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Dialogue 16 巻頭言  
混ぜ色のすすめ  

松坂ヒロシ  
 

	 友人と一緒に、ある洋書を日本語に翻訳しています。アムステルダム

大学の先生がたが英語でお書きになった議論学の本です。本を通して出

会った考え方のひとつに、用語の直訳をお許し頂ければ、「合理性」と

「効果」の調和というものがありました。鉄壁の理論武装だけで戦って

も、人が説得できるわけではない。巧みに言葉を選ぶことも大事な効果

を生む。議論が奏功するかどうかを決定する要素として、これらふたつ

のもの——合理的かどうかと、効果的かどうかの両方——があることを

肝に銘じよ。こういう提言です。複数のものを融合させる大切さ。この

提言の翻訳をしているとき、私の脳裏には、何人かの英語コミュニケー

ションの達人たちの言葉が浮かびました。  

＊  

	 私の恩師のひとり、早稲田の五十嵐新次郎教授がゼミのときにされた

コメントを思い出します。言語学の世界で、ちょうど、構造言語学が言

語分析の重要な枠組みであったところに、生成文法の誕生という大きな

転機が訪れていました。五十嵐先生は、このことに触れられ、新しいも

のが出て来たということは、決して前からあるものが無価値になること

を意味するものではない、というお話をされました。前からのものの価

値を理解したまま、新しい枠組みに対しても心を開くべしという先生の

お話を、私ははっきり覚えています。  

＊  

	 コミュニカティブな視点から外国語教育に大きな影響を与えた、レデ

ィング大学の D.A.ウィルキンズ先生からは、こう伺った記憶があります。

自分はコミュニカティブな外国語教育だけの専門家のように言われが

ちだが、文法も大事、訳読も大事、オーディオリンガルも大事だと確信

している。私はピュアリストではない—— 

＊  



	 PAAL の学会でお会いした、韓国の聖公会大学校の先生、故キム・ジ

ン・マン先生を、私は尊敬していました。先生は、肩の力の抜けた、素

晴らしいイギリス英語をお話しになりました。非母語話者がこんなにう

まくしゃべれるようになれるんだ、と私は感心しました。先生来日の折、

私は自分の車に先生をお乗せし、車内で、その後ずっと私の胸に残るこ

とになったある言葉を先生からお聞きしました。それは、 Never 

underestimate the grammar-translation method.でした。文法訳読法を侮って

はいけない——「英語ペラペラ」の先生の口から出たこの言葉は、私に

とって意外でした。  

＊  

	 これまで、日本の英語教育の世界おいては、新しい思想や哲学が次々

に出てきて、それぞれの特定の思想や哲学がその時期の英語教育を一色

に塗りつぶしかねない勢いを持つ傾向があったように思います。「コミ

ュニカティブ」がバズワードとなり、その後、CEFR やキャン・ドゥ・

リストが強烈なスポットライトを浴び、さらに日本語を一切使わない授

業こそがよい授業だとされ、最近は何かにつけアクティブ・ラーニング、

というわけです。  

	 私が尊敬する先生がたは、みな混ぜ色を勧めていらっしゃいました。

研究テーマの追究なら別ですが、現実のコミュニケーション力を伸ばし

たり、現実のコミュニケーションに関する洞察力を高めたりするための

姿勢としては、一色でなく、混ぜ色のほうがよいのではないだろうかと、

先生がたのことを思い出してふと考えます。  
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英語落語を用いた授業実践：	 

教材としての可能性	 
 

A Report on the Use of English Rakugo in EFL Classrooms: 
Exploring the Applicability of the Materials 

 
久保	 岳夫 

早稲田実業学校 
 

Abstract 
The present paper reports on a case study where rakugo, which is a traditional Japanese 

one-man storytelling, was introduced in EFL CALL classrooms. The purpose of this 

study is to explore the possibility of English rakugo as language learning materials. 

Some video clips on English rakugo were used for the class. With the help of the 

web-based application Talkies, both English (the original language) and Japanese 

subtitles can be displayed on the students’ computers, during which time they are 

allowed to watch and listen to whichever part they want to refer to for their own 

learning. At the climax of this one-semester curriculum, the English rakugo performer, 

whom the students had been well familiar with in this computer-assisted-learning 

environment, was invited to give a real English rakugo performance in front of the 

students. The result of the questionnaire showed that overall many students felt fairly 

satisfied with the content of the class.  

 
キーワード:	 English rakugo,  CALL classrooms,  Talkies,  authenticity 

 
科目名 英語演習Ⅰ（必修・学校設定科目） 

対象者とクラス人数 高校１年生	 404名 

学習の目標 
CALL教室環境を利用して，自然な英語を繰り返し聞き込み，

リスニング能力の向上を目指す。 
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1. はじめに 

本稿では英語落語を活用した授業実践を紹介する。英語落語とは，その名の示す通り，

日本の伝統話芸である落語を英語で行うというものである。目的は主に，日本の落語文化

を海外の人に知ってもらうために行われているが，日本で英語落語家として活躍している

人はまだ多くないように思われる。著者が知っている英語落語家を数名あげると，外国人

であれば，イギリス出身のダイアン吉日氏，カナダ出身の桂三輝（「かつらサンシャイン」

と読む）氏などがいる。日本人では，大島希巳江氏（神奈川大学教授），立川志の春氏な

どがいる。 
著者が英語落語に教材としての魅力を感じた大きな理由は，落語が「想像力」に訴えか

ける話芸であるからである。日本語の落語同様，英語落語の演者もまた，限られた演出環

境の中で聴衆を楽しませなければならない。ステージ上にある一枚の座布団に 1 人の演者
が座って話を始める。落語家が演じている内容はト書きがあまりなく，ほとんどが 2 人以
上の登場人物間のダイアローグである。演者が使用する小道具は手ぬぐいと扇子の 2 種類
だけで，極めて限定的なものしか使用できない。聴衆が英語落語を十分に楽しむためには，

演者の技術はもちろんのこと，聴衆自身も積極的に「想像力」を働かせ，演者から発せら

れる様々なセリフをあたかも複数の人が話しているかのごとく頭の中に思い描かなければ

ならない。したがって，演者は限られた演出環境の中で，やや大げさなジェスチャーや声

のトーンを使用したり，擬音語などの環境音を多用したり，小道具をいろいろなものに見

立てて使用したり，できるだけオーセンティックな状況を作り出すべく，さまざまな工夫

を凝らして演出をする。外国語学習という観点から英語落語を考えてみると，英語落語は

極めてオーセンティックな教材になりうると著者は考えている。 
教室でオーセンティック教材（authentic materials）を使用することは外国語学習のプ

ロセスに有益である，という一種の総意のようなものが研究者の間であるとされている

（Guariento & Morley, 2001）。オーセンティック教材とは，Nunan(1999)の定義による
と， “any material, spoken or written, that has been produced during genuine 
communication, and not specifically for purposes of language teaching”とあり，英語落語
は“genuine communication”を模したものなので，大げさな演出が組み込まれているため，
厳密に言えばいわゆる「オーセンティック教材」ではない。しかし，前述のオーセンティ

ックな状況を作り出す様々な演出上の工夫などを考えると「準オーセンティック教材

（semi-authentic material）」といえるかもしれない。authentic materialとして定義さ
れているものと，authenticity の度合いに差こそあるものの，英語落語の動画は間違いな

くオーセンティックな
・

教材と言える。Kellerman（1991）は，動画教材を用いることで，
様々な自然なジェスチャーや表情に触れさせることができ，学習者は communicative 
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competenceを養うことができることを示している。英語落語には，多くの自然なジェスチ
ャーや表情などが溢れており，同様の能力を養うことができると考えられる。以上のよう

な理由から，英語落語動画は外国語教材として有用だと考え，著者の勤務校の授業（学校

設定科目）で利用した。なお，本稿の内容は LET第 56回全国研究大会（2016年）で行っ
た公開シンポジウム「TED プレゼンや英語落語などの映像と字幕を利用して読解，聴解，
発音指導を効果的に行う ICT授業実践」で発表したものに基づいている。 

