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Dialogue 18 巻頭言  
英語の教師では不十分  

松坂ヒロシ  
 

	 昨年、サッカーＪリーグのチェアマンをお務めの村井満氏による講演

を聞く機会がありました。外国人も混じる聴衆に対して、村井氏は英語

で講演されました。講演の内容は、村井氏の尽力によって成し遂げられ

たＪリーグ改革の概要でした。村井氏の英語は非常にお上手で分かりや

すく、私は、使用言語が日本語でないことをすっかり忘れて、お話の内

容に引き込まれ、感銘を受けながら講演を聞きました。	  

	 しかし、私が講演そのものよりさらに深い感銘を受けたことがありま

した。それは、講演後の質疑応答の際の村井氏の回答の見事さでした。

質問のなかにはＪリーグにおける男女平等の問題はどうなっているか、

とか、 近はサッカーに対する人気がラグビーに奪われたのではないか、

とかの、あまり答えやすくない（と私には思われた）質問もありました。

村井氏の答えはストレートで、簡潔で、それでいて十分に丁寧でした。

私はこの講演会で英語での質疑応答の場面への対応のしかたについて

図らずもよいお手本を見せて頂きました。  

	 さて、ここで、大学の英文科卒の架空の社会人Ａさんを登場させたい

と思います。Ａさんは文法、発音、語彙などの点で申し分のない英語力

の持ち主で、英語の民間試験を受ければトップクラスのスコアを取りま

す。Ａさんの唯一の悩みのタネは、外国人の同僚Ｂさんとの英会話です。

Ａさんは、自己主張の強いＢさんに対する気後れのために、Ｂさんにな

かなかうまく指示が出せません。指示が出せた場合でも、Ｂさんからの

質問責めに遭うと有効な応答ができず、心ならずも指示を引っ込めたり

弱めたりしてしまいます。やり取りが長引くと、自分の意思が伝わらな

いのではないかとの心配のために余計なことまで言ってしまい、話のポ

イントがボケてしまいます。  

	 Ｊリーグの村井氏も架空の人物Ａさんも共に外国語としての英語の

使い手です。英語力を物差しとして測った場合、ふたりは共に非常に高



いランクに位置づけられます。しかし、ひとたび物差しを伝える力に置

き替えたとき、ふたりの差が浮き彫りになります。村井氏と異なり、英

語力を伝える力にできないＡさんは残念ながら高評価を得ることがで

きません。英語教師は、英語だけは完璧というＡさんのような学習者で

はなく、村井氏のような英語コミュニケーションの達人に将来なってく

れる学習者を育てなくてはなりません。  

	 コミュニケーションの仕方を教える確立された方法はまだないと思

いますが、少なくとも、手本を示すべき教師自身の自己研鑽が不可欠で

しょう。教師は、もし自分が単に英語だけうまいという状態にあるとす

れば、そこから脱却する努力をする必要があるでしょう。その上で、教

授法の確立を待つことなく、浮かんだアイディアを教室で積極的に試す

べきでしょう。以前、ある研究会でお会いした英語のネイティブスピー

カーの先生が、生徒が進んで挙手するようにと、授業の 初に片手をサ

ッと上げる体操を全員にさせる、とおっしゃっていました。マッスルメ

モリー形成をねらったユニークな訓練です。効果の程度は分かりません

が、生徒をよいコミュニケーターにしようと手探りの努力をなさってい

たこの先生の熱意に私は感心しました。私自身は批判的思考を英語教育

に取り入れる試みをしてきましたが、これまた効果の検証までは行きつ

いていません。ただ、時として、説得力を伴う語学力の価値をとてもよ

く理解してくれる学習者に出会い、そうした出会いに励まされてきまし

た。  

	 現在または将来の英語教師たるわれわれ TALK 会員は、常に、英語教

師は単に「英語」の教師であるだけでは不十分と肝に銘じておくべきだ

と思います。  
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The Effectiveness of Shadowing in English Weak Vowels 
Acquisition: A Study of Japanese Junior High School 

Students 
 

KAZUKI HIDA  

Graduate school of Waseda University 

 

Abstract 

   The current study examines the effectiveness of shadowing (SH) on improving 

pronunciation of an English weak vowel /əә/ (schwa) among Japanese junior high school 

students, and suggests that SH is one of the effective teaching methods on improving 

English vowel's quality. This study is considered significant because most shadowing 

studies have focused on the effectiveness on listening ability. Moreover, very few studies 

investigated the effectiveness of SH on production, such as improving fluency, prosody, 

and reducing accentedness, and their objects were adult English learners (Nakayama, 

2016; Zakeri, 2014). In addition, most shadowing studies conducted only pre-test and a 

post-test, so the durability of the effects could not be examined. 

   The results of F1-F2 plots revealed the results of qualitative analysis showed that 

there were four tendencies of the vowel plots’ movement on the F1-F2 plane: (1) the got 

close to to, (2) the distance between to and u became longer after practice, (3) a moved 

upward, and (4) at might be less affected by the practice. The current study revealed the 

durability of the effectiveness of SH on improving vowel's quality, and suggests SH could 

be a one of the effective implicit teaching methods on improving English production. 

 

Keywords: Pronunciation teaching, Japanese junior high school students 

 

1. Introduction 
 

The methods used in English pronunciation training are mainly divided into explicit 

and implicit teaching, and it is reported that each method has a positive effect on 

improving pronunciation of English (Celce-Murcia, Brinton, and Goodwin, 2010). 
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Explicit teaching needs a teacher with sufficient knowledge of English pronunciation, 

and requires the teacher to teach pronunciation directly. On the other hand, implicit 

teaching needs materials and activities to teach English pronunciation, and students 

can learn pronunciation by using such materials and engaging in such activities. While 

many teaching methods have been introduced and teacher-training programs or 

teacher trainings through e-learning have been developed (Akasaka, Makabe, 

Nakanishi, and Matsushita, 2005; Orii, 2017), effective pronunciation training methods, 

according to Kouchiyama and Arimoto (2015), have not been established because of 

limited teaching hours, differences in the levels of knowledge of English pronunciation 

or pronunciation training experience among English teachers in Japan.  

Therefore, it is necessary to examine the teaching outcomes of implicit 

pronunciation teaching methods that can be introduced at junior high schools. Implicit 

teaching needs less special knowledge or techniques, and the preparation and teaching 

loads are smaller for teachers conducting implicit teaching than for teachers 

conducting explicit teaching. Shadowing is a comparatively new method and has been 

conducted for the main purpose of improving listening skills (Hamada, 2016; Onaha, 

2004; Miyake, 2009); on the other hand, the number of studies that have examined the 

effectiveness of shadowing on pronunciation is very small. Once the shadowing method 

is conducted as an implicit teaching, which means without any intervention, and the 

effectiveness of the method on pronunciation teaching is understood, the shadowing 

method could be one of the solutions to this issue. 

Motivated by the issues described above, this study aims to examine the 

effectiveness of shadowing method on improving English pronunciation of a particular 

weak vowel “schwa” by Japanese junior high school students from an acoustic point of 

view.  

 

2. English weak vowel and Japanese vowel system 
 
2.1 The characteristics of weak vowels  

Weak English vowels, especially “schwa”, have an influence on the realization of the 

comprehension of speech in English. Interestingly, unstressed vowels have a different 

vowel quality from others, which is called the “reduced vowel quality.” Functional 

words, such as pronoun, preposition, and article, tend not to be stressed and modify and 
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emphasize the lexically important nouns and verbs. The most frequently occurring 

weak vowel is the vowel called schwa, and the details on this vowel are present in the 

next section.  

 

2.2 Schwa  

In unstressed syllables, schwa /əә/ can occur frequently. According to Cruttenden and 

Gimson (2008: 132-133), “the quality of schwa /əә/ is a central vowel with neutral lip 

position having in non-final positions a tongue-raising between open-mid and close-mid, 

and schwa /əә/ is extremely short.” Since the characteristics of a reduced vowel involve 

lacking a well-defined target and being shorter than stressed vowels, they easily 

assimilate their stronger adjacent segments (Flemming, 2007), and such reductions 

and assimilations are common in English spoken by native English speakers 

(Ladefoged and Johnson, 2011).  

 

2.3 The Japanese vowel system  

Japanese has five distinct short vowels, so there is no schwa /əә/ in Japanese as a 

phoneme. According to Vance (2008), the children who grow up in Japanese-speaking 

communities receive moras, and Ladefoged and Johnson (2011) stated that Japanese 

people seem to pronounce all moras with approximately the same duration.  

So far, we have seen that the English schwa has no well-defined target, and easily 

assimilates the neighboring segments. The contrast between the stressed and 

unstressed syllables is an important factor in understanding English speech. In the 

next chapter, the history of implicit teaching, and the definitions of shadowing are 

presented.  

 

3. Implicit pronunciation teaching  
 

3.1 Implicit teaching for speaking skills  

As we have seen in chapter 1, Japanese English teachers have struggled to find a 

better method for teaching English pronunciation. In addition, teachers at public 

schools are regularly transferred and assigned to other public schools, and therefore, 

there are many different kinds of English teachers: some have vast knowledge and 

teaching experience, while some have only limited skills. As a result, it is necessary to 
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conduct a study that considers the difficulties and problems faced by Japanese English 

teachers. Once the shadowing method is conducted as an implicit teaching, which 

means without any intervention, and the effectiveness of the method on pronunciation 

teaching is understood, the shadowing method could be one of the solutions to this 

issue. 

 

3.2 Shadowing as a method of implicit teaching of pronunciation 

Many researchers have defined shadowing in several ways. Lambert (1992: 266) 

defined shadowing as “a paced auditory tracking task which involves the immediate 

vocalization of auditory presented stimuli.” In the full shadowing method, students 

repeat an input as soon as it is heard. The shadowing method of full shadowing from 

Wiltshier (2007) is illustrated through examples in the following manner:  

 

Full Shadowing 

Model speech: Boston is in America, in the north-east part of America.  

Learner:         Boston is in America, in the north-east part of America.  

 

Thus far, we have seen that the characteristic of shadowing lies in the duration 

until the learner starts repeating the model speech. In this current study, shadowing is 

defined based on Lambert (1992) and Wiltshier (2007) as listening to inputs and 

repeating them as soon as it is heard.  

The purpose of this study is to examine the effectiveness of the shadowing method 

in the acquisition of schwa. Next chapter will examine previous studies investigating 

the effectiveness of shadowing on improving English speaking. 

 

4. Previous Studies on shadowing as a technique to improve 
English production  

 

Recently, many studies (Hamada, 2016; Onaha, 2004; Miyake, 2009) have showed 

that shadowing has a positive impact on improving listening ability; while on the other 

hand, the number of studies that have examined the effectiveness of shadowing on 

pronunciation is very small. Moreover, very few studies report the positive effects of 

shadowing training on reducing accentedness (Nakayama, 2016) and improving fluency 
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(Zakeri, 2014).  

   Nakayama (2016) studied 16 Japanese university students and conducted 

shadowing of an English song to improve accentedness (nativelikeness). Accentedness 

represents whether English pronunciation is accented with their mother language 

which is not English or not. For example, Japanese learners of English usually 

substitute Japanese vowels for English vowels when they speak English, and this 

Japanese-accented English is a form of accentedness. Although the results of the study 

showed that the participants’ accentedness improved, there were some areas that still 

needed improvement. While the assessment of whether the pronunciation improved or 

not was made by two people, it is important to see the results not only from their 

subjective points of view, but also through an objective lens because the assessment 

may have been different for other raters. 

   Zakeri (2014) investigated the effects of the shadowing task on fluency. 40 Iranian 

university students were divided into an experimental group and a control group, each 

group having 20 people. The results of the study showed that the effect of English 

training, including shadowing, had a positive effect on improving their fluency. This 

study is beneficial in terms of reporting the positive effects of shadowing as found in 

another task, in this case, the question and answer task. However, the shadowing task 

was used as one of the teaching methods conducted in one experimental class, so other 

teaching methods may have affected the results of this study. Besides, the participants 

in the experimental group did carry out shadowing practice outside of class. For these 

reasons, the extent of shadowing practice and the quality of shadowing was possibly 

different among the individuals.  

The shadowing method has some positive impacts on improving English speaking as 

shown by the previous studies we have seen before, but there seems room for 

improvement. Next chapter introduces the methodology based on the implications of 

the previous studies used in the current study.  

 

5. Methodology  

 

5.1 Participants  

The participants were 11 Japanese junior high school students in their third grade, 

and they had neither lived in an English-speaking country nor taken any special 
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English pronunciation training. The students were from public junior high schools and 

had used the same course book in their English classes at school. This study was 

carried out at a cram school, so that there were students from various public schools.  

 

5.2 Procedures  

All participants joined the experimental classes that extended over about two 

months including pre and a post-test, and then took a delayed-post-test one month later 

from the post-test. The participants took a pre-test for investigating their read-aloud 

outputs before participating in experimental classes. After that, they joined the 

experimental classes. The duration of the experiment was eight practice classes and 

each training session lasted about 15 minutes. These classes were held once or twice a 

week due to the schedule of the cram school. These classes were carried out before the 

official classes at a cram school, which is a private school for studying for the entrance 

examinations for high schools. 

  

5.3 Teaching and test materials  

Materials for shadowing training were taken from Colombus21 2nd grade, which 

the participants had used at school and already learned. The material level had to be 

easier than the participants’ current proficiency level (Kadota, 2015). The following 

passage in English was taken for the speaking tests from the EIKEN Fourth Grade 

Speaking Test:  

 

Ken is in the soccer club at his junior high school. Ken plays soccer after school. 

Ken wants to become a famous soccer player.  

 

This passage includes both weak and strong vowels, and these vowels were 

compared in terms of quality. From the passage, /æ/ in [after] was excluded because it 

is difficult to make a clear boundary between /r/ in soccer and /æ/. There were seven 

target pairs of weak-strong vowels: the-soccer, the-club, at-soccer, at-club, a-soccer, 

a-club, and to-school. These words can be described by the International Phonetic 

Alphabet (IPA), but for convenience, weak words were represented as words, and 

strong words were shown in IPA on the figures shown from the results section.	 The 

participants were given the test passage in English, and not in IPA. These four 
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functional words were selected because they were ranked among the top 20 most 

commonly used English words in their written forms according to the Oxford English 

Corpus.  

