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アキュラシー問題三例  

松坂ヒロシ  

 

 NHK の語学番組の講師をしていたとき、出演者のひとりのアメリカ出

身の女性から、「明けましておめでとうございます」と言われた思い出

があります。  

12 月、年内最後の収録が終わり、彼女は、帰宅するべく廊下を歩いて、

局内のエレベータのところに行きました。私は、エレベータのところま

ではご一緒しましたが、すぐには帰れないわけがあり、エレベータには

乗りませんでした。彼女はエレベータに乗りこみ、扉が閉まる直前、廊

下に立っていた私のほうを向いて、上記の言葉を言ったのです。私は、

とっさに何と返事をしてよいのか分かりませんでした。しかし、どのみ

ち、エレベータの扉はすぐに閉まったので、私が返答が出来なかったこ

とは、どうでもよいことになってしまいました。  

 本誌読者の皆様なら、場違いな挨拶の原因はお分かりでしょう。日本

語では、「明けましておめでとう」をいう場合と「よいお年を」をいう

場合との間に明確な区別がありますが、英語では両方の場合に Happy 

New Year!が可能です。このことが混乱につながったに違いありません。 

 もちろん、これは、外国語学習の途上に起きがちなごくごく軽い誤り

であり、笑って済ませることが出来る程度のものです。 

＊  

 日産自動車で部品の輸出を担当していた友人から、「日産純正部品」

を英語で言うとすると Nissan genuine parts なのか、genuine Nissan parts

なのか、聞かれました。自分で調べたりネイティブスピーカーに聞いた

りしたら、後者の語順が正しいことが分かりました。前者はおかしいそ

うです。おかしい方の英語が日産純正部品を入れた箱に大書されていた

ら、会社のイメージに傷がつくことでしょう。会社にしてみれば、笑っ

て済ませることのできる誤り、とは言えないでしょう。企業イメージと

は大事なもののはずですから。 



＊  

 昨年の 11 月 29 日付の読売新聞の社説に、「誤訳は冤罪の危険性をは

らむ」という文章が載りました。「殺人未遂罪などに問われた元日本赤

軍メンバーの男に対する東京地裁の裁判員裁判で、法廷通訳人が数多く

の誤訳をしていた」とありました。「弁護団によると、（誤訳の）問題点

は約 200 か所にも上った」そうです。「誤訳は、被告の防御権を揺るが

し、冤罪につながる危険性をはらむ」とのコメントがありました。誠に

もっともです。笑って済ませるような問題であるどころか、人権にもか

かわる重大事です。 

＊  

 以上３つの例をご覧になって、皆様はどのような感想をお持ちになっ

たでしょうか。ガチガチの文法訳読の英語教育を受けた経験を持つ私は、

そうした教育を通して、アキュラシーを軽視するなどもってのほか、と

考えるように相当調教されました。一方、昨今の英語教育においては、

不正確な英語でもいいから学習者にはどんどんしゃべらせるべきだ、と

いう考え方も、多くの教師から支持されています。また、自分のスタン

スが決められずに悩んでいる学習者も少なくないでしょう。時どき「ア

キュラシーが大事か、どんどんしゃべることの方が大事か」という議論

が沸き起こりますが、有力な主張が複数ある今日、無理もないことです。

こういう議論の際、われわれは何と言ったらいいのでしょうか。 

 私はこう考えます。「答えは場面のなかにある」と。アキュラシーの

欠如を笑って済ませられる場面もある。それが人権にかかわる場面もあ

る。場面によって、アキュラシーはどうでもよいことであったり、とん

でもなく重いものであったりするのです。場面への言及なしに上述の議

論をすることは不毛です。  

 学習者は、「自分は将来どんな場面で英語を使うのだろうか？」と常

に問い続ける必要があり、また、教師のほうは、「目前の学習者は、将

来どんな場面で英語を使うのだろうか？」と問い続ける必要があります。

アキュラシーの重要度について考えるとすれば、場面についてのこの問

いが出発点になると私は思います。  
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題目翻訳におけるコミュニケーション方略使用： 

村上春樹作品英訳の分析1 
 

Use of Communication Strategies in Translating:  
An analysis of English-language translations of  

works by Haruki Murakami1 
 

浅利 庸子 

東京理科大学 

 

Abstract 

The present study is intended to (a) analyze English-language translations of works of 

Japanese literature, (b) examine the degree to which expressions in Japanese in the 

original works and those in English, given as their translations, correspond to each other 

or fail to do so, and (c) discuss the relations between the expressions in the two 

languages by placing those relations in the framework of the use of communication 

strategies.  The works taken up for our analysis are On Seeing the 100% Perfect Girl 

One Beautiful April Morning, A Perfect Day for Kangaroo, The Second Bakery Attack,  

The Little Green Monster, and Birthday Girl, all by Haruki Murakami.  Our focus is on 

the problems that must have arisen in the process of translation and on the way in 

which the translator seems to have attempted to solve them.  Through the discussion of 

those issues a hypothesis is presented that the techniques used by the translator are 

akin to the communication strategies used by learners of foreign languages. 

 

キーワード: コミュニケーション方略、翻訳 

 

 
                                                  
1本論文は、2016 年度に NHK ラジオ第２放送で放送された番組「英語で読む村上春樹」のテキストの

内容のうち、筆者が担当した部分を下敷きにし、それにさらなる考察を加えたものである。また、

筆者は、本論文の内容の一部を「翻訳の楽しさ」(TALK 研究会, 2016 年 10 月 29 日)において口頭発

表した。 
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1. はじめに 

 

 翻訳者の役割は英語読者にも原文を読む読者と同じように作品を鑑賞してもらうことで

ある。日本語の原文を英語に翻訳する際、翻訳者は二つの言葉の違い、二つの国の文化の

違いを十分に理解しなくてはいけない。本論文は、翻訳を切り口として日本語と英語の対

応関係を論ずる。言語材料としては、村上春樹の５編の短編小説、「四月のある晴れた朝

に１００パーセントの女の子に出会うことについて」、「パン屋再襲撃」、「緑の獣」、

「バースデーガール」、「カンガルー日和」を取り上げ、その翻訳の分析に当たっては、

Jay Rubin（1994）と Philip Gabriel（2006）を対象とする。日本語と英語との間の翻訳

についての翻訳論は多いが（たとえば柴田, 2013）、本論文は上述の村上の５点の短編に

対象を絞り、村上作品の世界に登場する現代日本社会の言語、事象が英語で表現される場

合の種々の問題点を論ずる。その際、次の２点の観点から考察を行う。まず、日英の対応

関係を大きく二つの点に分けて議論する：（１）言語レベルの問題点、（２）文化レベル

の問題点、である。両者は峻別できるものではないが、議論の都合上、便宜的にふたつの

レベルを設定する。次に、今回考察対象とする日本語から英語への翻訳を、コミュニケー

ション方略の枠組みのなかにおける位置づけという観点から論ずる。引用する英文のなか

で、筆者が特に焦点を当てたい箇所を、筆者の判断でイタリック体にした。 

 

2. 人物・事象描写の手段としての言語 

 

 言語は知的意味(cognitive meaning)のみを伝えるものではなく、それ以外の情報を豊か

に含むものである。こうした情報は、余剰情報(redundancy)として説明されることも多い

が、文学においては、この後者のタイプの情報は決して不要、無駄なのではなく、むしろ、

非常に重要であり、時として、人物・事象描写のために中心的役割を担うことすらある。

以下に、このことの実証となる翻訳の実例を挙げて分析を行う。 

 

2.1 ポライトネスの問題 

 ポライトネス表現は、翻訳につきまとう大きな問題の一つである。Brown と Levinson

によると英語ではポライトネスは、「相手に不快な思いをさせないように配慮する態度」

（Brown and Levinson, 1987）である。日本語にも英語にもポライトネスのレベルを表現

する手段が備わっているが、日本語においてはあらゆるセンテンスに現れる、体系として

の敬語が存在するのに対し、英語においては多くのセンテンスが common core（Leech and 

Svartvik, 2002, pp. 9-10）と呼ばれる部分を形成するものである。英語において、特に上



題目翻訳におけるコミュニケーション方略使用：村上春樹作品英訳の分析 

《研究論文》 3 

のレベルのポライトネスを表現したい場合には、話者は would などの助動詞の使用、I 

wonder のような間接的な表現、sir などの特定の呼格(vocative)を使う。小説の中では様々

な口調が使われ、そこには、当然、さまざまのレベルのポライトネスが表現されるが、敬

語をもって表現される意味を英語に対応させなくてはならない場合、英語独特の手段を使

う必要が出てくる。この場合、日本語に対応する英語表現の選択肢として複数のものが考

えられ、どれが も適切かについては、具体的表現のニュアンスを子細に検討する必要が

ある。以下は「バースデーガール」からのセリフである。物語ではアルバイトの少女とオ

ーナーの老人が会話するシーンが多々あるが、以下の例（例 1）は少女のセリフである。 

 

（例 1）「一時間ほどあとで伺いますので、食器はいつものように廊下に出しておい

ていただけますか？」と彼女は言った。 

“If you would be kind enough to set the dishes in the hall as usual, sir, I’ll 

come to get them in an hour.” 

 

「～しておいていただけますか？」という非常に丁寧な表現を訳す方法はいくつかある。

ここでは 

(1) Could you set the dishes, sir? 

(2) Do you mind setting the dishes in the hall as usual, sir? 

(3) Could you please set the dishes, sir? 

(4) Would it be possible for you to set the dishes, sir? 

(5) Sir, if you would be so kind as to set the dishes, I would really appreciate it. 

などの選択肢がある。ポライトネス表現としては、後に挙げたものほど丁寧さの度合いが

高いと言える。しかし、この小説の場面では、アルバイトの従業員がアルバイト先のオー

ナーと初めて会話をするシーンである。初対面であることと、上司であるという二つの要

因を踏まえると丁寧度の高い表現を使うことが自然だと翻訳者は判断し、 高レベルの丁

寧さを表す表現を使って「・・・（して）いただけますか？」を If you would be kind enough 

to set . . . sir と訳すことにしたのである。ここで注目すべきは、この表現が、(a)そもそも

日常会話の英語表現としてさほど頻度が高くないこと、(b)少女が日常に言う言葉として特

にまれである、という２点であると考えられる。この英語表現は、さほどまれではない日

本語の「いただけますか」のポライトネスのレベルを超えるものと言え、翻訳に込められ

た意図として、少女と老人との間の上述の関係を確実に読者に伝えるという意図があると

考えられる。      
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また、英語では sir、ma’am、madam などの呼称があり、それによって敬意を表すこと

もできるが、敬意のみならず、話し手が相手との距離をどのように認識しているかをも表

すことができる。以下（例 2）は「四月のある晴れた朝に１００パーセントの女の子に出会

うことについて」からである。主人公の「僕」が道端で一人の女性に一目ぼれし、話しか

けようとするが、どのように話しかけるか悩み頭の中でシミュレーションしている場面で

ある。 

 

（例 2）「こんにちは。ほんの三十分でいいんだけれど僕と話をしてくれませんか？」 

“Good morning, miss.  Do you think you could spare half an hour for a 

little conversation?” 

 

Miss は２０代・３０代の女性に使う呼格であるが、一般的には接客など使われることが

多い。直接的な can you に比べて間接的である Do you think you could spare という間接

的な表現を使い、それに上述の Miss を組み合わせることで、このセリフは極端に硬苦しい

印象を与える。その不自然さが「僕」の緊張していることをより想像しやすくし、この場

面をコミカルなものにしている。堅苦しさの度合いについて考察すれば、原文の堅苦しさ

はさほどでもないと言える。それは、「いいんだけれど」という、やや砕けた表現や、「く

れませんか」というさほど堅苦しくない表現から分かる。これに対し、英訳には砕けた表

現が含まれておらず、miss の使用と Do you think you could . . . ?  の使用とが堅苦しさ

のレベルを上げている。そこで、英訳のほうが日本語より硬い印象を与えていると言える。

コミカルな印象は、この、非常に高いレベルの堅苦しさから来ると考えられる。 

 

2.2 同調表現 

はじまり同調、否定の返事は、同調・否定以外にかなりの付加的情報を伝える。ここで

は、yes 以外の同調表現を分析する。下の例（例 3）は主人公の「僕」と妻（もしくは彼女）

との間の会話である。二人が動物園に行き、母親カンガルーが赤ちゃんカンガルーを袋に

入れている姿を見て彼女が「僕」に質問するシーンである。 

 

（例 3）「保護されているのね？」／「うん」 

“She’s protecting her baby, right?”／“Yep.” 

 

日本語の「うん」に対応する yep は yes と同じ意味だが、話し言葉でしか使わない。「う

ん」にはそのほか yeah、yup、uh-huh、yah などがある。これらは目上の人に対しての使
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用は避けられている。ここで「僕」が yep を使っているということは、二人の関係が近い

証となっている。今回の分析には含めていないが、否定の表現である nope は yep と同レ

ベルのポライトネスを持つ表現であり、同じ否定の nah はさらにその下のレベルの表現で

あると言えるので、これらは日本語の「ううん」にほぼ対応している。 

以下の会話（例 4）も同作品からだが、夫婦・カップルらしいやり取りである。 

 

（例 4）「ねえ、どこかでビールでも飲まない？」と彼女は言った。／「いいね」と

僕は言った。 

“Hey, you want to grab a beer somewhere?” she asked.／“Sounds great,” I 

said. 