 
2. 授業方法 

英語落語を利用した授業は著者の勤務校の高校１年生，404 名を対象に行った。1 回の
授業の長さは 50 分間で，週 1 回の授業を合計で約 8 回（4 月～6 月の 3 ヶ月間）行った。
1クラスのサイズは約45名で，合計9クラスにおいて行った（著者はうち7クラスを担当）。
教材は，YouTube で公開されているバイリンガル落語家ダイアン吉日氏の The Samurai
（邦題「宿屋仇」）の動画（Rakugo in English full program, by the City and Count
y of San Francisco 2007）で彼女の演目の部分のみ（約 25分）を利用した。動画の学習
には Talkiesというソフトを利用した。Talkiesとは，ウェブサイトベースの字幕付き動画
再生プレーヤーで，の，英語字幕ファイル（srtファイル）をそれぞれ作成することができ
る。今回，製作者の田淵龍二氏の協力を仰ぎ，動画を元に英語字幕と日本語字幕を作成し

た。作成した字幕はサイトから抽出した動画ファイルとともに Talkies を利用して生徒に
学習させた。Talkiesを使用すると，2種類までの字幕情報を同一画面に表示することがで
き，字幕情報から動画のシーンを検索することも可能になる。また，2 秒程度のチャンク
単位の字幕情報が整理されており，Cloze テスト自動作成機能なども備えている。詳しく
は Talkies: Chunk Player Mint（http://www.mintap.com/talkies/talkies.html）を参照
していただきたい。授業の実施場所として CALL教室を使用し，初めは一斉授業，のちに
Talkies利用のため個別授業に切り替えた。著者の担当した授業の指示言語は，日本語と英
語を必要に応じて切り替えて使用した。授業の全体像を表 1に示す。 
日本語の落語と同様，英語落語には 後にオチがあるため，はじめて鑑賞した際にでき

るだけすべて理解することが重要である。そのため，はじめて生徒に The Samuraiを鑑賞
させた際は，全員が内容を理解できるように日本語字幕のみ与えて鑑賞させた（第 2回）。
話の内容がすべて理解できた状態で，演者のジェスチャーや顔の表情などを参考に個別に

ディクテーション作業をやらせた（第 3 回，4 回）。動画が長いため，グループで担当箇
所を決めて行わせ，後に Talkies を利用して答え合わせをさせた（第 4 回）。定期試験は
「この 25分の動画から語彙，表現，内容理解などを出題する」とし，Talkiesによる個別
学習を継続させた。Talkiesを利用させてからは，主にクローズ・テスト機能の使用などを
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推奨した。また，活動の幅を広げるため，動画中に登場した 20個ほどの会話表現を音読・
シャドウイング用教材としてピックアップし，CALL 教室の録音・提出機能を利用して発
音練習にも従事させた（第 5 回，6 回）。試験直前には，ウェブ上で自宅学習をさせる指
導を行った。 

 
 
表 1. 授業進行表 
第１回 
第２回 
第３回 
第４回 
第５回 
第６回 
第７回 
第８回 

オリエンテーション/ シラバス配布 / イントロ動画鑑賞 
メイン教材 The Samuraiの鑑賞（日本語字幕付き） 
グループでディクテーション演習（スクリプト作成） 
ディクテーション演習の続き+Talkiesで答えあわせ 
センテンス発音練習（シャドーイング）+録音① 
センテンス発音練習（シャドーイング）+録音② 
定期試験内容提示+Talkiesで試験対策 
Talkiesで各自試験対策 or 自習 

一斉授業 
一斉授業 
個別学習 
個別学習 
個別学習 
個別学習 
個別学習 
個別学習 

定期試験 
配点 7割 

リスニング問題（20分弱）＋読解問題 
Clozeテストやセリフを聞いて登場人物を選ぶテストなど 

 

７月 ダイアン吉日氏英語落語講演会（全クラス約 400名参加）  
 
定期試験は 7 割を英語落語より出題し，3 割を事前に配布していた家庭学習用リスニン

グ問題集より出題した（試験の 63%がリスニング問題）。参考までに授業で提示した英語
落語の動画の一部を図 1に示す。 

 

   

図 1. 教材英語落語の画面（演者はダイアン吉日氏） 
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3. 結果・感想 

定期試験が終わった後に，高校１年生の学年行事としてダイアン吉日氏本人を招いて実

際に英語落語を鑑賞するイベントを行うことができた。半期の間，徹底的に氏の英語落語

に親しませていたため，生徒の理解度も高く，イベントも盛況に終わった。定期試験と本

イベントの実施前になるが，著者が担当した 5 クラスで授業アンケートを行った（担当７
クラスで実施しようと考えたが，授業時間数などの都合により，5 クラスのみの実施とな
った）。表 2と表 3に代表的な設問の集計結果を示す。 
実際に授業をしていた担当者としての感想は，生徒の満足度はそれなりに高かったよう

に思われる。基本的に教員は細かい指導はせず，生徒主体で学習をさせる計画を立てたが，

反省点としては，やや動画が長すぎたこと，生徒の定期試験の不安を早めに解消すべきで

あったことなどが挙げられる。しかし，教員が細かい指導をせずとも，比較的満足度の高

い授業が成立したのは，教材の質が良かったこと，日本語と英語の字幕を同時にチャンク

単位で表示できる Talkies を利用できたことによる教材の使いやすさなどが大きな要因の
ように感じられた。また，今回扱った教材は，教材として authenticity が高いということ
に加えて，落語というエンターテイメント性の高いものであったことも，生徒が根気よく

学習を続けられた要因になっていたとも考えられる。 
実際に音声でコミュニケーションが行われる際は，聞こうとしている中心的な言語情報

以外に，他の音声情報，視覚情報，さらには嗅覚情報や触覚情報といったありとあらゆる

一見余分な情報と思われるものが付きまとう。こうしたものが外国語教育にとって果たし

て本当に「余分」なのかはわからないが，こうした情報がなければ言語使用のリアルさ，

すなわち authenticity は失われていくように思われる。学習者が自らの意思で長く学習を
継続させていくためには，教材の中にこうした authenticity をある程度確保することが必
要なのではないかと感じた。著者が今回行った授業では，英語落語を教材として利用した

が，他にも同様に良質な音声・映像教材は存在すると思われるので，今後ますます英語教

育の現場で利用されていくことを願っている。 
末筆になるが，本授業を実施するにあたってミント音声教育研究所の田淵龍二氏には

Talkiesの利用から字幕作成にいたるまで，多大なる協力を賜った。田淵氏の協力がなけれ
ば，本授業の実践はあり得なかった。ここに感謝の意を表明させていただく。 
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表 2.  5段階リッカート尺度に基づくアンケート結果 
 Question MEAN (SD) 
・ 授業は楽しかったか（大きい＝楽しい） 3.98 (0.87) 
・ 授業はわかりやすかったか（大きい＝わかりやすい） 3.81 (1.02) 
・ テストに対する不安はどれくらいあるか（小さい＝不安度高い） 1.79 (0.89) 
・ 英語での授業（英語と日本語のハイブリッド授業）理解できたか 

（大きい＝理解できた） 
3.51 (1.11) 

 
 
表 3.  自由筆記アンケート 
一番印象に残っている活動 ・Talkiesを使っての学習 

・グループディクテーション作業  
・普段は聞かない速いスピードでの聞き取り  
・自分の英語を録音したこと 
・一番 初に見た時の The Samuraiの動画  
・実践的な英語を扱う授業で良かった 

改善してほしいこと／ 
もっとこんなことをしてほ

しいと思ったこと 

・毎回やることが同じで飽きた 
・語彙リストを配布してほしかった  
・大事な指示や注意などは日本語でしてほしかった  
・試験範囲を狭くしてほしかった 
・もっと話す練習がしたかった 
・英語を聞いている時は黙っていてほしい  
・PCの操作が難しい 
・授業数を増やしてほしい 
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参考 URL 
・「ダイアン吉日（公式サイト）」,  <http://www.diane-o.com/ja> 
・Rakugo in English full program(by the City and County of San Francisco 2007),  

