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Dialogue 20 巻頭言
語学は平和の武器
松坂ヒロシ
本稿のタイトルは、私が尊敬していたある人物が折に触れておっしゃ
っていたことばです。この人は、日本赤十字の青少年課長をお務めにな
った橋本祐子(はしもと・さちこ、1909-1995)先生という女性です。学校
の先生でなかったこの人が「先生 」と呼ばれていたのは、彼女が大勢の
若者を指導して赤十字ボランティアに育てたからです。この功績により、
国際赤十字最高の栄誉であるアンリ・デュナン章が先生に与えられまし
た。アジアで初めて、女性で初めて、平時活動に対して初めての授与と
お聞きしています。
私は、学生時代から就職後何年か経つまで、橋本先生が作った赤十字
語学奉仕団という団体で語学ボランティアをしていました。この団体の
活動を通して、私は橋本先生から、赤十字について、奉仕活動について、
また、英語の使い方について、多くのことを教えて頂きました。橋本先
生の語学に対 する考え 方 は非常に厳し いもので 、 先生は、「報 酬を受け
取らないボランティアだからと言って、質の悪いサービスを提供しては
いけない。語学ボランティアが低い語学力に満足することは、絶対に許
されない」という趣旨のことをおっしゃっていました。この考え方の 体
現として、語学奉仕団には、タイピングのスキルを含め、応募者の英語
運用力を丁寧 に試す入 団 試験がありま した。（ ボ ランティアの 仕事で使
う外国語は、少なくとも当時は英語でした。）
さて、上記の「語学は平和の武器」ということばについてですが、こ
れを橋本先生からお聞ききし てからしばらくの間、私は「武器」という
ことばを軽い 意味にと ら えていました 。「あの 人 は話のう まさ を武器に
して出世して 行った」 と か、「あの人 の武器は 何 といっても高 い事務能
力だ」とかのように、「武器」ということばは、「強味」という意味でよ
く使われます 。「 武器 」 ということば の私の解 釈 もその程度の ものでし
た。

その後、私には、「平和の武器」が本当に刀や銃に匹敵する戦いの道
具であると思えてきました。それは、私の知り合いの企業人や官僚の
人々がことばを使って外国の交渉相手とわたり合わなくてはならない
現実について 、さまざ ま の機会に直接 ご本人た ち から聞いたか らです。
こうした交渉は、戦いです。戦いに負ければ、損害を受けます。その損
害は、時として、気の遠くなるような金額にのぼります。苛烈な交渉の
場では、ことばは、まさに武器です。
教育現場で、平和教育が重視されています 。日本の平和教育は、児童
生徒の「心」 に向けら れ る傾向の 強い ものです 。 いかに戦争が 悲惨か、
いかに平和が尊いか、ということがその中心的テーマです。しかし、一
方、戦争を防ぐ具体的方策について「頭」を使って考えさせる平和教育
は、心に訴える教育に比べてさほど熱心に行われていません。具体的方
策は多様であるに違いありませんが、私は、多くの人々が外国語を磨き、
強力な最新鋭の平和の武器を持つことが、戦争を防ぐひとつの大事な方
策であると思っています。この意味で、今の日本は残念ながら相当無防
備です。
新指導要領により、英語に論 理・表現という科目が立ち上がりました。
その目的や内容の記述に、ディベート、ディスカッションなどの活動へ
の言及があります。英語を武器にすることが出来るよう学習者を教育す
べきである、という考え方が、指導要領において初めて正面切って述べ
られたという印象を受けます。われわれ語学教師に、われわれにこそ出
来る平和教育の場が与えられた、と考えるとうれしくなります。もちろ
ん、平和の武器がきちんと機能するためには、橋本先生がこだわってお
られた高い実力が要ります。学習者に向きあうときには、このことを彼
らに伝えるのを忘れてはなら ないと思います。
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The Effects of Written Corrective Feedback on English
Articles: The role of metalinguistic explanation
YOKO ASARI
Waseda University

Abstract
This study examined how EFL learners benefit from teachers’ provision of written corrective
feedback (WCF). 88 Japanese university EFL learners, divided into three groups, completed
three writing tasks in the space of nine weeks and were provided WCF on English article
errors. Learners in the first group received indirect feedback on the use of English articles,
the second group received both indirect feedback and metalinguistic explanation, and the
third group, the control group, did not receive any feedback. The results indicated that the
second group, but not the first, was able to make significant increases in the ability to use
articles accurately. The results seem to suggest that while mere provision of indirect feedback
may be sufficient in helping learners notice the gap between their interlanguage and the
target language, it may fall short of helping them understand the target grammatical rule.

