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グローバル人材育成を可能にする英語教育改革
―グローバル人材育成教育学会で目指していることー

。

小野

博（昭和大学・中村が迂遠大学・西九州大学）

1. 日本を取り巻く国際経済状況の変化と大学の国際化
1. 1 日本の国際経済状況の変化と大学への期待
近年、日本を取り巻く国際経済環境は急激なグローバル化が進み、日本の産業界の経済活
動は韓国・中国、東南アジアからインド、イスラム圏へと事業展開を強め、従来の工場の
海外移転から市場を海外に求め、事業そのものを海外に移し始める企業が増えている。そ
のため、企業にとってグローバル人材の確保が最重要課題であり、今、求められているの
は、国際舞台で活躍するいわゆるグローバルリーダーだけではなく、地域社会を支えるグ
ローバル人材の育成である。一方、日本の人口減少、少子化傾向は続き、オリンピックが
東京で開かれる 2020 年頃には、毎年、島根県や北九州市の人口に匹敵する 70～100 万人
の人口の減少が予想され、その対応策が求められている。
このような状況の中で、大学にはグローバル人材の育成、英語教育、特に教養英語の改善
が強く求められているが、それに答えられているだろうか。小学校からの英語教育が始ま
っているが、不十分なコミュニケーション重視の英語教育政策や入試の多様化、入学者選
抜競争の緩和によって、大学が受け入れる新入生の英語力は著しく低下し、一向に改善さ
れていない。一方、国際的な活動が活発だと言われている大学でさえ、教養科目の英語教
育が学生の英語力の向上に役立っている状況とは言いがたい。その結果、多くの大学には
コミュニケーション能力が低く、内向き志向で海外に出たがらないと言われている大量の
中間層の学生が在籍することになる。これらの学生を対象としたグローバル人材の育成は
どの大学にとっても最重要課題であるが、その対応策に苦慮している大学が多い。
筆者が多くの大学の研究仲間とグローバル人材育成教育学会を設立した動機の一つは、こ
のような状況の中で、教員の努力次第でどの大学でも実施可能な、小規模、少予算からで
も始められるグローバル人材育成教育プログラムを開発し、普及させたいと考えたからで
ある。
1.2 大学に求められる英語教育の改革とグローバル人材の育成
どの大学にも「教養英語」としての英語教育はあるが、教養英語で英語力が上がると考え
ている大学教員・学生はどれくらいいるのだろうか。興味深いデータがある。ある九州の
国立大学で FD の一環として学生生活等に関する調査を実施した。その中に「教養英語で
英語力は上がったと思うか」との質問項目があった。学生たちの回答を Fig.1 に示す。3 年
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間の調査では、予想通り一貫して約 80％の学生が「英語力は変わらない・下がった」と回
答している。その原因については、いろいろな意見がある。①中・高レベルの基礎英語が
十分に身についていない大学生は大学英語が十分に理解できないのではないか。②大学入
試が終わったため学習意欲が乏しく、予習・復習をしないので英語力は上がらないのでは
ないか。③「英語を学習する明白な動機・目的・目標」がないので、学習に気が乗らない
のではないか。④教員や仲間との十分なコミュニケーションが取れないため、授業が面白
くないので学習に熱心になれないのではないか。⑤そもそも外国人が周りに少ないので外
国や英語への関心が薄いのではないか、などである。どれも当たっている一面はあるが、
「最低限の努力で単位さえ取れればあとはアルバイトをがんばりたい」という普通の学生
の心情を私には責めることはできない。このような現状を考えると、週１，２回の教養英
語で「英語力は上がらない」と回答した学生が多かったことに、大学の英語教育の改善に
対する大きなヒントがあると考えた。

Fig.1 ある国立大学における教養英語の成果（学生のアンケート）
筆者は、毎日 3 時間程度に学習時間を劇的に増やしたプログラムを用意した上で、大学生
が英語学習に熱心に取り組めない原因を１つずつ取り除いていけば、学生は意欲的な英語
学習に取り組むと信じていた。そのためには、①学生にとって英語学習を本格的に始める
動機になる間近の海外研修など、英語を使わなければならない近い目標を持たせること、
②学生と教員、学生間に良好なコミュニケーションが取れるようにすること、③異文化に
関心を持つような仕掛けをつくることが重要だと考えた。
教養英語で英語力が上がらない最大の原因は学習頻度（週 1,2 回）、学習時間が少ないこと
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にあるとの考えを既に述べたが、受験勉強が終わった大学生に英語への関心を呼び戻すた
めには、学生にとって魅力的な授業を全て英語で行うなど非日常的な目新しい学習方法の
採用が第１である。その上、学生自身が努力したら英語力の向上が会話などで実感できる
こと、学習後のテストの数値で英語力の向上が確認できることが必要だと考えた。また、
学生が本気モードになるには、集中英語学習の利点である短期間に「英語を聞く・話す」
ことに自分が慣れたと実感し、自信を持つことであり、そのためには「英語による英語の
授業」を実施することが最低限の条件だとも考えた。文科省は中・高の英語教育について
「英語による授業」を求めているが、大学の教養英語には何も求めず、今でも「日本語で
授業」を実施している大学が多いようだ。この改善こそがまず、求められている。
1.3 グローバル人材の育成がこれからの大学の中心課題
東京から九州の大学に移り、地元の産業界の方々と接し、まず感じたのは「アジアが近
い」ということである。次に「中小企業でも今後の活動は工場の移転から事業そのものを
海外に展開する時代になりそうだ」ということを肌で感じた。そのため、多くの中小企業
がグローバル人材を求めているが、中小企業自身では育てる余力がないことから、大学に
「グローバル人材の輩出」を期待している。しかし、まだ、大学教員の方は積極的にグロ
ーバル人材を育てることが自分たちの使命だと考えるまで関心が高まっていないのが現状
であり、大変残念である。
また、日本政府はビザの発給や免税制度の緩和で観光立国を目指す政策を進めており、観
光客の増加で早速効果がでているようだ。博多港にはしばらく来なかった中国の大型客船
が再び入港し、家電量販店には電気釜を 2，3 個まとめて買う客が戻っている。さらに、
九州のひなびた温泉宿が「英語とタイ語」で HP を作ったところ、「海外から予約が入り活
気を取り戻した」との報道もあった。このように日本社会の人口減少、購買力の低下が予
想される中で、今後、国内でも観光客、ビジネス客を含めた外国人を対象とした「おもて
なし」の仕事が増えていくことが予想される。すなわち、海外勤務希望者だけでなく国内
での就活にも「英語がしゃべれる」ことが武器になる時代が来るものと思われる。そのた
めの大学の対応策は、教員の意識改革と英語力向上の学生支援が重要課題である。
1.4 どの大学でも始められるグローバル人材の育成を目指して
最近の大学には、基礎英語力が身についていないばかりか、日本語力が不十分（NHK エデ
ュケーショナルの日本語力テストで中学生レベル）と判定される学生がほとんどの大学に
入 学 し て く る 。 彼 ら の 日 本 語 ・ 英 語 力 を 測 定 せ ず に 、「 学 生 に 必 要 な の は
TOEIC！,TOEIC！」と、最初から無理やり TOEIC 学習を始め、雨のように降ってくるリ
スニング問題で英語恐怖症を起こしてしまう学生が続出した、との報告がある国立大学の
教員からあった。どの英語レベルから TOEIC 学習を始めるかに関し、最近では、英検テス
トで英検準２級が取れた学生に TOEIC 学習を始めると効率的な学習ができるとの認識が大
学教員の間に広まっている。
グローバル人材には英語力が高いだけではなれないことを多くの事例が実証しているが、
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まずは、教養英語以外の英語教育で「学生の英語力を上げること」が大学の支援の第一歩
ではないかと考えている。
私たちは、グローバル人材には英語力と同じくらいコミュニケーション能力や異文化対応
力を身につけることが重要だと考えており、これらを教育プログラムで効果を上げる研究
を進めてきた。その結果、海外研修等の前にこれらの資質を身につけることが可能である
ばかりか、事前準備学習の成果が海外での活動の成果に直結していることを確認した。
さて、海外英語研修や海外インターンシップは、今の時代、どの大学でも始めようと思え
ば直ぐにでも始めることが可能で、準備学習を含め、少人数、少予算で比較的容易に実施
できることを強調したい。最近の学生は基本的に真面目で、目標があれば、基礎英語でも、
教養科目でも専門科目でも熱心に取り組む学生が多く、準備学習を通して基礎学力・リメ
ディアル教育がスムーズに進んだという事例にも接している。すなわち、従来、リメディ
アル教育は成果が出にくい学習と思われていたが、必要とする学生に勉強させる方法とし
て「グローバル人材の育成を利用して成果を上げた」との報告が増えており「リメディア
ルからグローバルへ」はどこの大学でも始められるグローバル人材の育成法のモデルにな
りうると考えている。
2. これからの英語教育
2.1 グローバル人材とは
英語教育の話に入る前に、現在、文科省や経産省が考えているグローバル人材像がどのよ
うなものであるかを紹介したい。
文科省はグローバル人材に必要な学力、能力、資質として、①言語力・コミュニケーショ
ン能力。②主体性・積極性・チャレンジ精神・協調性・柔軟性、責任感・使命感。③異文
化に対する理解と日本人としてのアイデンティティーなどであると定義している。さらに、
幅広い教養と深い専門性、課題発見・解決能力、チームワークとリーダーシップ、公共性、
倫理観、メディアリテラシー等が必要であると考えている。
一方、経済産業省はグローバル人材に必要な社会人基礎力として、①前に踏み出す力（ア
クション）、たとえば主体性、働きかけ力、実行力。②考え抜く力（シンキング）、たとえ
ば課題発見力、計算力、創造力。③チームで働く力（チームワーク）。たとえば発信力、
傾聴力、柔軟性、情報把握力、規律性、ストレスコントロール力を身につけることだと定
義し、これらの資質の習得を提唱している。さらに、能力の全体像（背景となる学力・資
質）として基礎学力、たとえば読み、書き、算数、基本 IT スキルの習得を奨励している。
筆者は、グローバル人材に必要な資質のうち、コミュニケーション能力や異文化対応力は
日々の授業や多種多様な実践的活動によっても身につくことを確認しているが、英語力を
身に付けるには、「十分な時間をかけて地道な英語学習をする」しかないと考えている。
昔から「日本語は学力」、「英語は努力」と言われてきたが、筆者はグローバル人材の育成
を通してこのことばの意味深いことを実感している。
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2.2 コミュニケーション能力と異文化対応力の育成
最近の大学生はコミュニケーション能力が低く、内向き志向で留学したがらないと言われ
ている。また、「友達ができない」ことを理由に退学する学生も増えているとの報告もあ
る。スポーツやクラブ活動にも参加せず、日常的に留学生や外国人と接触する機会がない
などコミュニケーション能力や異文化対応力を高める場面に遭遇する機会が少ない分厚い
中間層の学生をグローバル人材に育成するためには、英語学習プログラムの中にコミュニ
ケーション能力や異文化対応力を高めるワークショップや講座を含めることが必要だと考
えた。
さて、役者の養成機関の指導者と話していて、役者を目指す若者の多くが、意外にも「口
数が少なく口下手な若者である」ということがわかった。彼らは舞台の上で堂々と流暢に
しゃべり，演じている俳優の姿に憧れてこの世界に飛び込んでくるのだそうだ。指導者は
それらの若者を 6 カ月程度の稽古で誰でも舞台に立つまで育て上げると聞き、その手法を
大学生の「発信力」や「受信力」が高い、すなわちコミュニケーション能力が高い学生の
育成に利用できないかと考えた。
2 日間、各 2 時間半の講座の学習内容は会話ストレッチ、筋力トレーニング、呼吸法・発
声・活舌、イメージトレーニング、ボディートレーニング（喜怒哀楽を身体で表現）、感
性トレーニング（即興劇・漫才・パワートーク・ゲーム）などであるが、それらのプログ
ラムの中から，大学の担当教員と相談しながら、人数等を考慮して学習するプログラムを
構成することにしている。
ここで、受講した学生の興味ある感想を紹介する。最近の学生は人前で「何かを演じる」
ことに尻込みしたり躊躇する学生が多いと聞いていた。しかし、一旦、恥ずかしい思いを
乗り越えたら、今度は、出たがりに変身し、あっという間に自然にコミュニケーションが
とれるようになるものである。以下、受講生の感想を列記する。
・まずは、友達ができたことが嬉しかったです。ワークショップに参加する前は、人前に
出て漫才をするなど、恥ずかしくてできないと思っていましたが、２日間でゲームをして、
恥ずかしいとは思わなくなりました。２日間とても楽しかったです。
・最初は行きたくないと思っていましたが、これも経験だと思って受けました。しかし、
受けてみると、次の日も行きたいと思い、漫才では難しい題目でしたがやりとげることが
できました。人間的にも成長でしたと思うし、本当に受けて良かったと思います。
・とても楽しい講座だった。昨日の朝は、ほとんど話したことがない人だったのに、今、
周りに座っている人たちがみんな“友達”のように感じるのが、とても不思議な気分だ。
普段から近くにいるのに、少しコミュニケーションをとるかとらないかで、こんなにもそ
の人に対する印象が変わるということに驚いていると同時に、コミュニケーションの大切
さを実感することができた。
・朝のトレーニングをしただけで体がポカポカ暖かくなるなんて知らなかった。また、大
声で笑うだけで陽の気になれて、それをきっかけに友達作りもしやすい雰囲気になれたの
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で、改めて笑うってすごいと感じた。
・初対面の人でも、コミュニケーション能力を高めるゲームによってとても仲良くなれた
気がします。２日連続だったけど、土曜日の夜「明日が楽しみだな」と思うほど楽しかっ
たです。
・漫才とか最初は無理だと思ってたし、元をたどればコミュニケーション育成ワークショ
ップ自体、人になじめなかったらどうしようとか不安が大きかったのですが、やってみた
らすごく楽しかったです。何事にも、まずはやってみないことには分からないなと実感し
ました。

Fig.2

コミュニケーション能力育成ワークショップの場面

このコミュニケーション能力育成ワークショップは今までに 10 大学で実施しており、た
った 2 時間半､2 日間のプログラムであったが、どの大学でも効果が非常に大きかったこと
から、グローバル人材の育成以外にも退学防止、学習意欲の向上などに利用できると考え
ている。これらの学習は、欧米の学校教育ではドラマメソッドとして積極的に取り入れて
おり、今後の学校教育や大学入学後のオリエンテーションプログラム・初年次教育などに
取り入れる大学が増えるものと考えている。
次に異文化対応力育成講座について述べる。この講座は多様性や異文化環境から得られる
幅広い視点から様々なアイディアを生み出し、グローバルな考え方を広げるのに役立つと
考えている。我々が実施している内容は、１日プログラムとして訓練された留学生を交え
て、まず、留学生が感じた日本についてやさしい英語で説明してもらい、学生自身が気づ
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かなかった日本の一面を感じることから始める。次に、留学生に「日本に何を学びに来た
か」などのプレゼンテーションを求め、その話を聞くと日本人学生は留学生に親近感を持
つようになる。このように、留学生個人のことを少し知った上で、7,8 人のグループに一
人の留学生がメンターとして加わり「グローバル社会でいかに生きるか」などのグループ
ディスカッションを英語で行い、各自が留学生の助けを借りながら考えをまとめ、最後に、
学生たちがリレー形式で英語を使ってプレゼンテーションを行う。その間、昼食を学生食
堂で一緒に取るが、その時にはもうかなり打ち解けていた。
最初は、留学生が怖いと言っていた女子学生でも留学生と話し、「私の英語が通じた。話
してみたら、16,7 歳の時に外国に行くことを考えていた留学生はすばらしい。もっと彼ら
と会話をしたいのでもっともっと英語を勉強したい」と１日で変わる姿を見て、学生は柔
軟に変身できるものだと感心した。

Figi.3 異文化対応力育成講座の場面
教養英語が実用的な大学生の英語力の向上にあまり役立っていないことは既に述べた。ま
た、大学生の日本語力レベルを毎年、20 大学以上で測定しているが、多くの大学に「大学
の授業が理解できない」と考えられるほど日本語力が低い学生が入学していることを確認
している。また、このような日本語力が中学生レベルと低い学生に TOEIC テスト対策の英
語教育を行っても、成果が乏しいことも論文に示した。
英語学習意欲が高い学生をグローバル人材に育成するためには、その学生の客観的な日本
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語力・英語力を測定した上で、その結果に基づいて段階的に学習するプログラムを提供す
ることが結果的にグローバル人材の育成の近道だと考えている。
新しい英語学習の実施に際し、その前に学習すべきことがある学生（日本語力が低い学
生）の多くは読書量が少ないばかりか新聞を読んでいない学生が多い。さらに、社会への
興味・関心が薄いことが彼らを内向き志向にしている大きな原因ではないかと考えている。
そこで、毎日、学生に新聞を配布し購読を勧めた所、学生の中から、「TPP ってなんだっ
け」「TPP も知らないの・・・・」との声が聞かれ、学生同士の会話が身近な話題から政治、
経済、国際情勢まで広がっていった。
もう受験勉強をしなくてもよい学生でも大学で「英語をもっと勉強したい」と考えている
学生は多いが、今の学生は１人でコツコツと学習する習慣が身についていない。そのため、
彼らが確実に勉強するにはグループ学習による短期集中英語学習を教養英語とは別に企画
した。
最近、多くの大学でこのような教養英語以外の英語学習が盛んになりつつあるが、従来、
入学した学生の英語力に応じて希望者全員に大学の費用で留学までの英語力の指導をして
いる大学は意外と少ない。国際教養大学、上智大学、国際基督教大学（ICU）などはよく
知られているが、最近では明治大学政治経済学部が組織的に実施している英語教育が注目
されている。しかし、国の大きな国際化予算を取り国際化が進んでいると言われる慶應大
学や早稲田大学、立命館大学などがその予算を一般学生の教養英語＋αの英語教育に使わ
ず、＋αの英語学習については学内にエクステンションという別組織を作り授業料を取っ
て実施しているのは残念である。
2.4 授業期間の放課後に実施した短期集中型英語教育
ここで、筆者らが実施した短期集中型の英語学習について述べる。この学習の特徴は、英
語学習の際に、数カ月後に Oxford 大学における短期英語研修に参加することを前提に、①
役者を使った 2 日間のコミュニケーション能力育成ワークショップ、②大量の留学生を投
入した異文化対応力育成 1 日講座を組み込んだことである。この方法で学生のコミュニケ
ーション能力や異文化対応力を教育によって短期間に向上させることができるか、また、
両能力の向上が英語学習への学習意欲の高揚、持続にどのようにつながるかを検証するこ
ととした。その結果、この方法はグループ学習によって英語学習の楽しさ面白さを学生が
実感できると共に、英語学習のモチベーションの高揚と持続や異文化対応力の向上に大き
な効果があるばかりか、現代の学生の生活スタイルを考慮すると、事実上、短期集中学習
方式しかないとの結論に達した。その上、TA として留学生を大量に投入し、TA がグルー
プ内での英語による会話をリードすることにより、学生同士の英語によるグループディス
カッションやプレゼンテーションの機会を大幅に増やすことができた。
次に、今回の英語学習に使用した e-learning 教材は、①TOEIC 対応教材として問題数が多
く、間違えた問題が繰り返し学習可能な Newton 社の TOEIC 対応教材と、②興味をそそる
多彩な映像を用いて発話の練習をし、その発音を音声認識で評価してくれる speaking 教材
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である English Central の 2 つの教材を採用し、両者の併用学習により e-learning でも英語力
の向上と英語学習の面白さを実感できるようにした。 まず、月～金の 5 時限を e-learning
学習の時間とした。6 時限には Interactive English、 TOEIC 講座、ドラマメソッドなど学生
が新鮮だと感じる多彩なプログラムを用意した。また、週末にコミュニケーション能力育
成ワークショップ、異文化対応力育成講座を実施した。Interactive English では英語による
グループ学習・グループディスカッションや、プレゼンテーションの準備学習を行った。
また、いろいろな英語に慣れるため、ロスから来日中の教育ジャーナリストによる「やさ
しい英語による授業」も試みた。
7 週間の集中学習の成果として、①1 日 3 時間の学習により、「英語による授業」に慣れた。
② 学部・学科・学年（2～4 年生）が異なる学生同士の共同作業はお互いに刺激しあい、
モチベーションの高揚・持続ができた。③７週間の英語集中学習で 38 人の TOEIC の上昇
は平均 111 点（300 点前後が 4 人）であった。

Fig.4 学生の英語力の伸び（e-learning 学習だけの学生との比較）
一方、Fig.4 に示したネット学習組の学生は自宅で e-learning 学習を行い、大学では週 1 回
の質問時間を用意したが、予想通り教室に来る学生は少なかった。また、学生の学習記録
を見ながらメールで学習を促したが、最初の意気込みほど熱心に学習をする学生は少なく、
英語力の伸びも小さかった。
7 週間のトライアルを受講した学生は、研修先である Oxford 大学の指導教員から「今まで
多くの日本人学生を受け入れてきたが、今回の学生のように準備学習が十分な学生は初め
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てだ」との評価を得ることができた。Oxford 大学のプログラムに参加した多くの学生は
「トライアルで今まで一番勉強したと思っていたが、Oxford 大学では毎日 6 時間の対面授
業に宿題が出て、生まれて初めてこんなに勉強した」と、達成感に満足していた。
この学習による具体的な成果として、学生自ら「今度は１人で留学したいので TOEFL 学
習をしたい」、「今度は海外の日本企業のビジネス現場を見たいので海外のインターンシッ
プに参加したい」など、さらなる海外渡航への意欲を示す学生が多数出たことからもプロ
グラム全体が成功したと考えている。

Fig.5 Oxford 大学での１日 6 時間の英語研修の様子
その後、大学では、このプログラムは必修英語に組み入れたため、学習期間が 3 週間に短
縮され、担当教員の意向で自由参加になった。その結果 Oxford 大学の教員からは、3 週間
全部出席した学生でさえ「準備学習が足りない」と指摘を受けた。全く事前学習に出席し
なかった学生は、英語だけの授業が理解できないばかりか、毎日 6 時間の授業に耐えきれ
ず、居眠り、日本語での私語が目立ち、担当教員が注意をしたら宿舎にこもり授業に出て
こなくなった学生もいたと報告された。このような結果から、いかに事前学習が重要であ
るかを再認識した。筆者は研修先に到着時から現地の教員と良好なコミュニケーションが
取れるよう英語に慣れるためには、50 時間の e-learning 学習と 50 時間の対面学習が必要だ
と学生に話していたが、この目標は正しかったと考えている。
2.5 夏休み期間に実施した短期集中型英語教育
2015 年８～９月、佐賀県の西九州大学で授業期間外の夏休み期間に短期集中型英語教育を
実施し、大きな成果が得られたので報告する。Fig.６に短期集中型英語教育のプログラム
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を示す。対象とした学生はこの事前学習後、オーストラリアに研修に行く 12 名と、夏休
み期間に英語を身につけたい 17 名、計 29 名の学生であった。台風で１日、中止になった
が、17 日間の授業では、無遅刻無 欠席の学生が 17 名おり、70％未満の出席率の学生は１
人であった。総学習時間数として対面授業 50 時間、大学・自宅での e-learning 学習 50 時
間を目標に、3 週間、月～土、毎日 3～6 時間（その日のプログラムによる）の短期集中型
英語教育（従来は授業期間の放課後 5,6 時限 に実施）を実施したが、学生の出席率で示す
ように、今回のプログラムでは、学習意欲の持続ができたと考えている。
この短期集中型英語教育の特徴は、福岡大学等で実施したプログラムと同様に、英語教育
開始前、①初日、2 日目に役者を使った 2 日間 のコミュニケーション能力育成ワークショ
ップを実施し、学習者全員が「仲間と一緒に英語学習を始める」意識の醸成を図った。ま
た、②第１週目の週末に大量の留学生を投入した異文化対応力育成１日講座を組み込み、
③講座の最後に英語によるプレゼンテーションを組んだ。さらに、対面授業として第 1 週、
2 週目は、東京で中学・高校の教員有志が研究会を作り中高生が喜んで英語学習に熱中す
る「弾丸インプット」の大学生版を実施した。また、第 3 週の対面授業は、秋田の国際教
養大学から福岡大学に移動した教員による、「全て、英語で話し、知らない単語があって
もその場面、状況から想像し対応する」ための英語による会話訓練を行った。筆者は対面
授業と e-learning との組み合わせ学習がより効果的と考えており、専任教員が学習状況の
観察・把握・指導を行った大学、自宅の e-learning 学習も効果的だった。今回は用意した
教材は、EnglishCentral のみとした。e-learning の学習内容は学生の英語力を考慮し、第 1,2
週目は予め用意したコンテンツでの学習、第 3 週目は学生自身の興味関心でコンテンツを
選んで学習するようにした。また、1 週間の母音の発音データを収集し、そのデータに基
づいて学生が不得意とする発音の改善に関する特別授業や会話テスト対策講座も実施した。
プログラムの最終日、9 月 4 日、5 日には、3 分以上の英語によるプレゼンテーションとし
てテーマ「行きたい国とその理由」を実施し、全ての学生が「英語で話すことへの自信」
を持った。また、学習前後に英検対応の英語 IRT テストと NEC 提供の OPIc テストを実
施し、予想以上の成果を得た。7 月に実施した説明会で「夏休みの期間ではあるが、英語
教育をアルバイトだと思って遅刻をせずに頑張ってほしいと」挨拶 をしたかいがあった
のか、半数以上の海外に行く予定のない学生も休まず、遅刻せず、8 時 50 分に始まる授業
に 毎日参加した。この学習方法で学生のコミュニケーション能力や異文化対応力を教育
によって短期間に向上させることができ、両能力の向上が英語学習への学習意欲の高揚、
持続につながり、その結果は高出席率にも表れた。この学習方法は、友人としてのグルー
プ学習による英語学習の楽しさ面白さを学生が実感でき、現代の学生の生活スタイルを考
慮すると、短期集中型の教育方式が効果的な学習であることを示した。
最近、いくつかの大学で教養英語とは別の独自の英語教育が軌道に乗りつつあることが注
目されていることは 既に述べたが、従来、学生の英語力に応じて希望者全員に留学まで
の英語力の指導を大学の費用で実施している大学は少ない。このような大学として国際教
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養大学、上智大学、国際基督教大学（ICU）などはよく知られていたが、最近では、大規
模大学で明治大学政治経済学部がステップアッププログラムを組織的に実施し、大きな成
果を上げている。
3. 海外インターンシップでグローバル人材の資質の育成
海外インターンシップはグローバル人材の育成に重要な実践的活動だと考えている大学関
係者は多い。そのため、多くの大学で試行が始まっているが、英語学習やビジネススキル
研修を含めた十分な事前の準備教育を実施した上で派遣している大学はまだ少ない。また、
プログラムの中には、「１週間程度のお客様」として現地企業の担当者が作成した決まっ
た企業見学コースに乗って、ただの会社紹介を受けた後に現地の施設を見学して回る視察
旅行の域を出ないものもある。これでは折角、海外に滞在したのにその国の人々や文化に
十分には接したことにはならず、本格的な異文化体験や外国人学生との討論・交流の場に
は至らない場合もある。その結果、帰国後もメールで連絡をとり合うような外国人人脈や
友人を得ることも無く、大変もったいない限りである。
また、現地の企業でのインターンシップに日本人学生と現地の大学生を組み合わせて派遣
することによって、より大きな成果が得られるという新しいインターンシップの形式を確
立進めているとの報告が大阪大学、東京海洋大学、関西学院大学などからあった。
また、新しい動きとして、英語を道具として専門性をもった活動、例えば Web デザインや
コンピュータプログラムのコンテストを目指したワークショップや Short Film の共同制作
を行う北海道情報大学の事例や、徹底的に事前準備教育を行った学生を通訳として派遣し
て成果を出した北海学園大学などの新しい試みも注目されている。
４．まとめ
4.1 教養英語で英語力が上がると考えている学生は少なく、その改革が求められているが
進んでいない。
4.2 最近の大学生の英語力を確実に上げるには、短期集中型英語学習が効率的・効果的で
ある。学習時間の目安は、e-learning50 時間、対面学習 50 時間であり、5 週間のプログラ
ムで実施可能にしたい。
4.3 グローバル人材の育成にはコミュニケーション能力と異文化対応力の育成が不可欠で
あり、教育的講座やワークショップで身に付けることができる。
4.4 分厚い中間層の学生をグローバル人材に育てる育成プログラムが多くの大学で動き始
めており、「学生の可能性」を信じたユニークなプログラムが成果を生みつつあることは
喜ばしい。
4.5 少ない人数、小さな予算からグローバル人材の育成は可能であり、学力低下や定員割
れなどで悩んでいる大学は「リメディアルからグローバル人材の育成」に手を付けること
をお勧めしたい。
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博：大学におけるグローバル人材の育成（その基本は英語教育の改革から）,溶

接学会誌, 2016, 85 巻 1 号，14-19
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グローバル人材教育に必要な教師の役割とは何か

勝又美智雄（国際教養大学名誉教授・グローバル人材育成教育学会理事）
1. なぜ英語教師がグローバル人材教育をするのか
「グローバル人材育成教育学会」が発足したのが 2013 年夏。その発起人で初代会長と
なった小野博・福岡大学客員教授（当時）に前年から相談を受け、趣旨に賛同して思いつ
くままにいろいろと提案しているうちに理事・副会長に任命されて、今日に至っている。
この学会は私たちの想像以上に順調に成長し、発展している。13 年の第 1 回全国大会は福
岡大学で、翌年の第 2 回全国大会は秋田にある国際教養大学で、15 年秋の第 3 回全国大会
は東京の明治大学で、昨年 12 月の第 4 回全国大会は大阪大学で開催され、回を重ねるご
とに発表者、参加者が増えている。各地の支部大会も活発に行われるようになり、発足時
の会員は 70 人強だったが、3 年後の 2016 年末には 300 人近くに達し、教育団体、企業な
どの賛助会員も 30 社に上る。
そこでまず注意を喚起したいのが、この学会の会員の大多数が大学・短大・高校の英語
教師であることだ。大学で言語学、異文化コミュニケーション、異文化理解教育、国際交
流、国際協力、国際経営などの学部学科、講座を担当する教員、という肩書の人が多いが、
その内実は英語教育を主専攻にしてきた教員が中心であり、ほとんどの高等教育機関の
「グローバル人材教育」の担当者は英語教師、というのが実態であることだ。
では、グローバル人材教育と英語教育が実態として非常に高い親和性をもっていること
は、そのまま、この二つが密接不可分のものと考えるべきなのだろうか。
その点、私は大きな疑問を抱いている。グローバル人材教育を英語教師が担当すること
は、果たしてどれだけ、あるいはどこまで適切なのか。もっとはっきり言えば、なぜ英語
教師がグローバル人材教育を担当するのか、そこに問題はないのか、という問題提起であ
る。
そもそもグローバル人材教育に英語は不可欠か、と言えば、私自身は、全くそうは思っ
ていない。日本人で英語などできなくても、スポーツでも芸術でも、さらには学問でも科
学技術でも、自分の専門分野で超一流の技術・資質・優れた才能を持ち、国際的に活躍し
ている「グローバル人材」はいくらでもいるし、世界全体を見渡せば、英語のできないグ
ローバル人材は数え切れないほどいる。
もちろん、日本人の間で一般的にイメージされている「英語ができる＝グローバル人
材」という等式もまた大間違いであることは、本紀要の読者なら容易に思い当たるはずだ。
英語はできるけれども人間的に信用できない、独りよがりで手に負えない、とても国際舞
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台では通用しないだろうと思われる人が、見回せばいくらでもいるだろうから。その点、
実は「英語教師＝グローバル人材」ではないし、英語教師の何割が「グローバル人材」に
ふさわしいか、という問題は大いに議論の余地があるところだ。
そこでまず問わなければならないのは、そもそも「グローバル人材」とはどういう人な
のか、ということだ。
2．グローバル人材の条件
2. 1 私の考える７条件
私の想定する「グローバル人材」とはどういう人か、まずは端的に「グローバル人材」
に値する必要条件とは何かを列挙してみたい。私は常に次の 7 条件を想定している。
① 異文化への好奇心を強く持ち、異文化摩擦・衝突ができる
② 自分の文化（家族・生まれ故郷・地域社会・国）を理解し、誇りに思う
③ 論理的思考力・批判的判断力を養い、自分の考えを的確に表現し、主張できる
④ 他人（他人種・他文化）を蔑視・差別しないで、共感できる想像力を持つ
⑤ 民主主義の理念（自由・平等・公正・寛容）を実行できる
⑥ 高い正義感と倫理観を持ち、職業として選んだ仕事で「一流」を目指す
⑦ 既成事実・既得権益に安住せず「ゼロから挑戦する・創造する」姿勢を育む
――こうしてみると、まず気づくことは語学（外国語）の理解・処理能力は、この中に
はないことだろう。また一般に「グローバル人材」としてイメージされているのは、せい
ぜい①～③であり、④～⑦はほとんどの場合、想定されていない。
だが、私自身が実感として想定している「グローバル人材」に重要な資質は、まさに④
～⑦であり、そのことを本人が意識する、しないに関係なく、実践している人たちなのだ。
つまり④と⑤がなくては外国ではとても通用しないし、⑥は職業人として海外で尊敬され、
信頼される人とは、世界的にトップクラスの仕事をしなくてはいけない、ということであ
り、その仕事に取り組む姿勢が常に⑦を基本にしていなければならない、ということなの
だ。
以上の７条件を過大な要求とみるか、最低限必要な要求とみるか、人によって意見は異
なるであろうが、私自身は「グローバル人材」とはこのレベルのところまで要求される人
材なのであり、日本人が「社会人として優れた人物」と国内でも海外でも評価されるため
には、このレベルにまで近づくように努力し続けるという、まさに「努力目標としての人
間像」なのだ、ということを最初にしっかりと確認しておきたいと思っている。
そしてここから容易にわかると思うが、私の言う「グローバル人材」を育てるのに英語
教師でなければならない理由はほとんどない。本来は学校教育のあらゆる教科の教師が、
自分の生徒・学生たちに将来こういう人間（社会に有用とされる人材）になってほしいと
期待し、そのために自分のできることを一生懸命にやればいい、ということなのである。
ただし英語教師には他教科の教師に比べて非常に優位な点がある。それは「英語で教え
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る」という点だ。日本人に「日本語で」教えるのではなく、「英語で」教えることはまさ
に私が掲げた条件のうち①③④を育てるうえできわめて有効だと考えられるからだ。
もちろん、小学校から中学校レベルでは「英語で」教えるどころか、まず「英語を」教
えることが最優先されるだろう。そこでは自分たちが日常使っている日本語とは異なる語
彙、発音、文法、表現の言語がある、ということを理解させることで、まさに世界中に
様々な「異文化」があり、そのうち今や世界共通語となっている英語がわかることの意義
を学ばせることができるからだ。そして英語を多少とも道具（コミュニケーション・ツー
ル）として使えるようになれば、まさに異文化理解が飛躍的に高まり、自分の考えている
ことを多文化の人たちに理解してもらえる喜びが味わえるようになる。
そして実は、この「道具として使える」ためには「英語を教える」のではなく「英語で
教える」ことが最も有効なのだ。日常会話でも討論の場でも、自分の言いたいことを「英
語で」言ってみる、英語で表現する、という体験を数え切れないほど厖大に重ねることで、
初めてそれが身に着いてくる。異言語をマスターすることはそれだけ膨大な時間とエネル
ギーをつぎ込むことによってようやく達成されるものなのだ。
2. 2 政府案の示す条件
そもそも「グローバル人材」という言葉は 21 世紀初頭、それも 2008 年ごろから使われ
始めたもので、1990 年代から一気に普及した「グローバル化の時代」「グローバル社会」
という新時代、新社会を表現する言葉に対応して、そういう時代・社会に活躍するような
人間像のイメージとして政府、産業界が好んで使ってきたものだ。
そこで民主党の菅直人内閣が 2011 年 5 月に設立した「グローバル人材育成推進会議」が
2012 年 6 月に公表した「審議まとめ」を見ると、「グローバル人材の概念」として、次の
3 要素を挙げている。
要素Ⅰ：語学力・コミュニケーション能力
要素Ⅱ：主体性・積極性・チャレンジ精神・協調性・柔軟性・責任感・使命感
要素Ⅲ：異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティ
その上で、「グローバル人材の能力水準の目安」として、初級から上級まで次の 5 段階
を提示している。
① 海外旅行会話レベル
② 日常生活会話レベル
③ 業務上の文書会話レベル
④ 2 者間の折衝・交渉レベル
⑤ 多数者間の折衝・交渉レベル
この 5 段階について「このうち①～③のグローバル人材の裾野の拡大については着実に
進捗している。今後は更に④⑤レベルでの人材が積極的に育成され、一定数の『人材層』
として確保されることが極めて重要」としている。また 2022 年まで 18 歳人口が 110～120
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万人で横ばい状態であることから、
「このうち約 10％は 20 代前半までに 1 年以上、留学な
いし海外経験を有し、④⑤レベルのグローバル人材の潜在的候補者になっていることを目
指したい」としている。
この「推進会議」は民主党政権でできたとはいえ、それまでの流れをたどると、21 世紀
初頭の 2003 年、自民党の小泉純一郎政権のときに「教育の構造改革」が打ち出され、文
部官僚出身の遠山敦子文部科学大臣が初等教育から大学院まで「“画一と受け身”から
“自立と創造”へ」をスローガンに掲げて策定した教育改革計画（「遠山プラン」）の延長
線上にある。文科省はその年に早くも「『英語が使える日本人』の育成のための行動計
画」を発表し、2004 年の国立大学法人化、2008 年の福田康夫内閣での「留学生 30 万人計
画」など一連の教育改革案は、経済界の要望に沿う形で「グローバル人材育成」策へとつ
ながっている。したがって「グローバル人材育成推進会議」の主張は与野党が一致できる
政策目標であり、文部科学省を中心に経済産業省、法務省、外務省、財務省も否応なく協
力せざるを得なくなっている。つまり事実上の超党派で、政府を挙げて取り組んでいる重
要政策、というわけである。
そしてこの政府の「3 要素 5 段階」は何よりも会話力、端的に英会話力、を最重要視し
ていることが容易に見て取れる。同推進会議に文科省が提出した資料類のほとんどが「英
語が話せない」ことを問題視するものであり、そこで具体的に取り組むべき課題として挙
げられているものも小学校から大学まで、英会話力をいかに上達させるかに集中している。
現に文科省は 2011 年度から小学校 5，6 年生に「外国語活動」を必修化し、2016 年夏に
は文科省の最重要の諮問機関である中央教育審議会がさらに学習指導要領を改訂して 2020
年度から英語を小学校の正式教科に格上げし、しかも小学 3 年生から教える案を公表した。
文科省の音頭で高校では「スーパー・イングリッシュ・ハイスクール」が推奨され、大学
でも「グローバル人材育成」の最重点策に英語教育（それも英会話力）の充実が図られて
いるのが実情である。
3．なぜ英会話力が最重要視されるのか
3.1

国際比較調査で日本の英語力は低レベル

ではここで、グローバル人材にはなぜ英会話力が必要なのか、という原点に立ち返って
考えてみよう。そもそも「英語が話せる日本人」が必要だ、という議論は、これまで長い
間「中学・高校と 6 年間英語を勉強したはずなのに、高校卒業生が日常会話レベルの英語
もろくに話せないのはおかしい」「大卒でまともに英語が話せるものがほとんどいない」
などという不満が社会的に、それも特に産業界に強かったからだ。
「推進会議」や経済産業省が中心の「産官学連携会議」でも日本人の英語力の世界ラン
キングなど国際比較を取り上げている。例えば
▶2010 年の TOEFL（iBT=Internet-based Test）の国際比較調査では日本は参加した 163 か
国中 135 位（韓国は 80 位、中国は 106 位）。アジアでは 30 か国中 27 位。
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▶2013 年の TOEIC テストの世界 48 か国 528 万人の受験結果では日本は 40 位（中国が 12
位、韓国が 30 位）。
▶北欧の教育調査機関 EF による国別英語力ランキングでは 2015 年の 72 か国 91 万人の
データで日本は 35 位（韓国 27 位、台湾 33 位）
▶スイスの教育機関 IMD が毎年発表している「世界競争力ランキング」では日本は 2011
年から 2016 年まで総合評価は主要国 59 か国中 26～27 位で低迷していて、特に教育部門
の英語力、語学スキルはほぼ最低に近い。
――などを取り上げて、英語力の低さを問題視している。
たしかに日本人（成人 1200 人）の意識調査でも、「自分は英語が話せない」が 41.6％、
「あいさつや食事のオーダーで単語を並べる程度」が 30.4％で、合わせて 72％の人が「英
語ができない」ことを認めている（2013 年、マーケティング調査会社調べ）。
さらに文科省が 2015 年に行った全国の高校 3 年生 7 万人の英語力の調査結果が衝撃的
だった。同省はかねて高卒時点で「英検 2 級から準１級程度」を到達目標としてきたが、
実際は「話す力」が英検 2 級以上は 2％にも満たず、準 2 級レベルが 11％で、中学生レベ
ル（3～5 級）にとどまっているのが 87％もいて、しかも全生徒の 13％が「0 点」だった。
また「書く力」は準 2 級レベルが 13％、3～5 級が 87％で、全生徒の 29％が「0 点」だっ
た。つまり「話す」ことも「書く」ことも中学卒業レベルにも達していない生徒が圧倒的
に多いのが実態だったからだ。
3.2