<https://www.youtube.com/watch?v=XfOcN7C1p-A> 
・Talkies: The Chunk Player Mint,  <http://www.mintap.com/talkies/talkies.html> 
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『テストが導く英語教育改革	 

「無責任なテスト」への処方箋』	 

	 
 

根岸雅史	 著	 (2017) 
三省堂	 180ページ 

 
杉内	 光成 

獨協埼玉中学高等学校 
 
	 本書は、日本の英語教育において行なわれている「テスト」が抱える問題点を解決する

道筋を示したものである。第１部では教員の現状を踏まえながらテスト作成の心構えにつ

いて書かれており、第２部では４技能と単語や文法のテスト作成のつぼについて詳細に説

明されている。そして、第３部ではテストと CAN-DOリストとのつながりについて日本英
語教育界が抱えている問題に触れながら、本書を締めくくっている。 
	 まず、第１部は、実際の定期テストは測りたい項目を測れているだろうかと疑問を呈し

たところからテスト作成の心構えについての話が始まっている。中高の現場で働く教員は、

定期テストをする理由について、「生徒の能力を知るため」「指導の成否を見るため」「生徒

の診断をするため」「生徒に勉強させるため」などを挙げるが、実は「授業でやったことを

きちんと覚えているか確認する」ことが本音なのでは、とも指摘している。また、本来は

「英語力」を伸ばすために授業や教科書はあるので、テストでは伸ばしたい「英語力」が

伸びているかを確認するために、教科書の本文ではない初見の英文を使用するのが適切で

はないかと主張されている。さらにテスト作成の際に、テスト・デザインを考える必要性

を主張している。最近の教科書にある言語活動の充実についても触れており、旧態依然と

した形のテストから言語活動に合わせたテスト作成の必要性を訴えている。 
	 第２部では、４技能ごとのテスト、文法テスト、単語テストの作成方法について述べら

れている。次にテストの実施時期について言及しているが、ここで注目したいのが、言語

習得に絡めた考え方だ。学校で行なわれている定期試験では学習直後の理解の具合を測っ

ており、「わかる段階」しか見ていないのではないかという問題点を指摘している。そこで、

本書では、言語習得では「わかる段階」「使える段階」「使う段階」があるとし、ルールを

「使える」ようになっているかどうか、「使う」ようになっているかどうかを測るテストも

重要ではないかと提案を投げかけている。また、話は少し逸れるが、既製テストの利用に
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ついての言及もされている。既製テストは入試であれ、英検であれ、英語力の弁別や、設

定された基準を達成しているかを測っている。一方、定期試験では指導や学習の成否を見

ることが主目的である。よって、定期試験で既製テストを使用すると、その結果をどの評

価規準として扱うのかが問題になるのであると注意を喚起している。 
	 第３部では、CAN-DOリストの作り方から始まり、リストの使用法、評価への生かし方
などについて要点が凝縮されて説明されている。さらに、観点別評価にも触れており、こ

の評価方法がもたらしたものや問題点について時系列に書かれている。観点別評価の歴史

を垣間みることもできる。 
	 特筆すべき点はいくつかあるが、教員の本音を明らかにしながらもテスト作成者として

あるべき姿への助言がなされている点は、教員という立場の人間にとって、自分を振り返

る機会を与えてくれる。第１部第３章にて「自分のテスト問題は我が子のようなもの」と

著者は言及しているが、まさにその通りではないだろうか。しかしそれでは、テスト作成

における建設的な話し合いをできないので、「自分の書いた項目の正当な批判を受け入れる

用意があることだ」とよい問題作成者の心構えを記している。また、教員がよく使用する

テストのスタイルにも言及されている。例えば、第４章で取り上げられる多肢選択式テス

トだ。作成は容易であるので、忙しい教員にとっては多用されるが、テスティング・ポイ

ントが不明確になる可能性があるので、測りたい能力を測れる弁別力を持った選択肢を考

えることが必要不可欠であると言及している。第５章では真のコミュニケーション能力を

測るために、なるべく現実的なコミュニケーションをテストの中で再現しようとしたコミ

ュニカティブ・テスティングが注目を浴びているが、問題作成のためには、教師が日常的

に英語をコミュニケーションのために使っている必要があるとも言及されている。 
	 教壇に立つと誰もが経験するテスト作成であるが、理論に立脚したテスト作成に取り組

んでいる教員はどれほどいるのだろうか。今一度、テストに対する教員のあり方を考えさ

せられる。 
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あぁ,	 英語による英語の授業	 
 

 
 

柳川	 浩三 久保	 岳夫 
法政大学 早稲田実業学校 

 
Abstract 
This report provides reflections and insights for non-native English teachers willing to 

conduct classes in English. The reflections and insights are based on the author’s 

teaching experiences and observations over the past eight years at an EMI 

(English-Medium Instruction) class at a tertiary level, titled “Global Issues.” The 

teaching methods involved task- and theme-based instruction, allowed for occasional L1 

use by the non-native English teacher. The report explores the evolution of a teacher’s 

role to that of a facilitator establishing a variety of communication tasks designed for 

EFL students, and a teacher’s psychological approach toward the class. The report also 

discusses the management style of the non-native English teachers toward their EMI 

classes and their anxiety in making the class effective and accessible. 

 
キーワード:	 EMI (English-Medium Instruction), facilitator, anxiety 

 
科目名 Global Issues 

対象者とクラス人数 大学 2年生～４年生	 37名 

学習の目標 
地球規模的な諸問題について自分の見方や意見を英語で人に

伝えられること。 

 

1. 勘ちがい 

	 私が英語で英語の授業をするようになったのは, 当時セルハイ校に指定されていた神奈
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川県立大和西高校に異動した 2008 年からである。校長先生の強いリーダーシップのもと, 
英語科教員が一致団結して（させられて？）英語で英語の授業をする試みは始まった。本

稿はあれから 9 年, 下手なりに英語で授業をてきた私の, 英語による英語の授業の一つの
回答である。 
	 大和西高校のセルハイ指定が終わった翌年, 私は転勤を命じられて母校の小田原高校に
異動になる。嬉しかったのもつかの間, 私の英語による英語の授業を拒否する生徒たちが
出てくるのに２か月もかからなかった。担当した２年生配当の 3科目の内, 主要科目の『英
語 II 』(現,『コミュニケーション英語 II』) の授業は彼らが入試を意識し始める 10月ぐら
いになると, 36人の教室で 10人くらい欠席の時もあった。私は, その頃すでに教室に入る
のが憂鬱になっていた。小田原高校は単位制を敷いていたので, 英語 II の単位を修得しな
くても彼らは卒業できるのである。年度途中の 10月に今さら授業形態を変える勇気はなか
ったし, 変えれば余計に生徒からの信用を失うのが怖かった。結局, 変えないでそのまま３
月まで押し通したが, 後の授業は 15人もいただろうか。東日本大震災が起きたのはそれ
から数日後のことである。 
	 後になって当たり前のことに気づいた。生徒のニーズを無視した授業は成り立たないし, 
意味が無いということを。多くの生徒が大学を目指す高校で, 英語で英語の授業を行う以
上は, 入念な入試問題研究, 実際の指導スキル, そして十二分な英語力が担保されていな
ければならない。私にはどれもなかった。あるのは, セルハイ校から来た英語教師という
勘違いと卒業生（先輩）であるという傲慢さだけであった。その内, 「私はこの学校に必
要とされていない」と嘯き, 悲劇の主人公を演じるようになる。自業自得である。結局, 私
は母校をわずか１年で去ることになる。 
	 その翌年, 私は縁あって新設の法政大学理工学部創生科学科へ移ることになる。大学へ
移ってから６年, 場所は変わっても相変わらず英語で英語の授業を続けている。母校の後
輩たちへの懺悔というよりは, 自分自身がもう一度やり直したいという気持ちに駆られて
いるのはよくわかっている。法政大学でのコミュニケーション系の授業と非常勤で勤務す