Keywords:

EFL, grammar errors, indirect feedback, metalinguistic explanation, written
corrective feedback

1. Introduction

There is a growing body of research that has been conducted to examine the relationship
between corrective feedback (CF) and its impact on L2 learners’ SLA. CF is an umbrella
term used to cover all actions that provide learners with negative and/or positive evidence
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and thus indicate explicitly or implicitly that their production is erroneous. In the past,
many of the studies focusing on the efficacy of CF tended to center around oral corrective
feedback (OCF) (e.g., Ammar & Spada, 2006; Egi, 2007; Ellis & Sheen, 2006; Han, 2002; Li,
2014; Lyster & Ranta, 1997; Mackey et al., 2010) rather than written corrective feedback
(WCF). However, it has been reported that many foreign language (FL) teachers believe
WCF to be important (e.g., Ferris, 1999, 2003, 2014; Saito, 1994), and in fact devote a
significant amount of time inside and outside the classroom to providing it for their learners
(e.g., Santa, 2006). Therefore, it is worthwhile to build on the body of research that
investigates how WCF contributes to learners’ L2 development, and more importantly, find
out how best to provide it so that its efficacy can be maximized.

Written Corrective Feedback
WCF is “a written response to a linguistic error that has been made in the writing of a
text by an L2 learner” (Bitchener & Storch, 2016, p.1). Broadly speaking, written errors can
be treated through direct or indirect feedback. Direct feedback is a method in which
teachers simply provide learners with the correct form. This can be achieved in the
following ways: “crossing out an unnecessary word, phrase or morpheme, inserting a
missing word or morpheme, and writing the correct form above or near the erroneous form”
(Ellis, 2009, p. 99). An example of direct feedback is provided below (Figure 1).

Figure1.

Example of Direct Feedback

On the other hand, indirect feedback is a method whereby teachers indicate that learners
have made an error and they give that indication without providing the correct form. Errors
can be indicated in the following ways: “underlining the errors, using cursors to show
omissions in the student’s text or by placing a cross ‘X’ in the margin next to the line
containing the error” (Ellis, ibid, p. 100). An example of indirect feedback is provided below
(Figure 2).

2
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Figure 2.

Example of Indirect Feedback

With different ways to tackle learners’ written errors, many WCF studies have been
conducted to answer the following questions: 1) Does WCF facilitate L2 development, and
if so, how? And 2) Which type of WCF is more beneficial and why?

The Benefits of WCF
There is a general consensus that CF, both in written and oral form, brings about a
positive impact on learners’ L2 development (e.g., Bitchener, 2008; Ellis et al., 2008; Goo &
Mackey, 2013; Sheen, 2007; Shintani & Ellis, 2013). As L2 learners are constantly testing
hypotheses about the target language (TL) (e.g., Swain, 1995), CF gives them an
opportunity to find out if the hypotheses they have formulated are correct or not. And in
cases in which learners’ hypotheses are incorrect, the negative evidence in the CF, i.e.
information for learners about what is not possible in the TL, helps draw learners’ attention
to the problematic aspects of their interlanguages (IL) (e.g., Long, 1996). Furthermore, in
cases in which CF includes positive evidence, i.e. a model of the target structure, the
juxtaposition of learners’ IL form and the correct TL form can also help direct their
attention to the discrepancy between the two forms. This type of noticing is referred to as
“noticing the gap” (Schmidt, 2010) and is considered to be a crucial ingredient for L2
development (e.g., Schmidt, 1990, 1993). Finally, CF encourages learners to reformulate
their error(s). When learners engage in the process of reformulating their error(s) in
response to CF, it can encourage them to produce pushed output (Swain, 1985) and
promote automatization (e.g., Mackey, 1999, 2012; McDonough, 2005), both of which are
known to facilitate L2 development.
While the abovementioned benefits are enjoyed by learners receiving both WCF and
OCF, there is one apparent difference between the two types of CF. While OCF is
unrecorded feedback provided orally and on a single occasion and cannot be later referred
back to by the learner, WCF, on the other hand, allows learners to refer to the CF any
number of times. This means that learners have additional time to draw on their stored L2
knowledge and consider it in relation to the information provided in the WCF before testing
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out the correct L2 form to use (Bitchener & Storch, 2016). In this way, learners are able to
make use of the positive and negative evidence in WCF efficiently.

Direct Feedback vs Indirect Feedback
In terms of whether one type of WCF is superior to another, arguments have been
advanced for both direct feedback and indirect feedback. Those supporting indirect
feedback claim that this type of feedback is theoretically more useful because it allows
learners to engage in “guided learning and problem-solving” (Lalande, 1982, p. 140). This
process of figuring out how best to reformulate the error(s) on their own is thought to foster
long-term acquisition and written accuracy because of the increased learner engagement
and attentions to forms. The flip side to indirect feedback, however, is that this approach to
error correction is not effective when dealing with language structures which learners have
not yet learned. Learners may fail to understand the intent of the correction and will not
know how best to reformulate the error(s) on their own. For this reason, empirical studies
have generally pointed to a clear advantage of direct feedback over indirect feedback (e.g.,
van Beuningen et al, 2008; van Beuningen et al., 2012; Bitchener & Knock, 2008). With
regard to direct feedback, not only is the intent of the correction clear, it can provide
learners with information to help them resolve more complex errors (Bitchener & Storch,
2016).

