2.30 / 1.24 1.73 / 1.01 1.33 / 0.55 1.00  / 0.00 

2.  *on will 2.97 / 1.19 2.97 / 1.16 2.90 / 0.99 1.00 / 0.00 

Hayashi (2008) より一部抜粋 

 

 まず, at から検討する。表 1 から明らかなように, at the front door, at this map などの容認

度は高いが, at war, at our request などは, 習熟度に拘わらず容認度が極めて低い。J1 , J2 では

at this map と at war, at request の間に 0.05 水準で有意差があり, J3 ではそれに加えて at the 

front door と, at war, at request の間に有意差がある (付録 2 を参照)。これらから, at の抽象

的語義の理解は難しいものと考えられる。前置詞 at はランドマークを「広がりのない点」
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とみなすものであるが, Navarro-Ferrando (2002) が述べているように, 我々が空間や事物を

広がりのない一点と捉える事は通常はないと考えられる。前述した, at the front door, at this 

map の容認度の高さは, これらの例を塊として記憶していたためである可能性が高い。特

に at this map は, Look at this map という文における容認性判断であったため, 容認度が高か

ったと考えられる。これらのデータは, 日本人学習者にとって at の抽象的語義を習得する

ことが難しいことを示してはいるが, 比喩的能力に関する議論をするには十分ではない。 

これに対して, in の正用法の抽象的語義の（in love, in return, in depth）の容認度は具体的語

義 (in the country) と同様に高かった。どのグループにおいても, これらの間には有意差は

なかった。特に習熟度の上昇に比例して容認度も上昇した（表 4 参照）。同時に, 誤用例 (*in 

risk) を棄却することが難しいことがみて取れる（J3 のみ, in the country, in love との間に有

意差あり）。これは, 「容器のメタファー」による概念化がかなりの程度普遍的であること, 

さらには日本人学習者が,「～のなか」と in を類似したものと認識することによる過剰産出

が原因と考える。 

この過剰産出は, Hayashi (2009) における空所前置詞補充テストでも観察された。調査に

使われた前置詞を含む英文の中の 2 文には, 前置詞の目的語として無意味語を用いたが, そ

れらにおいて in の過剰使用がみられた（表 4 参照）。これも, 前述の「容器のメタファー」

による概念化の普遍性などが原因であると考えられる。この英語の前置詞 in の過剰産出に

関してはこれまでに種々の研究で報告されているが（例えば, Jarvis & Odlin 2000),  日本人

学習者を対象とした研究も in の過剰産出を報告している（例えば, 望月 2014, 須田・岡村

2019）。前置詞 in に関しては, 比喩的拡張のプロセスが理解されているというより,「容器

のメタファー」の普遍性ゆえに, 比喩的能力の習得が容易であるようにみられたと考えられ

る。もっとも, love のような空間に見立てるのが比較的容易な場合は, 比喩的拡張プロセス

が理解しやすいと言える。 

 

 表 4 無意味語を用いた前置詞の空所補充問題vi 

All the students are ( ) gramcy.                         They are ( ) afflument.  

 at in on   at in on 

JS 8 21 9 JS 8 18 12 

NS 0   0 0  NS  0 0 0 

                                  Hayashi (2009) より 

 

これらに比して, on の抽象的語義の例は正用例・誤用例（on one foot, on the wall, *on trouble）

ともに比較的明確な判断を下した（表 3）。全グループとも, on the wall と*on trouble の間に

有意差がみられた。しかしながら, 誤用例 *on trouble に比べて *on will の容認度が目立っ

て高かった。J3 においては, *on trouble との間に有意差がみられた。これは, on の中心的語
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義である「接触」の一種である「支持」(安藤 2012:73vii) の概念は学習者にとって把握しや

すいものであるため, このことが *on will の容認性判断に影響を与えたものと考えられる。 

しかしながら, 同じく「接触」の一種である「状態」(安藤 2012:75) は, とりわけ英語習熟

度の低いグループにおける on fire に対する容認度の低さにみられるように, それほど理解

されていないように考えられる。J1, J2 グループでは, on the wall との間に有意差がみられ

た。筆者は,「容器のメタファー」による概念化の普遍性ゆえに fire を容器と見立ててしま

う誤りがここでの容認性判断に影響を与えているのではないかと考えているが, これにつ

いては追調査が必要である。 

 以上,「容器のメタファー」の普遍性ゆえに「容器」と喩えられないもの（例えば risk）を

誤って容器と見立てたり, また「支持」の概念の分かりやすさゆえの *on will についての容

認性判断の誤りなどがみられることを示した。 

日本語母語話者が英語の前置詞の抽象的拡張のプロセスを理解する能力, すなわち比喩

的能力を身につけることは容易ではない。第二言語習得研究に認知言語学の知見が取り入

れて以来, 比較的簡単に比喩的能力を身につけられるような論調も見受けられる（上記の先

行研究を参照)が, 英語の前置詞の抽象的拡張は日本人学習者にとって必ずしも把握しやす

いものではないということは考慮しておくべきであろう。 

 

５．おわりに 

  認知言語学の知見が第二言語習得研究に用いられるようになり, コミュニケーション能

力の構成要素として比喩的能力を取り込むべきとの主張が出てきた。抽象的で捉えにくい

事柄を具体的な事柄に喩えて理解するこの比喩的能力は母語話者であれば自然に身につけ

るものであるが, 第二言語習得・外国語習得研究において重要視されるべきものである。本

論では, 筆者が過去に行った日本人学習者の英語の前置詞の習得研究で得られたデータを

もとに比喩的能力の習得について論じた。抽象的語義を具体的語義と関連づけて理解でき

ない場合もあり, 日本人学習者が英語の前置詞の語義の比喩的拡張のプロセスを理解する

ことは容易ではない。比喩的能力の習得に対する教育効果を報告したものもあるが, より詳

細な研究が必要である。 

 

i 山田(2006) は Hymes (1972), Canal (1983), Backman (1990) などのモデルを詳説した上で, 
日本人学習者の英語力を論じている。坂本・谷 (2017) は Hymes (1972) から Celce-Murcia 
(2007) までの各モデルを簡潔に説明している。 
ii この分野における初期の論考を収めたものに, Puts, Niemeier and Dirvin (Eds) (2001) があ

る。 
iii 数少ない例外の一つに, Azuma (2005）がある。 
iv これらの研究では比喩的能力という用語は使われていない。しかしながら, 語義間の関

係を教授することが各語義の習得に繋がるか否かを調査するのは, 比喩的能力を調査して
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いることと同様と考えられる。 
v 議論に必要と考えるデータのみ記載してある。また, 前置詞とその目的語のみ記載して

ある。文例は「付録」に記載してある。また, J1, J2, J3 は日本人学習者グループを示し, こ
の順で英語習熟度があがる。NS は統制群としての英語母語話者グループである。 
vi JS は日本人学習者グループ, NS は統制群としての英語母語話者グループである。 
カイ二乗検定では, All the students are ( ) gramcy においてのみ選択した前置詞の間に有意差

がみられた。 
vii 安藤 (2012) は, 中心的語義, 「支持」をそれぞれ中核的意味,「支え」としている。 
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付録 1 調査に使用した英文 
＊Hayashi (2008) の英文例のうち本稿で使用したもののみを記載してある。 
 
前置詞 at 
正用例 
1 There is someone at the front door. 
2 Look at this map. 
3 England and France are at war.  
4 He did it at our request. 
 
前置詞 in 
正用例 
1 We live in the country during the summer. 
2 What did you give him in return? 
3 He is in love with you. 
4 The river is 20 feet in depth.  
誤用例 
1  *The disease is spreading, and all young children are in risk. 
 
前置詞 on 
正用例 
1 How long can you stand on the foot? 
2 There is a picture on the wall.  
3 The house is on fire! 
誤用例 
1 *He was often on trouble with the police when he was young. 
2 *These resources may be used on will.  
 