 

5.4 Instruction  

The details of the instructions provided in the classes are presented in this section. 

Shadowing practice classes were carried out in a day, which means that eight practice 

classes were conducted over eight days. The students had a lecture on the shadowing 

method in the beginning of the first class. The author presented one demonstration of 

the method. The students received instructions of repeating speed, but they did not 

receive any instructions of English sounds. The author said to the students, “Try to 

catch up with the reading speed used in the CD and shadow the sound stimuli”. The 

students practiced using the method five times in each practice session, and when there 

was extra time after the fifth practice, the author filled the time without giving any 

explicit information on English sounds to the students.  

 

5.5 Recordings  

A SONY PCM-M10 was used to record the participant’s reading data in a silent 

classroom, and the sampling rate was 96 kHz with a 24-bit. The passage was given to 

the participants right before the recording was done. They were asked to read the 

passage twice, and each of their readings was recorded. The second recording was the 

object of the analysis.  

 

5.6 Analysis 

The speech samples were analyzed using the speech analyzing software Praat. 

Segments were selected to analyze the mean of the first formant’s (F1) and the second 

formant’s (F2) values. The averages of the formant frequencies of these F1 and F2 were 

plotted on the F1-F2 plane. The F1-F2 vowel quadrilateral was explained by Lawrence, 

Gloria, and Katherine, (2011) in detail. This quadrilateral includes tongue height (high 

or low) and tongue advancement (front to back). The vowel quadrilateral is thus a 

simplistic representation of the extent to which the tongue moves while articulating 

vowels. The superior surface of the tongue when the vowel is pronounced is shown by 

the relative position of the phonetic symbols in the quadrilateral. This method is 
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significantly relevant to measuring the vowel formants’ frequency. 

Figure 5-1: The relationship among tongue position, cavity size, and formant frequency 
for some English vowels taken from Lawrence, Gloria, and Katherine (2011:106) 

 

6. Results 
 

This section will present the results of vowel quality on a F1-F2 plane. Prior to that, 

the methods used in conducting acoustic measurements are briefly described again. 

Each student recorded the test passage twice in each test time (2×pre: 2×post: 

2×delayed), meaning that the students read the same test passage six times in all. The 

second recording in each test was analyzed primarily, but the first recording was also 

analyzed if the student misread English words in the test passage. As a result, there 

are three F1-F2 planes (pre-test, post-test, and delayed-post-test) for each student. In 

each plane, potentially strong vowels are colored with grey while weak vowels are 

colored black. In addition, target sounds are represented with number 1 to 3, in other 

words, vowels with number 1 means vowels recorded in the pre-test, vowels with 

number 2 indicates they were recorded in the post-test, and vowels with number 3 

shows the target vowels recorded in the delayed-post-test. Results of the 11 students 

are labelled as from SH1 to SH11. 

 

6.1 Results of vowel quality on a F1-F2 plane 

Figure 6-1 illustrates the results of the F1-F2 plane for SH1. the is around 500 Hz 

for F1 and 1450 Hz for F2, and the vowel is placed between at and to. at and strong /a/ 

and /ʌ/ overlap each other at around 580 Hz for F1 and from 1100 to 1275 Hz for F2. 
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However, weak a shows a different quality from these vowels, in that it is higher than 

these vowels with about 450 Hz for F1 and 1200 Hz for F2. to and strong /u/ have a 

small distance between them in the pre-test. In the post-test, the distance is slightly 

bigger than that of the pre-test, and both move backward. Surprisingly, the overlaps 

with to in the post-test, which means that the shows a similar quality as to. While the 

moves upward, weak a goes downward, and almost overlaps with at. On the other hand, 

strong /a/ moves upward. In the delayed-post-test, all vowels are clearly placed into 

three groups: the and to, strong /u/, and weak a, at, strong /a/ and /ʌ/. Each group might 

be united by a similar quality.  

Figure 6-1: F1-F2 planes of SH1 

Figure 6-2: F1-F2 planes of SH2 

SH2 shows a similar tendency in the movement of vowel plots as SH1. Figure 6-2 

describes the results of F1-F2 plane of SH2. In the pre-test, the is around 500 Hz for F1 

and 1850 Hz for F2 on the plane, which is placed around the center of the plane, and to 

is higher than it. Strong /u/ is far from to, which means that there is some difference 

between them in terms of the vowel quality. In contrast, weak a, at, strong /a/, and /ʌ/ 

are placed close to each other, and they are close even in the post-test and the 

delayed-post-test. As mentioned above, the gets close to to in the post-test, and the 

similar vowel quality is retained even in the delayed-post-test.  
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Figure 6-3: F1-F2 planes of SH3 

SH3 shows the moves upward while weak a and at move downward. Figure 6-3 

illustrates the results of SH3’s F1-F2 plane. SH3 is female, so the vowel space is larger 

than that of SH1 and SH2. In the pre-test, the student shows that the quality of the is 

close to that of at. Weak a and /ʌ/ are placed close each other with around 700 Hz for F1 

and 1300 Hz for F2, and this area is close to the range of Japanese /a/. On the other 

hand, strong a is the front-most, and it has about 700 Hz for F1 and 2000 Hz for F2. 

While the could be categorized into the Japanese /a/ space in the pre-test, the moves 

upwards and gets into another category that includes to in the post-test. However, both 

strong and weak vowels that are included in the Japanese /a/ range move downward. It 

can be said that the and the other vowels that have a similar quality with Japanese /a/ 

have different vowel qualities with each other. Although strong /a/ and /ʌ/ move upward 

in the delayed-post-test, the is still close to to.  

Figure 6-4: F1-F2 planes of SH4  

SH4 shows an interesting result which is a movement of the weak a in the post-test 

in addition to that of the. The student’s result is represented in Figure 6-4. In the 

pre-test, the student does not discriminate between weak and strong vowels, and the is 

also included in the area including weak a and at. However, the clearly moves upward 

and close to to in the post-test, and the distance to and /u/ is larger than in the pre-test. 
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Interestingly, weak a is placed much higher than in the pre-test with 400 Hz for F1 and 

1200 Hz for F2 in the post-test. In contrast, at, strong /a/, and /ʌ/ stayed around the 

same as they were at in the pre-test. The vowel space gets smaller in the 

delayed-post-test, and every vowel, regardless of whether it is weak or strong, moves 

and closes to the center of the plane.  

Figure 6-5: F1-F2 planes of SH5 
   SH5 shows that /ʌ/ and both strong and weak a move upward and get close to the 

center of the plane in the delayed-post-test. Figure 6-5 represents the F1-F2 plane of 

the student. Before practicing shadowing, the overlaps with at with around 650 Hz for 

F1 and 1800 Hz for F2. Strong /a/ is also close to the and at, but weak a and /ʌ/ are 

included within the range of Japanese /a/. In the post-test, the overlaps with /to/, and 

strong /a/ moves backward. In addition, strong /u/ also moves backward, and the 

distance between to and /u/ becomes bigger. The interesting movements of vowel can be 

seen in the delayed-post-test. 

 

Figure 6-6: F1-F2 plane of SH6 

SH6 shows the upward movement of at in the post-test. Figure 6-6 illustrates the 

vowel plots on a F1-F2 plane of SH6. the is much lower than the others in the pre-test. 

All strong vowels are located more to the inner than the weak vowels. In the post-test, 

the gets close to to, and at gets close to the center of the plane. After 1 month from the 

post-test, the is still close to to, while at moves downward.    
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Figure 6-7: F1-F2 planes of SH7 

SH7 has a similar quality of the with to even before the shadowing practice, and the 

details are illustrated in Figure 6-7. In the pre-test, the and to overlap each other and 

/u/ is very close to them. The weak a, at, strong /a/, and /ʌ/ are close together. After the 

shadowing practice, the moves downward and close to at and /ʌ/. However, both weak 

and strong /a/ move upward. The surprising movement is seen in the delayed-post-test, 

where the moves much higher than the others. Moreover, weak a moves to the center of 

the plane while strong /a/ moves downward. Both at and /ʌ/ are placed higher than in 

the post-test.  

Figure 6-8: F1-F2 planes of SH8 

SH8 also shows that the and to are placed very close even in the pre-test. The result 

of the F1-F2 plane of SH8 is illustrated in Figure 6-8. the and to overlap each other and 

/u/ is also close to them in the pre-test. In addition, both weak and strong /a/ are placed 

much lower than are the other vowels. After the shadowing practice, the and at slightly 

move downward, and /u/ moves backward. Moreover, strong /a/ moves much higher 

than in the pre-test. The results of the delayed-post-test are almost the same as the 

results of the post-test. 

   SH9 shows movements of the vowels’ plots that are similar to SH8. Figure 6-9 

illustrates the results of the F1-F2 plane of SH9. As student SH8 showed, the and to 
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overlap each other in the pre-test. Weak a is placed much lower than are the other 

vowels, and at, strong /a/, and /ʌ/ are close together. In the post-test, the distance 

between to and /u/ becomes longer than that in the pre-test; and weak a moves upward. 

One month after the post-test, the strong vowels, strong /a/ and /ʌ/, slightly move to the 

center of the plane.  

 

Figure 6-9: F1-F2 planes of SH9 

Figure 6-10: F1-F2 planes of SH10 

   The results for SH10 are presented in Figure 6-10. The student shows that weak 

vowels move upward while strong vowels do not in the post-test. In the pre-test, the is 

already close to to and /u/, and weak a and at are placed in the lower space which 

includes Japanese /a/. The strong vowels are located more toward the inside than are 

the weak vowels. Interesting results can be seen in the post-test: that is, the movement 

of weak vowels. Weak a and at move upward at around 200 Hz for F1 while strong /a/ 

and /ʌ/ are almost in the same area in the pre-test. Moreover, the keeps its distance 

from to in the post-test, and the distance between to and /u/ becomes bigger.  

However, in the delayed-post-test, strong vowels move upward, and get closer to the 

weak vowels.  
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   The last student is SH11, and the student shows that the, to, and strong /u/ are 

situated in the center of the plane in each test. Figure 6-11 illustrates the vowel plots 

on a F1-F2 plane of SH11. to and strong /u/ are very close to each other through every 

test. the is placed the right side of to and strong /u/ in pre and the post-test, but it moves 

the left of them at the delayed-post-test. The other vowels slightly move, but weak a is 

placed in the rightmost on the plane at the delayed-post-test.  

 
Figure 6-11: F1-F2 planes of student SH11 

Thus far, the results of vowel quality have been presented to understand the effects 

of teaching the shadowing methods on the F1-F2 plane. Some tendencies of the vowel 

plots’ movements on the F1-F2 plane are summarized here. 

 

Table 6-1: Four tendencies of the vowel plots’ movements on the F1-F2 plane 

(1) the weak vowel of the approaches that of to 

(2) the distance between the weak vowel of to and u of school became longer 

(3) indefinite article a moved upward  

(4) the weak vowel of at shows little change  

 

7. Discussion 
 

As we have seen above, the results of the vowel quality analysis presented four 

tendencies shown as Table 6-1. The first tendency is that the got close to to on the F1-F2 

plane. Many students (7/11) showed this tendency. To examine whether the movement 

is positive or not, the normalized formats’ average scope of to for the participants are 

described on Figure 7-1. To compare the range with that of native English speakers, 

Figure 7-1 taken from Ladefoged and Johnson (2011: 225) was used. Figure 7-1 

represents a plot of the first two formants of the vowels of American English speakers. 
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The range of normalized formants’ averages of to produced by the participants are 

illustrated by the circle in Figure 7-1. The normalized formats’ averages of /ʊ/ included in 

to are around 400 Hz for F1 and from 1400 to 1600 Hz for F2. The circle bears the label 

/ʊ/ included in “to” for convenience. When we look the range of /ʊ/ that is produced by 

the participants of the current study, the range is found above /ɜ/ in Figure 7-1. The 

symbol /ɜ/ is a central vowel, and the quality is considered as the quality of schwa, 

according to Cruttenden and Gimson (2008). Therefore, the movement whereby the got 

close to to, means that the vowel’s quality of /ðəә/ got close to the quality of schwa on the 

F1-F2 plane.  

Figure 7-1: A formant chart with a combined acoustic and auditory representation of 
some American English vowels taken from Ladefoged and Johnson (2011: 225) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 7-2: F1-F2 plots of the normalized formats’ averages produced by the 
participants in the current study: from the left to right, the pre-test, post-test, and the 
delayed-post-test 
 

   For the second tendency, the distance between the weak vowel included in to and /u/ 

included in school became longer after the practice. This is captured by the direction of 

the movement in Figure 7-2, which includes F1-F2 plots of the normalized formats’ 

averages produced by the participants in the current study: from left to right, pre-test, 

post-test, and the delayed-post-test can be seen. Strong /u/ moves to the right side of the 
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plane from the pre-test to the post-test, and retains the position to the right side of to in 

the delayed-post-test. Because of that, the effect remains even a month after the 

post-test.  

In the third tendency, a moved upward. Although the movement was slight, some 

students, for example SH5, showed an upward movement that was clear even at a 

glance. 

   Finally, in the fourth tendency, very few students showed a movement in at through 

the experiment. To help examine this tendency, the test sentence used in the 

read-aloud test may offer some implications. When we read or speak English sentences, 

we can divide them by pausing or taking a breath, which is called the breath group, 

pause group, or chunks (Clark, Yallop, and Fletcher, 2007; Cruttenden and Gimson, 

2008). The test passage can be rewritten by using a boundary marker (||) as follows:  

 

Ken is in the soccer club || at his junior high school. Ken plays soccer || after school. 

Ken wants to become || a famous soccer player.  

 

Now, we go back to the fourth, tendency which is that at is less affected by the practice. 

One of the target weak vowels at is included in the first sentence, and a boundary is 

placed before at. Before pronouncing at, the students pause for breath, which could 

affect the quality of at, and the quality did not change when compared with the other 

pairs.  