WCF with Metalinguistic Explanation
Recently, studies have been conducted to investigate whether the efficacy of WCF can
be maximized if it is accompanied by metalinguistic explanation (e.g., Bitchener, 2008;
Bitchener & Knoch, 2008; Bitchener et al., 2005; Sheen, 2007; Shintani and Ellis, 2013;
Stefanou, 2014). Metalinguistic explanation is the provision of explicit explanation of the
nature of the learners’ errors. An example of direct feedback provided with written
metalinguistic explanation can be found below (Figure 3).

Figure 3.

Example of Direct Feedback with Metalinguistic Explanation
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Sheen (2007) conducted a study which sought to examine how direct feedback
accompanied by metalinguistic explanation can facilitate learners’ acquisition of English
articles. In her study, learners (N = 91) were assigned to the following three groups: the
first group received direct feedback (n = 31); the second group received direct
metalinguistic correction (i.e., written direct feedback and written metalinguistic
explanation) (n = 32); the third group (i.e., the control group) received comments on
content but no feedback on erroneous target structure (n = 28). The results revealed that
the two experimental groups outperformed the control group. Furthermore, it was found
that the learners who received metalinguistic explanation with direct feedback performed
better than the learners who only received direct feedback on both the immediate and the
delayed post-test.
A study conducted by Bitchener et al. (2005) also suggests that there may be an
advantage if direct feedback is accompanied by metalinguistic explanation. Their study is
different from Sheen’s (ibid) in that metalinguistic explanation was provided orally in the
form of an individual conference. The study was designed so that 53 adult migrant students
were assigned into one of the following three groups. 19 learners received direct feedback
and a 5-minute student-researcher conference on the targeted features (i.e., prepositions,
the past simple tense, and the definite article); 17 learners received direct feedback only; 17
learners received no feedback on the targeted features. The conference sessions were
provided orally and they allowed learners the opportunity to ask questions to the researchers
about their errors and the corrections they had received as well as the chance to receive
additional explanation and examples directly from the researcher. The results revealed that
learners who received oral metalinguistic explanation along with direct feedback
outperformed the other two groups in two out of the three targeted features (i.e., the past
simple tense and the definite article). With these results, they concluded that metalinguistic
explanation may be a crucial factor in facilitating increased accuracy of some English
grammatical forms.
While there are studies that examine the effect of direct feedback provided with some
type of metalinguistic explanation, those that examine the efficacy of indirect feedback
combined with metalinguistic explanation are yet to be explored. For example, where
teachers provide metalinguistic explanation as a means to help students correct their own
mistakes rather than giving them correct form directly. If this combination can be proven to
be beneficial for L2 learners, it will be of interest for FL teachers who prefer to, or generally
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provide indirect feedback to learners.

2. Research Questions

The present study was conducted to answer the following questions:
(1) Can learners gain accuracy in the use of English articles by receiving (a) indirect
feedback and/or (b) indirect feedback combined with metalinguistic explanation?
(2) Do (a) learners receiving indirect feedback combined with metalinguistic
explanation gain greater accuracy in the use of English articles than (b) those
receiving indirect feedback only?

3. Method

3.1 Participants
The participants of the present study were 88 Japanese university EFL learners.

They

were assigned to one of the following three groups: a group which would not receive written
feedback (Control Group, n = 29), a group which would receive indirect feedback
(Experimental Group 1, n = 29), and a group which would receive indirect feedback with
metalinguistic explanation (Experimental Group 2, n = 30). The researcher was the sole
provider of CF.

3.2 Target Grammatical Structure
The target grammatical structure for which the learners received WCF were English
articles. Specifically, two semantic categories of English articles—referential article “a” (e.g.,
I saw a strange man standing in front of my house.) and the referential definite article “the”
(e.g., Can you pass me the pen?)—were chosen for this study. The accurate use of English
articles can be difficult for EFL learners because the choice of “the” or “a” or “Ø” is
ambiguous and can only be disambiguated in context. For this reason, English articles was
chosen as an appropriate target grammatical structure.
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3.3 Procedures
The procedures were as follows (see also Table 1):
In the first week, the learners in all of the groups took a pre-test. They listened to the
story, Three Little Pigs in English. They were not allowed to take notes while they listened.
They were then asked to rewrite the story in 20 sentences.
During weeks 2-10, the learners in all of the groups underwent three writing
assignments. Similar to the pre-test, they were asked to listen to and rewrite three fables:

The Hare and the Tortoise, Jack and the Beanstalk, and The Woodcutter and the Axe. Then
the learners in the first and second experimental groups received indirect feedback on
indefinite and definite articles in their texts (Figure 4). The learners in the control group
did not receive CF on the target grammatical structure.