る早大政治経済学部での『Global Issue』という授業である。本稿では, 2016年春期のGlobal 
Issue の授業を借りて, 私なりの９年間の英語による英語の授業の一つの回答を出してお
きたい。その回答が, 少しでも読者への反面教師になるのではないかと思うからである。
尚、紙幅の都合で授業の詳細はここでは伝えきれないので柳川 (2017) を参照されたい。
法政の授業ではなくGlobal Issueを取り上げる理由は, この原稿を書いている2016年夏が
その授業の記憶が鮮明であることと, 2016年前期は法政のコミュニケーション系の授業が
なかったことによる。 
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2. 英語を話すのは誰か 

早大政治経済学部の英語の授業はすべからく英語で行うことが原則になっている。正直, 
私の英語力程度で多岐に渡る global issue を政治・経済学を専門とする学生に英語で解説
することなどできはしない。いや, 私はそれを日本語でも出来ない。私は政治学や経済学
の専門家でもないし global issueの専門家でもない。では, 日本語でも英語でも解説出来な
い授業を一体どのように行うのか。実は, ここに英語で英語の授業をする際のエッセンス
がある。私はコーディネーターの役割を果たすのである。コーディネーターに無用の長い

解説は不要である。つまり, 英語を話すのは教師なのではなく, 生徒や学生であるという発
想の転換である。教師は, 彼らが global issueについて話をしたくなる或いは話さなければ
ならない仕掛けや雰囲気を教室内で作ることに頭を使う。英語による英語の授業の抜け道

はここにあるし, 本質もここにあるのではないと思っている。したがって, 私は 初の授業

で日本語で次のように宣言をする。「この授業では私が何かを説明することは殆どありま

せん。私はお題を出すだけです。みなさんはそのお題をこなしながら global issue につい
て知り, 関心を深め, 自分の興味のある global issueについて英語で人に説明できるように
なって下さい」と。 

 
3. 英語しか使ってはいけないのか 

	 そもそも, 教師が英語で英語の授業をする意味はどこにあるのか。第一に, 教師の発話が
生徒・学生にとっての inputになる。例えば, particularという単語は実際に使ってみない
とその語感がなかなか湧かない。でも, Next week, bring a photo on a particular global 
issue you are interested inと指示すると, 学習者は particularの語感が掴める。particular 
＝ 「特に」「特定の」と訳してみただけでは, particularは使えるようにはならない。 
	 教師が英語で英語の授業をするもう一つの理由は, 教室内で学習者が英語を使おうとす
る雰囲気作りをするためである (松村, 2012; 胡子, 2015)。学生に英語を話させるためには, 
やはり教師自らが英語を話すことが欠かせない。ネイティブスピーカーでない第２言語使

用者の日本人英語教師が話すからこそ意味がある。学習者には L2 ロールモデルが必要で
ある。あの人のように英語を話したいと思わせるモデルのことである。もちろん, 自分が
そのモデルに相応しいと思えるほど自惚れてはいないが, ネイティブスピーカーではロー
ルモデルに成り得ないのである (和泉, 2009, 2016)。 
	 では, 日本語を全く使ってはいけないのか。そんなことはないと言われている (Ellis & 
Shintani, 2014; 松村, 2012)。授業全体の目的やタスクの意図,或いは成績や試験に関わる
大切なことを生徒や学生に日本語で伝えることは悪いことではない。実際, 過去の授業ア
ンケートに, 「大切なことは日本語で伝えて欲しい」というリクエストも複数件あった。
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そうした不安を生徒・学生が抱えることで英語の授業全体が躓いてはもったいない。しか

し, 日本語を使う際, 次の点に用心しなければならない。第一に, 一回の授業で教師が使用
言語を変更するのは一回に留めたほうがいい。二回以上おこなうと英語を使おうという雰

囲気が損なわれる。たとえば, 1) 教室入室時に大事な連絡を日本語で行いその後の授業は
全て英語で通すか, あるいは, 2) 教室入室時～授業終了時は英語で行い, 後の大事な連

絡のみ日本語でするがいい。英→日→英または日→英→日の二度の使用言語の切り替えは
教室にシマリが無くなる。もう１点は, 教師が自分で自分を甘やかさないことである。教
師が本来英語でやったほうがいいところや英語でやるべき部分までをも, 日本語で済まし
てしまう場合がある。そうなると, こちら側の緊張感も生徒・学生側の緊張感も緩み, 英語
による英語の授業は失敗する。 
英語で伝えるべきか日本語で伝えるべきか, よく私が悩むのはスピーチやプレゼン後の

コメントや, 後の授業の締めの言葉である。その際の判断基準はどちらの方が彼らに伝

わるかである。必ずしも日本語の方が伝わるということでもない。苦労して英語でプレゼ

ンをした彼ら自身の気持ちの中に, 教師からも英語でコメントが欲しいという思いを感じ
ることがある。また, 教師だけが日本語でコメントを返すことが果たして彼らにフェアな
のかという逡巡もある。他方, 英語で直後に複数の生徒・学生に対して過不足なく時間内
に建設的なコメントを返すのは容易ではない。言い足りない部分が出たり, 伝わりきれな
い部分が出たりする。そういういろいろなことを考えて, 英語か日本語かを決めている。 
 

4. 向き合う 

	 英語による英語の授業は生徒・学生と向き合うという姿勢がないとうまく行かない。第

一言語ではない外国語の英語で, 英語教師としてそれを使うのは半ば全人格的な行為であ
るからである。中には, 英語に堪能な帰国子女や留学生が混じっていて, 彼らの流暢でそれ
っぽい発音を聞くと, 臆病な私はビクッとしたりする。そうした生徒・学生の厳しい視線
や評価に耐えるためには, 彼らと向き合うという姿勢がないと見透かされてしまう。その
姿勢を自らに課すためにも, 私はよく, 教卓の前に出ていって丹田に力を込めて話をする。
そうすることで, 自分の揺らぐ気持ちや姿勢を押し出さないと彼らに届かない気がするし, 
やっていけないと思うからである。学生から聞いたことがある。教師が教卓や教壇を離れ, 
学生と同じ視線に降りてくるだけで, 彼らが受ける印象が変わると。そんなに難しいこと
でもない。自分の授業に対する責任感と教師としての少しばかりの矜持があればなんとか

持ちこたえられる。 
	 学習者と向き合うためには, ICTから離れてみるといい。人と人の間に機械を挟まないよ
うにして, 生身の人間と人間が向き合うことを大切にしたい。かといって, 全く ICT を使
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わないわけでは当然ない。大切なことは, 本末転倒しないことである。優先すべきは, 場所
と時間と目的を共有する人間同士が, 目と目を合わせ, 外国語を使ってどこまでコミュニ
ケーションを図ることができるかにチャレンジさせることにある。ICT を使うと, 実は教
師の視線も生徒や学生から離れがちである。誤解を恐れずに言えば, 生徒・学生の眼差し
や期待から逃れるために ICTに逃げ場を求める教師もいる。私にも時々そういうことがあ
る。しかし, 授業の半分以上の時間を授業者がパソコンの画面を見ていては, 決して生徒や
学生と向き合っているとは言えないし, 英語による英語の授業はうまくいかない。だから, 
私はパワーポイントや DVDの視聴覚教材でさえ年度当初は殆ど使わない。年度初めは, な
るべく人と人が向かい合う場面作りを優先し, 素手で勝負したい。 
 