なぜ英語ができないのかーー「英語教師・受難の時代」に

では、なぜ日本人は英語ができないのか。その理由（原因）としては有力なものだけ
でも諸説ある。
まず第一に言語体系そのものの問題。日本語と英語では文法構造が基本的に異なり、日
本人にとって西欧系の外国語を学ぶことは日本語の思考法になじまず、理解しにくい、と
いうことだ。発音もまたしかり、だ。
次に「中高の学習指導要領、教科書、授業の指導方法が文法と読解（英文和訳）中心で、
生徒に興味を持たせることが難しく、英語嫌いを増やしているから」という教授法＝悪玉
説。面白くない文法・読解よりもっと視聴覚教材を多用して、英会話の時間を増やせ、と
いう意見はきわめて多い。
そして第 3 に「学習指導要領、教材は悪くはないが、教える人間、つまり教師の資質・
能力が不足している」という教師＝悪玉説。これを英語教師に面と向かって言う人はまず
いないだろうが、実は父兄の間では「塾の先生は教え方がうまいので生徒の成績も上がる
が、学校の先生は教え方が下手でダメ」という見方が一般的だ。
このことは各種調査結果にも現れている。文科省 2013 年に策定した「第 2 期教育振興
基本計画」では「英語教員に求められる英語力の目標」として、英検準 1 級、あるいは
TOEFL の PBT で 550 点以上、iBT で 80 点以上、TOEIC で 730 点以上、としているが、同
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省が 2015 年 5 月に発表した「英語教育実施状況調査」結果によると、全国の公立中高の
英語教師でこの基準に達していたのは中学校でわずか 29％、高校で 55％にとどまってい
た。
またベネッセ教育研究所が 2015 年に行った英語教員の意識調査では「自分自身の英語
力が足りていない」と認める教員が中学で 67％、高校で 63％に上っていた。彼らが普段
の授業で時間を割く割合は「文法・発音」が 9 割、「ディスカッション・ライティング」
が 1 割。現に先の高校生英語力調査でも、高 3 生の 60％が「高校の授業で自分の意見を英
語で書く機会はほとんど（あるいは全く）ない」と回答していた。
こうしたデータからうかがわれるのは、英語教師の能力不足、指導力不足だが、それは
実は英語教師だけに限ったことではない。
OECD が 2013 年に実施した国際教育指導環境調査（TALIS 2013、加盟 34 か国）によれ
ば、日本の中学校教員で「生徒に勉強ができると自信を持たせる」ことができていると答
えたのはわずか 18％（参加国平均 86％）と飛びぬけて低く、「生徒が学習の価値を見いだ
せるよう手助けする」が 26％（同 81％）、「勉強にあまり関心を示さない生徒に動機づけ
する」が 22％（同 70％）、「生徒の批判的思考を促す」が 16％（同 80％）と主要国の中で
も最低レベルにとどまっていた。教科指導でも「生徒がわからないときは説明の仕方を工
夫する」が 54％（同 92％）、「多様な評価方法を活用する」が 27％（同 82％）など指導力
不足を如実に物語っており、同じ調査の校長へのアンケートでは「資格を持つ教員や有能
な教員が不足している」との回答が 80％（同 38％）にも上っていた。
もちろん、こうした国際間比較の意識調査では母数の取り方、回答者の国民性や気質な
どの違いがあって、額面通りには受け取れないが、日本の教師が教科を問わず仕事に自信
を持っていないことはたしかだ。その原因として教職員団体がよく挙げるのが「慢性的過
労」状態。たしかに TALIS 調査でも日本の講師の仕事時間は週に 53.9 時間で加盟国全体
（平均が 38.3 時間）の最高なのだが、「授業など学習指導に使った時間」は 17.7 時間で、
加盟国平均（19.3 時間）よりもかなり低く、代わって「課外活動の指導」や「学校業務」
などが際立って多くを占めていた。
このように学校教師全体が「過労」状態にあることは、小学校から高校まで、現場の教
師たちがほぼ一様に認めていることであり、特に英語教師の場合、文科省の「英語が使え
る日本人の育成」指導が強化されるにつれて環境が厳しくなっている。まず教材の工夫や
授業の仕方の改善への要求が高まり、しかも自分たちにとって苦手な「批判的な思考を促
す」「討議の機会を増やす」「エッセイや論文の添削」に取り組まなければならない。さら
にその実情や実績について教育委員会に報告する書類作成に膨大な時間が費やされるよう
になっている。仕事時間も民間企業と同様、出勤簿に記入できない「サービス残業」が増
え、宿題の添削やテストの採点も自宅に持ち帰ってやっている、という話もあちこちで聞
いている。まさに「英語教師・受難の時代」に入っていると言えるだろう。
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3.3

英語教師は変われるのかーー日本の英語教育の陥穽

では、そういう厳しい時代環境に、英語教師はうまく適応できるのだろうか。あるいは
変われるのだろうか。実は私はそれがきわめて困難だろうと思っている。その理由は戦後
日本の教育のあり方そのものからきている。
先に私が挙げた「グローバル人材」の 7 条件にしろ、文科省の示す要素Ⅱ,Ⅲにしろ、最
も重要な点は主体性（日本人としてのアイデンティティ）を持って、問題を発見し、正解
のない課題に果敢に挑戦する姿勢を養う、ということだ。ところが私の見るところ、それ
に最もふさわしくないのが英語教師だと思われる。
なぜなら日本の戦後教育は長い間、教えるべき知識・事実・情報を「正解」として大量
に暗記させ（あるいは覚えさせ）、テストではその正解に短時間に要領よくたどりつかせ
る訓練をしてきた。教育現場は常に「はじめに正解ありき」の世界で、その正解を掌握し
ていて、それを生徒・学生に教える（伝授する）のが教師、という位置づけだった。
そこで現在、中学高校から大学まで英語教員の大半はそういう教育を受け、小学校時代
から「勉強ができる」「頭がいい」優等生であり、教師の覚えもめでたく、自分でも学校
の成績が優秀なことに誇りを持っていた。いわば戦後教育の模範生たちだ。彼らは教えら
れることへの理解度が高く、教師の言うことに反発したり抵抗することもほとんどないま
ま教職免許を取って大学を卒業し、すぐに学校現場に就職し、そこで「先生」と呼ばれる
立場になり、その狭い世界で生きてきている。彼らの多くが目指している「モデル」は自
分が中学高校時代に教わった「優しい教師」たちだろう。当然、自分がかつて教わったよ
うに教えればいい、という「継承作業」が中心になる。受験指導では、「地方の私立大な
ら英単語 3000 語、県立なら 4000 語、国立や一流私大なら 5000 語」などと言うだけ。
5000 語程度では普通に新聞雑誌の記事も読めないし、英語のインタビューも満足に聞き取
れないことには気づいていても黙っている。つまり「実用英語」には自分も弱いので、ち
ゃんとした指導ができない。学校時代に英語もろくにできず、成績も悪かったかつての同
級生や教え子たちがビジネスの世界で立派に、あるいは下手な発音でもなんとか英語で仕
事をしているのを見聞きして、ひそかにコンプレックスを抱く、というのが現在の多くの
英語教師の正直な姿ではないだろうか。
ではなぜ、こうした、かつて優等生だった英語教師がグローバル人材教育に向いていな
いか。その理由は、「上」（年齢でも職業上でも、立場上でも）に従順な「イエスマン」の
優等生を育てるのが教育、と思いこんでいるからだ。ところがグローバル人材は本来、上
下関係の立場など関係なく、相手の意見を尊重しながらも自分の意見を堂々と言える人間
でなければならないのであって、それは単に「イエス」を繰り返す人間では決していない。
振り返ってみれば、日本では家庭の子育てでも学校でも、親や教師は「いいから黙って
言うことを聞きなさい」と叱るのが常だったし、今もそうだろう。私も親としてそうだっ
た。ところが今からちょうど 30 年前の 1987 年、日本経済新聞社の特派員としてロサンゼ
ルスに赴任して、小学 4 年生の長男を近くの小学校に、4 歳の次男を幼稚園に連れて行っ
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たとき、それぞれの担当教師が子供たちに最初に強調したのが「言葉はすぐにわかるよう
になるから心配しないでいい。ただ、嫌なことはちゃんと“ノー”と言いなさい」だった。
その次に学ばせたのが「なぜ嫌なのか、なぜそう思うか」という理由付け、説明を求める
ことだった。そして子供の間でも教師とでも「この子は他の子と違うことを考えている、
面白い」と評価され、その個性が尊重されることだった。彼らの間では仲間や教師に同調
して「イエス」を言うだけの子はむしろ無能扱いされる。違う意見を言うことで、ものの
見方、考え方が多様にあることを周囲にわかってもらえることが高く評価される。それは
小学校の生徒たちの話し合いでも大学の授業でも基本的に同じだ。他人の意見に賛同する
だけでは不十分で、異議をはさみ、異論、異説を出すことが論議を活性化させ、さらに深
め、より生産的で、より良い結論に到達する道だと考えている。
グローバル人材とはまさに、そういう議論ができる人、異説、異論を出せる人なのであ
って、「イエスマン」を育成することが教育と考える日本型では生まれにくい。逆にアメ
リカ型の「ノー」指導こそが最もそれに適合していると言っていい。そのためには発音な
どどうでもいい、文法的に間違っていても構わない、何よりも重視されるのは主張する中
身なのであリ、どう話すか（ネイティブ並みの発音で、文法的にも正しい）などは二の次
なのである。
それだからこそ、グローバル人材を育てるには日本的な模範生を育てるのとは基本的に
異なった発想と手法が必要とされる、と私は思う。それは授業の形態で言えば、「これは
試験に出るから覚えなさい」と教壇から一方通行で「正解」を講義するやり方ではなく、
「これがなぜ正解なのか」「他の答えはないか」を問い、生徒たちに考えさせ、議論させ
る方法だ。議論させることによって初めて物事を分析する力、「正解」を鵜呑みにするの
ではなく、批判的に再検討する力を養うことができる。そこで教師の役割は思い付きの意
見や突飛な考えにも耳を傾け、「なぜそう思うか」と理由を問い、論拠になりそうな事例、
データを探させ、事実を踏まえた議論に発展させる司会役、モデレーター、ファシリテー
ター役を務めることだろう。
世の中の森羅万象、実は「疑いようもない真理」も「正解」もなく、ほとんどの説明は
「仮説」でしかなく、その「仮説」は様々な事実に基づく証拠によって「定説」になって
いくが、その定説も新しい事実の発見によって容易に覆されたり、重大な修正を施さざる
を得なくなる、という学問の進歩、科学の進歩に気づかせることが重要なのだ。その意味
で、現代の教師ほど、ソクラテスの「産婆術」、対話によって議論を深め、単なる知識で
はなく、知恵をつけていく技術に優れていることが求められているではなかろうか。
今は日本の教育の「模範生」だった英語教師たちが、まさにそういう果たすべき役割の
変化にどこまで気づき、そして積極的に取り組めるか、が問われているのである。概して
優秀な模範生ほど、「正解」を根本から疑い、新たな問題を発見し、失敗を恐れずに果敢
に挑戦する姿勢に乏しいものだ。だからこそ、英語教師は「グローバル人材」育成教育に
よって、自らグローバル人材たるべき資質、条件を備えるように努力しなければならない
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のである。そして、その道は決して平たんではなく、きわめて厳しいものであると私は思
う。
4．「国際人」から「グローバル人材」へ
ここで改めて、なぜ今「グローバル人材」が求められるのかを考えてみよう。
そもそも論から言えば、グローバル人材という言葉の元になった Globalization は、1960
年代から、それまで一般的だった Internationalization に代わって使われ始めた。カナダの評
論家、M・マクルーハンがベストセラーになった著書、“Understanding Media”（1964）の
中で「技術革新によってつながる”Global Village”」と表現したのをきっかけに、多用され
るようになった。
日本では 1970 年代から産業界を中心に「国際化の時代」という言葉が広く用いられ、
その担い手となる人たちを「国際人」「国際派」と称した。では、この「国際人・国際
派」と「グローバル人材」は何がどう違うのだろうか。
20 世紀後半の「国際人」のイメージは大手企業の海外駐在員や商社マン、外国の大学で
学んできた学者・研究者、あるいは海外生活の長い芸術家たちで、そこに共通するのは外
国事情に通じていて、それを日本に伝える翻訳者、解説者だった。つまり海外事情を「ア
メリカでは」「フランスでは」と日本に伝えられるメッセンジャーであり、その性格は基
本的に「受信型」だった。どの企業にもそうした人がいたが、彼らは往々にして日本事情
にあまり明るくなく、日本独特の人間関係への配慮や組織の慣例、ルールに鈍感なため、
今の言葉で言えば「KY」（＝空気が読めない）と思われ、組織内での人事評価は実はそれ
ほど高くはなかった。
現に私が新聞記者をしていた 1972 年から 2002 年にかけて、大手企業や官公庁の取材を
しているときに、雑談や非公式な席で人事の話になると「彼は国際派だから社長にはなれ
ない」「“出羽（デハ）の守”（長く駐在した国を引き合いに“○○では”を連発する人を
揶揄した表現）は役員には無理」という話をよく聞いた。つまり「国際派」は組織のライ
ンの出世コースには乗れず、専門職スタッフ（「英語屋さん」）として通訳・翻訳をしてく
れればいい、とみなされるのが普通だった。
企業や官公庁などの組織の中では、そうした「国際人」は明らかに少数派で、1 割もい
れば十分と見なされ、残り 9 割以上の多数派は「マルドメ（まるでドメスティック）派＝
国内派」だった。
ところが日本では 1990 年代後半から IT（情報技術）の急速な発展で情報が瞬時に世界
中を飛び交い（1994 年からインターネットが急速に普及した）、ビジネスの世界で、もは
や「国際化」（国と国との関税障壁を超える国際間取引）ではなく、「グローバル化」（人、
モノ、情報、カネが世界の各地を障壁なしに自由に行き来する）が強調され、それに見合
う人材の育成が唱えられるようになった。
そこで「グローバル人材」とは多国籍企業、IT 関連企業や国際機関などで働き、どの
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国・地方に出張しても国際的に通用するだけの高い専門性を持った「高度人材」で、特に
外国人と対等な立場でビジネス交渉し、勝ち抜けるほどの国際競争力の高い優れた人材、
というイメージが急速に、しかも着実に広がっていった。今では中小企業でも生き残りを
かけて「グローバル人材が必要不可欠」と言われるようになっている。その証拠が先に挙
げた政府の「グローバル人材」の 3 要素と 5 段階のレベルであり、従来の「国際人」以上
に厳しい条件、資質が課せられているのは間違いない。「国際人」が海外情報を受信し、
それを国内に伝えれば済んだのに対し、「グローバル人材」は、場所を問わず、どこにい
ても日本人の誇りを持って外国人たちと競争し、対等の立場で交渉し、うまく合意して勝
利する（Win-Win の共存共栄関係を築く）ことを目指す「発信型」の国際競争力が問われ
るからだ。
では、そうしたスーパー・エリートのような人材がどれくらい必要とされるのか。先に
挙げた文科省の指針では、日本の労働人口 6400 万人のうちの 5％程度、約 300 万人必要だ
と推計し、「今後毎年 30 万人育成しなければいけない」と数値目標を立て「20 代の 10％
程度を潜在的候補層」としている。一方、民間の野村総合研究所が 2016 年 5 月に出した
提言書では、日本の労働人口の 1％、63 万人が最低限必要としている。
私が労働市場に詳しい学者や経営コンサルタント、大手企業の人事担当者らに聴いたと
ころでは、毎年春に卒業する 4 大生の求人で、
「グローバル人材」候補は求人の 1～2 割、
つまり年に 60 万人出る 4 大卒のうち 6～10 万人は必要なのだが、現実には、その候補と
なる人材はわずかに 4 千人から 1 万人もいないという。だからこそグローバル教育に優れ
た大学の卒業生が引っ張りだこになるわけで、私がいた国際教養大学がその典型となって
いた。
同大では授業はすべて英語で行い、1 年間の留学を義務付け、単位認定をきわめて厳格
にしている。どの科目も Q&A や討論が中心で、私の授業もほとんど毎回、学生のプレゼン
で始めていた。当然、学生は猛烈に勉強せざるを得ないわけで、その高いハードルをクリ
アーした卒業生たちが「グローバル人材」候補生として注目を浴びてきたわけだ。
2020 年度からは中学高校も英語の授業を英語で行うことが求められている。中学から大
学まで、英語教師は産婆術に優れたモデレーター、ファシリテーターとならなければ「教
員失格」の烙印を押されかねない。それだけ大変な時代ではあるが、教師自身が常に学び
続ける姿勢を持つことこそが、生徒たちからの尊敬と信頼を得る唯一の道だろう。
冒頭、私は「グローバル人材」育成に英語は必要条件ではない、と言ったが、英語はツ
ール（道具）として生かせば、私の 7 条件を満たし、政府の 3 要素・3 レベルをクリアー
するきわめて有力な手段となり得る。そう信じて、教師が自分の英語力をさらに高めるよ
うに必死で努力することが、自らを「グローバル人材」に近づけ、教え子たちを「グロー
バル人材」候補に育てていく王道なのだ、と私は考えている。
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The[A1] Presence of the Term Global in British Texts
in the Late Twentieth Century
―A Corpus Approach―[A2][A3]

Tomio Uchida（Meisei University）

1. Introduction
Globalization, “the ‘big idea’ of the late twentieth century—lacks precise definition”
(Held et al. 1999)[A4], and it is “nothing if not a fashionable term”[A5] (Block and
Cameron (2002). Despite the lack of a unified definition among its citizens,
globalization is undoubtedly the “big issue” of the twenty-first century for Japan, a
small archipelago in the Pacific Ocean in the Northern Hemisphere. The country has
faced and has been challenged by the rapid and diverse impacts of globalization from
overseas since the late twentieth century.
A quick glance at the very short economic history of Japan reveals that, back in the
late second half of the twentieth century, Japan was criticized as a nation of economic
animals [A6] for its relentless pursuit of economic advantage [A7] in Asia and other
parts of the world in the 1960s. In the 1970s, on the contrary, the nation was praised as
“number one” by Vogel (1979) for developing into a successful [A8]industrial power in
terms of economic productivity and the ability to educate its citizens, to control crime,
to lessen pollution, and so on. Since the 1980s[A9], however, as Japan has been battling
the fierce power of globalization and now the term groubaru[A10] (global) has become a
prominent buzzword in almost all aspects of Japanese society, such as politics, the
economy, various fields of science, and culture, including education.
Although global, similarly to globalization as shown above, has not yet been defined
precisely, the lexical meanings of the term global in itself are, principally, “relating,
affecting to the whole world[A11]”[1] [A12]and “considering or relating to all parts of a
situation or subject together.”[2] In fact, it is used in the latter [A13]sense[3] [A14]in
linguistics and language teaching.
In this corpus-informed study, we investigate the term global as well as its nominal
compounds (e.g., global warming) in the sense of the first lexical definition above,
namely “relating, affecting or including to the whole world.” The computer corpus
that [A15] we utilize is one of the common English corpora—the British National
Corpus (BNC)[A16]

[4].[A17]

We analyze large text data in a multidimensional manner
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in order to understand how the phenomenon of global is contemplated and studied in
different domains. The focus is mostly on Britain in the late twentieth century, because
most of the corpus data in the BNC, as its name indicates, are texts published or
unpublished during the period 1960–1994 in Britain.
2. Searching the Corpus
2.1. The British National Corpus: BNCweb, version 4.3
The corpus used in the present study is the BNC, known as a balanced
representative corpus. The collection comprises 96 million words and 4,054 samples of
text, out of which 3,114 are written texts (approximately 86 million token words) and
910 are spoken texts (approximately 10 million token words). They cover a wide range
of sources, designed to represent a wide cross-section of British English from the later
part of the twentieth century. Concerning the reliability of the corpus—its
representativeness, balance, and sampling—the website of Lancaster University states
the following: “What we find on the basis of the corpus also holds for the language or
language variety it is supposed to represent.” Further, representativeness is typically
achieved by balancing, i.e. covering a wide variety of frequent and important text
categories that are proportionally sampled from the target population.” (Hoffmann et al.
2008)
In the present study, we use mainly the written sub-corpus, because the term in
question may appear more frequently in written English than in spoken discourse.
Hence, the results should be more reliable [A18] . Informative writings in various
domains represent 75 percent of the written sub-corpus in the BNC. This includes,
among many other kinds of text, extracts from regional and national newspapers,
specialist periodicals and journals for all ages and interests, academic books and
popular fiction, published and unpublished letters and memoranda, and school and
university essays.[5] The remaining 25 percent of the BNC’s written texts are
imaginative texts (i.e., literary and creative works).
3. Analysis
3.1. The Overall Frequency of the Terms Globalization and Global
To give an overview of the usage of the terms globaliz[s]ation, and global, we
searched both written and spoken texts in the BNC via a simple query using a wild
card (global*). The frequency of the terms global and globaliz[s]ation are shown below
(Table 1).
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Table. 1. Frequency of the terms globaliz[s]ation and global
WRITTEN
Term

Adjusted

SPOKEN

frequency*

Adjusted frequency (occurrence)

(occurrence**)

global-iz[s]a-tion
global

0.73 (64)

0.0 (0)

39.11 (3,438)

7.97 (83)

*Adjusted frequency is given in per million words (pmw).[A19]
** Occurrence indicates raw frequency of the words
The adjectival term global stands out in both written (39.11 pmw) and spoken texts
(7.97 pmw)[A20]. In the spoken texts, globaliz[s]ation does not appear at all (Table 1).
Hence, our next step is to examine the terms in question—globaliz[s]ation and global—
in the written texts rather than in the spoken texts. In comparison with the adjective

global, globaliz[s]ation appears significantly less frequently in the written texts. The
noun appears as little as 2.45 pmw in the domain Commerce and Finance (Fig. 1).
Therefore, we extensively investigate the usage of the adjective global.[A21][6]

[A22]

Fig.1. Frequencies of globaliz[s]ation by text domain in the written BNC
[A23] [A24] [A25] Before advancing to the analysis of the terms, we attempted to
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roughly outline the changes in the occurrence of the term global using Google.uk as a
“web corpus” (Gatto 2014). We used Google’s Advanced Search and BNC’s Search
function, and, as shown in Figure 2, both collections of big data exhibit a similar trend.
The word was significantly more recognized in the period 1985–1993 [A26]than in the
period 1960–1974.[A27][A28] There are 4 occurrences in the period 1960–1980. However,
this does not reflect a general tendency because the 4 cases appear in the different
pages in the same book (Hobsbawm 1977: 203–316). Nonetheless, the occurrence may
suggest the advent of the term.[A29]

[A30]

Fig. 2. Frequency of global by period
3.2. The Frequency of the Term Global in Written Texts by Text Domain
The adjective global appeared 3,438 times in 768 different written texts in the BNC.
Figure 3 depicts the frequency of the term global by text domain. The BNC categorizes
written texts into nine domains: Applied Science, Arts, Belief and Thought, Commerce
and Finance, Imaginative Prose, Leisure, Natural and Pure Science, Social Science,
and World Affairs[A31]. Taking a close look at the top three domains, Applied Science
stands out. The domains Commerce and Finance, and Natural and Pure Science follow,
whereas the term seldom appears in Imaginative Prose. By text domain, the term

global occurs most frequently in the domain Applied Science, as much as 126.73 pmw,
corresponding to 909 occurrences. In Natural and Pure Science, the adjusted frequency
in pmw/occurrence is 63.37/242, in Commerce and Finance 72.20/530, in World Affairs
47.67/822, in Social Science 35.23/107, and in Belief and Thought 41.78/586. On the
other hand, significantly fewer cases were found in the domains Arts (17.49/115),
Leisure (8.86/108), and Imaginative Prose (1.15/19).[A32]
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[A33]

Fig. 3. Frequency (in pmw) of the term global by text domain
Sentence (1) below is an example of global policies in the domain Applied Science,
and sentence (2) uses the term global capitalist economy in the domain World Affairs.
Nevertheless, according to the the list of sources (Burnard 2007), global in the first
example, that is, global policies, is used in the sense of “all parts,” which is the second
lexicographical sense of the word mentioned above. Example (3)—global issue—is from
the domain Natural Science.
(1) Structural reform is necessary, but it is difficult to establish global policies.

(Disadvantaged rural Europe, 1979)[A34] [A35]
(2) For with the construction of a genuinely global capitalist economy new markets

sprang from nowhere. (Hobsbawm, 1977 [A36])[A37]
(3) Individuals must now see their personal role as increasingly important in dealing

with global issues. (Chemistry in Britain, 1992)[A38][A39][A40]
3.3. Syntagmatic Information: Common Nominal Compounds by Text Domain
The next research question we should answer is how the term manifests itself in
sequence by text domain. In order to answer this question, we examined the
syntagmatic information of the sentences. Noun phrases or, more specifically, nominal
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compounds (NCs) have been investigated in the sentences that contain the term global
(e.g., global village).
In the domain Applied Science (194 NCs), global warming dominates, followed by
such NCs as global environment, global network, and global temperature. In the
domain of Natural and Pure Science (242 NCs), global warming is used most frequently
and the percentage is higher than in Applied Science. [A41] In the domain Social
Science (586 NCs), global system (116) stands out, followed by global warming and

global capitalism. In the domain Commerce and Finance, global market ranks first and
global warming second.[A42] In World Affairs (822 NCs), global warming (116) leads
together with global politics.[A43]
The results suggest that authors in their respective specialties around the globe
have different concerns and use NCs containing the term global with different
frequencies. Applied scientists, as well as natural and pure scientists are largely
concerned with global warming, while social scientists are more interested in the global
system. People’s concerns in the commerce and finance area are broader and varied.
Table 2. Collocating noun with the term global by [A44]domain

Applied
Science
warming
environment
network
data
temperature
directory
scale
climate

n
360
28
16
16
16
11
10
10

Social Science

n

Commerce
& Finance

system
116 market
warming
32 warming
capitalism
31 competition
scale
12 strategy
issues
8 marketing
level
7 economy
village
7 basis
communications
5 bond

*n indicates the number of occurrence
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n

World
Afairs

n

33
27
19
19
18
12
10
10

warming
politics
temperature
economy
scale
environment
war
problem

116
34
19
18
14
14
13
12

Natural &
Pure Science
warming
climate
change
models
structure
system
temperature
distribution

n
21
11
8
7
7
7
6
5

[A45]3.4. The Term

Global across All Text Domains

As Figure 8 indicates, warming collocates the strongest with global in terms of tscore, a common statistical measure of the strength of association.
[A46]

Fig.4. The t-score of nominal compounds containing the term global across all domains
3.5. Exploring Go Global in the BNC and Google Books
The phraseology of go global, meaning “to start operating in countries all over the
world” (Cambridge Business English Dictionary)[A47], occurs only in the texts in the
domains Commerce[A48] and Leisure in the 1990s. Examples (4) and (5) come from the
Commerce domain.[A49]
(4) Like car-making and machine-tool manufacture, it grew big and profitable in a

protected domestic market, its products have become world class and its firms
are trying to go global. (The Economist, 1990)[A50]
(5) As companies become more global, their policies towards corporate social
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responsibility are going[A51] global too. (Business, 1991) [A52][A53][A54][A55]
Finally, although the representativeness and reliability of Google as a corpus may
be questioned to some extent[7], we may find insightful and useful information by
employing modern sophisticated methods. We searched books using Google Books
Ngram Viewer[8], investigating the phraseology of go global [A56]in British English in
the period 1960–2008. The advanced function Inflection Search displays the
percentages of the sequential patterns of the inflected forms—go global, going global, to

go global, went global, gone global―as they occurred in the web corpus of books over
the selected period, revealing usage trends in the books published from 1960 to 2008 in
Britain.The number of n-grams of all inflected forms starts to rise in the second half of
the 1980s and doubles in 2008. Although all of these word sequences [A57]may not
correspond to the formulaic expression (chunk, or semantic cluster)[A58] go global, the
results to some extent reflect a trend in the use of global in numerous books over
time.[A59]
4. Conclusion
To see to what extent and how global phenomenon was agonized in the late
twentieth century [A60]from social and historical views rather than a linguistic one, we
explored written texts published (or unpublished) principally in Britain by utilizing the
corpus technique. The usage of the term global was investigated by using a balanced,
representative English corpus (the BNC). We searched the written data, analyzing
them by text domain. There are four major findings. First, the term was not largely
cognized before the early 1980s, and, based on the BNC’s content, in the early 1990s, it
started appearing rapidly in publications in Britain. Second, the frequency of the term
by text domain was obtained. Third, depending on the domain and judging from the
NCs containing global, the trends in the usage of the term reflect in which sense it was
used. [A61] Finally, the strong presence of the n-gram global warming can reflect
people’s extensive attention to environmental problems in the 1980s. The phenomenon
of global warming was strongly agonized over in the late twentieth century as terms
related to the problems of global environment, including the NCs global climate and

global temperature, are prominent across all domains of the corpus. It can reflect the
recognition of global circumstances by people principally in Britain, although their
views may differ.[A62]
Globalization per se is not an issue rooted in controversy and dichotomy between
the good and the bad, but something any citizen inhabiting the globe can no longer
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afford to ignore. It “pervades contemporary political rhetoric and is a keyword of both
academic and popular discourse on economy, society, technology and culture” (Block &
Cameron 2002). Besides, “[b]ehind the rhetoric of globalization lie three broad accounts
of the nature and meaning of globalization today, referred to here as the hyperglobalist,
the skeptical, and the transformationalist views […] The transformative powers of
globalization reach deeply into all dimensions of contemporary social life.” (Held et al.
1999) [A63] . Hence, a trans-dimensional approach to the problems of the global
circumstance that we are confronted with will be undoubtedly indispensable
throughout the twenty-first century.
It is said that “the study of globalization extends beyond any single academic
discipline” (Steger 2013). Two scholars with different specialties in, for example,
sociology and pure science may observe the same subject, object, or phenomenon with
different perspectives as two people can look at the same thing and have different
views. “Two heads are better than one,” says the old proverb, and even more heads
ought to be much better than two at tackling the big issue.
Notes[A64]
[1] An example of using the term global in this sense is the sentence: “They have
attempted to chart the global temperature variations over the last 140 years.”
(Cambridge Learner’s Dictionary).
[2] An example of using the term global in this sense is the sentence: “We need to take
a more global approach to the problem.” (Oxford Learner’s Dictionary)
[3] In linguistics and language teaching, global is used in the second sense, namely, “all
parts” as in global error. The term global error is explained as “an error in the use of
a major element of sentence structure, which makes a sentence or utterance
difficult or impossible to understand.” (Richards et al. 1992: 157)[A65]
[4] The BNC World Edition is available on line at
http://www.natcorp.ox.ac.uk/corpus/index.xml.
[5] Refer to “What is the BNC?” at http://www.natcorp.ox.ac.uk/corpus/index.xml.
[6] Table 1 shows the number of words (tokens) per type of text (written or
spoken).[A66]
[7] See Crystal (2011) and Gatto (2014) for a more detailed discussion.
[8] See “About Google Books “at
http://www.google.com/intl/en/googlebooks/about/index.html and Google Books

Ngram Viewer at https://books.google.com/ngrams/info.
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小中高の英語教育における CLIL の可能性の探求
山野
阿久津
櫻井

有紀（宇都宮大学准教授）

千聖（栃木県宇都宮市瑞穂台小学校教諭）

光太郎（栃木県高根沢町立阿久津中学校教諭）
渥美

光子（栃木県立馬頭高校教諭）

１．はじめに
現在，日本の英語教育は,小学校英語教育の教科への検討や大学入学者選抜試験の再考
など，大きな改革の時を迎えようとしている。その一方で，英語を使って自らの知識や経
験をいかすことができる知的英語運用能力やグローバル化に対応した英語力の育成を，小
中高連携の中でいかに実現していくかについて，指導法や教材について明示されていると
は言い難い。
この課題に対し，本稿では「小中高の英語教育における CLIL の可能性の探求」を通し
て，学習者の興味，認知的発達を鑑みながら，多様で豊かな本物の内容を通して，英語を
学び，考え，発信していくことを促す英語教育を，どのように行い，どのように深め，繋
げていくかについて，実践的探究を行う。具体的には，公立の小・中・高等学校での CLIL
実践事例を通して，日本の英語教育への CLIL 活用の可能性について考えるものである。
２．CLIL とこれからの英語教育
CLIL（Content and Language Integrated Learning/内容言語統合型学習）とは，教科
やトピックなどの科目内容の学びと言語学習を統合し，学習言語を効率的かつ深いレベル
で習得することを目的とした，ヨーロッパを起源とする外国語教授法である（Coyle,
Hood & Marsh, 2010; Mehisto, Frigols & Marsh, 2008）。実践においては，「4 つの C」
と よ ば れ る 構 成 要 素 ：「 Content ( 内 容 ) ， Communication （ 言 語 ） Cognition( 思 考 ),
Community/Culture（協同学習・異文化理解）」が要となる（Coyle et al, 2010）。他教科
内容やテーマ・トピックによる教科横断型などの学習者の興味や知的発達にそう内容
（Content）を，外国語を使いながら学び（Communication），深い学びを促す様々な思考
活動（Cognition）と協同の学びと文化理解（Community/Culture）を通して，自立的学習
者を育むことを目標としている。
日本においても，次期学習指導要領案では，小中高連携を通して，カリキュラムマネジ
メントやアクティブラーニングの重要性が示唆されており（文部科学省, 2015），さまざ
まな教科との連携の中で，主体的に学びながら，その知識を実践的に活用していくことが
期待されている。しかしながら，その具体的な指導法や内容については明示されてはいな
い。その中で，外国語教育の改善の方向としては，他教科等と連動した学習内容や言語活
動を設定することにより，思考力・判断力・表現力や主体的に学習する態度を身に付ける
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ことも重視するとの示唆があり（文部科学省, 2014），これらは CLIL の教育理念と合致し
ている。
そこで本稿では，CLIL を通した小中高の英語教育連携の視点からその可能性を探る。具
体的には「地球的課題」を同一テーマとし，小学校・中学校・高等学校において行った
CLIL 英語教育実践について述べ，小中高の英語教育連携による CLIL 導入の可能性につい
て考察する。
３．CLIL 授業実践
３－１．「社会」「算数」「道徳」と統合した小学校外国語活動における CLIL 実践
小学校では，６年生児童を対象に行った外国語活動での CLIL 授業について紹介する。
言語材料としては，文科省教材「Hi, friends!」を参考とし，「経済不均衡・児童労働」
をテーマに，行った授業について紹介する。４C の観点からの授業の詳細な説明は以下の
通りである。
「内容」：「経済的不均衡・児童労働」をテーマとして，社会科「世界と日本」，算数
「比・割合」，道徳「公正公平」を取り入れる。
「言語」：I have ～. Can I have ～? Do you have～?

を主たる学習言語とする

「思考」：貿易不均衡や児童労働について理解・推測・分析を促す活動を行う
「協学・文化」：世界の問題（経済的社会的格差と児童労働）を協同的に学ぶ
・実践授業について
実践した６年生は，明るく元気で様々な活動に積極的に参加する児童が多く，男女の仲
も良い。英語や外国の文化に興味をもっている児童も多いが，英会話の活動では，積極的
に発言ができ，活発に活動できる児童に偏りが見られる。
児童は，社会科の「世界の中の日本」の学習で，中国，韓国，アメリカ，サウジアラビ
アの中で調べてみたい国を１つ選び，調べ学習を行った。さらに，「世界の未来と日本の
役割」において，開発途上国に対する日本の支援の仕方や，世界の中での日本についても
学習してきた。このようなことを踏まえ，世界をテーマとした内容と言語を統合させる学
習であるＣＬＩＬ的なアプローチを試みることは，高学年児童にとって有効であると考え
た。特に，貿易ゲームでは，世界の貿易を疑似体験することを通じて，児童一人一人が先
進国と途上国の経済的・社会的な格差を体験し，国際問題について考えるきっかけにした
いと考えた。
・具体的な授業の流れ
世界と日本についての学習が４時間ある中の３時間目に貿易ゲームを実践した。導入で
はまず，世界の国についてのヒントを聞き，どこの国か当てるクイズを行った。社会科で
学習した，中国，韓国，アメリカ，サウジアラビア，アフリカについてクイズを出すこと
で，どの子も学習に参加できるようにした。
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次に，本時のメインである貿易ゲームのルールについて説明した。貿易ゲームのルール
については，絵と簡単な英語を用いて説明することで全員が理解できるようにした。また，
活動中は，I have～. Can I have ～? Do you have～?を使い，以下のルールに沿って、
児童同士あるいは教師とやりとりすることをデモンストレーションをしながら説明した。
貿易ゲームのルール
①グループごとに分けられた資源（紙）や技術（鉛筆，コンパス，定規，はさみ）を使って
○△□を生産する。
②○△□はお金と交換する。
③最終的に一番稼いだグループが勝ち。
次に，各グループに１つずつ資源（紙）や技術（はさみやコンパス等）が入った封筒を
配る。各グループが国になっていることは話すが，どの国になっているかや，封筒に入っ
ているものがグループによって異なることは事前に話さずに活動に入った。封筒を開けて
すぐ活動に取り組める班もあれば，生産するのに必要な技術がなくて悩む班もある。何も
生産できないと訴えてきた児童にはほかのグループに交渉してもいいことを伝えると，す
ぐ活発に活動し始めた。グループ編成や児童に配布したものは以下に示す。
Ａレベル（技術はあるが資源が少ない国）×２グループ
鉛筆×３，ハサミ×２，定規×２，コンパス×１，紙（資源）×１，お金
Ｂレベル（技術はあるが資源が少ない国）×２グループ
鉛筆×１，ハサミ×１，定規×１，紙（資源）×１，お金
Ｃレベル（資源はあるが技術がない国）×２グループ
鉛筆×１，紙（資源）×２０，お金
Ｄレベル（資源も技術もない国）×２グループ
鉛筆×１，紙（資源）×１，お金
貿易ゲームを行ったあと，クラス全体でどのグループが一番稼いだかを確認した。グルー
プが国別になっていたことや，材料や道具が不公平になっていたことについて考えさせた。
また，貿易ゲームを通して不公平な貿易が引き起こす社会問題について考えるために，児
童労働に関する映像資料を見せた。その後，どうしたら，公平に貿易できるか考えたり，
一つの解決策としてフェアトレードの存在についても映像資料で提示したりした。今回指
導案を作成するにあたり，開発教育協会の「新・貿易ゲーム―経済のグローバル化を考え
る」（2008）を参考にした。小学校６年生でも簡単な英語を使ってやりとりできるように
したため，簡略化した部分もある。
・児童の反応・授業における関わりについて
貿易ゲームを行っている最中は，児童同士で意欲的に英語を使って交渉し合っており，
とても活発で楽しそうな雰囲気だった。しかし，活動が進むにつれて，技術がなくて思う
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ように物を作れなかったり，物を作っても歪な形であるために安いお金で買い取られてし
まったりして，不公平さを実感したグループからは，不満の声も聞こえてきた。また，ク
ラス全体で稼いだ金額を確認し，不公平な貿易がもたらす児童労働についての映像を見せ
た途端，子どもたちの表情は一変した。貿易ゲームでは，豊かな国のグループに所属して
いてたくさん稼いだ子も，どこか複雑な表情をしており，映像を見た後「複雑な気持ちに
なった。ショックだった。自分は毎日学校に通って勉強することができているが，それが
できずに働いている子もいることを初めて知った。悲しい。」といった感想が聞こえてき
た。
・CLIL の可能性について
子どもたちの振り返りカードを見ると，「今まで受けてきた外国語活動とは違う。」とい
った感想が多く見られた。子どもたちが今まで受けてきた外国語活動と言っているのは，
ゲーム中心の活動のことである。６年生の子どもたちを担任して驚いたことは，既に英語
嫌いになっている子がたくさんいることだった。中には，ALT の話す英語が理解できず泣
き出す子もいた。また，ゲーム中心の活動では，英語を習っている子を中心にゲームが展
開され，勝ち負けにこだわり，楽しかったというゲームについての記憶しか残っていない。
それは本当に「学び」と言えるのだろうか。
CLIL には，今までのゲーム中心の活動にはない「深い学び」がある。ゲームのために英
語を学び，使うのではなく，何かを知る・学ぶために英語を使うことは言語の根源的学び
に繋がる。小学校の英語初学者であっても，英語で学ぶからこそ心に残る，心に落ちるテ
ーマがある。今回の CLIL 実践では，児童がフェアトレードのマークがついた商品を手に
とったとき，授業での学びを思い出し，世界の抱える課題へと気づいてほしいという願い
から授業を組み立てた。小学校教諭として、子どもたちと英語との出会いを大切にしたい
と考えており，今回の実践を通して，CLIL は子どもたちに深い学びの契機となる英語との
出会いの場を提供できるのではないかと思った。世界で起こっていることと自分を切り離
して考えるのではなく，自分のこととして考え，よりよくしていこうとする姿勢を育成で
きるのではないだろうか。
・CLIL の課題について
今回 CLIL 授業実践を行い，小学校における英語教育がどうあるべきかを考え，得たも
のも大きかった。しかし，授業を参観した小学校の教諭からは，「先生だからできるので
はないか。」
「自分にはとてもできない。」という意見が出た。また，校内研修等で CLIL 授
業を公開すると，「すぐに真似できるようなゲーム的な活動を見たい。」と言われる現状や，
CLIL の校内研修を実施したくても，時間が確保できない事情もある。英語に対する苦手意
識がある先生が多い中，CLIL を広めていくためには，誰でも展開できる指導案と必要な教
材教具の充実と研修が必要だと考える。
３－２．「社会」「道徳」の内容と統合した中学校英語における CLIL 実践
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中学校では，中学校３年生を対象に「奴隷問題」をテーマに，検定教科書 New Crown
English Series 3（三省堂）Lesson 6 “I Have a Dream”を使い，主に社会科を中心と
して道徳の内容とも統合した授業を紹介する。４C の観点からの授業の説明は以下の通り
である。
「内容」：社会科「欧米諸国の勢力拡大，公民権運動」
道徳「正義・公正公平，差別・偏見の人権問題の克服」
「言語」：・分詞・接触節・関係代名詞
・What do you think?や How do you feel?などの意見を聞く言葉
・I think ~など意見を述べる言葉
「思考」：写真や図グラフを読み取りながら，社会的課題の事実について理解・分析・
評価
「協学・文化」：自分の考えを班やクラスで共有する活動を通し，協同的に国際的課題
を考える。
・実践授業について
授業は，公立中学校第 3 学年の A 組と B 組の生徒を対象に，それぞれ 2 回ずつ行った。
参加生徒数は，A 組第 1 回目は 27 名，A 組第 2 回目は 26 名（欠席者 1 名）。B 組第 1 回目
は 26 名，第 2 回目は 24 名（欠席 2 名）であった。どちらのクラスも和やかな雰囲気の中
で授業が行われている。学年を公平にクラス分けしてあり，どちらのクラスにも勉強を得
意とする生徒と，そうでない生徒が混在する。勉強が得意な生徒の中にも，英語に対して
は苦手意識を持っている生徒もいる。リスニングはなんとなくできるけれど，自分の気持
ちを話したり，書いたりして表現することには自信を持てない生徒もいる。２クラスで実
践を行ったが，以下に B 組の授業の様子を示す。
・具体的な授業の流れ
授業は第 1 回目，第 2 回目とも，プロジェクターを使って大型スクリーンに写真や図を
映しながら，説明は全て英語で行われた。第 1 回目授業は，生徒がアメリカについて知っ
ていることやイメージをペアで考えさせる活動から始まった。「広い」や「自由の女神」，
「ディズニーランド」などが挙げられた。次に，アメリカに関する 4 つの数字( 1492 /
1783 / 13 and 50 / 318,900,000)が何を表すものか推測させた。いくつかのペアを指名
し，ヒントを与えながら正解を示した。1492 年はコロンブスが西インド諸島にヨーロッパ
から初めて到着した年である。1783 年は独立宣言が出された年である。13 and 50 は独立
した当時と現在の州の数である。318,900,000 は現在のアメリカの人口である。その後，
人種の割合についての円グラフを提示し，それぞれの数字が何の人種を表すのか推測させ
た。これには正答者はほとんどいなかったが，アメリカには様々な人種の人々がいること
を確認できた。その際，Europeans are the people who came from Europe.などの「学習
の言語」をスクリーンに投影しながら説明を進めた。その後，地図や写真を示しながら，
コロンブスの到着以降のアメリカの歴史について説明をした。ヨーロッパからの入植以降，
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特に南部の大規模農場では当時の労働力として多くの人が奴隷として働いていた状況を話
し，教師が I feel sad.や I think it is terrible.など自分の感想を述べ，生徒に What
do you think?と問いを投げかけた。その後ワークシートの英文を読ませ，内容に関する
T-F 問題を 3 問行った。その際，机の並び順で 3～4 人のグループを作り，分からないとこ
ろは教え合うように指示をしてあったので，英語が苦手な生徒も同グループの友人に聞い
ている姿が見られた。その後，内容についての感想をワークシートに書かせた。発表はキ
ーワードだけでも，文でもよいとした。間違いを訂正したり，挙げられた単語を使って指
導者が英文にしたりしながら，発表させた。生徒からは I feel sad. / I felt sorry for
the slaves. / I think racism is very sad. / I feel angry.