Figure 4

Indirect Feedback Provided in This Study

A tortoise won a race.
The learners in the second experimental group also received oral metalinguistic
explanation in addition to form focused indirect feedback. In this study, the oral
metalinguistic explanation was provided in the form of class conference rather than
individual conference; in other words, they received a short oral lecture (approximately 10
minutes) on the use of the definite and indefinite articles in Weeks 3, 6, and 9. For example,
learners were reminded how “a” is used when referring to something for the first time, while
“the” is used to refer to something that has already been mentioned.”
On the 11th week, the learners took a post-test. To avoid the practice effect, they were
instructed to summarize a different story: Goldilocks and the Three Bears.

Table 1

Schedule for the Three Groups
Control Group

Experimental Group 1

Experimental Group 2

Week 1

Pre-test

Week 2

Writing assignment 1
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Week 3

Comments on
content

Indirect feedback plus

Indirect feedback

metalinguistic explanation

Week 4

Revise and re-submit writing assignment 1

Week 5

Writing assignment 2

Week 6

Comments on
content

Indirect feedback plus

Indirect feedback

metalinguistic explanation

Week 7

Revise and re-submit writing assignment 2

Week 8

Writing assignment 3

Week 9

Comments on
content

Indirect feedback plus

Indirect feedback

metalinguistic explanation

Week 10

Revise and re-submit writing assignment 3

Week 11

Post-test

3.4 Scoring
Accuracy was calculated using Pica’s (1994) formula:

Number of the target structure forms supplied correctly
X 100
Number of obligatory contexts + Number of overused forms

4. Results

Table 2 presents the descriptive statistics from the pre- and post-tests.

Table 2

Descriptive Statistics of the Test Scores
95% CI

Pre-test

8

M

SD

SE

LL

UL

Control

51.9

18.3

3.9

44.1

59.6

Indirect only

56.3

23.6

3.9

48.6

64.1
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Post-test

Indirect + meta

52.5

20.8

3.8

44.9

60.1

Control

47.6

27.8

4.4

38.9

56.2

Indirect only

61.9

23.1

4.4

53.2

70.6

Indirect + meta

67.6

18.9

4.3

59.1

76.1

To answer the first research question, a two-way ANOVA test was performed with total
scores as a dependent variable, with “tests” (pre-test and post-test) and “CF treatment”
(three levels) as independent variables. The test revealed that there was a statistically
significant interaction between CF treatment and tests, (F(2, 85) = 3.289, p = 0.042, ηp2 =
0.072). The results of the post-hoc test showed that the scores achieved by learners in the
indirect feedback plus metalinguistic explanation group made significant gains from the
point of the pre-test to the post-test (F(1, 29) = 9.130, p = 0.005, ηp2 = .239). On the other
hand, neither the other experimental group’s increase in score nor the control group’s
decrease in score were significant (p = 0.336 and p = 0.432 respectively). As for the
research question concerning differential effects among groups, a between-subjects analysis
revealed a statistically significant difference (F(2, 85) = 3.348, p = 0.040, ηp2 = 0.073). The
results of pairwise comparison showed that there was a significant difference between the
control group and the group which received indirect feedback and metalinguistic
explanation (p = 0.004). However, neither the difference between the scores of the control
group and the group which received indirect feedback (p = 0.058) nor that of two
experimental groups were significant (p = 0.623).
To summarize, the results of the statistical analysis revealed that the learners who
received indirect feedback with metalinguistic explanation were able to make significant
improvement in their use of articles, and furthermore, outperform the learners in the other
two groups.

4. Discussion

The result of the present study corroborates those of Bitchener et al. (2005) and Sheen
(2007) in that metalinguistic explanation accompanying a WCF is beneficial in improving
grammatical accuracy.
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Japanese EFL learners struggle with the understanding of when and how to use English
articles. This is because (1) there is no article system in Japanese and (2) articles lack
saliency (Muranoi, 2000). The result of the present study shows that explicit metalinguistic
explanation may help Japanese learners comprehend more clearly and fully about how errors
with English articles occur and can be corrected. More specifically, it may have been the
case that the two experimental groups underwent different levels of noticing. That is to say,
learners receiving indirect feedback with metalinguistic explanation may have experienced
“noticing with understanding” while those receiving merely indirect feedback experienced
noticing without understanding (Schmidt, 2010). While the latter is limited to the conscious
registering of specific language forms, the former requires a higher level of awareness that
fosters generalizations across instances. In other words, to truly benefit longer term from
the corrective feedback, learners must be able to understand why there is a discrepancy
between the language they have produced as well as how it should be corrected.