5. むすび 

	 ここまで, 英語で英語の授業を行うには, 学習者が教室で英語を使おうとする仕組みや
雰囲気を作ること (2), 必ずしも授業のすべてを英語で行わなくても良いこと (3), そして, 
教師が生徒や学生に向き合う姿勢が大切であること (4) を述べた。 
	 英語で授業をするようになってから,いつの頃からか生徒や学生に楽しい授業をやるの
を忘れていた自分に気がついた。「楽しい授業」を思い出させてくれたのは, 2015年６月
に札幌ドームで行われたサザンオールスターズのコンサートであった。コンサートの途中, 
桑田さんが「いやぁ, 皆さん楽しんでいただていますか。これで 30曲終わりました。結構
やるでしょ。あと, 65曲あるから」（笑）とMCを入れた。「楽しんでいただいています
か」と「30曲」が頭に残った。そういえば『Global Issue』も半期で 30曲（30回）ある。
そう思ってやってみたのが本稿の実践である。 
	 永井 (2015) によれば日本人学習者の英語学習動機には「道具的価値」と「装飾的価値」
の両面がある。道具的価値とは文字通り受験やビジネスや旅行等での実用的価値であり, 
装飾的価値とは英語を使えると「カッコいい」というファッション的価値のことである 
(p.85)。実際, 英語を話し, 使うことに装飾的価値がなければ, 仕事とは言え, 果たして私は
これほどまでに英語に時間とお金とエネルギーを注いできたであろうか。 
	 しかし, 英語に装飾的価値が伴うのは, 皮肉なことに, それがある程度洗練されかつ流
暢な英語の場合の話である。私のようにコテコテの日本人英語で, よく英語に詰まるし,  
間違える場合は, 逆に「カッコ悪く」映るのであろう。だから今までも, そして今でも, 私
にとって Global Issueは苦しい授業の一つである。見栄っ張りの私がそれでも 8年も続け
てこられたのは,  自分が英語が上手いとよほど自己暗示をかけるのに長けているか, 政経
で教える緊張感と等価交換をしているか, 或いは, 母校の高校で自分自身と生徒たちに正
面から向き合わなかった償いをしたいと思っているかのいづれかか, その全てである。そ
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してもう一つ理由があるとすれば, それは, そうしたもろもろの想いが, 自分自身の英語
のまずさゆえに教室では否応なく剥ぎ取られ, 生身の私が学生の前に晒されたとき, 少し
だけ自分が成長したかなぁと思えることかもしれない。 

 

注	 

	 本実践報告は、ELEC (財) (英語教育協議会) 夏季英語教育研修会「教室をコミュニケー
ションの場とする実践」(柳川, 2016) で配布した「参加者のみなさまへ―あぁ, 英語による
英語の授業」を大幅に加筆・修正したものである。 
  
 
参考文献	 

Ellis, R., & Shintani, N. (2014). Exploring language pedagogy through second language 
acquisition research. Oxon: Routledge. 

 
和泉伸一 (2009). 『「フォーカス・オン・フォーム」を取り入れた新しい英語教育』東京：

大修館 
和泉伸一 (2016). 『フォーカス・オン・フォームと CLILの英語授業』東京：アルク 
胡子美由紀 (2015). 『英語授業ルール&活動アイデア 35』東京：明治図書 
永井忠孝 (2015). 『英語の害毒』東京：新潮社 
柳川浩三 (2016). 「参加者のみなさまへ―あぁ, 英語による英語の授業」ELEC (財) (英語

教育協議会) 夏季英語教育研修会「教室をコミュニケーションの場とする実践」配布
資料 

柳川浩三 (2017). 「CLIL 型授業の実践－学習者はどう受けとめタスクは機能するか―」
ARELE (Annual Review of English Language Education), 28, 319-334. 
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2016年度	 第 1回研究会 (講演) 

 

Embracing individual variation in the language classroom: 
Integrating theory and practice 

 
講演者： Stephen Ryan 氏［早稲田大学］ 
司会者： 杉田 麻哉 氏［早稲田大学］ 
日	 時： 2016年 4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】	 

 
Language classrooms tend to be very unpredictable places, where teachers soon learn 

that things rarely go smoothly or according to plan. Materials that work well for one 

learner may not work for another; an activity that stimulates one group may fail to 

interest another. Understanding this unpredictability is core to the language teacher’s 
classroom experience. Unfortunately, conventional approaches to the study of variation 

in language learning have tended to problematize this unpredictability and variation. 

Based in the individual differences paradigm, these approaches have regarded variation 

as an unwelcome departure from the norm of an assumed, though perhaps non-existent, 

ideal language learner. Such a view appears to be detached from the realities of most 

teachers’ professional lives and, as such, of little practical, pedagogic value. Fortunately, 

new approaches to the study of individual variation in language learning based in 

educational psychology offer a more positive, pedagogically grounded outlook. In this 

talk, I present an overview these new approaches, showing how they depart from 

established theory and considering some of their practical classroom applications. 

 
【司会者後記】	 

 
	 Dr. Ryan gave us a talk about individual differences in language learners. Many 

empirical and theoretical studies on psychology of language learners have been 

conducted thus far and various results were found to be effective for developing a 
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paradigm for psychological factors in language learners. However, even if we 

(researchers and teachers) attempt to apply these scientific results into practical settings, 

it is not easy to predict students’ behavior in real life settings. His talk was based on a 

thorough review of psychology of language learners and the talk attempted to be a bridge 

between theory and practice/science to real life, by introducing new approaches based in 

educational psychology. He first elucidated what constitutes individual differences of 

language learners by introducing many factors, such as attitude, personality, motivation, 

attribution, anxiety, belief and language learning styles. Second, he explained the 

complex interrelationship of how these individual differences were related to learning 

situations, which factors are fixed (stable) or developmental, and how these learning 

situations (the classroom settings, groups, pairing) contributed to shape different degrees 

of individual differences among language learners. With this in mind, he introduced 

different stages of group development/dynamics (e.g., forming, storming, norming, 

performing) to help learners to perform well and toward achieving the same learning 

goal in classroom settings. He also introduced many pedagogical implications 

(guidelines for practice) for teachers based on his paradigm regarding individual 

differences of language learners. Through his talk the audience learned how each 

individual has different dispositions of psychological factors and how real life situations 

(teachers, peers, classroom environment) play an important role in shaping learners’ 

psychological factors. From a research perspective, we were able to consider how the 

presented research results could transfer from one context to another context. We also 

learned how real life situations depart from established theory, and noticed the 
importance of qualitative research and looking at the dynamics of learners and their 

learning. 
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2016年度	 第 2回研究会 (ワークショップ) 

 

英語発音指導ワークショップ	 
 

講師： 松坂 ヒロシ 氏［早稲田大学］ 
日	 時： 2016年 5月 28日(土) 17:15～19:15 
会	 場： 早稲田大学 14号館 6階 604教室 

 
【概	 要】	 

 
	 初歩の英語音声学を応用した英語発音指導の方法が今回のワークショップのテーマで

す。このテーマについて、担当者の経験をお話しし、参加者に多少の練習を行って頂き

ます。アカデミックな考察というより、きわめてプラクティカルなディスカッションや

実践を中心としたセッションにしたいと思います。発音指導についての英語教師の悩み

は、授業中そのような目的の時間をまとまってとることが困難である、ということです。

そこで、今回のワークショップでは、指導者が、教室で、折にふれて、わずかの時間を

使うだけで音声指導をすることを前提とします。音声の指導者は、もちろん、英語の音

声体系を把握していることが望まれます。しかし、時間的制約を考えると、教室では、

指導者は、体系的な音声訓練をするのではなく、むしろ、体系から断片を切り取ったよ

うな指導を行うことを想定したほうが現実的です。このような考え方に立脚し、長時間

を充てることなく、また、コンピュータや特別の道具を使うことなく、単純で手短な指

導を行う方法を検討します。参加者は特段の準備をしなくとも結構です。また、英語音

声の知識があまりなくとも結構です。絶対の正解のない話が多くなると思いますので、

音声指導をしたことがないという方も気楽に発言して頂きたいと思います。	 

 
【講師後記】	 

	 	 

発表者は、長年にわたり、教室で英語を教える教師として、あるいは課外活動の英

語部のスピーチコーチとして、英語の発音指導を行ってきた。今回は、初歩の英語音

声学を応用した英語発音指導の方法について、具体的方法を伝えるワークショップを

行った。	 
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発音指導についての英語教師の悩みは、授業中そのような目的の時間をまとまってとる