   We could see that the vowels’ plots moved upward and got close to the center, 

around 500 Hz for F1 and 1850 Hz for F2, of the F1-F2 plane. The phenomena could be 

explained by the technical word: undershoot. The definition of undershoot has been 

given by (Clark et al., 2007: 85) as “the principal articulator fails to reach the target 

position defined in the canonical description of the segment. The centralization of 

peripheral vowels by undershoot is commonly known as vowel reduction.” Moreover, 

vowel reduction could be brought up by consonantal context, destressing, and speech 

rate (J. L. Miller and Grosjean, 1981). Therefore, they could not pronounce Japanese /a/ 

clearly, and as a result, a schwa-like vowel could be seen after /ð/. These are potential 

explanations for the tendency that we could see in this study. However, it is difficult to 

conclude the results due to the lack of data.  
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7.2 Limitations 

This study contributes toward describing the effectiveness of the shadowing method 

on acquiring the ability to pronounce schwa among Japanese junior high school 

students. Qualitative analysis was carried out, including F1-F2 plane. However, there 

were several limitations, as well. This section details the limitations of this study and 

presents directions for future research in this field. 

  First, it is necessary to create a control group and compare the effects of the 

shadowing method to another pronunciation teaching method. Even though the 

participants showed some tendencies toward the improvement of their pronunciation, 

it is unclear whether the improvement occurred due to the shadowing exercise. 

While this study employed the F1-F2 plane to examine the acoustic features of weak 

English vowels pronounced by the students, there were more potential measurements 

that could have been used to examine them in greater detail. The target of this study is 

schwa /əә/, and the sound occurs without a pitch accent and shorter duration than 

stressed vowels for rhythmical purpose (Cruttenden and Gimson, 2008), in addition to 

quality as examined in the current study. Thus, it is necessary to examine the duration 

and pitch movement in future research.  

   In addition, in this study, Japanese vowels pronounced by the participants were not 

recorded. It is necessary to obtain data on Japanese vowels from the same participants 

because of individual differences in vowel quality. When data on the Japanese vowels 

are taken, we might be able to examine whether the students’ weak vowels are close to 

Japanese vowels or not. As mentioned above, Japanese has only five vowels, and the 

Japanese /a/ is similar to the vowels /æ/, /ʌ/, and /ɑ/ in American English. Japanese 

students might try to approach either of these English vowels, but our study was not 

able to show which vowel was the target. Increasing the number of English vowels 

included in the test sentence may also help understand the acquisition process of 

English vowels that resemble Japanese /a/ vowel among the students. Therefore, it is 

necessary to gather every English and Japanese vowel, and examine the effectiveness 

of the teaching methods on improving schwa.	  

   Most students in this study showed the tendency of the movement of the, but it was 

not clear whether the students showed this tendency when they read the passage for 

the first time. The same test passage was used at every time point, so the students may 

have got used to reading it, and that may have affected the results. It is necessary to 
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test the students using a new test passage each time, and examine whether the 

tendency is seen or not in new passages. Moreover, the number of tokens to investigate 

this tendency, in this case the, is very small and insufficient to confirm the tendency.  

   In addition to that, it is necessary for us to take into consideration that the results 

were derived by conducting a read-aloud task. The read-aloud task includes 

grapheme-phoneme conversion, where the letter patterns of the language are mapped 

into matching phonemes in the phonological inventory in order to convert it to speech. 

Thus, we can identify the extent to which the shadowing methods have positive impacts 

on updating the students’ phonological inventory and their pronunciation through the 

read-aloud task. 

 

8. Conclusion 
 

The objective of this study was to examine the effectiveness of the shadowing 

method in acquiring the ability to pronounce weak English vowels, especially schwa. 

As many as 11 Japanese junior high school students in a cram school underwent 

eight experimental classes. Read-aloud tests were conducted as a pre-test and a 

post-test before and after the experimental classes respectively. In addition, the 

read-aloud test was carried out as a delayed-post-test after a month from the post-test.  

   The results of the vowel quality analysis showed that the shadowing method had a 

positive effect on improving English weak vowels’ pronunciation. There were four 

tendencies of the vowel plots’ movement on the F1-F2 plane before and after the series 

of practice in shadowing: (1) the weak vowel of the got close to that of to, (2) the distance 

between the weak vowel of /ʊ/ in to and the strong vowel /u/ in school became longer, (3) 

a, the indefinite article, moved upward, and (4) the weak vowel in at might be less 

affected by the practice.  
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「人物伝」のレッスンを「自分ごと」として考える探究型授業

の実践：国際バカロレアの「１０の学習者像」に着目して	 
 
Inquiry-based Learning and Use of the IB Learner Profile in 

an EFL Class with Biographical Texts 
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Abstract 
This paper reports a case study of an EFL lesson at a Japanese high school, which 

incorporates inquiry questions and the IB learner profile as a means to deepen students’ 

understanding of the people described in biographical texts. The lesson was also 

intended to help students view themselves in the light of what they have learned about 

the persons described in those texts.  For students to be able to analyze the figure in the 

biography and reflect on themselves, the instructor’s questions and some criteria for 

analysis and reflection were considered an essential part of the lesson.  The instructor 

generated three inquiry questions for the lesson based on the seven principles mentioned 

by McTighe & Wiggins (2013).  Students analyzed and evaluated the strength and the 

uniqueness of the people focused on in the texts using IB Learner Profile (IBO, 2014). 

They also used the same criteria for reflecting on themselves after studying the 

biographical texts.  In this paper, the background to the lesson design, the lesson 

procedure, and the comments produced by students are reported. 

 
キーワード:	 人物伝, 自分ごと, 問い (Inquiry Questions), １０の学習者像 (IB Learner 
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学習の目標 
コミュニケーション英語の検定教科書を用いたインプット活

動を中心に, 四技能の運用能力を統合的に高める。 

 
1. はじめに 

 
	 本稿では検定教科書でどの教科書でも扱われる頻出のトピックとなっている人物伝に着

目し, このレッスンを学習者が「自分ごと」として考えるために, 一種の体系化を試みた授
業実践を紹介する。具体的には, 「問い」を利用し, 学習者に同じ角度から, （１）教科書
で学んだ人物と（２）現在の自分と（３）自分の理想像との三者を描写する, という活動
を行わせることにより, 学習対象の人物と学習者自身とを結びつけさせることを目標とし
た授業である。尚, 本稿の内容は, 関東英語授業研究学会（2019年）での自由発表「「人物
伝」のレッスンを「自分ごと」として考える授業実践」に基づいている。 
 

2. 授業設計の背景 

 
	 人物伝は英語の検定教科書において頻出のトピックである。しかし, 登場する人物はグ
ローバルに活躍する人物であったり, 歴史上の偉大な人物であったりと, 一見学習者個人
となかなか結びつきにくいことも多い。そこで, いかに人物伝の主人公から得られる学び
を学習者にとって「自分ごと」として考えることができるかを授業設計の骨子とした。以

下 2.1~2.3では, 現状のアウトプット活動の分析と, 授業を設計するにあたり参考にした学
習理論, 枠組みを紹介する。 
 
2.1 人物伝を利用した様々なアウトプット活動 

	 四技能統合の視点から, 教科書のインプットを使った最終的なアウトプット活動につい
て分析した。人物伝を使ったアウトプット活動としては以下のようなものが考えられる。 
・その人物の物語を伝える（スピーチ, リテリング） 
・その人物の物語を演じる（ロールプレイ） 
・その人物のある行動について討論する（ディベート, ディスカッション） 
・その人物に手紙を書く（ライティング） 

これらの活動には大きく２つのメリットがあると考える。第１に, インプットで触れた言
語材料を最大限利用できるという点である。英語学習の視点からも, インプット活動で得
た表現や語彙をアウトプット活動で使うことは理にかなっている。また, これらのアウト
プット活動を通して, 学習者はその主人公の立場に立ち, 考えを深めることができる。し
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かし, このようなメリットがある一方で, デメリットもあるのではないか。一番大きなデ
メリットは, 題材によって適切なアウトプット活動をその都度考えなければならないとい
うことである。適切なアウトプット活動を設定し, 教材研究をすることは教員にとっても
非常に負荷が高い。また, これらの活動の多くは「なぜ, その人物について学ぶのか」の
根本的な問いに答えるものではないということも考えられる。これらのデメリットを解消

することを目的として, 別の角度からのアウトプット活動をゴールとした人物伝のレッス
ンを考案した。 

 
2.2 「問い」を中心とした探究型学習 

	 具体的に, 学習者にとって学習内容を自分ごととして, 思考させるための手段として探
究型学習（Inquiry-based Learning）の手法がある。ある事柄に対する「問い(Inquiry 
questions)」を通して, その題材について理解や自分の考えを深めていく学習方法である。
今回は , 問い作りの足がかりとして , McTighe&Wiggins (2013)の「本質的な問い 
(Essential Questions)」を利用した。この中で McTighe&Wiggins は, 良い「問い」の特
徴を以下の７点で記している。 

l オープンエンドな問いであること（唯一の正しい回答はない） 
l 思考を誘発し, 知的に興奮させるもの 
l より高次の思考を誘発するもの（分析や, 評価, 推論など） 
l 重要で転移可能な概念を指し示すもの 
l さらなる問いを生み, より深い探究の火をつけるもの 
l 答えそのものではなく, 根拠や裏づけとなる情報を必要とするもの 
l 生涯にわたってなんども問い直しをされるもの 

なるべく以上の点を意識しながら, 今回の授業の中心となる「問い」作りを行った。 
 
2.3 人物の評価軸としての国際バカロレア「１０の学習者像」 

	 授業設計の最後に, 人物伝という題材を通して, その登場人物や学習者自身にとって, 
「ものさし」となる評価軸を探していたところ , 国際バカロレア (International 
Baccalaureate: IB)の「１０の学習者像（IB Learner Profile）」に出会った。これは, IB
が掲げるMission Statementを実行できる学習者の姿を提示したものであり, この姿が１
０の特徴にまとめられている。 
 
IB Mission Statement 
「国際バカロレア（IB）は, 多様な文化の理解と尊重の精神を通じて, より良い, より平
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和な世界を築くことに貢献する, 探究心, 知識, 思いやりに富んだ若者の育成を目的と
しています。」(International Baccalaureate Organization, 2014 ) 

 
「10の学習者像」では, 具体的に以下の項目が挙げられている。 
l Inquirers（探究する人） 
l Knowledgeable（知識のある人） 
l Thinkers（考える人） 
l Communicators（コミュニケーション

ができる人） 
l Principled（信念を持つ人） 

l Open-minded（心を開く人） 
l Caring（思いやりのある人） 
l Risk-takers（挑戦する人） 
l Balanced（バランスの取れた人） 
l Reflective（振り返りができる人）

 
これらの項目は, Mission Statement に示されるようなグローバル人材育成を目的として
設定されているため, 教科書で扱われている人物伝に登場するグローバルリーダーたちに
も当てはまる点が多い。また, 学習者が自分自身について振り返る「ものさし」としても
適切と判断し, 利用することとした。 
 

3. 授業内容 

 
	 授業の流れとしては, 以下のように行った。 
1. Unitを通しての「問い」と「10の学習者像」の導入（１時間） 
2. 教科書本文の学習（１６時間） 
3. 「10の学習者像」を利用した振り返り（１時間） 
 
3.1 「問い」の導入と「10 の学習者像」の導入（１時間） 

	 最初の授業では, 前出の McTighe&Wiggins (2013)に基づき, 本レッスンを通して探究
していく以下の３つの問いを生徒に導入した。 

1. What kind of person are you? 
2. What kind of person is needed for the world? 
3. What kind of person do you want to be? 

それぞれの問いに関して, 導入として利用した言語活動とともに紹介する。 
 
3.1.1 What kind of person are you? 

最初の問いについては, 学習者に答えとその根拠を述べさせながら自己分析させた。その
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際, 性格を表す形容詞を使わせた。学習者たちはこの活動をペアで行ったあとに, ２ペアず
つの４人組になりお互いのペアの他己紹介を行うという活動を行った。また, 言語的足場
かけとして, 以下のようなワードクラウドも提示した。 

1.“What kind of person are you?”  
Describe yourself in one word.  Give the reason.

 
 
3.1.2 What kind of person is needed for the world? 

この問いを投げかけたところで, 考える足場かけとして「10の学習者像」の導入を行った。
以下のようなスライドで「２１世紀に求められる人の特徴」として「10の学習者像」を導
入し, まずはペアでそれぞれの意味を考えさせた。その上で, 1文程度でそれぞれの特徴を
説明した英文（以下に列挙）と 10の特徴をマッチングさせる活動を行った。 

Knowledgeable
Balanced

CaringThinker(s)PrincipledOpen-Minded Inquirer(s)

Communicator(s)
Reflective

10 attributes needed for the 21st century

Risk taker(s)
 

1. Knowledgeable  -  I know and want to know about the world near and far. 
2. Balanced  -  I can take care of my mind, body, and feelings. 
3. Risk taker(s)  -  I am brave and courageous. I explore new rules, ideas, and 
strategies. 
4. Caring  -  I show sensitivity towards the needs and feelings of others. 
5. Thinker(s)  -  I apply my thinking skills critically and creatively to make good 
decisions and to solve hard problems. 
6. Principled  -  I am honest, fair, respectful, and responsible. 
7. Open-Minded  -  I appreciate my culture and the views, values, and traditions of 
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other individuals and cultures. 
8. Inquirer(s)  -  I am curious. I ask questions. I love to learn. 
9. Communicator(s)  -  I can share and receive ideas and information in more than  
one way. 
10. Reflective  -  I think about my own learning. I think about my strengths and 
weaknesses in a constructive manner. 
 