5. Limitations and Pedagogical Implications

This study is not without limitations.

First, the target structures in this study focused

only on English definite and indefinite articles, so further study is necessary to investigate
the role of feedback targeting a variety of linguistic forms. This is especially so when
considering how the effect of WCF may differ in relation to error types (e.g., Bitchener et al.,
2005, Ferris, 1995). Second, only one post-test and three writing tasks were completed in
this study. Further research is, therefore, required to explore the effects of feedback over
longer periods of time to see the enduring effect of CF.
The result of the present study, nevertheless, provides valuable pedagogical implications.
When providing WCF it may be desirable to provide learners with metalinguistic
explanation if the goal is to develop grammatical accuracy. There is however, the issue of
practical limitations with giving metalinguistic feedback. For example, giving metalinguistic
feedback can involve detailed, and sometimes technical explanations that may require more
time and care than directly correcting an erroneous text, or simply indicating the presence
of an error through indirect feedback. This problem can be ameliorated, however, by
providing metalinguistic explanation to the whole class by focusing on the most common
errors made by the students in the class. Hence, WCF can be provided efficiently by
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following the three steps. (1) Provide indirect feedback on frequently committed error(s) by
the learners. (2) Return the learners’ assignment with indirect feedback then provide oral
metalinguistic explanation on the focused item in the form of a whole-class lecture. (3) Ask
learners to revise their errors. The above three steps may help language teachers deal with
students’ written errors efficiently and effectively.
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発音指導に焦点を当てた中学校英語教科書分析
An Analysis of Pronunciation Instruction
in Japanese Junior High School English Textbooks
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Abstract
This paper examines pronunciation instruction features currently included in Japanese
junior high school English textbooks for the 2021 academic year. Many previous studies
investigated what pronunciation instructions were conducted in the classroom by
teachers’ self-experience, questionnaires, analysis of textbooks, class observation, and
syllabus analysis. However, there is no previous study to focus on textbooks following the
Course of Study taking effect in 2021. Six English textbook series were analyzed to treat
phonetically related items: phonetic alphabets, stress, intonation, connected speech,
identifying thought groups, and oral interpretation. The research found that although
each textbook covers these categories in various ways, each textbook’s emphasis and
ways to provide pronunciation instruction are different. However, the varieties and
frequency of pronunciation instruction in English textbooks have significantly increased
more than before, which is an excellent sign of emphasizing pronunciation. The result
implies that English education in Japan should consider what pronunciation instruction
features should be dealt with. and how they are treated during the classroom.

キーワード:

中学校英語検定教科書, 発音指導, 教科書分析

1. はじめに
本稿の目的は、令和 2 年度検定済の中学校英語検定教科書（以下、教科書）における発
音を中心とした音声指導項目に焦点をあて、発音記号、強勢、イントネーション、単語間
の音のつながり（連結・脱落・相互同化）、ポーズ（意味グループごとの区切り）、音声表
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現指導の 6 項目を整理し、それらの提示内容や提示方法を分析し、6 社の教科書はどのよ
うな工夫を行っているのか、またどのような違いがあるのかを考察し、中学校で行われて
いる発音指導の実態について考えていくことである。

1.1 グローバル社会での発音指導について
現在のグローバル社会において、英語は国際語としての地位を確立し、英語でのコミュ
ニケーションはもはや英語母語話者だけのものではなくなった。Walker, Low, and Setter
（2021）によると、全世界の英語使用者のうち非英語母語話者が占める割合は 75％を超え、
このことが英語の発音に大きな影響を与えている。英語学習者が目指すべき目標が「母語
話者のような発音に近づけること」から「相手に伝わる発音を習得すること」に移り変わ
ってきているのだ。このパラダイムシフトに伴い、Intelligibility-Based Pronunciation
Teaching が提唱されており、Intelligibility を向上させるために必要となる音声指導項目
を指導すべきであり、すべての分節音や超分節音を指導する必要はないと、発音指導に関
する考え方の改革が叫ばれている（Munro & Derwing, 2015; Levis, 2018; Walker, 2010）。