などの文が，教師の助

けを得るなどしながら発表され，その他にも shock / cruel /terrible

などの単語が挙

げられ授業は終了した。
第 2 回目授業では同校の社会科教師が T2 として授業に参加し，最後にコメントをして
もらうことにした。また，生徒の学習形態は初めから 4 人グループにしておいた。授業は
あいさつで始まり，アイス・ブレイクとして，3 年生全員が美術の時間に作製した鞠が，
町の図書館に飾られていることが紹介された新聞記事を提示し，実際の鞠も見せながらテ
ィーチャー・トークを始めた。鞠にはいろいろな色が使われていることに注目させ，何人
かの生徒に，好きな色を聞いていった。white や blue などの生徒の答えから話題を広げた。
その後 color というフラッシュカードを黒板に貼って意味を確認した。それから，色自体
には良いも悪いもないはずだが，悪い意味で使われることがあることを言うと生徒の顔に
真剣味が増した。そこで，日本国内で最近起こった，サッカー選手が SNS に人種差別的な
書き込みをされた事件について紹介した。その後アメリカに話を戻し，4 人の歴代大統領
（ワシントン・リンカーン・ケネディ・オバマ）の写真を各グループに配付し，年代順に
並べさせ，オバマ大統領と他の 3 人の相違点について考えさせた。すぐに，color とつぶ
やく声が聞こえ，そこで教師は The color of their skin is different.と言い，skin の
フラッシュカードを提示した。それから，リンカーンが奴隷制度を廃止したことを伝え，
その後，colored と書いてある写真を提示して，意味を考えさせた。各グループに，当時
のバスの待合室・水飲み場・映画館の入り口の 3 枚の写真をそれぞれ B4 版に拡大したも
のを配り，それぞれの写真の中から colored という語を見つけさせた。colored の意味を
確認し，差別的に使われていた言葉であることを説明した。
その後，当時のあるバスの車内の様子を表した写真を提示し，写真の奇妙な点について
考えさせた。一人の生徒が，白人が前に座り，黒人が後ろに座っていることを指摘した。
教師はさらに，前の席が空いているのにそこには座らずに後ろに立っている黒人がいるこ
とを指摘した。バスの中ほどよりやや後方に設置してある「WHITE」という表示に着目さ
せた。白人専用座席と黒人専用座席を区別する表示であった。その後，ローザ・パークス
について話を進めた。仕事からの帰り，白人に席を譲らなかったパークスはその後どうな
ったか。三択式のクイズを出して，グループで考えさせながら話を進めた。パークスは逮
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捕された。生徒に意見を求めると，「不条理だ」，「嫌だ」という感想が出たので，教師は
それを It’s unreasonable.と I don’t like it.と英語に言い換えて返した。当時，白
人と黒人を区別する法律があったことを説明し，law というフラッシュカードを提示した。
それからキング牧師をリーダーとしてバス・ボイコット運動が起こり，1 年後には黒人は
バスのどの座席にも自由に座ることができる権利を勝ち取り，黒人たちはさらに平等な権
利を求めて非暴力で運動を続けたことを，三択問題を取り入れながら説明した。また，フ
ラッシュカードを用いて boycott, right, equal, pray などの語を導入した。
その後，1963 年のワシントン D.C.に，250,000 人以上の人が集まっている写真を見せた。
どれほどの人が集まったのかを視覚的に感じさせるために，当日のリンカーン記念館前の
写真と，現在の平常時の写真の両方を提示した。そして，映像を見せた。映像はバス・ボ
イコット運動後の非暴力の戦いとワシントン大行進について日本語で説明してあり，キン
グ牧師の演説の様子が日本語の字幕付きで流れる 5 分ほどのものである。キング牧師の演
説の前で一旦映像を止め，授業で学習した単語を聞き取るよう注意を促した。キング牧師
の力強い演説の様子を，生徒は食い入るように見ていた。
その後，授業者が，人種差別をなくすために何ができるか考えてほしい，と生徒たちに
メッセージを伝えた。最後に社会科教師が日本語で，キング牧師の夢は今本当に実現され
たと言えるだろうか，と問いを投げかけた。日本で起こったサッカー選手への人種差別発
言の騒動に再び触れ，今回学習したことを知っているのと知らないのとでは大きく違うと
伝え，授業は終了した。
・CLIL の可能性について
以下に山野(2013)を参考にして行った CLIL 実践への生徒への質問紙アンケートの結果
と，授業実践者の振り返りから，CLIL の可能性について考察する。
まず，生徒からの観点として，アンケートでいつもの授業との違いに関する記述式の回
答結果では，英語のインプットの多さを指摘する記述が最も多く，中でも「いつもよりた
くさん集中して聞くことができた」，「普段の授業とは違う言葉も勉強できた」という肯定
的な記述が見られた。
また，４C に関する選択式回答の結果，内容の項目では，
「内容が分かった」と答えた生
徒の割合は全体で 91.2%であった。このことは CLIL の授業を通して教科内容を学習するこ
とが可能であることを示す。さらに「英語と社会のどちらも学べて良かった」などの肯定
的意見と，「やりがいがあった」と答えた生徒の割合が 98.1%であることから，内容がある
ことが学習の動機付けになり，生徒の意欲が高まることが分かる。
言語理解の項目では，「英語が分かった」という生徒の割合は全体で 87.2%であった。授
業分析の結果，授業での教師の全発話語数中，英語の割合は 98.7%と，授業のほとんどが
英語で行われており，また，学習者にとって少し高いレベルの文法が「学習の言語」とし
て使用されていたにも関わらず，このような高い理解度を示したことから，質的・量的に
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豊かなインプットを行うことができたと言える。
思考に関しては，今回の授業では語彙の暗記や再生などの低次思考活動が行われたと同
時に，アンケートに人種差別や公民権運動に関する感想が多数見られることから，内容を
自分に関連付けて何らかの意見を表明する「評価」にあたる高次思考活動が多く行われた
ことが分かる。また「質問がたくさんあったので考えるのも楽しかった」という記述より，
CLIL では指導者自身が明示的に生徒の思考活動に対する考慮を行うこととなり，学習者の
年齢にあった思考活動が可能になることを示す。
協同学習に関しては，「友達と協力して学び合うことができた」と答えた生徒の割合は
96.0%と高く，「友人と協力できて楽しかった」などの肯定的な記述が多い。これは，CLIL
を取り入れることによって協同学習が促進されたことを表す。また「外国（異文化）のこ
とをもっと知りたい」と答えた生徒の割合は 90.3%であり，「アメリカや人種差別について
知ることができてよかった」という記述が多数あり，さらに「もっと知りたくなった」と
いう記述からも，異文化や人権を扱った内容への興味・関心の高まりを感じることができ
る。
授業実践者の振り返りでは，CLIL の良い点として，「内容があるから，生徒が真剣にな
る」点，「音声と文字で，生徒に豊かなインプットが与えられる」点，また，「内容に関す
る学習を通して自分の気持ちや思いが芽生え，それを表現したいというごく自然なコミュ
ニケーションの形がとれる」点が挙げられる。
今回の実践を通して，中学校英語教育において教科書の題材をもとにして CLIL を行う
ことは十分可能であり，CLIL を実施することにより，①内容の習得，②言語の習得，③思
考力の育成，④協同問題解決能力の育成，⑤異文化や人権への理解と態度の育成の 5 点に
おいて，授業と生徒に良い変化が見られることが分かった。さらに CLIL の大きな魅力の
一つとして，教科やテーマなど内容のあるものを学習の中心に据えることによって，教室
に最も自然な，真のコミュニケーションを生み出すことができる点が挙げられる。CLIL の
授業では教師から発される言葉も，生徒から出される言葉も，すべて本物のコミュニケー
ションのためにある。
このことから，従来の方法による授業に加えて，数単元ごと，または学期ごとに一度な
ど CLIL を授業に取り入れることによって，生徒にとっての英語学習がより意味を持つよ
うになると考えられる。CLIL は今後求められる教科横断型の総合的な学びを実現し，生徒
の「思考力・判断力・表現力」を有機的に伸長させる理想的な教授法であると言える。
また，先にも触れたが，今回の授業実践は同僚である社会科教師の協力を得て行うこと
ができた。指導案作成の段階から，資料の示し方や思考の時間を確保することなどについ
ての助言をもらった。資料を見せるだけではなく，生徒が考える時間を十分に確保し，生
徒の意見を取り上げながら進めることが大切であるということであり，授業に生かすこと
ができた。また数々の資料を提供いただいたし，自分の知識の向上にもつながった。社会
科でも，公民権運動にこれほど深くは触れないということで，今回の実践に大いに興味を
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示してくださった。英語科教員と，他教科の教員の双方に利益があるならば，双方がアイ
ディアを出すことによって，実に多彩な CLIL 実践が可能であろう。
・CLIL の課題について
一方 CLIL の課題としては，授業準備の大変さとともに，CLIL の効果を発揮できる教員
養成が挙げられる。教材作成にも知識と経験が必要になるため，実践を繰り返すことで次
第に要領を得ることができる。また，CLIL の効果を最大限に発揮するためには，例えば，
フォーカス・オン・フォームやインタラクションを用いながら効果の高いインプットを行
ったり，生徒の実態に合った効果的な足場をかけたり，さらに思考活動をバランスよく配
置することや協同学習の理論や方法に明るいことなど，我々教師に豊富な知識と高い指導
技術が必要である。
３－３.「海洋環境学」の内容と統合した高等学校英語における CLIL 実践
高等学校では，英語学習に対して消極的かつ苦手感を持つ水産科の学生を対象に「沖縄
の珊瑚礁と世界の珊瑚礁の現状」をテーマに，検定教科書 COMET English Communication
Ⅱ（数研出版）の Lesson 6 “Kinjyo Koji and the Coral Reef” を使い，生徒が専門と
して学んでいる海洋環境学と統合した授業を紹介する。４C の観点からの授業の説明は以
下の通りである。
「内容」：沖縄の珊瑚礁の問題に取り組んだ金城氏による珊瑚の養殖と世界の珊瑚の現
状
「言語」：・過去完了(完了・継続・経験・大過去)

・look like ～

「思考」：サンゴの白化について原因を推測・分析する
「協学・文化」：世界サンゴハザードマップを使用した国際的環境課題を協同で
考える。
・実践授業について
本校には国内で唯一の淡水魚を専門とする水産科が設置されている。今回，研究授業
を行ったのは水産科の１年生と２年生で，どちらも１クラス 20 名程度の小人数の学級
である。クラスは賑やかで社交的な生徒が多い中で，対人面で困難を抱える生徒も在籍
する。また，学力差が激しく，中学校からのつまずきを抱える生徒から，４年制大学を
志望する生徒まで様々である。学習意欲についても個人差が激しい。英語については，
学習意欲の高い生徒であっても苦手とする生徒が大半である。
・具体的な授業の流れ
①warming-up
物語の舞台が沖縄の海であっため，沖縄出身のアーティストである Begin が作詞，作
曲した「海の声」の動画を流した。日本語の曲であるため，歌詞を英訳したものを配布
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した。
②introduction
“Today’s Topic”と題し，今回のトピックが何であるかを予想させた。その際，パ
ワーポイントを用いて，様々な海洋生物の画像を見せた。
今回の「言語」で取り扱う look like を導入するため，画像には，名前が何か他のも
のを連想させるような海洋生物を選んだ。例えば，umbrella octopus(メンダコ)，sea
angel(クリオネ)，archer fish(鉄砲魚)などである。画像と共に，○○ is called △
△, because it looks like……(○○は△△と呼ばれている。なぜなら….に見えるか
ら)と繰り返し説明することで look like の定着を図った。
③T/F Quiz
サンゴの生態について理解させるために，サンゴ T/F Quiz を行った。Quiz の内容は，
サンゴが動物でありながら，体内に褐虫藻を蓄えるため光合成をすることや，サンゴが
日光を求めてサンゴ同士でケンカをすることなどサンゴの意外な一面を扱い，生徒がサ
ンゴに関心を持つように工夫した。最後はこのレッスン最重要トピックであるサンゴの
白化問題につながるように，白化したサンゴについての quiz を用意した。
④group work～沖縄と世界のサンゴ白化問題について考えよう～
白化問題の危機的状況をさらに理解させるために，円グラフや世界のサンゴハザード
マップを用いてデータの分析をさせた。その後，Why had so much coral turned white
and dead?(なぜそんなに多くのサンゴが白化して死滅してしまったのか)という質問と，
How would the sea look like without coral?(サンゴがいない海はどのように見える
だろうか)という質問について４人程度のグループで話し合いをさせた。Why had so
much coral turned white and dead?の文については，今回のレッスンのもう一つの
「言語」である過去完了を含んだ文になっている。なお，難易度も考え，この活動では，
日本語の使用も認めた。
・指導教材について
検定教科書 COMET English Communication Ⅱ（数研出版）をもとに，「海の声」動画，
サンゴの白化している海に関する動画，パワーポイントスライド，グループワーク用ハン
ドアウト，付箋紙等を使って授業を行った。
・生徒の反応
内容が決して簡単なものではなかったものの，生徒自身が専門で学んでいる知識が活用
できるトピックであったため，知らない単語を自主的に辞書で調べる生徒や，初めて出会
う単語をメモする生徒などが見受けられた。
一方，授業が始まると同時に毛布を被って寝始めた生徒もいた。しかし，扱う内容に興
味を持った様子で，いつしか毛布は脇に追いやられ，代わりに海洋生物に関する教科書を
持ち出しながら，活発に議論しはじめた。このような変化が１時間の授業のうちに見るこ
とができたのも，CLIL の内容が，生徒の興味・関心，そして知的好奇心を満たすものであ
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ったからと言えよう。
・CLIL の可能性について
高校英語教育における CLIL の可能性について，３つの観点（生徒からの観点，指導者
からの観点，これからの高校英語教育における CLIL の可能性）から考察する。
・生徒の観察からの観点
テキスト内容に焦点を当てて授業が行われたことと，思考を揺さぶる発問があったこと
がこれまでの授業と大きな違いである。CLIL で授業を行うと，豊かな内容に触れながら言
語を導入していくので，生徒の知的好奇心を刺激する。実際今回の研究授業においても，
生徒の大半が自発的に活動している様子が見られた。
CLIL のもう一つの良い点は，豊富な内容を理解させるために様々な工夫をするので，言
語が内容と共に記憶に残りやすいということである。例えば，今回扱った Lesson６の熟語
として扱われている turn white(白化する)という表現も，実際に白化したサンゴの動画や
画像を見せたり，サンゴの白化現象ハザードマップを見せながら導入することで，単なる
文字と訳を提示するよりはるかに印象に残った様子であった。
・指導者としての観点
CLIL を実践して以来，これまでのテキストの和訳，語法，文法のみに焦点を合わせれば
よいという考えから，テキストが扱う内容自体について深く思考させ，それについて自分
の考えや意見を持たせたいという思いを持つようになった。深く思考させること，すなわ
ち，CLIL の Cognition を大切にしたいという思いから，思考を促す発問の工夫はどのよう
にしたらいいかと考えるようになった。また，自分の意見を持たせるためには多様な意見
に触れることが必要と考えるようになったので，ペアやグループなどの協働学習をより大
切にするようになった。
CLIL を実践して一番感じるのは，生徒が授業中に寝なくなったことである。豊かな内容
（ Content ） の 魅 力 ， 深 く 思 考 (Cognition) さ せ る 発 問 ， そ し て 仲 間 と の 協 働 学 習
(Community)を活用しながらの言語学習(Communication)といった CLIL の４つの構成要素
により，それまで机に伏せるようにして寝ていた生徒が顔を上げ，ものを考え，それを仲
間と共有しようとする。その生徒の反応がまた見たいと願い，授業を工夫しようという気
持ちを強く持つようになった。
・今後の高校英語教育における可能性
高校で学ばれる科目内容は高度で専門性が高い。CLIL の最大限の特徴ともいえる内容と言
語学習の同時展開は，高校こそ充実した内容で実現可能である。生徒の発達段階や興味に
応じた深い内容があればこそ，生徒は深く思考し，また，自分の考えを仲間と意見を交わ
すだろう。次期学習指導要領で盛り込まれるといわれるアクティブラーニングは，「主体
的・対話的な深い学び」
（文部科学省,2015）を目指して行われるものだが，CLIL は「４つ
の C」の構成要素により，生徒にそのような学びの姿勢を育むための仕掛けが完備されて
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いる。今後の英語教育において大きな役割を果たす可能性があると言える。
・CLIL の課題について
CLIL は言語教育と内容を同時に扱うという性質上，教師の知識や経験により，扱える
CLIL の内容の幅が決まってしまうという課題がある。他教科と連携して授業を行うことも
可能であるが，その場合は，他教科の教員も CLIL を学ぶ必要がある。
また，CLIL の教材や具体的な授業案が不足していることも課題の一つである。教師によ
る試行錯誤により授業案や教材が作成されているのが現実であり，そのために必要な知識
や情報も日本ではまだまだ不足している。
最後に，検定教科書を使用しながら CLIL を進めていくためには，教科書自体が魅力あ
る内容を扱ったものである必要がある。内容が深く，思考を促すものでなければ効果的な
CLIL 授業を展開させることは難しい。今後，CLIL を扱った良質な高校英語の選定教科書
が多く出回ることを期待する。
４．考察 ―小中高実践からみた CLIL の可能性と課題―
上記の実践報告から，以下に本研究において明らかにになった CLIL の可能性と課題に
ついて考察する。
４－１．CLIL 授業実践の可能性
本研究における授業実践を通しての CLIL の可能性として，以下５点が挙げられる。
第一に，小・中・高のそれぞれの学習者の多様な興味や知的好奇心にそう本物の内容を
とりいれることにより，外国語学習に対する学習者の動機付けを高めることが可能となる。
とくに，普段の授業では消極的である児童・生徒に対して，学びの興味を引き起こす可能
性があることが示唆された。
次に，学習者にとって意味あるコンテクストの中での，学習言語のインプット，思考を
揺さぶる発問を通してのインタラクションおよびアウトプットの促進により，言語の内在
化を促す可能性があることが，本研究実践者より指摘された。
３点目としては，意義ある内容での深い思考活動や，国際的課題について協同で考える
ことにより学習者の主体的学習を促す可能性が示された。
また，CLIL 実践により，小学校教員の他教科知識の活用，他教科教員との協同を促進す
る可能性があることが実践者により言及された。
最後に，CLIL は指導者に英語教育に対する新たな視点を提供し，よりよい授業実践につ
いて考える契機となる可能性も示された。
４－２．CLIL 授業実践の課題
CLIL 授業実践においては下記３点が必要となり，指導教員の負担が大きくなることが課
題として挙げられた。
第一に検定教科書に CLIL 的要素（他教科内容・思考活動・協同学習・文化理解）取り
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入れて授業を行うための指導案・教材作成が必要となる点，次に CLIL を指導するための
教員養成・研修が必須となる点，最後に他教科の専門的内容を取り入れる際の言語教員の
内容理解，もしくは英語教員と他教科教員との協同が必要となる点である。
上記３点のうち，前者２点については山野(2013)でも指摘されており，今後 CLIL がよ
り多くの教員によって実践されるためには，CLIL を基盤とした教材開発，教員養成および
研修，また特に中・高等学校においては内容理解を深めるために他教科教員との同僚性を
高める必要があると言える。
５．まとめ
本研究では小中高の英語の学びを繋げる具体的な方策の探究を目的として，CLIL の根幹
にある 4 つの要素，言語・内容・思考・協同学習/相互文化理解を取り入れ，「地球的課
題」を同一テーマとして小中高での CLIL 授業実践を行った。これにより内容とともに思
考も深化していく CLIL の英語教育での実現を，日本の文脈でどのように行っていくかに
ついてのひとつの事例を示すことができたと言えよう。さらにその実践から CLIL の可能
性と課題を提示することができた。それを以下にまとめる。
まず可能性については，（１）学習者の知的発達と興味にそう内容が言語学習への動機
付けを高まり，（２）意味あるコンテクストの中での，学習言語のインプット，思考を促
す発問を通してのインタラクションおよびアウトプットによる，言語の内在化の促進，
（３）意義ある内容での，深い思考活動および国際的課題等による協同学習による学習者
の主体的学習の促進，（４）英語教育における小学校教員の他教科知識の活用，中・高等
学校英語教員と他教科教員との協同の促進，（５）指導者に英語教育に対する新たな視点
を提供し，よりよい授業実践を考える契機となりうる，という５点が示された。
さらに課題としては，（１）CLIL を取り入れた教材開発，（２）CLIL を実践するための
教員養成および教員研修，（３）内容理解のための他教科教員との協同の必要性と難しさ
の３点が挙げられた。
本研究で指摘された上記課題は，今後の日本の英語教育の課題としても過言ではない。
事実，次期学習指導要領案においては「各学校において，個々の教科の学びを繋げて，何
ができるようになるか」という教科横断型学習開発によるカリキュラムマネジメントの重
要性についての言及されており（文部科学省, 2015），英語と他教科の学びを繋げながら，
それを深め，どのように活用していくかを示す授業実践は必要不可欠なものとなることが
考えられる。その中で，本稿における課題を鑑み，CLIL を取り入れ，どのように教材を開
発し，実践を行っていくかについて考えることは，日本の英語教育のこれからの課題に対
する具体的な方策となる可能性があるといえるのではないだろうか。
また本研究結果から，今後の日本の教育が目指すと示されている「主体的・対話的な深
い学び」（文部科学省, 2015）についても，CLIL が一つの効果的な教育実践の方法として
有効ではないかと考えられる。実際に本研究における実践授業の中では，CLIL が普段の英
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語学習には消極的な学習者の学習意欲を促す可能性が指摘されている。これは通常の英語
授業では，教師が生徒に言葉（学び）を与えることが主になりがちだが，CLIL では学習者
の発達段階にそう興味深い内容で，生徒が知りたい使いたい言葉を引出し，協同学習と深
い思考を必要とする活動を促す学び，すなわち主体的，対話的な深い学びを重視している
ためであると考えられる。
最後に，本稿では「地球的課題」をテーマに，小中高の英語の学びを繋げる具体的な方
策として，CLIL の根幹にある 4 つの要素，言語・内容・思考・協同学習/相互文化理解を
取り入れた授業実践を行い，小・中・高校の全ての学習段階における，それぞれのレベル
での CLIL 実践が可能であることを示した。CLIL では，学ぶ言語は初学レベルでも，意味
ある内容により地球市民としていかに行動していくべきかについても考える契機となる実
践が可能となり，中学，高校へと内容とともに思考も深化していく学びの実現が可能とな
る。2020 年に教科化が検討されている小学校から始まる英語教育を中学校・高校へ，どの
ように繋げ，どう指導していくのかは日本の英語教育が抱える大きな課題の一つである。
CLIL はその問いにこたえる指針の一つとして，指導者にあらたな授業改革への視点と契機
を与え，学習者の自立的な学びを導く可能性があるのではないだろうか。
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CLIL と協調学習と Oral Method の接点

山崎

勝（埼玉県立和光国際高等学校）

1. はじめに
筆者の勤務校は、上智大学の池あが田真教授との高大連携により、平成 23 年度より
CLIL の実践を始め、今年度で 6 年目になる。また、埼玉県教育委員会は東京大学 大学発
教育支援コンソーシアム推進機構（CoREF）との連携により、全ての教科で協調学習を推
進している。筆者は平成 24 年度より研究推進員として英語の協調学習の授業を公開して
きた。さらに、筆者は一般財団法人語学教育研究所に所属し、長年にわたり、Oral Method
によるオーラル・ワーク中心の授業を実践してきた。
筆者は、これまでの経験により、CLIL と協調学習と Oral Method は別物ではないと感じ
るに至ったので、本稿では、これらの接点と英語の授業の展望について論ずる。
2. CLIL の 4 つの C
CLIL（Content and Language Integrated Learning）は、「内容言語統合型学習」であり、教
材の題材内容を、学習している言語を使いながら学ぶ。CLIL を実践する上で使われるフレ
ームワークは「4 つの C」と呼ばれ、これらは Content（内容：題材内容）、Communication
（言語：言語材料）、Cognition（思考：トピックについて考えを深める）、Community（協
学：ペアやグループでの活動）の 4 つである。これらの 4 つの C を統合して指導すること
が授業では求められる。
文部科学省は「英語の授業を英語で行う」ことを推奨しているが、これには「内容」と
「言語」の統合が不可欠である。「内容」と「言語」の統合がうまくいかないと、「内容」
を教える際に日本語の使用が多くなってしまう。では、「内容」と「言語」を統合して教
えることがうまくいくと、生徒は何ができるようになるか。例えば、「話すこと」におい
ては Story Retelling、「書くこと」においては Summary Writing ができるようになるだろう。
つまり、理解した内容を学習した言語を使って説明することはできるようになる。ここま
では、これまでの日本の英語教育の実践において「授業を英語で行ってきた」教師であれ
ば目指してきたことであり、指導方法や指導技術はほぼ確立されていると言ってよい。と
ころが、授業のゴールを一歩進めて、「グループで話し合う」とか、説明に加えて「意見
を述べる」ところまで求めると、途端にハードルが高くなってしまう。従来の英語の授業
では、多くの場合、時間の制約もあり、「グループで話し合ったり、意見を述べる」こと
までは日常的には行われておらず、これらのことに対する有効な指導技術は教師の間で共
有されているとは言い難い。成功例もあるかもしれないが、多くは、優秀な生徒が自分で

49

努力した結果であろう。
CLIL が言語教育に対して提起していることは、「内容」と「言語」の統合ばかりでなく、
「思考」と「協学」も統合せよ、ということであろう。これらの４つの C をバラバラでは
なく、有機的に計画的に統合した授業の設計を考えよ、ということであろう。そこで、本
稿では、「思考」と「協学」の指導の実際について論ずることにする。
3. 「思考」・「協学」と「協調学習」
埼玉県の多くの高校が研究開発に携わり実践している協調学習（Collaborative Learning）
は、東京大学 大学発教育支援コンソーシアム推進機構（CoREF）が提唱する「知識構成
型ジグソー法」と呼ばれる方法である。授業手順の概略は以下のとおり。
3.1 「知識構成型ジグソー法」の授業手順
(1) プレ・ライティング
教師が協調学習で取り組む「課題」を提示し、生徒が「課題」の答えを想像して書いて
みる。
(2) エキスパート活動
生徒は、3 名のグループで、教師が用意した 3 種類の資料のいずれかを協力して読む。
(3) ジグソー活動
各資料を読んだ生徒 1 名ずつの 3 名からなる別のグループにメンバーを組み替える。
（エキスパートグループ）

（ジグソーグループ）

A
A

A
A

B

C

C
B
B

C

A
C

A

B

B

B

C

C

① 生徒が資料の内容を説明し合う。
② 生徒が意見交換をして、授業の冒頭で提示された「課題」の答えをまとめる。
(4) クロストーク
生徒がジグソー活動で話し合ってまとめた「課題」の答えを口頭発表する。
(5) ポスト・ライティング
クロストークで発表し合った意見を参考にして、再度一人で「課題」の答えをまとまっ
た文章として書く。
3.2 「協調学習」の授業のゴール
「知識構成型ジグソー法」という名称からもわかるとおり、授業での一連の活動の中で
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最も重要な部分は「ジグソー活動」である。「ジグソー活動」では、個人の意見をグルー
プで話し合い、メンバー全員の知恵によって、考えをより良いものにしてそれを自分たち
の言葉で表現するという言語活動が行われる。そして「ジグソー活動」の成果は、それに
続く「クロストーク」と「ポスト・ライティング」で発表される。「協調学習」は、外国
語の授業に特化した学習法ではないが、どの教科であれ、「ジグソー活動」で行われてい
るのは「言語活動」である。そしてこの「言語活動」で必要となる要素は、CLIL のフレー
ムワークの「思考」・「協学」と一致する。この「思考」・「協学」を通して行いたいことは、
正解の答え合わせではなく、正解のない問いに自分たちなりの解を出すことである。この
言語活動で目指すところは、暗記を超えたプロダクションであると筆者は考える。つまり、
生徒に習得させたいのは、自分の言葉で説明できる力である。暗記したことは 1 週間経っ
たら忘れてしまうが、自分の言葉で説明できるようになったことは、1 週間後にも説明で
きるであろう。
4. 「協調学習」と「英語学習」の両立
「協調学習」は CLIL の「思考」と「協学」の要素を満たしているので、CLIL の授業に
おける活動の一形態と位置づけて実践することができるが、次の課題は、「英語学習」と
の両立である。「思考」と「協学」が統合しても、そこに学習言語が介在しない限りは、
「英語学習」にはならないのである。この問題の解決策としては、CLIL のフレームワーク
が示すとおり、「内容」と「言語」も統合せよ、ということである。筆者は、協調学習の
授業を行うにあたり、協調学習と同時に「英語の授業」が成立しているかを測るために以
下のチェックリストを作成した。
「英語の授業」としての達成度を測るためのチェックリスト
□ 適切な導入により、協調学習で取り組む「課題」を生徒に分からせたか。
□ エキスパート資料の難易度と分量は適切だったか。
□ エキスパート資料の情報交換が英語で行われたか。
□ ジグソー活動中の生徒の英語使用を援助したか。
□ クロストークで、生徒に原稿に頼らずに英語を話させることができたか。
それでは、次に、実際の教材例を見ながら、チェックリストの項目の指導をどのように行
うかを考えていくことにする。
5. 「協調学習」の授業の実際
以下に示すのは、筆者が外国語科 2 年生の「異文化理解」の授業で行った実践で、教材
は、CLIL GLOBAL ISSUES（三修社）Topic 6 “A Sound Material-Cycle Society”（循環型社
会）である。
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(1) プレ・ライティング
教師が「課題」を提示し、生徒が答えを想像して書く。この授業で生徒が取り組む「課
題」は、「どのような物質の循環が環境に優しいか」である。

Worksheet

①

Task:
・What material cycle do you think is good for the environment?

(2) エキスパート活動
生徒は、3 名のグループで、以下の 3 種類の資料のいずれかを協力して読み、タスクに
取り組む。
エキスパート資料 A（ゴミの焼却・埋め立て）
キーワードとなる論点：・安全でない・有毒物質・ダイオキシン・有毒金属・鉛・水銀・
大気汚染・地下水汚染・有毒ガス・メタン・温室効果ガス・二酸化炭素・肺や心臓の病
気・水路・人口増加・消費増加・埋め立て用地

Worksheet A: Incineration and Landfills
Every year Japan produces more than 50 million tons of garbage.

Only about 12 % of that is

recycled and the rest is burned in incinerators or dumped in landfills.
Incineration is a bad idea because it is not safe.

By burning garbage, we make toxic

substances called dioxins. In addition to this, incineration releases many toxic metals, such as
lead and mercury, into the air.

For every four tons of garbage burned, you get at least one ton of

ash, which is also toxic.
The environmental problems we face as a result of landfill are air pollution and ground water
pollution.

There are over ten toxic gases released from landfills.

Of the gases, the most serious

is methane. Methane is a more powerful greenhouse gas than carbon dioxide. Studies have
shown that people living close to landfills suffer from lung and heart diseases from the toxic
gases. A large number of toxic substances are leaked into waterways, which end up in our
homes as drinking water or water for everyday use. The pollution is also severely harmful to
animals and plants.
The increase in garbage is due to population growth and more consumption.
garbage is produced and then burned or buried.
no more space for landfills in the near future.

Landfills take up a lot of space.
Is this a sound material cycle?
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More and more
There will be

Task:
・What environmental problems do we face as a result of incineration and landfills?

エキスパート資料 B（ビニール袋を食べて死ぬ海ガメ）
キーワードとなる論点：・ビニール袋・分解・再利用（エコバッグ）・汚染・健康被害

Worksheet B: How many turtles have you killed?
Every year, over a 100,000 turtles, whales, seals and birds die as a result of plastic bags.

In

2000 a Bryde’s whale was found stranded on a Cairns beach.

The whale’s stomach was tightly

packed with 6 square meters of plastic. Once an animal dies,

the plastic bags are released back

into the ocean.

You only have to walk down to your local waterway to find that plastic bags are

everywhere. These waterways flow into the ocean. Australians use 6.9 billion plastic bags
every year.

Plastic bags take 400 to 1,000 years to degrade, but they are only used once on the

short trip home from the shops.

100 million dollars a year is being added to grocery bills to pay

for the plastic bags we get at the check-out.
What alternative do you have?

Reusable bags are by far the best option.

only once and you can use them again and again.

You pay for them

Plastic bags can be recycled, but most of them

are shipped to Third World countries in Southeast Asia and are disposed of there, causing
pollution and health problems.
If you use a reusable bag, you can save 6 plastic bags a week.
bags a year and 22,176 in an average lifetime.

That’s 24 bags a month, 288

You can help save turtles and many other

animals.
Task:
・Why do turtles, whales, seals and birds die?
・Why is plastic bad for the environment?

エキスパート資料 C（江戸時代のゴミ処理）
キーワードとなる論点：・持続可能・リサイクル・再利用・修理・有機物・土に還る・自
給自足・有限・必要十分
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Worksheet C: Waste disposal in the Edo period
Today, in many countries including Japan, a lot of measures have been taken to pursue a
sustainable society.

Surprisingly, people in the Edo period actually achieved such a society. At

that time, almost every resource was recycled and it reduced damage to the environment.
People bought old clothes from secondhand dealers.

When these clothes were worn out,

they were reused as floor cloths, and finally burned to ashes.
fertilizer.

People even used the ashes as

When household articles were broken, they were repaired by specialized craftsmen.

For example, tinkers repaired old pans, kettles and pots.

People even recycled human waste.

In those days, human waste was the most important fertilizer source for farmers.
materials were returned to the soil.

The organic

Various kinds of buyers, repairers, and collectors were

engaged in reuse and recycling. Recycling created many kinds of jobs and there was little
unemployment.
Why was the recycle-based society in the Edo period so successful?

In those days, Japan

had to be self-sufficient in all aspects of life because of the national policy of isolation.

There

were very limited goods and materials in the country, so people needed to recycle what they had.
Now we cannot go back to the lifestyle of the Edo period because in the mid-18th century, the
entire population of Japan was only 30 million, less than that of the Tokyo Metropolitan Area
today.

However, we can learn from our ancestors’ way of thinking that “just enough is enough.”

Task:
・How was the society in the Edo period environment-friendly?

(3) ジグソー活動
各資料を読んだ生徒 1 名ずつの 3 名からなる別のグループにメンバーを組み替える。生
徒は資料 A, B, C の内容を説明し合い、タスクについて意見交換をして考えをまとめ、授
業の冒頭で提示された「課題」の答えを出す。
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Worksheet

②

Task : Listen to each other and take notes to share information about the material cycle.
not environment-friendly
A.

incineration, landfill

B.

Worksheet

environment-friendly
C.

the Edo period

plastic

③

Task: Thinking about the points on Worksheet ②, answer the questions about the Sound MaterialCycle Society.
(1) What do you think are the “dos and don’ts” to realize a Sound
Material-Cycle Society?
dos

don’ts

(2) What material cycle is good for the environment?

And why?

(4) クロストーク
生徒は話し合った結果を、Worksheet③を使って口頭発表する。
期待される解答の要素：
焼却や埋め立てはゴミ処理の安全な方法ではない。有毒物質が放出され大気汚染や水質汚
染による健康被害をもたらしている。ゴミの増加により埋め立て用地も足りなくなるだろ
う。ビニールなどの有機物でないゴミは分解せずに残るので環境への影響が深刻である。
徹底した再利用により限りある資源を必要なだけ使い、最後は土に還す、という江戸時代
の社会の知恵に、望ましい循環についてのヒントがありそうである。
(5) ポスト・ライティング
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生徒が話し合った結果をもとに、授業の冒頭の「課題」の答えをまとまった文章として
書く。

Worksheet

④

Task: Write an essay answering the following question.
Question: What material cycle do you think is good for the environment?

And why?

生徒のライティングの例：
I think organic material cycle is good for the environment because it is environmentally friendly.
Organic materials are made from plants or animals.
biofuel.

They are now receiving public attention as

Biofuel is sustainable because we can return it to the soil safely after we use it.

Moreover, we can reuse it.

It might be a new fuel instead of fossil fuels.

If we want to save

nature, we should stop destroying it and use natural materials not only for nature but also for
humans’ future.
6. 「協調学習」とオーラル・ワーク
それでは、CLIL のフレームワークの「内容」と「言語」を統合するために、
実際の授業で、生徒と教師の双方に必要なことは何か。「協調学習」は言語活動を通して
行われるので、オーラル・ワーク中心の Oral Method の指導技術との関連を授業手順に沿
って検討し、前述したチェックリストの各項目を実現するための方策を以下に示す。
(1) プレ・ライティング
教師が生徒に協調学習で取り組む「課題」を提示することは、通常の授業の Oral
Introduction に相当する。この Oral Introduction の目的は、協調学習に入る前に生徒全員に、
必要な予備知識を共有させ、協調学習で取り組む「課題」を認識させることである。
そして、それに続いて、生徒が「課題」の答えを想像して書いてみるのは、
Brainstorming, Writing である。
(2) エキスパート活動
生徒が各資料を読む作業は、Silent Reading である。各資料は生徒の英語力に合わせて教
師が書き下ろすのが有効である。Oral Introduction のリーディング版と考えればよい。自力
で読めないレベルの英語を、生徒がジグソー活動やクロストークでのスピーキングで活用
することは無理だからである。
(3) ジグソー活動
生徒が各資料の内容を説明し合うのは、一斉授業のまとめの段階でよく行われている
Story Retelling に相当する。絵、写真、図表、キーワードを使った Retelling に普段から習熟
させることが有効である。エキスパートの生徒は、絵や写真などの補助により内容を思い
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起こせるが、エキスパート以外の生徒は、上記の補助だけでは内容がわからないので、伝
える必然性が生まれるのである。
情報を共有した後に、生徒が意見を交換して考えをまとめるのは、Discussion である。
Discussion では各グループに対する教師の個別指導が不可欠である。必要な英語表現を援
助し、スピーチの練習までさせる必要がある。
(4) クロストーク
生徒が話し合った結果を口頭発表するのは、Oral Presentation である。クロストークでは
生徒に発表を失敗させてはいけない。ジグソー活動の段階で十分にスピーチの練習まで指
導しておくことが肝要である。
(5) ポスト・ライティング
生徒が話し合った結果をもとに、まとまった文章を書くのは、Writing であり、
クロストークがうまくいけば書けるはずである。「言えるようになったことを書く」こと
は容易であるので、これは理に適った活動順序である。
このように見てみると、「協調学習」の授業を構成している活動を英語を使って成立させ
るために必要な要素は、通常の Oral Method の授業で使われている指導技術がほぼカバー
していることがわかる。Oral Method は CLIL が提唱される遥かに以前から、「内容」と
「言語」を統合する教授法として実践されていたのである。「協調学習」の授業を構成す
る各要素を生徒が普段の一斉授業の中でも経験しそれらに慣れていれば、「協調学習」は
普段の授業でやっている活動の組み合わせなのだと考えることができるだろう。そう考え
ることができれば、「協調学習」のハードルは低くなるだろう。しかし、普段の授業でや
ったことのない活動をいきなりやらせて、頑張れと励ましてもできるはずがないのである。
普段の授業でオーラル・ワークに慣れていることが、生徒と教師の双方に必要となる。
7. おわりに
英語の授業で協調学習などの「アクティブ・ラーニング」を行う際に、CLIL の 4 つの C
というフレームワークがたいへん役に立つ。母語でない科目で授業を成功させるのに不可
欠なのは「内容」と「言語」の統合であり、さらに「思考」と「協学」も統合されないと
深い学びにはならないことを教えてくれている。
しかし、フレームワークを理解しても、具体的な方法論を持たないと授業は成功しない。
筆者にとって「内容」と「言語」を統合する方法は、Oral Method のオーラル・ワークであ
り、CLIL と協調学習と Oral Method が一つに繋がったのである。発展的な指導段階に至っ
ても、それを支えている指導技術はオーラル・ワークの基礎基本であり、これは練習をす
れば全ての教師が共有できるものである。
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CLIL における評価と観点別学習状況評価をめぐる英語教育改革の動向
―統一的視点をもたらす Can-Do 評価の可能性―
長沼君主（東海大学）
1. 到達度評価としての Can-Do 評価と熟達度評価としての CEFR の参照と適用
2011 年 6 月に文部科学省により出された『国際共通語としての英語力向上のための 5 つ
の提言と具体的施策―英語を学ぶ意欲と使う機会の充実を通じた確かなコミュニケーショ
ン能力の育成に向けて』以降、2013 年には『グローバル化に対応した英語教育改革実施計
画』が示され、「初等中等教育段階からグローバル化に対応した教育環境づくりを進める
ため、小学校における英語教育の拡充強化、中・高等学校における英語教育の高度化など、
小・中・高等学校を通じた英語教育全体の抜本的充実を図る」ことが目標とされた。
その具体的な手立てとして、高校では、現行学習指導要領における「授業を英語で行う
ことを基本とする」指針とともに、新たな指針として「言語活動を高度化（発表、討論、
交渉等）」することが掲げられた。高度化の例としては、「ある程度の長さの新聞記事を速
読して必要な情報を取り出したり、社会的な問題や時事問題について課題研究したことを
発表したりすることができる」といったインプットされた情報を整理し、アウトプットの
発信につなげるような技能統合型活動における能力記述文が到達目標として示された。
中学では、その前段階として、「授業は英語で行うことを基本とし、内容に踏み込んだ
言語活動を重視」するとされ、到達目標例として、「短い記事を読んだり、テレビのニュ
ースを見たりして、その概要を伝えることができる」があげられ、インプットにおける要
約などを通した情報理解に焦点があたっている。到達目標としては、同時に高校では
CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）における「自立的使用者」のレベルである B1～B2 レ
ベル程度、中学では「基礎的使用者」のレベルである A1～A2 レベル程度が掲げられてい
るが、表面的なレベルにとらわれず、発達段階を踏まえた一貫した目標の質的な記述を行
うとともに、段階的に言語活動の高度化を図っていくことが目指されている。
2014 年 9 月にはこうした改革の流れの中、『今後の英語教育の改善・充実方策について
報告―グローバル化に対応した英語教育改革の五つの提言』が出され、改革案のひとつと
して「学習指導要領では、小・中・高を通して、1. 各学校段階の学びを円滑に接続させる、
2.「英語を使って何ができるようになるか」という観点から一貫した教育目標（4 技能に
係る具体的な指標の形式の目標を含む）を示す（具体的な学習到達目標は各学校が設
定）」ことが示され、到達目標として Can-Do リストを設定する方向が確認された。その後、
議論はさらに 2015 年 10 月から始まった教育課程部会での外国語ワーキンググループの審
議における次期学習指導要領の具体的な検討に引き継がれている。
こうした改革の中心的な考え方として据えられているのが、「英語で何ができるように
なるか」を具体的に記述した Can-Do リストによる到達目標の設定である。2013 年 3 月に