3.1.3 What kind of person do you want to be? 

この最後の問いに関しては, 本文を読み終わったあとに改めて考えてもらうという前置
きをした上で短時間取り上げた。また, これから学習していく人物は 10の特徴のどれを強
く持っているか考えながら読むように指示した。 
 
3.2 教科書本文の学習（１６時間） 

	 前節で述べた導入の１時間を受けて, ２時間目からは教科書の本文の学習を行った。三
省堂のCROWNⅠから日本においてFood Bankを設立したSecond Harvest Japanの
Charles McJiltomと, CROWNⅡから国境なき医師団で活躍した医師の貫戸朋子氏のレッ
スンを選んだ。それぞれ８時間ずつ使い, 内容理解からリテリングまで行った。 

 
3.3 「10 の学習者像」を利用した振り返り（１時間） 

	 それぞれの人物のレッスンが終わったタイミングで, 「10の学習者像」を利用した振り
返りを行った。具体的には, その人物が, 10の学習者像のどれに特に優れている人物か説
明するというものである。それぞれ以下のように様々な意見がでた。同じ人物で同じスト

ーリーを読んでも, これだけ幅広い意見が出たことはとても興味深い。尚, 学習者のコメ
ントを原文のまま記しているため, 不自然な点があるがご了承頂きたい。 
 
McJiltom氏に対して 
l He is a communicator to contact people with the food.  He is caring to help 

other people. 
l He is caring because he once lived with homeless person in order to learn and 

share their perspectives. 
l He is a thinker and also principled, he believes in people and have enough 

ability to think how to solve the unfair of the world. 
l In my opinion, he is caring and reflective.  First, the reason why I think that 
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he is caring, he has compassion of homeless or poor people.  Second, he found 
something missing in himself that he had “head knowledge” about homelessness, 
but don’t have “heart knowledge.”  So, I think that he is reflective. 

 
Kanto氏に対して 
l She is knowledgeable and caring.  She helps people and thinks about all of 

their patients.  She is also interested in many different cultures.  That is why 
she joined MSF. 

l She is caring to help other people.  She is principled to (be) fair (to) people all 
in the world such (as) African boys. 

l She is a risk taker and principled.  Because she went to the field where fighting 
was going on to help sick people. 

l She is a risk-taker. Always she was not satisfied with success on the situation 
and she wanted to challenge something and actually took action. 

l She has a side of risk taker because she went to dangerous areas to save people.  
She has another side of knowledgeable.  She always wanted to know many 
things, and she wanted progress. 

 
また, 10の学習者像を利用した振り返りのあとに, 1時限目の導入の際に問いかけた第 3の
問いに関して改めて振り返りを行った。その中でも下記のような様々な振り返りが生徒の

反応として出てきた。主張だけでなく, 一般論から個人的経験まで, 内容は様々ではあるが
下線部のような理由も述べられていた。 
 
“What kind of person do you want to be?”という問いに対する生徒の反応 
l I want to be caring because I want to help person who is facing difficult problems. 
l I want to be balanced.  I always want to control my mind and body since that.  

Also, I want to be reflective.  I think that we can learn from the past so much.  
We should learn to survive in the future. 

l I want to be open-minded and communicator.  Because I want to be a person 
who can be considerable of others and tell my opinion to others. 

l I want to become a person caring and reflective.  Because kindness is 
necessary to make a good relationship with others and it is important to think back 
on the things. 



AKIHIRO YASUDA 
 

 Dialogue, Vol. 18 28 

l I want to be a person balanced. Because I am too shy, too sensitive, and so on.  
So I want to keep my mind positive and happy.  Moreover, I want to be a 
communicator.  I want to get more skills of English, and communicate with the 
people all over the world. 

l I want to be a balanced person and a risk-taker. Why I think so is that I’m 
sometimes lack of confidence and remain the state when a bad thing happen.  
Because of this, I occasionally lose my passion about things that I’m being engaged 
in.  On the other hand, when I’m doing well, I can be confident in what I’m 
doing.…(下線は発表者による)  

 

4. おわりに 

 
	 今回は検定教科書を利用しつつ, いかに学習者にとって題材を「自分ごと」として考え
られるかという視点で授業づくりを行った。その中で, 探究型学習という「問い」を中心
とした授業設計と, 人物評価のための「ものさし」としての IBの「10の学習者像」は, 人
物伝の登場人物を学習者自身が自分なりに再評価し, また学習者自身についての内省を促
すという点において, 想定していた機能を果たした。今回の実践が学習者にどのような変
化を起こしたかについては今後さらなる研究が必要となるが, 少なくとも「どのような人
物がグローバルに期待されているか」, また「自分はこれからどうありたいか」について
考える機会を提供することは価値のあることだと考える。 
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2018年度	 第 1回研究会（講演） 

 

Language	 learner	 motivation:	 Where	 are	 we	 now?	 
 

講演者： Stephen Ryan 氏［早稲田大学］ 
司会者： 浅利 庸子 氏［東京理科大学］ 
日	 時： 2018年 4月 21日（土）17：15～19：15 
会	 場： 早稲田大学 14号館 6階 610教室 

 
【概	 要】	 

 
In	 recent	 years,	 language	 learner	 motivation	 has	 become	 one	 of	 the	 most	 active	 areas	 

of	 research	 in	 foreign	 language	 education.	 This	 activity	 has	 been	 at	 its	 strongest	 

in	 settings	 where	 motivation	 has	 been	 regarded	 as	 a	 problem.	 Unsurprisingly,	 Japan	 

has	 been	 one	 of	 the	 world's	 most	 active	 settings	 for	 language	 learner	 motivation	 

research,	 with	 the	 underlying	 premise	 of	 much	 of	 this	 research	 being	 that	 a	 greater	 

understanding	 of	 motivation	 can	 contribute	 to	 more	 effective	 teaching	 practice	 and,	 

ultimately,	 successful	 learning.	 In	 this	 presentation,	 I	 will	 discuss	 some	 of	 the	 

key	 developments	 in	 recent	 thinking	 about	 language	 learner	 motivation	 and	 consider	 

some	 of	 the	 ways	 in	 which	 thinking	 about	 motivation	 and	 language	 learning	 may	 be	 

about	 to	 change	 in	 the	 future.	 In	 particular,	 I	 intend	 to	 focus	 on	 the	 relationship	 

between	 theory	 and	 practice	 looking	 at	 how	 recent	 research	 can	 be	 applied	 to	 teaching	 

contexts	 where	 the	 foreign	 language	 is	 essentially	 a	 compulsory	 school	 subject.	 

Drawing	 on	 new	 ideas	 coming	 from	 the	 field	 of	 positive	 psychology,	 I	 will	 ask	 

fundamental	 questions	 relating	 to	 how	 we	 interpret	 ‘language	 learner’	 motivation,	 

and	 how	 language	 teachers	 can	 maintain	 a	 balance	 between	 aiming	 for	 gains	 in	 

linguistic	 proficiency	 and	 fostering	 well-being	 in	 their	 learners.	 
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2018年度	 第 2回研究会（講演） 

 

英語教員が英語スピーチを教えるときに知っているべき

こと～ニュースコメンテーターとしての経験を踏まえて

～	 

Points	 which	 English	 teachers	 should	 know	 when	 they	 teach	 

speeches:	 through	 the	 experiences	 of	 working	 as	 a	 news	 

commentator	 
 

講演者： 米山 明日香 氏［青山学院大学］ 
司会者： 浅利 庸子 氏［東京理科大学］ 
日	 時： 2018年 5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】	 

 
昨今、学校教育におけるスピーチ指導の需要と重要性は高まっている。効果的な指導

の方法としては、著名な歴史的なスピーチを暗記し、それを発表するレシテーション

（recitation）があげられ、この指導法は長い間、学校教育でも利用されてきた。話者

も大学における英語指導において、レシテーションを導入してきた。しかし、指導する

につれて、学生がその演説の内容を理解せずに暗記を行って、プレゼンテーションして

いるケースが多いことが分かった。また、学生が中学校時代、高校時代にレシテーショ

ンを経験していても、理解を深めずにただ英語を発することが多かったようだ。	 

	 その後、指導を効果的に行い、学生・生徒の興味をひくには、英語教員は演説の背景

にある事柄を整理し、教えることが重要であることに気づいた。そのきっかけは話者が

ニュースコメンテーターとしての経験から演説の背景などに理解を深め、それを生徒に

伝えるようになって、生徒は演説に対して興味を持ち始めたと同時に、音声にも効果が

表れ始めた。	 

	 本講演では、英語指導に適した代表的な演説を取り上げ、その背景に事象について理

解を深め、また音声をどのように指導すればよいかについて、話者の経験を踏まえて考

えていきたい。	 

	 	 	 	 Recently,	 the	 importance	 of	 teaching	 speeches	 at	 high	 schools	 and	 universities	 
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has	 been	 getting	 more	 and	 more	 significant	 and	 required.	 In	 this	 lecture,	 the	 speaker	 

will	 talk	 how	 English	 teachers	 can	 teach	 English	 speeches	 effectively	 by	 using	 

historically	 famous	 speeches.	 

	 	 	 	 She	 has	 been	 teaching	 speech	 technique	 and	 pronunciation	 by	 utilizing	 famous	 

and	 persuasive	 speeches	 at	 classes.	 ‘Recitation’	 is	 one	 of	 the	 most	 effective	 

and	 frequently	 used	 ways	 to	 teach	 and	 learn	 speeches	 and	 pronunciation;	 however,	 

she	 realized	 that	 the	 performance	 of	 students	 was	 not	 good	 enough	 as	 they	 did	 not	 

fully	 understand	 the	 contents	 of	 the	 speeches.	 As	 a	 result,	 the	 students	 just	 

memorized	 and	 gave	 speeches	 without	 deep	 thought.	 She	 found	 out	 that	 there	 should	 

be	 improvement.	 

	 	 	 	 After	 she	 started	 to	 teach	 the	 background	 of	 the	 speeches,	 her	 students	 started	 

to	 understand	 more	 about	 the	 speeches	 themselves.	 In	 addition,	 the	 speech	 styles	 

and	 the	 pronunciation	 of	 the	 students	 changed	 dramatically.	 She	 realized	 the	 

importance	 of	 teaching	 background	 through	 the	 experiences	 of	 working	 as	 a	 news	 

commentator.	 

	 	 	 	 In	 this	 lecture,	 she	 will	 choose	 several	 speeches	 and	 talk	 the	 background	 of	 

the	 speeches	 as	 a	 model,	 and	 present	 how	 to	 teach	 them	 effectively.	 
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2018年度	 第 3回研究会（講演） 

 

GTEC と大学入試	 
 

講演者： 名達 健介 氏［ベネッセ・コーポレーション営業開発部高大接続課］ 
司会者： 松坂 ヒロシ 氏［早稲田大学］ 
日	 時： 2018年 6月 2日(土) 17:15～19:15 
会	 場： 早稲田大学 14号館 6階 610教室 

 
【概	 要】	 

 
	 このたび文科省が９種類の民間試験を大学入試の英語の試験として利用するという構

想を発表しました。６月の TALK では、民間試験の一例として GTEC を取り上げ、実施団

体であるベネッセのスタッフの方から大学入試改革と民間試験についてお話し頂こうと

考えております。英語教員の側からの民間試験についてのコメントはよく聞きますが、

実施団体の側からのコメントをお聞きする機会はなかなかありませんので、貴重な機会

となると思います。皆様のご参加をお待ち申し上げます。	 

［文責：司会者］	 
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2018年度	 第 4回研究会（講演） 

 

Bilingual	 Education	 and	 Multilingualism	 in	 Japan	 
 

講演者： 坂本 光代 氏［上智大学］ 
司会者： 松坂 ヒロシ 氏［早稲田大学］ 
日	 時： 2018年 7月 14日(土) 17:15～19:15 
会	 場： 早稲田大学 14号館 6階 610教室 

 
【概	 要】	 

 
This	 presentation	 will	 take	 up	 bilingual	 education	 and	 multilingualism	 in	 Japan	 

by	 addressing	 two	 groups	 of	 leaners:	 Japanese	 and	 non-Japanese	 residing	 in	 Japan.	 

First,	 bilingual	 theories	 and	 hypotheses	 will	 be	 explored	 to	 provide	 the	 backdrop	 

of	 the	 discussion.	 Part	 one	 addresses	 Japanese	 English	 learners,	 based	 on	 the	 data	 

collected	 at	 a	 private	 Japanese	 university.	 The	 findings	 suggest	 that	 principles	 

that	 underlie	 plurilingual	 language	 policy	 advocated	 by	 MEXT	 are	 not	 in	 line	 with	 

the	 perceptions	 Japanese	 EFL	 learners	 have.	 Despite	 teacher	 interventions,	 the	 

research	 found	 how	 hegemonic,	 imperialistic	 discourse	 is	 very	 much	 prevalent	 among	 

Japanese	 youths,	 and	 unless	 this	 can	 be	 eradicated,	 plurilingual	 Japan	 would	 be	 

difficult	 to	 achieve.	 

	 

Part	 two	 focuses	 on	 the	 non-Japanese	 residing	 in	 Japan	 by	 exploring	 a	 Peruvian	 

mother's	 narratives	 in	 raising	 bilingual	 (i.e.,	 Spanish	 &	 Japanese)	 children.	 Her	 

narratives	 suggest	 that,	 despite	 the	 children's	 potential	 to	 acquire	 L1	 (mother	 

tongue),	 L2	 (Japanese)	 and	 L3	 (English),	 Japanese	 schools	 have	 proven	 to	 focus	 only	 

on	 SLA.	 Furthermore,	 it	 was	 found	 that	 school's	 expectations	 towards	 minority	 

children's	 academic	 performance	 is	 low,	 far	 from	 actively	 promoting	 bilingualism	 

if	 not	 trilingualism.	 It	 is	 argued	 that	 measures	 be	 taken	 to	 rectify	 the	 Japanese	 

education	 system	 in	 order	 to	 realize	 plurilingual	 and	 multilingual	 Japan.	 