 



10 
 

 
付録 2  Scheffé による多重比較検定結果 
 
At の容認性判断の順序および有意差検定 

グループ 容認性判断順序  
J1 at this map > at the front door > at war > at our request 

at this map >* at war, at our request 
J2 at this map > at the front door > at war > at our request  

at this map >* at war, at our request 
J3 at this map > at the front door > at war > at our request   

at this map >* at war, at our request 
at the front door >* at war, at our request 

NS at this map = at the front door = at war = at our request 
>* は 0.05 水準で有意差があることを示す 
 
In の容認性判断の順序および有意差検定 

グループ 容認性判断順序  
J1 in the country > in love > in depth = in risk > in return 
J2 in the country > in love > in depth > in risk > in return 
J3 in the country > in love > in depth > in return > in risk   

in the country, in love >* in risk 
NS in the country = in return = in love = in depth >* in risk   

>* は 0.05 水準で有意差があることを示す。用例の下線は誤用例であることを示す 
 
On  の容認性判断の順序および有意差検定 

グループ 容認性判断順序  
J1 on the wall > on one foot > on will > on fire > on trouble  

on the wall >* on fire, on trouble  
J2 on the wall > on one foot > on will > on fire > on trouble 

on the wall >* on will, on fire, on trouble 
J3 on the wall > on one foot > on fire > on will > on trouble 

on the wall >* on will, on trouble   
on one foot >* on trouble 
on fire, on will >* on trouble  

NS on the wall = on fire > on one foot > on will =on trouble   
on the wall , on fire, on one foot >* on will, on trouble 

>* は 0.05 水準で有意差があることを示す。用例の下線は誤用例であることを示す。 
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メタ文法能力を伸ばす Writing 指導法 

―現在形と進行形の誤答分析からー 

 

The analysis of Japanese students’ English errors 

to suggest an effective approach by fostering meta-grammatical abilities 

 focusing on the present and progressive verb patterns. 

 

白石 よしえ（近畿大学准教授） 

 

 

Abstract 

 

This study analyzed Japanese students’ writing errors as a basis for providing suggestions 

to improve learners’ skills by fostering their meta-grammatical abilities. Common patterns of 

English errors were identified from the results of pretests completed during the first session of a 

writing course over a six-year period. It was found that students often made errors when using 

the present and progressive verb patterns, particularly when translating passages containing 

~teiru（~ている）into English. As fostering meta-grammatical abilities is considered an effective 

approach to help students write accurately in English, the instructor provided detailed 

grammatical explanations and examples to students as well as explicated the deeper contextual 

meaning of the Japanese passages. Consequently, students’ writings were highly improved. 

                              

Keywords: ライティング授業、メタ文法能力、論理的思考 

 

1. はじめに 

   日本人学生が英文を書くとき、共通して間違うポイントがいくつか存在すること

が6年に渡るプレテストの結果理解された。特に進行形と現在形の用法に関して押し並

べて認識不足であることが分かった。特に「〜ている」という日本語が入る文章を英語

で表現する場合、その傾向は顕著に現れた。文脈理解の不足と英語の文法知識の不足の

せいで正しい英文が書けないと思われた。このような間違いをできるだけ減らせるよう、

高校での学習を一歩進めて、「なぜ間違いなのか」について詳細に論理的に説明し、文

構造を常に意識しながら英文を組み立てたり、批判的に自分が書いたものを確認させた

りした。また、時間の許す限り、学習テーマとなる表現が使われている場面や状況を具

体的に取り上げ、解説することでメタ言語能力の育成をはかった。この結果、学生のメ

タ文法能力が著しく伸びていることが peer evaluation 時におけるコメント、間違い指摘
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の正確さや頻度から理解できた。また、定期テストではこちらが驚くほど正しく、自然

な英語を書けるようになった学生もいた。この論文では大学のwritingの授業で共通に見

られるような進行形と現在形の表現の典型的間違いを踏まえて、そのような間違いを生

じさせないように指導をする効果的な方策として、メタ文法能力を中心とするメタ言語

能力を伸ばす指導法について論じている。 

英作文の授業は学生にとっても教員にとっても苦痛に満ちたものになりやすい。学

生は、単位を習得するためにあまりよくわからないまま正解だと与えられた英文を覚え

ないといけない状況に陥ったり、教員はデタラメな文構造で書かれている英文を気が遠

くなるくらいの時間をかけて採点する羽目になったりするからである。そして苦労した

割にはwriting 力が養成されたと実感できるケースが学生、教員の双方に共に、とても少

ないように思われるからだ。 

  英作文の授業を受講する第一の目的を必ず学生に尋ねるようにしているのだが、毎

年、約4割が単位修得のためと答えていた。そこで彼らに「英語が書けるようになりたい

か」と別の角度から質問をしたところ常に約8割が「そう思う」と前向きな答えをしてい

た。後の約2割ぐらいは就職しても英語は使うことがないので英語に対しては興味がない

と答えており、この割合が大きく変わることはなかった。 

  このような状況で英作文の授業を成功させるために英語に全く興味がない約2割の

学生を除いた残り8割の学生の writing 能力を上げることを主軸におき、メタ文法能力の養

成を授業の目的とした。 

 

2. メタ文法能力と writing  の授業 

メタ文法能力とは「言語に関して『文法』を意識化して、自分で考えたり説明でき

る能力」（秋田、2019）でありメタ言語能力の一つである。メタ言語能力には文法的側

面の他に音声的側面と語彙的側面があるが、writing で取り扱うのは主に文法的側面であ

る。 中等教育における英語でつまずきやすいポイントの 1 位は文法で、内容が理解で

きないと答えている生徒の割合は 45.７％にも及ぶという調査結果が報告されている

（ベネッセ、2009）。中等英語教育は大学の writing の授業の言語運用能力の土台とな

るため、約半数近くの中学生が言語運用ルールである文法に困難を感じている状況はな

んらかの形でいずれ大学の writing の授業に影響を及ぼすと予想される。つまり今後の

writing の授業では大学であるもののもう一度文法の基礎から初め、さらにその過程でメ

タ文法能力が育成されるような配慮をする必要があるだろう。 

  授業の最初にプレテストを行い、学生の基礎文法力をチェックすることにしている。

彼らの誤答分析を行ったところ、共通して理解不足となる文法項目が複数明らかになっ

た。最も間違いが多かったのは時制に関するもので、現在時制とは何かという根本的知

識が不足しているため、過去形との使い分けを始め、現在完了形、現在進行形との区別を
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せねばならないという意識さえ持っていなかった。次に多い間違いは主語と動詞の一致

であった。また、定冠詞と不定冠詞の使い分けや冠詞という概念の欠如も多くみられた。

前置詞に関してはそもそも前置詞に関する知識が不足していて正しく使えないようであ

った。また、基本的な文法項目である仮定法、比較などの基礎的知識も欠けていた。そこ

で英語を書く時に何に気をつけて、どう確認して書けばよいかがわかる力、つまりメタ

文法能力を育てることを授業の目的として講義をすることにした。 

   しかし、最も問題だったのは writing の授業に参加している学生の多くが「writingと

は日本語を英語に変換すること」と考えていることだった。つまり、単語レベルでの日本

語から英語への置き換えができれば英語として正しい英文が書けると思い込んでいる学

生が多数見られたのである。単語の置き換えが英語を書く際の主な作業になってしまう

と、その結果、理解不可能な英文が出来上がってしまう。そこで、「自分の書いた英文は

読んでいて簡単に理解できるか」と尋ねたところ、ほぼ全ての学生が「わかりにくい」と

答えた。「なぜわかりにくいか、考えたことがあるか」との質問に、ほぼすべての学生が

「ない」と答えた。彼らは多読なども簡単にこなすレベルでそれなりの読解力も持って

いるにもかかわらず、自分の書いた英語が簡単に理解できなかったのである。「読みにく

いのは、正しく英語が書かれていないからだ」と伝えたところ、ようやく英文を書くとい

う行為についての基本的考え方が間違っていると気づいてくれた。英文を書くときに大

切なのは、日本語で書かれた内容、もしくは自分が書きたい内容のエッセンスを理解し

て、それを英語の統語規則に合わせて再構築するという力である。そのためには、英訳せ

ねばならない内容、もしくは自分の書きたいメッセージなどを的確に把握する日本語の

力とそれを新しい別の言語リテラシーに合わせて表現する力が必要となる。このような

力のことをメタ言語能力(metalinguistic ability)と呼ぶ。そこで メタ文法能力を主とする

メタ言語能力を育てることをwriting の授業の究極の目的とした。さらに卒業後自分で英

語を書かないといけない場合でも辞書を引きながら正しい英文が書けることを目標とし

て指導することを授業の最初に伝えた。 

 

3. メタ文法能力を鍛える授業の導入 

最初に英語と日本語の根本的なルールの違いをはっきりと認知させるようにしてい

る。ラグビーとアメリカンフットボールが一見似てはいるが、その実全く異なるルール

を持っているように、同じ言語であっても日本語と英語では意味が生じるルールが根本

的に異なることを意識することが大切だからだ。まず、最初に伝えるのは日本語では助

詞が意味を媒介するが、英語では語順が大切であるということである。 

 

(1) a. Her dog licked Jane. 

b. Jane licked her dog. 
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日本語では「Janeの犬はJaneを舐めた」の語順を入れ替えて、「Janeを、Janeの犬は舐め