59

公表された『各中・高等学校の外国語教育における「CAN-DO リスト」の形での学習到達
目標設定のための手引き』（以下、
「手引き」）ではその具体的な設定の仕方が示され、CanDo リストを用いた到達目標の設定が推進されつつある。
表１及び図 1 に示したのが、文部科学省による「英語教育実施状況調査」における CanDo リストの達成目標設定及びリストの公表と達成状況の把握に関する状況である（2011
年度と 2012 年度は『国際共通語としての英語力向上のための 5 つの提言と具体的施策』
に係る状況調査結果）。「手引き」の公表以降、次第に Can-Do リストを用いた到達目標の
設定が進んでいることがわかる。
表 1. 学習到達目標の「CAN-DO リスト」による設定・公表及び達成状況の把握の状況
高校

中学

＊(

実施年度

目標設定

リスト公表

達成状況把握

対象校数

2012 (H24)

4.0%

1.6% (33.8%)

3.0% (73.7%)

3,516

2013 (H25)

33.9%

8.8% (26.0%)

15.8% (46.7%)

3,492

2014 (H26)

58.3%

16.0% (27.4%)

24.0% (41.1%)

3,459

2015 (H27)

69.6%

22.0% (31.6%)

30.7% (44.1%)

3,409

2011 (H23)

7.5%

1.8% (24.0%)

5.2% (70.2%)

9,161

2013 (H25)

17.4%

3.7% (21.3%)

11.6% (66.8%)

9,653

2014 (H26)

31.2%

5.0% (16.0%)

15.3% (48.9%)

9,583

2015 (H27)

51.1%

7.8% (15.3%)

22.2% (43.4%)

9,522

)内は目標設定校中の割合

図１. 学習到達目標の「CAN-DO リスト」による設定状況
Can-Do リストによる学習到達目標設定は、目標を設定することで終わるわけではなく、
到達目標がどの程度到達されているのかをパフォーマンス評価を用いて把握し、最終的な
評定へと反映させることが意図されている。「手引き」においても、学年ごとの到達目標
を年間指導計画と個々の単元計画に紐づけて評価計画を立て、評定に結び付ける過程が示
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されている。Can-Do リストによる到達目標の設定により指導と評価を一体化し、それぞれ
の学校において学年をまたいだ一貫した到達目標設定を行い、各単元の具体的な言語活動
で培われる言語能力の発達過程を記述することが求められている。
その際に言語能力発達を示すフレームワークとして参考になるのが、CEFR におけるレ
ベルごとに示された能力記述である。CEFR のレベルそのものを目標とするのではなく、
個々の能力記述文を参照し、到達目標を位置づけることができる。
卒業時の学習到達目標を達成するため、各学年段階における指導や評価に資する
よう、学習指導要領の外国語科及び外国語科の各科目の目標に基づく学年ごとの目
標として、４技能を用いて「～することができる」という形（「CAN-DO リスト」
の形）で設定することが望ましい。その際、例えば、能力記述文の書き方や各目標
の難易度に基づいた配置について、全体的な能力発達段階を示している「外国語の
学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠（CEFR）」や CEFR を踏まえた国
内における取組、外部検定試験の実施団体が開発した「CAN-DO リスト」等を参照
することが可能である。既存の取組を参照するなどにより、学年の進行に応じて学
習到達目標も生徒の発達段階に応じたものとなるように作成することが重要である。
ただし、既存の取組を参照する場合であっても、各学校や在籍する生徒の実態に
応じた分かりやすいものを作成し、指導や評価に活用する中で、設定した目標が生
徒の実態に合うものとなるよう、適切な時期に見直すことが重要である。
（「手引き」p.6、下線部筆者）
到達目標として Can-Do リストを設定する上で問題となるのが、実際にどの程度言語発
達をしているのかが見えにくくなることである。CEFR は行動中心主義的な考え方に基づ
いた熟達目標を示した参照枠であり、それぞれの学校での学習到達目標との相互の位置づ
けを行うことで、到達目標に一貫性と透明性をもたらすことができる。ただし、それは外
部指標としての CEFR の能力記述をトップダウン的にそのまま用いるという意味ではなく、
目の前の学習者が何ができるのかを踏まえた、それぞれの学校における具体的な言語活動
との整合性の高い、ボトムアップ的な内部指標としての能力記述に基づいた、現実的に到
達可能な目標の設定を行う必要がある（長沼、2008）。
2. Can-Do リストに基づいた到達度評価と観点別学習評価
Can-Do リスト基づいた学習到達目標が具体的にどの程度到達されているかの把握につい
ては、表 1 に示したように目標設定と比べると半分以下の比率であり、徐々に広まりつつ
あるもののまだ低い現状である。リストの公表については、それよりもさらに低い数値に
留まっており、Can-Do リストの活用に課題が残されている。活用にあたっては、ひとつに
は評価と結び付け、指導と評価の一体化を図ること、もうひとつには生徒と共有し、自律
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学習を促進するとともに、指導と評価の説明責任（accountability）を高めることが考えら
れる。指導と評価をつなぐ上で具体的な手段となるのが、Can-Do リストによる到達目標と
従来の観点別学習状況の評価（以下「観点別評価））との関連づけである。
CAN-DO リスト形式の目標は、観点別学習状況の評価のうち、「外国語表現の能
力」と「外国語理解の能力」の評価について活用するのに適していると考えられる。
その際、学習到達目標に対応した学習活動の特質等に応じて、多肢選択形式等の筆記
テストのみならず、面接、エッセー、スピーチ等のパフォーマンス評価、活動の観察
等、様々な評価方法の中からその場面における生徒の学習状況を的確に評価できる方
法を選択することが重要である。なお、観点別学習状況の評価においては、「コミュ
ニケーションへの関心・意欲・態度」及び「言語や文化についての知識・理解」の観
点を併せて評価することとなる。
（「手引き」pp.12-13、下線部筆者）
観点別評価のうち Can-Do リストと直接的に関係するのは「表現」と「理解」に関する
観点であり、インプット理解だけでなく、それをアウトプット活動につなげ、パフォーマ
ンス評価を取り入れていくことが求められている。現実的なコミュニケーション課題では、
技能を統合的に扱うことも多く、必ずしも理解と表現を切り分けることは難しいが、表現
を評価観点として立てることで、学習や指導への肯定的な波及効果が生まれることが期待
される。観点別評価を単元ごとに独立して行うことは、ともすると学習した直後に「でき
たか」どうかを測ることになりがちだが、Can-Do リストで設定した到達目標と紐づけるこ
とで、繰り返し、スパイラルに「できるようになっているか」を測ることができる。学習
者ではなく、使用者として、学習の結果としての到達度ではなく、何ができるようになっ
ているのかを測る上で、Can-Do リストは熟達度を示すよい「ものさし」となる。また、観
点別評価で測りやすいものを測ることにならないためにも、Can-Do リストで測るべきもの
を一貫した言語能力発達の視点から記述することは有効となる。
観点別評価の理念は、指導と評価の一体化を図ることにあり、現行の課程において、教
科を問わず求められることになった「言語活動の充実」は、知識・理解偏重の授業観にと
らわれず、観点別評価を組み入れた言語活動や評価の在り方を各校が改めて見直し、授業
を変えるきっかけとなりうる。現行の課程でうたわれている言語活動の充実は、協同学習
やプロジェクト型学習などでの言葉を使った活動を通して、身に付けた知識を使える知識
にすることで、思考力や判断力、表現力を高めることを狙いとしており、これによって、
従来の知識重視型の教科では測りにくかった『思考・判断・表現』『関心・意欲・態度』
といった観点が評価しやすくなることが考えられる。
ただし、知識や理解のないところに深い思考や判断は宿らず、表現をするためには十分
なインプットが必要となり、関心・意欲・態度も、何もないところから現れるのではなく、

62

知識・理解や技能と密接に結びついている。言語活動における具体的な活動への取り組み
の度合いに、観点別評価を質的にしっかりと位置付けることで、挙手や課題提出の回数な
どといった数値化しやすい表層的な関心・意欲・態度だけにとらわれない、深く知ろうと
する態度や積極的に考える姿勢などの評価が可能となるだろう。「コミュニケーションへ
の関心・意欲・態度」は、Can-Do リストにおける到達目標の記述の対象とはなっていない
が、コミュニケーション活動における表現や理解を動機づける重要な要素となる。
観点を個別に考えるのではなく、それぞれを関連づけ、統合した評価の在り方とそれを
保証する言語活動の充実について議論していくことで、観点別評価の仕方や客観性の維持
についてのコンセンサスが生まれてくることにもなることが期待される。主体的に学び続
ける人材の育成が求められる中で、定期テストや入試といった外発的な動機づけに依存し
た学習ではなく、興味・関心をベースにした内発的な動機づけによる学習経験がますます
重要になってくるだろう。観点別評価とそれに対応した授業を構築することは、より生徒
の好奇心を喚起しやすい授業を作ることにつながる。本来、評価を変えれば授業そのもの
も大きく変わるべきであり、授業を変えないまま、評価の仕方だけを変えるのは本末転倒
であり、評価、つまり育成したい人材・能力像から授業を設計する逆向き設計の発想が求
められるようになる。
3. CLIL における認知・協学の評価と次期学習指導要領改訂の方向性
2015 年 8 月に出された教育課程企画特別部会「論点整理」補足資料では、次期指導要領
における科目の在り方に関して、「生徒が実社会や実生活の中で、自ら課題を発見し、主
体的・協同的に探究し、英語で情報や考えなどを互いに伝え合うことを目的とした学習」
（幹線部筆者）ことにより、英語教育の「高度化・多様化」を実現し、英語による「思考
力・判断力・表現力」を高める見直しを行っていく方向性が図示されている。『グローバ
ル化に対応した英語教育改革実施計画』でも掲げられた言語活動の高度化は、単に発表、
討論、交渉等の活動を行うことを意味するのではなく、思考・判断力をつけることにある
だろう。また、上記に引用したようにそのためには探究的態度の育成も必要となってくる。
その後始まった教育課程部会外国語ワーキンググループにおける次期指導要領改訂に関
する議論では、さらに具体的な検討がなされており、2015 年 12 月 21 日の資料においては、
「学習指導要領等の構造化のイメージ」案として、「個別の知識や技能」（何を知っている
か、何ができるか）、「思考力・判断力・表現力等」（知っていること・できることをどう
使うか）、「主体性、多様性、協働性、学びに向かう力、人間性等」（どのように社会・世
界と関わりよりよい人生を送るか）の 3 つの柱が示されている。これらは外国語教育だけ
でなく、「教科間等の往還」（カリキュラム・マネジメント）の中で学ばれるものとされて
おり、3 つの柱をまたぐ形で「アクティブ・ラーニングの視点にたった深い学び、対話的
な学び、主体的な学びの実現」が掲げられている。これらの 3 つの柱は次期学習指導要領
における観点別評価の柱ともされており、ここに「内容言語統合型学習」（CLIL）との接
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点がある。
CLIL における 4 つの C のひとつの内容（Content）に関する系統的知識・理解を各教科
内で学ぶことは、科目横断的な学びを通して外国語科目においても部分的に実現すること
が可能である。また、狭義の意味での CLIL として、教科書で扱われているテキストの内
容への深い理解・産出が言語（Communication）の学びと結び付くことで「深い学び」が可
能となり、CLIL の 4 つの C の他のひとつである認知（Cognition）、すなわち「思考・判断
力」を統合的に育成することにもつながっていくであろう。さらには残りのひとつの C で
ある協学（Community）の活性化は、「対話的学び」の実現に寄与するであろう。他者との
対話的な学びの中で言葉を借りながら、自分の言葉として取り入れていき、時には批判的
に多声的に価値観が共有されて内在化されていき、特定のコミュニティにおける社会的な
言語が学ばれていく。言語はまた思考の道具でもあり、言語を媒介として、認知と協学が
深まっていくことに注目する必要がある。
Can-Do リストに基づいた到達目標評価は、表現と理解といった言葉を直接的に扱うが、
思考を伴う深い学びや他者との対話的学びを言語活動として設計し、能力として記述して
いくことも可能であろう。CEFR でも 4 つの「savoir」として、知識（savoir）やスキル
（savoir-faire）、学習能力（savoir-apprendre）と並べて、実存的能力（savoir-etre: existential
competence）をあげている。このような個人差要因とも呼べる態度や情意等を含む一般的
能力を言語の学びの中に組み込んで、言語と個別にではなく統合的に育成していく際に、
Can-Do リストによる能力記述は統一的な視点を与えるであろうと思われる。そのことで主
観的な評価に陥りがちな実存的能力を、言語活動を通して観察可能な客観的行動指標に落
とし込み、「認知」や「協学」を間接的に評価することが可能となるだろう。
上記外国語ワーキンググループ資料では技能統合型活動を通じて育成する英語による
「思考力・判断力・表現力」を「聞いたり読んだりして得た情報について、その概要や要
点を的確に把握し、自分の意見や考えなどとの共通点や相違点などを示しながら論理的・
批判的に話したり書いたりして表現する力」と説明している。また、コミュニケーション
のプロセスにおける思考・判断・表現の例として下記をあげている（表現の例は割愛する
が、「情報間の関係性構築」「目的に関する論点・解決策の整理」といった項目も含まれ
る）。
【思考】
・情報の抽出
・抽出した情報に基づく目的の理解
・関連する知識や情報の検索
・課題について得られた知識や情報を整理・統合
・知識や情報を活用して自分の意見や考えを形成・整理
・意見や考えの吟味とフィードバック
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・目的に応じて伝え合うことを通じた思考
・多様な見方や考え方等の思考
【判断】
・必要な情報の把握
・目的の明確化
・目的達成に必要な情報の選択
・様々な見方・考え方の共通点・相違点の評価・選択・決定
・自分の考えや主張を適切な語彙・表現・文法を用いて効果的に伝えることの意思決定
CLIL に お い て は 認 知 に 関 わ る 思 考 の 分 類 （ taxonomy ） と し て 、 Bloom の 分 類 の
Anderson らによる改訂版が用いられ（Coyle et al., 2010）、低次思考（Low-order Thinking
Skills）から高次思考（High-order Thinking Skills）にかけて認知的複雑さをもとにピラミッ
ドとして図示される（図 2）。思考・判断の「判断」は HOTS の「評価」の一部と考えられ
るが、そのプロセスには「必要な情報の把握」といった低次思考も含まれる。Marzano &
Kendall（2007）では、さらなる見直しのもとで、認知システム：取り出し（再認・再生・
実行）→理解（統合・象徴化）→分析（比較・分類・エラー分析・一般化・具体化）→知
識の活用（意思決定・問題解決・実験・調査）、メタ認知システム、自律システムの大き
く 3 つの思考システムからなる 6 レベルの分類を提案している 1。メタ認知は学習過程を
モニタリングする認知能力示し、理解の明瞭性や正確性のモニタリングも含まれる。また、
自律システムは、ある知識の自己にとっての重要性やそれに対する自分の感情状態の把握
する能力を示す他に、自分が「できるようになるか」といった有効性やそのことへの自分
の意欲の把握など、自己の状態に関する認知まで対象としている点で特徴的である。

図 2. CLIL における思考のピラミッド
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認知や思考・判断の評価にあたっては、こうした低次思考から高次思考のプロセスを踏
まえた段階の評価を行うことが考えられるが、そのことは低次思考が浅い学びで、高次思
考が深い学びであることを意味するとは必ずしも限らない。松下（2015）はディープ・ア
クティブラーニングについて述べる中で、エンゲストロームの学習サイクルの 6 つのステ
ップ（動機づけ→方向づけ→内化→外化→批評→コントロール）を引用し、アクティブラ
ーニングでは知識の内化ばかりの講義等を批判するあまり、「内化のない外化」、つまり、
協働学習等での外的活動における能動性を重視し、内的活動における能動性がなおざりに
なりがちになってしまうことを批判している。言い換えれば、深いインプット処理（活
動）があってこその深いアウトプット処理（活動）であり、アウトプットをすることでイ
ンプットの理解が深まり、表面的で字義的な概要理解活動でない、目的を持った焦点化さ
れた批判的（論理的・共感的）理解活動となる。
高校では「コミュニケーション英語」の科目において、教科書本文のインプット活動か
らアウトプット活動へとつなげることがねらいとされているが、実際にはテーマ的な関連
性のあるアウトプット活動に留まっていることも多く、本文の深い理解に根差したアウト
プット活動は少ない（cf. 長沼、2013）。ここでもう一つ重要となる深さの次元としては、
松下（2015）のあげる深い関与（engagement）があるだろう。論点整理の補足資料でも
「自ら課題を発見し、主体的・協同的に探究し」とあるように、「探究力」が鍵となるも
のと考えられるが、本文で扱われたテーマや内容を探究的により深く知りたいと思うこと
が、さらなるインプットへの学習とつながり、アウトプットをして共有したいという動機
づけともなるであろう。イギリスのナショナルカリキュラムでは科学的リテラシーととも
に科学的探究力の育成がかかげられており、科学的探究に関して、8 レベル（＋カリキュ
ラムを越えた能力レベル）の能力記述がなされている（cf. 小倉、2004）2。Bloom の分類
では思考に関する認知領域の他に、情意領域の分類もあり、「受容・反応・価値づけ・価
値の組織化・価値観の形成」といった分類がされている。自律的動機づけ理論（Deci &
Ryan, 2000）、では外発的動機づけから自律的動機づけへと至る段階での「価値の内在化」
について理論化しているが、認知的熟達だけでなく、こうした情意的熟達を促進するため
にも、探究的態度を育成するような深いインプット活動が欠かせない。「深い内化」「深い
外化」「深い関与」がそろって「深い学び」、ひいては「深い思考・判断」へとつながるで
あろう。Marzano & Kendall（2007）の自律システムはこうした自己の認知を含むと思われ、
自己を内省することによって、関与の深さを認識することも価値の形成において重要な過
程となるだろう。
CLIL における認知と並ぶ重要な概念である協学に関して、渡辺（2011）では社会文化理
論（socio-cultural theory）の相互主義的考えに基づいたダイナミック・テスティング（アセ
スメント）について触れている（cf. 長沼、2013）。ダイナミック・アセスメントは、学習
者が他者の助けなど周囲の足場（scaffolding）を用いながら「できるようになりつつある」
過程を評価する動的な評価であり、部分的な能力（partial competence）を肯定的に評価し、
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「できる感」を促進することにもつながる（長沼、2008、2011）。しかしながら、渡辺
（2011）でも指摘されているように、協働学習において課題が協働して達成された場合、
互いの貢献度を特定して評価することが難しい点が問題となる。評価のひとつの方法とし
ては、協学そのものも Can-Do 評価の対象として能力記述を行うことである。CEFR の
illustrated scales のひとつに「協力（cooperating）」に関する発達尺度があり、例えば、B1
レベルでは、相手の発言を誘ったり、相互理解を図るため発言を部分的に繰り返して会話
の方向性を確認したりと、会話における談話展開への寄与が記述されている。他にも議論
において自分の意見を論理的に伝えるだけでなく、相手とのラポール・マネジメント 3（cf.
スペンサー＝オーティ、2004）に配慮して共感的に伝えるなどのコミュニケーション能力
を記述することもできるだろう。共感的理解の中で、他者のものの見方や考え方を取り入
れることは思考の形成にもつながり、そうした協同的学びの中での思考のプロセスについ
て、パフォーマンスとともにポートフォリオ的に記録を残させることも、協学の評価手段
のひとつとなりうる。
ヨーロッパで CEFR とともに用いられている異文化間能力評価のための枠組みである
INCA（Intercultural Competence Assessment）では、他者性の尊重（respect for otherness）、曖
昧さへの耐性（tolerance of ambiguity）、知の発見（knowledge discovery）、共感（empathy）、
行動の柔軟性（behavioural flexibility）、コミュニケーションへの気づき（communicative
awareness）の 6 つの概念について、基礎（basic）、中級（intermediate）、完全（full）の 3
つのレベルから記述している（cf. バイラム、2015）。こうした異文化間能力は、ポートフ
ォリオ評価の中で異文化接触（cultural encounter）を記述することで評価されることが多い
が、INCA では、能力記述を用いた自己評価のほか、テキストやビデオによるシナリオに
基づいて自己を投影させて回答したり、実際にロールプレイを行わせて観察するなどの評
価方法が用いられている。
アメリカにおいても、ACTFL と Partnership for 21st Century Skills により共同開発された
「 21 世 紀 ス キ ル マ ッ プ 」（ 21st Century Skills Map） が 言 語 能 力 評 価枠 組 み （ ACTFL
Proficiency Guidelines）とともに用いられており、その中には協働（collaboration）、柔軟性
と適応性（flexibility & adaptability）、社会・異文化間能力（social & cross-cultural skills）な
どの概念も含まれている。ACTFL に基づいた初級（novice）、中級（intermediate）、上級
（advanced）の能力レベルごとに、技能を統合的に用いた活動例が記述されている点が特
徴であり、教学の評価には言語能力の発達段階に応じて具体的な活動設計に落とし込んで
いく工夫が必要となるだろう。
4. CLIL における学習志向評価と Can-Do 評価
笹島（2015）でも述べられているように、CLIL においては、ダイナミック・アセスメン
トに見られるような、学びの評価（assessment of learning）ではなく、学びのための評価
（assessment for learning）が重視される。次期学習指導要領に向けた現在の英語教育改革で
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は、評価と指導の一体化を目指した「到達目標型」の Can-Do 評価が取り入れられつつあ
るが、観点別評価に基づいた「できたことを確認する教師のための Can-Do 評価」に終始
しないような注意が必要である。CEFR では「熟達目標型」の到達指標としての Can-Do 評
価が用いられており、そこでは評価と学習を一体化させるダイナミック・アセスメントに
基づいた「できるようになりつつあることの Can-Do 評価」が重視される（長沼、2016）。
規範的（prescriptive）な Can-Do リストに基づいてパフォーマンスを切り取るだけなく、目
の前の学習者の学びのプロセスをとらえた記述的（prescriptive）な Can-Do リストをどのよ
うに設計し、モニタリングやポートフォリオなどを用いながら活用していくかが同時に求
められる。
こうした学習志向評価（learning-oriented assessment）の発想に基づいた Can-Do 評価の例
として、長沼（2009）では高校の「コミュニケーション英語」の教科書の本文理解活動か
らコミュニケーション活動へのインプットからアウトプットの流れを踏まえた具体的な
Can-Do リストの設計について扱っている。Can-Do リストを用いて具体的にタスクを設計
していく上で、学びのプロセスをとらえた 4 段階の能力記述段階による段階的 Can-Do 尺
度の活用が提案されている。
①「自信がなくまだ難しい，または自分にはできないと感じている段階」
②「自信があまりない学習者でも何らかの補助的な足場があればできる段階」
③「多くの学習者が十全に参加すれば達成可能なクラスでの到達目標となる段階」
④「自信のある学習者を飽きさせないような次への挑戦的課題を設けた段階」
段階的能力記述においては、到達目標として掲げる③の段階への橋渡しとして、足場が必
要段階を②として具体的に記述し、足場があったからできていないととらえるのではなく、
足場を使えばできたと部分的能力を肯定的にとらえさせ、自己効力を高めることを意図し
ている。また、次の学習到達段階を示した挑戦的段階の④を設けることで自己実現志向を
高め、自律性を高めることも意図している。
例えば、教科書を用いた発問活動では理解（内化）の深さを、前提となる事実、中心と
なる命題、さらなる展開への理解へと下記のように段階的に記述することができる。
「教科書本文を読んで、本文の流れを踏まえて重要な内容を理解することができる。」
①前提となる事実や出来事に基づいた質問に答えることが難しい。
②前提となる質問には答えられるが、中心の命題となる質問には答えることが難しい。
③命題となる質問には答えられるが、背後の理由や詳細情報を答えることが難しい。
④命題となる質問に加えて、背後の理由や詳細情報への展開を答えることができる。
こうした Can-Do 尺度を用いながら、図 3 に示すように事実発問に基づいた深い理解から
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推論発問、評価発問へと発問活動を組み合わせていき、また平行して要約活動やグラフィ
ック・オーガナイザーを用いたサマリーチャート活動へと発展させていくことで、深いイ
ンプットに基づいた深いアウトプット活動をデザインすることができる（長沼、2015）。

図 3. 深い内化から深い外化へとつなげる言語活動（cf. 長沼・永末、2013）
これらを CLIL における低次思考（LOTS）から高次思考（HOTS）への思考の深まりを踏
まえると以下のように位置付けることが可能だろう。
・記憶：記憶から知識を引き出す ⇒ 事実発問
・理解：意味と趣旨を把握する ⇒ 事実発問
・応用：一般化し、文脈にあてはめる ⇒ 推論発問
・分析：部分の関係を比較、構造化する ⇒ 要約・チャート活動
・評価：基準や規準に基づいて判断する ⇒ 意見発問
・創造：部分をつなげ一貫させ、統合する ⇒ コミュニケーション活動
深いインプットへの足場としては、HOTS の入り口として、グラフィック・オーガナイ
ザーを用いた活動を取り入れたが、田口・松下（2015）でもディープ・アクティブラーニ
ングにおけるコンセプトマップを用いた深い学習を紹介している。その中で作成されたコ
ンセプトマップの評価のためのルーブリックが示されており、コンセプトの理解、コンセ
プトの創出、リンクの構造、リンク語の適切さ、中心テーマとの関連性といった観点から、
それぞれ 0～3 段階で採点基準が記述されている。こうした思考のツールとしての様々な
グラフィック・オーガナイザーの活用は田村（2015）でも活用されており、その効果とし
て「情報の可視化」と「情報の操作可」があげられている。
自律的な学習者の育成には、学問そのものへの 興味・関心を生徒の内面に喚起するだ
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けでなく、学習への自己効力、すなわち、できるという実感を育み、学習過程を振り返り、
内省する力をつけて行く必要がある。こうした力は本来全教科でつけるべき力であり、
CAN-DO リストは、生徒の「できる実感」「できるようになりつつある実感」を高めるも
ので、自律的な学習を支える動機づけになるだろう。その際に深い内化・深い外化・深い
関与といった学習の深さを意識した Can-Do 評価を用いた活動設計を行うことで、思考・
判断力を可視化し、本質的な言語活動の高度化へと結び付けていくことができるであろう。
注
１）他に Richhart, Church & Morrison（2011）では、理解を深める重要な思考として、「念入り
に観察して記述する」「説明や解釈をつくり上げる」「根拠をもとに推論する」「関係づける」
「異なる視点を考慮する」
「核心を見抜いて結論を導く」「疑問に思って質問する」「複雑なもの
を単純化して深める」の 8 つを、また、問題解決・意思決定・判断等における思考として、「パ
ターンを見つけて一般化する」「可能性とオルタナティブ（別の方法や考え方）を見出す」「根
拠、議論、実行を評価する」「計画し、実行をモニタリング（経過を観察）する」「問題、仮説、
偏見を見極める」「優先順位、条件、何がわかっているかを明確にする」の 6 つをあげている。
２）「思考スキル」として、「情報処理スキル（関連情報調べ・情報の並び替えや分類や配置・
情報の比較や対象・関連性の同定や分析）」
、「推理スキル（意見や行為を理由づけること・推測
すること・演繹すること・情報に裏付けられた判断や決定をすること・推理に正確な言語を用
いること）」
、
「探究スキル（疑問を尋ねること・探究課題の定義・研究計画・結果の予測・結論
の見直し・結論の導き）」
、
「創造的思考スキル（アイディアの一般化・アイディアの進化・仮説
化・想像の適用・刷新的対案の模索）」
、
「評価スキル（評価基準の作成、評価基準の適用、情報
とアイディアの価値判断）」の下位スキルがある。
３）ラポール・マネジメント理論はポライトネス理論を発展させた理論であり、個人や社会に
おける「資質（quality）」「立場（identity）」の面子（face）に加えて、「公平（equity）」「交際
（association）」の社会的権利に配慮したコミュニケーションの人間関係構築・維持の機能につ
いて扱っている。
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国際バカロレアの教育手法とリーダーシップ教育との関係性
-Approaches to learning (ATL)に着目して -

早稲田大学本庄高等学院

赤塚祐哉

1. 国際社会で活躍できるリーダーの育成
近年、グローバル化が進む国際社会で積極的に活躍できるリーダーの育成が求められて
いる。文部科学省は、初等中等教育段階からグローバル化した国際社会をリードする人材
を育成する教育を充実させるよう、国際バカロレア機構（International Baccalaureate®、以
下 IB と略記）が提供するディプロマプログラム (Diploma Programme、以下 DP と略記) 認
定校等を 2020 年までに 200 校に増やす計画を進めている 1) [1]。
IB の教育は「多様な文化の理解と尊重の精神を通じて、より良い、より平和な世界を築
くことに貢献する探究心、知識、思いやりに富んだ若者の育成」を IB mission statement
（IB の使命）に掲げ 2)、IB の全てのプログラム（PYP、 MYP、 DP 及び CP）で具現化す
るよう定義されている。特に、高等学校段階で提供される DP では、全ての教科・科目を
とおして、批評的で創造的な力及び学び方を学ぶ教育を行うこととしている 2)。
グローバル化に対応するためには、生徒が自ら考え、主体的に学習する力の育成が重要
であり

3-4)

、社会に存在する課題と向き合い、異なる文化や考え方をもつ多様な人たちと共

に積極的に解決していこうとする意欲と能力を身に付けたリーダーを養うことが求められ
る。IB の教育とリーダーシップ育成には親和性があるのだろうか。IB の教育はリーダー
シップを育むために役立つのであろうか。本稿では、こうした疑問に応えるため、IB 及び
DP それぞれの概要に触れ、IB が提唱する教育手法「Approaches to learning (ATL)」につい
て紹介し、国際社会でリーダーとして活躍できる人材の育成に資する指導について明らか
にしていく。
2. IB と DP の特徴
2.1 IB の特徴
IB では IB mission statement（IB の使命）を IB の教育を実施する上で最も大切な教育理
念として位置付け

2)

、この理念を実現するための学習者としてあるべき姿を「IB Learner

Profile（IB の学習者像）
」として示し、生徒や教師、保護者等、学校に関わる全ての人が学
校生活全体をとおして実現していくとしている 2)[2]。
また、IB では、全ての教科・科目で横断的かつ同時並行的に、概念の理解と物事を探究
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することが重要であるとし 5)、大迫(2014)は IB の教育手法を「探究型概念学習」と「リベ
ラルアーツ型学習」と定義している

4)

。文部科学省の「育成すべき資質・能力を踏まえた

教育目標・内容と評価の在り方に関する検討会」では、「今なお多くの学校において、学
力についての認識が『何かを知っていること』にとどまりがちであり、知っていることを
活用して『何かをできるようになること』にまで発展していない」(p.1) 6)と指摘している。
さらに、IB では教育の目標は知識の獲得ではなく、多様な考え方で発揮できる知力を育
成することであるとしており 2）、「探究型概念学習」と「リベラルアーツ型学習」が、先に
触れた文部科学省の検討会での指摘事項の解決に資するものと考えらえる。
IB では、4 つの全てのプログラムで、「探究型概念学習」と「リベラルアーツ型学習」
を推進するため、Approaches to learning (ATL：学習の方法)を児童・生徒の発達段階に応じ
て指導するものとしていること 2)、さらに ATL を指導する方法を「Approaches to teaching
（指導の方法）」と名付けており

7)

、両者は密接に関連し合っているため、「Approaches to

teaching and learning（指導と学習の方法）」という一つの名称で表すことが多い。
2.2

DP の特徴

DP の特徴は、「IB Learner Profile（IB の学習者像）」を中心概念として、
「Approaches to
teaching （指導の方法）」と「Approaches to learning(ATL)（学習の方法）」が周囲を取り囲
んでいる（図 1）。ATL を DP の成功を決定付ける要因とし、全ての教科・科目で ATL に基
づき指導を行うこととしている 2)。
また、DP では、Approaches to teaching（指導の方法）と ATL をベースとして、3 つのコ
ア科目「Theory of knowledge（知の理論）」、「Extended Essay（課題論文）」、「Creativity,
Activity, Service（創造、活動、奉仕）」と 6 つの教科を学ぶ（図 1）。
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図1

IBDP における ATL（学習の方法）の位置付け 8)

DP では、他の IB のプログラムである PYP や MYP とは異なり、大学入学のための準備
学習と位置付けられていることから、pedagogy（子どもに対する教育）の考え方と共に、
andragogy（成人に対する教育）の観点も盛り込んだ上で指導することが望ましいとしてい
る

7)

。例えば、探究型学習を進めていく上では、教師は生徒に資料を提供するのではなく、

適切かつ十分な資料を紹介することに重点を置くとしている

7）

。他にも、教師が授業用課

題をあえて作成するよりも、実社会の諸課題をそのまま授業で取り扱う等が重要としてい
る

7）

。こうした学びを実現するため、ATL の考え方をベースとして生徒が主体的に学んで

いけるよう、教師は指導計画をデザインしなければならないとしている 7)。
3. ATL の特徴
ATL には大きく分けて 5 種類あり、① thinking skills（思考力）、②communication skills
（コミュニケーション能力）、③social skills（ソーシャルスキル） 、④self-management
skills（自己マネジメント力）、⑤research skills（リサーチ力）である。特に、生徒自身がメ
タ認知できる力を伸ばすこと、社会的な緒課題を探究する機会を与えること、協同学習を
推進するような学習形態をとることを重視している 7)。
なお、①から⑤の要素はそれぞれが相互補完関係の状態となるよう指導すべきであると
している（図２）7)。では、これらの 5 つの力はリーダー育成とどのような関連性がある
のだろうか。そして実際の授業でどのように指導していけばよいのだろうか。
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図2

ATL の 5 つのスキルの統合（赤塚, 2016）9)

4. ATL の実際
4.1

調査方法

ATL を取り入れた授業を展開する方法を学ぶため、筆者は 2015 年 9 月 18 日（金）から
2015 年 9 月 20 日（日）までの 3 日間、タイ・バンコクで開催された IB 主催の教員向けワ
ークショップ「Approaches to teaching and learning
4.2

カテゴリー３」に参加した。

ワークショップ概要

参加者は計 34 名であった。国別にみると、シンガポール、タイ、インド等といったア
ジア諸国からの参加がほとんどで、多くが IB 認定校で複数年経験している教師であった。
ワークショップでは、ATL を実際の授業でどのように活用するのか、また ATL に基づいた
振り返りシートを活用しながら自分の授業を振り返るなど、実践的なものであった。
4.3

Thinking skills（思考力）

thinking skills（思考力）では、課題の解決にあたり、生徒の批評的な思考や分析力、推
論力の育成が大切であり、生徒が倫理感に基づいた意思決定ができるよう指導することが
重要であるとしている

7)

。そのための指導として、生徒の既存の知識・経験とこれから生

徒が身に付ける新しい知識とを関連付けながら、個人やペア、グループ等で課題を解決す
るよう導いていく必要があるとしている 7)。
国内の高等学校で実践するとしたら、例えば地歴公民科の地理の授業では、世界的に有
名なオートバイメーカーの経営事例を授業の題材として取り上げることとする。教師は前
時の授業で、このオートバイメーカーが企業の社会的責任（CSR）として、森林保護活動
として植林を進めていることを紹介した後、生徒に CSR の重要性を次時に 2～3 分程度の
簡単なプレゼンテーションを行う課題を与え、生徒は事前に校内の図書館等で調べてきた
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資料に基づき、個人によるプレゼンテーションを行うといった活動が考えられる。オート
バイメーカーが製造時に排出する二酸化炭素量と植林によって植えられた木々が吸収する
二酸化炭素量の割合を比較する等、理科の教科領域の知識を活用しながら、教科横断的な
プレゼンテーションをすることもできる。
リーダーシップ教育の研究者である Duignan (2007) は、オーセンティックな教材を使用
することの重要性を主張している

10)

。また Marsh (2008)は探究型学習を進めていくに当た

り、higher order thinking skills（高次の思考スキル、以下 HOTs と略記） を高めるために適
切な場面設定と教材を提供しなければならいとしている

11)

。こうしたリーダーシップ研究

の観点からも ATL の thinking skills（思考力）はリーダー育成に資すると考えられる。
4.4

Communication skills（コミュニケーション能力）

DP の ATL における communication skills（コミュニケーション能力）では、コミュニケ
ーション能力として以下の６点を定義している 7)。
1)

書くことや読むこと、話すことや聞くことをとおして、相手を理解したり、自分の
ことを相手に理解したりしてもらうこと

2)

簡潔かつ明確に話すこと

3)

様々な媒体を、適切な方法（情報収集、学習、趣味目的等）で読むこと

4)

論述し、そのプロセスを自己モニタリングすること

5)

自分の考えを、話すことや書くことをとおして、聞き手や読み手に客観的に伝える
こと

6)

複雑な情報を、資料等を作成する等して相手に分かりやすく伝えること

また、教師が communication skills（コミュニケーション能力）の指導を行う際、生徒が
自己効力感と自己有用感の高まりを実感できるよう指導することが大切であるとしている
ことや

7)

、教師と生徒、生徒と生徒の間でオープンエンド型の質問を行うようにすること

が大切であるとしている 7)。
実践を行うとすれば、例えば 4.3 で紹介したプレゼンテーションの後、生徒同士で互い
の発表内容について批評し合う活動を行い、プレゼンテーションで用いた資料やデータの
妥当性、発表者の提案事項は社会倫理に基づいているかどうか等、活発かつ建設的に意見
交換を行う活動が考えられる。
ただし、こうした生徒の学習態度を育てるために、日頃から、「否定的と思われる意見
があったとしても、それはあなた自身の人格を否定しているのではなく、あなたの意見や
考えに対して疑問を呈しているのである」、ということを日々の教育活動の中で繰り返し
指導し、実践していくことが大切であろう。
リーダーシップ教育の研究においても、リーダーとして最も重要な要素の１つとして、
フォロワーの自己効力感と自己有用感を高め、一人一人が自己実現できるような組織づく
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りを行える力を養うことが重要であるとしている

12)

。こうしたリーダーシップ教育の観点

から見ても、ATL の communication skills（コミュニケーション能力）を高める実践はリー
ダー育成に直結しているのではないだろうか。
なお、全ての教科・科目をとおして、生徒に事前に評価項目をルーブリック（評価指
標）で示し、ルーブリックに沿って客観的に批評等の活動を行う環境を整えることが望ま
しい。ルーブリックを示すことで、生徒も何を焦点として意見を交換すればよいのか明確
になる。文部科学省の「育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内容と評価の在り方
に関する検討会」でもコミュニケーション能力の育成と評価とが密接に関連し合っている
ことの重要性が指摘されている。6)
4.5

Social skills（ソーシャルスキル）

DP における ATL では、social skills（ソーシャルスキル）で最も重要なものは協働であ
るとしている

7)

。協働学習を深めるために、生徒の HOTs の力を伸長できるよう、グルー

プによるプレゼンテーションやディスカッション等を取り入れ、生徒同士が協働で課題の
7)

解決に取り組む活動が重要であるとしている

。その際、グループで一つの結論を導くよ

7)

う指導することが大切であるとしている 。
例えば日本の学習指導要領の１科目「世界史 B」の授業において、「歴史上の人物が行っ
た歴史的スピーチは、なぜ民衆の心を掴んだのか」というテーマで生徒がグループにより
プレゼンテーションを行う活動が考えられる。あるグループでは、キング牧師のスピーチ
を取り上げ、当時のアメリカ合衆国の公民権運動の概要を紹介した後、当時の民衆の人種
差別に対する価値観を分析したり、言語学的なアプローチから、どのような語彙や表現が
人々を惹き付けるか等を分析したりする。どのグループの発表内容も、科目「歴史」の観
点のみならず、言語学的な観点や心理学的な観点等からも調査・分析し、教科横断的な学
びとすることが大切である。こうしたグループによる教科横断的な学びは生徒にとっては
ハードルが高いものと想像できるが、ハードルが高い分だけ協働学習をとおして HOTs
（高度なレベルの思考力：分析、統合、評価）の力を伸長させることが期待できる。
リーダーシップ教育の研究においても、Kouzes と Posner (2007) は、リーダーに求めら
れる資質は国や地域、文化的背景により若干の差異があるものの、人口統計上の属性、組
織、文化による差はあまり見られないとし、協働を促すことができる人材がリーダーとし
て最も重要な要素の１つであるとしている

13)

。こうしたことからも、DP における ATL の

social skills（ソーシャルスキル）はグローバル化が進む国際社会で通用するリーダーを育
成する教育手法として活用できることが分かる。今後の日本の教育でも、教科横断的に物
事を探究することが重要であることが指摘されており

6)

、例えば、各教科・科目の教師が

協働により指導案作成等に取り組み、各教科・科目で学習内容を有機的に関連付ける等、
工夫ができると考えられる。
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4.6

Self-management skills（自己マネジメント力）

DP における ATL の self-management skills（自己マネジメント力）では、生徒のタイムマ
ネジメントの力と内発的動機を高めることが重要な要素であるとしている。内発的動機を
高めるためには、課題の探究のレベル設定が生徒にとってチャレンジングなものであるこ
とが重要であるとしている

7)

。さらに教師は生徒の興味・関心、学習レベルに応じた適切

な題材を提供できるよう、日頃からの形成的評価をとおして生徒の状況を把握することが
大切であるとしている。
実践例としては、4.5 で示した事例を活用し、プレゼンテーション実施日に向けた準備
段階で、生徒は「いつ」、「どのようなことを」、「誰が」行うのかをプランニングノートに
記載することが求められる。加えて、日々のグループによる準備で実際にどのような活動
を行ったのか、またどのようなことを感じたのか、その時の感情の変化等を記載したプラ
ニングノートを授業担当の教師に提出し、フィードバックを求めるようにしていくことも
大切である。国内の IB 認定校で行った DP の生徒へのインタビュー調査では、「selfmanagement skills（自己マネジメント力）の学習をとおして、自分自身の価値観や信念とも
向き合う機会が得られ、自己を客観的に振り返ることができるようになった」と述べてい
る。生徒のこうした意見から、self-management skills（自己マネジメント力）の育成が、
ATL の目的とする、生徒の感情知性とメタ認知能力を高めることに繋がっていると考える。
リーダーシップ教育の観点では、自己を客観的に振り返り、自分の価値観や信念と向き
合うことで自己を成長させていく姿勢は、リーダーとして最も重要な要素であるとされて
いる 14)。
これからの高等学校では、生徒の感情知性に加えて、メタ認知能力を高めることが必要
であるとされている 6)。例えば self-management skills（自己マネジメント力）の育成を行う
にあたっては、「生物」の授業でクローン技術についての題材を取り扱う際、生命倫理の
観点から課題に迫り、調査・分析の過程でどのようなことが明らかになったのか、また自
分の感情がどのように変化していったのか等をポートフォリオに落とし込んでいくといっ
た活動が考えられる。こうした活動をとおして、生徒の感情知性とメタ認知能力を伸長さ
せることができると考えられる。
4.7