 



34 Dialogue, Vol. 18 

2018年度	 第 5回研究会（講演） 

 

英語の句と複合語に関する手話表現の分析と	 

特別支援教育における英語語彙学習に関する調査	 
 

講演者： 鈴木 薫 氏［名古屋学芸大学］ 
司会者： 浅利 庸子 氏［東京理科大学］ 
日	 時： 2018年 9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】	 

 
	 本発表では、英語の句と複合語に関する手話表現の分析と、特別支援教育における基

本英単語の調査、および、PC を活用した英語学習について報告する。	 

	 初めに、ニュージーランド手話の句と複合語の表現に関して、ニュージーランド北島

のオークランドにある Kelston	 Deaf	 Education	 Centre（KDEC）の手話教育スタッフを対

象として収集したデータを提示する。共通する特徴や個人差を明らかにし、先行研究で

分析しているアメリカ手話や日本手話と比較する。ニュージーランド手話もアメリカ手

話と同様に英語をベースにしているので、十分に英語が獲得できていないと手話の使用

にも困難が生じる。よって、英語音声との相違点に着目することにより、英語学習に与

える影響を考察する。聴覚障害者を対象とした句と複合語の音声認識に関する先行調査

の結果から、言語学習における音韻の形成や処理に関わる問題点を明らかにする。オー

クランド市内にある Ormiston	 Primary	 School で取材した授業の様子を紹介し、聴覚特

別支援教育の今後の動向について模索する。	 

	 次に、聴覚障害や知的障害を持つ生徒を対象とした基本英単語の習得状況に関する調

査について報告する。数字や曜日などの使用頻度の高い英単語について、筆記や音読な

どの調査を実施し、調査項目や単語の種類の違いに加えて、障害の種類や程度の違いに

よってデータを分類して分析する。さらに、特徴的な個別データに着目して事例研究を

行い、障害の種類や程度による影響に加えて記憶や音韻獲得の状況を明らかにする。聴

覚障害のみのケースでは、聴覚補償が適切に行われることが重要であり、感覚系伝導路

と脳内処理のどこで障害が生じているかによって、言語学習に与える影響に違いがある

ことが判明している。障害の状況の多様性を考慮して情報端末や体感音響システムを活
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用することで、学習意欲や英語力を向上させる可能性も示唆されている。よって、特別

支援学校の高等部生徒を対象に、日常生活において使用頻度の高い基本的な英語表現を

学ぶ教材を活用し、PC 教室を利用した個別学習による語彙獲得の取組を実践し、授業観

察や事前事後のデータ収集を通して検証する。	 

＊本研究は JSPS 科研費 JP25370677・JP16K02910 の助成を受けたものである。	 
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2018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： 村田 華奈子 氏［早稲田大学大学院教育学研究科修士課程１年］ 
田中 藍渚 氏［早稲田大学大学院教育学研究科修士課程１年］ 
肥田 和樹 氏［早稲田大学大学院教育学研究科修士課程２年］ 

司会者： 小林 潤子 氏［神奈川県立横浜南陵高等学校］ 
日	 時： 2018年 10月 13日(土) 16:30～19:15 
会	 場： 早稲田大学 14号館 6階 610教室 

 
【研究発表１】 

【発 表 者】村田 華奈子 氏［早稲田大学大学院教育学研究科修士課程１年］ 
【発表題目】Japanese high school students’ L2 willingness to communicate in 
classrooms from an ecological perspective 
【概	 要】 
In	 the	 field	 of	 SLA,	 many	 researchers	 have	 emphasized	 communicative	 interaction	 with	 

a	 view	 to	 Swain's	 (2000)	 output	 hypothesis,	 which	 postulates	 that	 practice	 in	 using	 

the	 L2	 is	 a	 key	 factor	 in	 successful	 language	 acquisition.	 Despite	 this	 shared	 belief,	 

not	 all	 students	 are	 always	 willing	 to	 attempt	 L2	 communication	 (MacIntyre,	 Baker,	 

Clément,	 &	 Donovan,	 2003).	 In	 order	 to	 explore	 the	 reason	 why	 some	 people	 initiate	 

communication	 more	 frequently	 while	 others	 remain	 silent,	 Willingness	 to	 Communicate	 

(WTC)	 in	 L2	 has	 been	 an	 interesting	 issue	 for	 many	 researchers	 (Yashima,	 2002;	 Peng	 

2007;	 Mystkowska-Wiertelak	 &	 Pawlak,	 2017;	 Zhang,	 Beckmann,	 &	 Beckmann,	 2018).	 L2	 

WTC	 is	 defined	 as	 “a	 readiness	 to	 enter	 into	 discourse	 at	 a	 particular	 time	 with	 

a	 specific	 person,	 or	 persons	 using	 a	 L2”	 (MacIntyre,	 Dörnyei,	 Clément,	 &	 Noels,	 

1998,	 p.	 547).	 Higher	 L2	 WTC	 can	 lead	 to	 increased	 opportunity	 for	 authentic	 L2	 use	 

because	 WTC	 is	 the	 final	 psychological	 step	 before	 starting	 L2	 communication	 

(MacIntyre,	 1994).	 In	 other	 words,	 the	 higher	 WTC	 students	 have,	 the	 more	 likely	 they	 

are	 to	 succeed	 in	 L2	 acquisition.	 

This	 study	 deals	 with	 Japanese	 high	 school	 students'	 L2	 WTC	 in	 classrooms	 from	 an	 

ecological	 perspective.	 In	 EFL	 situation	 like	 Japan,	 students	 are	 exposed	 to	 limited	 

amounts	 of	 English	 outside	 of	 the	 classrooms.	 As	 Peng	 and	 Woodrow	 (2010)	 indicated,	 
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“the	 language	 classroom	 is	 an	 essential	 platform	 for	 learners	 to	 experience	 

interactive	 communication	 using	 the	 target	 language”	 (p.	 835).	 Examining	 these	 

participants	 can	 contribute	 to	 decode	 learners'	 communication	 psychology	 and	 find	 

ways	 to	 enhance	 their	 L2	 WTC	 in	 class.	 The	 presenter	 will	 discuss	 some	 issues	 in	 L2	 

WTC	 study	 from	 the	 ecological	 approach	 and	 present	 the	 master	 thesis's	 plan.	 

 
【研究発表２】 

【発 表 者】田中 藍渚 氏［早稲田大学大学院教育学研究科修士課程１年］ 
【発表題目】Creativity and ELF in written language: From the perspective of 
readers 
【概	 要】 
This	 research	 focuses	 on	 creativity	 and	 intelligibility	 of	 written	 works	 in	 English	 

as	 a	 Lingua	 Franca	 (ELF)	 context	 where	 people	 of	 different	 first	 languages	 (L1)	 use	 

English	 for	 communication.	 For	 the	 past	 two	 decades,	 there	 have	 been	 a	 great	 number	 

of	 studies	 on	 ELF	 interactions.	 The	 majority	 of	 the	 studies	 have	 focused	 on	 spoken	 

interactions	 (Seidlhofer,	 2011;	 Jenkins,	 2000,	 2007,	 O’Neal,	 2015;	 Jenkins,	 2007,	 

Pitzl,	 2012),	 and	 only	 some	 have	 researched	 written	 language	 by	 approaching	 from	 the	 

domain	 of	 academic	 writing	 (Dontcheva	 &	 Povolna,	 2014;	 Ingvarsdóttir	 &	 

Arnbjörnsdóttir	 2013;	 Kuteeva	 &	 Mauranen	 2014).	 Furthermore,	 those	 that	 have	 looked	 

into	 creative	 or	 informal	 writings	 are	 limited.	 The	 term	 “creative	 writing”	 expands	 

its	 connotation	 to	 not	 only	 professional	 literature	 but	 also	 ordinary	 posts	 or	 blogs	 

on	 Social	 Networking	 Services	 as	 they	 bring	 people	 in	 the	 current	 world	 closer.	 

In	 today's	 society,	 people	 have	 more	 opportunities	 to	 write	 English	 to	 spread	 their	 

ideas	 to	 those	 who	 do	 not	 share	 the	 same	 L1.	 It	 is	 worthy	 to	 investigate	 intelligibility	 

of	 such	 informal	 written	 works	 of	 ELF	 writers	 and	 how	 they	 are	 evaluated	 by	 ELF	 readers.	 

A	 small	 preliminary	 study	 was	 conducted	 in	 the	 summer	 of	 2018.	 In	 the	 study,	 three	 

samples	 of	 creative	 writings	 by	 three	 different	 Japanese	 participants	 with	 different	 

levels	 of	 English	 proficiencies	 were	 evaluated	 by	 eight	 readers	 of	 seven	 different	 

ethnic	 backgrounds.	 The	 readers'	 reactions	 to	 the	 writings	 focused	 primary	 on	 

linguistic	 features	 such	 as	 grammar/spelling	 mistakes,	 and	 on	 their	 impressions	 about	 

the	 contents.	 The	 results	 found	 that,	 as	 for	 some	 of	 the	 writings,	 the	 readers	 

outweighed	 the	 message	 of	 the	 contents	 over	 linguistic	 errors	 while	 as	 for	 others,	 

the	 readers	 were	 critical	 about	 being	 not	 intelligible	 enough	 to	 be	 evaluated.	 This	 
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finding	 suggests	 that	 with	 the	 rapid	 increase	 of	 inter-cultural	 interaction	 in	 the	 

world,	 there	 is	 necessity	 of	 further	 study	 to	 consider	 determinants	 of	 creativity	 

within	 the	 context	 of	 ELF	 creative	 writings.	 

 
【研究発表３】 

【発 表 者】肥田 和樹 氏［早稲田大学大学院教育学研究科修士課程２年］ 
【 発 表 題 目 】 A comparison between the effectiveness of shadowing and 
listen-and-repeat methods on Japanese junior high school students' English weak 
vowels acquisition 
【概	 要】 
This	 study	 is	 concerned	 with	 the	 comparison	 between	 the	 effectiveness	 of	 shadowing	 

and	 listen-and-repeat	 methods	 on	 Japanese	 junior	 high	 school	 students'	 English	 weak	 

vowel	 acquisition.	 A	 small	 number	 of	 studies	 show	 that	 shadowing	 training	 has	 positive	 

effects	 on	 acquiring	 the	 prosody	 of	 English	 and	 improving	 fluency	 (Nakayama,	 2016;	 

Zakeri,	 2014),	 while	 listen-and-repeat	 training,	 including	 repetition	 training,	 has	 

been	 reported	 to	 improve	 the	 length	 and	 quality	 of	 vowels,	 and	 nonnative	 consonant	 

clusters	 in	 foreign	 language	 learning	 (Davidson	 &	 Wilson,	 2016;	 Rojczyk,	 2013;	 Wilson,	 

Davidson,	 &	 Martin,	 2014;	 Zając,	 2013).	 19	 Japanese	 junior	 high	 school	 students	 

participated	 in	 the	 study,	 and	 they	 were	 divided	 into	 the	 listen-and-repeat	 training	 

group	 (8	 students)	 and	 the	 shadowing	 group	 (11	 students).	 The	 duration	 of	 the	 training	 

was	 about	 15	 minutes,	 and	 the	 trainings	 were	 carried	 out	 8	 times.	 For	 the	 purpose	 

of	 gaging	 and	 comparing	 the	 effectiveness	 of	 these	 training	 exercises,	 a	 pre-test,	 

a	 post-test,	 and	 a	 delayed	 posttest	 were	 conducted.	 The	 students	 read	 the	 same	 short	 

English	 dialogue	 at	 each	 test,	 and	 they	 were	 recorded	 for	 acoustic	 analysis.	 This	 

presentation	 is	 going	 to	 report	 on	 the	 results	 of	 acoustic	 analysis	 for	 the	 purpose	 

of	 investigating	 the	 effects	 of	 these	 trainings	 on	 Japanese	 junior	 high	 school	 

students'	 English	 weak	 vowels	 acquisition.	 

 
【司会者後記】	 

	 昨年に引き続いて、3つの研究室の方たちが発表をしてくださいました。	 

村田さんの‘Japanese	 high	 school	 students'	 L2	 willingness	 to	 communicate	 in	 

classrooms	 from	 an	 ecological	 perspective'では、日本人が教室でした英語を使用

しない状況を考えて、高校の現場で教室を活用して英語教育を成功させるための示唆
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に富む発表でした。	 

田中さんの発表は、‘Creativity	 and	 ELF	 in	 written	 language:	 From	 the	 perspective	 

of	 readers’でした。日本人の学生の英作文を、ELF の方たちがどのようにその作文

を評価するかというものでした。言語的な間違いを強く指摘する人と内容に評価が行

く人など、例を示してくださいました。例としてあげて下さった英文がとても印象的

でした。	 

肥田さんは修士 2 年でもう修士論文の直前まで、完成しているというものでした。

‘A	 comparison	 between	 the	 effectiveness	 of	 shadowing	 and	 listen-and-repeat	 

methods	 on	 Japanese	 junior	 high	 school	 students'	 English	 weak	 vowels	 acquisition’

という内容で、シャドウイングの弱母音の習得に与える影響について検証されていま

した。シャドウイングに関する研究は TALK でも複数していただきましたが、「音声」

との組み合わせで、効果が検証できたことは、英語の発音指導の１つの方法として、

現場でも活用できると思います。	 

	 

10 月または 11 月定例の修士発表会は、今後、様々な研究室の修士の方たちの発表

練習の場として活用していただきたいと思っています。後輩などで、発表の場を探し

ている方に、お気軽に参加を募っていただけるようお願いいたします。	 
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2018年度	 第 7回研究会（講演） 

 

Speech	 Acts	 in	 Discourse	 
 

講演者： 大石 悦子 氏［東京理科大学］ 
司会者： 浅利 庸子 氏［東京理科大学］ 
日	 時： 2018年 11月 10日(土) 17:15～19:15 
会	 場： 早稲田大学 14号館 6階 610教室 

 
【概	 要】	 

 
More	 than	 half	 a	 century	 has	 passed	 since	 Austin's	 book,	 How	 to	 Do	 Things	 with	 Words,	 

was	 published.	 The	 concept	 of	 speech	 act	 is	 still	 important	 not	 only	 in	 philosophy	 

of	 language,	 but	 also	 in	 pragmatics.	 The	 term	 of	 speech	 act	 “denotes	 the	 sense	 

in	 which	 utterances	 are	 not	 mere	 meaning-bearers,	 but	 rather	 in	 a	 very	 real	 sense	 

do	 things,	 that	 is,	 perform	 actions”	 (Levison	 2017:199).	 Because	 of	 this	 

speech-act-theoretic	 view	 of	 utterances,	 the	 development	 of	 the	 speech	 theory	 has	 

been	 going	 hand	 in	 hand	 with	 that	 of	 pragmatics,	 which	 targets	 the	 study	 of	 language	 

use.	 