 

彼女の (Do you) want to grab a beer somewhere?という誘いに対し「僕」は Sounds 

great（「それいいじゃん」）と答えている。誘いや提案に対してフォーマルにもカジュア

ルにも返事をすることができるが、sounds great はカジュアルである。このカジュアルさ

は、ひとつには、文頭の that が脱落していることに由来する。もしも、「僕」が I would love 

to や That sounds very nice などと答えていたとしたら少し堅苦しすぎ、この会話は不自

然に聞こえていただろう。カジュアルな表現にはそのほか sure、cool、awesome などもあ

る。Cool や awesome はどちらかというと若者が使う傾向があるので、返事からだけでも

少し発話者の年齢を予想することができる場合がある。 

 

2.3 文法的不完全さ 

以下のセリフ（例 5）は「パン屋再襲撃」からである。主人公の「僕」が昔パン屋を友達

と二人で襲撃することを試みたときのことを妻に説明している場面からである。パン屋の

店主が二人に対しパンをいくらでも持っていくことを許すが、その代わりワグナーの序曲

集を 初から 後まで一緒に聞かなくてはいけないといわれたときについての反応である。 

 

（例 5）［. . . ］それで僕と相棒はひどく混乱してしまった。ワグナーが出てくる

なんて、当然のことながら我々は全く予想しちゃいなかったからね［. . .］ 

Nobody could have anticipated that.  I mean—Wagner? 

 

I mean は「ていうか」や「いやその」というような意味で、より適切な言葉で言いなす

ときの前置きとして使われる口語表現である。また、話し相手があまりにも予想外の発言
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をした場合に I mean, seriously?や I mean, really?と反応することがあるが、「僕」もこ

こでは驚きが隠せなく、困惑がうまく表現されているといえる。 

驚きを自然に表現するには次の工夫がされている。「ワグナーが出てくるなんて、当然

のことながら我々は全く予想しちゃいなかったからね。」という日本語には、特段、文法

的不完全さはない。しかし、「しては」ではなく、１モーラ少ない「しちゃ」が使われて

おり、口調がくだけたものとなっている。この口調を英語で表現する方法として、同じよ

うに音変化のある英語（たとえば、could’ve）を使う方法もあるだろうが、ここでは、音声

レベルではなく文法レベルでの工夫が行われている。すなわち、たとえば、I mean, could 

anybody have anticipated Wager?といった、より完全な表現を使わず、I mean—Wagner?

という切り詰めた言い方により、日本語の口調を伝えようとしたものである。 

 

2.4 熟語的表現 

日本語では特段熟語的とは言えない表現を、英語の簡潔な熟語的表現を用いて処理する

ことができる場合がある。こうすることにより、原文のニュアンスをより正確に英語読者

に伝えるだけなく、セリフを自然なものにすることができる。「パン屋再襲撃」と「カン

ガルー日和」からの二つの例（例 6と例 7）を見てみよう。 

 

（例 6）でもそれははっきりと目に見える具体的な問題というわけじゃないんだ。 

Nothing you can put your finger on. 

 

（例 7）僕はキリンのお産だって見たことないし、鯨が泳いでいるところだって見たこ

とがない。なぜそれなのにカンガルーの赤ちゃんがだけがいま問題になるのだ

ろう。 

I’ve never seen a giraffe give birth, or even whales swimming, so why make 

such a big deal about a baby kangaroo? 

 

初の例は「パン屋再襲撃」からである。主人公の「僕」が妻に問題が起きたというこ

とを述べ、しかしその問題が簡単に説明できるものでないということを伝えようとしてい

るところからのセリフである。原文を一語一句訳することもできたが、Nothing you can 

put your finger on というフレーズを使用している。このフレーズは、「なんとなくわかる

けれども、はっきりとは『これだ』と言いきれない」という状況の時に使う表現である。

直訳するよりもすんなりと英語読者には「僕」のもやもやした気持ちがストレートに伝わ

ってくる。二つ目の例は「カンガルー日和」からである。主人公の「僕」の妻（もしくは
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彼女）がカンガルーの赤ちゃんをどうしても見なくてはいけないので、何があろうと動物

園に行かなくてはいけないという主張に対しての「僕」の質問である。「なぜ～が問題に

なるのだろう」を直訳してしまうと「問題」は problem となり次のような訳になる： 

Why is the baby kangaroo a problem right now? 

これでは、赤ちゃんカンガルーに問題があるように聞こえてしまう恐れがある。しかし、

ここでの日本語の「問題になる」は「話題として取り上げるべき事柄である」という意味

である。すなわち、「僕」が言いたいことは「何をそんな大げさに考えているんだ」とい

うことである。「～のことで大騒ぎする」と言いたいときは make a big deal about という

フレーズを英語話者は口語で使うことが多い。「僕」にこの表現を使って言葉を返させる

ことで、その返答がガタガタいう彼女に対して「僕」の口から自然に出たセリフのように

聞こえさせている。このように、翻訳者は、場面に応じて原文のセリフのニュアンスを理

解して直訳よりも的を得た表現がある場合は、その表現を優先すべきだと判断することが

少なくない。 

 

2.5 日本語の擬音語・擬態語 

日本語は英語に比べ擬音語（onomatopoeia）・擬態語（mimesis）を頻繁に使用する。

これらは生物の声や無生物が出す音、動作や状態などを音で象徴的に表現するため用いら

れる。よく知られている動物の鳴き声（例えば、「わんわん」が bow wow になる）などを

訳すのは特に問題がないが、行動を表すために用いられる擬態語は英語にないことが多い

のでその擬態語を表す品詞で補うことがしばしばある。例えば、「そーっと」、「バタバ

タ」、「どんどん」などは副詞的に動詞「歩く」を修飾するものであるが、これらを英語

で表すには各々の状況にあう動詞を使用するしかない。「そーっと歩く」は tiptoed、「ば

たばた歩く」は bustle、「どんどん歩く」は stomp などのように訳すことができる。以下

（例 8－11）は「緑色の獣」から擬音語・擬態語を含む文である。 

 

（例 8）そして穴の中からもそもそ緑色の獣が這い出てきた。 

[. . .] there crawled a little green monster. 

 

（例 9）そして獣はその不気味な目を独楽のように長いあいだくるくるくると回して

いた。 

Then it spun its eyes for a long time, like two weird tops. 

  

（例 10）［. . .］赤い汁のような涙がぼろぼろと音を立ててこぼれた。 
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[. . .] tears like red juice ran down from them, splattering on the floor. 

 

（例 11）［. . .］その立派な緑色の鼻までがみみずのようにするすると縮んでいっ

てしまった。 

[. . .] even is strong green nose shriveled up until it was no bigger than a 

worm. 

  

例からも英訳では日本語の擬音語・擬態語に似たようなニュアンスを持つ動詞で置き換え

ることで対応していることがわかる。ここに挙げる例は少ないが、日本語の擬声語・擬態

語と英語の特定の動詞との対応関係を示唆するものと言える。 

 

3. 文化面の対応について―日本と英語圏における一般常識の違い 

 

 ここからは、日本語話者と英語話者とが持つ一般常識の違いの問題を扱う。このレベル

の認識のズレが、翻訳を困難にする可能性は高く、翻訳者は、日本についての知識を備え

ていない英語読者にでも小説を理解してもらうために様々の配慮をしなくてはならない。

ここでは３つの対応法を紹介する 

 

3.1 内容を多少変える 

日本人にとっては親しみのあるものも英語圏の読者にとっては想像しにくいものがある。

以下の例（例 12）は「緑の獣」からである。 

 

（例12）「庭の中にあるいろんなものの中でも私はとくに一本の椎の木を眺めていた」。 

Of all the many things in the garden, the one I looked at the most was the 

oak tree. 

 

「椎の木」は英語では chinquapin tree だが、その名の木は西洋では珍しいものである。

よって訳では、見た目も似ていてさらに西洋人にも親しみのある oak tree（「樫の木」）

として翻訳された。樫の木はアメリカでも多く生息するうえ童話や詩に登場することがあ

る。よって、ここでは読者に受け入れやすくイメージもしやすいように木の種類を変えて

訳したのである。  

 

3.2 説明を加える 
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次に英語読者に理解してもらえるように、説明を加えることがある。例えば、「パン屋

襲撃」には次の文（例 13）がある。 

 

（例 13）「彼女が体の角度を変えるたびに、ポケットの散弾が枕のそば殻のような音を

立てた」。 

Every time she shifted the angle of her body, the shotgun shells in her 

pocket rustled like buckwheat husks in an old-fashioned pillow. 

 

訳には old-fashioned という単語が補足されていることがわかる。西洋ではそば殻を含む

枕は珍しく、英語読者に当たり前のように buckwheat husks in a pillow とだけ伝えると、

読者がどのようなものなのか分からず混乱してしまう可能性がある。よって old-fashioned

（「古風な」「昔ながらの」）という短い説明を加えることで、翻訳者は日本には伝統的

にそば殻の入った枕があるということを読者に伝えているのである。        

地名は特に説明を必要とする。小説の中では様々な都道府県が出てくるが、日本を訪れ

たことのない読者、または日本の街について知識がない読者にとっては、主人公が住む町

がどのような雰囲気なのかわかりづらい。この場合、町のイメージを表す形容詞が補足さ

れることが多い。いくつかの例を紹介する。 

まず、「バースデーガール」は六本木に立地するレストランとその建物の中でのシーン

が展開する。原文は「彼女が働いていたのはそこそこ名のしれた六本木のイタリア料理店

だった」とあるが、訳はただ単に Roppongi とはせず Her workplace was one of the 

better-known Italian restaurants in the tony Roppongi district of Tokyo と日本の地名を

知らない英語圏の読者にも想像しやすいように tony（「しゃれた」「ハイカラな」）とい

う情報が足されている。地方のレストランか、おしゃれな都会のレストランなのかではイ

メージが変わってくるのでこの情報は大切だといえる。 

また「カンガルー日和」には次の文（例 14）がある： 

 

（例 14）「青山通りのスーパー・マーケットで昼下がりの買い物を済ませ、コーヒー・

ショップでちょっと一服しているといった感じだ」 

She looked like someone who’d just finished her afternoon shopping at a 

supermarket on the main drag in upscale Aoyama and was taking a break 

in a nearby coffee shop. 

 

青山通りは単に Aoyama street と訳すのでなく main drag in upscale Aoyama（「高級
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エリアにある青山の大通り」）としている。この she は実はお母さんカンガルーのことで

ある。カンガルーが真夏の日差しの下、格好良くコーヒーショップに座っている姿を想像

するだけでも面白いが、このコーヒーショップがどこにでもあるコーヒーショップではな

く高級エリアにあるコーヒーショップであるということがこの文章のおかしみを醸し出し

ている。よって、英語圏読者の理解のためには「青山は高級地域」という情報が必要なの

である。 

 

3.3 省略 

 ここまでは情報を替える方法、情報を足す方法を見てきたが、次は情報を引く方法を見

ていく。英語読者を困惑させてしまう可能性が高いものは省略することがある。例えば、

「四月のある晴れた朝に１００パーセントの女の子に出会うことについて」では主人公の

「僕」が一般的に男性が女性に対して持つタイプについて述べているところである（例 15）。 

 

（例15）例えば足首の細い女の子がいいだとか、やはり目の大きい女の子だなとか［…］ 

  […] one with slim ankles, say, or big eyes, […] 

 

訳では「やはり」が省略されている。このことばは、「誰でもそう思うだろうが」とい

ったニュアンスで使われることが多いので、英訳するとすれば、of course などの言葉がそ

れに対応するだろうが、この英語を訳のなかに入れた場合、読者が混乱する可能性がある。

なぜなら、女性に対する「美」の価値観は英語圏と日本とは異なっており、目の色のタイ

プなどは美しさに関係があると思われているが、目が大きいほうが良いという考えはあま

り一般的でないと言えるからである。なるべく忠実に訳すことが求められる翻訳者だが、

このように臨機応変に対応する技術も必要となる。 

 

4. コミュニケーション方略の観点から 

 

外国語使用者は、限られた目標言語能力を活かしてコミュニケーションを成り立たせる

ために、コミュニケーション方略を使うものであるが、こうした方略使用の観点から上記

の翻訳を分析すると、異なる言語の対応関係の興味深い側面が浮き彫りになる。方略には

大きく分けて、情報伝達のレベルを上げることを意図した達成方略(achievement 

strategies)と、情報伝達をある程度あきらめる縮小方略（reduction strategies）があり、

それぞれの範疇の方略に下位範疇がある（Færch and Kasper, 1983）。上に取り上げた事

例について細かく見てみると、次のような分類が可能であると思われる。言語レベルのい
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くつか例をとりあげ、文化レベルの訳についてもコメントする。 

 

4.1 ポライトネスの問題 

「バースデーガール」における「・・・伺いますので・・・いただけますか？」と“If you 

would be kind enough to . . .sir . . . ”との対応関係を見ると、前述の通り、原文の丁寧さが

やや増幅して訳されているとの印象がある。敬語に込められた敬語意識を訳出したという

点では達成があったと言えるが、もし、訳の過程でポライトネスのレベルを上げ過ぎたの

だとすれば、 適のレベルをねらうことをあきらめている点でこれは縮小であると言える。 

 Sir のような呼格は、日本語にも存在する（「先生」「奥さん」など）が、原文にはその

ような要素がない。訳に sir を使うことにより、元の日本語に呼格がないという情報を曲げ

てしまっているので、これは縮小の例と言えるが、sir を使うことにより日本語の敬語の存

在を伝えているという点では達成である。 

 上述の miss についても同様のことが言える。日本語には、多用される「奥さん」という

表現があるが、これ以外に女性に対して一般的に使われる呼格はほとんどない。したがっ

て、検討した英訳は、原文にない呼格を英語に入れたということによる縮小と、堅苦しさ

を表現できたという達成が同居している訳であると言える。 

 