Research skills （リサーチ力）

DP における ATL の research skills（リサーチ力）は、DP の中でも特に重要な力であると
され、探究型学習を進めていく上では不可欠な要素であるとしている

7)

。課題解決に必要

な複数の資料を収集し、それらを取捨選択した上で分析・比較し、適切に利用することが
大切であるとし

7)

、その際に教師は、剽窃の予防を図るなど、academic honesty（学問的な

誠実性）ついて十分に指導し、適切な資料にアクセスできるよう、資料の収集段階から指
導と助言が必要であるとしている 2)。
日本の高等学校で実践するならば、例えば全ての教科・科目で司書又は司書教諭と連携
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しながら、課題の探究に必要な資料の収集方法等を指導することが求められる。English for
Academic Purposes（EAP：学術目的のための英語）のような授業で、生徒に academic
honesty（学問的な誠実性）の大切さや、論文を書く際の引用の方法等を司書又は司書教諭
と十分に連携しながら指導することも重要である。
また、歴史を客観的に考察する観点からも、生徒自身が各時代、各地域、各研究者の資
料を分析・比較できる力の育成に努めることも大切である。
リーダーシップ教育の観点では、リーダーがフォロワーに対して指示を出す際、様々な
資料やデータを調査・分析、活用しながら方向性を定めることが重要であるとしている

14)

。

いずれにしても、academic honesty（学問的な誠実性）に関する指導や論文を書く際の引
用方法の指導等が十分にできるようにする必要がある。加えて、教科・科目の学習に必要
な紙媒体及び電子媒体の充実を図り、司書及び司書教諭と連携し、指導の充実を図る必要
がある。
4.8 ５つのスキルの統合
これまで具体的な事例を示してきたが、DP における ATL の５つのスキルは、それぞれ
が独立した形で指導するのはなく、相互に関連性をもたせながら指導を行っていることが
分かる。
外国語（英語）の授業で実践するとするならば、「言語や文化に関する知識・理解」の
力を伸長させる探究活動として「言語習得と個人のアイデンティティの維持にはどのよう
な関連性があるのか」というテーマで、図 3 のように、図書館等で第二言語習得に関する
文献や人種的マイノリティの人たちが言語を修得する上で感じる課題等を調べ（research
skills：リサーチ力）、論述する際には、個人の経験等に基づき、論を展開するよう指定し
（thinking skills：思考力）、論述形式で 300 語程度の課題提出をする等が考えられる
（communication skills：コミュニケーション能力）。

ATLのスキル

Research skills
（リサーチ力）

Thinking skills
（考察力）

Communication skills
（コミュニケーション能力）

活動内容

第二言語習得に関する文献や、人種的
マイノリティの人たちが言語を修得す
る上で感じる課題等を調べる。

文献を活用し、自分の経験等も交えな
がら、人種的マイノリティの人たちに
とっての理想的な言語習得環境はどの
ようなものか、を考える。

300語程度で意見を論述する。

80

図3

ALT のスキルの統合例

5. 今後の展望と課題
DP の教育手法を日本の高等学校に取り入れるに当たり、現時点では DP の ATL の手法
と学習指導要領との整合性に関する研究は少ない。大迫(2015)は DP と学習指導要領とでは、
学習の方法と指導の方法は異なるものの、学習内容そのものは大きく変わらないとしてい
る

15)

。本稿では、DP における ATL の教育手法が国際社会で活躍できるリーダー育成に寄

与することを明らかにしてきた。今後は ATL に基づいた指導を効果的かつ適切に指導がで
きるよう、ATL に基づいた授業の相互観察等が必要であると考える。その際、IB が示して
いる ATL の振り返りシート（[巻末資料]として添付）を用いるなどして、教師同士が自分
の授業の振り返りを行うとともに、相互に助言し合うなどの体制づくりも不可欠であろう。

注
[1] 国際バカロレアのプログラムには 3 歳から 19 歳の児童・生徒の年齢に応じて、４つの異
なるプログラムがある。3 歳～12 歳の児童を対象とする PYP （Primary Years Programme :
初等教育プログラム）、11 歳～16 歳の生徒を対象とする MYP (Middle Years Programme: 中
等教育プログラム)、16 歳～19 歳の生徒を対象とする DP (Diploma Programme: ディプロマ
プログラム)、16 歳～19 歳の生徒を対象とし、キャリア関連学習を進めていく CP(Careerrelated Programme: キャリア関連教育プログラム)の４つである。
[2] IB Learner Profile（IB の学習者像）には、「探究する人」、「知識のある人」、「考える人」、
「コミュニケーションができる人」、
「信念をもつ人」、
「心を開く人」、「思いやりのある人」、
「挑戦する人」
、「バランスのとれた人」
「振り返りができる人」の１０項目があり、全人的
な教育を本質としている。
[3] ATL の５つのスキルの日本語訳は著者による訳である
[4] DP コーディネーターとは、プログラムの統括に当たる教師のことで、DP が効果的かつ円
滑に実施されるよう、教師の指導等の業務に関わる。なお、DP コーディネーターは IB
の規定により、IBDP 認定校では必置となっている。
[5] 1 条校とは、学校教育法第 1 条に定める学校であり、法律では、「この法律で、学校とは、
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学
校とする。」とある。
引用・参考文献
1) 文部科学省.(2015). 「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015 改訂版）. 参照
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/info/pdf/h27-12-24-siryou2.pdf. 2016 年 8 月 20 日参照
2) International Baccalaureate Organization. (2014). DP：原則から実践へ. Cardiff, UK :
International Baccalaureate Organization (UK) Ltd
3) 坪谷ニュウエル郁子. (2014). 世界で生きるチカラ 国際バカロレアが子どもたちを強くする.
東京 : ダイヤモンド社

81

4) 大迫弘和, 長尾ひろみ, 新井健一, カイト由利子. (2014). 国際バカロレアを知るために. 東
京 : 水王舎
5) International Baccalaureate Organization.(2013). What is an IB education? Cardiff, UK :
International Baccalaureate Organization (UK) Ltd
6) 文部科学省 (2014). 育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内容と評価の在り方に関す
る検討会―論点整理―平成２６年３月３１日.
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2014/07/22/1346335_0
2.pdf ：2015 年 1 月 3 日参照
7) International Baccalaureate Organization. (2015). Approaches to teaching and learning in the
Diploma Programme. Cardiff, UK : International Baccalaureate Organization (UK) Ltd
8) International Baccalaureate Organization. (2014).IB Programmes.
http://www.ibo.org/en/programmes ：2014 年 12 月 27 日参照
9) 赤塚祐哉.(2016). グローバル人材育成に資する国際バカロレア（ディプロマプログラムを中
心に）.
グローバル人材育成教育研究, 3(2), 7-14.
10) Duigan, P. (2007). Why we need authentic educational leaders. In P. Duignan (Ed.),Educational
leadership: Key challenges and ethical tensions (pp.127-141). Melbourne: Cambridge University
Press.
11) Marsh, C. (2008). Teaching study of society and environment: Exploring the teaching possibilities.
Sydney, Australia : Pearson.
12) Hultman, K., & Gellerman, B. (2002). Balancing individual and organizational values: Waling the
tightrope to success. San Francisco, CA: Jossey-Bass/Pfeiffer .
13) Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2007). The leadership challenge (4th ed.). San Francisco, CA: JosseyBass.
14) Bloom, J. P., & Ellis, L. (2009). Helping teachers identify and articulate their values and beliefs.
Retrieved from http://cecl.nl.edu/public/issues/dlf09.pdf
15) 世界のどこでも生きられる人に 大迫弘和リンデンホールスクール中高学部校長に聞く.
(2015. 1. 1). 教育新聞, p. 8

【巻末資料】
Approaches to learning （ATL） Self-reflection tool (ATL に基づいた振り返りシート)
国際バカロレア機構のウェブページ Approaches to teaching and learning より引用・作成
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日本語訳は筆者によるものである。

1. Thinking skills

思考力
In almost
every
lesson
ほぼ毎回

1. ask students to formulate a
reasoned argument to support their
opinion or conclusion?
筋の通った意見や結論を言う（書く）
ように指示しているか。

2. give students time to think
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In the
majority of
lessons
大部分は

In an
occasional
lesson
時々

Not in this
unit/topic

Unsure

全くない

分からない

through their answers before asking
them for a response?
生徒に答えを求める前に、考える時間
を与えているか。

3. reward a new personal
understanding, solution or approach
to an issue?
課題の解決に対して、新しく身に付け
た理解や、解決方法やアプローチを使
っているか。

4. ask open questions?
オープンクエスチョンをしているか。

5. set students a task which required
higher‐order thinking skills (such as
analysis or evaluation)?
物事を分析したり、評価したりするこ
とを必要とするタスクを与えている
か。

6. build on a specific prior task?
今までの学習に基づいた指導をしてい
るか。

7. help students to make their
thinking more visible (for example,
by using a strategy such as a thinking
routine)?
思考のプロセスを可視化しているか。

8. require students to take an
unfamiliar viewpoint into account
when formulating arguments?
主張する内容を考える際、自分が知ら
ない視点についても考慮に入れるよう
求めているか。

9. ask questions that required the
use of knowledge from a different
subject from the one you are
teaching?
他教科の知識を要する問いかけをして
いるか。

10. include a reflection activity?
振り返り活動をしているか。

2. Communication skills

コミュニケ―ション力
In almost
every
lesson
ほぼ毎回

1. ask students to explain their
understanding of a text or idea to
each other?
資料・文書等に対する理解や自分の考
えについて、互いに説明するよう指示
しているか。
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In the
majority of
lessons
大部分は

In an
occasional
lesson
時々

Not in this
unit/topic

Unsure

全くない

分からない

2. construct a task around the use of
different vocabulary and examples
when speaking to different
audiences?
使用する語彙や例示の方法について、
聞き手に合せて変化させるようなタス
クを用意しているか。

3. have students give an oral
presentation without reading from
their notes?
メモ等を読まずに口頭で発表させてい
るか。

4. ask students to monitor and check
the quality of their writing?
自分で書いた文について、内容の精査
をするよう指示しているか。

5. construct a task so that students
practise their listening skills?
リスニング力を鍛えられるようなタス
クを用意しているか。

6. assess or give feedback on
speaking or writing concisely?
話したり、書いたりすることについて
簡潔な評価やフィードバックを与えて
いるか。

7. provide opportunities for students
to read and understand different
types of texts?
様々な種類の資料・文書等を読んだり
理解したりする機会を与えているか。

8. encourage or require students to
plan a response before they begin?
活動を始める前に、道筋を考えるよう
要求又は促しているか。

9. ask students to formulate
arguments clearly and coherently?
明確で筋の通った主張を組み立てるよ
う指示しているか。

10. encourage all students to
contribute to discussions?
全ての生徒が討論に参加するよう促し
ているか。

3. Social skills

ソーシャルスキル
In almost
every
lesson
ほぼ毎回

1. have students work in small
groups?
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In
the
majority of
lessons
大部分は

In
an
occasional
lesson
時々

Not in this
unit/topic

Unsure

全くない

分からない

小グループで活動させているか。

2. allocate, or ask students to
allocate among themselves, different
roles in a classroom discussion or
activity?
授業での討論・活動で、様々な役割が
割り当てられるようにしているか。

3. have students peer assess their
group performance or process?
生徒同士でグループでの学習活動の過
程やその成果について評価させている
か。

4. support students in resolving a
conflict in a team?
チームで葛藤を乗り越えられるよう支
援しているか。

5. give a group assessment task?
グループ評価（グループ全員に同じ評
価を与えること）活動を実施している
か。

6. give students feedback on how
they worked as a group?
グループとしてどのように活動したの
か、フィードバックを与えているか。

7. have students discuss their
understanding of a text or idea
among themselves and come up
with a shared understanding?
資料・文書等についての理解や自分の
考えについて、互いの議論をとおし
て、知識・理解の共有をさせている
か。

8. provide an opportunity for
students to analyse the impact of
their behaviour on the class or on a
group performance?
授業中又はグループ活動における学習
に取り組む姿勢について、その影響を
分析する機会を与えているか。

9. encourage students to consider
alternative points of view or to take
the perspective of others?
異なった視点や他者の視点についても
考えるよう促しているか。

10. provide opportunities
students to make decisions?

for

生徒が意思決定する機会を与えている
か。

4. Self‐management skills

自己マネジメント力
In almost
every
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In the
majority of

In an
occasional

Not in this
unit/topic

Unsure

lesson
ほぼ毎回
1. set deadlines for students to
meet?
生徒に適切な提出締切を提示している
か。

2. require students to revise and
improve on work previously
submitted?
見直しや手直しをしてから提出するよ
うに生徒を指導しているか。

3. ask students to set their own
learning goals?
生徒に自身の学習目標を設定させてい
るか。

4. ask students to break down a
larger task into specific steps?
大きな課題に取り組まさせる時には、
作業手順を立てさせているか。

5. ask students to look for personal
relevance in the subject matter?
教科の課題と自分との関連性について
考えさせているか。

6. practise or discuss strategies to
increase concentration?
生徒の集中力を高めるための工夫をし
ている、もしくは考えているか。

7. give students advice on (or
provide an opportunity for students
to practise) narrowing the scope of a
task to make it more manageable?
生徒により効率よく調査を行うことが
できるように、きめ細かく課題につい
てアドバイスを与える、もしくはその
ような練習を行う機会を与えている
か。

8. discuss or model the importance
of academic honesty and clear
acknowledgment of sources?
学問的な誠実性と正しい資料理解の重
要性について話し合ったり、模範を示
しているか。
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lessons
大部分は

lesson
時々

全くない

分からない

5. Research skills

リサーチ力
In almost
every
lesson
ほぼ毎回

1. require students to formulate / construct a
focused research question (either in class or in
a homework assignment)?
授業中もしくは課題で、生徒に自分で調査課題を
設定させているか。

2. reward or encourage correct citing and
referencing?
正しい引用を行うように適切に指導しているか。

3. assign a task that required students to use
the library?
生徒に図書館を活用する課題を課しているか。

4. require students to practise effective online
search skills (for example, use of Booleans and
search limiters)?
効果的なオンラインサーチを行うように指導して
いるか。

5. provide opportunities for students to reflect
on how they determine the quality of a source,
or analyse contradictory sources?
資料の価値をどのように決めたか、反論証拠をど
のように分析したかについて振り返る機会を生徒
に与えているか。

6. require students to record their search for
sources in steps (types of search engines,
search terms, and so on)?
調べる際の手順を記録するように指導している
か。

7. give students feedback on their approach to
a task?
課題への取り組み状況について、生徒にフィード
バックをしているか。

8. model positive skills and behaviours such as
being well organized and punctual?
期日までに提出するため、模範となる技能や態度
を伝えているか。

9. help students to learn from failures or
mistakes?
生徒が失敗から学ぶ助けをしているか。

10. create an atmosphere where students do
not think they have to get everything right first
time?
最初から完璧を期してはいけないという雰囲気を
つくっているか。

11. discuss planning and approaches to
revision?
やり直しの計画や方法について生徒と話し合って
いるか。
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In the
majority
of lessons
大部分は

In an
occasional
lesson
時々

Not in this
unit/topic

Unsure

全くない

分からない
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グローバル人材育成：国際バカロレア・ディプロマプログラム「知の理論」（TOK）開始に向けて

来栖

真梨枝（東京学芸大学附属国際中等教育学校）

1.はじめに
「グローバル人材育成推進会議」が「高校卒業時に国際バカロレア資格を取得可能な、
又はそれに準じた教育を行う高校を 5 年以内に 200 校程度へ増加させる」1 とするなど、
国際バカロレア（以下、IB）への注目が日本国内でも高まっている。国際バカロレア機構
（以下、IBO）は計四つの教育プログラム 2 を提供しているが、国内では特にディプロマプ
ログラム（以下、DP）への関心が高い。しかし、DP の認定を受けている中等教育学校・
高等学校は現在のところ学校教育法第一条に規定されるいわゆる一条校ではないインター
ナショナルスクールなどを含めても、その数は 26 校 3 にとどまる。さらに、2012 年 6 月
に、平野文部科学大臣（当時）が、DP の一部科目の試験を日本語でも実施できるように
するよう国際バカロレア機構と交渉しているとの発表があり、現在 10 科目の試験を日本
語で受けられることになっているが

4

認められた一部の科目を日本語で実施する予定であ

5

る学校はごく少数に限られている 。そのため日本における IBDP に関する日本語での実践
研究がごく少数であり、関心を持つ学校があったとしても参考にできる実践報告等が少な
いことが課題となっている。
本稿は、2016 年度 4 月から東京学芸大学附属国際中等教育学校（以下、TGUISS）で開
始する一部の DP 科目を日本語で実施するデュアルランゲージ・ディプロマプログラム
（以下、DLDP）について、特に三つの「コア」のうちの一つである Theory of Knowledge
「知の理論」
（以下、TOK）の実施へ向けてその概要をまとめて報告したい。TGUISS に於
ける実施は 2016 年度以降だが、より多くの IBDP 関心校が認定へ向けてさらに多角的にそ
れぞれの学校における多様な教育のあり方を検討する際の一助となることを期待し、日本
における IB 教育がより発展することをに貢献したい。
2. IBO による TOK の評価
DP 科目はいずれも、授業を担当する教員が評価を行う内部評価 と、学校外で IB 試験
官によって採点される外部評価の組み合わせにより最終成績が決められる。TOK では外部
評価の所定課題エッセイ（「TOK エッセイ」）（10 点）と内部評価のプレゼンテーション
（「TOK プレゼンテーション」）（10 点）で総合的に評価を行う。エッセイは 67％、プレゼ
ンテーションは 33％の比重で A~E の TOK 最終評価に反映される。TOK の最終成績は、
Extended Essay「課題論文」（以下、EE）の最終評価と合わせて、IB が提供する換算表に基
づき 3 点満点に換算され、DP の最終スコアに加点されることになっている。「コア」以外
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の DP 科目の最終スコアは 7 点満点でつけられるため、DP スコアの中での TOK の割合は
決して大きいものではないが、TOK で成績「Ｅ」を取ることは自動的にディプロマ資格不
合格を意味するため、「DP 資格取得」の側面からみてもその存在は大きい。
2.1 「TOK エッセイ」の概要
「TOK エッセイ」は、IB から出される所定課題六つのうちから一つを生徒が選択し、
その課題についてのエッセイを完成させる評価課題である。課題はいずれも知識に関する
概念的な問いで、「知るための方法」や「知識の領域」について横断的に考察することに
より答えを導き出すことができる問いになっている。例えば、見本課題『「地図は物事を
単純化してこそ有用なものである。」この考え方は、知識に対してどの程度当てはまりま
すか。6』は、二つの領域において知識がどのように獲得され知識として成立するのかにつ
いて深く検討することが求められる。
2.2 「TOK プレゼンテーション」の概要
内部評価の TOK プレゼンテーションは、授業時間内に一回から複数回個人または３名
までのグループで行う。このプレゼンテーションでは、ある現実社会の事象を取り上げ、
それがどのような「知識に関する問い」を投げかけているかを検証する。
3.今後の課題
一条校で TOK を実施することは容易ではない。それは、現在まで日本の高等学校で行
われてきたことがない授業であるという手続き的な問題からも明らかである。TGUISS で
は TOK を「総合的な学習の時間」として実施する予定だが、最終評価に向けた TOK 独自
の校内評価の確立は急務であろう。また、日本の一条校の生徒にとって身近な現実社会の
事象を取り上げた教材の開発も重要になる。日本の高等学校における IBDP の TOK 実施に
向けて課題は山積しているが、200 校認定へ少しでも貢献できるよう、今後も実践研究を
続けていく。
4.参考文献
大塚恵理子, 2014. 「知の理論（TOK)」と総合的な学習の時間. 日本英語教育学会第 43 回

年次研究集会論文集, pp. 11-17.
国際バカロレア機構, 2014. DP 手順ハンドブック. United Kingdom: 国際バカロレア機構.
国際バカロレア機構, 2014. ディプロマプログラム（ DP）知の理論（ TOK)指導の手引き .
United Kingdom: 国際バカロレア機構.
国際バカロレア機構, 2015. 「知の理論」(TOK)教師用参考資料. Knited Kingdom: 国際バカ
ロレア機構.
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「理系向け英語教育」とはどのような内容になるのか
～英語と理数系教科はどのような協力が可能か1

片山

七三雄（東京理科大学理学部）

1 はじめに
筆者は，「理系向け英語教育」構築の可能性および必要性について片山（2015）で論じ
た．次いでその一つの試みとして，片山（2016a）では化学教育と英語教育の接点，又は化
学教育の中で英語教育の在り方について述べた．さらに筆者は，「グローバル化に対応し
た理数教育」がテーマの講演会にて，高校での理系の生徒に対する英語学習の在り方につ
いて以下のような章立てで講じた2．
第1章

理科系（学生）にとっての英語教育とは

～理科系の方が英語上達が早い!?
第2章

理数系教科と英語の理想的な協力体制を目指して

～無理数の理解が冠詞理解を深める!?
第3章

理数系教科は英語能力向上にどのように貢献できるか

～数学を学ぶと英語論説文読解を助ける!?
第4章

まとめ

理数系教科は英語ベースである!?

～英語（言語）学習と理数系教科学習のコラボを!!
上記の内容に関し，以下で簡単に説明する．1 の部分は，英語力の定義と，読む英文の
種類の組合せによる主張である．まず，加藤（1997：108）では，英語での発表に際して
は分野によりその難易が変わるとして以下のように述べている．
もし英語での発表を，論理的に明確に，参会者たちにわかるように行なえる分野が
あるとすれば，第一には科学がくるであろう．哲学や文学のように，文化的背景の差，
議論の進め方の差がはっきりと出てしまう分野では，英語でよい発表を行なうことは
かなり難しいのだ．
この記述は英語で発表を行う側からであるが，発表を聞く側に置き換えても，科学分野
ならば内容に文化的背景の差が少ない分，文化を異にする人同士のやりとりであっても分
かりやすい，ということになる．実際，科学英語の特徴に関して，畠山（2011：10-11）で
は，英語力を「英文法の力」と定義した上で，以下のように述べている．
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科学記事で扱われているものは多かれ少なかれ機器や命にかかわるものであるとい
うこともあり，正しい英文法の知識をもっている人が読めば意味は 1 つにしかとれな
いように書かれている．もし 2 つの意味にとれたりしたら，それこそ機器が爆発しか
ねないし，それに死傷者もでかねない．そういったこともあり，実は科学英語という
のは，アメリカ人だろうが日本人だろうがフランス人だろうが，正しい英文法の知識
をもっていれば誰でも書き手の意図することが理解できるようになっているのだ．そ
ういった意味でも，科学英語こそが真の国際語であり英語の中の英語とも言える．
このように，文化的背景の差が読解作業に影響を与えにくく，かつ正しい英文法の知識
があれば意味内容が一義に取れるように書かれているのが科学的内容の英文である．その
結果，畠山（2011：11）は「コミュニケーション・ツールとしての英語の真の姿を，そし
て現代社会の今を，さらには人間社会のこれからを，科学英語から学ぶことができるので
ある．文系・理系を問わず，科学英語こそが究極の英語教材と言える」と述べている．
つまり，最終目的を「正確な文法力」を身に付けることに置いた場合には，理系（科学）
英語の特徴がこの目的達成に相対的に適うという意味で「理系の方が英語上達が早い」と
いう結論が導ける．その副産物として，文系にとっても科学英語を英語学習に利用すれば
内容面を含めても良い教材になり得る3という点を取り上げている．
2 と 3 の内容は，理数系教科学習からの側面と英語学習からの側面で個別に筆者が経験
したこと，及び研究して得た成果に基づいている．まずは理数系教科学習の側面からであ
る．筆者自身が主に高校時代に理数系教科学習時に感じた違和感（疑問点と言い換えても
良いが，結局は高校時代には解決しなかったという意味で以下「学習困難点」と呼ぶ．
例：何故有理数は分数，即ち 2 つの数の比で書けるのか）が，大学入学以後，同じ内容を
英語で読んだ時に瞬時に解決する場合があった（有理は rational で，比・割合は ratio でこ
の 2 語は同語源の語であるから，rational numbers が ratio で書けるのは自明の理である）
．
次いで英語学習の側面からである．筆者自身が中高の英語学習時に感じた学習困難点の
正体を大学入学後に研究してきた中で，以下のように解決する場面があった．
1)

英文法・語法の説明の中で，それ自体が理解しにくい項目の説明（例：現在完了進

行形における「完了」と「進行」のように，矛盾する概念の連続）や，例外として説明さ
れたような項目（例：時制の一致の例外）が，矛盾せず，かつ例外の数をなるべく減らし，
時には例外を失くすような説明に構成しなおすことが可能である．
2)

使い分けが不明確な語や文法形式（例：可能性を表す can と may の使い分け）が，

理数系の内容の英文を読みながらその使用法の仮説検証を行って読むと，ほとんどの例が
極めて合理的に選択されている．これは上述の畠山（2011）の主張のとおりである．なお，
この合理的選択は英語論説文でも同様に起こる．
3)

英語論説文を初めとする説明文や自説の証明文は，読んでいると数学の証明のよう
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に「手順」や「論」が進んでいる．特に三段論法，対偶などが文系の内容の文章でも数学
の証明のように用いられているが，その理由はアメリカの学校教育の中での数学の位置づ
けにある4．なお，英語論説文の読解，及び三段論法や対偶それ自体は，いずれも日本人に
とっては学習困難点と言えるであろう．
4)

英語の学習困難点（例：英語の仮定法）が日本語の理数系教科での学習項目（背理

法）と結びつくことで解決する．又は，英語の学習困難点（例：英語の space と spaces は
どちらが広い空間なのか）が理数系の内容の説明（無理数の集合と有理数の集合の関係）
を英語で読むことで解決する．なお，有理数の集合と無理数の集合の関係は数学系の大学
生にとっても日本語で説明されても学習困難点のようである．
1)は，文法や語法のルールの説明・記述方法を理数系教科のルールの説明のように合理
的に再構築することであり，2)は，1 で述べた理数系の内容の英文の特徴を利用した，英文
法・語法の習得方法である．これらの大部分は英語教科単独で行える作業（研究・教育実
践）であり，英語教育それ自体の改善が主目的になるものである．
一方 3)～4)は，英語と理数系教科の学習困難点が単独に生じたものというよりも，両教
科間に共通の困難点であり，相互に解決策を与えてくれることがあるということ，つまり，
英語教育と理数系教科教育は相互に依存している部分があるということである．
これらの研究成果に基づき，4 では，理数系教科は元来英語をはじめとする西欧語で書
かれたものであるという前提に立って，特に上記の 4)の観点からの英語教育と理数系教科
教育とのコラボレーションの必要性と可能性を指摘した．
そこで本稿では，この学習困難点という観点から，英語と理数系教科を教科横断的に指
導する場合の教科間の協力の必要性と在り方について考察する．まず第 2 章では，理数系
教科が西欧学問を翻訳して取り入れることで成立していることを示し，その取り入れ方と
の関係で，冠詞が一つの中心的課題になることを指摘する．次いで第 3 章では，理数系教
科学習において生じる学習困難点が，英語の冠詞由来であることを示す例を提示する．最
後に第 4 章では，理数系教科の学習困難点にはものの見方や考え方の相違などにより生じ
るものがあるので，異文化理解の観点を取り入れる必要性があることや，さらに，日本
語・日本文化に無い異文化的なものを翻訳語を含めた日本語で説明するのであるから，そ
の際にどのような問題が生じるのか，という観点からも調査をする必要があることを指摘
する．
2

日本の理数系教科は西欧学問の翻訳版
現在日本で指導されている理数系教科は，本来は英語（本稿は英語教育の観点から論じ

るため，特記なき限り西欧語一般の代表として以下「英語」と述べる）で書かれていた内
容を明治時代に日本語に翻訳して指導しているという点についてまず確認しておきたい．
Baugh, et al（1981：371-372）では 19 世紀以後の英語に作用した影響力として，「語彙の

95

分野においてもっとも大きな影響を及ぼしたのは，科学における偉大な進歩と，知的活動
のすべての分野における過去 100 年間の急速な発展である」と述べているが，この時期英
語を，そして同時に欧米の科学を取り入れた日本にもこの影響があったはずである．その
取り入れ方は，原語（英語）のままではなく，日本語への翻訳を通してである．実際，小
川（1998：160）では日本の科学教育で用いられている科学用語に関し，「本来の科学用語
は，英語を中心とする欧米言語で記載される」としている．
いくつかの理数系分野についてこの事実を確認する．最初に数学である．数学はもとも
と日本に和算の土壌があったが，それでも福原（1981：137-138）では，「教育用語の統一」
という節で以下のように述べている．
明治の初めに，学校教育における数学教育を小学校の段階から西欧の数学を基にす
ることに決めたのは，今から見てもかなり思い切った英断であった．この方針に伴い，
当時の数学者，数学教育者は，西欧の数学をわが国の伝統の文化の中に組み入れるた
め最大の努力を払った．各種の外国教科書を翻訳するとともに，そのため従来の和算
にはなかった諸概念に対する用語を新しい日本語として造語していった．その努力に
よって，学校における数学教育が母国語によって行われることが可能になったのであ
る．
次は物理である．馬場（2013：68-69）は以下のように述べている．
物理学校は，日本で初めて日本語による物理学を講義した学校なので，日本語の物
理学の教科書を作らなければならないという目的を持っていました．すでにそのころ
桜井房記が中心になって，フランス語の物理学の本の翻訳『小物理学書』（ジャメン
氏原著）が進められていました．このとき山川が提案した「物理学訳語会」の発起人
は山川と田中館愛橘（1856～1952 年），田中正平（1862～1945 年）の 3 人でした．こ
の 3 人は英語で物理学を学んだ人たちであり〔中略〕．初期の物理学はフランス語が主
導になり，遅れて英語の物理学が主導的になっていくのです．
物理学校をつくった寺尾たち同志は，さっそく物理学に登場する数々の用語を統一
する作業に取りかかります．それからは毎月第 2，第 4 水曜日の午後 3 時から訳語委員
会を開いて日本語訳を決めていきました．そして 50 回の委員会で決めた訳語は，明治
21 年（1888）年 12 月に，1700 語を収容した『物理学術語和英仏独対訳字書』（東京数
学物理学会）として完成したのです．
これらの翻訳された訳語の用語には，名詞が少なからず含まれるはずである．ところで，
片山（2015：3）によれば「英語が理系（というよりも理系的記述方法）向き」であり，
その特徴は冠詞ということになる5．一般に，冠詞は日本語にないために日本人が間違えや
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すい項目であることは間違いなく，Petersen（1988：7-8）では，「日本人の英文のミスの
中で，意思伝達上大きな障害と思われるものを大別し，重要なものから順（descending
order of severity）」に取り上げているが，その最初が「冠詞と数．a，the，複数，単数な
どの意識の問題」である．こうなると，理数系教科を日本語で学ぶということは，元の英
語の（冠詞を含む）名詞を日本語に翻訳して学ぶという箇所が少なからず含まれるので，
日本人にとって冠詞が難しい（冠詞を日本語に翻訳する際の翻訳上の限界と言っても良
い），ということが何らかの負の影響を与えている，つまり，理数系教科の学習困難点を
引き起こしている，という可能性が考えられる6．
そこで次章では，理数系教科学習と英語の冠詞理解の関係を考えてみる．
3

理数系教科学習の困難点と冠詞学習との関係
前章で述べたような英語の冠詞由来の困難点は理数系教科のどこに生じているのだろう

か．まず，以下の畑村（2004：106）の指摘を考えてみよう．ここでは，数学で使う「積
分」という日本語の意味を理解する際の困難点について述べている．
積分とは，微小部分を寄せ集めるという動作をさすことばである．その意味では積
微分と呼んだほうが，この動作の意味をよりしっかりと表わせるかも知れない．積分
の「積」は「寄せ集める」という動詞だからである．
教科書では「つぎの積分を求めよ」などと言って，寄せ集めた結果のものをさすこ
とが多い．これは，「微小部分を寄せ集める」という動作と，「微小部分を寄せ集めた」
結果というまったく意味のちがうものを混同した，誤ったことばの使い方である．こ
のように本来の意味から離れたことばの用い方をすると，「積分」ということばが何
を意味するのかわからなくなってしまうので注意しなければならない．
ここでは，「積分」ということばが「動作」を表すのか「結果」を表すのかのように，
全く意味の異なるものを混同していることが数学学習上の困難点になり得ると指摘してい
る．それでは，英語圏の国，例えばアメリカでは数学の積分の指導時にどのようにこの問
題を解決しようとしているのかを確認してみよう．
一つの例として，アメリカの数学の教科書である Goldon-Holliday, et als.（1999：940-949）
から，積分を説明している箇所を調べてみる．すると，integral と integration の 2 語が「積
分」を表す言葉として使われていることが分かる．しかしこの 2 語は，通常の学習英和辞
典では両語共「積分」としか記載がないか（例えば竹林滋，東信行，諏訪部仁，市川泰男
（編）（2009）），integration の方に「積分」の訳語がない（例えば井上永幸，赤野一郎（編）
記 ∫）
（2007））ような例もある．違いについて述べられていても，integral の方で「積分（○
」

と書いてあるか（例えば瀬戸賢一，投野由紀夫（編）（2012）），integration に「積分（法）」
と括弧付けで説明が加えられている（例えば竹林滋，小島義郎（編）（1984）
）程度であり，
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両者の違いはこれらの説明を読むだけではなかなか理解しにくい．
そこで，この 2 語がどのように使われているのかを知るために，この教科書からこの 2
語の使い方（使い分け）が分かる例文を以下に抜き出してみる．説明の便宜上，抜き出し
たそれぞれの例文には番号を振り，該当語句に下線を付しておく．1)～3)が integral を含む
例文で，4)～6)が integration を含む例文である．
1) Some of the formulas that are useful in finding integrals are listed below.
2) The integral of a sum of functions is the sum of the integrals of functions.
3) The integral of a function f(x) is the area of the region bounded by the graph f(x), the x-axis and
the lines x = a and x = b.
4) Integration is used often in the science and in business.
5) Have students compare and contrast the rules for integration and differentiation of f(x) = xn
6) Use integration to find the area of each shaded region.
以上から，この 2 語の内容・意味上の使い分けとして，以下の４点が見つかる．
(1)

integral は，面積のことで，数値で表される．例文 2)，3)

(2)

integral は，find の目的語なので求める「結果」である．例文 1)

(3)

integration は，面積である integral を求めるのに使う「手段」である．例文 4)，6)

(4)

integration には，rule がある．例文 5)

さらに，Goldon-Holliday, et als.（1999：949）にある，以下の 2 つの「練習問題の指示文」
は興味深い．
7) Graph each function.

Then, find the area between the function and the x-axis for the given

interval using integration.
8) Graph each function.

Then, find the area between the graph of the function and the x-axis for

the given interval by integrating.
7)，8)の 2 つは数学的に全く同じ操作を行なう指示で，各指示の最後の 2 語が，7)では
using integration，8)では by integrating と同じ意味の表現上のバラエティになっている．その
結果，integration が「積分する」という「動作的」な意味であることが分かる．実際，
Borowski and Borwein（1989：301）では，integration が次のように定義されている．
1.

the operation by which an integral is calculated.

2.

the study of integration and integers.

この定義 1 を見れば分かるように，integration とは integral を求めるための操作（動作）
のことである．この定義 1 と先ほどの英語のこの 2 語の使い分けの(2)などにより，畑村
（2004：106）が指摘したような，日本語の積分という言葉が「動作」を表すのか「結果」
を表すのかという混同は，英語で積分を学ぶアメリカ人には全く生じないことが分かった．
英語では「積分する動作」は integration と表記し，「積分した結果」は integral と表記する．
その結果，読解時に「動作か結果か」という解釈の紛れは全く生じない（その逆に作文時
には積分の「動作」と「結果」のどちらを表現するのかを考えなければ，この 2 語のどち
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らを使うべきかを決定できないことになる）．
ところで，一見すると英語では integration と integral という異なる 2 語を用いて動作の意
味の積分と結果の意味の積分の区別しているように見える．しかし，単語の綴りの違いそ
れ自体に意味の区別を求めると，事の本質を見誤ってしまう．ここで我々が最も注目しな
ければならない区別は，この 2 つの英単語の「可算性」の違いなのである．単語が異なっ
ているかどうかは二次的な区別である．先ほどの 1)～8)の 8 つの例文で，integral と
integration の可算性に注目してみると，以下のことが分かる7．
(5)

integral は可算名詞である．例文 1)～3)

(6)

integration は不可算名詞である．例文 4)～7)

この可算性と動作及び結果の関係について片山（2016：533-534）では「動詞由来の名詞
は，不可算名詞（抽象名詞）のときは『行為全体または行為のプロセス』を表し，可算名
詞（具体名詞）のときは『行為の結果生じたもの』を表す」とまとめて，observation の可
算性と意味の関係を例示している．
そこで，動詞から派生した語の意味と形の関係をまとめてみると，表 1 のようになる．
表1

同一の語の process から result への派生と表現方法

process

result

動詞（行

形容詞（状

名詞（行為・過程）

名詞（結果）

為）

態）

build

building

building

φbuilding*

a building

develop

developing

developing

φdevelopment

a development

plan

planning

planning

φplanning

a plan

progréss**

progressing

progressing

φprógress**

a progression

integrate

integrating

integrating

φintegration

an integral

動詞

現在分詞

動名詞

名詞

名詞以外
～する

～している

不可算名詞（抽象的）

可算名詞（具体的）

～すること

～した結果生じたモノ

～すること

注：* φは無冠詞であることを示す印である．
** 第一強勢の位置の違いを示すためにアクセント記号を付してある．
building や development のようにほとんどの動詞由来の名詞にとって，process か result か
の違いは外見上単に不定冠詞があるかないかだけである．中には plan のように動詞と名詞
（結果）が同じ綴りで，動詞と名詞（行為）が異なる綴りになる例や，progress のように
動詞と名詞（行為）が同じ綴り（ただし発音・アクセントは異なる）で，動詞と名詞（結
果）とで綴りが異なる例や，本例の integrate のように，動詞と名詞（行為）及び名詞（結
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果）が全て異なる綴りになる例などが存在する．しかしこれらの場合でも名詞（行為）が
不可算名詞で，名詞（結果）が可算名詞である，という可算性の関係は変わらない．
このことから考えても，英語の名詞が持つこの 2 つの概念の基本的な区別は，語の綴り
ではなく，可算性の違い，即ち冠詞から見た場合にはφ vs. a の違いで表現されると言って
も良いのではないだろうか．つまり英語ネィティブは，冠詞の正しい使い方を身につける
ことで「動作か結果か」の概念の区別ができるようになるのだろう．
さらに Petersen（1988：18-19）では，a chicken とφchicken との意味の違いを説明する
際「日本語で考えるときにも『a＋名詞』と『名詞』とは異なる単語であることを認めるの
がもっとも現実的だと思われる」としている．このことからも，名詞の意味を考える際は，
「冠詞（無冠詞も含む）＋名詞」が一つの「塊」（これを「一語」，つまり「単語」と呼ぶ
かどうかは別問題として）となって一つの意味を決めている，という考え方は妥当だと思
われる．詳細は，片山（2005）を参照のこと．
このように，理数系教科学習時に生じる困難点に，英語（文法）の冠詞（又は名詞の可
算性）理解の仕方に由来するものがあることが分かった．ところで，冠詞以外，広く言う
と英文法以外にも英語学習と理数系教科学習の間に関連する困難点はないのだろうか．そ
の点に関して次章で考察する．
4

理数系教科と英語は，異文化を前提としている教科
理数系教科の学習困難点が生じる理由は，単に文法的な側面だけにとどまらない．言葉

に伴い，その概念や，そのもととなる哲学を包含せざるを得ないからである．その意味で
言うと，理数系教科は異文化の人たちのモノの見方や考え方を，翻訳を通して取り入れて
いるのであるから，異文化理解を前提にしなければ成立しない教科と言える．例えば数学
に関して，英語の matrix が日本の数学で何故「行列」という名前で呼ばれているのか（訳
されているのか）について，畑村（2005：22-23）は以下のように述べている．
要するに「マトリックス」とは，何かが埋まって全体ができているとき，その「何
か」をさすのに使う単語である．
このように言葉の意味から考えると，数学でのマトリックスのイメージが浮かんで
くる．たぶん西洋人たちは，
というものを見て，カッコの中身を数字が埋め尽くしている，と考え
1
4
7

2
5
8

3
6
9

たのである．
こういう物の見方は，私たち日本人には意外なもので，なかなか理解

しがたいものである．とはいえ，数学とは外国製の概念なのだから文句を言っても始
まらない．とにかく，西洋人の目にはそう見えていることは認めなくてはならない．
概念に対するイメージが日本人とはまったくちがうのである．
では，本来，そういうイメージをもつ概念に，日本人はなぜ「行列」などという名
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前をつけたのか？「行列」と訳すなら，もとの英語はキュー（queue）であるべきだが，
何度も言うように，言語はマトリックス（matrix）である．想像するに，明治の日本
人たちは，マトリックスという言葉がピンとこなかったのではなかろうか．「マトリ
ックス」を日本語に訳そうとすれば，「充填物」「基質」「母体」という言葉くらいし
かない．しかし，そんな言葉では，私たち日本人には概念のイメージがまったくわか
ない．困った明治人たちはどうしたか？
数字がタテ・ヨコに列をなして並んでいる様子に目をつけたのである．
このようなことを考えると，言葉と学問の関係について以下のような結論が出てくるこ
とは当然なのではなかろうか．まず大出（1965：40）では以下のように述べている．
論理学とか科学とかは，もっぱら，英語・フランス語といった，インド・ヨーロッ
パ語を基礎にしたものの見方のうえに発展してきた．だから，もし異なることばに応
じたものの見方に立てば，これらの学問も変わってくるにちがいない．
この点に加え，学問理解と言語面からの理解，さらに異文化理解という繋がりについて
伊藤（2001：160-161）は以下のように述べている．
言語が違えば違った形の学問が生まれることは承認して良いのではなかろうか．ま
たそれゆえ様々な学問を理解するには，言語の面からの研究が欠かせない．この意味
で，外国語を理解することは，まさに異文化を理解することなのである．
上記の 2 つの指摘は，「英語から生まれた学問をベースにした教科」の教育を，英語の語
彙・文法習得面と結び付けることや，英語の語彙・文法学習の際に，その裏にある英語の
思想や哲学までを含めて指導することの必要性を示唆している8．
さらに，日本人がものごとを考える際に使用するのは日本語であるから，これらの理数
系教科を日本語で指導する場合には日本語それ自体の学習，日本語を使ってものごとを考
える指導なども必要になる．実際，芳沢（2005：155-156）では，数学で必要な対偶を取っ
たり否定したりするという作業をする際に，正しく部分否定が使えない数学科の大学生が
多数いるという調査結果に基づき，数学という学問を研究するうえで，英語の部分否定に
なじむと同時に，「国語教育においても，全否定，部分否定の表現を，論理的な文脈を念
頭に置いて教えておくべきである」と，国語教育の重要性をも説いている．
さらに，小川（1998：55）では，本来英語で述べられた西洋科学をその翻訳の日本語で
学ぶ際の問題点・困難点について，以下のように述べている．
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
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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．またあるものは，漢字を組
み合わせた新しい語を付与される（電子，質量など）．さらにまた，あるものは漢字
を用いないでカタカナで表記される（エネルギー，モーメントなど）．この場合，手
がかりとなる日本語は存在しない．もちろん，定義はパラフレーズされ，記述される
が，そのような定義は再び，「日本語化した科学用語」で記述・説明されるので，新
たに発明された用語も日本人に誤解されることは起こりうる．この状況は理科のよう
に西洋科学に関連する科目を教える場合に複雑な問題を引き起こすことになる．
これらのことを考えると，理数系教科に存在する翻訳日本語が理数系学習にどのような
困難点を引き起こすのかというような調査も今後必要になるのではないだろうか9．
5