ことが困難だということである。そこで、今回のワークショップでは、指導者が、教室で、

折にふれて、わずかの時間を使うだけで音声指導をすることを前提とした。時間的制約を

考えると、教室では、指導者は、体系的な音声訓練をするのではなく、むしろ、体系から

断片を切り取ったような指導を行うことを想定したほうが現実的である。このような考え

方に立脚し、長時間を充てることなく、また、コンピュータや特別の道具を使うことなく、

単純で手短かな指導を行う方法を検討した。	 

発表者は、まず、母音の指導法を取り上げたが、英語の母音を、たとえば「イ」と聞こ

える母音、のように、日本語の音との連想により分類して、分類された母音のグループご

とにその教え方を説明した。基本的な考え方は、母音図のなかに英語と日本語の母音を位

置づけ、日本語の音を基準にして母音の位置を特定していく、というものである。発表者

は、「ア」「イ」「オ」と聞こえる英語の母音が特に日本の学習者の課題である、との考

えかたに立ち、これらの母音を集中的に取り上げた。	 

子音については、[r][l]や[dz][z]のようなミニマルペアを取り上げ、それぞれの音声

的特徴を分かりやすく伝える方法を説明した。	 

また、プロソディについて、広焦点と狭焦点の区別、新情報と旧情報の区別を論じ、イ

ントネーションの核の位置を解説した。最後に、実際の検定教科書に使われた文章を例に

とり、強勢の強さ、イントネーションの形などに関する選択の可能性について述べた。	 

発表者主導によるワークショップのあと、参加者と発表者の間に次のようなやりとりが

あった。	 

参加者によるコメント：	 

発音を生徒に印象づける工夫は重要。たとえば、heart と hurt の母音の違いを教えると

きに、口の開きぐあいに言及し、「傷は小さく、心は大きく」と言うとよい。	 

• 参加者による質問：	 

特定の単語の発音を教えることに成功しても、そこに含まれている音をほかのど

んな単語で使うことが出来るのか生徒が把握できないことも多い。生徒はルール

が見つけられない。フォニックスの応用もよいと思うが、フォニックスはどのよ

うに扱うべきか。	 	 

発表者による回答：	 

フォニックスは、物理や化学のルールと異なり、例外も多く、ルールは体系化し

にくい。体系を教えようとせず、体系のうち役に立つ部分を使うという方針でよ

いのではないか。	 
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• 参加者による質問：	 

Curtain の最後の[tn]の教え方について聞きたい。	 	 

発表者による回答：	 

（[t]と[n]を直結させた）[tn]という音は、出来なくともかまわないが、[tn]が

出来ると発音の能率がよくなる。口の奥の軟口蓋を使うので、外から発音のよう

すは見えない。特にコツがあるわけではないが、音を教えるときに有効なひとつ

の方法は、同じ音を繰り返すこと。[tn]の場合、[tn	 tn	 tn	 .	 .	 .	 ]と繰り返すと

生徒がその発音を理解するかもしれない。風邪をひいて鼻が詰まって気持ちが悪

い、という人が、無意識に[tn,	 tn]という音を出すこともある。	 

参加者と発表者のやりとりは以上の通りである。発表者の感想を述べるとすれば、今回

のワークショップにおいては、発音指導上重要な項目をカバーしたつもりではあるが、参

加者が多く、個別の訓練の形を取ることが出来なかった。各学習者が独自の問題をかかえ

ているように、各指導者も独自の悩みを持っているものである。参加者の個々の経験の共

有のための時間があまり取れなかったのは残念であった。が、参加者の参考になる情報が

わずかでも提供できたとすれば幸いである。	 
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2016年度	 第 3回研究会 (実践報告) 

 

高校英語について考える〜指導方法の観点から〜	 
 

発表者： 杉内 光成 氏［獨協埼玉中学高等学校］ 
日	 時： 2016年 6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】	 

 
平成 24 年度から新学習指導要領になり、高校で学ばれる英語の授業は「コミュニ

ケーション英語」と「英語表現」の２つに分かれた。新学習指導要領には、各科目

の目標、内容、言語活動、指導をする際の留意点が明記されている。	 

指導要領の改訂もあり、日本人の英語力を向上させようという教育界全体の気運

が高まっている。しかし、現場の教員は様々な問題を抱えてながら指導にあたって

おり、なかなか生徒の英語力向上という目標を達成することが出来ていないのが現

状なのではないだろうか。	 

そこで、具体的にどのような授業が新学習指導要領で掲げられている目標を達成

しうるのかという根本的な問題に対して、授業ビデオをご覧いただきながら、考え

ていきたい。	 

 
【講師後記】	 

	 今回の発表では、新学習指導要領で掲げられている目標をどうすれば達成することが出

来るかということについて、コミュニケーション英語と英語表現の授業を通して、参加者

の皆様と考えを共有させていただきました。 
	 まず、高校で学ぶべき英語ですが、（１）新学習指導要領、（２）日常生活での必要性、（３）

大学入試の影響を考慮すると、「４技能のバランスの良い英語力」と考えることが出来ます。

授業を通して、この力を向上させるためには、英語を英語で教え、生徒が英語を使うこと

が大切になってきます。そこで今回の実践発表では、コミュニケーション英語の授業ビデ

オを観ていただき、どのような工夫をすれば、「４技能のバランスの良い英語力」を育成す

ることができるかを考えました。 
	 まとめとして提示させていただいたのは、どのようなコミュニケーション能力を育成し

たいかのビジョンを授業者が明確に持つことが大事であるということです。授業において、
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最終的には学習者に何らかの発表活動をさせることが多く行なわれていると思いますが、

どのような能力をつけさせたいかによって、発表活動の形態は変わっていきます。ゴール

である発表活動が出来るようにするために、その指導過程を考えていきます。このように

ゴールから逆算をして、指導過程に細かなしかけをしていくこと大事になるのです。 
	 CAN-DOリストを意識した授業作りの重要性が唱われて、もう随分経つかと思いますが、
その重要性を再認識した実践発表となりました。 
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2016年度	 第 4回研究会 (講演) 

 

小中高大の連携について～SLA の観点・行政の観点から～	 
 

発表者： 小泉 仁 氏［東京家政大学］ 
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： 2016年 7月 18日(月) 17:15～19:15 
会	 場： 早稲田大学 14号館 6階 610教室 

 
【司会者後記】	 

 
講師は高等学校で教鞭を取られた後、文部科学省 初等中等教育局 教科書調査官を

歴任し、現在は東京家政大学で教授として、英語教員を目指す学生の指導にあたら

れている。このように様々なレベルでの英語教育についてのご経験があることから、

「小中高大の連携」についてお話を依頼したところ、小学校、中学校、高校、大学

の各連携において、以下の点を重要な点として挙げられた。 

・小中連携のポイント 
	 小学校英語の指導者の養成が急務である。英語で ALTや児童と随時 interactでき
る英語力、適切な inputが提供出来る英語力、そして児童の outputに適切に feedback
できる英語力を備えた人材を育成する必要がある。そのために、英語技能指導、音

声や文字指導、カリキュラム、評価などに関わる専門知識を中学校教員と共有して

いく必要があり、中学校教員の指導内容連携に関する意識も向上していかないとい

けない。 

・中高英語の連携 
	 「英語の授業は英語で」高校から始まった文科省の指導法改革と現場の戸惑いが

あるという状況の中で、教科書が指導法改革に追いついて行かない現状がある。「中

学校の英語授業も英語で」は、高校の「英語の授業を英語で」を下支えするはずな

のだが、了解可能な英語の input を十分に入れないままの知識の蓄積と、正確さだ
けを要求する output 中心の授業が、高校入試に向けて多くなる現状がある。以上の
問題点を解決していかなければいけない。 
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・高大英語の連携 
	 「訳さないとわからない」という固定概念を払拭しなければいけない。さらに、