4.2 同調表現 

同調の表現として取り上げた yep は、ポライトネスの点で日本語の「うん」とほぼ同レ

ベルであるが、yep では独特の強調の気分が出やすいのに対して「うん」はその点で言え

ばどちらかと言えば中立的である。こう考えると、ポライトネスのレベルを訳出できたと

いう点では達成であるかも知れないが、「うん」にはないニュアンスを訳に入れたという

点では縮小であると言える。「いいね」を Sounds great と訳したことについては、特に犠

牲にされた意味の側面は感じられないので、達成に成功した訳と呼べるのではないかと思

われる。 

 

4.3 文法的不完全さ 

「ワグナーが出てくるなんて、当然のことながら我々は全く予想しちゃいなかったから

ね［. . .］」を Nobody could have anticipated that.  I mean—Wagner?と訳したことに

ついては、かなりの縮小が行われたと言わざるを得ない。I mean は、ものを言いなおした

り、センテンスを言い始めるときには念頭になかったことを言い足したりするために使わ

れる。元の日本語にはそのようなぎこちなさは全くない。むしろ、出だしの言葉は「ワグ

ナーが出て来るなんて」であるから、I mean—Wagner?における Wagner の提示のしかた



YOKO ASARI 

 

12 Dialogue, Vol. 15 

とは逆であるとさえ言える。 

 

4.4 熟語的表現 

熟語的表現の多くは口語的であり、ここに取り上げる、put one’s finger on と make a big 

deal about はそのよい例である。それぞれ、独特のニュアンスを持っている。前者は、指

を何かに触れさせる視覚的なイメージを帯びた表現であり、後者は“Big deal!”だけでひと

つの表現として成り立つことからも察せられるように、きわめて口語的な表現である。元

の日本語を見ると、「具体的な問題というわけじゃないんだ」「なぜ・・・が問題になる

のだろう」という、必ずしも非常に口語的とは言えない表現となっている。両方の事例に

おいて、訳の過程で、原文のニュアンスが別のニュアンスに置きかえられたことは否定で

きない。だとすれば、ここに、ある程度の縮小が認められる。 

 

4.5 日本語の擬音語・擬態語 

擬音語・擬態語は、翻訳者にとって も訳しにくい項目であると言えるだろう。獣が這

い出すときのようすを「もそもそ」で表現した日本語は、英語の crawl になったとたんに

そのニュアンスを失っている。涙が「ぼろぼろ」こぼれる様子は、splatter on the floor で

は完全に表せていない。「ぼろぼろ」には、涙の粒の大きさや、涙が後から後から出て来

るニュアンスが込められているが、英語はそこまで忠実でない。「するすると」は shrivel

で完全に表しきれてはいない。一般に、擬音語・擬態語は、縮小のリスクの非常に大きな

分野であると言えるのではないか。 

 

4.6 文化面について 

日本語の背景と英語の背景との間に横たわる文化的な違いに翻訳者が対応する際には、

まさに、達成と縮小とのせめぎあいがある。「椎の木」を忠実に chinquapin tree と訳さ

ず oak tree に替えるという工夫は、翻訳者自身が縮小を承知であえていくらかの達成をね

らったことの表れである。「枕のそば殻」を訳す際に old-fashioned を補足的に使うことに

より、原文にはない要素を入れる縮小が行われているが、翻訳者はそれでも英語の読者の

利益になるという達成を重視したものである。「六本木」「青山」を説明的に訳すことに

ついても同様のことが言える。一般に、文化面の翻訳は、そもそも厳密な意味では不可能

なことであるので、上述のような達成と縮小とのせめぎあいは宿命的と言える。 後に取

り上げた省略という技術は、縮小だけしかない方法であるが、これでも、省略された部分

の前後を含むセンテンス全体、あるいはディスコース全体が読者に理解されやすくなるの

であれば、翻訳という観点からは一定の価値のある方法であると言える。  
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5. 達成方略と縮小方略について 

 

日本語から英語への翻訳における方略使用について考察したが、縮小方略を使わざるを

得ない場合、翻訳者は次の図のような翻訳を理想とするものである。 

 

 

日本語（原文） {（包含されるローカルな情報）包含する、より広範囲にわたる情報 }  

↓縮小           ↓達成 

英語（訳文） {（包含されるローカルな情報）包含する、より広範囲にわたる情報 }  

 

図１ 翻訳者が通常目標とする訳 

 

すなわち、文脈のなかの一部の情報について、縮小方略を使って訳出をあきらめること

により、それを包含する文脈全体の情報を、読み手が混乱しないような形に整える、とい

うことである。これは、 終的には、縮小方略を達成方略として機能させようとすること

を意味している。 逆に、ローカルな情報について達成方略使用にこだわると、広範囲にわ

たる情報に縮小が起きる可能性がある。上述の例の「青山」、「六本木」といった地名を

そのまま提示したり、「椎の木」を忠実に chinquapin tree と訳したりすると、ローカル

な部分で達成が起こっても広範囲にわたる情報について縮小が起きてしまう。これを図解

すると、次のようになる。 

 

 

日本語（原文） {（包含されるローカルな情報）包含する、より広範囲にわたる情報 }  

↓達成           ↓縮小 

英語（訳文） {（包含されるローカルな情報）包含する、より広範囲にわたる情報 }  

 

図 2 翻訳者が通常避ける訳 

 

このような結果となった場合、それは翻訳者の敗北であり、翻訳者は日本語と英語との

対応関係の扱いに失敗したということになる。 
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6. まとめ 

 

本論文では翻訳者がいかに英語読者にも原文を読む読者と同じように作品を楽しんでも

らうように心がけているかについて実例を挙げながら、日本語と英語との対応関係を論じ

た。以上の例が示唆していることは、概念の対応は必ずしも言語の対応を意味しないとい

うことである。また、言語レベルの工夫によっても対応関係を明確にすることが不可能な

事例が多く存在する、ということでもある。 

 英語教育における学習者の母語の扱いについては諸説があるが、母語を排除しない教授

法を採る場合には、英語と日本語との対応関係について学習者に明示的に教えることの価

値も検討に値するのではないかと思われる。 

 対応関係を確立するために情報を加えたり変えたり削除したりすることには、外国語使

用者の方略使用に通ずるものがあり、さらに研究すれば興味深い知見が得られるものと思

われる。本論文においては、この分野について、特定の文学作品を対象にした論の域を出

ていないが、今後知見を蓄積し、それを体系的に提示することが出来れば、英語教育に寄

与する情報が得られるものと思われる。 
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文法指導にアクティブ・ラーニングを取り入れた英語授業 
 

Active learning for English grammar learning 
 

北野 功祐 / 松坂 伸彦 

早稲田大学教育学研究科 / 芝中学・芝高等学校 

 

Abstract 

This paper reports how to promote students’ “active learning” in teaching grammar. In a 

certain class at a high school, the topic to be learned was the subjunctive mood and, 

instead of giving formal instruction, we the teachers directed the students to make 

worksheets which summarize the grammatical points. By using their classmates’ 

worksheets, the students reviewed important points on the subjunctive mood without 

teachers’ instruction. After that they chose by vote some worksheets which they thought 

were well written from some points of view. The voting motivated the students to make 

better worksheets. And from the result of the voting, we the teachers got information 

about what kind of elements were required for the teaching of grammar in the students’ 

judgment. In this paper, we will report the procedure of the class and discuss 

advantageous points of this kind of learning based on what was observed through the 

practice. 

 

キーワード: アクティブ・ラーニング, 教えない授業, 文法学習 

 

科目名 英語表現Ⅰ 

対象者とクラス人数 高校１年生 7 クラス 287 名 

学習の目標 

英文法の系統的学習を中心に英語の４技能を向上させる。文法

に関しては、大学入試を目標とした来年度以降の学習において

も重要となる英文法の基礎力を高校１年次に身につけること

を目指す。 

 

1. はじめに 
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 本稿は、山本崇雄著『はじめてのアクティブ・ラーニング！英語授業』（学陽書房）にお

いて文法の学び方として紹介されていた「生徒がつくるワークシート」づくり（p.50-53）

を、文法指導の一環として実際に行った様子を報告するものである。 

 本稿ではまず、山本氏の著書を基に「英語の授業におけるアクティブ・ラーニング」の定

義や概念を確認した上で、実際に私たちが行なった実践の様子を紹介する。 

 

2. アクティブ・ラーニングの英語授業 

 

2.1 英語の授業におけるアクティブ・ラーニングとは何か 

 山本氏は、英語の授業におけるアクティブ・ラーニングの活動を以下のように定義して

いる。 

 

 ① 英語の「学び方」を能動的に英語で学ぶ活動 

 ② 英語を使って多様な考え方を能動的に学んだり、自分の考えを表現したりする活動 

（p.17） 

  

 さらに山本氏は、このように定義される活動の目的は、生徒たちを生涯にわたって英語

を学び続ける「自立した学習者」へと育てることであると述べている。そのためにも、英語

という言語そのものだけではなく、ものの考え方や、英語の学び方も授業を通して学ばれ

るべき対象なのだということが本書を通して強調されている。 

 上記の目標を達成するために、山本氏がアクティブ・ラーニングを通して目指すものは

「教えない授業」である。それは、教師によるコントロールを段階的に減らし、生徒たちが

自主的に取り組む機会を積極的に与えるものであり、時には生徒同士で教え合い、互いに

学び合うような授業である。山本氏は、そのような環境で主体性は育まれると考えている。 

 

2.2 生徒が作るワークシート 

 このような「教えない授業」を目指すという考えを基に紹介されたのが「生徒がつくる

ワークシート」である。山本氏の例では、対象は中学生であった。教員は生徒たちに、そ

のレッスンで学んだことについて、配布された白紙に自由にまとめるよう指示していた。

その際、一番よくまとまっているものを全員に印刷して授業で使うという旨も生徒たちに

伝えていた。白紙の紙に一つの文法項目をまとめるという作業は、一見大変なように思わ

れるが、山本氏は教科書の解説ページ等を自分なりにまとめれば誰でもそれなりにワーク
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シートを完成させることができるとしている。また、生徒たちが作ってきたものである以

上、間違った情報やスペルミス等があることは避けられないので、そういったものは印刷

前に作成者に修正させているという。作ってきたワークシートを基に、作成者に解説をさ

せるとより主体的な学びが可能になり、見守っている教員は適宜補足をする程度で文法学

習が完了するとのことであった。 

 私たちは、このワークシートづくりを高校１年生の「英語表現Ⅰ」で実践してみること

にした。その際、本校が中高一貫校であり、高校１年次で扱うべき文法項目は中学で学習

済みであることを考慮し、本校独自の取り組みも取り入れた。次章では、その実践の様子

を報告する。 

 

3. 授業実践 

 

3.1 方法 

 先ほど紹介したように、山本氏の例ではワークシートづくりは復習の意味も兼ねて行わ

れ、生徒たちが学んだことを自由にまとめるよう指示がなされていた。しかし今回実践を

行なった中高一貫校では、高校範囲の文法項目の一部を中学３年次に習うため、実践対象

とした高校 1 年生は事前にある程度の文法事項が頭に入っていることが想定された。そこ

で、ひとつひとつの項目をていねいに説明する必要はないと考え、本実践では「自学プロ

ジェクト」と銘打って、授業で当該項目を扱う前の予習としてワークシートづくりを取り

組ませた。その際生徒たちには、(1)ワークシートの形式は自由でよいこと、(2)何を参照し

てもよいこと、(3)ワークシートは後ほど廊下に掲示されることの 3 点を伝えた。以下は手

順の詳細である。 

 

扱った文法項目：仮定法 

＜手順＞ 

1. 教員は、中央に「仮定法ってなに？」とだけ書かれた横向きのA4 の白紙を 1 枚配布する。 

2. 生徒たちは、宿題として様々な資料をもとに各自でワークシートを完成させてくる。 

3. 1 週間後、つくってきたシートをグループ内で見せ合い、自由な感想を述べ合う。 

4. 同時に、生徒がつくってきたワークシートを使いながら、当該文法項目を復習した。 

5. 教員はその後、ワークシートを廊下に掲示する。 

6. 生徒たちは各クラスの「優秀賞」「ユーモア賞」「イラスト賞」をマークシート形式で

投票する。 

7. 投票結果は教員が集計し、クラスに発表する。 
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3.2 実際に生徒が作ったワークシート 

 

 
図 1 生徒が作ったワークシート例（１） 

 

 
図 2 生徒が作ったワークシート例（２） 
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図 3 生徒が作ったワークシート例（３） 

 

3.3 生徒の感想 

 今回実践した取り組みは、本校では初めてのことであったため、実践後に生徒たちに感想

を自由に書いてもらった。内容は自学プロジェクトをやってみた感想や、友人の作品を観

て感じたことなど多岐に渡った。以下はその一部である。 

 

・みんなわかりやすかった。読み手の気持ちになって書いてあっていいと思う。 

・説明しようとするとより理解が深まった。 

・文字として書くことで覚えやすかった。 

・文法を確認し、勉強するいい機会になった。また、例文を書くことでアウトプットにつ

ながった。 

・他の単元でもこのようなことをやった方がいいと思った。 

・絵に力を入れすぎてしまったが、文を考えたり、まとめたりすることで仮定法の理解に

つながった。みんなのプリントを見ることで、広く理解が深まった。 

・もう少し仮定法の作り方について書いた方がよかったと思いました。 

・A くんのレイアウトがきれいでわかりやすかった。 

・B の絵がうまかった。 

 