おわりに
ここまでの内容をまとめると，英語を学ぶ際と理数系教科（及び欧米で生まれた学問一

般を含む）を学ぶ際には，どちらも同根の困難点が生じることが分かった．理数系教科は
英語を翻訳した日本語を通して学ぶので，英語を学ぶ際に日本語訳を通して行う場合の学
習困難点（冠詞のように日本語にない品詞・文法，単語の意味のズレ）がそのまま理数系
教科を日本語で学ぶ際の学習困難点になり得るということである．
さらに言えば，英語が異文化科目であることは当然として，日本の理数系教科も，その
オリジナルが，英語を日常言語として用いている人が作ったものという意味での異文化科
目である．結果，英語と理数系教科を同一の異文化の枠組みの中で学ぶことができる可能
性がある10．つまり，この三教科間は根が繋がっているために，ある教科のある点が日本
人にとっての学習困難点である場合には，その点を辿って行けばある根に到達するはずで
ある．そしてその根から別の教科へと繋がって広がる際に，もとの学習困難点が形を変え
て顕在化するような system になっている．ならば，どれか一つの教科の学習困難点が克服
出来れば，その根と繋がっている残りの教科の関連する学習困難点の克服も同時に可能に
なるはずである．
従来の学校教育では，各教科の学習困難点の検討作業を同一教科内だけで行ってきたは
ずである．確かに，その学習困難点が教科固有の困難点である場合もあるだろう．しかし
本稿では，複数教科教育の協力により関連教科教育上の学習困難点が同時に解決できるよ
うな項目が少なくとも一つ存在することを取り上げた．今後このような観点からの各教科
の学習困難点の検討を複数教科の教員間で行うことで，相互の協力でお互いの学習困難点
を解決できるような項目をみつけ，その学習困難点を複数教科間で指導する体制が構築で
きるのではなかろうか．これこそが教科横断の授業を行うことの最大のメリットになるは
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ずである11．本稿で提案する「理系のための英語教育」は，この面からも貢献できると考
えられる．
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1

本稿で述べている指導方法（以下，「本方法」）はCLIL（Content and language Integrated

Learning）と一見すると似ているように思える．筆者はCLILを専門としてはいないので本方法と
CLILとの類似点や相違点に関して深入りできないが，現時点では以下のような違いがあると考えら
れる．
1

英語と組み合わせる教科

英語と組み合わせる教科がCLILと本方法では多少異なる．例えば源氏物語の英語版を使って古文
と英語を学ぶ授業はCLILに含まれるだろうが，本方法には含まれない．それは古文が「理数系では
ない」からではなく，古文は「英語がオリジナルではない」からである．注6で述べるように，西欧
哲学を，英語を通して学ぶ授業があれば，それは本方法に含まれることになる．その理由は西欧哲
学が「英語がオリジナルである」からである．しかし，西欧哲学それ自体の内容を学ぶような授業
は，中高で扱う内容を超えていることが想定される以上，中高で指導される教科の中で西欧がオリ
ジナルと言えるものと考えると，どうしても理数系教科に限られることになる．
2

英語と他教科の主従関係

筆者の基本的立場は，理科系の学生が自分の専門分野で英語を使えるようにすることである．具
体的には英語で専門科目を学べる（読み書きができる）ようにすることである．決して英語と専門
科目の内容を同時に学ぶということを目的とはしていない．二五（2016：5）では「大学英語教育に
おいては，各学習者の専門分野を生かした実践的な英語指導法が必要である」と述べているが，お
そらく現実的には，専門科目を学ぶ際に，英語と内容を同時に学ぶと云うことは難しいであろう．
この段階では，英語は専門教科の内容理解の確実なツールになっていなければならないからであ
る．
もちろんこれは大学での話である．しかし，高校でも，理数系教科の基礎的内容を英語で読み書
きできるようにすることは可能であると考える．それでもその方法は，次に述べるように，英語と
理数系教科の内容の同時学習ではない．
3

英語と他教科の学習内容の割合

本方法では，基本的に英文の内容，つまり理数系教科の内容が日本語で構わないから（学習困難
点それ自体の有無は別として）既習であることが一つの主要な条件となっている．さらに英語それ
自体も新出である必要性は全くない．既習事項である方がむしろ本方法は行いやすい．
既習の理数系の内容がどのように（既習の）英語で表現されているかを学ぶ，というように，理
数系教科の内容が（その教科の内容のどこが理解しにくいのかを含めて）分かるから，英語表現の
理屈が分かるし，その逆に，英語の伝えたいことが正確かつ一義に分かるから，理数系教科の内容
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が正確に分かる，というような相互理解の仕方である．つまり本方法は，日本語で既習の理数系内
容と既習の英語文法・表現を結びつけさせる方法である．この詳細は，片山（2016a）を参照のこ
と．
なお，このような指導上のスタンスは，二五（2016：192）で「CLIL的な英語教育」と呼び，「他
教科で学習した内容を英語の授業でも復習すれば，英語の授業でも他教科内容が同時に身に付く」
と述べているものに比較的近いとも言えそうである．いずれにせよ，本方法とCLILとの関連は今後
の研究課題の一つである．
2

演題は「理科系のための英語教育とは」．東京私学教育研究所の理数系教科研究会主催で2016年

11月29日，東京私学教育研究所で開催．理数系教員40名程度と英語教員10名程度の50名以上の出席
者があった．同研究所の以下のホームページに講演会の案内及び第1章～第3章のタイトルが掲載さ
れている．第4章のタイトルは当日配布資料では「理系教科」と記載したが，用語統一が不備であっ
たので「理数系教科」とお詫びして訂正する．また，この講演の章立てと本稿の章立ての関係が紛
らわしくなるので，続く本文では講演での章立ては算用数字のみで代用する．
http://k.tokyoshigaku.com/seminar/seminar-kenshu/seminar-kenshu-risuu/2368/（2017年1月31
日現在）
3

英語で学ぶかどうかは別として，文系を目指す場合でも理数系教科を学んでおく必要性があると

いう指摘も多い．和田（2014：65）では「これからの時代こそ，ますます『理科系の頭脳』が必要
とされているのです．たとえ文科系出身であっても，理科系の基礎知識は不可欠になってきます」
と指摘し，和田（2014：142）では「理科系の分野は狭い世界に閉じ込められた分野ではありませ
ん．むしろ逆に，文科系の仕事だと思ったら理科系の知識が不可欠だと気がつくケースも増えてい
ます」としている．その結果，和田（2014：189）では「これからの時代，極端なかたちで『数学を
含めた理科系科目を避けて通る』日本型の文化系学生は，世界では通用しなくなります」と述べて
いる．同様に，芳沢（2005：42）では「『文系進学者に理科や数学は不必要』という考えは，日本
の国力をそぐ『迷信』」としている．
4

今回は英語教育・理数系教科教育を中心に考察するが，目指すことが英語論説文の読解・作文な

らば，英語・数学・日本語（国語）の三教科の協力体制が必要になるであろう．この観点からの読
解作文指導の試みの一つとして，片山（2006）や片山（2016b）を参照のこと．
5

確かに，日本語から見た場合には英語の方が理系の記述「向きである」という表現になるのだろ

うが，科学は英語で書かれたものがオリジナルである，ということを前提とすると，科学に適して
いる言語が日本語なのか英語なのかを比べること自体がそもそも全くの意味がないことになる．
つまり，英語が理系（というよりも理系的記述方法）向きの言語であるということと，理数系教
科が元来英語で記述されてきたということは表裏一体の関係なのではなかろうか．
6

当然のことながら冠詞理解の問題は理数系教科のみの問題ではない．西欧で生まれたもの一般に

当てはまるはずである．以下の伊藤（2001：160-161）では「言葉と学問」という見出しで，日本人
にとって冠詞理解の困難点が西欧哲学という学問の理解上の困難点となっていることを端的に示し
ている．
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本章では英語の不定冠詞を中心に見たが，それだけでも，英語においては概念と個体を言語
上厳しく区別することが見て取れたと思う．なお，無冠詞の名詞複数形“lions”について言え
ば，不定冠詞が一つの個体を単純抽出・帰属するのに対し，複数個体を単純抽出・帰属すると
考えられる．これも含めて整理すると
(a)“lion”は，ライオン概念を表す
(b)“a lion”は，外延集合から一つの個体を単純抽出する，あるいは一つの個体を外延集合
へ単純帰属させる作用を表す．
(c)“lions”は，外延集合から複数個体を単純抽出する，あるいは複数個体を外延集合に単純
帰属させる作用を表す．
つまり英語では語法上，《普遍的な集合（外延）》，《単一個体》，《複数の個体群》を分
けざるを得ないのである．これに対し日本語では，それらが全て同じ「ライオン」で表現され
る．西欧の哲学では個と普遍の問題が常に論じられて来たが，日本人のわれわれには，それが
なぜ大問題なのか今一つ分からない．その原因の一つは，上に述べたような言語上の差ではな
かろうか．
7

数学専用の英和辞書である小松勇作（編）（1973）では，integrationには「積分すること；積分

（法）」という訳語が掲載されており，integrationの動作性が伺われる．しかしintegralには単に「積
分」という訳語しかなく，しかも，可算・不可算の区別に関しては言及していない．
8

藤島（2003：53-55）ではこの点から西欧社会での科学教育と日本の理科教育の違いを比べ，前者

を「キリスト教的な自然観に根ざして構築された自然科学の初歩を学び，そうした自然科学の成果
を通して科学的な自然観を学び，さらに自然科学と社会との関連性を学ぶ」ものと定義し，後者を
「相いれない二つの概念」である「『日本人的自然観』の要素と『自然科学的自然観』の要素の混
在」した，「西洋諸国の科学教育とは，似て否なるもの」としている．
9

「討論 AI と生きる」
（2016 年 11 月 9 日

朝日新聞朝刊）で新井紀子（国立情報学研究所教授）

は「東ロボくん」が，「高校三年生の上位 2 割程度の実力」であると述べた上で，東ロボ君は言葉の
意味を理解せずに「統計的に妥当そうな答えを返している」だけなのに，
「相対的な成績が良いのは
なぜなのか」と疑問を持ち，「中高校生が教科書をどう読み，どこまで理解できているのかを調査」
した結果，「中学生の約 2 割は教科書の文章の主語と目的語が何かという基礎的理解ができておらず，
約 5 割は内容を読み取れていませんでした」と述べている．この調査内容の詳細は述べられていな
いが，理数教科の割合はそれなりにあるだろうから，理数系教科の内容理解の問題点にこのような
翻訳日本語が引き起こした問題が含まれている可能性がある．
10

国語や社会などの教科も，見方を変えれば，異文化科目になり得る．例えば国語で扱う様々な文

章は，直接的にはその文章を読んでいる学習者に向けて書かれたものでなければ異文化科目として
考えることができる．歴史も，少なくとも現在に生きる学習者たちとは時間を共有しない人たちの
営みである，という点では異文化を扱う科目である．このように考えれば，中高で学ぶ全ての教科
は基本的に何らかの意味での異文化科目と言えることになる．
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11

前述の東京私学教育研究所の理数系教科研究会主催の講演会でも質問事項として取り上げられた

のが，英語科教員と理数科教員の協力体制構築が難しい現状に対する対応策であった．SSH（Super
Science High School）の理数系教員からも，国際化を目指し英語を取り入れようとしても英語科教
員の協力を得ることが難しいというような意見も複数頂いた．
CLILは確かに「教科横断的」ではあろうが，そこには英語教育の改善という目的が，また，SSH
は理科教育の改善という目的のように，特定教科教育の改善という目的が強く感じられるからでは
なかろうか．そのため英語のCLIL的指導やSSHにおける英語指導の際に他教科教員の協力を仰ぎた
いと思っても，他教科教育にとってもプラスになるのでなければ単に負担増になるだけである．こ
れでは，他教科教員との協力体制構築（協力依頼）は難しいのではなかろうか．
それに対して本方法は，中高で習う「教科」に限定すれば理数系教科と英語に限られるが，この
両者に親和性があることに注目している．この大前提に基づき，英語以外の教科の学習困難点を英
語と関連付けて指導することで克服することが可能になる方法や，複数教科の学習困難点が同一の
「異文化性」に基づく場合には，相互協力によりその全ての教科の学習困難点が一気に解決できる
ような方法が提案できる．これならば，お互いの教科教育にとってWin-Winの関係になりえるのだ
から，相互の協力がより容易になる可能性が高い．
つまり，教科横断的であることにより各教科教育が得られるメリットを最大化することで相互協
力体制がスムーズに構築できると想像される．ならば教科として，英語でもない，理数教科でもな
い，というような教科を立ち上げ，そこでは，二五（2016：ii）が欧州の実態として取り上げている
「教科専門の指導者と外国語としての英語指導者の二人で指導する」ような教科横断的指導が求め
られているように思われる．
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言語と生物の類似点についての一考察
吉備国際大学

准教授

平見勇雄

言語の全体的傾向を見てみると、各品詞や表現のあり方はでたらめに変化しているわけ
ではなく特定の方向に変化することが観察されている（池上:1980）。ここでは日本語と英
語の比較が分析されているが、他動性という観点から見ると、その程度が全体の言語形成
に影響を与えていると見ることができる。
程度の違いによる言語形成は、生物が成長、あるいは進化していく場合と類似性が指摘
できることから、両者には共通のからくりが背後に働いているのではないかと推測される。
もし共通のからくりがあると仮定できれば、生物に共通の原理はないと主張する考え方が
言語にも当てはまることになり、普遍文法の存在を前提とする生成文法とは反対の、認知
言語学の立場を確認できることにもなる。
以下では言語と生物の共通項をいくつか指摘することによって言語の普遍的原理の有無
について考察を行いたい。
１

「する」と「なる」の言語学から見えてくる言語特徴
我々は言葉を意識的に変えて使う場合もあるが、言語には無意識に世の中のとらえ方が

反映されている面がある。しかも言語を分析するとその反映はでたらめで無秩序ではなく
一つの方向に傾いていくことが観察されている。
池上(1980)の『「する」と「なる」の言語学』には、英語という言語はテクスト、コンテ
クストの支えに頼らず、出来るだけ言葉そのもので意味を完結する方向に進んでいること
が紹介されており、その性質はその品詞のあり方に沿って反映されている。英語は「す
る」的な言語である（「する」的とは他動詞表現を好む言語と理解してよい）との主張が
なされ、「誰それが何々をする」という表現で多くを表す傾向が見られる。確かに英語は
命令文を除けば、必ず主語が必要な言語である。
一方、日本語は英語とは逆の「なる」的な言語と言える。主語のない文もあるし、誰が
何かをしたということをあからさまには出さずに表現することを好む傾向が見られる。
「明日会社が休みになります。」「列車の時刻が変更になりました。」という表現はその好
例である。誰かが会社を休みにしたり列車の時刻を変更した人がいるわけだが積極的には
そういった表現を使わない。「私たち結婚することになりました。」という表現のように自
分たちが「する」ことでも「なる」を使うことで事態の結果が自然な流れに溶け込んでい
て、まわりの協力を得ながら成就したという表現を使いたがることからもこの傾向が指摘
できる。
もちろん英語にも「なる」的な表現はあるし、日本語にも「する」的な表現はある。た
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だ言語の全体的な傾向がどちらの方向に傾く傾向にあるか、もっと言えば、情報をより明
確に言語の中に組み込む方向に進むか、逆に曖昧性を保ったままの言語に傾くかというこ
とである。これは文法面をはじめ、いくつかの側面で言語構造にその特徴が反映されてい
る。たとえば英語では名詞の単数、複数をはっきりさせる特徴が言語構造に盛り込まれて
いる。「りんご」を英語で表現する場合は、いやがうえでも an apple か apples のどちらかを
選択せざるを得ない。日本語ならりんごという言葉だけで済み、単数か複数をはっきりさ
せる必要がない。
動詞の場合、英語では結果を含意し、曖昧性を残さない方向に進んだ。I called him up.と
言えば、彼に電話が通じたことを意味する。しかし日本語では「彼に電話したがいなかっ
た。」と言えることから、必ずしも電話が通じたことまでを意味しない。その点で日本語
では電話に出たことも出なかったことも意味することから曖昧性を残している。
ある特徴から言語変化の方向が決まると、それぞれの品詞がそれぞれのあり方でその方
向性に合わせて変化する。だからコンテクストやテクストと一体となって言葉の解釈を完
成させる日本語と違って、コンテクストやテクストに頼らない英語は出来るだけ言語内に
詳細な情報を盛り込むことになる。日本語と比較すると英語にあいまい性が少ないのはそ
うした傾向によるのである。
この例からわかるように、語弊を恐れずに大雑把に言えば、曖昧性を残しながらも、き
ちんと意志を伝えるコミュニケーションのあり方を日本の文化は基本としていて、それが
言語にも反映され現在のような表現方法に辿りついていると言えるが（相互作用的なとこ
ろもあるのでその反対（言語特徴が文化に反映されている）も言える）、それは外界を言
語化する際にどうとらえるかがどのように言葉に反映されたかと言うことである。
２

生物の外界との対応の仕方との共通性
このことは、環境（外界）に対し生物が生存を有利に進めるためにどう反応し変化を起

こしていくかを決定していくことと類似している。裸足で歩いたりバットを素振りしたり
すると足や指の皮が厚みを増してくるが、こういったことも環境への対応の一つである。
しかしそれは部分的な、一過性の変化に留まっている。ここで取り上げたいのは、一過性
のものではなく、言語が確固たる一つの傾向を作り上げていくことと、生物が一つの方向
に向かって体全体が変化していく側面である。ある特徴を持つ言葉に変化させていこうと
いう意識を我々が持たないでも言語は自然とある方向に向いていくように、生物の体も環
境に応じられるよう自然と変化していく面がある。その点で両者には共通のメカニズムが
あるのではないかということである。ある動物が冬眠という生存の手段を取る場合、それ
を可能にするには長い期間食べものを取らないでも生きていられるよう、体の仕組み全体
が変化しなければならない。
ある一つのことをきっかけに全体が変わっていくと述べたが、どのようなことなのかを
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以下詳しく見てみたい。
３

程度の差が生み出す、それぞれのあり方

３．１

言語の場合

ある特徴から言語の変化の方向性が決まると先ほど述べたが、英語と日本語の傾向の違
いを生んだのは何だろうか。それはおそらく他動性の程度である。
外界の存在物の中で動くものと動かないものとどちらに関心を向けるかというと、どん
な人種であろうと我々は動くものに着目するだろう。その理由は生物学的な本能が絡んで
いると思われる。食糧を獲得すること、危険なものから身を守るという生存の本能と関わ
っているからである。したがってコミュニケーションということから言うと、危険を仲間
に知らせるためにこれを言語化する際、一つのあり方はまず近づいている危険物を言葉に
発して危険を知らせる表現方法だ。
もう一つはその危険が及びそうな人自身に注意を呼び掛け言語化するという方法である。
もし前者を言語化するとすれば危険物をまず言語化し、それからそれが及ぶ人に対して注
意をうながすのが順序である。これは何々がある人に何か影響を与える（「する」）という
表現となる。
一方、後者は危険物自体ではなくそれが及ぶ人自体に注意が行き言語化するあり方であ
る。したがってその人自体がどうにかなってしまう（「なる」）という表現となる。注意を
喚起するにはどちらかの表現方法しかないため、どちらかの選択肢が多くの言語で選ばれ
たはずである。
もちろんどの言語にも両者の表現はある。どちらの伝え方もあるからだ。しかしそれが
どの程度の割合で言語に反映されたかというとその割合は言語によってまちまちだろう。
言語の表現方法を見れば、英語は日本語と比較すると、視界に入ってくるものの中で動く
ものに対しての関心度を明確に言語化する方向に進んだと言える。
この主語と目的語の語順の縛りが日本語よりも強く反映していることも無関係ではない
だろう。だからであろう、語順が日本語のように自由には変えられない。日本語なら「ジ
ョンがボールを蹴った」という表現は、「ボールをジョンが蹴った」という表現より普通
で可能であるが変えられる。しかし英語はこのような自由度はない。つまり他動性の浸透
した程度が単に「する」的表現を好むというだけではなく、こういった側面にも影響を及
ぼしていると考えられるということである。
この特徴は１でも述べたように一つの傾向として全体に浸透していくことから他の部分
にも反映されている。たとえば英語の所有構文(A’s B)と日本語の「～の～」という所有構
文に相当する対訳にあたる表現を比較してみると、日本語のＡとＢの語の間には顕在性の
反映は見られない。しかし英語では生物の全体部分と無生物の全体部分の関係はそれぞれ
Ａの顕在性から別々の形式で表されるし（my arm VS the roof of the house）その特徴によっ

111

て B of A の場合、Ｂの名詞の前に定冠詞がつくかどうかが両名詞の顕在性の差から決まる
（the roof of the house VS a man of letters）。日本語ではこういった区別はない。
顕在性の高いものへの着目度の程度問題が日本語と英語の言語特徴を形作っている出発
点なのかどうかまでは断言できないが、他動的表現を好む程度の違いから性格の異なる方
向（英語が「する」的、日本語が「なる」的）に進んでいくことが観察された。そして品
詞ごとにそれぞれのあり方で影響を及ぼしていることは今見た通りである。
一つだけ補足的に確認しておきたい。日本語は主語と目的語の顕在性の言語化が英語ほ
ど反映されていない言語と述べたが、顕在性の影響は日本語にももちろんある。「ジョン
はボールを蹴った」という文における主語と目的語の語順が普通であることを見ても顕在
性は言語化されている（記号化されている）し、世界の言語の大半が O よりも S が順序と
して先に確認されていることからもこの点は間違いない。１）したがって程度問題という言
葉は二つの点で理解しておく必要がある。すなわち主語と目的語の間の顕在性を強く意識
する言語であるという点と、もう一つは「する」的表現を「なる」的表現よりも好むとい
う程度の点である。そして「する」的か「なる」的か、どちらかの傾向に傾くことが、傾
いた言語傾向の性質を傾かなかった言語傾向の性質にまで影響するのではないかと思われ
る。つまり、日本語にも顕在性はジョンとボールとの間の語順に反映されているが、日本
語が「なる」的に傾いたことと、「する」的な表現における顕在性の自由度が高くなって
いることの間にも関係があるだろうということである。言語がさまざまな側面におたがい
に影響し合っているということから言えば自然なことである。
言語に顕在性という共通の特徴は見られてもそれが優先される程度が違えば、言語の進
む傾向や特徴は大きく変わるのである。
３．２

生物の場合

生物にも程度の差がその後のあり方に大きく影響する例がある。ここでは二つの例を紹
介したい。
一つは爬虫類の性への影響である。爬虫類の中には温度によって雄になったり雌になっ
たりするものがいる。すべての爬虫類の性が温度に依存するわけではないようだが、名古
屋大学の島田清教授によれば、調べられたすべてのワニ類、多くのカメ類、一部のトカゲ
類で温度が違うことで性が決定されるという。特にワニ類ではほとんどの場合、卵期間の
中期の環境温度域の低いほうから、雄、雌、雄という、一見不思議なパターンで、生まれ
る個体の性が変化するようだ。トカゲの中には低温度域で雌が生まれ、高温度域で雄が生
まれる種もあるが、逆にある種のカメでは低温度域で雄、高温度域で雌となる。いずれの
例も温度の程度の差がその後の発達の方向性、つまり性に関しての体の全体的特徴を決定
づける。
温度が生物に与える影響でよく知られている他の例が同種の生物でも北と南で大きさが
違ってくるアレンの法則とかベルクマンの法則の例である。体温を維持する必要性から環
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境によって大型であるほうが有利かどうかが決まるのである。
もう一つ、糞虫の例を挙げたい（デビッド・スローン・ウィルソン：2009）。餌は動物
の糞であるが、オスになる場合、幼虫のときにどのくらいの量を餌にするかで、生き残る
行動様式が決まってしまう性質がある。オスになるかメスになるかはサナギになる段階で
特定の性染色体の有無によって決まる。しかしオスになることが決まった場合、そのオス
がどのようなオスになるかは餌の量で決まる。餌を多く取ったものは角が生えるが、多く
取れずに成虫になった場合、角がはえない。体の大きさの評価から角がはえるかどうかが
決定される。それによって行動に差が生じる。多く餌を取ったオスは角がはえ闘争する機
能を持つため、自分の作ったトンネルの中にいるメスに他のオスが近づかないように見張
りをする。しかし餌が少なかったオスは角がはえない。もとより体の大きな角のあるオス
には勝てないため、子孫を残すためメスの近くにトンネルを掘ってメスに近づく方法を取
る。しかもこの戦略を取る場合はトンネルを進む時、かえって角がじゃまになるため、逆
にないほうがよい。体が小さくて相手と戦えないという不利な条件を逆手に取って、角を
持たない戦略を取り、その条件を生かした子孫を残す方法を取るのである。
環境に対応して生き残っていく計算されたような生存のあり方にも、程度の差が影響し
ていることが見られる。
４

代替という共通性
程度の差がそのあり方自体を決定づける点で生物と言語には似た特徴を見たが、それ以

外にも共通点はいくつもある。その一つが代替である。
言語はいくつかの要素が欠けてもそれで途端にコミュニケーションが全くできなくなる
わけではない。たとえばある語が発話中に出てこない場合は別の表現を使う。コミュニケ
ーションは現場とのやり取りで決まるため、常に予測できない事態に直面している部分が
大きい。それだけに多様な表現方法が必要である。だからある内容を伝える場合、比喩的
に伝えることもある。人間が自ら人工的に作り出した暗号のような言語は機械的で一旦崩
れると解読が不可能になったりする。しかし我々が使う言葉はそうではない。言葉以外の
ジェスチャーや、逆に沈黙によって意思を表明できる場合もあり、バリエーションの広い
代替が存在するのである。多様な選択肢はバックアップ的な役割を果たし、コミュニケー
ションの存続を大いに助けている。
生物も似た特徴がある。一つだけ例を挙げると、福岡(2007:238-254)には膵臓にあるＧＰ
２というタンパク質の有無が何を引き起こすかを実験した例が紹介されている。福岡氏は
膵臓にＧＰ２という多くのタンパク質が存在することを突き止め、このたんぱく質が膵臓
の中でどのような働きをしているのかを調べようとした。膵臓の中でこのタンパク質は大
きな割合で存在していることから何がしかの役割を担っているはずで、それを確かめよう
と、ＧＰ２というタンパク質がないノックアウトマウスを作った。ノックアウトマウスは
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人工的にある要素を欠いた状況を作ったネズミであるが、そのタンパク質がなくなること
で体にどういう異常が起こるのかを調べれば、その役割を見ることができる。
ところがネズミの膵臓にはＧＰ２が多くあるにもかかわらず、全くない状況を作り出し
ても生存に何の影響も及ぼさなかったという。何らかの働きをするためにＧＰ２が存在し
ているのであろうが、なければその代用を他の何かがやってくれることによって体の中を
正常な状態に保ってくれることがわかったのである。
このような柔軟性は機械では見られない。機械であればどこかを壊せばそれに関連する
ところが何らかのトラブルを起こす。暗号と同様である。
人間が意図的に作り出したわけではない自然言語に代用という特徴が備わっているのは、
生物の持っている生存に対する防衛が反映されているからではないかと考えられるのであ
る。
５

階層的であること
生物や言語は階層的な構造をしている点でも共通している。言語学の一つの分野である

統語論では tree diagram というものを使う。文には単文、複文などの種類があるが、John
knows that Mary knows the fact.という複文は主節の John knows に that 以下の単文が埋め込ま
れている。主節とか従属節という言葉からもわかるように主語や動詞を持つ文であっても
同じ地位、階級にあるわけではない。ある文に別の文が埋め込まれることが起こっている。
情報の多い内容を作ることができるのは階層構造をしているからである。
階層構造は名詞にも見られる。英語では a girl of blue eyes in my class を a girl in my class
of blue eyes と言うことはできない。Of blue eyes という句は in my class よりも a girl との意
味的関連が強く、さまざまな種類の形容詞の語順同様２）、英語では本質的な特性が名詞の
近くに置かれる。そのため名詞とさまざまな種類の形容詞との間に階層ができるのである。
しかし日本語ではこのような階層構造はない。上の語句の訳なら「青い目をしたクラス
の女の子」とも「クラスにいる青い目をした女の子」とも言えることからわかる。こうい
ったところにも意味と形式の関係の距離のあり方が日本語と英語では違うことが見られる。
こういった語順の制限は主語と動詞の語順に見られたように、日本語、英語の特性とも
合致しているが、語句にせよ文にせよ、階層をなし、繋ぎ合せて段階的に大きな単位を作
ることはどの言語でも同様である。英語ならアルファベットをつなげて単語を作り、接頭
辞や接尾辞を付け加えて語の意味を拡大し、そこに前置詞等を伴った語句を付け足したり
しながら大きい単位にし文を作る。さらに文をつないで複文、重文として内容を膨らませ、
パラグラフを作り、さらに章を立てて作品にする。これらが各言語でおよそ共通している
ことからも、言語によって性質は異なるものの階層構造は言語の重要な特徴と言える。
生物も階層的な構造をしている。美宅(2002:26-27)の説明を引用しながらまとめると、複
雑な生物の体を作るために自然がとった設計方針は、階層的に構造をつくるということで、
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わたしたちの体は小さな細胞を重ね合わせて、端から端まで小さな細胞の積み木でできて
いる。こうすれば、ひとつの細胞をつくり維持するだけのしくみと、分裂させて細胞を増
やすしくみを用意すれば、小さなネズミから大きなゾウにいたるまで、ほとんど同じ命令
のセットでできる。体が細胞の積み木によってできているように、細胞もより小さな構造
体の積み木でできていて、細胞の部品は、核酸、タンパク質、糖、脂質などの分子である。
ひとつの細胞をつくるのに、数十兆個のタンパク質がつくられる場合もある。しかし、あ
るタンパク質をつくるのに、そのための特別注文の装置を用意することはない。すべての
タンパク質をつくるのに、同じリボソームという装置を使いまわしている。核酸、糖、脂
質も同じで、特別の場合を除いて、使いまわしがきく装置を使っている。
こうした装置の使いまわしと部品の積み木構造で細胞をつくっていくことには、大きな
メリットがある。設計が単純で、そのための情報が最小限ですむからである。・・・小さ
な分子をつなげて高分子をつくり、それらの高分子をたくさん組みあわせて細胞をつくる。
そして、細胞を積みあげて体をつくる。さらに言えば、個体がたくさん集まって、ひとつ
の社会をつくっている。単純なルールで非常に複雑なものをつくるのに、もっとも効率的
なやり方が、階層的な構造形成であり、生物の体はそのようにしてつくられているのであ
る。
この説明からも生物と言語の成り立ちに階層構造という共通性が指摘できる。そして根
底には言語にも見られる効率性や経済性があるものと思われる。
６

共通するけど多様

６．１

ＤＮＡと細胞に相当するもの

－

基本的言語構造の獲得と翻訳における差

成立過程や内的な構造以外でも生物と言語の間には共通性がある。すぐに思い浮かぶの
が多様性である。桁こそ違っているが、言語が数千という数の存在が確認されており、生
物は何百万種という数だ。この数字の違いは人口の数と地域的な隔たりが関係しているた
め生物の数に及ばないだけであって、現在６千語と言われている言語数は死語となってい
るもの、確認されていないものまで含めると相当の数に上るはずである。
近藤滋

笹井芳樹氏

他（2011:48-53）の第一章は『「共通しているのに多様」という生

命の不思議』というタイトルである。その内容を見てみると多様性が発生するあり方も言
語によく似ている。第一章の記述の重要な部分を引用しながら多様性の獲得に至る過程を
ごく簡単にまとめると以下のようになる。
“生物を形作っているのはＤＮＡで我々はＤＮＡがすべて支配しているような印象を持っ
てしまうが、実際は現場に対応している細胞の自主性にまかされていることが多い。大ま
かなことは遺伝子が決めて、あとは細胞という現場に任せる。それが生物の成り立ちの基
本である。・・・そして現場に任せるということが生物の世界に大いなる多様性を持ちこ
んだ。”とある。
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これを言語に当てはめてみると言葉を習得するのは生まれたときに何の言語に触れるか
で決まる。その場合ＤＮＡに当たるのはおそらく言語間で翻訳が可能である名詞や動詞等
の、ものごとを概念化する能力だろう。３）文の骨格にあたる基本的な成り立ち（名詞、動
詞、そして主語、目的語に相当する関係がある）がＤＮＡにあたり、選択される言語、そ
れが獲得する語独自の意味の広がりが細胞の働きに相当する。
詳細は別の機会に譲りたいが、生物と言語に同様のメカニズムが働いている可能性はこ
こにも感じられる。
６．２

認知言語学と生物学の共通点

さらに重要なことは、言語分析にあたって数十年の間、議論の的となっている普遍文法
の存在の有無との関連である。
塚谷裕一氏は生物の本質のひとつは上で述べた多様性であると述べている。４）この中で
重要な主張は「物理学の場合は統一理論を追求しているのだろうが、生物の場合はケース
バイケース、全部の生物に共通の原理があると思っている人もいるだろうが、そんな原理
はたぶんない、本質的に個別論である」としている点である。
認知言語学と相反する考え方のもとに言語分析をしているのが生成文法であるが、生成
文法はどんなに多様に見えようともその背後には普遍的原理（普遍文法）があるとの前提
が根底にある。
しかし認知言語学の研究者は、塚谷氏の主張と同様、統一理論の追及ではなく言語も本
質的に個別論であると考えている人が多い（と思われる）。
生物が統一理論を追求できそうにない理由は多様性にある。したがって言語が多様でそ
れぞれが違う様相を見せ、異なる部分が多ければ多いほど、個別論になるのは当然である。
しかも普遍文法に懐疑的な例は、間接的ではあるが言語の発音のあり方にも見られる。
言語によって発音が違うことは他言語を習う際経験するが、ＭＲＩを使って違う言語を発
話する際脳のどこが関わっているかを見ると、言語によって使っている脳の部位、箇所が
違っていることがわかっている（2004:201-206）。たとえば舌の動かし方において他言語と
は違った複雑な筋肉の動きを必要とする言語があれば、その指令に関わる脳の部位は他言
語とは違うことは容易に想像できる。実際、習得した第一言語である脳の部分が使われる
からこそ、新しい言語を習得する際、その言語を第一に習得した人ほどには流暢な発音が
できないのは、まさに使われている部位が違っているからである。つまり各言語の発話に
おいては、すべての言語の発話に関わる部分は同じ一ヶ所に固まっているわけではなく脳
全体に点在しているのである。
あくまで現時点での推測だが、この事実から推測すれば、発音以外の、たとえば文法を
操っている箇所もすべての言語で一つの領域だけだとは断定できないことになる。発音同
様に文法の規則も言語で大きく違っているためである。
もしそうであれば、どの言語にも共通する核となる普遍文法を操る部分は存在しないこ
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とになる。５）
この点からも生物の多様性と言語の多様性の関連性を考えることは重要であるし、提案
しているように両者には同じからくりが背後にある根拠と言えると考えられるのである。
まとめ
生物がある特徴を備え、変化していくのは一つのことだけが変化するわけではない。鯨
の祖先が陸上動物から海に進出していったことはよく知られている事実だが、それに至る
にはあらゆる器官が陸上から海中に向くように変化しなければならない。鳥が飛べるよう
になるには体全体が飛行に耐えられる程度に軽くなる必要があるが、それだけでは十分で
はない。地上の獲物を獲得できるよう目も発達しなければならないし、雨に降られれば雨
をはじくような羽の特徴、仕組みも必要である。地上から海に、地上から空中に生活を移
すためには体全体が一つの方向に向かって変化しなければならない。冬眠する動物は食物
を長い期間取り込まないでも耐え得る体の作りが求められる。
こういった変化はいずれも体の一部の変化で成し得ることではない。ある環境への移行
を求められる場合は新しい環境が要求するすべてが連携して変わらないといけない。どん
な生物にも多かれ少なかれ環境に対応すべく、一つの方向にすべてが変化していく仕組み
が体に備わっている。
この点からも、言語が「する」的、「なる」的に変化していく事実はまさに生物に備わ
った特性が反映されていると考えられるのである。
注
１）以前新聞記事で二行に渡って書かれてある「オートバイ列車はねる」という見出し
を見たことがある。オートバイは五文字、列車はねるも五文字なので字数を整えるために
このような記述になったのだろう。もちろんオートバイが列車をはねたわけではない。列
車がオートバイをはねたのだ。しかしこの見出しを見た瞬間、あたかもオートバイが列車
をはねたような文章に読めてしまって違和感があったことを覚えていることからも行為を
行うＳが最初に来る意識が日本語を使う者にもあることは理解できる。
２）英語では形容詞が名詞を修飾する順序がほぼ決まっている。冠詞が一番外で、数、
序数等が次に外側に来て、名詞の特性に近い形容詞が名詞の近くに置かれる。
３）ただし対応する語の意味は言語によって意味の広がりが違うため違っている。二つ
の言語の間で対応する語の意味が中核的な点で一致していても周辺部分に意味の違いが出
ることもあれば、もともとかなり違っていて周辺部分の意味が重なる場合もある。
４）塚谷教授の主張は２０１５年４月に公開されていた researchmap におけるインタビ
ュー（つながるコンテンツ）からの引用である。
５）発音は言語で違っているが、一方で思考や意志を操る部分は共通している部分もあ
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るだろう。脳の中に言語に関係する部分は複数あり、おそらくはその組み合せが多様であ
ることから、それぞれの言語が独自の性格を持つのだろう。生物が多様であり得るのもこ
れと同様、環境が要求するものにしたがって、複数の組み合わせが反応し、相互作用しな
がらその中で必要とされるものだけが残り、最終的に独自の組み合わせの選択が出来るか
らではないかと考えられる。
参考文献
池上嘉彦

1980

『「する」と「なる」の言語学』

近藤滋、笹井芳樹
立花隆

2004

他

2011

大修館

『細胞「私」をつくる６０兆個の力』ＮＨＫ出版

脳とビッグバン

朝日文庫

平見勇雄 2009「言語と生物の類似点に関する一考察」
吉備国際大学社会福祉学部研究紀要 19.113-121.
平見勇雄 2010 「言語と生物の類似点に関する一考察２」
吉備国際大学社会福祉学部研究紀要
平見勇雄

20.99-107.

2011「言語と生物の類似点に関する一考察３」

吉備国際大学研究紀要（社会福祉学部）21.101-108.
平見勇雄

2013「言語と生物の類似性に関しての考察」

吉備国際大学研究紀要
平見勇雄

人文・社会科学系 23.95-104.

2014「言語と生物の類似点に関する一考察６」

吉備国際大学研究紀要

24.23-31.

人文・社会科学系

福岡伸一

2007 生物と無生物の間

美宅成樹

2002

分子生物学入門

デビッド・スローン・ウィルソン

講談社新書
岩波新書
2009

みんなの進化論

ＮＨＫ出版

Lagnacker, Ronald(1993)”Reference-Point Constructions,” Cognitive Linguistics4-1,1-38.
Lakoff,George & Mark Johnson 1980. Metaphors we live by. The University of Chicago Press
Taylor, JohnR.1989b”Possessive Genitives in English,” Linguistics27,663-686.
Taylor, john R.(1996) Possessive in English, Oxford University Press, Oxford.

118

石川英夫

世界に通用するグローバル人材育成の視点
異文化間コミュニケーションとホスピタリティ・マインドと日本人

元博報堂海外ネットワーク局長・常勤顧問
NPO 法人日本ホスピタリティ推進協会（JHMA）顧問
はじめに
人と人とが調和したり、反目したり、離合集散したりすることは日常茶飯事であるが、
摩擦やいさかいを抑え、相互に調和、共感、共鳴のための努力をしながら無事平穏に生き
ていきたいと人は願う。そのための手段がコミュニケーションである。しかも、コミュニ
ケーションには、人それぞれによって濃淡、強弱、深浅、軽重、巧拙、柔軟、硬軟、個性
などが付きまとう。その根源には知識、感性、機転、知性、手段などの量と質の格差があ
る。私たちは、これらの格差を教育で充足できると思いがちだが、なかなか思い通りには
いかない。多分に先天的な部分があり、生まれ育ちの環境要素があり、体験量にもよるた
め、教育だけでは不十分である。そうした状況をリードするのが「知識は富の源泉なり」
という考え方である。「富」とは財産のことであり、つまり上質の金、家族、友人、幸せ、
充足感、連帯、絆などであるが人間行動の向上は先ず知識から始まる。
日本人に対して、これからの世界で生き抜くには「自慢しなさい」「大きな声で話しな
さい」「でしゃばりなさい」と松浦晃一郎前ユネスコ事務総長は檄を飛ばしている。全く
同感であるが、これらに「見知らぬ人ともと親しくなろう」を付け加えたい。それらを有
効に実践させるには広く世界に通じる「ホスピタリティ・マインド」（思いやりの心の実
践）を活性化させること。そして、その効果を確かにするために、先ず日本語を磨こう。
そして、半端ではない英語をそれに重ねよう。そうして自分の言葉にして使ってみなは
れ！Give it a try! それは、まさに４輪フル駆動を手段とした「生きたコミュニケーショ
ン」であり、それが意のように働けば報われることは無限である。

Ⅰ．現状と課題

1)

ホスピタリティとは＝Getting to Thank you. そして、そのマインドとは？
ホスピタリティを発動させる梃子
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2)

２１世紀の時代はＩＴプラス心の時代。言葉が独り歩きしている。

3)

２１世紀の日本人は、
・出しゃばりなさい

Keep and secure presence!

・大きな声で話しなさい Speak up!
・自慢しなさい Be confident and proud! （この３点・松浦晃一郎元ユネスコ事務総長）
・知らない人にも親切に Be hospitality-minded!（石川追記）
4) 何事もいい加減・半端ではダメ。Be meticulous! は報われる。Do you speak English?
Yes but a little. これは危険。アメリカ人に Do you play golf? と問えば Yes, very
much.（かなりやりますよ） と返ってくる。
5)

しっかりと自分を知り、相手を知り、そして考えること Think! 5W1H. Analog vs.
Digital.が勝敗を決める。

6)

他人も自分も同時に大事にする。それが偽りのないホスピタリティ（思いやり）。

7)

３配り：・心配り・気配り・目配りに抜かりなく。

8)

言葉の定義上手になろう。Be articulate! （メリハリをつけよう）友人とは？ friend
の 定 義 は ？ 海 外 で は 知 日 家 を 親 日 派 に 変 身 さ せ る 。 同 僚 （ colleague ） と 友 人
（buddy）の違い。「一言でいってください。」にちゃんと対応したい。

9)

友人との関係をいつも貸し借り無し、つまりチャラにしておく。Reciprocity という
借り過ぎ/貸し過ぎは人間をダメにする。

10)

言 葉 を 理 解 し て 正 確 に 使 い 分 け よ う 。 例 え ば 、 ゲ ス ト （ guest ）、 カ ス タ マ ー

(customer)
クライアント（client）。語彙の蓄積を豊かに（Thesaurus の活用）。
11)

社交用の大道具、小道具：履歴書、家族の写真を必ず携行すべし。ストーリーは相
手の共感、共鳴、好感を呼ぶ。A picture tells you a thousand stories.