The	 concept	 of	 speech	 acts	 in	 discourse,	 however,	 has	 not	 been	 developed	 in	 spite	 

of	 the	 fact	 that	 discourse-anchored	 analyses	 of	 language	 use	 are	 a	 major	 part	 of	 

pragmatics.	 This	 is	 partially	 because	 Austin	 (1962]1975)	 firstly	 introduced	 

explicit	 performatives	 which	 are	 performed	 by	 independent	 utterances	 (such	 as	 “I	 

name	 this	 ship	 the	 Queen	 Elizabeth).	 It	 is	 also	 because	 Searle	 (1969,	 1979)	 focuses	 

on	 speaker's	 intention	 which	 makes	 an	 utterance	 a	 particular	 speech	 act,	 and	 the	 

description	 of	 speech	 acts	 in	 sequence	 is	 beyond	 this	 theory	 of	 speech	 acts	 (Searle	 

1992).	 

	 

Oishi	 and	 Fetzer	 (2016:49)	 reanalyzes	 Austin's	 category	 of	 expositives,	 one	 of	 the	 

five	 categories	 of	 illocutionary	 acts,	 as	 discursive	 acts:	 they	 are	 the	 type	 which	 

“makes	 manifest	 how	 speech	 acts	 and	 their	 linguistic	 realizations	 are	 intended	 

to	 be	 interpreted	 in	 discourse.	 Their	 interpretation	 in	 discourse	 may	 trigger	 a	 
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(re)contextualizing	 of	 locutionary	 meaning	 and	 illocutionary	 force,	 thus	 

contributing	 to	 the	 structuring	 of	 discourse”.	 

	 

The	 first	 part	 of	 the	 talk	 focuses	 on	 (i)	 explaining	 Austin's	 speech	 act	 theory	 

and	 expositives	 as	 a	 discursive	 act	 type,	 and	 (ii)	 clarifying	 how	 to	 analyze	 

utterances	 in	 discourse	 as	 speech	 acts.	 In	 the	 second	 part,	 a	 movie	 Sommersby	 (1993)	 

is	 used	 to	 provide	 a	 speech-act-theoretic	 analysis	 of	 a	 sequence	 of	 utterances	 as	 

discursive	 acts.	 
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2018年度	 第 8回研究会（TALK TIME） 

 

「クリティカルな視点で英語教材を眺める」	 
 
話題提供者： 久保 岳夫 氏［早稲田実業学校］ 

日	 時： 2018年 12月 15日(土) 17:15～19:15 
会	 場： 早稲田大学 14号館 6階 610教室 

 
【概	 要】	 

 
外国語を教える際に教材選定は欠かせない作業ですが、実際に教材を使用している過

程でいろいろなことに気づくことがあります。本イベントでは、身の回りの英語教材を

クリティカルな視点で眺め、教材選定・作成の際にどのようなことに気をつけていく必

要があるかを参加者全員で考えていきます。参加者自身も「実際に教材を使った過程で

気づいたこと」などの話題を教材とともに持ち寄っていただき、時間の許す限り話し合

えたらと思います。ディスカッションの焦点としては、「英文の選定」や「練習問題のあ

り方」などについて話し合っていきます。参加者の方々には、単なる批判で終始せず、

具体的にどのような形にすべきかという生産的なディスカッションを意識して話題提供

をしていただけたらと思います。	 

※当日の話題提供はどんな小さいことでも構いません。提供していただけるという方に

は、iPad で教材を数ページ撮影させていただき、全員でディスカッションしやすいよう

スクリーンに投影させていただく予定です。	 

 
【後	 記】	 

 
「巷に溢れる英語教材は権威的なものにおいても時にクリティカルな視点で眺める必要

がある」	 

	 

話題提供者より，このように英語教材を眺める観点として①どのような例文を提示すべ

きか，②aと the を例文にどのように盛り込むべきか，③（要約文を含む）本文の書き換

えは妥当か，という３点が提示された。	 
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①に関しては，「比較的容易に『誰が』，『誰に対して』，『どういう状況で』使われる例文

なのか想像できる」ことが肝要はないかという問題提起がなされ，いくつか具体的な例

文を見ながら議論がなされた。	 

	 

②に関しては，話題提供者が巷の参考書で見つけた a と the の使い方が微妙な例文が提

示され参加者で使い方について考えた。	 

	 

③に関しては，実際の検定教科書で採用されているパッセージの要約作成問題には強引

に文法シラバスに沿らせたやや形の歪んだ英文が採用されているのではないかという問

題提起が実例を通してなされた。また，「コミュニケーション英語」などの教科書に採用

されているパッセージにおいても，原文から平易な英文への書き換えにおいて，内容と

しても原著者としても重要な箇所が抜け落ちていることがあることが実例を通して指摘

された。	 

	 

最後に，出版社において教科書編集に関わっていた参加者の方より，教科書を作成する

際の留意点や個人的に大変だった話などを実際の教科書を参照しながらお話しいただい

た。英語教材作成ということについて深く考える機会になったのではないかと思われる。	 

（文責	 久保）	 
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2018年度	 第 9回研究会 (KLA・TALKの第 17回合同セッション) 

 

KLA・TALK の第 17 回合同セッション	 
 
	  講演者： 松坂 ヒロシ 氏 (TALK) [早稲田大学教育学部英語英文学科 教授] 

発表 1発表者： 

相吉 晃太朗 氏 (KLA) [東京大学大学院総合文化研究科言語情報科
学専攻 修士課程] 
Law Lok Gi Iris 氏 (KLA) [東京大学大学院	 総合文化研究科言語
情報科学専攻 研究生] 

発表 2発表者： 柳川 浩三 氏 (TALK) [法政大学理工学部創生科学科 准教授] 
日	 時： 2019年 1月 26日(土) 14:00～17:15 
会	 場： 早稲田大学 早稲田キャンパス 14号館 4階 401教室 

 
【概	 要】	 

 
【講	 演	 者】松坂	 ヒロシ	 氏	 

【講演題目】Choosing	 Pronunciation	 Norms	 on	 Universal	 Design	 Principles	 

	 

【講演概要】	 

This	 presentation	 aims	 to	 discuss	 the	 question	 of	 the	 norm	 for	 teaching	 English	 

pronunciation	 to	 EFL	 learners.	 Now,	 more	 than	 ever	 before,	 teachers	 are	 expected	 

to	 be	 able	 to	 explain	 to	 learners,	 and	 sometimes	 even	 to	 co-workers	 and/or	 learners'	 

parents,	 the	 rationale	 behind	 the	 choices	 that	 they	 make	 in	 planning	 their	 class	 

work,	 and	 the	 choice	 of	 the	 pronunciation	 norm	 is	 perhaps	 the	 most	 difficult	 one	 

for	 them	 to	 justify	 because	 there	 seem	 to	 be	 a	 wider	 range	 of	 attitudes	 towards	 

this	 issue	 among	 stakeholders	 than	 there	 are	 towards	 other	 EFL-related	 issues.	 Two	 

major	 attitudes	 may	 be	 identified	 in	 this	 area:	 one	 that	 regards	 native	 speaker	 

accents	 as	 ideal;	 the	 other	 that	 is	 sympathetic	 to	 the	 view	 that,	 in	 this	 age	 of	 

world	 Englishes,	 learners	 should	 speak	 English	 with	 their	 respective	 L1	 accents.	 

I	 will	 argue	 that	 each	 of	 these	 attitudes	 has	 its	 own	 problems	 and	 suggest	 that	 

what	 one	 may	 call	 Universal	 Design	 (UD)	 principles	 should	 be	 applied	 to	 the	 choice	 

of	 the	 norm.	 UD	 is	 design	 of	 tools,	 furniture,	 architecture,	 etc.,	 which	 is	 friendly	 
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both	 to	 people	 with	 disabilities	 and	 to	 people	 without	 them.	 As	 I	 believe	 that	 

teachers	 should	 teach	 pronunciation	 which	 is	 friendly	 both	 to	 non-native	 speakers	 

(that	 is,	 people	 with	 handicaps)	 and	 to	 native	 speakers	 (that	 is,	 people	 without	 

them),	 I	 will	 propose,	 if	 not	 a	 specific	 sound	 system,	 a	 general	 philosophy	 which	 

may	 guide	 teachers	 as	 they	 justify	 their	 policy	 on	 pronunciation	 teaching.	 

	 

発表１	 

【発表者】相吉	 晃太朗	 氏	 ＆	 Law	 Lok	 Gi	 Iris	 氏	 (KLA)	 

【発表題目】科学論文作成時における理工系大学院生の機械翻訳使用ストラテジー	 

	 

【発表概要】	 

英語で科学論文を書く際に、日本語母語話者の研究者はこれまで大きな負担を感じてき

た。この状況の中、近年急速に精度を向上させている機械翻訳の使用が研究者の負担を

解消するのではないかと期待されている。しかしながら、科学論文作成時における機械

翻訳の使用に関する研究はこれまで行われていない。そのため、本研究にて調査を行う

こととした。調査には、理工系の分野を専攻する大学院生 5 人が参加した。そして、参

加者が英語で学術論文を書く際に、どのように機械翻訳を使用するのかを明らかにする

ことを目的とし、文章作成プロセスの観察やインタビューを通してデータ収集、分析を

行った。調査の結果、機械翻訳が科学論文作成時に有効な言語情報を提供し得ること、

また、学習者要因の違いによって機械翻訳の使用ストラテジーが異なることが明らかに

なった。	 

※当日、発表者の体調不良により、ガリー先生による「機械翻訳の話」が行なわれた。 
 
発表 2 
【発表者２】柳川 浩三 氏 (TALK) 
【発表題目】タスク中心の授業と学習者の情動：教室内言語不安と心理欲求 
 
【発表概要】 
本発表では、タスクを中心とした授業 (Task-Based Language Teaching, TBLT)で、L2

学習者の 1) 教室内言語不安がどのように変化し、2) どの程度心理的欲求が充足され、3) 
教室内言語不安の変化と心理欲求の充足との間にどのような関係があるかを調べた結果を

報告する。それによって、TBLT の可能性と課題を提示し、コミュニケーション能力の育
成を志向した英語授業の構築と発展に貢献したい。 
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対象授業は、筆者が 2018年 4月から 7月までに行った毎週 2回（1回 90分）、計 28回
のタスクを中心とした授業である。参加者は私立大学文系学部の 29 人の大学生であった。
授業の目標は、学生一人ひとりが責任ある国際社会の一員として、貧困・差別・移民問題

等のグローバルイシューの実状と自分の見解を平易な英語で表現できるようになることと

した。そのために、ナレーション（語り）、リテリング（再話）、ジグソー（情報の統合）

等の様々なタスクを用いた。参加者は授業最終回に 30項目の多肢選択式と自由記述式から
なるアンケート用紙に回答した。 
分析の結果、本授業は概ね学習者の言語不安や緊張を和らげる一方で、クラスメートに

比べて英語をうまく話せないとする彼らの劣等感情をやや強める側面もあることを示した。

また、参加者の有能性欲求は関係性と自律性の欲求に比して相対的に充足感が低かったが、

心理欲求の充足と学習者集団の言語不安の変容との間には交互作用は見られなかった。こ

のことから、日本人大学生の抱える教室内言語不安は、心理欲求とは独立した構成概念で

あることが示唆された。 
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2018年度	 第 10回研究会（講演） 

 

『議論学への招待』の翻訳を終えて	 
 

講演者： 松坂 ヒロシ 氏［早稲田大学］ 
司会者： 山口 高領 氏［立教女学院短期大学］ 
日	 時： 2019年 3月 30日（土）17：15～18：30 
会	 場： 早稲田大学 14号館 4階 401教室 

 
【概	 要】	 

 
発表者は、鈴木健・明治大学教授と共に、ファン・エイムレン及びスヌック・ヘンケ

マンス共著 Argumentation:	 Analysis	 and	 evaluation	 (2nd	 ed.)を翻訳し、共訳は『議

論学への招待：建設的なコミュニケーションのために』（大修館）として昨年８月に刊行

された。今回の発表では、翻訳を通して発表者が学んだことを報告し、議論学の考え方

が語学教育に組み入れられることの必要性について考察する。発表者はかねてから英語

教育の一環としてディベート教育を行ってきており、形式にのっとったディベートに進

む前に、準備段階として、トゥールミン・モデルと呼ばれる論理モデルを使用した批判

的思考の訓練を行ってきた。しかし、発表者は、今回の翻訳作業を通して、この論理モ

デルを中心としたせまい意味における議論の教育は、よき言語使用者を育てる教育のた

めには不十分であるとの理解に到達した。原著者たちは、pragma-dialectics（この用語

に対して訳者は当初「語用論的論理学」という訳語を考えていたが、最終的には、これ

を「現実的論理学」と訳した）の専門家である。現実的論理学は、冷徹な論理のみで相

手を論破することを最終目的とせず、コミュニケーションの観点からの議論の「効果」

を重視する。今回の発表において、発表者は、この考えかたこそが外国語教育に取り入

れられるべき哲学なのではないか、という主張を試みる。	 

 
【司会者後記】	 

 
松坂先生による、大学における英語ディベート教育内容の一部が報告されました。そ

れは、形式に則ったディベート実践の前に行われる準備段階における批判的思考の訓練

内容でした。Toulmin モデルを踏まえつつ、松坂先生と鈴木健先生が訳された著書の内容、
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中でも	 stategic	 maneuvering	 をディベート教育に取り入れることができるのではない

かというのが大きな要旨と感じました。stategic	 maneuvering	 の中に、論理学における

伝統的概念である	 fallacies	 を位置づけている点が私にとって斬新な切り口と感じま

した。また、もう一つ新鮮だったのは、私の言葉で言い換えると「議論ないし主張が生

じていると考えられる場合は、まずその可能性から考慮せよ」との格率／格律です。か

なり単純化するならば、察知力とでも言えるのでしょうか。コミュニケーションにおけ

る重要な要素に、他者理解ないし他者の立場を想像できる力があると私は信じています

が、この力は、先の格率／格律を指導に用いることで養われるのではないかと思いまし

た。	 

（文責	 山口）	 
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2019年度	 第 1回研究会 (講演) 