 生徒たちの感想を見ると、中学で学習済みの項目だったからかもしれないが、実際に自
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分で調べて手を動かすことで「理解が深まった」という内容が非常に多かった。また、自分

の作品が掲示されるということで、読み手に対して説明をするのだという意識がはたらき、

仮定法について隅々まで知っておこうとしたという態度も、完成したワークシートや本人

たちの感想から伺うことができた。なかにはクラスの友達の作品を見ることで、自身のワ

ークシートとの違いに気づき改善点を考えている生徒もいた。さらに他者の作品のよいと

ころを見つける肯定的なコメントも見られ、このような取り組みがお互いを認め合うよい

雰囲気づくりにも一役買うことができると感じた。 

 

3.4 各賞を設けたことに関して 

 今回、本校独自の取り組みとして、生徒が作ってきたワークシートを廊下に掲示し、「優

秀賞」（今回の文法事項を学ぶにあたり、特に参考になった作品）、「ユーモア賞」（構成や内

容がおもしろいと感じた作品）、「イラスト賞」（挿入されているイラストが上手いと感じた

作品）をマークシートによる投票で選ばせた。その結果、生徒の学びの面と教員の指導の

面の双方にとりプラスであった。生徒にとっては、各賞を設けたことで生徒たちの中にモ

チベーションが生まれた様子が確認された。例えば、普段英語が苦手で授業に積極的に参

加することがなかった生徒も、イラスト賞だけは他の友達に譲れないといった本人なりの

取り組み方がみられ、各賞を設けたことで目標が生まれたようだった。 

 また教員にとっては、優秀賞に選ばれた作品を見ることで、生徒たちがどのようなこと

を文法の学習時に求めているのかがわかった。私が実践したクラスで優秀賞に選ばれたの

は、文法事項の解説がほとんどなく、代わりに例文が豊富に載ったものであった。当初、私

はそれほどその作品を気に留めていなかったのだが、最終的にはその作品が優秀賞を獲得

した。このことは、生徒たちが豊富な例文を提供してくれたワークシートが便利だと考え

ていたことを示すものであり、彼らにとって文法書のように整然と説明が並んでいるもの

だけがよい教材ではないのだという気づきを与えてくれた。普段、最低限の例文の紹介に

とどまっていた私自身の授業を見直すきっかけになったと感じている。 

 

4. おわりに 

 本実践では、生徒が自ら文法学習のためのワークシートを作るということを行なった。

また、独自の取り組みとして各賞を設けた結果、生徒たちのモチベーションを生み出すこ

とができただけではなく、生徒たちがどのような教材を求めているのかという発見にもつ

ながった。 

 今回はワークシートを作り、お互いの作品を見る中で簡単におさらいをし、掲示後に各

賞を投票するだけで終わってしまったが、今後は生徒たちのワークシートを軸に授業を構



文法指導にアクティブ・ラーニングを取り入れた英語授業 

《実践報告》 23 

成し、場合によっては生徒たち自身がお互いにシートを用いて授業を行うような、「シート

を利用した授業づくり」を教員が考え、より能動的な学びを誘発することができる授業を

実践していこうと思う。 

 現在、文部科学省の様々な指針や各種教育実践の研究界においてアクティブ・ラーニン

グが徐々に求められてはいるものの、その本格的な導入はなかなか進んでいないのが実態

である。生徒一人一人に学習や思考のチャンスを与え、生徒同士で互いのワークシートの

評価まで行わせる本実践は、英語という枠を出て、将来の社会で求められる主体的な態度

を生むきっかけになるかもしれない。本実践のように、少しずつでもアクティブ・ラーニ

ングの要素を含んだ活動を増やしていくことができれば、徐々に自立した学習者を育てる

仕組みができるのではないだろうか。 
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『はじめてのアクティブ・ラーニング! 英語授業』 
 

山本 崇雄 著 (2015) 

学陽書房 127 ページ 

 

安田 明弘 

早稲田大学大学院 教育学研究科 

 

 本書は、筆者の掲げる生徒の生涯英語を自ら学び続ける力を育て、「自立した学習者」を

育てるという目的のもと、そのための手段としてアクティブ・ラーニングの具体的な手法

を取り入れた英語教育における実践例を数多く提案している。先に掲げた目的に基づき、

著者は本書におけるアクティブ・ラーニングを Bonwell & Eison (1991)の 5 つの定義を基

に、①英語の「学び方」を能動的に英語で学ぶ活動、②英語を使って多様な考え方を能動

的に学んだり、自分の考えを表現したりする活動として定義している。①の定義は、筆者

が目的として掲げている「自立した学習者」に直結するものであり、英語を学ぶ過程を通

して能動的な「学び方」も習得して欲しいという意図が感じられる。また、②の英語を道

具として実世界の中で情報を収集し、表現するために使っていくための能力を養うという

ことであると考える。 

 本書の構成としては、全５章からなっており、1章と２章では、アクティブ・ラーニング

とは何かという先に述べた定義からはじまり、英語教師は授業をアクティブ・ラーニング

な学びの空間にするために教師はどのような心構えを持ち、どのような役割をはたすべき

か、という部分を重点的に述べている。特に教員の役割に関して、ファシリテーターとい

う言葉を用い、「生徒の自立を助ける存在」として教師は生徒に学び方を教えたり、学びを

手助けしたり、生徒が学びに躓いた時に動機付けをしたりする存在としている。3章は、こ

の本のメインとも呼べる章で、実際の英語科の指導におけるアクティブ・ラーニングのア

クティビティの手法と実際の実践例を、ハンドアウトや生徒の作品を紹介しながら、非常

に丁寧に解説している。アクティブ・ラーニングの活動として有名な Think-Pair-Share や

ジグソー法の活用はもちろんであるが、サイトトランスレーションやクレジットロールリ

ーディング（字幕読み）から音読指導、文法ドリルまでもグループ活動やペアワークの形

で生徒が協働する工夫がされていく点に注目したい。文法ドリルのようなワークシートで

あれば、個人で行うのが当たり前であるが、著者は生徒が 1 問いたら自分のプリントを前
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の人に回し、受け取った人がその解答の答え合わせをして、また 1 問解いて前に回す

paper-go-around という手法を用いて、生徒同士で協働される手法を提案している。また、

音読指導においても先生がモデルを出し生徒はそれに続いてリピートするのではなく、生

徒がペアとなり互いにモデル出しとリピートをし、更に自分たちでモデルの CD を聞いてよ

りモデルに近づけるようにしていくという活動が紹介されていた。生徒同士が互いに正し

いモデルを出そうとするなかで、自発的に学ぶ仕掛け作りである。4章では 3章で紹介した

それぞれの活動を授業指導案として、１つのレッスンの中でどう組み合わせ落とし込んで

いくかという点に関して、実際の指導案の例を使いながら解説している。また、教師が「教

えない授業」をどう作っていくかという具体的な 3 段階のプランが紹介されている。そし

て、最後 5章では、FAQ のような形式で、生徒、保護者、同僚の教員から批判が来た際の対

応について軸となる方向性を示している。 

 本書を通して見える著者の実践において特筆している点は、アクティブ・ラーニングの

手法を英語教育の実践の中に落とし込み、それらを現場の教員向けに分かりやすく整理し、

まとめている点だけではない。英語の「学び方」を徹底的に教え、生徒がその学び方を習

得し、自由に「学び方」を選び取れるまでをアクティブ・ラーニングを通して行っている

点である。どうすれば生徒は「学び方」を習得することができるのだろうか。まずは、学

びのバリエーションをインプットすることである。音読活動を１つとっても、ペアで

Reading Relay, Reading Race, Shadowing Check, Read & Look up と様々な学び方をイン

プットし、最終的に自分にあった学びを生徒自身で選択させている。このように様々な学

び方をインプットすることがまず必要である。そして、それらの学びを内在化・自動化し

ていくためには何が必要なのだろうか。先ほど紹介した音読指導でも生徒同士がモデルを

出し合うというものがあったが、著者の実践の中で生徒は Small Teacher として互いに教

え合う経験を積んでいる。4章の「教えない授業」の中で、クラス内でのアクティビティの

進行を生徒に英語で任せるというものが紹介されていた。初期段階として、５分間ほどの

帯活動の指示出しや活動のコントロールを生徒が行い、徐々に既に慣れている活動のコン

トロールを生徒に委任していき、最終的に生徒がオリジナルの教科書指導をする機会を作

るというものである。このように生徒自身が教える側に立つ経験を自然と積んでいる。ま

た、筆者は、ミニッツペーパーやリフレクションペーパーという形で、生徒が自分たちの

学びや学び方に関して振り返り、共有する機会も設けて、その重要性も本書で説明してい

る。 

 最後に、本書で紹介されているような活動を英語教育研究の文脈から裏付けようとする

とどうなるのだろうか。学習者要因における動機付け理論の１つである自己決定理論 

(Deci & Ryan, 1985, 2002)というものがある。4章の「教えない授業」の段階２において、
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「◯時◯分までに, 教科書◯ページの内容を絵を使って説明できるようになる」というゴ

ールだけが設定された活動が紹介されていた。具体的で実現可能な課題設定を教員が行い, 

練習方法を生徒に選択させる活動である。この活動を自己決定理論のフレームワークを使

って分析すると、まず課題における達成手段を生徒が選べるようにすることで、生徒の中

で選択の余地が生まれる。これにより「自立性の欲求」が満たされる。そして、実現可能

な課題を１つずつ達成することにより、「有能性の欲求」も満たすことができる。更に、ク

ラスメイトと協働したり、競争したりする中で課題を達成することにより、「関係性の欲求」

もまた満たすことが可能だろう。 

 自立した英語学習者を育てるための実践のスタートラインとして、本書を手にとってみ

てはいかがだろうか。 

 

参考文献 

Bonwell, C.C., & Eison, A.J. (1991). Active Learning Creating Excitement in the 

Classroom. Jossey-Bass. 

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human 

behavior. New York: Plenum Press. 

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (Eds.). (2002). Handbook of self-determination research. 

Rochester, NY: University of Rochester Press. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研 究 会 報 告 



 
 



《研究会報告》  29 

2015 年度 第 1 回研究会 (ワークショップ) 

 

授業始めにあたり～４技能統合・アクティブラーニング・反転

授業など 
 

発表者： 
鈴木 久実 氏［東京都立戸山高等学校］ 

佐藤 之美 氏［東京都立駒場高等学校］ 

司会者： 下山 幸成 氏［東洋学園大学］ 

日 時： 2015 年 4 月 18 日（土）17：15～19：15 

会 場： 早稲田大学 14 号館 6 階 610 教室 

 

【概 要】 

 

1. アクティブラーニング：自律した学習者を育てるために 

鈴木 久実（東京都立戸山高等学校） 

 教員の話を聞くだけの受け身になりがちな進学校の授業で、生徒が能動的に授業に参

加し、学習する集団作りのために行った「仕掛け」についてお話しします。大量の知識

を注入する一方で、その知識を使う場を用意し、生徒のプロダクションに対しフィード

バックを行い、４技能のストラテジーを示すことが、生徒の英語力向上に寄与する可能

性について考えます。  

 

＜提供する話題＞ ペアワーク・グループワーク ／ 手紙交換 ／ スピーチ練習 ／ リス

ニング・リーディング・ライティング・スピーキングが統合されたプロジェクト ／ 自

分で決める宿題 ／ 冬休みのリーディングマラソン ／ 希望者による単語復習テスト 

／ リスニングガイダンス ／ 英語通信 など 

 

2. 協同学習としてのペアワーク実践例：アクティブラーニングの一環として 

佐藤 之美（東京都立駒場高等学校） 

 東京都より「進学指導特別推進校」に指定されている駒場高校に赴任した３年前に１

年担任となり、この３月に卒業生を出しました。３年間の授業や生徒アンケートから生

徒は様々な学習ストラテジーを持っていることがわかりましたが、協力しながら積極的

に授業に参加するアクティビティも授業に取り入れてきました。今回は実際に使用した
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プリントをお見せしながら１・２年次に行っていた教科書暗唱のペアワーク、３年次に

入試問題を使って行ったペアワークの例をお話しします。ペアワーク自体は必ずしも画

期的で目新しい活動ではありませんが、参加者の皆さんとこうした活動の意義を話し合

えればと思います。 

 

【司会者後記】 

 

 2015 年度初回の研究会は「授業始めにあたり～４技能統合・アクティブラーニング・

反転授業など」と題して TALK TIME を行った。文部科学省が次回の学習指導要領に盛り

込むとのことで現在の現場で注目されている「アクティブ・ラーニング」を話題の中心

に、お二人の先生方に話題提供として実践の発表をしていただいた後に、皆が自由に意

見を述べ合った。 

 

 一人目の発表者である鈴木久実氏は、学習者が受け身ではなく自分から勉強しようと

いう気持ちになるように促す実践例を紹介してくださった。進学重点高校に勤務してい

るためどこでも実践できるとは限らないと前置きがあったが、その工夫やアイデアは多

岐に渡り、多くのヒントをいただくことができた。例えば、気づきの機会を増やすため

に単語小テストやリスニング小テストの採点をペアワークで行ったり、弾丸インプット

と称してライティングをさせたり、授業中に手紙を書いて交換した後に宿題としてその

返事を書いてこさせたり、音読・シャドーイングをペアワークで行わせたり、等である。

また、4技能を授業でどのように扱っているかを、リスニング→音読→シャドーイング→

原稿作りのライティング→発表としてのスピーキングという例で示してくださった。一

貫して言えることは、学習者自らが学習するようになる雰囲気づくりと、学習者が「あ

あ、そうだったのか」と思える「気づき」の機会をできるだけ多く設けようとする配慮

が行き届いていることであった。 

 