12)

無音やご無沙汰は損をする。（Drop a line のすすめ）。沈黙は凶器、相手を怖がら
せる。だから、Drop a line. を励行しよう。コミュニケーションは生きるための
コストであるから。

13)

受領確認（acknowledgement）を怠るな。怠惰の証。黙殺、無視、嫌悪につながる。
常時 I’m interested. の知的緊張感を持続させる。しかし、不得手な領域には involve
しない。That's not my turf. といって引き下がる。

14)

紹介上手 （affable, adorable など適切語彙を豊富にストックする）。人間関係作り
が上手になる。他人をほめる。そのための語彙を蓄える。Affable. Lovely. Cute.
Adorable…

15)

Mr. (Mrs. or Ms.) However（見落としを良しとしない人） の希少価値。

16)

日本人の不精（面倒くさいと言いがちな）症候群に本人たちは気付いていない。
・筆 不 精
・挨拶不精
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・お礼不精
・親切不精
・思考不精（拝金思想はびこる）
17)

日本人の機転・機智・笑・ジョーク・ダジャレなどの感覚・感情表現力の劣化。

18)

ラポール（rapport）形成の努力の欠如。社交力強化のすすめ。

19)

日本及び日本人の世界に誇る美徳の数々を内外に分かりやすく説明し、理解させて
助っ人になってもらい、それらを守ろう。知日家は放っておいても出来るが親日家
を
増やすにはかなりの人的努力が要る。

20)

例えば、福澤諭吉の｢学問のすゝめ｣から教わることはあまたある。
・外人と商談における卑屈さを排する。
・顔かたちを明るくし、人と会った時、嫌われないようにせよ。
・旧友を忘れず、新しい友を求めよう。
・判断力を養うのが学問である。
・積極的に交際を持て。
・スピーチ（演説）のすすめ。自分の意見を人に伝えよう、などなど。

21)

行儀・作法を尊ぼう（blunt, arrogant を排する）。Neat（明朗・清潔）の意味を吟味
しよう。

22)

形も大事、中身も大事、人も大事。Form follows function. Meanings are not in words,
but in people.

23)

「ありがとう（Thank you）」の意味とその効用。善行のすすめ。Appreciation の
意味も併せ、吟味が必要。
How many times did you say “Thank-you” yesterday?

24)

挨拶の定義と効用
定義の一例：「私はナイフも銃も持っていませんからあなたに危害を与えるものでは
ありません。あなたの味方です。仲良くしましょう。」
だから、How are you?

I’m fine and you. 握手やハグがある。

25)

知識は富の源泉なり（戦後の世界を変えたアメリカＩＢＭ社のスローガン）。

26)

犬が西向きゃ尾は東＝make sense. さもないとナンセンス（nonsense）。

27)

デジタル（just）とアナログ（about）の違いに要注意。翻弄されないこと。

28)

付き合う相手を見極める：手紙族か、メール族か、電話族か、面談・面会族か？

29) チャット(chat) とスモールトーク (small talk) の違いを巧みに駆使する（TPO 感覚）。
話し上手、聞き上手に繋がる。
30)

日本人と欧米人のレスポンス・パターンの違いを知り、その術に長けよう。

31) 有効なコミュニケーションの流れ：観察、評価、伝達、実行、そしてその繰り返しを
継続する（a train of thought）。
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32)

言動は即断即決。そして、果断な変更、訂正、加筆・・・そしてマメに徹しよう。

33)

前例に頼るな。Resent the known and respect the unknown.

ある優良企業の VIM

(Vertically Integrated Marketing)。個性的ドグマの創出。
34)

民主主義と権利意識（行使しても、行使しなくともよい）。どちらが得をするか。

35)

ハンター（hunter）精神を育もう（やってみなはれ！Give it a try!）。

36)

社交力を身につけよう（人間好きが基本）。

37)

majority（大衆・多数派）か minority（小衆・少数派） の損得勘定。

38)

ほう・れん・そう（報告・連絡・相談）を励行しよう。加えて、英語をマスター
しよう。

39)

いつも自分に How do I look? と問いかけよう。

40)

ノーエラー・ノーミステークに徹しよう。そのためにマニュアル（手引き、便覧、
取扱説明書）を重視・必携して読み抜こう。

41)

短い話を長くしよう。Make a short story long. さもないと他国の友人たちに先を越
される。友が遠ざかる。コミュニケーションが停滞して交渉等が出来なくなる。

42)

ついには communication の最たる武器であり効能である negotiation が出来るよう
になろう。Then, you will feel comfortable.

Ⅱ．異文化間コミュニケーションに関わる考察項目

1)

「選び文化」の欧米人と「合わせ文化」の日本人

2)

「簡単に断る」欧米人と「断るのが難しい」日本人

3)

「感情を表に出さない」日本人と「感情を正直に表現する」欧米人

4)

「明快に表現する」欧米人と「間接的で曖昧な表現を好む」日本人

5)

「できないことは約束しない」欧米人と「有言実行を怠る」日本人

6)

「交渉する」欧米人と「交渉しない」日本人

7)

「”Thank you” を多用しすぎる傾向」の欧米人と「思っていても頑なに”Thank you”
を言わない」日本人

8)

「Two-way (互恵)」の欧米人と「One-way(一方的) 」の日本人
：reciprocity/hospitality

9)

「デジタル」な欧米人と「アナログ」な日本人

10)

「書き続ける」欧米人と「キーボードを叩き続ける」日本人

11)

「『シニア』に敬意を表し、生き方のモデルを探る」欧米人と「『シニア』を揶揄し、
パロディ化しがち」な日本人

12)

「面白いですね」で終わる日本人と「もっと聞かせて」と迫る欧米人

13)

「何となく・・・」の日本人と「だから納得 (make sense)」の欧米人
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14)

「アイコンタクトを意識する」日本人と「それが自然体」の欧米人

15)

”Make a long story short” の日本人と ”Make a short story long” の欧米人

16)

”Shilly-Shally” （優柔不断）の日本人と「意志強固」な欧米人

17)

「控えめ」な日本人と「自慢する」欧米人。Pride （誇り）と Arrogance （空威張
り）は違う

18)

「『文書を紙屑的』に見がち」な日本人と「『文書』を大事にする」欧米人

19)

「察してもらいたい」日本人と「言葉にして安心する」欧米人

20)

「『"About" 』感覚｣の日本人と｢『 “Just” 』感覚｣の欧米人

21)

「やせ我慢して見栄を張る」日本人と「無理をしない」欧米人

22)

「陰気」な日本語表現と「陽気」な英語表現

23)

「『長い話』が不得手」な日本人と「『短い話』は考えられない」欧米人

24)

偉い人が「偉そうに見えない」日本人と「偉そうに見える」欧米人

25)

”Good listener” の日本人と”Critical listener” の欧米人

26)

”Why” と聞かれると「”By the way”で応じる」日本人と「“Because”で応える」
欧米人

27)

「『お上手』が言えない」日本人と「さりげなく『お上手』が言える」欧米人

28)

『忘れるな』を「 “Don’t forget” と言いがちな」日本人と「『”Remember” 』と言

う」
欧米人
29)

「受信したらマメに“acknowledge” する」欧米人と｢『面倒』だと言う」日本人

30)

「”Say” や “Speak” や “Meet”だけで友人になった気持ちになる」日本人と「”Do”
まで待って友人になる」欧米人

31)

「『プレゼンテーション』を『形』と受け取る」日本人と「『お金の源泉』と受け
取る」欧米人

32)

「『受領確認をしましょう』と言うと『確認』だけはする」日本人と「『受領確認』
の上に、もっと対話を継続させようと努力する」欧米人

33)

「仮説下手」の日本人と「仮説上手」の欧米人

34)

仕事で「 “Review”に乗り気ではない」日本人と「“Review”を重要視する」欧米人

35)

履歴書で「過去の実績が重要に見せる」日本社会と「現在が重要」な欧米社会

36)

「記憶を大切にする」日本人と「メモを大切にする」欧米人

37)

家族の写真を「携行しない」日本人と「携行する」欧米人

38)

「同窓会好き」な日本人と「同窓会の概念不在」の欧米人

39)

”I-attitude”の日本人と “you-attitude”の欧米人

40)

「衝動買いする」日本人と「計画買い」の欧米人

41)

社交の場で「公私を明快に分離させようとする」日本人と「公私を混同しシナ
ジー(相乗効果)を狙う」欧米人
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42)

食べ物を｢味 (taste)で楽しむ｣日本人と｢歯茎と舌 (texture) で楽しむ｣欧米人

43)

｢発信者中心の訴え方で想定できる相手からの反応を計算に入れない｣日本人と
｢相手の反応を探りながら安全運転で論理を進めて間違ったら即座に路線を修正
する｣ 欧米人

44)

｢初対面で名刺を直ぐ渡す｣日本人と｢相手をよく観察してから名刺を渡す｣欧米人

45)

「誇れることあっても遠慮して隠しがち」な日本人と「相手に知らせてあげよう、
そして喜ばせたいと願う」欧米人

46)

「同じことを 2 度尋ねたり、話されたりすると相手の見識を疑いがち」な日本人と
「大事なことは何回も言って了解を取り付けようとする」欧米人

47)

「お互いの傷口をなめ合い相互幇助を試みる」日本人と「現場を離れようとする」
欧米人

48)

「内弁慶気味」の日本人と「何処へ行っても”something new”を外に求める」欧米人

49)

「発信先を自ら限定し狭めがち」な日本人と「受信先に深く入ろうとする」欧米人

50)

「”As you know”を連発する」日本人と「“Please listen” や “Tell me・・・"連発
する」欧米人

51)

「偉い人の名や発言を多く引用し自分の知識と人脈の広さを誇示しがち」な日本人
と「引用は自説の信用度アップのための資として重用する」欧米人

52)

「交渉する」日本人と「交渉する」欧米人中間報告

53)

「中間報告(interim report)を不要といいがち」な日本人と「中間報告必須を訴える
欧米人

54)

「歴史をパロディ化しがち」な日本人と「厳とした教訓として respect しがち」な
欧米人

55)

質問に「素直に答えず相手のイラつかせる」日本人と「即座に反応し回答し Q&A
で補足する」欧米人

56)

「仮説話に乗りたがらない日本人」と「仮説を思考・思慮深化のための手段として
重要視する」欧米人

57)

言葉の定義を「状況に合わせて使い分ける」日本人と「明快な相互理解の手段とし
て正確を期す」欧米人

58) 「あるプロジェクトのリーダーが退いてもプロジェクトを続ける」日本人と「リーダ
ーが不在となったらそのプロジェクトを中止する」欧米人
59)

「顔つきや表情や涙に意義を探る」日本人と「発言内容・意図に意義を感じ取る」
欧米人

60)

「基礎が好き」な日本人と「応用が好き」な欧米人

61)

「叱る」日本人と「褒める」欧米人

62)

「Chat で済ます」日本人と「Small talk を好む」欧米人

63)

「ホウ・レン・ソウ(報告・連絡・相談) プロセスを重視する」日本人と「結論を求
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め
る」欧米人
64)
65)

「学習してから楽しむ」日本人と「楽しみながら学習する」欧米人
マニュアル「半読み」の日本人と「熟読する」欧米人

66)

「メモが無いと不安」な日本人と「メモ無しで語れる」欧米人

67)

「外国語が出来ると即尊敬してしまう」日本人と「外国語が出来るのを特別視しな
い」欧米人

68)

「視線も口もよく動かない」日本人と「アイコンタクトや発言が活発」な欧米人

69)

「食べたものも、場所も、話したことも一応は憶えている」日本人と「話したこ
と、聞いたこと、最も話し合った相手の名前しか覚えていない」欧米人

70)

「『どちらの会社にお勤めですか』で判断する」日本人と「『何をしていらっしゃい
ますか』で判断する」欧米人

71)

「新卒（定期）採用が mores 」の日本人と「中途採用（不定期）採用が mores」の
欧米人

72)

「We 意識」の日本人と「I 意識」の欧米人

73)

「ゼネラリスト(全人格評価)」の日本人と「スペシャリスト（専門能力評価）」の
欧米人

74)

「終身雇用を当然視する」日本人と「転職が常識」の欧米人

75)

「内部昇進志向」の日本のサラリーマンと「転社・転職昇進を目指す」欧米人サラ
リーマン

76)

「目的志向プラス生活共同体としての組織で働く」日本人と「目的志向の組織体で
働く」欧米人

77)

「相対的権限下で働く」日本人と「絶対的上意下達命令系統で働く」欧米人

78)

「コンセンサスで動く」日本人と「トップの意思で動く」欧米人

79)

危機が発生した時、「お金や財産を最重視する」日本人と「生命を最重要視する」
欧米人

80)

「『理屈(make sense)』や『正論』を特別視する」日本人と「『理屈』や『正論』を
美徳視する」欧米人

81
82)

「前置きの長い」日本人と「即商談に入る」欧米人
「『沈黙』『寡黙』のメリットを教えられてきた」日本人と「『饒舌』『雄弁』のメリ
ットを教えられてきた」欧米人

83)

「初めから完璧主義」の日本人と「仕事を進めながら対話を続けて完璧に到達しよ
うと努力する」欧米人

84)

交渉とは「意見/情報交換の域を抜けきれない」日本人と「Yes or No を迫る」
欧米人

85)

「グループ（連名で）でやろうとする」日本人と「独り（個人）でやろうとする」
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欧米人
86)

「製造物責任に疎くマニュアルを読まない」日本人と「製造物責任に詳しくマニュ
アルを熟読する」欧米人

こうして、同文化/異文化を問わず人々は努めて共通言語らしきシンボルを使って会話を
しているにも関わらず、誤解が頻繁に起きる。ましてや世界中の多種/多彩/多様/複雑な生
活スタイルや言語、自然環境で構成される異文化の混在を背景としている人たちと対話を
している時には、必ず誤解が起きる確率が高いことを想定して行動した方がよい。「話せ
ば分かる」「説明すれば分かる」「大体分かる」という訳には必ずしもいかないのである。
だから、異文化コミュニケーションにおいては、特にその「分かり方」をこちらが期待す
る通りに相手に受け取って貰えない可能性がかなり高い、と覚悟した方がよい。特に内容
が明るくもなく、建設的でもない案件について強制的に説明責任（accountability）を果た
せと促されても、相手の理解や受容を取り付けることは至難の業である。

Ⅲ．国際化・グローバル化時代を生きるためのキーワード１０点セット

1. Be meticulous.（超注意深く）

2. Be curious. What’s new?（好奇心を磨く）

3. Only change is constant.（変化を怖がらない）

4. Be knowledgeable.（知識は富の源泉）

5. Make sense.（筋を通す）

6. Make a short story long.（おしゃべりになれ・沈黙はタブー）

7. Smile/Enjoy.（笑顔で楽しもう）

8. Take care.（身体も何もかも大事にしよう・もったいない）

9. Have a nice day!（毎日を新鮮に生きよう）
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10. Thank you.（感謝の気持ちを忘れない）

Ⅳ．体験的異文化間コミュニケーションとそのアプリケーション
－もしも我に英語が無かりせば－

1)

日本語が下手になる。語彙が増えない。

2)

両眼（和洋）でモノが見えない。

3)

海外を自由に闊歩出来ない。

4)

人見知りのままの人生。

5)

May I help you? の恩恵に浴せなかったし、与えられなかった。

6)

原書が読めない。

7)

人脈が広がらない。

8)

日本語の文脈構築だけのコミュニケーション手段で固まる。

9)

外国文化と日本文化の混合とブレンディングを体験できない。

10)

ホスピタリティの国際性を理解できず内国性にうずまる。

11)

上意下達に向いている日本語と平等バランスを基盤とした英語との違いに無知。

12)

先手必勝の気迫に劣る。

13)

文書化に対する配慮が希薄化する。

14)

仮設や仮定など推論構築に不慣れ。

15)

寡黙勝ちで speak up を面倒くさがる。

16)

相互コミュニケーションのバランス意識が希薄。

17)

交渉・権利・主張などの属性意識が欠如。

18)

日英語の語彙の蓄積が貧相になる。

19)

笑いが少なくなる。

20)

スモールトークとチャットの違いを意識しない。情報収集力の劣化につながる。

21)

質問が下手。

22)

言葉による危機管理意識の希薄化。

23)

会議の効果的開催と進行術の欠如。

24)

プロトコル・マナー・エチケットのミスマッチとアンバランスに気付かない。

25)

数々の気まずい（embarrassing and awkward）体験を積み重ねる。

26)

コミュニケーションの応用範囲が狭まる。

27)

英語話者から敬意や尊敬を得難くなる。

28)

ジョーク下手になる。

29)

スピーチやプレゼンテーション下手になる。
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30)

思慮分別に劣る (Let’s be discreet.)

。

31)

警戒心に欠ける。

32)

ほめ上手になれない。

33)

家族について上手く語れない。

34)

自己紹介が下手。

35)

自国の事が上手に説明できない。

36)

日本人であることの誇りを忘れがち。

37)

豊かな表現力（レトリック）に劣る。

38) 「ペンは剣よりも強し」の意識希薄になる。
39)

いい（野心的で進歩的で個性的な）上司に恵まれない。

40)

美味しいものが食べられない。

41)

世界の名所を訪れることができない。

42)

稀有の体験ができない。

43)

不精シンドローム（症候群）に染まる。

44)

日英両言語の単語や表現の言外の意味に疎い。

45)

言語におけるデジタルとアナログ体験のバランスが欠けるので表現が単調になる。

46)

交渉及び取引力が兼ね備わらない。

47)

有言実行のスピードがつかない。

48)

新しい友人が速やかにできない。

49)

Drop a line の効用が分からない。

50)

Form follows function. の真実に無知のまま。

51)

Lady first 対応に疎い。

52)

今の私はいない。

53)

異文化対応をもて余す。

54)

中途半端な meticulous さ（用心深さ）で終わる。

55)

世界的美術館、劇場、観光名所を知らず終いになる。

56)

相手の気持ちや立場に自分を置くことに気が付かない、面倒がる。

57)

人物描写が粗っぽいままで良しとする。

58)

あと一歩進んだセールスを怠る。

59)

素直に他人を信用する。

60)

既成概念を鵜呑みにする。

61)

論争を好まない。

62)

理屈は分かるが実行しない。

63)

他人を笑わすことの意義に無知。

64)

やってみなはれ！Give it a try! 出メモと感覚が不在。

65)

メシより話の場（欧米）で身を持て余す。
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66)

下手な自画自賛、自虐的な表情を見せて自分だけで笑う。相手を引き込めない。

67)

日本でも英解ネイティブ以上に英語上手になれることに気づかない。

68)

誇りに思うこと、尊敬に足るもの、good stories を常に探し求めて会話に生かそ
うと思わない。

69)

長い沈黙に耐えられる。

70)

文章や会話の中でインテリジェントな引用が出来ない。

71)

経済観念が生温いまま。

72)

会議運営が下手。

73)

流暢な英語に感心するばかり。

74)

アナログ感覚で大方良しとする。

75)

Make sense な語りが不得手。

76)

Stage fright (あがること）を自己暗示して自滅する。

77)

質疑応答を怖がる。

78)

即答が不得手。

79)

御用聞きだけで終わる。

80)

自分を知り、相手を知る習性が身につかない。

81)

相手の特別の関心を呼びそうな履歴書が書けない。

82)

Make a short story long. が容易でない。

83)

やってみなはれ！に後れをとる。

84)

アイコンタクトの必要性を気にしないから心が通じない。

85)

御用聞きだけで終わる。

86)

自分を知り、相手を知る習性が身に付かない。

87)

指示命令系統 (chain of command) に無頓着。

88)

笑みを忘れることがある。

89)

レストランのメニューが読めない。

90)

人の名が覚えられない。ファーストネームで相手を呼びにくい。

Ⅴ．要約すると
国際化・グローバル化の時代が到来し、異文化間コミュニケーションを避けては通れな
い時が来ている。英語教育はこれでいいのか。以心伝心を尊ぶ日本人固有のコミュニケー
ションの慣行はこれでいいのか。「目は口ほどにものを言う」でいいのか。筆不精・お礼
不精・挨拶不精など焦らない、こだわらない、ゆとりの行動は果たして今有効か。問われ
る案件は山積している。デジタル志向の西欧文化とアナログ志向の日本文化を比較すると、
相互に優劣、良悪が顕在化・潜在化を問わず現存する。異文化間コミュニケーションは両
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者から良き点を受け入れ、悪しき点を取り除き、相互に違う要素をミックスしブレンドし
て、その相乗効果を発揮せねばならない。それが数多ある案件のソリューションに繋がる
のである。しかし全てを一気に解決することはできない。そこでこれまでの考察から、次
のミッションであり、タスクでもある項目を実施・実践することから始めよう。
○仕掛ける （先手必勝）
○察する（相手の立場に立つ）
○人に好かれる表情（道聞かれ顔）を！ Be affable!
何もしなければ何も起きない。何も無ければ何か起こそう。それが「仕掛ける」ことで
ある。見知らぬ人にも声をかけよう。気が付かないことがあったら教えよう。必ず反応が
ある。その反応の輪は必ず広がる。笑がある。興奮がる。感激がある。心の絆が出来る。
協働が始まる。そこには必ず Excellent !

Well done!

Wonderful! などが飛び交う。

相手を無視したり軽蔑したりすることを止めよう。人間愛を信じよう。相手の立場に立
って案じ、行動しよう。このホスピタリティ・マインドがそこに人間相互間のラポールを
醸成し、ぎくしゃくしがちな人間関係（relationships）を円滑に推移させるのである。
自分を知り、相手を知る。人に好かれるよう努力しよう。コミュニケーションの原点で
ある。いつも How do I look? と自分に問い続けよう。心は顔に出る。隠すことはできない。
ならば、｢道聞かれ顔」を自らの肖像権として登録しよう。時には鏡に自分の顔を映して
みよう。そして、自分は相手から好印象を持って見られるかどうか常時気にしよう。ここ
で「良し」とした表情を英語で “affable” という。この表情こそ相手から好感を得るため
のサプリメントなのだ。こうして異文化間の心と理解の狭間は狭められていくのである。
以上
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諸英語および「日本英語」の通用性を考える
－米国学生への「日本英語」理解度調査から見えるもの－

橘

広司（関東国際高等学校）

１．はじめに
近年、国際英語論や World Englishes の研究は、多言語多文化共生社会の発展にともなっ
てその重要性を増し、ますます活発化してきている。そのなかに、日本人の英語のあり方
や、日本の英語教育における「国際英語」の位置づけをめぐる議論がある。筆者もこれま
で、日本語母語話者の文化・慣習・価値観を織り込んだ英語を「日本英語」と呼び、その
教育的意義に言及しつつ実践化に向けた提案や実践報告を試みてきた（橘 2012a、2012b、
2014a、2014b、2015 他）。とくに橘（2014b）では、「日本英語」の理念を英語教育に導入
することの意義を、言語人類学的意義、社会言語学的意義、異文化交流的意義、異言語学
習的意義の 4 つに分類し、モデル化した。これにより、ともすれば「完璧な英語でなくて
も通じればよい」、「正しい発音でなくても日本語訛りでよい」という本質を欠いた議論に
なりがちな「日本英語」論をより深化させた。本質的な「日本英語」論では、「そもそも
普遍的に完璧な英語や正しい発音は存在するのか」、「諸英語（Englishes）が〈通じる〉と
は一体どういうことか」を問わねばならないのである。
本稿は、「日本英語」を、日本語を基盤とした文化・慣習・価値観を表現しうる英語で
あり、日本語母語話者ができる限り母語使用時と変わらない精神と身体の状態で英語を使
用するために、自らデザインする英語の形と定義づけ、「日本英語」における慣用表現の
可能性を追究するものである。橘（2014a）では、上に定義した「日本英語」を具体化する
ために、4 つの実践項目を提示した。①「語彙の借用」、②「表現様式の保持」、③「和製
英語の容認」、④「慣用句の英訳」である。本稿の論点は、このなかの④「慣用句の英
訳」にあたる。
一般に、他言語の慣用句を英訳して、英語の文脈で使うなどということは、通用性の観
点からみても好ましいことではないとの意見が多いかもしれない。そこで本稿では、諸英
語にとって通用性とは何かについて論じつつ、諸英語独自の慣用表現の可能性を考える。
そのために、まず、筆者が『英語教育』誌（大修館）2014 年 3 月号にて論じた「諸英語に
学ぶ〈日本英語〉実践化の試み」（橘 2014a）を概観し、同年 7 月号に掲載された吉田
（2014）の橘（2014）に対する批判への反論を試みる。次に、諸英語にとって通用性をど
のように考えるべきかについて論ずる。最後に、筆者がアメリカ合衆国の高校生を対象に
実施した「日本英語」理解度調査の結果から、諸英語における慣用表現の可能性について
考察する。
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２．橘（2014a）における「日本英語」と吉田（2014）の「日本英語」批判
筆者が『英語教育』誌（大修館）2014 年 3 月号に投稿した「諸英語に学ぶ〈日本英語〉
実践化の試み」に対し、同 7 月号にて吉田孝氏より批判をいただいた。以下に、橘
（2014a）の論旨と吉田（2014）からの批判をまとめ、考察する。
2.1 橘（2014a）と吉田（2014）の論旨
以下は、橘（2014a）の論旨を箇条書きにしてまとめたものである。
・アジアやその他の地域では、英語のなかに独自の慣用表現や語彙を取り入れて、そ
れぞれの文化・慣習・価値観を豊かに表現している。
・われわれは特徴ある諸地域の英語を理解するよう努めるべきである。
・日本語母語話者もこのような諸英語に倣って、自らの価値観を表現できる「日本英
語」をデザインするとよい。
・言語に優劣はない。どんな大言語も、アマゾン奥地の危機言語も母語話者にとって
その価値は等しい。
・大事なのは、本来多様であるはずの土着のものを均質化せずに共通語を獲得するこ
とである。
・諸英語は、母語を基盤とした文化・慣習・価値観を取り入れて、諸地域で独自に発
展したさまざまな英語である。
・英米の英語だけが「正しい」のではなく、諸英語の「正しさ」は相対的である。
・諸英語のひとつとしての「日本英語」は、妥協や劣等感の産物ではなく、意識的に
創造し、選択するものである。
・「日本英語」の実践化のために、①「語彙の借用」、②「表現様式の保持」、③「和
製英語の容認」、④「慣用句の英訳」の 4 項目を提示する。
・慣用句には、民族の文化・慣習・価値観が詰まっている。諸英語ではそれを封じる
のではなく、使用するなかで異文化間の学び合いをすべきである。
これに対し、吉田（2014）の主張の要点は、以下のようなものである。
・日本人がモデルにすべき英語はいわゆるネイティブ・スピーカー（以下 NS）の英
語であり、その他の変種をモデルにする根拠はどこにもない。
・「日本英語」なるものは、学習の過程で出現する中間言語としての「結果」であり
「目標」ではない。
・そもそも独自に創作した「日本英語」の表現など NS には通用しないし、諸英語の
仲間入りは不可能である。
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2.2 吉田（2014）における「モデルとしての英語」
筆者は、英語が国際補助語として機能するこの時代に、NS の英語のみを教育モデルに
することが最善策とは思わない。吉田氏は、「歴史の古さ、使用人口の多さ、使用国の政
治・経済的国際上の格付けなど」を尺度としてイギリス、アメリカ、カナダ、オーストラ
リア、あるいはニュージーランド、スコットランドなどの英語を日本の英語教育のモデル
とすべきだという。つまり NS の英語こそが学ぶ価値のある英語だという考えである。
しかし、「歴史の古さ」とはどういうことだろう。Kirkpatrick（2007）も述べていること
だが、歴史的にみると、アメリカ英語はイギリス英語より新しいし、オーストラリアやニ
ュージーランドの英語はそれよりさらに新しい。それぞれ土着の言語の影響を受け、その
地域の環境、風土などを背景に独自の発展を遂げた変種である。古ければ古いほど純潔で、
学ぶ価値があるのだろうか。また、経済力の観点からすれば、たとえば GDP（国内総生
産）をみても、中国や日本、インドなどの方がイギリス、オーストラリア、ニュージーラ
ンドなどより上位に格付けされている。この点でいえば、「日本英語」にもかなりの分が
あるということになる。
そう考えると、吉田氏の挙げた英語教育のモデルのための条件と英語使用国の間には整
合性がないことがわかる。スコットランドやニュージーランドの英語もモデルにふさわし
いとしているが、条件とはかなり乖離している。つまり、吉田氏のいうモデルとは、変種
内の方言は「捨象する」と述べていることからもわかるように、日本人の大部分が「英
語」と聞いて思い浮かべる「訛り」の少ない「白人の英語」＝「権力としての英語」では
ないか。とくに条件を総合的にもっとも満たしている英語といえば、いわゆる「アメリカ
の標準的な英語」ということになる。事実、戦後日本の英語教育は今日までそのような英
語をモデルにしてきた。しかし、吉田氏の「政治・経済的国際上の格付け」などを基準に
ことばの教育の目標を定める価値観は、学校英語教育を人格形成や恒久平和に資する人間
教育と位置づけたとき、きわめて危ういものであるといわざるを得ない。われわれはこの
ような「長い物には巻かれよ」式の言語観や教育観を問い直すべきである。
３．英語教育における諸英語および「日本英語」の意義
筆者は、さまざまな英語が諸地域で使用されていることを認め、これらを広く英語教育
のモデルに加えるべきだと考える。また、日本における英語教育の（あくまで実用面の）
目標は、NS の英語に近づくことではなく、学習者が普段の心と身体に限りなく近い状態
で、自分らしい英語表現ができるようになることであろう。その英語には日本語の影響が
あってかまわないし、むしろ意識的に自分の文化・慣習・価値観を織り込めばよい。これ
を私は「日本英語」と呼ぶのである。橘（2014b）では、諸英語を英語教育のモデルとし、
「日本英語」を目標とすることの意義を論じた。4 つの意義は、表 1 のように、ことばと
人間の根源的な関係を根拠とした深層的なものから、個人の言語学習に関する表層的なも
のまで異なるレベルで提示されている。
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表1

諸英語および「日本英語」の教育的意義とそのレベル・機能

意義

レベル

機能

言語人類学的意義

人間

認識機能 （多様な価値の保護・母語による思考の継続…）

社会言語学的意義

集団

関係機能 （正統性の超克・権力関係の緩和…）

異文化交流的意義

対人

伝達機能 （異文化間リテラシーの育成・共通語の習得…）

異言語学習的意義

個人

啓発機能 （自信の獲得・運用力の向上…）

それぞれの意義に関して簡単に付言したい。①言語人類学的意義は、もっとも普遍的な
人間レベルにおけることばの認識機能に関する意義である。人間にとって、母語は話者の
思考を支えるものであり、世界観を形成するかけがえのないものである。英語教育がこと
ばの教育である以上、「人間にとってことばとは何か」というテーマに踏みこみ、諸言語
を相対的に捉えることの大切さを学習者に伝えるべきである。そのためには、母語の特徴
が織り込まれた諸英語を効果的に導入し、比較言語文化的な視点を育むことが必要である。
また、日英語の比較から得られる気づきをもとに「日本英語」を創作してみることも、諸
英語について考えるよいきっかけとなるだろう。
②社会言語学的意義は、民族や国家など集団レベルにおけることばの関係機能に関する
意義である。英米の英語に「正統な英語」という特権的価値を付与するような言語観をあ
らためるために、諸英語の導入が必要である。吉田（2014）は、英米の英語をモデルとし
て利用することが英語帝国主義につながるという懸念は理解しがたいと述べている。しか
し、英米の英語のみをモデルとすることは、それこそが学ぶに値する「正しい英語」で、
他の変種は知る価値のない英語だというメッセージになりうるのである。政治経済的（そ
して軍事的）強者の英語のみをモデルとする教育は、異文化理解、人格形成、恒久平和な
どの観点からもバランスを欠いているといわざるを得ない。
③異文化交流的意義は、対人レベルにおけることばの伝達機能に関する意義である。わ
れわれは、NS と会話をするためだけに英語を学ぶのではない。さまざまな母語をもつ
人々との関わり合いを想定しているのである。諸英語をモデルとすることで、知識のみな
らず、互いに認め合い、学び合う姿勢を学習者に身につけさせたい。相手のいうことが理
解できなければ聞き返せばよい。「日本英語」の表現が相手に伝わらない場合にはそれを
説明する技術が必要になる。たとえば、“I’m a paper driver.” という和製英語を含む表現を
相手が聞いて理解できない場合、“I have a driver’s license but rarely drive.”などと説明する責
任があるということである。相手が「なるほど、日本人はこんな面白い表現をするのか」
と思えば、その後も異文化交流は一層発展するだろうし、お互いに相手の文化的表現を学
ぶことができるだろう。
④異言語学習的意義は、異言語学習における個人レベルの啓発機能に関する意義である。
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学習者が日本的な英語表現を使ったときに、「NS はそんな表現はしません」、「それは日本
人的発想で、国際的には通用しないよ」などと一蹴するのではなく、程度にもよるが、
「面白い表現だね」、「その方が普段どおりの自分を表現できるね」と声をかける感性が教
員側にほしい。それは、学習者の英語に自信をもたせることにつながるだろう。
「日本英語」には、日本語の干渉により、図らずも表出する語彙や表現もあるが、それ
だけではない。自分らしい表現を意識的に創造・選択し、使用することに大きな意味があ
る。前述したように、「日本英語」は普段どおりの心と身体で自分をできる限り表現する
ためのものである。日野（2010）は「日本式英語は魂の解放である」と述べているが、言
い得て妙である。吉田氏のいうように「日本英語」が単なる不本意な中間言語であったり、
英米人のように話せないという劣等感を抱いたまま使用したりするのなら、「日本英語」
の自己啓発的な意義は半減するだろう。
４．諸英語における通用性
吉田氏は、筆者が「日本英語」の一例として挙げた慣用句のいくつかを NS に試してみ
たところ、「意味不明で、コミュニケーション以前の英語」だといわれたという。ここで、
ひとつはっきりさせておきたい。NS に一方的に理解してもらうために英語を学習すると
いう考え自体が、今日の英語事情を理解していない考え方であるということだ。「意味不
明だ」と却下することからは相互理解は生まれない。これは NS 側の態度の問題であり、
またその態度を当然と考える非 NS の精神の問題でもある。NS の表現は、NS であるがゆ
えに正しく、われわれの表現はそうでないから誤っているのだろうか。たとえば He has a
loose tongue.は彼らが使う表現だから認められ、He has a light mouth.（彼は口が軽い）と日
本人が表現したとしても認められないというのは Englishes の時代にそぐわない考え方であ
る。Smith（1992:76）のいうように、「母語話者は、常に唯一の通用性のジャッジではない
し、常に非母語話者よりも通用性が高いというわけでもない」のであり、「〈理解〉とは、
話し手中心でも聞き手中心でもなく、〈話し手－聞き手〉間の相互作用」なのである。
Honna（2005:83）は、NS の慣用表現である 4、5、6 が「正しい英語」であるのに日本語
の慣用表現を英訳した 1、2、3 はそうでないというのは道理に反することであり、その判
断基準は単にその表現が NS に使われているか否かということに過ぎないと述べている。
1. He has a wide face (is well known).
2. He has a black belly (is roguish).
3. He has a tall nose (is boastful).
4. He has a bitter tongue (is critical).
5. He has a sweet tooth (is fond of sweets).
6. He has green fingers (is fond of gardening).
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また、本名（1999:137）は、「私は学会のパーティーで “I have a son who is still biting my
leg at the age of 27.” (脛かじり)と言ったところ、その表現がおもしろかったのか、次の日ア
メリカ人が

“My son still chews my leg, too.” などと言っていた」と自身の体験を語ってい

るが、このような異文化交流は、思い切って自分の文化的表現を使ってみることから始ま
るのである。
吉田氏は、自身の授業で学生が創作した慣用句の英訳をいくつか挙げ、それらを通じる
はずのない「固定化され化石化された日本英語」と評し、「世界の諸英語に仲間入りする
ことは不可能であると感じ、学生達には直訳英語を使用する際にはくれぐれも慎重である
べきことを授業で伝えている」（吉田 2014）と述べている。しかし、筆者は、これは文脈
の問題であると考える。たとえば、学生の創作に「（いねむりして）舟をこぐ」を英訳し、
“He is rowing a boat.”としたものがある。これを何の脈絡もない状態で日本語を知らない
人に試したところで、期待どおりのやりとりができるはずはない。しかし、たとえば会議
中に「舟をこいで」いる人を見て、隣の席の人に “Look at him. He is rowing a boat.” と耳打
ちしたのなら、途端に通用度が増すはずである。相手は「なるほど面白い表現だ」と感じ
るだろう。コミュニケーションには文脈がある。文脈のないところでは、表現の意味はし
ばしば「化石化」する。これは「日本英語」に限ったことではない。文脈の中でこそこと
ばは息づき、自分らしい表現のなかでこそ、それは躍動するのである。学生が創作した表
現も、本人が思い切ってコミュニケーションのなかで使用してみることで、生きた表現に
なるだろう。
人間が共通語をもつということはどういうことか。見田（1995:172）のいうように、
「各々に特異なものを決して還元し漂白することのない仕方で、きわだたせ交響するとい
う仕方で、共通の〈ことば〉を見いだすこと」であり、「〈標準語〉に転化することのない
ような仕方で、つまり土着語を抑圧することのない仕方で、共通のことばをもつこと」で
あろう。標準化とは、特異なものを排除し、統一することである。諸英語の思想とは、端
的にいえば、国際化することで諸地域の言語文化を吸収し、多様化した英語変種を認める
ことである。まさに土着のものを抑圧せず、むしろ「きわだたせ交響する」ことに諸英語
の思想の価値があるのだといえよう。そう考えると、諸英語における通用性とは「〈話し
手－聞き手〉間の相互作用」なのであり、NS が唯一のジャッジではないという Smith
（1992）の言にあらためて納得がいく。
次章では、筆者がおこなったアメリカ合衆国の高校生を対象とした「日本英語」におけ
る慣用表現（日本語慣用句の英訳）の理解度調査に関する報告をする。
５．米国学生対象の「日本英語」理解度調査
5.1 対象
筆者は、「慣用句の英訳」の通用度を確認するために、アメリカ合衆国ネブラスカ州に
あるリンカーン市私立サウスウウェスト高校の生徒を対象に調査を行なった。回答者数は
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19 名（男子 9 名、女子 7 名、性別未記入 3 名）、同校の日本語クラスに所属する生徒であ
る。日本語学習経験は 4 か月未満が 13 名、2 年以上 3 年未満が 4 名、3 年未満が 2 名であ
る。このように、今回の回答者はアメリカ合衆国の中西部に住むわずか 19 人の高校生で
あること、日本語に多少なりとも触れたことのある生徒たちである上に、学習歴にばらつ
きがあることなどから、必ずしも信頼性のあるデータとはいえないかもしれないが、今後
の諸英語および「日本英語」研究に何らかの示唆を与えるものになりうれば幸いである。
5.2 方法
調査に採用した慣用表現は表 2 の通りである。なお、英訳は筆者自身がおこなった。調
査用紙には、日本語の慣用句の英訳を 20 例、それぞれ A と B の対話形式で文脈を与えて
示した（資料 1）。対話のなかの慣用表現の部分は斜体で示されており、回答者はその部分
の意味を考え、回答を記入欄に書き入れるようになっている。その際、意味を説明するよ
うな書き方でもよいし、その「日本英語」の慣用表現に相当すると思われる「アメリカ英
語」のイディオムを書いてもよいとした。調査は、日本語を担当する教員に依頼し、授業
中に実施してもらった。
表2

「日本英語」の理解度調査採用慣用句

make one's neck long（首を長くして待つ）

bend one's navel（へそを曲げる）

hear from the wind （風のたよりに聞く）

eight, nine out of ten（十中八九）

sweat-gripping（手に汗にぎる）

in front of one's eyes and nose（目と鼻の先）

come to one's head（頭にくる）

one thing is everything（一事が万事）

the candy and the whip（アメとムチ）

make the wind and waves（波風を立てる）

make one's tea cloudy（お茶をにごす）

have a light mouth（口が軽い）

throw one's spoon（さじを投げる）

set one's stomach（腹を決める）

cut stomach（腹をわる）

polish one's arms（腕をみがく）

a car on fire（火の車）

grind sesame（ゴマをする）

row a boat（舟をこぐ）

tears of a sparrow（スズメの涙）

5.3 結果と考察
出された回答は、正解（慣用句の意味内容を正確に理解しているもの）、ほぼ正解（多
少のずれはあるがほぼ理解しているもの）、部分的に正解（正解とはいえないが、部分的
に理解しているもの）、不正解／無回答（見当違いのもの／回答がなかったもの）の 4 つ
にわけて表にし、それぞれ人数を記した（資料 2）。
すべての慣用表現をまとめてみると、「正解」は全体の 42.7％、「正解」と「ほぼ正解」
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を合わせた割合は、50.3％であった。これらの慣用表現は、必要であれば若干の説明を加
えながら、文脈次第で積極的に使うことができるだろう。また、「部分的に正解」を含め、
何らかの理解があったものを合計すると 55.8％に上る。一方で、全体を見渡すと、不正解
／無回答の割合は 44.2％であり、決して少なくない。正解者数が少ない慣用表現を実際の
対話に用いる場合は、よほど文脈に助けられる状況下で使用するか、日本の文化的表現で
あることを告げるとともに意味を説明する前提で使用する必要があるだろう。しかし、あ
えて説明を加えながらでもこのような慣用表現を使用することで、意味深い文化交流が生
まれることもあるかもしれない。表 3 に「正解」、「ほぼ正解」が回答者の過半数を占める
慣用表現、表 4 に「不正解者」、「無回答者」が過半数を占める慣用表現をそれぞれまとめ
た。これらの表をみると、理解度の差を産み出す要因として 3 つのことが考えられる。
まず、慣用表現自体に容易に意味が予想できるものと、そうでないものがあるというこ
とである。たとえば、理解度の高かった in front of one's eyes and nose（目と鼻の先）では、
in front of you、right in front of you、in front of your face、right here などの回答が多く見られ
た。これは文字通り、「目と鼻の前に」物理的に何かがあるという表現であり、「あなたの
すぐ前に」と容易に変換して捉えることができたためであろう。他方、row a boat（舟をこ
ぐ）を理解するためには、「居眠りをするさまが舟をこいでいるように見える」という発
想に至らなければならないため、一筋縄でいかないことは想像に難くない。
2 つ目は、筆者が設定した対話により、文脈上容易に予想がつくようになったものと、
そうでないものがあるということである。たとえば、理解度の高かった polish one’s arms
（腕をみがく）に与えられた文脈は、A: He’s an excellent player.、B: Yes. He’s been polishing
his arms every day to win this competition.というものであった。
「彼は立派な選手だね」に対
して「そうだね。彼はこの試合に勝つために毎日 polish his arms してきたんだ」とくれば、
回答に戸惑うことはほとんどないだろう。実際の回答には、working hard、practicing hard、
polishing his skills などの正解が多数みられた。一方で、cut stomach（腹を割る）に与えら
れた文脈は、A: Let’s cut stomach and talk.（腹を割って話そうじゃないか）
、B: OK. We need
some alcohol then.（よし、じゃあ酒が必要だな）であったが、これにはさまざまな話の展
開の可能性があるため、Let’s have fun.、Spend time and talk、get drunk のような誤答が多数
みられた。
3 つ目は、回答者が英語母語話者として知っているイディオム表現と「日本英語」の慣
用表現の間に重なる語があるか、ないかということである。回答のなかには、NS の英語
で使用されるイディオムで書かれたものが一定数みられた。筆者は、throw one’s spoon（さ
じを投げる）が、「あきらめる」という意味と結びつくのは難しいことだと考えていたが、
予想に反して、have a light mouth（口が軽い）とならんで最も理解度が高い表現であったこ
とにはじめは驚いた。しかし、回答を見ると、throw in the towel（タオルを投げ入れる）と
いうイディオムが多くみられ、合点がいった。ボクシングの文化からこの表現が生まれた
わけだが、偶然 throw という動詞が「日本英語」の慣用表現と重なったため、比較的容易
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に発想できたのだと考えられる。
表 3 「正解」＋「ほぼ正解」が過半数を占める慣用表現