た」としても意味は大きく変わらないが、英語では a とb では全く意味が変わる。つまり

英語は日本語と異なり、語順が変われば意味が変わること、語順の大きなパターンとし

て文型という概念が役に立つことを伝える。文型を導くのが動詞であることから、動詞

の用法を今一度復習するように促し、特に第5文型の補語に注意を促す。 

 次に、時制の概念について説明する。最初に、現在形は現在のことを表す訳ではない

ことから話を始める。 

 例えば、「私は英語の先生です」という文があるとする。日本語であれば昨日も英語

の先生であったし、明日も英語の先生であることはすべからくすべての学生が共通認識

として持ち得るところである。しかし、英語にして I am an English teacher. と書かれた

英文を見た場合、昨日も明日も an English teacher だから「現在形は現在のことだけを

表すわけではない」と演繹して意識できる学生はとても少ない。このように説明するこ

とで、なんとなくわかっていることを改めて意識し、時間の表現の基本ルールに気づい

てもらう。この気づき（awareness）こそがメタ文法能力を育成する上で重要になる。 

  続いて現在形には不変の真理を表現する用法があることを伝える。不変の真理とは

「昨日も英語の教師だった、今日も英語の教師であり、明日も英語の教師である」とい

う過去、現在、未来にまたがる事実が気の遠くなるような長い間繰り返された結果に他

ならないので、論理的に考えると現在形以外のどの時制にもなり得ないからである。例

えば「水は 100 度で沸騰する」という表現は不変の真理だが、英作をさせるとほぼすべ

ての学生が正しく c のような英文を書いている。 

 

   c. Water boils at 100 degrees Celsius. 

 

しかし、「Mary は水は 100 度で沸騰すると言った」を英訳させると、e  のように that 節

中の動詞を無意識に述語動詞の時制に一致させてしまう学生が出てしまう。 

 

   d. Mary said that water boils at 100 degrees Celsius. 

    ✴e. Mary said that water boiled at 100 degrees Celsius. 

 

ところが that 節中の動詞を文の述語動詞に一致させて過去形にすべき場合もある。それ

は f のように「Mary は鍋の水が 100 度で沸騰したと言った」のように特定の状況下に

おける特定の水が沸騰した、という過去の事実を表す場合である。 

 

      f. Mary said that the water in a pot boiled at 100 degrees Celsius. 



15 
 

 

 このような説明から、学生は「水が沸騰する」という表現がどのような文脈で書かれ

ており、具体的な事実なのか不変の真理なのかを判断する必要があると意識できるよう

になる。そして、文法的に正しいからといって、必ずしもある文脈のある全体の一部に

なったときに正しいとは限らないという正しさの相対性を学ぶことができる。この「正

しさの相対性」を意識し、認知する働きを育成することが、メタ文法能力を育てること

と言えるであろう。 

次に、動詞の時制だけが時間を表すのではないことを学ばせる。次の３つの英文を

比較させて、表されている時間について気がついたことを発表してもらう。 

 

 (2)  a. I am in the kitchen. 

      b. I am happy. 

      c. I am a police officer. 

d. I am a woman. 

 

この 4 文は、共に現在形であり、動詞はすべて be 動詞である。それにもかかわらず、 

 

a. I am in the kitchen.  

 →I am preparing meals in the kitchen.  

 

のように「一時的に何かをしている」イメージが伝わってくる。それは場所を表す副詞

句が後に続いたせいである。普通、人は、冬眠中のクマのようにひとところに長期間い

ることはない。普通の生活をしているのであれば、眠る時はベッド、食事を作る時はキ

ッチン、入浴するときはお風呂と 1 日のうちで様々な場所に移動する。このような経験

から「場所を表す副詞句が続くときは、表される時間はかなり短い」ということが認知

できうる。一方、b. I am happy. では、be 動詞の後に心理状態を表す形容詞が続くことよ

り、a. I am in the kitchen. に比べてより長い時間の経過が予想される。そこには「幸せ

だ」という心理状態は普通ある程度の時間持続するだろうという経験からの予測が土台

になっている。そして、c では be 動詞の後に職業を表す名詞が続く。このため、この

英文で表現される状況は「ある程度永続的に続く」と予想される。また、同じ名詞でも

その種類によって表される時間のスパンは変わってくる。d. I am a woman. のように、

後に性別を表す名詞が続く場合は、経験からさらに長い間、多分人生が終わるまで英文

の状況が続く可能性が高いことが予想される。このように品詞の違いが、我々の経験的

な推測を活性化させ、時間の解釈に影響を与える。品詞一つで、読み手が理解する時間

のイメージが変わる可能性が存在することに気づくことがメタ文法能力を育てる
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writing 授業のスタートになる。 

文法はもちろんのこと単語そのものの意味や属性、そして品詞に対する感受性を育

てることがメタ文法能力を育てるのに必要である。「とりあえず日本語を英語に変換し

ておけばいい」という心理状態から、「正しい英語で誤解の生じないように伝えるには

どうすれば良いか」と主体的に考え、辞書を引き、品詞を確認し、その語句が使われて

いる例文を読み、文脈を確認せねばならない、という意識を育てることが重要である。

自分が書きたい内容が正しく英語で表現されているかどうかを文法を軸に考えるよう

とする姿勢が身につけば、writing に役立つメタ文法能力の育成が成功したと考えて良

いであろう。 

 

4. 進行形と現在形に関するメタ文法能力の育成 

  writing の授業では最初の導入に続いて、過去 6 年間プレテストを実施してきた。

全 20 問で、そのうちの 6 問が進行形と現在形に関する問題である。この論文ではテー

マとなる最初の 6 問のみ取り扱うこととする。 

  一見簡単に思えるような問題ばかりなのだが、全問正解者は今までで存在していな

い。特に 1 と 5、6 の問題は今までのところ正解者は見られていない。 

 

  Writing Pretest 

  

   

      

 

  

 

 

 

  

 

    

 

4-1. 1.「今から帰るところなの」の英訳で一番多い解答は a である。 

  

    (3) ✴a.  I will go back home now. 

     b. I am leaving. 

 

Writing Pretest 
Department.              Id.               Name. 

 

  Read those Japanese sentences and translate them into English. 

1.  今から帰るところなの。 

2.  洋子は洋服を着た。 

3.  耀子は洋服を着ているところだ。 

4. 葉子は着物を着ている。 

5.  蓉子はいつもは意地悪だが、今日だけやけに親切だ。 

6. 電車は駅に止まっている。急ごう。 
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a では「今、家に帰るつもり」という内容になってしまうし、now という副詞と不確定

な未来を表す will が矛盾してしまう。しかし、b のように進行形を使えば、確定した未

来を表すことが可能になる。now という時の副詞も必要ない。 

実は現在分詞や動名詞と呼ばれている doing 形を「進行中の動作」以外で使用する

場合に伝えられるメッセージは「心理的にすでにしている、行為の最中である」と話し

手もしくは書き手が感じている状況である。例えば、I look forward to seeing you. とい

う文があり、ここでの seeing は文法的には動名詞と呼ばれ、現在分詞とは全く違うもの

のように捉えている学生もいるが、「会うのを楽しみにして、心の中ではすでに会って

いる」と考えると良い（小野 2015）。「明日リッツカールトンに泊まるの！」という内

容を表したい場合、(4)  a ような英語が考えられる。しかし、既に予約が取れていて泊ま

るのを楽しみにしているならば(4)  b の方が良い。 

 

   (4)   a. I will stay at the Ritz-Carlton tomorrow.  

b. I am staying at the Ritz-Carlton tomorrow. 

 

 この話題のまとめとして「明日 20 歳になります」の英訳を求めることにしている。 

 

(5)   ?a. I will be 20 years old tomorrow.  

          b. I am 20 years old tomorrow. 

     c. She will be 20 years old tomorrow. 

 

a が正解とされているテキストもあるようだが、主語が I であるため、will は推測では

なくて、意志未来を表すと考えられる。意志未来の典型的な例文は I will stop smoking. 

のような、行動について表現するものである。20 歳になるかならないかを「ブリキの太

鼓」の主人公のオスカル1のように自分で決定できるのであれば will を使っても問題は

ないが、19 歳で次の誕生日が来れば 20 歳になるのは不変の真理なので b のように現在

形を使用するのがナチュラルである。ただ、c のように主語が自分以外であれば、ここ

での will の方法は推測となり英文として問題ない。この英文から推測できるのは話し

手及び書き手は彼女の正確な誕生日、または年齢を知らないか覚えていない、というこ

とである。 

 
1 ブリキの太鼓（Die Blechtrommel）・・・ドイツの作家ギュンター・グラスが 1959 年に発表した

処女作であり長篇小説で第二次世界大戦後のドイツ文学における最も重要な作品の一つに数えられ

る。（Wikipedia） 
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4-2. 問題の 2,3,4 はすべて「着る」という表現に関するものである。 

 2.「洋子は洋服を着た。」 

3.「耀子は黒い洋服を着ているところだ。」 

4.「葉子は古い着物を着ている。」 

 

日本語ではこれらの文書を 2 分するようなルールはないが、英語では使用される動詞の

性質が大きく 2 分類される。状態動詞か動作動詞かである。 

2.「洋子は洋服を着た。」の正しい英訳は a である。 

 

（6）a.  Yoko put on her clothes. 