 二人目の発表者である佐藤之美氏は、実際に授業で使っているプリントを資料として

配付され、それに基づき説明してくださった。リーディングを扱うときのタイマーを使

ったペア音読活動、文法を扱うためのインフォメーションギャップ型活動、サマリーや

感想をグループワークで回し読みする活動、自分の弱点部分を中心に振り返る「振り返

り」ノートの提出など、様々な活動を紹介してくださった。学習者の学習しやすさ、練

習しやすさをよく考えたプリントは、圧巻だった。 
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 休憩をはさんだ後の TALK TIME では、お二人の先生のご発表に刺激を受け、参加者全

員が何らかのコメントをし、有意義な意見交換ができた。その中でも発言が多かったの

は、教師が一方的に講義形式で行う授業ではなく学習者が積極的に参加するにはどのよ

うな方法があるかという内容だった。様々な習熟度の学習者を教えている参加者がそれ

ぞれ自分が行っている実践を紹介し合った。たくさんの実践を聞いていて素晴らしいと

思ったことは、行っている活動がペアワークやグループワークを含め、形だけのもので

はないということだ。活動や方法を真似すればアクティブラーニングになると思われが

ちな中、今回の参加者は自律的な学習者を育てていくためにどのような活動をどのよう

に取り入れるべきかを考えて実践している。ペアワークであればペアである必要性を考

えて実践している。それぞれの活動は他の活動とのつながりを考えて組み込まれている。

全参加者の発言が終わった後に松坂先生が最後におっしゃった「いろいろな教授法など

を使うことが目的になってはまずい」「相手に応じて適切に選んでいけるのが教師の力量

である」というお言葉が印象に残った。どんな流行り言葉が登場しても普遍で大切なこ

とを物語っているからだ。 
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2015 年度 第 2 回研究会 (実践報告) 

 

定着と協働を仕掛ける授業―実践報告 
 

発表者： 安藤 勇輝 氏［早稲田中学高等学校］ 

司会者： 山口 高領 氏［早稲田大学］ 

日 時： 2014 年 5 月 23 日(土) 17:15～19:15 

会 場： 早稲田大学 14 号館 6 階 610 教室 

 

【概 要】 

 

 日本の英語教育において、英語で自分の考えを話し、あるいは書いて表現したり論理

的に説明したりする「発信型」の英語力の重要性が指摘されるようになって久しい。そ

の反面、小・中・高校、また大学をも含めた学校での英語教育で最終的に目指すべき英

語力の定義や、その目標達成に必要となる具体的施策については、今後さらに議論を深

める必要がある。本セッションでは、英語での学位取得や研究・ビジネス活動への従事

など、高度な英語力が必要とされる場面に十分対応できる英語力の育成を長期的に目指

すライティング指導・評価のあり方を考える。まずセッション前半では、学校での英語

教育の最終到達目標の目安の一つとして、国内外で留学生選抜や団体・企業等で人事等

に広く活用されている様々な大規模英語外部テストでのライティング能力の定義を、学

習指導要領や、日本の英語教育における英語到達度指標として近年開発された CEFR-J 等

と比較しながらまとめる。また本セッション後半では、近年特にアカデミック・ライテ

ィングにおける重要性が認識されるようになり、大規模テストでもテスト・タスクとし

ての使用が広がっている、英語で資料を読み（あるいは聴き）、その内容を英語で要約す

る技能統合型ライティング・タスク (integrated writing task) に焦点を当てる。その

ようなタスクを十分にこなすために必要な英語力の多面性を、近年の研究の動向を紹介

しながら解説し、integrated writing task をベースとした、長期的・段階的な指導・評

価の方向性を提案する。 

 

【司会者後記】 

 

 2 時間休憩なしでも一気に終わったという実践報告でした。最初から 1時間以上、参加者

を生徒にみたて、「生徒」は安藤先生の授業に参加しました。11 人の生徒が、時には個人練
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習を、時にはペアでの活動を、時には 4人程度のグループでの活動を行いました。 

 

 生徒になって実感したのは、テンポよく、眠くなる瞬間さえ与えずに授業が進行してい

くことでした。体育の授業を受けていたと言い換えられるかもしれません。インプットや

アウトプット活動が濃縮された授業だと思います。と、ここまではこれまでに聞いたこと

のある話だと思う方もおられるでしょうが、この実践報告の最大の売りは、「スパイラル」

にインプットやアウト活動が仕組まれていることだと思いました。 

 

 １回５０分の授業が、4回行われることをご想像ください。関係代名詞が最初の回では、

input として提示され、第２回目の授業では関係副詞が input として提示されますが、その

提示が終わった後、関係代名詞の intake1 が続きます。第３回目の授業では関係副詞の

intake1 の活動が終わった後に、関係代名詞の intake2 の活動が続きます。第４回授業では、

関係副詞の intake2 活動の後に、関係代名詞の output 活動が続きます。その後、定期試験

で関係代名詞や関係副詞が問われます。また、1年前に定期試験に出題された範囲を事前予

告して、定期試験に再び組み込むのだそうです。 

 

 安藤先生の勤務校では、すべての先生が同様に授業をしているわけではないそうです。

ただ、ワークシートなどの自作教材などは学年で共有されているとのことでした。 

 

 最後にもう１つ。安藤先生は、授業スタイルのヒントとなる資料を日々読み込んでいる

だけでなく、自ら新しい言語活動を創りだすために、日頃小道具を探しているということ

が、質疑応答で明らかになりました。時には手品も使うそうです。一部実演して頂けまし

たが、自分の授業にも取り入れたいと思ったのは、私だけではないはずです。 

 

 後記には書き尽くすことのできないことばかりでした。是非、Dialogue に安藤先生の実

践報告をしてもらえたらと感じました。 
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2015 年度 第 3 回研究会 (研究発表) 

 

Revisiting Recasts: Explicit recasts and how they affect 

learners' modified output and L2 development 
 

発表者： 浅利 庸子 氏［早稲田大学教育学研究科博士課程］ 

司会者： 根子 雄一朗 氏［早稲田大学教育学研究科修士課程］ 

日 時： 2015 年 6 月 27 日(土) 17:15～19:15 

会 場： 早稲田大学 14 号館 6 階 610 教室 

 

【概 要】 

 

 Eighteen years have passed since Lyster and Ranta (1997) detected six different 

kinds of corrective feedback (CF) provided by NS teachers during an interaction 

with NNS learners. The six different kinds of CF (repetition, recast, clarification 

request, elicitation, metalinguistic clues, explicit correction) were then 

categorized as being either implicit or explicit. More recently, however, the 

implicit-explicit dichotomy has been challenged, and the types of CF have now been 

placed on a continuum with implicit CF and explicit CF at either end of it. In this 

presentation, I will be talking about recasts, a type of CF that has been for a 

long time considered one of the most implicit forms. By introducing some of my 

studies which reveal ways in which recasts can be provided “explicitly” and how 

they can affect learners' modified output and L2 development, I hope to provide 

discussion on recasts so that foreign language teachers and SLA researchers can 

look at them in a new light. 

 

【司会者後記】 

 

 今回の研究会では、発表者の研究テーマである recast について、自身の行った２つの

実験研究を中心に研究発表が行われた。recast とは corrective feedback の一種であり、

コミュニケーション活動の中で発話に誤りがあった場合、教師がその誤りを含んだ発話

を正した形に直して、学習者に対して再提示するというfeedbackの与え方のことを指す。
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recast には、negative evidence と positive input の両方を提示することで学習者に

noticing を促すことができることや、コミュニケーションを阻害することなく文法項目

に注目させられるなどの利点がある。その一方で、recast は学習者が発話を直されてい

ることに気が付けないことがある点や、気づけたとしても、どこで、どのように間違っ

ているかという情報を与えないため、訂正箇所を認識しにくいなどの弱みがある。これ

らの特徴を踏まえると、より学習者にとって効果的な recast を行うためには、recast

の saliency を高める必要があることがわかる。 

 

 そこで、一つ目の研究では、L2 学習者を対象としたコミュニケーションのクラスにお

ける recast にはどういった特徴があるか、またその内の、どの特徴が学習者の uptake

や modified output に関係するか、ということが研究課題に設定された。被験者は１５

人のネイティブのインストラクターと３０人の学習者で、コミュニケーションのクラス

における彼らの間の会話が分析された。分析の結果、recast の特徴は８種類のカテゴリ

ーに分類された。その内で、学習者の受け取り方に曖昧さを残す、つまり誤りが指摘さ

れたと気が付きにくい rising tone intonation や approval を伴った recast は学習者の

modified output を引き出しにくく、その一方で segmented や interrupted、そして

stressed recast は modified output を引き出しやすいということがわかった。後者の結

果については、segmented recast は与えられる positive input の長さが短い点で、

interrupted recast は学習者のエラーの直後に feedback を与える点で、学習者の

modified output にかかる認知的な負担を小さくしているため、結果として学習者の

modified output を引き出しやすいということが理由として提示された。 

 

 ２つ目の研究では、前述の結果を踏まえ、大学１年生４１人を被験者に、saliency が

高いと考えられる segmented recast と interrupted recast、そして統制群として

unsalient recast の３グループを設け、それぞれ現在形の疑問文作成の正確性にどのよ

うな効果を持つかが検証された。recast の効果は事前・事後テストに加えて、事後テス

トから６週間後に行われたディレイドテストを通じて検証された。その結果、segmented 

recast と interrupted recast の両方に事前事後の間で有意な効果が見られたが、ディレ

イドテストでは segmented recast のみ継続した、有意な効果が確認された。前者の結果

は、saliency の高い recast は学習効果も高いということを示唆し、後者の結果について

は、文全体を再構築し output する機会の有無が recast の効果の継続性に影響を与える

と考えられた。 
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以上が発表の概要であるが、普段何気なく行っていた feedback が、study 1 で示され

たように、様々な種類に分類され、そのそれぞれの効果に差があるということは驚きで

あった。特に approval のある recast については、学習者の情意面を考慮して私は生徒

に与えがちであったが、今回判明した学習効果に対する影響を考えると、それが妥当な

のか考える必要があると感じた。Study 2 では認知的な負荷が低く、saliency が高いと

考えられる２種類の recast に関して実験が行われたが、２種類の間にも効果に差が出る

など興味深い結果であった。認知的負荷の重さに関しては、学習者の発達段階や英語の

能力に影響されるため、今回の実験とは別の年齢や異なったレベルの被験者に対してど

のような効果が生まれるのか興味を持った。発表者自身のコメントにもあった通り、こ

れから英語の授業をコミュニカティブな方法で行うことがより一層求められる中、今回

の研究は研究分野の発展だけでなく、教育現場に対しても非常に大きな示唆を持つと思

われる。 
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2015 年度 第 4 回研究会 (講演) 

 

Berlitz Presentation 
 

発表者： Zachary McDonald 氏［Manager of Instruction］ 

司会者： 浅利 庸子 氏［早稲田大学教育学研究科博士課程］ 

日 時： 2015 年 7 月 25 日(土) 17:15～19:15 

会 場： 早稲田大学 14 号館 6 階 610 教室 

 

【概 要】 

 

 The presentation will begin with a brief history of Berlitz and the founding of 

the Berlitz Method. The evolution of the Berlitz Method and how it has been adapted 

to the modern eikaiwa classroom will be mentioned along with the pros and cons of 

the method in the modern setting. I will give an overview of the training received 

by Berlitz Japan instructors. This includes some EFL methodologies and techniques. 

However, the focus will be on practical usage rather than specific methodologies. 

The main focus will be on the everyday challenges, training and expectations of 

Berlitz instructors. The main portion of time will be reserved for questions, and 

demonstrations of techniques used in Berlitz. 

 

【司会者後記】 

 

 Zachary McDonald, a Lead Manager of Instruction for Berlitz Japan, shared with 

us the primary principles of the Berlitz Method which is used in all Berlitz language 

centers worldwide. The first half of the presentation focused on the historical 

background of Berlitz and Berlitz Japan. The second half of the presentation 

included expectations and basic teaching techniques that all Berlitz instructors 

have. It centered on how instructors have to be able to show customers the efficacy 

and the usefulness of language. One of the primary tenants of a Berlitz lesson is 

that goals are set interactively and buy-in is achieved with the student. Mr. 

McDonald demonstrated the goal-setting process, and we were given a chance to 
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practice this. As a former Berlitz instructor myself, it took much practice before 

I was able to set appropriate goals for individual students for any given topic. 