発音指導の心・技・体：	 心と技を中心に	 
 
講演者： 静 哲人 氏［大東文化大学 教授］ 
司会者： 久保 岳夫 氏［開成学園］ 
日	 時： 2019年 4月 27日(土) 17：15～19：15 
会	 場： 早稲田大学 14号館 14号館 403教室 

	 

【概	 要】 

	 日本語ネイティブの生徒の英語発音は不十分なことが多い。それは教師の側に発音

指導の「心・技・体」のどれか、あるいはすべてが欠けているからだと考える。	 

	 ここで「心」があるとは、日本語ネイティブに英語を教えるときの発音指導の重要

性をきちんと認識し、かつ目の前の生徒の発音を少しでも良くしてやりたいと心の底

から思っていることを言う。自分で確信がないこと、本当はそれほど強くは思ってい

ないことは、熱を込めて指導できるはずがない。この部分が足らない教師は多い。	 

	 次に「技」とは、自分の発音技能を 40 名の生徒たちに伝えるための指導技術を指す。

いくら「心」があっても 40 名を相手にして、結果的に生徒の発音が改善しないのであ

れば「心」がないのと同じである。たとえば教科書の「発音コーナー」だけで発音練

習をしたり、思い出したように時々発音について言及したりするだけでは、40 名の発

音技能は変わらない。また発音が焦点でないやりとり活動のときには発音には触れな

い、という態度であるならば、生徒たちの発音は決して変わらない。この部分が足ら

ない教師はさらに多い。	 

	 最後に「体」とは教師自身の発音技能である。発音技能の低い教師は、生徒の発音

技能の低さがそれほど気にならないはずだ。汚部屋に住む人は、他人の部屋の汚さに

そもそも気づかないのである。自分の部屋が清潔ならば、そうでない他人の部屋に対

して何かを感じないのは難しい。日本語ネイティブの英語教師には「体」が足らない

場合も多い。しかし「体」だけは完璧でも「心」と「技」がなければ生徒の発音は全

く変わらないのは、多くの英語ネイティブ英語教師の授業を受けても、生徒の発音は

ほとんど変化しないことからも明らかである。	 

	 本研究会の会員にはおそらく「体」は十二分にあると思われるため、本講演では「心」

と「技」を中心に論じたい。技のなかではとくに「グルグルメソッド」と「歌の利用」

を取り上げる。 
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【司会者後記】	 

	 

	 英語の先生で自分自身の英語の発音に自信がある人は多くいらっしゃると思いますが，

それがどのようなメカニズムで行われているか正確に理解し，また，その知識・技術を自

分自身のためだけに留めておいている先生も多いかと思います。講演者の靜哲人先生はご

自分の大学の授業で，学生の英語の発音矯正に励んでおられます。講演の中では，集団授

業の中で，効率的にフィードバックを行うテクニックを実際の授業の様子を見せながら紹

介していただきました。目の前の生徒・学生の発音を直してあげようという気持ちがある

（心），集団授業で発音指導ができる（技），先生自身の発音も上手である（体），と「心・

技・体」について語ってくださいました。「体」や「技」があるのに「心」がない教師は最

も疑問符を投げかけるべきではないか，という問題提起は非常に考えさせられるものでし

た。	 
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2019年度	 第 2回研究会 (講演) 

 

英単語の綴りを活用した発音指導	 
 

講演者： 手島 良 氏［武蔵高等学校中学校］ 
司会者： 安田 明弘 氏［武蔵高等学校中学校］ 
日	 時： 2019年 5月 11日(土) 17：15～19：15 
会	 場： 早稲田大学 14号館 6階 610教室 

	 

【概	 要】	 

 
	 発音指導というと、音声学を学んだことのある人ほど「発音記号の活用」を思い浮か

べがちであるように思います。けれども、発音記号は専門家のための道具であって、学

習者には“凶器”に映るかもしれません。	 

	 たとえば、yet	 [jet],	 jet	 [dʒet]、あるいは、vine	 [vain],	 vain	 [vein],	 vein	 [vein]

—これを見たとき、たいていの生徒は「（やっと覚えたアルファベットのほかに）新しい

文字をまた覚えなくてはならないのか!?」と新奇な文字の登場に困惑すると同時に、［	 ］

の有無で文字の価値が変わることに絶望します（歓喜するのは、私を含めた“発音オタ

ク”だけでしょう（笑））。	 

	 私は、発音指導に最も都合が良いのは、英単語の綴りだと確信しています。そもそも

英単語は、表音文字で綴られているのですから、当たり前といえば当たり前です。ただ、

ラテン語の表記に最適な文字を、無理やり英語に“適用”している上、歴史の“悪戯”

もありますから、英単語の綴りは一筋縄では行きません。つまるところ、「文字・綴りと

発音の関係の指導（phonics）」を行なう中で、正しい発音のしかたを身につけさせるの

が、一番の近道だと考えています。その際、忘れてはならないのは「弱く・短く・“いい

かげん”な音」の指導です。	 

	 中学・高校における実践をもとに、英単語の綴りを活用して、どのように発音を指導

するのかについてお話します。子音間に母音が介入しないようにする指導法、swim の s

を発音する際に唇を尖らせておく方法、play の p を発音する際に舌を l の構えにしてお

く方法などについてもご紹介します。	 
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【司会者後記】	 

	 

	 綴りと発音指導に関するご著書も多く,	 語学教育研究所でもご活躍されている手島先生

からご講演いただきました。ご講演のメインは、個々の「綴り」とそれに対応した「正確

な音」をどのように指導していくかという視点で、実際にデモンストレーションを通して

体験し,	 解説して頂くという分かりやすいものでした。スモールステップで 1つ 1 つの綴

りと音のつながりを獲得していくことにより,	 新たに見た単語も自然と発音できるように

なる魔法にかかったような体験でした。しかしそれを可能にしているのは,	 指導の中で既

に学習者が知っているルールを把握し、適切なタイミングでのキュー出しをするといった

まさに名人芸のような手島先生の技術を感じるものでした。また,	 文字指導の観点からも、	 

単語をいきなり全て綴らせるのではなく、既に習った音と綴りに焦点をあてて単語の一部

のみの書き取りから練習させるという活動もご紹介いただき、このようなステップを踏ん

だ練習は特に初学者の学習負荷やつまづきを減らす上でも非常に大切な視点であると感じ

ました。1時間半の講演は、終始高名な漫談家の演目のようで,	 終始聴き入ってしまうもの

でした。	 
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2019年度	 第 3回研究会 (TALK Time) 

 

次回の授業から使える activity 案	 
 
話題提供者： 肥田 和樹 氏［早稲田大学 教育学研究科 修士課程修了生］ 
	 	 日	 時： 2019年 6月 22日(土) 17：15～19：15 
	 	 会	 場： 早稲田大学 14号館 6階 610教室 
 

【概	 要】	 

 
授業内で行う activity は、生徒たちが学んだ英語の知識を、実際に使える言語能力へ

発展させるための１つの方法だと考えることができます。しかし、教員が生徒たちにと

って魅力的・効果的な activity を考案することは簡単なことではありません。本イベン

トでは、数名の中高の先生より、実際に行った activity を提供していただき、それらの

activity をさまざまな指導環境(中・高)にどのように応用できるかについて参加者全員

で考えていきます。	 

	 話題提供者の先生には、実践された activity の中で、生徒たちから比較的反響があっ

た、または個人的に愛着が強い activity を２０分程度で発表していただきます。その

activity を中学・高校、参加者自身の指導環境においてどのように応用できるかをグル

ープ内で意見交換を行います。その後、グループごとの考えをフロア全体で共有し、議

論をさらに深めていきます。	 

	 本イベントを通して、「次回の授業から使える activity 案」として参加者の皆様に持

ち帰っていただけたら幸いです。	 
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2019年度	 第 4回研究会 (実践報告) 

 

英語プロソディ指導の普及へ向けて	 
 

発表者： 磯田 貴道 氏［立命館大学 准教授］ 
司会者： 小林 潤子 氏［駒沢大学 非常勤講師］ 
日	 時： 2019年 7月 6日(土) 17:15～19:15 
会	 場： 早稲田大学 14号館 6階 610教室 

 
【概	 要】	 

	 

	 本発表は肩肘張ったガクジュツ的な講演というものではなくて、私が英語を学ぶ立場、

教える立場、英語で業務を行うユーザーの立場で経験したことを中心とした話にしてみ

たいと思います。	 

	 英語のプロソディ（本発表では音節、強勢、リズム、イントネーションを扱います）

は、コミュニケーション上の重要性が指摘されながらも、捉えにくい、教えづらいとい

う理由からあまり指導されていないというのが現状です。しかしながら、日本語を母語

とする学習者にとって、英語のプロソディは指導されなければ英語学習を難しくしてし

まう要因になってしまいますし、伝わる英語を身につけるためにも重要な側面ですので、

もっと授業に取り込まれてしかるべきものだと思っています。プロソディ指導が普及す

るためには、教育的な視点からプロソディを捉える枠組と、普段の授業の中で行える指

導方法を開発することが必要と考えています。こういったことに最近は取り組んでいる

のですが、教育的な枠組としては、プロソディのミニマムエッセンシャルズを示すこと

を目的に「３つの原則」というものを提案し、この３つの原則に基づいて、投げ込みの

教材ではなく手持ちの教科書の文章を使って行える指導方法を開発してきました。その

中身や背景を紹介したいと思います。	 

	 その後で、話をひっくり返すことになるかもしれませんが、そもそもプロソディを指

導する必要はあるのかということについて考えてみたいと思います。上記の取組は、母

語話者の英語を基にしたものですが、英語が Lingua	 Franca として用いられることが多

い現代で、母語話者の英語を基にした指導が必要なのかという点は慎重に検討すべき課

題です。「３つの原則」は母語話者の英語の中からこれだけは必須だと思うものを、私な

りに学習者としての経験と教員としての経験を基に抽出したものですが、様々な言語を
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背景とする人々と英語でやり取りする上でも必須なものと考えています。この考えは英

語ユーザーとしての経験から来ているのですが、その経験を紹介しつつ、皆さんのお考

えを共有していただいて、プロソディを指導する必要はあるのかということを議論でき

ればと思います。	 

	 

【司会者後記】	 

	 

磯田先生は、動機づけ研究、統計の本、教科書を活用した活動の本（様々な教え方

のヒントを与えてくれました）など、著書を書かれており、様々な点で TALKのメン
バーを支えてくれています。 
今回の発表内容は、プロソディの指導を「投げ込みの教材ではなく手持ちの教科書

の文章を使って行える指導方法」として、私たちが日々の授業の中で指導できる内容

でした。「3つの原則」とは、母音のあるところは拍を置く拍が 2つ以上並ぶ時の、強
弱�強い拍が 2つ以上あるときの原則というものです。音節・強弱・イントネーション
を考えてこの原則を開発なさったといということです。リンガフランカとして、グロ

ーバルなコミュニケーション手段として、私たちは、わかりやすい意思疎通のために

共通した英語の発音のルールを身に着けることが大切です。この観点からプロソディ

の指導の必要性を述べられて、とても参考になりました。 
 
詳しく知りたい方は、次の論文をお読みください。 

磯田貴道、大和知史(2018)「英語プロソディ指導のミニマムエッセンシャルズ : 「3
つの原則」の開発プロセスから」神戸大学国際コミュニケーションセンター論集 
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2019年度	 第 5回研究会 (修士論文中間報告会) 

 

Potential	 Use	 of	 Repeated	 Monologic	 Speech	 in	 Fluency	 

Development	 
 

発表者： 芝本 大希 氏［早稲田大学大学院教育学研究科修士課程１年］ 
司会者： 
日	 時： 

浅利 庸子 氏［東京理科大学］ 
2019年 11月 23日(土) 18:00～19:15 

会	 場： 早稲田大学 14号館 6階 610教室 
 

【概	 要】	 

 
	 This	 study	 investigates	 whether	 and	 to	 what	 degree	 repeated	 practice	 of	 

uninterrupted	 monologic	 speech	 improves	 oral	 fluency	 in	 English	 as	 a	 Foreign	 

Language	 (EFL)	 speaking.	 Subjects,	 Japanese	 university	 students,	 are	 to	 be	 

engaged	 in	 the	 “4/3/2”	 activity	 (Maurice,	 1983)	 as	 a	 means	 to	 produce	 three	 

continued	 stretches	 of	 speech	 on	 each	 given	 topic.	 It	 is	 predicted	 that,	 by	 virtue	 

of	 repeating	 narratives	 on	 one	 topic,	 both	 an	 immediate	 gain	 of	 fluency	 and	 the	 

long-term	 retention	 of	 such	 possible	 development	 will	 be	 greater	 than	 if	 the	 equal	 

number	 of	 speech	 is	 produced	 on	 a	 different	 topic	 each	 time	 (de	 Jong	 and	 

Perfetti,	 2011).	 Such	 result,	 if	 substantiated,	 can	 be	 claimed	 to	 be	 partly	 due	 

to	 proceduralization	 of	 lexical	 items	 and	 possibly	 grammatical	 structures	 used.	 

Therefore,	 the	 analysis	 includes	 examination	 of	 the	 linguistic	 features	 repeatedly	 

used	 over	 the	 speech	 sequences	 and	 their	 relation	 to	 the	 subjects’	 fluency	 

development.	 