✴b. Yoko wore her clothes. 

c. Yoko wore hand-me down clothes.「Yoko はお下がりの服を着ていた」 

 

しかし、b のような誤訳をする学生が多い。これは「Yoko は洋服を着ていた」という

意味になる。put on「着る」は行為を表す動作動詞で、。wear は「着ている」という状

態動詞である。そのため wear を使うと日本語の意味を正確に表していない上に、英文

としても正しくない。それは、現代の多くの先進国の文化では洋服を着用するのが当た

り前なため、わざわざ Yoko が洋服を着ている、という文を書く意図が理解できないか

らである。もちろん、例えば狼に育てられたアマラやカマラ2のように服を着ることを

知らない者が主語という前提があれば、このような英文も意味を持つかもしれない。で

は、普通に正しい英文にするためにはどうすれば良いのであろうか。このことを学生に

考えてもらう。答えは c に見られるように形容詞を入れるということである。形容詞が

あることで名詞が特定化され、そのため伝えるに値する、新情報が取り込まれ流ことに

なる。叙述に値する内容になったのである。 

 3.「耀子は黒い洋服を着ているところだ。」で学生がよくする誤答は a である。 

 

(7)✴a. Yoko is wearing black clothes. 

b. Yoko is putting on black clothes. 

c. Yoko is dressed in black. 

 
2 アマラ（Amala、1919 年? - 1921 年 9 月 21 日）とカマラ（Kamala、1912 年? - 1929 年 11 月 14

日）・・・1920 年にインドで発見された、狼に育てられ裸で 4 足歩行をしていたところを保護され

たとされる 2 人の孤児の少女。 
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状態動詞 wear は基本進行形にはできないので正しい英訳は b や c となる。もちろん、 

c も正しい表現である。 

4.「葉子は古い着物を着ている。」では、a のように状態動詞 wear を使うか b のよう

に状態動詞 have を使って表現するのが正解である。よく見られる誤答は c のように状

態動詞を進行形にしてしまうものである。学生は「状態動詞は進行形にできない」と知

っているのだが、おそらくどのような動詞が状態動詞なのかを個別に意識していないた

めであろう。大学受験の文法問題で頻出する know, resemble, belong に関してはこのよ

うな違いがかなり少なくなるように思われる。 

 

    (8) a. Yoko wears an old kimono. 

       b. Yoko has an old kimono on. 

✴c. Yoko is wearing an old kimono. 

d. Usually, Yoko wears a red dress but today, she is wearing a black kimono. 

  「普段 Yoko は赤い洋服を着ているが、今日は黒の着物3を着ていた」 

 

しかし、d のように「今日だけ」という「一時的状況」が生じる場合は状態動詞の wear 

でも進行形にすることが可能である。 

5.  「蓉子はいつもは意地悪だが、今日だけやけに親切だ。」も「一時的状況を表す」

ため、状態動詞の be を進行形 にして be  +  being +  形容詞の形で使う必要がある。

Pretest で(9)のような正しい英文を書ける学生はほとんどいなかった。 

 

(9) Usually, Yoko is very mean but today she is being very kind. 

        

 

 4-3. 学生にとって一見、最も簡単に思えて最も難しいのが「6. 電車は駅に止まって

いる。急ごう。」の英訳だった。 

 

   (10) ✴a.  A train stops at the station now. 

✴b. A train stops at the station. 

 

 よく見られる間違いは a のように現在形を使うものである。現在形は「不変の真理を

表す」ので、ネイティブ教員によれば「今」という断片的な時間を表現する副詞 now が

 
3 「着物」を不可算名詞にする誤答が思いのほか多いことをここで明記しておきたい。実際の授業

では、冠詞がテーマの時に同じ英作文をさせてから授業に入ることにしている。 
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一緒に書かれていることが特に問題というわけである。また、b では now がなく、誤文

とまでは行かないものの、何を伝えたいかがわからないためかなり不自然な英文となる。 

  

(11) ??a. A train is stopping at the station.  

        b. The train is stopping  

✴ c. A train is at the station now. 

d. The train is at the station now.  

e. The train has arrived at the station now. 

 

a は明らかな間違いでないとしてもかなり不自然な英文である。意味が「ある電車が止

まりかけている」になるからである。止まりかけているのは見えている特定の電車であ

り、しかもそれに乗ろうとしている文脈があるのでこの英訳は間違である。しかし、b

のように不定冠詞を定冠詞に変えて場所の副詞を取り除くと「（乗る予定の）電車は止

まりかけていた」となりナチュラルな表現になる。c は明らかな間違いである。now で

時が限定されている上に、乗る予定の電車を不定冠詞で表す事はできない。この英文を

正しい英語にするには   d のように the train にすれば」良い。時制の問題は主語が特定

か不特定かが重要なな要素となる場合が多く見受けられるので、冠詞の講義が必要とな

る。大学受験の入試問題でほとんど出題されないため、学生は冠詞についてはほとんど

意識しないか講義を受けてない場合が多く、大学の授業で初めて冠詞の重要性に気づく

ことになるケースが多く見られた。 

なお日本語の「電車が止まっている」から「電車が存在している」という状況を読

み取り、存在の be 動詞を使ったり、電車は駅から駅へと移動するものだという認識か

ら「電車が到着した」と読み変えると英作はうまくいく。この読み替える力がメタ言語

能力である。 

  それでは  Google に翻訳させてみるとどうなるであろうか。 

 

(12)  a. A train is stopped at the station. ( Google 翻訳)  

b. The train is stopped at the station. ( Google 翻訳)  

  

文法的には正しい英文だが、英訳を求めている内容とずれてしまう。その理由は stop の

用法に起因する。stop は自動詞で「止まる」か他動詞で「〜を止める」で使われるが、

主語は普通「人」である。「止まる」場合も「〜を止める」場合も主語の決定によって

なされると考えられる。しかし、電車は決められたルールに沿って運行されているため

運転手の一存で止める事はほとんどない。それゆえ a も b も特定か不特定かは別とし

て、共に「修理や掃除などの目的で」「列車が止められている状態」を表していること
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になる。どんなに急いでも乗客は決して電車に乗れないだろう。 

  最後に「急ごう」の部分だが 

 

(12) a. Hurry up!                                     

✴b. Let’s make it.  

c. Let’s get it. 

d. Let’s try to get on this train! 

e. Run! 

                              

 この英訳に関しては、あまり目立った誤答は見受けられない。ただ、「急ごう」を「間

に合わそう」というニュアンスで捉え直し、さらに拡大解釈して「成功する」と考えて、

b のように答えた学生もいたが、この状況で使うには無理がある。電車に乗るという具

体的な状況があるので、c のように具体的にその行為を表す get を使わなくてはならな

い。なお、英語では全て Yoko だが、日本語には漢字があるのでそれぞれ別の人物のこ

とだと一瞬で理解できる。このように日本語と英語の違いを意識させるような説明をす

ることによって、メタ言語能力の育成が促進されると思われる。 

 

5. まとめ 

  メタ文法能力を育てる授業はこれまで学生にとても評判が良い。その理由の一つに

「簡単ですぐにできそうに見える英語が実は難しい」という驚きにあったように思われ

る。新しいことを知る驚きはポジティブ感情の喚起に繋がり、ワーキングメモリも促進

されるため学習効果も上がるようにと思われた。また、この論文で触れる事はできなか

ったが、映画を見せたり、音楽の歌詞をきかせたりして実際に使われている場面を見せ、

どのようなやりとりや心理的状況で使われているかという大きな文脈を示すことで、メ

タ言語理解を深めることが可能になった。 

writing 授業の奥には「書く」という行為とそのような行為を引き起こす人間本来の

欲求が存在している。その背後に在る、他者に何かを伝えたいという人間としての基本

的な要求を意識することで書くという一見単純な行為の持つ意味が変わってくるので

はないか。しかし、実際の writing 授業では、最も大切なはずの「伝えたい」という思

いの部分が忘れられたまま、ひたすら日本語を英語に変換することに意識が行ってしま

いがちである。問題文として与えられた日本語にしろ、自由に思いを書けるエッセイに

しろ、まず何を伝えたいのかを明確に理解せねばならない。そのような意識を持ってい

ることがメタ言語能力を育てる第１歩となると思われる。そして、身につけた文法知識

を使って、そこから適切な表現を使うように辞書を引くようになればメタ文法能力は育

ったと言えるであろう。 
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初級の学生へのディスカッションの指導法 

―意味のあるディスカッションを身につける方法を考える― 
仲谷 都 

東洋英和女学院大学非常勤講師 

 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this paper is to demonstrate several ways for lower-proficiency students of 

English language education attending a Japanese college to have meaningful discussions. The paper 

first highlights three major obstacles that many lower-proficiency students of English face in having 

discussions. The first is a strong anxiety about expressing their opinions in public; second is a lack of 

English vocabulary and expressions; and third is a lack of knowledge regarding how a discussion is 

conducted. It then analyzes these causes and finally offers a three-step activity to address these 

issues: 1. Students begin with a basic paired-discussion, 2. They work out each task and exercises 

toward a goal of having a “programmed” discussion, and 3. They compose a draft of the discussion 

which the instructor uses to provide feedback, including rules, expressions, and strategies for further 

developing the contents.   