However, goal-setting is very important because that is what makes the lessons 

authentic. In the end of each lesson, instructors are also required to go over the 

things students have learned to do in the 40-minute lessons. I felt this is much 

like the can-do lists we use at schools and universities. According to Mr. McDonald, 

“The difference between a Berlitz lesson and other Eikaiwa lessons is that Berlitz 

customers walk out of each 40-minute lesson with a concrete understanding of the 

language they learned and how it can be used in their daily needs.” After hearing 

Mr. McDonald's lecture, I felt that all of the teaching techniques are backed with 

solid SLA theories, and this is what makes this language school useful to modern 

L2 learners. 
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2015 年度 第 5 回研究会 (実践報告) 

 

大学入試と高校英語教育について―実践報告 
 

発表者： 井上 貴文 氏［巣鴨中学高等学校］ 

司会者： 下川原 広樹 氏［巣鴨中学高等学校］ 

日 時： 2015 年 9 月 26 日(土) 17:15～19:15 

会 場： 早稲田大学 14 号館 6 階 610 教室 

 

【概 要】 

 

 巣鴨中・高等学校は中高一貫男子校です。英語の担当は中 1 から持ち上がりで 1 つの

学年を受け持ち、現在は高 1の英読（Reading と Listening 中心）の授業と英文作(Grammar

と Writing 中心)の授業を担当しています。4 技能の習得・コミュニケーションを意識し

つつも、難関大学入試にも対応せざるを得ない状況の中で試行錯誤を繰り返しています。

授業の様子、使用している教材、授業外で行っている小テストや暗誦テストについて、

また学校の海外研修プログラムの取り組みについて紹介した上で、今後の中・高等学校

の英語教育について話し合えればと思います。 

 

【司会者後記】 

 

 「難関大学の入試に対応できる英語力」という概念があるとするならば、それがいわ

ゆる一般的に言う「英語力」と必ずしも同じでなく、むしろ２つの概念の間に未だに大

きな隔たりがあることによる現場の英語教員の苦労を生に感じることができるご発表だ

ったと思います。井上先生がご指摘されている通り、東京大学、京都大学など、いわゆ

る最難関の大学の入試問題、およびそれを目指すために受験する模擬試験などには、和

訳や日本語での論述問題が多く出題されています。これらの問題に対応していくために

は、もちろん生徒たちに和訳や論述の練習をさせなくてはいけません。そうすると当然

のごとく授業内でコミュニケーション活動やアウトプットさせる時間が少なくなり、教

師主導の従来型の教授法になってしまいます。入学試験の Washback effect というやつ

です。 
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 しかし、私は最近この「和訳や論述の問題が試験で出るからその練習を授業でやらな

ければダメだ」という、言ってみれば「目には目を、歯には歯を」の正攻法の考え方が

正しいのかどうか疑問を持っています。即ち、試験での和訳や論述の力は、何か別の言

語活動を通して養えるのではないかということです。例えば、授業内で読んだ英文のト

ピックで、簡単なスピーチやディベートを行わせてみるのはどうでしょうか。使用言語

は英語でも日本語でも構いません。活きた言葉を使わせることが和訳や論述の力に転化

していかないものなのでしょうか、非常に興味があります。 

 

 また、井上先生が「今後の検討事項」として挙げていた「生徒に対して、いかにやら

せるかではなく、いかにやる気を起こさせるか」ということは、英語教員、特に大量の

課題を生徒に課してしまいがちな進学校の英語教員はいつも注意しておかなければなら

ないことだと思います。何かタスクをやらせることは基本です。しかしそのタスクが興

味深く、意味のあるタスクなのだと思わせる環境づくりをするのも英語教員の仕事の１

つだと私は考えます。ご紹介いただいたイギリス、イートン校サマースクール、オース

トラリアでのホームステイプログラム、スカイプ英会話などは、生徒たちの動機付けの

ために非常に効果的な取り組みであると感じました。これらを通常のカリキュラムにう

まく取り入れることで、さらなる学習効果を期待できると思います。 

 

 



 

《研究会報告》 41 

2015 年度 第 6 回研究会 (講演) 

 

より良い動機づけ方法とは 
 

発表者： 杉田 麻哉 氏［早稲田大学教育学部英語英文学科］ 

司会者： 安田 明弘 氏［早稲田大学教育学研究科大学院生］ 

日 時： 2015 年 10 月 24 日(土) 17:15～19:15 

会 場： 早稲田大学 14 号館 6 階 610 教室 

 

【概 要】 

 

 発表者は、現在に至るまで、学習者の自律・動機づけに関する研究を行ってきた。当

該分野の最大の問題点は、多くの研究でその焦点を「学習者」におき、動機づけを行う

「教員」に焦点を当てることがまれであったということである。本講演では、主に「教

員」に焦点を当てて、日本とカナダの言語教育における「学習者心理要因、動機づけ」

や「学習者の動機づけ方法」に関する研究結果を報告する。しかし、研究結果のすべて

を一成功例としてコンテキストが違う言語教育に応用するにはいくつかの問題点がある

と考えられる。本講演では、さらなる言語教育の向上を図れるよう、参加者と一緒によ

り良い動機づけ方法を考えていく。 

 

【司会者後記】 

 

 今回の研究会では動機づけに関して、発表者のこれまで行ってきた研究と現在進めてい

る研究について発表が行われた。まず、動機づけとは Umbrella Term であり、自立、執着、

学習の持続性、学習への関わり、態度、といった様々な要因をどこまで含めるか、また、

どのように分類するかという点は、それぞれの研究や研究者より様々である。また、動機

づけに関する研究は、学習理由、コンテクストにおける動機づけ理論の妥当性（EFL,ESL

等）、動機のレベル（高い/低い）、他の学習者要因や能力との関連性、と多様であり、特

に近年では、教師の教授法と学生の動機の関係についての研究が盛んになりつつある。発

表者の研究の焦点はその流れの中で教師側が学習者に与える影響を研究しているもので

ある。 

 

 まず、実践的な研究を通して、教員の行う動機づけ方法と学習者の動機づけの関係を検
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証した。教員と生徒に同じ 15 の動機づけ方略に関する質問紙を実施し、教員側はその方

略の頻度を、生徒側にはそれによってどの程度やる気が出たかを 5段階で評価してもらっ

た。その結果、動機づけの方略の効果は学習者の英語力によって異なることが分かった。

つまり、教師は生徒の英語力の差を意識して動機づけ方法（種類）を変える必要があるこ

とが分かった。 

 

 別の実践的研究においては、生徒の授業外学習に関する動機について調べた研究であ

る。研究の目的は、生徒の授業の自主的な学習は何によって動機づけられているのかを明

らかにすることであった。中学生に授業外学習でやった学習内容と、その理由を答える日

誌による調査を長期間行い、生徒の授業外学習への動機づけの種類と、その中長期的な変

化を種類ごとに明らかにした。結果、不安感、義務感やプレッシャーといった内的動機づ

けの他に、教材による影響、テストによる影響、他者からの影響の３つの外的要因が明ら

かになった。他者からの影響の中でも、勉強法のアドバイスや褒め言葉といった特に教師

からの影響が大きかった。また、中長期的なこれらの４つの要因の変化を捉えると、テス

トによる影響と、他者からの影響がおおよそ反比例の関係にあることが分かった。つまり、

テストによる影響はテスト直前に高まり、テストが終わると急激に低くなるのに対して、

他者からの影響はテスト直前に大きく下がり、テストが終わると急激に上がることが分か

った。また、内的動機づけや教材による影響は、大きな変動はなく、観察しうる限りでは

時間の経過やテスト等の外的要因に大きく左右されていないことが分かった。さらに、生

徒の英語力を元に上位群と下位群に結果を分けてみると、上位群の方が人からの影響によ

る変化が大きく、下位群は人からの影響を上位群ほど受けていないことが分かった。つま

り、英語力の高い生徒のほうが、教師のアドバイスや褒め言葉等による影響を受けやすい

ということである。また、下位群の方が、テスト前ギリギリに、テストによる要因が急激

に高まることも分かった。 

 

 以上の研究を元に、発表者は実践的な研究を行っていたが、再生産性が低いことに着目

し、理論に基づいた教員の動機づけ研究の一環として、現在は Deci & Ryan(1985)の

Self-Determination Theory (SDT)を用い、日本の環境において自立性を重視した動機づ

け方法についての研究を行っている。その分析過程のデータに関しても紹介された。 

 

 以上が研究会の概要になるが、今まで動機づけに関して学習者要因として触れたことは

あったものの、教員側として生徒の動機づけを促すために何ができるのかといった教員に

とっての実践的なつながりが持てなかった分野であったため、発表者のお話は終始非常に
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刺激的であった。特に、生徒の英語力によって影響力のある方略が変わってくることや、

テスト前にはテストによる影響が非常に大きくなるため、教師を含めた人による要因の影

響力が弱くなることなど、今まで感覚的には感じていたものが、研究データとして示され

ることにより納得することができた。また、研究会全体を通して、現場の教員としては、

教員側として何ができるかという具体的な部分に焦点が置かれがちだが、自分の授業のゴ

ールや目的を元に、どのような生徒になってほしいのか、どのような動機づけのされた生

徒になってほしいのか、という生徒の学習能力の根本に関わる部分を考えながら、授業設

計をしていくことの大切さを改めて考える機会になった。 
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2015 年度 第 7 回研究会 (修士論文中間報告会) 

 

修士論文中間発表会 
 

発表者： 北野 功祐 氏［早稲田大学教育学研究科修士課程１年］ 

須能 麻衣花 氏［早稲田大学教育学研究科修士課程１年］ 

安田 明弘 氏［早稲田大学教育学研究科修士課程１年］ 

根子 雄一朗 氏［早稲田大学教育学研究科修士課程２年］ 

司会者： 小林 潤子 氏［早稲田大学教育学研究科大学院生］ 

日 時： 2015 年 11 月 14 日(土) 17:15～19:15 

会 場： 早稲田大学 14 号館 6 階 610 教室 

 

【研究発表１】 

【発 表 者】北野 功祐 氏［早稲田大学教育学研究科修士課程１年］ 

【発表題目】EFL 環境における日本人英語学習者への明示的音声指導の効果 

【概 要】 

 英語を第二言語（ESL）または外国語（EFL）として扱う国において、英語学習者の数は

増加しており、非英語母語話者同士が英語を用いてコミュニケーションをはかる機会は増

えている。大和（2009）はこれに伴い、日本の英語教育において、コミュニケーションに

必要な最小限の発音技能の習得を目的とした発音指導の重要性が高まりつつあると指摘

している。 

 

 そもそも、なぜ非英語母語話者の英語発音技能に種々の問題が生じるのかという点に関

しては様々な議論がなされているものの、類似した音の混同に起因する誤りについては

Flege（1995）が提唱した Speech Learning Model によって説明が可能である。この理論

によると、第二言語の音韻体系に存在する音が、話者の母語の中には存在しないが、母語

内の特定の音に似ていると認識された場合（equivalent classification）、第二言語の音

は、話者の母語内の類似した音で代用される。そしてこのことが、誤った発音の原因とさ

れている（Flege, 1995）。 

 

 日本人英語学習者が特に発音を誤りやすい音は、先行研究によっておおよそまとめられ

ている（津熊, 2005; 大畑, 2004; Kenworthy, 1987）。明示的音声指導は、それらの音を

日本語と英語の間の違いに着目しながら指導し、話者にその違いを認識させることで
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equivalent classification を解決する可能性を秘めている指導法である。 

 

 Bradlow ら（1997）や、斉藤（2011）は、明示的音声指導の効果を検証する実験をおこ

なった。そして彼らはいずれも、実際にそのような指導は被験者の発音技能の向上に寄与

したことを証明した。しかし、先行研究の問題点として、おこなった発音指導の時間が、

実際に学校教育の現場でおこない得ないほど長いものであるという点が挙げられる。 

 

 そこで本研究は、日本人が困難としている音に関して、実際に授業内で現実的に行える

ような時間の範囲内で明示的音声指導をおこない、その効果を検証することを目的として

いる。今回の発表は、その本実験に先立って被験者 2名を用いておこなったパイロットス

タディの報告である。 

 

【研究発表２】 

【発 表 者】須能 麻衣花 氏［早稲田大学教育学研究科修士課程１年］ 

【発表題目】Effect of Communicative Language Teaching and Audio-lingual 

Method of Teaching on High School Students’ Grammar of English 

【概 要】 

 In my study, I compare effects of communicative language teaching (CLT) with those 

of the audio-lingual methods (ALM) in teaching English grammar. Although CLT has 

its advantages, it came to be criticized because it focuses on meaning and the 

learners who are taught by this method tend to lack accuracy. In this study I examine 

(1) whether learners who are taught by CLT actually get less accuracy than learners 

taught by ALM, and (2) whether learners in the two groups show difference in their 

attitude toward practical use of grammar. 

 

 The participants were Japanese high school students divided into two groups: CLT 

class (n = 28) and ALM class (n = 28). They took a pre-test, then learned the same 

grammar points (relative pronouns and the subjunctive mood) with the same teacher 

and the same textbook, and finally took a post-test, which was made up of three tests: 

(1) A basic and easy grammar test in which leaners filled out blanks. This test aimed 

to check accuracy and knowledge of fundamentals of grammar. (2) An applied and more 

difficult grammar four-way multiple choice test. This test aimed to check accuracy, 

application and automatization of grammar under time pressure. (3) A free English 
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composition. This test aimed to check accuracy and leaners' attitude toward 

practical use of grammar. 

 

 As a result, there was little difference between the two groups in the results 

of tests (1) and (2), but there was a notable difference in the results of test (3). 

In short, they showed almost the same level of accuracy and fundamental knowledge 

of grammar, but in the free composition the students who learned by CLT tried to 

use the grammar points much more than the students who underwent ALM. The data so 

far collected seem to suggest that CLT has an advantage over ALM in that the former 

helps learners to conduct communicative tasks better, if it does not particularly 

make their English more accurate. 

 

【研究発表３】 

【発 表 者】安田 明弘 氏［早稲田大学教育学研究科修士課程１年］ 

【発表題目】The Effect of L1 Task Rehearsal on L2 Oral Monologue Production 

【概 要】 

 This presentation is intended to report on a pilot study, which is part of a project 

aimed at an investigation of the effect of rehearsing on the quality of a speech. 