順位

慣用句

人数(19 人中)

％

①

1

throw one's spoon

18

95

②

1

have a light mouth

18

95

③

3

in front of one's eyes and nose

16

84

④

4

polish one's arms

15

79

⑤

5

hear from the wind

13

68

⑥

6

sweat-gripping

12

63

⑦

6

grind sesame

12

63

⑧

8

bend one's navel

11

58

⑨

8

set one's stomach

11

58

表 4 「不正解」＋「無回答」が過半数を占める慣用表現

順位

慣用句

人数(20 人中)

％

A

1

cut stomach

18

95

B

2

one thing is everything

15

79

C

3

row a boat

12

63

D

4

the candy and the whip

11

58

E

4

make one’s tea cloudy

11

58

F

4

make one’s neck long

11

58

G

7

come to one’s head

10

53

H

7

a car on fire

10

53

I

7

make the wind and the waves

10

53

J

7

tears of a sparrow

10

53

5.4 共通の語(句)にみる慣用表現の異文化交流的意義
前項で触れたように、筆者が創作した「日本英語」の慣用表現に対して、回答者側の言
語文化にある類似した意味をもつイディオムで回答された例が多数みられた。表 5 は、回
答にみられたイディオムをまとめたものである。日英それぞれの表現の違いを比較してみ
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ると、実に興味深い。なかには筆者の知識にないイディオムもみられたため、筆者自身に
とっても大変勉強になった。紙幅の関係で、残念ながら個々のイディオムの説明はできな
いが、もし、こうした表現が、説明を加えながらでも日常会話のなかで使用されれば、互
いの言語文化を知るよい機会となり、有意義な異文化交流ができるだろう。たとえば、
hear from the wind に対しては、A little bird told me、heard it through the grapevine という回答
が複数あった。「風が便りを運んでくるとは面白いね」とか、「君の文化では小鳥がうわさ
を教えてくれるんだね」、「なぜうわさが葡萄のつるを通ってくるの」という相互理解を深
めるコミュニケーションができれば、そこは異文化間の知的交流の場となるのである。
表 5 「日本英語」の慣用表現に対するイディオムでの回答

「日本英語」の慣用表現
hear from the wind

回答としてあがった
イディオム／慣用表現
・A little bird told me.
・hear through the grapevine

意味
うわさに聞く

sweat-gripping

・white-knuckle

ハラハラドキドキさせる

come to one’s head

・get under one’s skin

苛つかせる、怒らせる

The candy and the whip

good cop / bad cop

甘やかしとしつけを併用して
人を支配する

throw one’s spoon

・throw in the towel

あきらめる

bend one’s navel

・be bent out of shape

不機嫌になる

have a light mouth
grind sesame

・Blabbermouth
・loose lips
・apple-polish
・brownnose

おしゃべり（な人）
おべっかを使う

6. おわりに
以上、諸英語の教育的意義と理念を確認し、通用性をどのように捉えるべきかについて
論じてきた。とりわけ「日本英語」における慣用表現の可能性に関して、アメリカ合衆国
の高校生を対象にした調査の結果をもとに考察し、気づきを述べた。この調査は紙面上の
わずか一往復のやりとりでしかないが、そこから慣用表現に現れた豊かな言語文化を知る
ことができ、実際のコミュニケーションへの示唆を得ることができた。異文化交流におい
て肝心なことは、他者を理解するとともに自己を再確認・発信すること、そこから学び合
うことである。英語教育においても、他者の英語変種を尊重する心を育み、日本語母語話
者一人ひとりが「日本英語」をデザインして自分らしい英語を使えるようにする指導は、
児童・生徒・学生の人格形成に大きく資することであろう。
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資料１

アンケート調査用紙
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資料２ 「日本英語」の慣用句理解度調査正解者数

慣用句
make one's neck long

不正解／
無回答

部分的に
正解

ほぼ正解

正解

11

8

0

0

hear from the wind

4

2

1

12

sweat-gripping

7

0

1

11

come to one's head

10

0

0

9

the candy and the whip

11

1

1

6

make one's tea cloudy

11

2

1

5

1

0

3

15

cut stomach

18

0

0

1

a car on fire

10

1

1

7

row a boat

12

0

1

6

bend one's navel

8

0

6

5

eight, nine out of ten

8

2

2

7

in front of one's eyes and nose

3

0

0

16

one thing is everything

15

3

0

1

make the wind and waves

10

1

2

6

have a light mouth

1

0

1

17

set one's stomach

8

0

1

10

polish one's arms

4

0

0

15

grind sesame

6

1

0

12

10

0

4

5

168 (44.2%)

21 (5.5%)

25 (6.6%)

166 (43.7%)

throw one's spoon

tears of a sparrow
TOTAL
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文学作品英訳を通して日本人の心を伝える―日本文化発信に向けて

坂井孝彦（元日立工業専門学院主任教授）
■

はじめに
日本語話者好みの事態把握のスタンスとしての〈主観的把握〉の言い回し--〈主体と客

体の融合―主客合体〉：日本語では事態把握が〈状況の推移〉（〈コト〉の〈推移〉）として
捉えられることが多い。これに対して、英語では、事態把握が〈個体の移動〉（〈モノ〉の
〈移動〉）として捉えられることが多い。サイデンステッカー氏風の主客対立的な、「主語
＋動詞＋目的語」が大勢・主流を占める「いわゆる英語らしい英訳」の他にも、「和風の
主客合体」に対応する英訳があってもよい：(1)「日本人的なメンタリティ」の海外への
伝播について：ドナルド・キーン氏や E.G.サイデンステッカー氏等の主客対立的な英訳だ
けに頼るのではなくて、(2)英訳表現には、多様な方法があることを認識いただき、(3)い
わゆる英語らしい言い方のみがグローバル スタンダードであるとされてきた従来からの
「慣習的・惰性的」な学び方・教え方を超越して、英語圏へ和風思考の言語化（「お茶が
入りました」⇔「貴方のためにお茶を淹れました」）を伝播してゆき、「クリエーターの表
現した和の心」を意に介しての「プロモーターによる和の伝播・伝道」による英語表現法
も、もう一方のグローバル スタンダードの旗手として世界的に認知されていくようにも
尽力されてゆくことが好ましい。
■

概要

１．〈日本語の感慨（パトスー心情・情感・情緒性）〉と〈英語の論理（ロゴスー理屈・筋
道・論理性）〉との「ないまぜ化」を図る

▽「人生有限無常の感慨」の日英意味内容の

移し替え (1)ゆく河の流れは、絶えずして … ―鴨長明『方丈記』(1212) (2)おごれる人も
久しからず… ―平家物語・祇園精舎 (3)夏草や兵（つはもの）どもが夢の跡
『奥の細道』(1702) (4) 荒城の月 (1901)

―松尾芭蕉

―土井晩翠 作詞 滝廉太郎 作曲

2. 適切な対応語句の選択を図りながらの日英意味内容の移し替えを図る

(1)遊びをせん

とや生まれけん―『梁塵秘抄』(1179) (2)仏三相 (坂村真民): 仏のいのち Buddha’s grace
仏のすがた Buddha’s providence 仏のこころ Buddha’s ordeal (3)試練 (坂村真民): a tough
training of love and mercy (4)念ずれば花ひらく(坂村真民)
3. 英語のロゴス構築優先の場合に主語選択の適切化を図る
作詞

山田耕筰 作曲

赤蜻蛉 (1927） 三木露風

▽原文の表面には直接的には表現されていない「主語らしきも

の」を入念に抽出して、一番だけの断片的英訳ではなくて一番～四番を通底するストーリ
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ーを英訳するにはどうすればよいのか。
4. 自分の気持ちや感じたことを you を使って伝える日英意味移し替えを図る
とは遠きにありて思ふもの そして悲しくうたふもの---」

▽英語世界

「ふるさ

での〈「君」は

「自分」にもなり得る〉を活用する
5. 「語感（視覚・聴覚・味覚・触覚・嗅覚など）+ 歴史感覚（時間感覚）+ 三次空間感
覚」を働かせる日英意味移し替え (1) 目には青葉山ほととぎすはつ松魚（はつがつお）
(2) 柿食えば鐘がなるなり法隆寺
6. 日本語話者に好まれる〈主観的把握〉の言い回し―〈主客合一〉の英語言語化(1)古池
や蛙飛こむ水のおと ✒松尾芭蕉『蛙合』(1686)

▽日本語原文にこめられた真髄：(1)

What is, and its passing「現前の事態とその推移」(2) the simple, bare and eternally ordinary “isness” of all existence in the present moment 「あるがまま」 (2)「国境の長いトンネルを抜け
ると雪国だった。夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。」 ✒川端康成 『雪国』
（1935-1937） ▽「抜ける」の主体（主語）は何か〈主体と客体の融合―主客合体〉の英
語への言語化⇒定評あるいかにも英語らしいこなれたサイデンステッカー訳とは別に〈主
観化 (subjectfication) と 懸垂修飾句 (dangling modifier)〉を考慮にいれての「日本語原文の
定評ある余韻をともなう英語言語化」を図るための工夫

(3)若浦尓（わかうらに）塩満

来者（しおみちくれば）滷談手無美（かたをなみ）葦辺手指天（あしべをさして）
鳴渡（たづなきわたる）✒万葉集から

多頭

▽事態把握が〈状況の推移〉（〈コト〉の〈推

移〉）として捉えられることの多い〈ナル的〉な表現の多い、コンテクスト高依存型にな
る場合も多い日本語的感覚が、〈個体の移動〉（〈モノ〉の〈推移〉）として捉えられること
の多い〈スル的〉なコンテクスト低依存型になることも多い英語的感覚とを、どのような
工夫によって折衷化しながら、〈日→英〉の言語化をしてゆけばよいのか。▽〈ナル〉的
な言語＝日本語話者は主客合一的なスタンスで体験的に事態を把握することを好む↔日本
語話者好みの事態把握のスタンスとしての〈主観的把握〉がどのような工夫を含めて英語
に言語化されてゆけばよいか。
1. 〈日本語の感慨（パトスー心情・情感・情緒性）〉と〈英語の論理（ロゴスー理屈・筋
道・論理性）〉との「ないまぜ化」を図る

▽日本語で好まれる事態の把握―話者が問題

の中に自らの身を置き、その事態の当事者として体験的、臨場的に主観的なスタンスで行
う事態把握―話者の立ち位置からズームを交えることもありうる動態的なビデオ画を連続
的に撮影するように、あるいは、連続的・アナログ的な絵巻物を描いてゆくようにして事
態を把握する―輪郭の淡い墨絵風に、あるいは、情緒こまやかにして深く微妙な点描的表
現として提示されることも多い―話者は撮影者であり描写者であるので、話者自身が撮影
されることもなくまた描写されることもなく、事態の原点に位置している。(♪今は山中/
今は浜/ 今は鉄橋渡るぞと/---♪)（共視・共感的）▽英語で好まれる事態の把握―話者が問
題の事態の外に自らの身を置き、傍観者ないしは観察者として客観的なスタンスで行う事
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態把握―話者の立ち位置は事態の外にあり観察者として、事態のなかの話者自身をも客観
化して俯瞰的に事態を把握する―静態的な切り絵のように切りとられたデジタル的な一コ
マのように、上空からの鳥瞰図風に、あるいは山の上から見下ろす平面図のように把握さ
れ、輪郭のはっきりした透明度の高い理路のある事態の把握が好まれる。（The train came
out of the long tunnel into the snow country.）（自己主張的・対立的）
(1)ゆく河の流れは、絶えずして…ゆく河の流れは絶えずして/ しかももとの水にあらず/
よどみに浮かぶうたかたは/ かつ消えかつ結びて/ 久しくとどまりたるためしなし/ 世の中
にある人と栖と/ またかくのごとし。✒鴨長明『方丈記』(1212)

The flow of the river is

incessant, / and yet its water is never the same, / while along the still pools foam floats, / now
vanishing, now forming, never staying long: / So it is with men and women / and all their dwelling
places here on earth. ✒Kamo no Chomei, Hojoki (1212, An Account of My Ten Foot Square Hut)
✒English translation: Sakai Takahiko ✒English consultation: Frances Ford and David Martin
(2)おごれる人も久しからず…

おごれる人も久しからず/ 唯春の夜の夢のごとし/ たけき

者も遂にはほろびぬ/ 偏に風の前の塵に同じ✒平家物語 The proud people are only for a
moment, / like an empty dream on a spring night. / The powerful people are destroyed at last, / like
dust before the wind./ ✒Heike monogatari (The Tale of the Heike)/ ✒English translation: Sakai
Takahiko
(3)夏草や兵（つはもの）どもが夢の跡 ―松尾芭蕉 『奥の細道』(1702)

Ah, the

summer grasses―/ the only* remains *否定的 –だけしかない/ of soldiers’ dreams/ ✒Matsuo
Basho, Oku no hosomichi (1702, The Narrow Road to the Deep North)/ ✒English translation: Sakai
Takahiko/ ✒English consultation: Frances Ford and David Martin
(4) 荒城の月(1901)―土井晩翠作詞 滝廉太郎作曲 Moon over the Forsaken Castle (1901)/
English translation: Sakai Takahiko/ English consultation: Frances Ford （一番）春高楼の花の宴/
めぐる盃影さして/ 千代の松が枝わけ出でし/ むかしの光いまいづこ/ A cherry-blossom
viewing party/ in the castle tower in spring―Moonbeams shone on cups of sake/ exchanged by the
lords/ The moonlight came in through the old pine groves/ The castle is now still and empty./ Where
did the pomp go?（二番）秋陣営の霜の色/ 鳴きゆく雁の数見せて/ 植うる剣に照りそいし/
昔の光いまいずこ/ A layer of frost on the encampment/ set out in autumn―/ Wild geese flew by,
honking loud, / traveling in tight flocks/ The moonlight shone on each and every sword/ that’s stuck
up in a row/ The castle is now still and empty./ Where did the pomp go? （三番）いま荒城の夜半
の月/ 替わらぬ光誰がためぞ/ 垣に残るはただ葛/ 松に歌うはただ嵐/ A midnight moon
shining so bright now/ over the desolate fort―Still the ever silent moon watches ←この翻訳でのは
じめての他動詞構文/ the same as in old days/ Left behind on the stone fence/ (are) only woodbines
←否定的 --だけしかない/ Soughing in the pine treetops/ (is) only a stormy wind ←否定的 --だ
けしかない（四番）天上影は替らねど/ 栄枯は移る世の姿/ 写さんとてか今もなお/ 嗚呼荒
城の夜半の月/ Though the radiance of the moon/ (is) not replaced old with new Cycles of
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prosperity and decline/ (are) the way of the world/ Does the moon want to portray ←二度目の他動
詞構文/ the rise and fall still now?/ Ah, over the desolate fort,/ (is) a midnight moon shining/
✒English translation: Sakai Takahiko/ ✒English consultation: Frances Ford
2. 適切な対応語句の選択を図りながらの日英意味内容の移し替えを図る
(1)遊びをせんとや/ 生まれけん/ たはぶれせんとや/ 生まれけん/ 遊ぶこどもの声聞けば/
わが身さへこそ ゆるがるれ/ ✒『梁塵秘抄』(1179)

You were born/ not only for the

amusement,/ but also for the silliness./ Because when I hear the vocal sound of children at it,/ my
blood, now not as strong, effective, or energetic as before, is stirred. / ✒Ryojin hisho (1179, Secret
Selection of Rafter Dust), / a collection of popular “imayo” or “modern-style” songs of the late
Heian period. (Heian 794-1185)/ ✒English translation: Sakai Takahiko/ ✒English consultation:
Frances Ford and David Martin
(2)仏三相// 風も光も仏のいのち/ 花も月日も仏のすがた/ 四苦も八苦も仏のこころ ✒坂
村真民 Three Aspects of Buddha’s/ Wind, as well as light/ is a manifestation of Buddha’s grace. 恩
恵/ Blooming or fading, as well as the changes of the times/ is a manifestation of Buddha’s
providence. 御旨、摂理/ Terrible suffering, as well as dire distress / is a manifestation of Buddha’s
ordeal. 厳しい試練/ ✒English translation: Sakai Takahiko/ ✒English consultation: Frances Ford
(3)試練// 試練は/ 鞭ではない/ 愛なのだ/ 慈悲なのだ

✒坂村真民 A Bitter Trial// A bitter

trial is not a mere whipping/ but a tough training of love and mercy./ (You sometimes have to be
cruel to be kind, acting towards someone in a way which seems harsh but will ultimately be of
benefit to them.)/ ✒English translation: Sakai Takahiko,/ ✒English consultation: Frances Ford
(4)念ずれば花ひらく// 念ずれば花ひらく/ 念ずれば/ 花ひらく//苦しいとき/ 母がいつも
口にしていた/ このことばを/ わたしもいつのころからか/ となえるようになった/ そうし
てそのたび/ わたしの花がふしぎと/ ひとつひとつ/ ひらいていった

✒坂村真民 Pray,

and Any Flower of Yours Will Come Out/ “Pray,/ and any flower of yours will come out.”/ When in
a painful position,/ Mother always said this to herself./ I, too, chanted the same words / one day
unconsciously. / Now, every time I recite them, / I feel, to my wonderment, / flowers of mine coming
out, one after another. / ✒Sakamura Shinmin/ ✒English translation: Sakai Takahiko/ ✒English
consultation: Frances Ford
3. 英語のロゴス構築優先と主語選択の適切化を図る日英意味移し替えを図る
赤蜻蛉 (1927) Dragonflies 三木露風作詞 山田耕筰作曲 / ✒Lyrics: Miki Rofu,

Music:

Yamada Kosaku/ ✒English translation: Sakai Takahiko/ ✒English consultation: Frances Ford)（一
番）夕焼、小焼（こやけ）の/ あかとんぼ/ 負われて見たのは/ いつの日か。In my infancy,
I’d ride [be lulled] on her back

←主語の明示、would ride はノスタルジャー/ at the close of the

day/ When I saw red dragonflies

←赤蜻蛉群の乱舞、他動詞構文/ as red as sunset（二番）山
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の畑の/

桑の実を/

小籠に摘んだは/ まぼろしか。We’d gather mulberries ripened ←主語

we の明示、 ’d gather はノスタルジャー、他動詞/ on the hillside farm/ and fill small baskets
with them ←他動詞/ Was it only just a dream? ←否定的、--でしかないのか（三番）十五で姐
やは/ 嫁に行き/ お里のたよりも/ 絶えはてた。Just fifteen, my dear nanny ←主語の明示/ left
to marry so young / news about my home(town) (she used to tell me) has completely dried up/ What
a bittersweet memory!（四番）夕やけ小やけの/ 赤とんぼ/ とまっているよ/ 竿の先。We
would see red dragonflies ←主語 we の明示、往時は二人一緒、赤とんぼ群舞、/would はノス
タルジャー、他動詞/ flying in the setting sun./ Now I see a single dragonfly ← 今は自分も、赤
とんぼも孤独、他動詞構文/ settling on the end of a stick. ▽英語論理の構築: 歌詞の表面には
直接的には表現されていない主語を適切に選ぶことによって理路のある英語化への道筋を
つける。一番から四番を通じて、作者である「私= I」を主語にたてることが可能。一番:
作者はだれの背中に負われていたのか不明。英訳詞では on her back とした。二番: 桑の実
を摘んだのは作者一人だけか、それとも負ってくれたお方と一緒だったのかが重要なポイ
ント。二番で主語として we をたてると、この「赤とんぼ」は哀感ただよう物語へと一変
する。三番：背中に負ってくれた人物は「姐や」であることが判明。一番と二番では、作
者と「姐や」は一心同体で行動をともにした姉弟のような間柄。ところが三番に入って、
わずか 15 歳でお嫁入りする「姐や」との永遠の別れがやってくる。四番：竿の先のただ
一匹の赤とんぼに我が身を重ねる。自分も独りだけ、赤とんぼも一匹だけ。一番の歌詞に
登場していた「夕焼け空の赤蜻蛉の群舞」を懐かしくも思いだしながら、そして大粒の涙
を流しながら、音信途絶えて二度と会うことのなかった「姐や」との日々に想いをはせる。
4. 自分の気持ちや感じたことを you を使ってつたえる日英意味移し替えを図る
「小景異情」より

その二 // ふるさとは遠きにありて思ふもの/ そして悲しくうたふもの

/ よしやうらぶれて異土の乞食となるとても/ 帰るところにあるまじや/ ひとり都のゆふぐ
れに/ ふるさとおもひ涙ぐむ/ そのこころもて/ 遠きみやこにかへらばや/ 遠きみやこにか
へらばや

✒ 室 生 犀 星 『 抒 情 小 曲 集 』 (1918)

from “Landscape-sketching of Emotional

Turmoil” // Your hometown is a place you yearn for from far away in the distance/ and a place you
sing of in a sad state of mind./ Even if you become so destitute in a strange land/ that you are
brought to a life of begging,/ still, it’s not a place you should go back to./ Alone in the city, at sunset
I long for my hometown/ with my eyes dimmed with tears./ Now with all this nostalgia to be
cherished in mind,/ I choose to stay in the distant city,/ in the distant city far away from my
hometown. / ✒Murowo Saisei, Jojo shokyokushu (1918, A Small Collection of Lyric Poems)
出所：坂井孝彦『英語で味わう日本の文学』 東京堂出版. 2010. pp. 186-187.

✒

▽「自分」

のことを述べるのに、「人間一般」を示す you, your を借用して 己の「正体や本音」をあ
らわにしないで隠しておく、という文章表現上の技巧― 英語圏の人間なら無意識のうち
に選ぶ言い方― がある。上記の your hometown は実は、my hometown と言っているのに
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等しい。英訳全体のうちの後半六行目からは、「正体」を明瞭化して一人称をベースとし
た構成にした。
5. 「語感（視覚・聴覚・味覚・触覚・嗅覚など）+ 歴史感覚（時間感覚）+ 三次元空間
感覚」を働かせる日英意味移し替え (1)目には青葉山ほとゝぎすはつ松魚（はつがつお）
/ ✒山口素堂『江戸新道』(1678)

For the eyes, there are green leaves,/ For the ears, the

mountain cuckoo's songs,/ And for the tongue, the first bonito./ ✒Yamaguchi Sodo, Edo shinmichi
(1678) ✒English translation: Sakai Takahiko/ ✒English consultation:

Frances Ford and David

Martin ▽語感と五感―日本語における点描性は詩歌によくみられる。この句に見られる分
かち書きのなかには日本語母語者はあるまとまりを読み取ることができる。視覚に訴える
青葉の新鮮さ，聴覚に訴えるほととぎすの声の美しさ，味覚に訴える初かつおの芳ばしさ
を筋のあるまとまりあるものとして表現してはじめて英語圏の読み手にとって friendly
(receptor-friendly) な内容になる―「目・耳・舌」に対応する英単語を補訳することによっ
て英語としてのロジックを醸成できる。 (2)柿食えば鐘がなるなり法隆寺✒正岡子規『寒
山落木・巻四』(1895)

Taking a bite out of the persimmon;/ There goes / The bell of Horyuji

Temple./ ✒Masaoka Shiki, Kanzan-rakuboku Vol. 4 (1895, Cold Mountains and Withered Trees, Vol.
4.)/ ✒English translation: Sakai Takahiko/ ✒English consultation: Frances Ford and David Martin
6. 日本語話者に好まれる〈主観的把握〉の言い回し―〈主客合一〉の英語への言語化を
図る日英意味移し替え

(1)古池や蛙飛こむ水のおと✒松尾芭蕉『蛙合』(1686)

The quiet

pond; cf. The old pond/ Jumps in, a frog― cf. A frog jumps in/ The sound of water cf. The sound of
the water/ ✒Matsuo Basho, Kawazu awase (1686) / ✒坂井孝彦 『英語で味わう日本の文学』
東京堂出版. 2010. pp. 94-95. ▽情景をビジュアル化し、時間の経過とともにどんな感覚が
研ぎ澄まされ動員されていくのかを探ってみる。最初の一行では、視点は静寂な人気のな
い古い池に注がれている。次に蛙が登場し、作者の視点はその蛙に釘付けされる。映像的
には「蛙」がクロースアップされたことになる。次の瞬間、作者の視線は蛙の飛び込む一
瞬の曲線的な動態像に注がれる。さらに次の瞬間、今度は作者の聴覚が静寂を破る水の音
に占有される。その残響の余韻にひたる作者はふたたび静寂を取り戻したこの場面に一体
化・融合化される。 英訳に際しては、原文から汲み取ることのできる心情・情感といっ
た情緒性と、英語につきものの理屈・筋道・論理性とをないまぜにして、感嘆や感慨を語
ることになる。拙訳では、「古びた池」を連想させる the old pond をさけて、「静寂な池」
を表現する quiet pond をあて、切れ字の「や」にはセミコロンをあて、
「蛙飛び込む」には、
「飛び込んだのはなんと蛙だ」という感じを醸し出すために、受け手にとっての個体新情
報であり、送り手にとって一番重要な対象物である「蛙」を文末焦点化した。ここで一呼
吸おいて、ダッシュを挿入し、「水の音」に続けた。▽“Hiroaki Sato. 0ne Hundred Frogs from
Renga to Haiku to English. (Weatherhill, 1983)” には、100 余点の英訳が収められている。▽
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日本語原文にこめられた真髄：(1) What is, and its passing 「現前の事態とその推移」 (2)
the simple, bare and eternally ordinary “is-ness” of all existence in the present moment 「あるがま
ま」: ✒Tom Lowenstein (2007) Classic Haiku. / London: Duncan Baird Publishers. p. 18 (2)国
境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まっ
た。✒川端康成『雪国』
（1935-1937）▽サイデンステッカーの英訳 : The TRAIN came out
of the long tunnel into the snow country. / The earth lay white under the night sky./ [The bottom of
the night turned white.←限定版での改訳] / The train pulled up at a signal stop. / ✒Snow Country
by Yasunari Kawabata/ Translated, with an Introduction by Edward G. Seidensticker/ Tuttle. 1957.
▽この英訳への日本人識者による違和感・異論の表明は、十数種にのぼる文献や評論に公
開されている。以下はその要点抜粋である。▽Snow Country は、その定評ある英語の切れ
味にもかかわらず、川端の文体の異質性、ときに「俳句的」とも言われる大胆な飛躍や矛
盾や曖昧さの痕を、かなり濃厚にとどめている。だからこそ、その「東洋的」な美が高く
買われたのだろう。だがこの訳も、今では（いまだに）問題をかかえている。今日の通念
から言えば、この訳もまだ「こなれ」すぎていて、起点テクストが（日本語にさえ）掻き
立てる抵抗感・違和感を十分に伝えていない。あの有名な書き出しを"The train came out of
the long tunnel into the snow country. The earth lay white under the night sky."とした訳者が、の
ち限定版でその後半を、より原文の統語法に近い"The bottom of the night turned white."と訳
し変えたことは、そうした意識の表われである。✒川本皓嗣「いま、『源氏物語』と『雪
国』の英訳をどう見るか」【文学のひろば】(www.iwanami.co.jp/bungaku/1203/hiroba.html)か
ら(2013/10/30) ▽池上嘉彦「日本語話者における〈好まれる言い回し〉としての〈主観的把
握〉」（人口知能学会誌 Vol.26

No.4 2011/7): (1a)は『雪国』の冒頭の文、(1b) はエドワー

ド・サイデンスティッカーによるその英語訳をある程度直訳的に和訳したものである。
〈(1a) 国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。(1b) 汽車ハ長イトンネルヲ出テ雪国
ヘ入ッテキタ。〉どちらも、〈主人公の乗った汽車がトンネルを抜けて雪国へ入った〉とい
う事態を言語化しているという点では同じである。しかし、同じ事態を言語化していなが
ら、どうして(1a)では〈汽車〉が言語化されていないのに、(1b)ではそれが明示的に言語化
されているのか、答えは原作者と英訳者とで〈事態把握〉の仕方が異なるからである。原
作者は〈主観的把握〉によって言語化している―つまり、主人公が自らの体験している事
態の中に身を置いたまま、自らの体験していることを言語化するという構図である。（そ
の証拠に、(1a)は主人公の独白、心の中のつぶやき、のようにも読める。）ここでは、主人
公（事態を把握する〈主体〉が問題の事態（把握される〈客体〉に臨場するという〈主客
合一〉の状況が演出されている。それに対し、英訳者は、同じ事態を〈客観的把握〉によ
って言語化している―つまり、主人公の分身が主人公の体験している事態から抜け出し、
残された自分のもうひとつの分身を含んだ事態を外から眺め、言語化するという構図であ
る。（外に立つ主人公の分身にとって、当然、汽車は見える客体として言語化される。）こ
こでは、主人公（事態を把握する〈主体〉が問題の事態（把握される〈客体〉）の外に身
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を置いているという〈主客対立〉の状況が演出されている。▽認知言語学での主観化〉
(subjectification)と〈懸垂修飾節〉(dangling modifier)* を応用して〈主客合一〉を図る拙訳
（2014)：①Coming out of the long tunnel, there appeared the snow country. The bottom of the
night appeared white from the snow. The train came to a stop at a traffic signal. ②Coming out of the
long tunnel, there appeared the snow country. Even the bottom of the night appeared white from
the reflection of the snow. The train came to a stop at a traffic signal. ③Coming out of the long
tunnel, it was the snow country. The bottom of the night appeared white from the snow. The train
came to a stop at a traffic signal. *(1) Rodney Huddleston and Geoffrey K. Pullum 著．高橋邦年
監訳. (2007)「グラマー・ノート（規範文法の落とし穴）：
〈懸垂修飾部 [懸垂分詞]〉」『ケン
ブリッジ現代英語文法入門』（Cambridge University Press, p. 324）（原著）Rodney Huddleston
and Geoffrey K. Pullum. A Student’s Introduction to English Grammar. Cambridge University Press.
2005. pp. 208-209. : 英語に関する多くの保守的な用法辞典や、多くの編集者、作文の教師
たちが、非定形節の解釈上の主語が曖昧である場合を良しとせず、いわゆる「懸垂修飾部
(dangling modifier)」は誤りであるとしています。本書での用語を用いると、こういった人
たちは、付加部として機能している非定形節の、欠如している主語は母型節の主語によっ
て義務的な統語的決定がなされ「なければならない」と主張します。仮にこれが正しいと
すると、英語話者が例外なく「次のような文（省略）」を解釈できたら驚くべきことにな
ってしまいます。しかし、実際は上で述べたようにこの種の文は英語の文献の全歴史を通
じて、ごく普通に存在しています。シェイクスピア作の『ハムレット』では、ハムレット
の父親の幽霊が、'Tis given out that, sleeping in mine orchard, a serpent stung me. (わたしは果樹
園で寝ているときに、蛇が私を噛んで死んだ、と発表されている) と言います。こういっ
た文は解釈できないどころか、 普通どのような人にでも理解できます。--- 多くの用法辞
典などでは、統語的決定が行われない、主語の欠如した非定形節が付加部として機能する
場合の危険性が必要以上に強調されています。 (2)〈懸垂分詞構文を動機づける「内」の
視点〉✒参考文献: 坪内篤朗・早瀬尚子・和田尚明『「内」と「外」の言語学』 (開拓社.
2009. pp. 55-97) ：---表面上の主語が一致しなくとも、統一的に話者の「内」なる視点から
首尾一貫性が保証され（ると）、懸垂分詞構文は容認される。「懸垂分詞節―主節」で表わ
されるのは、典型的に「事態―状態」の連鎖である。

(3)若浦尓（わかうらに）塩満来

者（しおみちくれば）滷談手無美（かたをなみ）葦辺手指天（あしべをさして）多頭鳴渡
（たづなきわたる）✒万葉集から「外国の文化はそれ自体の仕組みにのっとって理解しな
ければならない」✒佐藤紘彰『訳せないもの』（サイマル出版会. 1996. p. 56.）を傾聴
するならば、英訳者としてのプロモーターは、クリエーターの紡いだオリジナル作品を英
訳するにあたって、英語圏読者にとって受けのよい、いかにも英語らしい表現こそが、プ
ロモーターの手本とすべき（唯一の）グローバル・スタンダードとしての英語である、と
の自縛から解放されてゆかねばならない。プロモーターは、いわばパウロ的な伝道者・伝
播者としての使命を帯びながら、クリエーターのオリジナル作品にみられる日本語の仕組
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み・その文化の仕組みに寄り沿いながら、その本質をすくいとり、英語圏識者とのコラ
ボ・連携・協働作業によって、さらに別のもうひとつの上質な英語版を創り上げ、これを
発信してゆき、これもまたもうひとつのグローバル・スタンダードとしての世界に共通的
な英語である、との国際社会の共感・認知を得るようにしてゆかねばならない。従来的な
原作者が上位に位置し、訳者はその下位に位置するという短絡的な構図を超えて、プロモ
ーターもまたパウロ的な伝道・伝播者として、日本語の仕組み・その文化の仕組みを織り
込んだ、〈「内」の言語学的識見〉をも組み込んだ新たな英訳の伝道と啓発につとめていか
ねばならない。▽池上嘉彦先生のご回想：…吉川幸次郎氏の講演は十一月二十日(1972)、
京都国際会議場での全体会議で「日本文学の特殊さ」という題名で行なわれた。この講演
の中で、吉川氏が万葉集の中の山部赤人の和歌、「若浦尓（わかうらに）塩満来者（しお
みちくれば）滷談手無美（かたをなみ）葦辺手指天（あしべをさして）多頭鳴渡（たづな
きわたる）」を取りあげ、それの英語訳、the tide flows into Wakana Bay/ The cranes, with the
lagoons lost in flood,/ Go crying toward the reedy shore/ と比較して「ここでの『鳴き渡る』が、
英訳では go crying となっていますが、それだけでよろしいかどうか。」と問いかけられ
るところがあった。吉川氏の問いかけは大変刺戟的に感じられた。この場合、原文の「鳴
き渡る」を英語に訳すとすれば、go crying は「一応は」妥当な訳と評価されるであろうに、
その上で吉川氏が不十分と断定されるとするならば、吉川氏は日本語話者として、そして
同時に中国文学者として日本文学を相対化する自らの感覚に基いて、一体どのようなずれ
を感じていらっしゃるのだろうという興味であった。講演を通して、吉川氏がこの点につ
いての直接的な答えに触れられることは全くなかった。… ✒池上嘉彦『「する」と「な
る」の言語学』を振り返って〈「国文学

解釈と鑑賞

第 73 巻 1 号」至文堂、2008 年 1

月、pp.88-92〉 ▽〈もの〉の移動ではなくて〈こと〉の推移の感覚、あるいは〈日本語話
者好みの事態把握のスタンスとしての〈主観的把握〉〉を念頭においた場合の拙訳：The
lagoons of Wakana Bay lost in flood/ from the rising tide,/ The cries of the cranes resound/ as they
glide toward the reedy shore./ ✒English translation: Sakai Takahiko/ ✒English consultation:
Frances Ford ▽FF 先生のコメント: You could say that ‘the air is redolent with the cries of the
cranes’ but I think it is enough to say the sounds of the birds echoes or reverberates as it is obvious
that sound comes from the birds.

▽考察「多頭鳴渡（たづなきわたる）」の「わたる」に注

目する：視覚的には、鶴の「滑空する」飛翔の姿によって動的な模様が付加される上空の
刻々と変化する状景の推移が目に入ってくる。聴覚的には、鶴の鳴き声によって上空に
「響きわたる」刻々と変化する音調音色の推移が耳に入ってくる。「滑空する」という風
情には、話者が場の中に自らの身を置き、その事態の当事者として体験的、臨場的なスタ
ンスで行う〈上空の状景推移をとらえる主観的な事態把握のための視覚〉が働き、「響き
わたる」という情調には、話者が場の中に自らの身を置き、その事態の当事者として体験
的、臨場的なスタンスで行う〈空間にこだまする音調音色の変幻をとらえる主観的な事態
把握のための聴覚〉が働く。この歌の前半部は、後半部を惹起させる誘因となっている。
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拙訳では〈上げ潮に伴う潟の消失〉という海上にみられる事態の把握と〈鶴の鳴き渡り〉
という上空にみられる事態の把握が、時間的な推移をともないながらの因果関係を構成し
ていて、前段従節の内容が後段主節の内容に従属化されて〈鶴の鳴き渡り〉という事態を
把握している主節の意味内容が強調され焦点化されている。(Place the important idea last.)
■ むすび

主客対立の英訳に加えて主客合一の英訳も伝道するプロモーターへ

(1)日本/日本人についての海外への伝播伝道について、ドナルド・キーンや E.G.サイデン
ステッカーのような方だけに「おすがり」するのではなく、例えば、国語・英語の先生の
コラボによる「content: 国語教科書内容の解説」and「language: 国語教科書内容の英語
化」による CLIL（Content and language Learning）的な作業によって、あるいは「自今
生涯における現実的に可能な諸事万般への割り当て時間」を勘案しながら、「英語を母語
のように使えるようになりたい」とばかりに集中しすぎたり、己の持ち時間を英語を学ぶ
ことだけに使い過ぎたりしない、というような労力的・時間的にみての自制的な枠組みを
つくりながら、線引きをしながら、まだ十分な域に達していない実力であるとの過小評価
をすることもせず、ともかくも自分の時間を按配しながらまがりなりにも懸命に習得して
きた英語なんだからこれを使って、「日本を本当に説明できるのはやはり日本人なのだ」
との信念をもって、日本語の発想法に基盤をおいての英訳化もためらうことなく、内の視
点をとる傾向が強い日本語を、外の視点をとる傾向が強い英語（ここはどこですか
⇒Where am I?）に転換するばかりではなくて、内の視点からの日本語をそのまま内の視
点からの英語（ここはどこですか⇒What place is this (place)?）にして、それを英語圏の
人にも発信して、その和風的和様的発想法をご理解いただき、(2)対象に対しての英語表
現のしかたには、たとえば「主語＋動詞＋目的語」が大勢・主流を占めるいわゆる英語的
な発想による表現方法以外にも、多様な方法があることをご認識ご理解いただき、内（う
ち）の視点をとる傾向が強い日本語を、サイデンステッカー風の外からの視点をとる傾向
が強い英語にも転換はするが、内の視点をとる日本語は、そのままに、内の視点もまたと
りうる英語― 英語懸垂分詞構文や主観化の識見・知見も活用― に転換して、日本人の好
む内からの視点からの事態の捉え方を伝播伝道しながら、(3)いわゆる英語らしいといわ
れる外からの視点からの事態把握による言い方―たとえば、サイデンステッカー風の切れ
味のあるとの定評のある主語と動詞と目的語が整のった英語―こそが、手本とすべき唯一
のグローバル・スタンダードとしての英語である、と刷り込まれてきたきらいのある、従
来からの「とらわれ」「慣行」「惰性」のようにさえにも感じられる学び方・教え方を、こ
れからはいささかなりとも随時超越してたとえばアリストテレス風のロゴスのみを絶対視
するのではなく、「起承転結」的な発想法も東洋４千年にわたるロゴスとして、あるいは、
情意（パトス）の混在する言語学の知見も織り込んで、世界語としての英語へこれらを融
合させてゆき、「お茶がはいりました。The tea is ready and let’s take a break.」⇔「あな
たのためにお茶をいれています。I’m making some tea now, and don’t leave yet, okay?」
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に見られる前者のような、奥ゆかしさが感じられ、おしつけがましさの少ない、「われも
良し、君も良し」としての心を通わせながらの同じ方向を並んで眺める共感的・共視的な、
東洋風・日本的な思考法や事態把握のしかたも、徐々にではあっても、これもまたグロー
バル・スタンダードのもうひとつの旗手として世界的に充分に通用していくような努力が
尽されてゆくことが好ましい。
■参考文献（62 点、本稿では省略した）
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編集後記
紀要第 22 号・ 23 号合併号をお届けします。当研究所は、1991 年に創立され、
2016 年に創立 25 周年を迎えたことを記念して、過去 24 年間分の月例研究会・座談会の
記録をまとめて冊子を発行しました。予算配分の関係で、2017 年度の紀要 22 号の発行を
１年繰り上げ、2018 年度に２年間分の紀要をまとめた合併号となりました。
当研究所では、単なる言語能力の向上にとどまらずに、国際理解や異文化理解の視点に
立った人間教育の一環としての言語教育に力を入れてきています。必ずしも、英語教育に
焦点を絞っていない関係で、様々な分野からの投稿や寄稿があり、内容も多岐にわたって
います。寄稿論文は、そのまま掲載される関係で、多少統一性を欠く一面もありますが、
豊かな内容になっています。
今回の合併号では、第 5 部構成になっています。目次の 1,2,3 の論文は、第 1 部構成とし
て、グローバル人材育成教育をめぐって、各執筆者が理論と体験を結び付けて論理が展開
されています。目次の 4,5,6 の論文は、第 2 部構成として、CLIL 型英語授業改善や CLIL
の評価に関わる最新情報が書かれています。第 3 部構成として、目次の 7 と 8 では、国際
バカロレアの教育手法を活用した英語授業改善について取り上げられています。
目次の 9 と 10 では、第４部構成として、英語教育を大局的に考える立場から、理系の英
語教育や認知言語学と生物学の類似点について論じられています。目次の 11, 12, 13 では、
第５部構成として、日本語的発想と英語的発想として、英語教師だけでなく、グローバル
企業で活躍された人達にもご執筆を頂いています。当研究所の紀要内容は、多岐に渡って
いますが、紀要論文が、何かの考えるヒントになり、国際的日本人養成のための言語・文
化教育の向上に少しでもお役に立てられるならば、これに勝る幸せはありません。
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