 

Keywords: meaningful discussion, active learning, CLIL, paired discussion, programmed discussion, 

composing a draft, feedback and strategies 

 

1. はじめに 

 グローバル化が進むこの社会では、ディスカッションができることが必須である。ビジ

ネス界をはじめ、世の中のディスカッションのルールは、Robert’s Rules of Order (ロバート

議事法)というものに即して行われている。そこでは多数者の権利や少数者の権利など、参

加者の権利と原則をうたっている。しかしその前に学校教育の中で基本的なディスカッシ

ョンの技術を身につけ、社会に出たときにスムーズにその議事法を理解する下地を作るこ

とが必要である。また、文部科学省は、平成 30年度高等学校学習指導要領（文科省、2019）

でアクティブラーニングの視点に立った授業改善を提案し、授業の中でもディスカッショ

ンを指導するように求めている。さらに、2020 年からの小学校英語の教科書でも、アクテ

ィブラーニングを行い、対話を通じて深い学びに結びつく授業になるように作成されてい

る。アクティブラーニングにはさまざまな定義があるが、ミネソタ大学(University of 

Minnesota, 2019)の定義によると、グループ学習やディスカッションを活用したアウトプッ

ト型の学修スタイルということである。また、筆者が研究する内容・言語統合型学習(CLIL)
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でも、対話を通じた学習が基本になっている。しかし、フォーマルな討論に関していうと、

英語初級者の多いクラスでは実現することが難しい。授業内の英語での指示のやり取りや、

簡単な意見交換は行うことが可能だが、討論というところまではなかなか到達しない。そ

もそもディスカッションというのは、どのようなものでなければならないのか。スピーゲ

ル(2005)は次のようにディスカッションを定義している： 

“Discussion is an important tool for learning. It engages students in broadening their perspectives, 

and promotes meaning-making, decision-making, and high-level thinking.” (Spiegel, 2005) 

 

英語初級者でも、上の定義のような深い学びにつながるディスカッションを身につけさせ

るにはどうしたらよいかを考える必要がある。現在出版されている教科書を見ると、タス

クの 1部にディスカッションを含む教科書は多く存在し、ディスカッションのための教科

書もある。しかし、実際どのようにディスカッションを行うのか、内容の展開をどのよう

にすればよいのかが身につくようなものがあまり見受けられない。” Discuss this problem 

with your partner.” などの指示があるだけのものや、リスニングの穴埋めで、すでに出来上

がっている討論を完成させるものなどが多い。それだけでは、初級の学生には、自分では

使えない語彙が含まれていたり、自分で考えて自分の意見を発言する機会がない。特に CLIL

では、thinking skills を使う場面が必要で、討論をすることによって、思考力を伸ばすという

目的を達成できない。渡部・池田・和泉（2011）によると、CLIL は、ブルームによる思考

の分類に基づいた６つの認知力（低次元思考力 LOTS：記憶→理解→応用と高次元思考力

HOTS：分析→評価→創造）を意識的にさまざまなタスクで伸ばしていくことを特徴として

いる。渡部・池田・和泉は、ディスカッションを新出内容の用語や概念の「応用」と位置

づけ、それを授業の前半で行い、そのあと授業の後半に、問題解決型のプロジェクトのタ

スクなどを行い、高次元思考力に結び付けることを一例として提案している。 

 そこで、本稿では、英語初級の学生の問題点をあげ、どのような対応策をとったかとい

うことについて、指導の 1例として紹介する。 

 

2. 英語初級の学生のディスカッションにおける問題点 

 筆者の今までの教員としての経験から、大きくわけて次の 3 つの問題点が考えられる。 

(1) 人前で話すことに心理的不安があり、 (2) 英語の語彙が不足し、そして (3) ディス

カッションのルールや展開の仕方を知らないということである。 

2.1. 心理的不安 

まず、問題点(1)の心理的不安には、主な 4 つの要因が考えられる。1 つ目は、学生がト

ピックについて知識がないということである。今の大学生は、あまりニュースを見ない。

携帯ですぐに情報は得られそうだが、日本や世界で起こっていることにあまり興味がない。

大半の彼らの生活はアルバイトと部活と授業と友人たちとのつき合いで回っている。ゼミ

などで世界の出来事を知るのは日常のことではなく、勉強の範疇になる。2つ目は、世の中
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で何が起こっているか知らないので、それについての意見もないということである。よく

知らないことは、当然何も考えられず、自分の意見などもないということになってしまう。 

そして、3つ目は、自分の意見などとるに足らないと考える自尊心の低さがあり、4つ目

は、自分の意見や英語を他のクラスメートにどう思われるかという不安がある。これらの

原因に関しては、人前で意見を言う経験が不足していることがまず挙げられる。また、以

前から繰り返し言われていることだが、日本人の言葉に対する文化的傾向も考えられる。

秋山（1998）は、言葉は、アメリカ文化では自己証明の最も有効な伝達手段だが、日本文

化ではひとつの伝達手段にすぎず、非言語伝達の重視、意思決定の際の根回し、協調的な

妥協など、相手との直接対決を避ける情緒性があると述べている。また、日本の学生の自

尊感情の低さはさまざまな研究で示されているが、例えば、古庄（2014）は、日本の小中

高生は他の国の子供たちと比べて自尊感情が低いことを明らかにしている。また、彼が接

する大学生の悩みから鑑みると、成人を迎えるころになってもあまり回復しないのではな

いかと述べている。さらに、この自尊感情が低いということは、自信のある積極的な態度

の欠如につながる。このように、言語能力とはまた違う要因がおおきな障害になっている。 

2.2. 英語力不足 

  問題点(2)は、英語の初級者が、英語で議論するには語彙が不足しているという問題であ

る。この論文の研究対象のクラスでのアンケートでは、学生 16 人中 10 人が、この英語力

の欠如を、「ディスカッションをするにあたって困った問題」として挙げている。たとえ言

いたいことがあっても、うまく英語にならず、そのような英語ではお互いに正しく理解す

ることもできない。その結果、学生は日本語を使い、英語のディスカッションをするとい

うタスクは行われないことになってしまう。教員側も、深く考えるということを優先する

ために、日本語を使うことを許可することもあるかもしれない。確かにこれもひとつのや

り方で、段階を追って日本語を少なくするとか、トピックによって日本語を許可したりす

るという方法はありうる。が、それでは、目標とする英語でディスカッションをするとい

うことが実現されないままになってしまう。 

2.3. ディスカッションの方法を知らない 

  問題点(3)は、学生はディスカッションをどのように行っていけばよいか知らないとい

うことである。教員は、人と話ができない学生はいないから、当然ディスカッションもで

きるものという決めつけがあるかもしれない。前述したアンケートでも、ディスカッショ

ンの進め方などを教わったことのある学生は 16人中１人だけで、6 人の学生が、「ディスカ

ッションを行うにあたって知りたいこと」に、「やり方を知りたい」と回答した。多くの初

級の学生は、自分の意見を 1 回発言するのが精いっぱいで、その後、他人の意見にコメン

トをしたり、ひとつのポイントから別のポイントに話を展開させて行くということはほと

んど見られない。 

 

3. 解決策 
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 3.1 心理的不安の解決策 

  ここでの 1番重要な解決策は、2人でのディスカッションを基本に行うということであ

る。これは paired discussion 呼ばれ、気心の知れた相手と話すことを繰り返すことで、

安心感が得られ、他の学生にどう思われるかという心理的不安を減らすことが出来ると考

えた。2か月に 1回ほどの割合で席替えを行うので、その間は常に同じ相手と話すことがで

きる。ただし、もしなんからかの不都合が生じた場合は、教員の裁量でその頻度や期間を

変更すればよい。肝心なことは、この 2 人のディスカッションを安心感のあるものにする

ということである。これには他の利点もあり、討論をするのが 2 人だけなので、相手の意

見をしっかり聞き、自分も必ず発言をするという責任が出てくる。また、この 2 人のディ

スカッションに、1人が必ず 3回は話すというルールを加え、どちらかが一方的に話すとい

うことを避けられるようにした。さらに、3回も出番があると、論点が 1つだけでなく別の

論点に移ることも必要になる場合があり、話の展開も考えるようになる。 

この paired discussion 以外のポイントとしては、トピックについての知識不足に対

して２つの解決策を考えた。1つ目は、導入としてあるトピックについてクラス全体で知っ

ていることを授業で話し合い、その後、課題としてそれぞれの学生が持ち帰り、授業外で

リサーチを行い、自分の意見を構築するというものである。これは、資料を自分で調べる

ことにより、より自分の問題としてとらえることができ、また、時間をかけて考えること

ができるという２つの目的のために行う。スピーゲルも、次のように述べている。 

“The most effective discussion occurs when participants take time beforehand to think about what 

they will say and how they will say it.”                               (Spiegel, 2005. P 14) 