Research has widely been conducted to investigate the effect of task rehearsal (or 

task repetition) on L2 oral production. Ellis (2009) summarized previous research 

on this issue and discussed the effect of three types of planning: (a) rehearsal, 

(b) strategic planning, and (c) within-task planning, suggesting that rehearsal has 

a great influence on the fluency and complexity (and to a lesser extent on the 

accuracy) of learners' performance. However, few studies have examined the effect 

of L1 rehearsal on L2 speech production. Some studies, such as Yoshida and Yanase 

(2003), support the view that the use of Japanese helps learners to improve their 

English. The present study aims to examine the effect of L1 rehearsal as compared 

to that of L2 rehearsal on the quality of an L2 oral monologue speech, based on the 

rubrics of the TOEFL iBT independent speaking section. The researcher decided to 

utilize the TOEFL iBT rubrics because they involve the assessment of content quality 

(which is assessed in terms of topic development) of the speech besides the 

traditional criteria for assessing speaking (which are complexity, accuracy and 

fluency (CAF)). The choice of these criteria is based on the researcher's hypothesis 
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that the topic development in speeches (or the quality of their content) can be 

deepened after a preparation rehearsal in Japanese in case the speakers have enough 

proficiency to express their ideas in English. The participants of this pilot study 

are Japanese university students who are native speakers of Japanese and have various 

experiences of learning English. Their speeches are assessed and the relationship 

between the quality of the speeches and the kind of rehearsal done by the speakers 

is discussed. 

 

【研究発表４】 

【発 表 者】根子 雄一朗 氏［早稲田大学教育学研究科修士課程２年］ 

【発表題目】The Effects of Top-down and Bottom-up Listening Training on 

Learners’ Listening Strategy Use 

【概 要】 

 This is one of a series of studies that investigated how top-down and bottom-up 

approaches to listening teaching compare in terms of the effects on learners' 

listening comprehension skill. In a former study, participants underwent either 

top-down or bottom-up training sessions, after which a comprehension test was 

conducted to assess the changes in listening comprehension skill. The result showed 

an advantage of top-down training over the bottom-up training. Moreover, it revealed 

that the listening comprehension skill of some learners in both of these groups 

declined through the training sessions. As no information about the effect of the 

training was available beyond the quantitative data obtained, it was not possible 

to identify the reason for the deterioration observed in these learners. 

 

 Hence, the present study explored how both types of training affect learners' 

listening strategy use. The participants were five university students, divided into 

a top-down group and a bottom-up group. All of them firstly listened to a text and 

did a comprehension task. Subsequently they answered a questionnaire and a 10- 

to15-minute interview that asked how they had tried to understand the text, what 

problems they had encountered, and how they had dealt with them. Following the 

pre-data collection phase, they each went through a 15-20 minute top-down or 

bottom-up training five times. After the treatment sessions, they participated in 

a post-data collection and underwent the same procedure as in the pre-session. 
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 The analysis of the data revealed that both types of training would have a 

possibility to impede listening comprehension. The bottom-up training, for example, 

might have lead the participants to concentrate on a particular word while the 

top-down training made the participants allocate their attention more on inference 

work than on the decoding of the text, which brought about a breakdown in a 

comprehension process. On the basis of the implications of this study, I will 

conclude my presentation by proposing a teaching plan that can be applied to the 

classroom in Japan. 

 

【司会者後記】 

 修士１年 3名は、次年度の実験に向けて、今までの研究のまとめとなる発表でした。

安田さんは、パイロットスタディで、被験者は 2 名のみでしたが、本実験の準備とな

るような問題点が指摘されました。日本人学生への正しい発音指導の在り方への示唆

となる研究が楽しみです。 

 

 須能さんは、コミュニケーション活動を取り入れて、アクティヴ・ラーニングを取

り入れるにあたって、どのような活動が効果的なのかを示唆してくれる研究でした。

関係詞という日本人の生徒達には、難しいとされる文法事項も、活動の中で使わせる

ことの大切さを改めて実感させてくれる研究でした。 

 

 安田さんは、スピーチをさせるのに、英語・日本語どちらの言語でリハーサルする

ほうが効果的なのか、また、リハーサルの違いによって、スピーチのディスコースに

どのような影響があるのかというものでした。新しい学習指導要領で「発話」を行わ

せる指導を考えていく必要がある中で、大変に興味がある問題です。学生が話しやす

い題材なのかによって、結果に影響もありそうですが、分析をしっかりやって、よい

研究に仕上げて頂きたい題材です。 

 

 根子さんは、修士論文の完成間近で、とてもまとまった研究であったと思います。

リスニングのストラテジーとして教える top-down, bottom-up のトレーニングが、聞

き取りの妨げになる可能性があることなど、教室での指導の難しさを教えてくれてい

ます。 
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2015 年度 第 8 回研究会 (TALK TIME) 

 

理論を補完する授業の工夫―4 月からの授業を振り返りながら 
 

話題提供： 山口 高領 氏［早稲田大学］ 

日 時： 2015 年 12 月 19 日（土）17：15～19：30 

会 場： 早稲田大学 14 号館 6 階 610 教室 

  

 

【概 要】 

 

 TALK は、その目的の１つに、「英語教育及び関連分野の理論と実践」を掲げています。

理論や理念は重要ですが、実際の教育現場では、各学習者の情意やスキルを考慮して細

やかなアレンジが行われていると思います。 

 

 近年、アクティブラーニング、反転学習、協同学習が謳われています。また、それと

は違う、従来型の授業を進めている方もいるかと思います。12 月の TALK では、そうした

アプローチを問わず、また、小中高大問わず、英語を教えている参加者に、ご自身の授

業のごく一部をご紹介していただき、ご自身のアプローチを補完する基本的な授業の工

夫をお話しいただきたいと思います。アプローチだけを知り、そのアプローチが抱える

前提をどのように補完しているのかといった教育的知見を共有できればと思います。 

 

 例えば、学習者が英語で発表することがメインな英語授業には、その前提としてある

程度の英語表現が定着していることが求められますが、こうした定着の部分は、授業内

外でどのような指導がなされているかといったことをお話しいただき、会員相互の、授

業づくりについての学びあいを実現できればと考えております。 

 

 なお、TALK 運営で意見交換をしたところ、この１２月に参加した非会員の方は、年度

内の参加費を無料とすることとなりました。お知り合いでご都合のつく方をお誘いのう

え、いらしていただけると、幸いです。 
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【後記】 

 

 今回の TALK では、20 名近い全ての参加者が授業内外で実施している独自の工夫につい

てお話をして下さいました。それらのなかには、３つの共通する特徴がございました。「キ

ョウドウ」「ソウゾウ」そして「モチベーション」です。 

 

１．キョウドウ  「キョウドウ」には、「共同」「協同」「協働」という異なる漢字が当

てられることがありますが、いずれも「ペアワーク」や「グループワーク」といった複

数人数での作業を指します。今回は、グループでのプレゼンテーションやディベート、

ペアでの英作文と英会話などの実践例が紹介されました。受動的学習から能動的学習へ

転換を図る意味もあり、このような取り組みをされている方々が非常に多くいらっしゃ

いました。 

 

２．ソウゾウ  そうした「キョウドウ」学習には、「創造」と「想像」が必要不可欠で

す。教員が画一的な解答を求めるのではなく、学習者の個性・判断・能力・想像力を活

用できるような課題が与えられます。例えば、ターゲットとなる文法項目を使用した英

文を作り、それを発表する；与えられたテーマやエッセイからディベートやディスカッ

ション、プレゼンテーションを行う；決められた場面からダイアログを作成する；ジョ

ークやユーモアを盛り込んだ英文を作る、といった活動です。教員が解説を加える時間

をなるべく短くし、学習者が英語を使う時間をできる限り長くします。その中で、「伝え

たいことをうまく伝えられない悔しさ（あるいは、上手く伝えられた喜び）」や「言い換

え表現の重要性」など、創造的活動ならではの体験をしてもらうことで、自ら問題を発

見し、その解決を図るという、さらなる学習をも促します。 

 

３．モチベーション  創造的な活動には学習者の「学習意欲の向上と維持」もまた欠か

せません。大小の目標を設定したり、学習習慣が自然と身に付くような構成を持つ課題

を作ります。例えば、課題図書の書評を著者に送り、それを製本する；学級通信のよう

な媒体で学習成果を発表する；外国人（もしくは日本人）教員との一対一のインタビュ

ーを実施する；音声をきっかけに文法や語彙の再学習を促す；学習者の興味関心に合っ

た教材やテーマを使う；多読レポートを課す；ICT を利用する、といった多数の実例が紹

介されました。 

 

 これら３点は、それぞれ独立したものではなく、各々が大いに関連しています。創造
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的な活動のためにグループワークが必要とされ、そのような活動自体が魅力的と感じら

れればそれが学習者のモチベーションに繋がります。そして、そのモチベーションが学

習者の創造性を刺激します。こうした好循環を作り出せるように課題を工夫していくこ

とが重要であると思われます。 

 

 その一方で、問題もあります。グループワークは、習熟度の低い集団では実施が難し

い課題となってしまうこともありますし、グループやペアそのものを好まない学習者も

存在します。創造的なタスクは、短期間では指導効率が悪くなってしまうことも考えら

れます。ペーパーテストのように素点での評価をしにくいこともあり得るので、公平で

正当な評価方法も併せて考えておく必要があります。 

 

 学習者のレベルや人数、興味・関心、学習内容や期間といった要因をよく考慮し、学

習内容の定着、学習者の能力・思考力・コミュニケーション力の向上等を目的とした最

良の指導法を開発していくことが、我々にとっても学習者自身にとっても重要であると

いうことを、再認識しました。 

（新井巧磨 記） 
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2015 年度 第 9 回研究会 (KLA・TALK の第 1４回合同セッション) 

 

KLA・TALK の第 1４回合同セッション 
 

 

特別トーク 

 

岡 秀夫 氏 (元 FLTA 会長) 

松坂 ヒロシ 氏 (TALK 会長) 

トム・ガリー 氏 (KLA 会長) 

  講演者： 原田 哲男 氏 (TALK) [早稲田大学 教育学部 英語英文科 教授] 

発表者： 
根子 雄一朗 氏 (TALK) [早稲田大学 教育学研究科 修士課程] 

河内山 晶子 氏 (KLA) [明星大学 教育学部 教授] 

日 時： 2015 年 2 月 14 日(日) 14:00～17:30 

会 場： 東京大学 駒場キャンパス 18 号館 4 階 コラボレーションルーム 3 

 

【概 要】 

 

【講 演 者】原田 哲男 氏 

【講演題目】外国語としての英語学習は早いほうがよいのか：音声習得の観点から 

 

【講演概要】 

 公立小学校で英語活動が導入され、昨今英語の学習開始年齢が低くなってきている。

理想的なインプが多量に与えられる英語圏に於ける学習開始年齢と音声習得の関係は十

分に研究され (e.g., Flege & Liu, 2001; Lively et al., 1993, 1994; Logan et al, 1991)、

学習開始年齢は、第二言語の音声習得で最も大切な要因の一つであるとされている 

(e.g., Flege, 1995, 1999)。しかし、日本の小学校のように週１時間程度の限られたイ

ンプットしか与えられない状況で音声識別能力にどのような影響を与えるかは、まだ明

らかにされていない。たとえば、Larson-Hall (2008) は、日本人学習者の/l/と/r/の識

別能力の実験を行い、学習開始年齢とある程度関係 があるとしている。一方、Lin et al. 

(2004) は、ノイズのない状況では、学習開始年齢は音素識別能力には関係ないが、ノイ

ズのある状況では、早期英語学習者のほうが有利だとしている。このような先行研究だ

けでは、外国語としての早期英語学習が音声習得にどのような影響を及ぼすかは定かで

はない。そこで、早期英語学習が、ノイズが含まれている様々な話者が発話した音声の

識別能力にどのような影響を及ぼすのか、また英語学習の背景がどのように影響してい
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るのかを検証した。幼児期、児童期（３歳から８歳の間）に週数時間程度、英語学習を

開始した 21 名の大学生と、中学校から英語学習を開始した 24 名の大学生を比較した。

日本人英語学習者にとって困難とされる/l/ と/r/を選び、６人の異なった英語母語話者

が発話した[ara], [ala]の無意味語と、話し声からなるノイズを合成し（SNRs = 8 dB and 

0 dB）、識別能力を測定するために聴取実験を行った。さらに、過去の英語学習背景がど

のように影響するかを調べるために、学習開始時期から大学までの英語学習歴について

詳細なアンケート調査を行った。次のような結果が得られた。１）ノイズや話者に関わ

らず、早期学習者よりも、中学校から英語学習を開始した者の方が、/l, r/との識別能

力に優れていた。２）早期学習者のみで見ると、学習開始年齢よりも、学習期間の方が、

識別能力を予測するには大切な要因であると判明した。とくに、早期の学習期間が４年

以上になると、成人になってからの音声識別能力に効果があると思われる。３）音声識

別能力が高かった中学から英語学習を開始した者は、中学校や高校での英語学習よりも、

大学での英語学習の方が、音声識別能力とより密接な関係があった。具体的には、a) 英

語の授業中の教師やクラスメートとの英語でのコミュニケーション量、b)授業以外での

音声英語の使用量、c)一定以上の英語力が大切な要因として挙げられた。英語を外国語

として早期教育を行っている他国での調査でも、学習開始年齢は大切な要因ではないと

いう結果が報告されているのも注目に値する（Garcia Lecumberri & Gallardo 2003; 

Munoz2011）。小学校学習指導要領（文部科学省 2008）の外国語活動の解説では「音声面

に関しては、児童の柔軟な適応力を十分生かすことが可能である」としているが、児童

の柔軟な適応力とは何かを、再検討する必要があろう。 

 

【発表者１】根子 雄一朗 氏 

【発表題目】The Effects of Top-down and Bottom-up Training on the Listening 

Comprehension Skills of Japanese Learners of English 

 

【発表概要】 

  This presentation summarizes two studies that investigate how top-down and 

bottom-up approaches to teaching listening compare in terms of their effects on 

listeners’ comprehension skills. In previous studies, the impacts of top-down and 

bottom-up training have been examined, and both types of training have been found 

to be effective. However, few studies have targeted on Japanese learners of English 

or compared the effects of top-down and bottom-up approaches. Therefore, the first 

of the studies is designed to examine and compare the effects of top-down and 
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bottom-up training on listening comprehension skills of Japanese learners of 

English. Participants of this study are first-year Japanese senior high school 

students, divided into a top-down group and a bottom-up group. Each group underwent 

top-down or bottom-up training for 10 to 15 minutes eight times. Before and after 

the intervention, a comprehension test was conducted in order to compare the effect 

of the methods on the participants’ listening comprehension skills. 