1.2 日本における発音指導の実態
日本の英語教育においても、英語によるコミュニケーション能力の育成を目標として掲
げるようになった。また 2021 年度施行の学習指導要領（以下、学習指導要領）では、外国
語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせるために身に付けるべき資
質・能力の１つに「音声」を挙げており、その具体的な指導事項は（ア）現代の標準的な
発音、（イ）語と語の連結による音の変化、
（ウ）語や句、文における基本的な強勢、（エ）
文における基本的なイントネーション、そして（オ）文における基本的な区切りの 5 つと
されている（文部科学省, 2019）
。
しかし、中学校・高校で長年教鞭を執っている手島（2011）は、生徒が英語を話すだけ
で良しとしたい教員の心情だったり、教員が発音指導の方法がわからなかったりなどの理
由から、生徒の発音はいまだに相手に伝わらない「カタカナ発音」が主流になってしまっ
ていることをはじめ、中学校・高校で行われている発音指導の問題点を指摘している。東
後他（2009）は、
「現実の指導は担当教員の裁量によるところが大きいため、かなり本格的
に指導を受ける生徒がいる一方で、ほとんど発音指導を受けずに大学に進学する生徒がい
るのも事実だ」
（p. 39）と教員の裁量によって、生徒が受けることのできる発音指導に幅が
あることを指摘している。さらに、田邉（2018）は、「英語科では 4 技能に関しての AL
（アクティブ・ラーニング） への対応は増加しているものの、英語音声指導、とりわけ発
音指導分野では、AL をいかに取り入れるかに関しての研究・事例は数少ない」
（p. 39）と
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指導方法に関する問題点について言及しており、学習指導要領が提唱している主体的・対
話的で深い学びを取り入れた発音指導の実現を目指すべきであると主張している。日本英
語教育の発音指導は、まだ改善の余地を多く残している。

1.3 中学校の検定教科書分析
では、日本の英語教育界がグローバル社会で求められている「相手に伝わる発音」を習
得することに焦点を置いた指導にベクトルを向けていくにはどうすればよいのだろうか。
そこで、発音指導の実態を調査・把握することにより、解決策へのヒントが見つかるので
はないかと考えた。実態調査の手法としては 1）経験則をもとにしたもの、2）教員・学生
へのアンケート調査、3）教科書分析、4）授業観察・分析（短期・中期・長期）、5）シラ
バス分析などが挙げられている（田邉・中野, 1999）が、本稿では 3）教科書分析により、
6 社の教科書について音声指導項目（主に発音に関するもの）を分類し分析した。中学校
の教科書は学習指導要領に則って作られており、日本で教育を受けているほぼ全員の英語
学習者が学習の過程で触れるものである。また、小学校や高校でも英語教育は行われてい
るが、小学校では英語に慣れ親しむこと、高校では高度な内容を英語で表出することに比
重が置かれており、中学校での指導が最も発音指導に比重をかけていると推察される。そ
の教科書の内容を分析することが、発音指導の実態を調査するうえで最も有効な手段であ
ると考えた。

2. 先行研究
発音指導に関する教科書分析は、研究対象としてあまり多く取り上げられている分野で
はない（上田・大塚, 2011）。しかし、先行研究例を見ていくと、日本英語教育の発音指導
がたどった軌跡を垣間見ることができ、発音指導の重要性が高まっていく様子がわかる。
山本（1998）は 1996 年度施行の学習指導要領に則った中学校 1 年生用の英語検定教科
書 3 社分を分節音と超分節音の観点から分析し、分節音と超分節音に関する指導ページの
一部を抜粋し、そのページに関して説明をしている。分節音の指導に関しては各社とも工
夫を凝らしており、フォニックス指導の導入などが特徴として挙げられているが、超分節
音の指導についてはあまり十分に扱われておらず改善が求められていた。
教科書出版社 6 社すべてを扱った研究としては、上田・大塚（2011, 2013）が挙げられ
る。上田・大塚（2011）は 2006 年度施行の学習指導要領に則った教科書各 3 年分を、発
音記号、強勢、イントネーション、単語間の音のつながり（連結・脱落・同化）
、ポーズ（意
味グループごとの区切り）、OI（音声表現）指導という 6 項目の発音指導項目に整理し、そ
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れらの提示内容や提示方法を分析している。また、各音声項目の提示分布、カバー率を表
にまとめ、提示方法についても言及がされている。分析結果から、教科書では大学の音声
学で学ぶ基礎的な項目がかなり提示されていることに言及しつつも、教科書によって音声
指導項目における重点の置き方や記号の使用などが大きく異なっているという問題点を挙
げ、音声項目ごとにその詳細や改善策を提案している。
ここまで言及してきた 2 つの先行研究は、教科書を教科書出版社ごとに横断的に分析し
ているが、教科書を出版年ごとに縦断的に分析しているのが上田・大塚（2013）である。
上田・大塚（2013）は 2012 年度施行の学習指導要領に則った教科書とそれ以前に使用さ
れていた教科書を、教科書内の音声指導材料の取扱いや学習者への指導項目の提示量また
その方法の変化を縦断的に分析し、考察した。分析結果から、教科書内で大きな変更が見
られたのは発音、イントネーション、スピーチ指導の 3 項目であり、学習指導要領で示さ
れているように、より現実的な場面で使用する力をつけるための指導記述が提示されてい
た。しかし、音変化、強勢、区切りについては、どの教科書においても特に変更は見られ
ず、これでは教員の裁量次第で活用がされるか否かが変わってしまうので、これらについ
ても多少の修正は必要であることが今後の課題として指摘している。
以上のように、大きく変化する学習指導要領に合わせて、検定教科書は発音指導項目に
触れる量が増えており、扱われる内容は多岐に渡るようになってきている。しかし、2020
年度施行の学習指導要領に則った教科書を分析した研究はまだない。