大学で要求される力として、中身のある題材やテーマについて、自分の英語で簡単

に語る技があるが、それをどこで身に着けさせるか。最後に、仕事や研究で使える

英語の基礎を、高校に依存できるかといった一抹の不安がある。 

以上のように、各連携箇所で、現状の問題点とその解決のための糸口を紹介して

いただいた。自身の置かれた状況の前後の流れを汲む必要性を大いに感じさせてい

ただいた大変貴重な機会となった。	 
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2016年度	 第 5回研究会 (発表) 

 

翻訳の楽しさ	 
 

発表者： 浅利 庸子氏［東京理科大学］ 
日	 時： 2016年 10月 29日(土) 17:15～19:15 
会	 場： 早稲田大学 14号館 6階 610教室 

 
【概	 要】	 

 
	 今年度 4 月からＮＨＫラジオ「英語で読む村上春樹」の月刊テキストの一部を執筆し

ております。私の役割は英訳の中で出てきた単語や語句についての説明をすることと、

英訳と原作を比較して読む際のポイントを解説することです。4 月から 11 月までで扱っ

てきた短編小説は「4 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」、「カンガルー日和」、「パン屋再襲撃」、「緑色の獣」でした。作品の翻訳を分

析している際、気付いた点、興味深かった点などについてこの例会ではお話をしたいと

思います。読書の秋でもあるので、皆さんと一緒に文学・翻訳・英文法などのトピック

で意見交換ができると幸いです。	 
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2016年度	 第 6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２年］ 
安田 明弘 氏［早稲田大学教育学研究科修士課程１年］ 

司会者： 小林 潤子 氏［神奈川県立横浜南陵高等学校］ 
日	 時： 2016年 11月 12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２年］ 
【発表題目】 
The Effect of Explicit Phonetic Instruction on Japanese Learners of English in EFL Setting 
【概	 要】 
	 Although previous research has proved that explicit phonetic instruction improves 

pronunciation of learners (Bradlow, et. al., 1997; Kizawa, 2013; Saito, 2011), there is 

room for further research into its effect compared to that of repetition practice, which is 

categorized as implicit phonetic instruction. Moreover, it is still unclear whether explicit 

phonetic instruction for each phoneme has positive effect or not. Thirteen Japanese 

learners of English participated in a pretest-posttest-design study. They were divided into 

two groups: the experimental group (n = 7) and the control one (n = 6). Participants in the 

experimental group received explicit phonetic instruction on 10 phonemes (/r/, /l/, /s/, /θ/, 

/v/, /b/, /i:/, /ɪ/, /ʌ/, /ɑ/) one by one. And those in the control group were required to do 

repetition practice on those phonemes instead of receiving explicit instruction. The results 

showed that although both groups showed neither significant improvement nor significant 

decline in their pronunciation skills for most of the phonemes, participants in the 

experimental group improved their pronunciation of /ɪ/ significantly, which suggests that 

the explicit phonetic instruction worked well for those learners. Moreover, as for /ʌ/, the 
result of a U-test at the posttest showed that those in the control group had significantly 

better pronunciation skills than those in the experimental one, which indicates that the 

explicit phonetic instruction might have given confusion to the learners, while repetition 
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practice enabled those in the control group to pronounce /ʌ/ better than they had in the 

pretest. From these results, I conclude that phonemes differ in terms of their teachability or 

learnability, and teachers should be careful when they choose the way to teach each 

phoneme to their students. 
	 

【研究発表２】 

【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 Different Types of Recall on the Learning and Retention of the 

Content and the Vocabulary Item 

【概	 要】 
	 The present study is an investigation of how the combination of pre-task instruction and 

post-task conditions in a reading task influence content learning, vocabulary learning and 

their retention. An original study on which the present study is based was conducted by 

Donin and Silva (1993), who explored the effects of task recall in two language conditions, 

namely in the subjects’ target language (TL) and their first language (L1). More recently, 

Horiba and Fukaya (2012, 2015) evaluated the effects of recall conditions (L1 or L2). 

They used the pre-reading instruction to let participants know what they were going to 

perform after the reading. As the result, they confirmed a trade-off between the language 

processing and conceptual processing during reading. The group instructed to do a recall in 

L1 significantly outperformed the other group in the content recall and the group 
instructed to perform a recall in TL beforehand performed better in vocabulary acquisition. 

Although Horiba and Fukaya (2012, 2015) confirmed the impact of pre-task instruction 

and the two recall conditions on outcome in two areas (content learning and vocabulary 

learning), the research failed to examine the within-subject effects of the two recall 

conditions and the retention of content and vocabulary items. The retention of the content 

through reading is another interesting issue (Yamada, 2012). Also, retention is a key topic 

in research on vocabulary acquisition (i.e., Hummel, 2010). Thus, the present study 

explored the effects of task conditions within subjects and the retention of content and 

vocabulary items. 
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【司会者後記】	 

	 修士発表会に参加した 2 名とも修士 2 年で修理論文の完成に向けて、かなり
まとまった研究内容になっていました。北野氏は、明示的（発音の仕方について

の説明）な発音指導と、暗示的（繰り返しの指導のみ）な発音指導の比較で、「発

音の種類によって、教え方に効果があるかどうかは異なる」と述べており、調査

の規模や指導方法を変えるなどすると、今後の発展的研究につながっていくと思

いました。安田氏の「英文の内容の記憶と語彙の保持」に関しても、「生徒の英語

能力の違いや指導の方法によって内容の記憶や語彙保持に違いが出てくる」とい

う、英語の教え方に示唆を与えくれる研究であったと思います。ご参加いただい

た会員の方が少なく、ご意見や感想が頂けなかったのは、残念ではあります。後

輩の研究者育成のために、このような研究会へのご出席をお願いいたします。 
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2016年度	 第７回研究会 (講演) 

 
Donald Trump’s Pivot to Asia 

- Continuity and Chaos in America’s Asia-Pacific Policy - 

 
講演者： David Bell Misian氏［American University］ 
司会者： 松坂 ヒロシ 氏［早稲田大学］ 
日	 時： 2016年 12月 17日（土）17：15～19：30 
会	 場： 早稲田大学 14号館 4階 401教室 

 
【概	 要】	 

 
	 On January 20, Donald J. Trump will become the 45th President of the United States. 

His victory caught many observers off guard and left the world wondering what exactly 

his administration will do over the next four years. This presentation focuses on Trump’s 

potential to change US foreign policy towards the Asia-Pacific. Dr. Mislan will argue 

that there are reasons to expect a chaotic start to the Trump administration, replete with 

poor management and strategic mistakes. At the same time, there are also strong 

structural forces at play in American society and in the US government that will 

constrain President-elect Trump’s ability to change US foreign policy as he has 

threatened to do during his campaign. Dr. Mislan will describe these factors, drawing on 

his own research on Presidential foreign policymaking as well as his forthcoming essay 
on the topic in The Cairo Review of Global Affairs. 

【司会者後記】	 

	 フルブライト研究員として現在横浜国立大学にいらっしゃる政治学者デービッド・

ミスラン先生にご講演頂いた。概要は次の通り。	 

	 今回の大統領選挙は、事実上、共和党のトランプ候補と民主党のクリントン候補と

の一騎打ちとなったが、さまざまの点で前例のないものとなった。トランプ候補は公職

経験がなく、クリントン候補は当選すれば初の女性大統領となるはずであった。政策と

いうより候補者の人物に焦点が当たり、ネガティブキャンペーンの度合いも史上最悪と

なった。トランプ候補が公職経験を持たないという事実は、彼の政策を分析したり予測

したりすることを極めて困難にした。 
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	 アジア地域は微妙な時期を迎えていると言える。日本は憲法改正をめざす党が政権