 

  The results of the first study demonstrated that top-down training is more 

effective than bottom-up training if these types of training are conducted with 

the same limited amount of time. In addition, the first study also showed that both 

types of training may have negative effects on learners’ listening comprehension 

skills. However, as no information about the effect of the training was available 

beyond the quantitative data obtained, it was not possible to identify the reason 

for the deterioration observed in some learners. 

 

  Hence, the second study attempts to explore the impacts of both types of training 

on listening comprehension skills from a qualitative perspective. Participants were 

five university students, three in a top-down group and two in a bottom-up group. 

All of them firstly did a listening comprehension task. Subsequently they answered 

a questionnaire and an interview which were intended to elicit problems that they 

had encountered during the comprehension task and strategies that they had employed 

to deal with the problems. Following the data collection phase, they each went 

through a 15- to 20-minute top-down or bottom-up training session five times, after 

which they underwent the same procedure as in the previous data collection session. 

 

  One of the main findings provided by the analysis of the data obtained in the 

second study is that top-down training may facilitate listening comprehension by 

equipping learners with effective listening strategies, whereas top-down 

processing, especially regarding inferencing work, needs bottom-up skills to some 

degree for successful implementation. On the basis of the results given by the two 

studies, I would like to suggest some pedagogical implications in the end of the 

presentation. 
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【発表者２】河内山 晶子 氏 

【発表題目】自律的学習における動機づけとメタ認知―学習者自律育成のための研究と教

育実践－ 

 

【発表概要】 

発表者は「学習者が自律的な学び手として成長するのを教師はいかに支援できるか」に

常に心を向けて教育と研究に取り組んでいる。本発表は、その研究概要とそれに基づく実

践を述べるもので、前半では、「自律的学習モデルの構築とその展望」（河内山 2012）をわ

かりやすく伝え、後半では、その研究の知見を活かした実践で得られた教育的示唆を述べ

る。 

 

英語学習に限らず、ほぼ全てのことにおいて言えるのが、「やる気があってもすぐに成果

が上がるわけではない」ということである。やる気（動機づけ）という情動的な要素は、

学習という行動（方略）に落とし込まれる必要があり、成果が上がるのは、その方略（一

般に「方法」）が、本人や課題に適しておりかつ適当な量で行われた時である。このように

方略の運用にあたっては、質的にも量的にも適正な判断が必要なのであり、その判断を行

うのがメタ認知である。 

 

メタ認知は、学習の流れの中で、動機づけと方略の間に位置していると考えられ、自己

観察（セルフ・モニタリング）と自己制御（セルフ・コントロール）という二つの要素を

持つ。メタ認知による客観的な観察・制御により、最適な方略が選択、修正、維持されて

こそ、学習行動が成り立ち成果につながっていく。また、原動力としての「動機づけ」が

学びの基盤として重要であることは言うまでもない。  このような「動機づけ→メタ認知

→方略→成果」という因果関係の流れを、可視化して学習モデルを構築したのが河内山

（2012）である。これに依拠した指導には教科を越えた普遍性があり、様々な分野での活

用が可能である。それらの実践を通して得られた知見を基に、この指導方法がさらに有効

に活用され得る可能性を、ケーススタディーによる質的な分析で検証する。 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規 約 
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TALK 規約 
［2006.10.1 改訂］ 

 

1. 名称： TALK (Tanabe Applied Linguistics Kenkyuukai) 

(田辺英語教育学研究会) 

2. 目的： ・英語教育及び関連分野の理論と実践 

・日本の英語教育の改善・進歩発展・方法の開発 

3. 理念： (a) 自己の研究発表を通し，その研究内容を再確認する研究活動をする 

(b) 自己の研究に対する各会員の専門分野からの意見を聞き，討論を重ねる 

 ことによって新しい知見を得る研究活動をする 

(c) 各自の専門分野での知見や新情報を会員相互に伝える活動をする 

(d) さまざまな研究分野の会員が自分の持てるものを生かして研究を重ね， 

 併せて会員の知識を増やし見識を深める一助とする研究活動をする 

4. 会員： 本研究会員及び趣旨に賛同する者 

5. 会費： 年会費：3,000 円 

会計年度は 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までとする 

6. 組織： 各部署の担当者には 1 名の責任者を置く。任期は 1 年。再任は妨げないが， 

持ち回りが望ましい 

    【会    長】本研究会の代表者 

    【幹    事】発表者や司会者の依頼を含む，研究会の行事・運営に関わる調整， 

 および会全体のまとめ役 

    【事  務  局】会に関わる諸行事の連絡・出欠確認，名簿作成・更新を含む事務一般 

    【会    計】予算決算の報告，一般会計，諸行事の会計 

    【庶    務】諸行事の会場確保，会当日の鍵や機材の管理 等 

    【研 究 企 画】月例会 (研究発表・読書会 等)・合宿等の企画案作成および運営 

    【Dialogue 担当】研究会紀要『Dialogue』の原稿依頼，原稿収集，校正・編集， 

     印刷所への入稿，会員への配布 等 

    【ネットワーク】ホームページ・メーリングリストの管理・運営 
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7. 活動内容： ・原則として月 1 回研究会を開く 

 ・発表者は発表要旨を，司会者は司会者後記を執筆する 

 ・各活動内容を月刊報告としてホームページ上で公開する 

 ・定期的に研究会誌『Dialogue』を発行する。『Dialogue』には，「年度 

  活動報告」，および投稿規定 (別に定める) に従って「研究論文」「実践 

  報告」「書評」を載せることとする 

 ・研究書の出版，教材の開発 

8. その他の活動： 

 ・夏期休暇中の研究会は合宿の形をとることとする 

 ・年１回４月に総会を開く 

 ・本研究会の目的に沿った外部の行事にも，必要があれば TALK として 

  参加する 

以上 

 

  ■上記規約に基づき，2015 年 4 月～2016 年 5 月の「組織」担当者が以下の通り 

   決まりました。(○は責任者 敬称略) 

    【会    長】  松坂 ヒロシ 

    【幹    事】 ○浅利 庸子 佐藤 之美 

    【事 務  局】 ○鈴木 久実 根子 雄一朗 

    【会    計】  紀伊 雄太 

    【庶    務】 ○北野 功祐 須能 麻衣花 安田 明弘 

    【研 究 企 画】 ○山口 高領 小林 潤子 小屋 多恵子 残間 紀美子 

 下河原 広樹 鈴木 薫  高橋 真由美 湯舟 英一 

    【合   宿】 ○杉内 光成 澤田 翔 

    【TALK 紀要編集委員会】 ○山口 高領 杉内 光成 下山 幸成 鈴木 薫 

    【ネットワーク】  下山 幸成 
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『Dialogue』投稿規定・執筆要項 

 

■投稿規定 

 1. 発行回数：年 1 回、発行する。 

 2. 投稿資格：TALK の会員。(共著の場合には全員が会員であること) 

 3. 内容：「研究論文」「実践報告」「書評」「年度活動報告」等を掲載する。 

 4. 分野：英語教育学、応用言語学、およびこれらに応用できる分野。 

 5. 使用言語：日本語または英語。 

 6. 論文の著作権：本会に帰属する。 

 7. 査読・選考： 

 「研究論文」「実践報告」の採否は，紀要編集委員会が審査のうえ決定する。 

 「研究論文」に関しては，研究会の定める査読委員に専門に応じて査読を 

 依頼することがある。「研究論文」「実践報告」「書評」の採用原稿について 

 も，分量の圧縮や一部書き直しを求めることがある。 

 8. 抜き刷り：希望者には有料で行う。 

 9. 期日：当該年度の 5 月末日 (必着) までに投稿する。（投稿数が少ない場合は締切日

を延長する場合がある。その際は会員メーリングリストで通知する。） 

 10. 原稿の制限：原稿は未刊行のものに限る。 

 

■執筆要項 

 1. 原則： 

この執筆要項は APA (Publication Manual of the American Psychological 

Association) 第 5 版を基準にして，TALK が作成したものである。ここに記述がな

い事項については APA 第 5 版に従う。ただし「研究論文」以外は，編集委員会が

認めれば，その分量や性質上，必ずしもこれに準じなくともよいものとする。 

 2. 構成内容： 

1) 「研究論文」 
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 論文題目，著者名，所属，要約，キーワード，本文，(注)，参考文献，(付録)  

 の順とする。(  ) 内は随意。 

  2) 「実践報告」 

 題目，著者名，所属，要約，キーワード，実践現場情報，本文，(注)，(参考 

 文献)，(付録) の順とする。(  ) 内は随意。 

  3) 「書評」 

 紹介する書名・論文名，書・論文の編者・著者名，出版年，出版社名，著者 

 名，所属，本文，(注)，(参考文献)，(付録) の順とする。(  ) 内は随意。 

 3. 分量： 

「研究論文」は，20 枚以内，「実践報告」は 2 枚から 10 枚程度，「書評」は 1 枚 

から 4 枚程度とする。この分量には，上記「2. 構成内容」をすべて含むものとする。 

 4. 書式： 

※研究論文・実践報告・書評とも、TALKのホームページ ( http://talk-waseda.net/dialogue/ )

にあるテンプレートを用いること。 

 以下、テンプレートの設定内容を記述する。 

(a) Microsoft Word® を用い，B5 版 (縦) の横書きで作成のこと。 

(b) 余白は，天地 25 ミリ，左右 20 ミリに設定する。 

(c) 1 ページの行数は，33 行に設定する。（文字数は設定しないこと。） 

(d) 英文原稿の場合，「Century」フォントを用い，題目・大見出し・小見出しには 

 太字を用いる。日本文原稿の場合，題目・大見出し・小見出しには「ＭＳ P ゴ 

 シック」，その他は「MS 明朝」と「Century（括弧と数字の場合）」を用いる。 

(e) 題目は，3 行目から中央寄せで書き，14 ポイントを用いる。「書評」の場合は， 

 紹介する書名・論文名を題目として書く。研究論文・実践報告を日本語で書く 

 場合は，題目の英文表記もつけること。 

(f) 著者名・所属は 11 ポイントを用い，題目の下に 1 行空けて中央寄せで書く。 

 それぞれ各 1 行ずつ用いること。複数の著者がいる場合は，第 1 著者・第 1 著 

 者の所属・第 2 著者・第 2 著者の所属…の順に記載する。また，「書評」の場 

 合は，紹介する書名・論文名，書・論文の編者・著者名，出版年，出版社名と 

 記載したのち 1 行空けて書き始める。 

(g) 要約は 9 ポイントを用い，所属の下に 1 行空けて 200 words 以内で書く。本 

 文の言語を問わず英文とし，研究論文・実践報告の場合は必須とする。 

(h) キーワードは 9 ポイントを用い，要約の下に 1 行空け，5 つ以内で記載する。 

 英語表記・日本語表記を併記する場合には，1 キーワードと数える。 

(i) 実践報告の実践現場情報は 9 ポイントを用い，「科目名」「対象者とクラス人 
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 数」「学習の目標」を記載する。 

(j) 本文の大見出しは 12 ポイントを用い，上下に 1 行空ける。算用数字で番号を 

 つけてから大見出しを記載すること。（e.g. 1. ------ ） 

(k) 本文の小見出しは 10.5 ポイントを用いる。上に 1 行空けるが，下は 1 行 

 空けずに書き始めること。（e.g. 1.1 ------ / 1.1.1 ------ ） 

(l) 本文は 10 ポイントを用いる。英文原稿の場合は各段落前に半角 3 文字分空け， 

 日本文原稿の場合には各段落前に全角 1 文字分空ける。日本文原稿の句読点は 

 「，」「。」を用いる。文中でイタリック体にすべき箇所はイタリック体にしてお 

 くこと。 

(m) 注 (Notes) は 9 ポイントを用い，脚注ではなく，すべて本文の末尾にまとめて 

 記載する。 

(n) 参考文献 (References) は，10 ポイントを用い，本文・注などで言及したもの 

 のみ記載する。英文原稿の場合は，著者名のアルファベット順に一括して記載 

 し，日本文原稿の場合は，英語文献をアルファベット順に記載した後，日本語 

 文献を五十音順に記載する。 

(o) 外国の人名，書名などを日本語で表記する場合，原則として初出の箇所で原名 

 を示す。 

(p) 図・表は本文中に貼り付けること。「表 1」(Table 1)，「図 1」(Figure 1) のよ 

 うに，算用数字で通し番号を記入する。表のタイトルは表の上に，図のタイト 

 ルは図の下に記入する。 

 5. 送付方法： 

投稿締切日までに、Microsoft Word® で作成したファイルと、それを PDF に変換

したファイルを、メールで送信する。 

 

 注： 最新の執筆要項は必ず TALK のホームページ ( http://talk-waseda.net/dialogue/ )

で確認すること。 
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