2.1 リサーチ・クエスチョン
本稿では、以下の 2 点をリサーチ・クエスチョンとして教科書の分析を行った。
1）発音記号、強勢、イントネーション、単語間の音のつながり（連結・脱落・相互同化）
、
ポーズ（意味グループごとの区切り）
、音声表現指導において、6 社の教科書はどのような
工夫を行っているのか、またどのような違いがあるのか。
2）令和 2 年度検定済みの教科書は、上田・大塚（2011）で扱われた教科書からどのよう
な変化があったのか、そしてその変化から現在の中学校ではどのような発音指導が行われ
ているのか。

3. 方法論
本稿の分析は、筆者が教科書18冊すべてに目を通し、発音指導項目の提示の有無、提示
方法、提示頻度について、分析項目ごとに表の形でまとめた。
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3.1 分析対象
分析対象としたのは、令和 3 年度に全国で使用されている令和 2 年度検定済の中学英語
教科書 6 種類であり NEW HORIZON（NH）
、SUNSHINE（SS）
、NEW CROWN（NC）
、

Here We Go!（HGW）、BLUE SKY（BS）、ONE WORLD（OW）、の各 3 学年分、合計
18 冊のことである。本稿では、各教科書の英語の音声・発音のしくみの提示を行っている
部分や独立したコーナーをチェックした。なお、日本で教育を受けているほぼ全員の英語
学習者が学習の過程で触れるものを分析対象にする観点から、教員用マニュアルや付属 CD、
教科書ガイドは分析対象に含まない。

3.2 分析項目
分析項目は、上田・大塚（2011）にならい、発音記号、強勢、イントネーション、単語
間の音のつながり、ポーズ、音声表現指導の6項目とし、発音指導項目ごと・教科書ごと
に比較しながら分析を行った。強勢とは語・句・文における強勢、イントネーションとは
文における基本的なイントネーションであり、orを含む選択疑問文でのイントネーション
や平叙文を疑問の意味で用いるイントネーション、そしてwh-疑問文を聞き返しで用いる
イントネーションも含まれる。単語間の音のつながりとは連結、脱落、相互同化の3種類
を指し、ポーズとは意味のかたまりを意識した発音指導のことである。音声表現指導とは
単なる音読ではなく、その場面に応じた感情などを考えて言葉を発する指導を指す。

4. 結果
以下に、発音記号・強勢・イントネーション・単語間の音のつながりの提示分布、提示
頻度を表 1 から表 5 にまとめた。なお、〇は該当の分析項目の表記があることを表し、×
は表記がないことを表している。上田・大塚（2011）では提示分布のみがまとめてあるが、
本稿では提示頻度も示している。提示分布のみを示すと提示頻度が 1 回でも 10 回以上でも
同じ〇で示されてしまう。また、巻末のみで提示されている場合もその旨を明示した。教
科書本文と合わせて提示をしているか、Unit や Lesson の間に発音コーナーのような形で
扱われているのか、または巻末のみで紹介されているのかでは、学習者（中学生）の学び
方や教授者（教師）の教え方が異なると推察される。そして教科書内における発音項目の
カバー率だけでなく、本稿では発音項目内におけるカバー率も表示した。このカバー率か
ら各発音項目がどの程度指導項目として扱われているかが判断できる。[ ]は扱われた回数
を表しており、巻末のみで扱われている場合は[末]と表されている。また、上段のカバー率
は、該当の分析項目が 6 社の教科書のうちどの程度扱われているかを表しており、下段の
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カバー率は各教科書がどの程度該当の分析項目を網羅しているかを表している。なお、カ
バー率は小数点第 1 位を四捨五入した数値である。