また、西口（2015）も、「・・・あなたがしておくべきことはそのテーマに沿って、自分の

主張したいことをあらかじめ整理しておくことでしょう。・・・ディスカッションでは、他

のメンバーの主張に耳を傾けながら、自分の主張を述べていく必要があります。その際に、

付け焼刃の自分の主張を考えることにエネルギーを注いでいでは、メンバーから出てきた

発言を的確に理解することができなくなります。・・・」と、前もって自分の意見を考えて

おくことが重要であると説明している。                                  

また知識不足に対しての 2つ目の解決方法は、ひとつのトピックに関して、語彙、論点、

具体的事例、参考意見などを学習してから、自分の意見を構築し、議論にもっていくとい

うものである（金子＆君塚、2007）。この方法は、過去に、programmed discussion（三浦、

1992）という名前で提唱されている。これは、英語習得のところでも同じ方法が使えるが、

リスニング、語彙、リーディング、データなどのタスクを通して学習していく中で、ひと

つのトピックのさまざまな側面や論点を知り、最後のタスクとして、ディスカッションを

可能にするという方法である。これを実現するには、そのような構成になっているテキス

トを見つけられることが 1 番理想的である。が、この研究の時には探し出すことができな

かったので、対象授業に関しては、前述した構成に近いと思われるテキストを使い、足り

ないところは、筆者がタスクや教材を追加していった。そのようにして段階的に 1 つのト
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ピックのさまざまな側面が理解できるようにしてから、ディスカッションを行った。 

このように、paired discussion と programmed discussion という解決策をもとに、2人

でのディスカッションを何回か行ってから、同じトピックで 4 人のディスカッションを行

った。 

3.2 英語力不足の解決策 

  英語力不足に関しても、前述した知識不足の解決策である programmed discussion が有

効であると考えた。これも先に述べたように、1冊になっているテキストを使うと教員の負

担が減るが、入手できない場合には、教員が段階的に学生のレベルに合った平易な英語で

書かれた資料を提供するとよい。この資料を提供するということは重要で、金谷（2002）

も、良い資料を提供することの意味は、議論で使う語彙などを、資料にあたることによっ

て身につけさせることであると言っている。資料を読み、何度も使用されている語句など

を目にすることで、ディスカッションに必要な表現を身につけるということである。もち

ろん上級の学生は自分で英語の資料を探し読むことができるが、英語初級者の場合、学生

が自分でリサーチするものは、どうしても日本語の資料が多くなる。確かに、日本語の資

料でも、重要な日本語とそれに相当する英語のすり合わせができ、英語力不足の解消に無

駄ではない。が、平易な英語で書かれた資料を読むことは必須である。この上にさらに、

議論に必要な定型の表現集リストなどを前もって学生に渡しておくと学生の役に立つ。学

生は、ディスカッションの回数を重ねるにつれて、そのリストを見なくても決まった形の

英文は使えるようになってくる。 

3.3 ディスカッションの方法の知識不足の解決策 

ディスカッションの方法に関してまず言えることは、教員が、学生は討論のようなフォ

ーマルな話合いの経験は少なく、ルールやマナーをはじめ、議論の展開の仕方などを学ぶ

必要があると認識するということである。これからは、文科省で決められたように、学生

は、大学に上がる前にディスカッションについて学んでくることが見込まれるが、それで

も、大学に上がった時点で、もう 1 度改めて学習するべきだと考える。なぜなら、大学に

入り、より的確に論理的思考ができるようになるこの時期に、復習の形でも、ポイントを

再認識することは意義のあることであるからである。 

具体的な解決策としては、ディスカッションのマナーやルールについて、議論の前にク

ラス全体に指導をしておく。例えば、I think~ / I agree/ disagree のあとには必ず because をつ

けるというものや、相手の意見の後には、必ずそれについてのコメントを述べてから、自

分の意見を発言するという初歩的なことから始める。また、ビジネス文書の書き方にある

ように、自分の意見は PREP の法則と NCL の法則で構築することを徹底させる。 PREP と

いうのは、Point--要点・主義・結論、Reason-理由、Example-事例・データ、Point-結論・

まとめという流れである。また、NLC というのは、Numbering-説明の内容の数、Labeling-

説明する内容のラベル、Claim-主張する内容ということである。（西口、2015） またこの授

業では、Example のところに Evidence という言葉も加え、研究結果、アンケート結果、専
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門家の意見なども追加させるようにした。 

また、この agree/disagree のディスカッションでは、相手と意見が異なる場合は、しっか

りエビデンスを探し、最後まで自分の意見を主張するように指導し、結論の部分で、パー

トナーと同じ意見にならなくてよいと伝えた。そうでないと主張しにくい側や自信がない

学生が安易に相手と同じ意見にしようとし、議論をしないで済ませてしまおうとすること

が懸念されるからである。2人が同じ意見の場合は、実際このほうがディスカッションとし

ては難しいのだが、例やエビデンスを挙げながら、ひとつのポイントからまた別のポイン

トへと展開していく必要があると指導した。このように、自分の意見を主張するというこ

とに慣れさせた後、次に、自分の意見とは関係なく、相手と反対の立場をとり主張してい

く練習もさせた。ただし、話の展開やストラテジーは 2 人で考えるように指示した。その

際、知的に面白く、発展性のある議論をするようにも求めた。 

しかし、学生たちが実際どのように議論しているかについて教員が知るためには、机間

巡視だけでは補えない。そこで、2通りの方法で議論の原稿を書かせて指導することを考え

た。まず、授業で自分たちの意見を話合わせてから、例やエビデンスの部分を開けたもの

を書かせ、課題として次の授業までに自分の意見をサポートする例やエビデンスを調べ、

開けた部分に追加して書きこむという方法。また、2つ目は、初めから原稿を書きながら紙

面上で議論をさせていくものである。全体の議論の流れは 2 人の学生の責任だが、書くと

いう行為はそれぞれの学生の担当部分だけで、それが負担にならないようにした。これら

の原稿を教員に提出させて、教員は次のようなポイントで採点した。 

1) 学生同士が理解できる英語の表現になっているかどうか。 

2) 相手の意見に対して自分のレスポンスがあるかどうか。 

3) 自分の意見を言ったあとに、理由、例やエビデンスがあるかどうか。 

4) ひとつのポイントから次のポイントへの展開があるかどうか。 

5) ポイントからずれていないかどうか。 

6) ディスカッションの締めくくり方がどうなっているか。（同じ意見になった場合と、

あくまで違う意見を主張し合ったもの） 

2 人での話し合い→原稿書き→エビデンスのリサーチ→提出→読み合い→グループディ

スカッションというプロセスを 2つのトピックで繰り返してから、3つ目のトピックから 2

人のディスカッションの原稿を書くという作業を省いた。もっと上級のクラスでは、1つの

トピックに関して原稿を書かせるだけでも流れやストラテジー、展開の仕方などは理解す

るかもしれない。なお、CLIL のタスクでは、多くの場合話すことから書くことに向かって

行くが、この場合は、原稿を書いて、グループディスカッションができるようにしていく。

つまり、書くことから話すことに向かって行くわけだが、これに関しての是非については、

CLIL の専門家たちは次のように述べている。： 

“--- CLIL is typically focused on the move from speaking to writing, --- The opposition can also be 

true, of course: written production might in some cases provide a safer and more guaranteed 
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framework for speaking. ---”      (Ball, P., Kelly, K and Clegg. J, 2015) 

このように、先に「書く」というタスクをすることで、「話す」というタスクがより安全で

保障されるフレームワークを提供するなら、逆もありうるということである。 

また、このディスカッションの原稿を「書く」というタスクは同じように含まれるが、

Agree/ Disagree ではないディスカッションの場合は、異なるアプローチを試みた。まず、ク

ラス全体に、展開の仕方を講義した。例えば、”How should we reduce hunger in the world?”