	 

【司会者後記】	 

	 

	 柴本さんによる修士論文「スピーチ反復活動が流暢性に及ぼす効果」について中間発表

をしていただきました。先行研究を中心に発表をしていただきました。最後に先行研究の

結果を受けどのように研究を行うかデザインを紹介していただきました。De	 Jong	 and	 

Perfetti	 (2011)、Boers	 and	 Thai	 (2016)らは、Maurice(1983)が考案した「4/3/2」活動
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を駆使し、同じ話題に対しモノローグ形式の意見発表活動を複数回繰り返す事による、流

暢性指標の変化を確認した。前者の研究者は、同活動を１回のみ行いその短期的効果を見

た他の研究と違い、モノローグ反復活動を数週に渡り繰り返し、流暢性の中・長期的変化

および新しい話題へのトランスファーを観察した。いずれの研究においても、発話速度や

ポーズの割合などの指標の向上が見られたことから、同じ内容のスピーチを繰り返すこと

により、何かしらの言語単位（e.g.,単語、語句、文法構造）での自動化（もしくは操作化）

が起こり、それらを再度生産する際の認知的負荷の軽減とスピードの向上に繋がったので

はないかと考えられる。そこで柴本さんの研究では、同じ「4/3/2」活動を日本語母語話者

大学生に複数回施行し、a)発話速度（Words	 per	 minute）、b）ポーズの平均の長さ、c）ポ

ーズとポーズの間の発話時間の平均、d）スピーチ全体に対する発話時間の割合の指標の変

化を pretest,	 posttest,	 delayed	 posttest を駆使して観察することにした。また、スピ

ーチの反復を通して特定の単語や語句が繰り返され、それらがテストのスピーチで再度使

用された可能性（プリ・ポストテスト間での流暢性指標の向上が、特定の単語や語句の使

用に起因している可能性）を試すため、活動内とテスト回でのスクリプトを比較すること

にした。結果がとても楽しみです。	 
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2019年度	 第 6回研究会 (実践報告) 

	 

「コミュニケーション英語Ⅰ」と「家庭基礎」の	 

教科横断型授業実践	 
 

発表者： 細 喜朗 氏 ［早稲田大学本庄高等学院］ 
望月 眞帆 氏［早稲田大学本庄高等学院］ 

司会者： 
   日	 時 

安田 明弘 氏［武蔵高等学校中学校］ 
2019年 12月 21日(土) 17:15～19:15 

会	 場： 早稲田大学 14号館 6階 610教室 
	 

【概	 要】	 

	 勤務校では「コミュニケーション英語Ⅰ」で『児童労働』、「家庭基礎」で『食文化と社

会』を扱います。そのことから細（英語科）が同僚の棚橋知之さん（家庭科）に提案し２

回実践したテーマ型教科横断学習『チョコレートと児童労働』について報告します。	 

	  

【2018年度】 
 	 2020 年度に施行される新学習指導要領は、各学校にカリキュラム・マネジメントの推
進を求めている。その総則では、教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等

横断的な視点で組み立てていくことを通して，各学校の教育活動の質の向上を図っていく

必要性 (文部科学省, 2019) を示している。細による本実践では、安達、阿部、北野、諸木
(2018)の「チョコレート・プロジェクト」の CLIL(内容言語統合型学習)実践を参考にし、
教科横断的な授業を目指すため、英語科と家庭科の CLIL型授業を設計し、計７時間（2019
年 2月〜3月に英語科 4時間・家庭科 3時間）実施した。対象はコミュニケーション英語 Ⅰ
と家庭基礎を受講する１年生 42名である。 
	 目的は「高等学校において英語と家庭科の CLIL活動がうまく実施できるか」「CLIL活
動を通じて、生徒の学習に対する意欲が高まるのか」とした。 
 
【2019 年度】	 

	 「コミュニケーション英語Ⅰ」を担当する望月が実践を引き継いだ。年度初めから企画

できる利点を生かして、３人で相談し両方の科目の年間授業計画を考慮しながら以下の点

を変更した。	 
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・実施時期を２学期に（事前事後指導の時間の確保、バレンタインデー前の実施）	 

・チョコレート作り実習の方法の変更（カカオ豆を摺る工程はブレンダーを使用）	 

・共通テーマの学習を意識した英語授業計画（２学期は「大西洋奴隷貿易」「食品の価格を	 

	 決めるもの」「児童労働の背景」「フェアトレード」という順で学習）	 

	 「コミュニケーション英語Ⅰ」での主要教材は検定教科書を活用し、必要に応じてYouTube

上の動画を使用しました。また 2019 年度は学校全体の国際交流行事の一環としても位置づ

けました。	 

	 共通テーマを設定し複数教科が連携することで広がる授業の可能性、検定教科書の素材

の活用、特別な学校行事と通年の授業を連携させる方法について、皆さんと意見交換させ

ていただくことを楽しみにしております。 
 

【司会者後記】	 

	 

	 １２月の例会では、早稲田本庄高等学院の細先生と望月先生から、英語科と他教科の教

科横断の実践発表として直近 2年間の勤務校での家庭科とのコラボ授業についてご発表を

していただきました。	 

発表の前半では、2018 年度に細先生が家庭科の先生と立ち上げた「児童労働」についての

英語の単元と家庭科の「チョコレート作り実習」のコラボについてお話でした。授業の大

きなねらいとして、児童労働という一見生徒にとって遠い世界のことを「自分ごと」とし

て考えるための機会を考えていた際に、家庭科の先生にカカオからチョコレートを作るこ

とは体験できないかと相談したのがきっかけだったと話されていました。教材を生徒にと

っていかに「自分ごと化」するかというところに常にアンテナを張っておられる細先生の

熱意が形となった実践であると感じました。	 

また、発表後半では細先生の実践を 2019 年度に引き継ぎ行った実践について、望月先生

よりご発表していただきました。望月先生の授業哲学である「生徒の授業内での英語の

Authentic	 Use を最大化する」、「検定教科書を使い倒す」という視点が最大限盛り込まれた

授業実践で終始圧倒されてしまいました。SGH の活動とも連携し、海外の提携校の生徒が来

校した際に、生徒が英語でチョコレートの作り方ついて説明をしながら、一緒に作るとい

う実践はまさに「英語をコミュニケーションの道具」として使う生徒にとって貴重な経験

になったのではないかと想像できます。	 

	 まとめとして細先生が、他教科の先生を含め、色々な先生に授業について話している中

でアイディアが生まれ、コラボが現実化していくと仰っていたのが印象的で、同僚の先生

方と日常的にコミュニケーションを取っていくことの必要性を感じました。また、教科横
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断の規模がより大きなものになるだけ、それに関わる先生方が増え、様々なリソースの制

約がかかり、全ての生徒に平等に機会を提供することの難しさも感じました。 
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2019年度	 第 7回研究会 (KLA・TALKの第 18回合同セッション) 

 

KLA・TALK の第 18 回合同セッション	 
 
	  講演者： 根岸	 純子	 氏	 (TALK)［鶴見大学文学部英語英米文学科	 准教授］	 

発表者： 
青田	 庄真	 氏（KLA）[筑波大学	 助教]	 

松田	 紀子	 氏	 (KLA）[近畿大学	 専任講師]	 

肥田	 和樹	 氏	 (TALK)	 ［早稲田大学大学院教育研究科	 修士課程修了生］	 

日	 時： 2020年 2月 15日(日) 14:00～17:15 
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１ 

 
【講	 	 演】	 

【講	 演	 者】根岸	 純子	 氏	 

【講演題目】先行研究からみるインタラクション活動	 

【講演概要】	 

	 2020 年から順次施行される新学習指導要領では、従来までの英語 4技能（「読む」・「聞

く」・「話す」・「書く」）のうち、「話す」技能を「発表」と「やり取り」の 2領域に

分割して 5領域とすることになった。学習指導要領における「やり取り」とは、複数の人

間間におけるコミュニケーション活動で、発信力育成のための「発表」とは異なり，相手

の産出する言語を「聞いて理解する」ことも要求される活動で、参考としている CEFR	 

(Common	 European	 Framework	 of	 Reference:	 Council	 of	 Europe,	 2001,	 2018)	 で使用さ

れている「インタラクション」の訳語である。このように、インタラクションを含む産出

的能力の育成がますます求められるようになってきている一方で、文部科学省の実施した

平成 29 年度「英語教育実施状況調査」によると、「話すこと」に関しては中 3 では文科

省の求める成果目標を達成した生徒が 33.1%で、「互いの考えや気持ちなどを外国語で伝

え合う対話型の言語活動をより一層充実する」必要があるとされた。高 3では成果目標を

達成できた割合が 12.9%と更に低かったという。ここからみて取れることは、学校現場で

は未だインタラクション活動は十分ではないということであろう。今後、ディスカッショ

ン活動と銘打ったインタラクション活動が求められていくと思われるが、英語教育に携わ

る者として、インタラクションの実践活動のみならず、その短所や長所、評価の方法等に

ついても知るべきであろう。そこで、本発表ではこれらの点について、先行研究を中心に	 
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みていきたいと思う。	 

【研究発表１】  

【発表者１】西山幹枝氏（KLA）,	 青田庄真氏（KLA）,	 松田紀子氏(KLA）	 

【発表題目】英文ライティングにおける EFL 学習者の機械翻訳使用方略の分析	 —アンケー

ト調査を用いた分類—	 

【発表概要】	 

	 ニューラルネットワークに基づいた機械翻訳技術の応用により、外国語学習者にとって

機械翻訳(MT)は、今後、有益な外国語学習支援ツールになりえるだろう。しかしながら、

これまでのところ、EFL（外国語としての英語）学習者が英語で執筆する際の MT 使用方略

を調査した研究はほぼ存在していなかった。ゆえに、先行研究	 (西山・松田・青田,	 2017,	 

Nishiyama,	 2017,	 2018)では、スクリーンキャプチャーを用いて録画した画像データとイ

ンタビューデータをもとに、EFL 学習者が MT を使用して英文エッセイを執筆した際のライ

ティングプロセスを、使用方略に焦点を当てて分析した。本調査では、西山ほか	 (2017)	 で

実施したライティング実験参加者 9名を含む 184 名の EFL 学習者に「機械翻訳と外国語学

習に関するアンケート調査」を実施し、ウォード法、ユークリッド距離によるクラスター

分析と因子分析を行った。混合研究法による分析結果をもとに、EFL 学習者の英文ライテ

ィングにおける MT 使用方略について、（1）EFL 学習者(英語習熟度レベルが CEFR	 A1~B2)	 

に特有の 8 つの方略を特定し、（2）アンケート調査参加者を 5 つのクラスタに分類し，

それぞれ、1.	 方略多様クラスタ、2.	 自律的使用クラスタ、3.	 そのまま利用クラスタ、	 4.	 

出力後調整クラスタ、5.	 方略非多様クラスタと命名した	 。その上で、西山ほか	 (2017)	 で

実施した実験参加者 9 名を上記 5 つに分類した方略クラスタに関連づけて，EFL 学習者の

英文ライティングにおける MT 使用方略について分析した。本調査結果を基に、EFL 学習者

が英文ライティングする際の MT 使用の要因や、MT 使用パターンを考察する。	 
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【研究発表２】 

【発表者２】肥田	 和樹	 氏 
【発表題目】Shadowing が英語弱化母音の音質に与える影響：日本人中学生の場合	 

【発表概要】 
本研究では、shadowing が日本人中学生における英語弱化母音の音質に与える効果を音

響音声学の観点から検証した。公立中学３年生 11 名が１回１５分、全８回にわたる実験授

業に参加した。実験授業の前・後・１ヶ月後に英語音読を録音し、分析対象となる母音を

音響分析・比較した。得られたデータは F1-F2 座標上で対象母音を発話した際の舌の位置

を示し、視覚的に分析された。	 分析の結果、分析対象の母音を発話した際の舌の位置の動

きに４つの傾向が見られた。練習前と比べ①the が to を発話した際の舌の位置に近づいた。

②to と強母音 u の距離が大きくなった。③a が上方向へ移動した。④at は練習効果を受け

にくかった。	 以上の傾向・動きを考察すると、①標準化した to の位置を Ladefoged	 and	 

Johnson	 (2011:	 225)の母音図と重ねると schwa の真上に位置していたため the、to の音質

は schwa の音質に近づいたと判断できる。②強母音 u の位置が母音図の後方へ移動し、母

音図に含まれる強母音 u の位置へ近づいたため、to の弱母音と強母音 u の音質において違

いが生まれ、強母音 uは英語母語話者の音質に近づいたと判断できる。③aの移動は実験文

における子音との組み合わせで起きたと推測される。④テスト文章の breath	 group が at

へ影響を与えた可能性がある。	 本研究は shadowing が日本人中学生における schwa の発話

習得に一定の効果があることを示した。今後の研究では、実験参加者の人数を増やすとと

もに、英語発話内の強・弱母音の区別だけではなく、日本語の母音との比較も行なう。	 
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TALK規約 
［2015.4.18 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： ・一般会員（本研究会員及び趣旨に賛同する者） 
・名誉会員（顧問経験後の退職者。名誉会員は会費不要） 

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 
	  	  【顧	 	 	  問】本研究会の協力者 
	 	 	 以下の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 
	  	  【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 
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	  	  【年 次 大 会】年次大会(夏合宿)の企画および運営 
	  	  【紀要編集委員会】各研究会の後記および研究会誌の原稿依頼・校正・編集 
	  	  【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 
 

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、2019 年 5 月～2020 年 4 月「組織」の担当者（TALK 運営委員）が	 

	 	 	 2019 年 4 月 27 日の総会で以下の通りに承認されました。（敬称略	 ○は責任者）	 

	 	 	 	 【会	 	 	 	 長】	 	 松坂	 ヒロシ	 

	 	 	 【顧	 	 	 	 問】	 	 折井	 麻美子	 	 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】	 ○安田	 明弘	 	 鈴木	 久実	 

	 	 	 	 【会	 	 	 	 計】	 ○北野	 功祐	 

	 	 	 	 【庶	 務	 広	 報】	 ○須能	 麻衣花	 

	 	 	 	 【研	 究	 企	 画】	 ○小林	 潤子	 	 久保	 岳夫	 	 小屋	 多恵子	 	 残間	 紀美子	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 高橋	 真由美	 	 肥田	 和樹	 	 望月	 真帆	 	 山口	 高領	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  湯舟	 英一	 	 	 	 	 
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	 	 	 	 【年	 次	 大	 会】	 ○肥田	 和樹	 	 澤田	 翔	 	 	 

	 	 	 	 【紀要編集委員会】○杉内	 光成	 	 鈴木	 薫	 	 下川原	 広樹	 	 柳川	 浩三	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 山口	 高領	 

	 	 	 	 【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 12 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６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。 
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 2. 構成内容： 
1) 「研究論文」 
 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。 
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 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 
 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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