の座にあり、韓国には弾劾の対象となる大統領がおり、中国は日本を含む多くのアジア

の国と領土、領海をめぐる紛争のただなかにおり、北朝鮮は核開発を行っている。 

	 このような状況にあって、トランプは、日米の防衛体制を「タダ乗り」論で批判し、

中国の「ひとつの中国」政策に疑問を投げかけるなど、従来の米国のアジア政策とは相

容れない発言をしている。トランプが十分な知識をもってこのような姿勢をとっている

のかは分からない。米軍に対する日本の「思いやり予算」は知らなかったようだし、台

湾の総統からの当選祝賀の電話を受けたときもその政治的意味を理解していなかったよ

うである。 

	 トランプのアジア政策が混乱したものとなるだろうと予測できる根拠がある。彼は、

何かを変えたいという欲求が強い性格の持ち主であるが、参謀総長に任命された人物が

新大統領の政策決定を容易にするかどうか不明である。大統領の補佐役は、大統領が膨

大な情報に圧倒されないように留意し、大統領に政策のオプションを提示するのが仕事

である。大統領は補佐役の考え方を理解し、妥当な案を選ばなくてはならない。トラン

プが補佐役とこのような関係を築くかは疑問である。 

	 一方、トランプ自身の政策がどうあれ、アジア政策における継続性はあまり損なわ

れないだろうという見方も可能である。一国の政策は急には変えられない。たとえば、

オバマ大統領も、就任と同時にグアンタナモ湾収容キャンプ閉鎖を決定したが、この施

設はいまだに閉じられていない。法的、制度的制約の存在を考えると、トランプ大統領

が出来ることは限られる。 

	 結局、トランプ大統領のもとでの米国のアジア政策には、混乱と継続性との両方の

要素の影響が考えらえる。 

	 以上のような概要の講演があった。講演後の質疑応答は、メディアの選挙結果予想

がはずれた原因、裕福なトランプが貧困層に好まれた原因など、多くの話題をカバーし

た。質疑応答は、参加者のほぼ全員が挙手をして質問やコメントをするほどの盛り上が

りをみせた。多くの日本人が深い関心を持っているタイムリーな演題や、東アジアの情

勢に通じたミスラン先生の議論の組み立てが、このような活発な議論につながったので

はないかと思われる。	 
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2016年度	 第８回研究会 (KLA・TALKの第 1５回合同セッション) 

 

KLA・TALK の第 15 回合同セッション	 
 
	  講演者： 奥切 恵 氏 (KLA)［聖心女子大学文学部国際交流学科	 准教授］ 

発表者： 

深田 芳史 氏 (KLA) ［明星大学人文学部国際コミュニケーション学
科	 教授、東京大学大学院	 総合文化研究科	 言語情報科学専攻	 博士後

期課程］	 

須能	 麻衣花 氏 (TALK) ［早稲田大学	 教育学研究科	 修士課程］	 
日	 時： 2017年 1月 29日(日) 14:00～17:15 
会	 場： 早稲田大学 11号館 9階 901教室 

 
【講	 	 演】	 

【講	 演	 者】奥切 恵 氏	 
【講演題目】SLA and corpus linguistics: A new linguistic corpus with comparable L1 & 

L2 data MOECS	 
【講演概要】	 

	 Although many learner corpora are available in the world and accessible online, 

researchers still face a significant challenge in drawing definite conclusions with the data 

due to limited control over the data collection. As such, English and Japanese of both L1 

and L2 data were collected under strictly controls and with the same conditions to offer 

comparable data for future linguistic researchers. Okugiri, Ijuin, and Komori collected 

English and Japanese opinion essays in both L1 and L2, and the data is freely available 

online as The Corpus of Multilingual Opinion Essays by College Students (MOECS) 

(http://www.u-sacred-heart.ac.jp/okugiri/links/moecs/moecs.html). 

	 	 Along with specifics about MOECS, I will talk about our process with the ethical 

committee and with the universities where we collected the data, and details about what 

was given attention in the course of data collection. Furthermore, I present two types of 

case studies using MOECS for the acquisition of “I think” and “reason” by Japanese 

learners of English in comparison with first language use. MOECS allows bi-directional 

comparison of a first and second language and reveals pitfalls when using 

non-comparable data 
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【研究発表１】  

【発表者１】深田 芳史 氏	 
【発表題目】	 

International students’ situated target language (TL) learning in affinity space	 
【発表概要】	 

Many international students are studying abroad expecting to improve their target 

language (TL) skills through socializing with local people in different real-life settings in 

their host countries. Their expectations are consistent with a sociocultural approach, 

assuming that people can learn and grow through participating in interpersonal activities 

within communities (Rogoff, 1994). This is also called situated learning (Lave & 

Wenger, 1991) and it has been applied to language learning (Gee, 2004).	 

Contrary to expectations, however, there are various factors that prevent them from 

socializing with local people. In other words, international students “are legitimately 

peripheral [in classrooms], but kept from participation in the social world more 

generally” (Lave & Wenger, 1991, p. 104). Their situated-ness shows that language 

learning in studying abroad is not “an inevitable, effortless, or osmotic process” 

(Kinginger, 2009, p. 114). 

Taking postmodern and social constructivist approaches, the presenter conducted 

ethnographic and autoethnographic case studies in different social contexts (Hawaii, 

California, and Tokyo), focusing on several international students’ and also his own 
(perceiving himself as a Japanese learner of English while he was taking sabbatical in 

Hawaii) TL-mediated socialization with local people in naturalistic contexts of the host 

country. The data were longitudinally collected with multiple research techniques. 

The presenter found that the research participants secured TL-mediated socializing 

opportunities, co-constructing different types of ‘affinity spaces’ (Gee, 2004). Findings 

will be presented in detail, their educational implications will be discussed, and an 

activity for (prospective) international students will be demonstrated.	 
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【研究発表２】 

【発表者２】須能	 麻衣花 氏 

【発表題目】Form-Focused Communicative Language Teaching and the Audiolingual 

Method: Their effect on learners’ active use of target forms and grammatical accuracy 

【発表概要】 
MEXT (2003) laid down that teachers should give learners communicative 

opportunities in English classes to promote their acquisition of a good command of 

communicative English. On the other hand, there does not seem to be much research that 

demonstrates that communicative language teaching (CLT) promotes active use of English 

for spontaneous communication. Moreover, CLT is often criticized for failing to achieve 

grammatical accuracy (Richards & Rodgers, 2014). However, a number of studies 

demonstrate that form-focused CLT is effective in improving accuracy (Millard, 2000; 

Savignon, 1972). Thus, this research examined whether form-focused CLT promotes 

learners’ active use of their learnt knowledge while improving their grammatical accuracy. 

Comparison was made between CLT and the audiolingual method (ALM). The two classes 

were set up to be taught by those different approaches, and the target grammar points were 

relative pronouns and the subjunctive mood. The results showed that the students in the 

CLT class used the target grammatical items for actual communication more than those in 

the ALM class while there was no significant difference in the results of the grammar tests. 

This seems to indicate that form-focused CLT is more effective in teaching the use of 
certain grammar points than the ALM. 
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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，2016年 4月～2017年 4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	 

	 	 	 【顧	 	 	 	 問】	 	 澤木	 泰代	 	 中野	 美知子	 	 原田	 哲男	 	 森田	 彰	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 矢野	 安剛	 

	 	 	 	 【幹	 	 	 	 事】	 ○浅利	 庸子	 

	 	 	 	 【事	 	 務	 局】	 ○根子	 雄一朗	 	 安田	 明弘	 	 鈴木	 久実	 

	 	 	 	 【会	 	 	 	 計】	 ○北野	 功祐	 	 紀伊	 雄太	 

	 	 	 	 【庶	 務	 広	 報】	 ○須能	 麻衣花	 

	 	 	 	 【研	 究	 企	 画】	 	 小林	 潤子	 	 湯舟	 英一	 	 残間	 紀美子	 	 望月	 真帆	 	 

	 	 小屋	 多恵子	 	 高橋	 真由美	 	 下河原	 広樹	 	 	 

	 	 	 鈴木	 薫	 	 佐藤	 之美	 	 山口	 高領 

	 	 	 	 【合	 	 	 宿】	 ○杉内	 光成	 	 	 澤田	 翔	 

	 	 	 	 【TALK 紀要編集委員会】	 ○山口	 高領	 	 鈴木	 薫	 	 下川原	 広樹	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 杉内	 光成	 	 下山	 幸成	 

	 	 	 	 【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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