のような解決策を探る話し合いの場合は、次のように指導した。 

1: 世界の飢餓の状態をペアで調べる。 

2: 現在どのような取り組みが行われているかを調べて、話し合う。これは、ペアで 

  担当を決めてそれぞれが別の情報を集めるように指導。（国別、政府、企業、著名 

な個人、一般市民など） 

3: ディスカッションの最後に自分たちの考えた解決策を入れるように指導し、学生はそ

れについても話合う。 

4: そこまでに調べた資料をもとにディスカッションを行う。 

5: 原稿を書いて、提出する。 

ディスカッションのトピックの例は次のようなものである。これは、使用したテキスト

（”CLIL Global Issues” by Sanshusha）からそのまま利用したものと、筆者がアレンジしたも

のとが混在している。 

1. Do you agree that elementary school children bring their cell phones to their classrooms? 

2. Do you agree that vegetarian diets are healthy? 

3. How can we reduce food waste in Japan? 

4. Should we help North Korea economically? 

5. How can we have a good relationship with China? (North Korea/ South Korea … etc.) 

6. Should high school and college students go to developing countries to do some volunteer work 

even without any special skills? Can they go even by skipping school? (What do you think 

about Ms. Greta’s action?) 

 

次に実際の学生の原稿と教員のコメントを一部掲載する。 

Topic: Do you agree or disagree that vegetarian diets are healthy? 

学生の原稿の一部： 

A: I think vegetarian diets are not so good. Because it leads to protein deficiency. 

 教員コメント（ピリオドをとって、そのまま小文字で because と続ける） 

B: I think I agree with your opinion. Do you have any evidence? 

 教員コメント（I think の後には必ず because を続ける。） 

A: I have two evidences. 教員のコメント（two evidences は two pieces of evidence）  

First, vegetables don’t contain protein. Second, if it reduces calories, it will be easy for you to 
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lose weight. It is sometimes unhealthy. 教員コメント (情報のソースを書く。) 

B: That’s a good point, but your explanation is not enough. Protein is an important component in 

the body because it is used to build your hair, nails, blood. 教員コメント（, and blood.） 

A: I totally agree. So, the body needs a large amounts of it. 教員コメント（a large amount of/  

  このあたりから protein の話から別の話へ移って。例えば、病気になりやすいか？） 

B: ・・・・・・ 

 

 このような 2 人のディスカッションを経て、最後に今までのパートナーとは違うクラス

メート 3 人から 4 人で、グループディスカッションを行わせた。そこでは、初めて一緒に

なるメンバーから今までにはなかった意見を聞き、視野が広がり、かつ、実際のディスカ

ッションの即興性なども養うことが出来ると考えた。 

3.4 評価方法 

ディスカッションの評価方法に関しては、ディスカッションを書いた原稿について、5点

満点で点数をつけた。これには、最後の仕上がり原稿や、中間報告のような意見と理由だ

けを書かせたものや、調べたエビデンスだけのものもある。これらは、全体の成績の 30％

を占める授業点に加算される。また、半期の授業の中間テストのみ、リサーチしたエビデ

ンス以外は原稿を見ずに、２人のディスカッションを教員の前で行う。これは、パートナ

ーと 2 人で、自分たちが良いと思うディスカッションの形を考えさせるためで、ディスカ

ッションのマナー、ルール、ストラテジー、展開などの定着にもなり、また内容について

も深く考える機会を与えることが出来る。そして当然英語で書くので、英語の表現能力の

確認の機会も得られる。ただし、暗記テストになりがちなので、この形のテストはこの時 1

回限りにした。そして、最後のグループディスカッションでは、学生はディスカッション

中の自分の発言回数を数え、あとで教員に報告をさせるようにした。この発言回数も授業

点に追加した。 

 

4. アンケート結果と考察 

 まず学生のアンケート結果からの抜粋は次のようであった。 

質問 1：ディスカッションのルールやマナー、および展開を学ぶことをどう思いますか？ 

回答：有益だと思う。（13/14）(16 人のクラスだがこの時は２人欠席した。) 

質問 2：書いてディスカッションを学ぶことをどう思いますか？ 

回答：良いと思う。（13/14） 

一人の学生だけが、「展開の仕方は必要なく、書くより資料を読みたい。」と回答した。 

質問 3: ディスカッションは楽しいですか？ 

回答：楽しい (7/14) 

      楽しくない（7/14）(７人のうち、3 人はトピックによると回答し、4 人は英語が出

てこないからと回答した。) 
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これは、ディスカッション自体への抵抗感がとれないということで、さらに指導の方法を

考える余地があると感じた。しかし、学生のコメントはポジティブなものも多かった。 

Positive comments 

１． ディスカッションはみんなで考えを伝えあうことで、考え方が広がる。 

２． 意見の共有は、知の共有。知識の広がりは喜びです。 

３． ディスカッションの展開は、英語以外の事にも有用であると感じた。 

４． 展開の仕方がわかったので、何を準備するのかがわかった。 

５． 「書いて」学ぶこと：最初はやり方が定着していないので、必要だと思う。 

６． 会話形式で学ぶことにより、実践的は英語を学べた。 

７． 書く作業のおかげで、スムーズに展開できるようになった。 

Negative comments 

1. 他の人とコミュニケーションをとるのが苦手です。 

2. 意見が思いつかないと表現できないです。 

このように、否定的なコメントは、今の内向的な学生の特徴が表れている。やはり、半年

の授業では、無理にさせられているという感じがどうしてもぬぐえない。これを良い方向

に持っていくためには、授業の改善とともに、教員と学生の信頼関係もかかわってくると

感じた。 

 

5. まとめと今後の課題 

 以上、大学の一般教養の英語の授業で、英語初級者のディスカッション力をつけるため

の方法を、3つの大きな問題点を解決するという形で指導法を紹介した。人前で話すことへ

の心理的不安感は以下のことで軽減しようとした。まず、トピックの内容のリサーチと自

分の意見を構築するということを、課題として課し、次の授業までに考える時間を与えた。

そして、2人のディスカッションを基本にすることで、気心の知れた相手に話すという環境

を作った。また、programmed discussion を意識して、ディスカッションまでに論点・表現な

どを身につけてからディスカッションにもっていくというアプローチを使い、内容の理解

を促進し、それと同時に英語も身につけていくようにした。最後に、ディスカッションの

方法、ルールを知らないということに関しては、クラス全体への講義とともに、ディスカ

ッションのやり取りを紙に書かせ、教員がそれをもとに指導をするようにした。 

学生の感想としてはポジティブなものは的を射ているものが多かったが、まだいくつか

の課題が残る。まず、学生のディスカッションへの抵抗感、苦手意識をさらに軽減するに

はどうしたらよいかという問題がある。まず教員は、コミュニケーションが苦手な学生が

存在し、彼らを置き去りにしないという配慮や、あまり学生が興味のないトピックをどの

ように提示するのか工夫が必要である。また、2人ディスカッションの機会が多く、あまり

性格的に合わない学生同士がペアになってしまった場合には、マイナスな要素が出てしま

うことも考えられる。これには教員が学生たちを良く観察し、席替えのインターバルを柔
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軟に決め、学生同士が安心して学び合う環境を作ることが必要である。教員側の課題とし

ては、学生が書いたディスカッションをチェックすることが負担になるかもしれない。し

かし、これに関しては、言語サポートだけではなく、ディスカッションのルール、マナー、

展開の仕方、議論のストラテジーなどすべてを見ることが可能になるという大きな利点が

あるので、そのこと自体は価値のあることである。従って、チェックを行う回数などで調

節をすることは考えられるかもしれない。今後はこのようなポイントを踏まえながら、さ

らに具体的な策を考えていくことが重要であると考える。 
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ボーカロイド曲を利用した日本語教育のメリット・デメリット 

Pros and Cons: Teaching Japanese with Vocaloid songs  

 

 

 

 

豊田典子（法政大学兼任講師） 

 

 

Abstract 

In "Miku dé Nihongo” (2018,Toyoda)", the author aimed to have the learners of Japanese language 
repeat conversational phrases using popular Vocaloid songs of Hatsune Miku which is a software to 
synthesize singing voices developed by Yamaha. The book contains explanations of the modern and 
traditional cultural aspects of Japan which appeared in the lyrics, as well as the practice of using the 
casual and polite styles in the situation-based contexts.  According to the Japanese language 
teachers, learners, and Japanese language educators in Japan and Germany, they claimed that the 
book encouraged language learning and gained Japanese cultural knowledge while repelling 
influence may occur if they are not fans of pop culture like “anime”. Also, it was suggested that the 
learners were confused by the synthesized voices when they are not familiar with Vocaloid. 
 

キーワード：歌による言語学習、クールジャパン、ボーカロイド、日本語学習 

 

教材について 

1.1. ボーカロイドと初音ミクについて 

『初音ミクで日本語（Toyoda,2018）』は、ボーカロイドと呼ばれる音声合成技術ソフ

トを利用した楽曲をもとに、日本語の初学者向けに書かれた日本語学習書である。学習者

分析に不可欠な要素であるため、ボーカロイドと初音ミクについて概要を説明する。 

ボーカロイドは、ヤマハ株式会社の所有する技術であり、ソフトウェアに楽譜と歌詞を

入力することで合成音声が歌を歌う。人の歌声の録音から切り出した歌声の素片を周波数

で接続（素片連結型）しているため、ビブラートや息継ぎなどの再生にも対応しているた

め、表情の情報を加えることでリアルな歌声が作られる、と言われている。この技術を用

い、イギリスのメーカーなどがプロの音楽家向けに製品を出している他、日本ではクリプ

トン・フューチャー・メディア社が、「初音ミク」という 16 歳の少女というキャラクタ

ー設定で発売したボーカル音源及び DTM(Desktop Music)用ソフトウェアを利用した楽曲が
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人気を博した。その人気の要素として、アニメのようなかわいらしいキャラクターがバー

チャルシンガーとして動画サイトで使われ、プロアマの作曲家、作詞家、キャラクター制

作者がオンラインで共同制作する業態も全く新しいビジネスモデルを算出した。 

内閣府の提唱する「クールジャパン戦略」は、『「食」、「アニメ」、「ポップカルチャ

ー」などに限らず、世界の関心の変化を反映して無限に拡大していく可能性を秘め、様々

な分野が対象となり得る。』（内閣府ホームページ, 2019) として、このようなポップカ

ルチャーを含め、2017 年の「クールジャパン・マッチングアワード」では、初音ミク「千

本桜」と歌舞伎演目『義経千本桜』を融合させた「超歌舞伎・今昔饗宴千本桜」がグラン

プリを取った。また、NHK の年末歌番組出演、内閣府の広報誌「Highlighting JAPAN」な

どで紹介され、札幌市や千葉市など地方自治体による活用、レディーガガとのツアーなど

日本からの官民からの積極手な発信が続けられており、世界でもポジティブに受け入れら

れている。しかし、その一方で、特に日本では「オタク」文化として蔑視を受けたりすること

もある。 

 

1.2. ボーカロイドの楽曲を使った教材について 

このような背景を持つ「初音ミク」によってより日本語と日本文化を海外に広めたいと

いう意向で『初音ミクで日本語』が発刊されることになったが、ファンのみではなく、日

本に興味を持つ海外の人たちへという意図があり、日本語初学者向けのレベルであるこ

と、日本文化の解説を含むことというコンセプトから、初学者の使いやすいフレーズを含

んでいることを条件に、特に人気の高い８曲と日本の童謡１曲及び人気音楽家による新曲

１曲の計 10 曲に対し、それぞれ以下のような教材設定となった。 

● 歌詞：日本語、発音用ローマ字、英訳 
● 基本文型：文字、基礎文法解説 
● 文化背景：歌詞で表現される文化の解説 
● 会話スキット：基本文型を使った会話練習（敬体）、同（常体） 
● 応用練習問題 
● 楽曲と会話練習はダウンロード(SONOCA)による提供 

 

 

＜図１：文化の解説（日本の自然感）＞ 
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＜図 2：会話スキット（敬体）＞ 

 

教材の利用背景 

1.3. 日本語教室（ドイツ）での利用 

2018 年７月、初音ミクのファンを中心とした学習者にイベント的な利用をした日本語講

師より報告を受けた。ファンが多いことから馴染みのある楽曲を聞き、ローマ字を追いな

がら発音。基礎文法については、講師によって詳細の解説がなされ、会話練習をダウンロ

ードした初音ミクの音声とペアワークするなどの試みがあった。効果の測定はなかった

が、モチベーションが上がったこと、楽しく集中したペアワークができたことなどが報告

された。(酒井, 2019) 

 

1.4. 日本語教室（東京）での利用 

2018 年４月及び５月に、通年開講の日本語教室にて、楽曲と会話練習を使ったレッスン

を試みた。４月は英語母語話者の難民向けの教室（学習者数７名。年齢 12-25 歳） 、５

月は中国残留帰国者向けの教室（学習者数１０名、年齢 45-80 歳）であった。初音ミクの

動画を見せ興味を引き、高音の発声は無理なので、講師が歌を歌い、歌詞を板書して、基

本フレーズの練習をし、会話練習をした。楽曲は日本の童謡を使用した。 

 

1.5. 学習者からの報告 

個人で本を利用し日本語を学習した英語母語話者複数名からの意見を聞いた。 

 

報告・調査結果から見えるメリット・デメリット 

日本語教師、学習者、日本語教育学者らに非公式にインタビューを行い、意見を収集し

た。 

一般的には「アニメキャラ」として認識されがちな初音ミクを利用したことに対して

は、海外での人気の高さによるモチベーションアップが認められた。海外の大学の日本語

学科や日本語教室からは、日本語を学ぶきっかけがアニメであることも少なくないことか

らモチベーションアップに利用できたとの報告が寄せられた。ドイツではすでに 2 回「初

音ミクで日本語学習」という教室を開講しており、2回ともファンをメインとしたもの

で、積極的なフレーズ練習とペアワークが見られたと報告された。 

しかし、東京で行われた日本語教室では、学習者は難民と残留帰国者で、クールジャパ

ン的な日本文化への興味が高い学習者ではない。初音ミクやボカロにも全く知識はなかっ

た。動画を視聴することで、小学生や小学生の子供、孫を持つ世代は、興味を示したが、



36 

 

自分が高音で発声することには不自然さを訴え、講師による発声と学習となった。 

その他、日本における日本語教育学者からの意見は、「ファンには楽しいだろうが、学

習には役立たないのではないか」、「教室での利用は自分の教育スタイルには合わな

い。」「新しいコンセプトで今後必要かもしれないが、自分にはどう使えばいいのかわか

らない。」「ボーカロイドについての知識がないから使えない」、「新技術にはついてい

けない」、などのネガティブなものも少なからずあった。 

 

考察 

海外のアニメから日本に興味を持つ日本語学習者にはモチベーションアップにつながる

教材ではあるが、ファンではない場合、教材としてはボーカロイドであるかどうかではな

く、歌による言語学習のデメリット面を考えていく必要がある。 

歌詞は、一般的な会話としては不自然な表現も多いため、教師が注意深くフレーズを選

出し、解説していくことが必要である。日本の英語教育の中では、ビートルズなどが使わ

れることも少なくないが、歌を歌うことが言語教育に及ぼす影響については、賛成反対の

意見がある。例えば溝口(2014)は「情意面」「記憶面」の教育的効果を上げているが、通

常の楽曲ではなく「テ形の歌」など教育用に作成された楽曲を用いている。

GOTTSCHEWSKI(2008)は、ローレライなどの歌曲を謡うことで、ドイツ語のアクセント・音

節や韻律の習得に歌唱が効果があると述べている一方で、会話などへの効果には言及して

いない。 

また、今回のインタビューでは学習者には、クールジャパンなどの日本文化への興味が

高い場合が多く見受けられた一方で、日本語教師には知識がなかったり、偏見が感じられ

る意見もあり、温度差の違いを感じた。この点において、学習者には、アニメやポップカ

ルチャーがもととなって日本語学習を始めた場合も少なくないため、教育分野への理解を

訴求していくべきだと感じた。 

また、ボーカロイドは、アニメのようなキャラクターとしての認識も高いが、もともと

は、歌唱ソフト（作詞と作曲をしたものを歌わせるソフトウェア）として開発されたもの

である。そのため、溝口(2014)の『テ系の歌』などのように教材作成にも利用可能であ

り、言語学習で必要とされる復唱を飽きずに滑らかに実施させるには大変有効な手段であ

る。そのため、既存の楽曲を利用するのではなく、日本語教育の教材作成に積極的に利用

することで、汎用性も広まるのではないかと考えられる。 

 

おわりに 

本論では、ボーカロイドと呼ばれる音楽ソフトウェアで作成され、内閣府の提唱する「ク

ールジャパン」戦略にも含まれるアニメやポップカルチャーの一つとして海外でも人気の

高い「初音ミク」の楽曲を題材にした歌による言語学習と日本文化の学びについて説明

し、言語習得の効果について考察した。『初音ミクで日本語』（Toyoda,2018)を使った日

本とドイツの日本語教室での利用及び学習者と日本語教師からのインタビューから、ファ

ンへの強い訴求力とモチベーションアップが認められたが、一方で、クールジャパンには

あまり見識のない日本語教師やファンではない高齢学習者には興味関心をもたせるのは難

しく、偏見を持たれる可能性も示唆された。今後の課題として、歌唱による言語習得の効

果、キャラクターによるモチベーションへの影響、クールジャパンへの理解の普及が挙げ

られる。 
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