4.1 発音記号
本稿では、上田・大塚（2011）にならい、教育表記としての実用性が認められている表
記法を用い、各教科書で使用される母音・子音を 22 の母音（表 1）と 24 の子音（表 2）
に分類した。この表記法により、本稿において母音は、前舌母音[iː, i, e, æ]、中舌母音[ə, ʌ, ər]、
後舌母音[uː, u, ɔː, ɑ, ɑː]、二重母音[ei, ai, au, ou, ɔi, iər, eər, uər, ɔər, ɑər]と表記する。なお、三
重母音[eiər, aiər, auər]は分類対象に含んでいない。なお、子音では、[ts]、[dz]、[tr]、[dr]は
破擦音と分類すること（松坂, 1986）もあるが、本稿では上記の通り、教育表記としての
実用性が認められている表記法にならい、子音連結に分類した。上田・大塚（2011）では
子音連続という用語を使っているが、検定教科書の NH が子音連結という用語を使用して
いるので、こちらを採用した。なお、他の検定教科書では子音連結や子音連続などの用語
を使って説明はしていない。
表 1 は母音の、表 2 は子音の提示分布と提示頻度を表している。なお、子音連結の[
は扱われた子音連結の種類の数を表している。なお、下段のカバー率の(

]

)内は巻末コーナ

ーのみで扱われている発音項目を除いた数字を表している。

表1

母音の提示分布と提示頻度
カバー率

NH

SS

NC

HWG

BS

OW

iː

〇[6]

〇[10]

〇[3]

〇[4]

〇[1]

〇[2]

100

i

〇[3]

〇[2]

〇[2]

〇[4]

〇[2]

×

83

e

〇[5]

〇[4]

〇[3]

〇[2]

〇[1]

〇[2]

100

æ

〇[2]

〇[3]

〇[3]

〇[2]

〇[1]

×

83

ə

×

×

〇[1]

〇[1]

×

×

33

ʌ

〇[1]

〇[6]

〇[1]

〇[3]

〇[2]

×

83

ər

〇[1]

×

×

×

〇[末]

〇[末]

50

uː

〇[2]

〇[5]

〇[1]

〇[1]

〇[3]

〇[末]

100

u

〇[1]

〇[3]

×

〇[1]

〇[2]

〇[末]

83

ɔː

〇[3]

〇[6]

〇[2]

〇[3]

〇[末]

〇[末]

100

20

（%）
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ɑ

〇[3]

〇[2]

〇[1]

〇[2]

〇[1]

×

83

ɑː

×

〇[末]

〇[1]

×

×

×

33

ei

〇[3]

〇[4]

〇[5]

〇[1]

〇[3]

〇[1]

100

ai

〇[2]

〇[2]

〇[6]

×

〇[3]

〇[2]

83

au

×

〇[1]

〇[7]

〇[末]

〇[3]

〇[末]

83

ou

〇[4]

〇[5]

〇[1]

〇[末]

〇[4]

〇[末]

100

ɔi

×

×

×

〇[末]

〇[末]

〇[1]

50

iər

〇[1]

×

×

〇[1]

〇[末]

〇[末]

67

eər

〇[2]

×

〇[1]

〇[3]

〇[2]

〇[1]

83

uər

×

×

×

×

〇[末]

×

17

ɔər

〇[2]

〇[1]

〇[1]

〇[末]

〇[1]

〇[1]

100

ɑər

×

〇[1]

×

〇[末]

〇[1]

〇[1]

67

カバー率

73

73

73

91

86

64

（%）

(73)

(68)

(73)

(77)

(64)

(23)

表2

子音の提示分布と提示頻度
カバー率

NH

SS

NC

HWG

BS

OW

p

〇[1]

〇[1]

〇[2]

×

〇[末]

〇[末]

83

b

〇[1]

×

〇[3]

×

〇[2]

〇[末]

67

t

〇[1]

×

〇[5]

〇[2]

〇[2]

〇[末]

83

d

〇[1]

×

〇[5]

〇[1]

〇[2]

〇[末]

83

k

〇[1]

×

〇[5]

〇[1]

〇[2]

〇[末]

83

g

〇[1]

×

〇[3]

×

〇[2]

〇[末]

67

f

〇[2]

〇[4]

〇[3]

〇[3]

〇[1]

〇[4]

100

v

〇[1]

〇[1]

〇[1]

〇[1]

〇[1]

〇[2]

100

θ

〇[1]

〇[1]

〇[1]

〇[2]

〇[1]

〇[2]

100

ð

〇[1]

×

〇[1]

〇[1]

〇[末]

〇[2]

83

s

〇[3]

〇[3]

×

〇[1]

〇[3]

〇[9]

83

z

〇[1]

〇[2]

×

×

〇[2]

〇[5]

67

ʃ

〇[1]

〇[1]

×

〇[1]

〇[1]

〇[2]

83
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ʒ

×

〇[2]

×

×

×

×

17

h

〇[2]

〇[2]

×

〇[1]

〇[2]

〇[1]

83

tʃ

〇[1]

×

〇[末]

〇[末]

〇[2]

〇[2]

83

dʒ

〇[2]

×

×

〇[末]

〇[1]

〇[2]

67

m

〇[1]

×

〇[1]

×

×

〇[末]

50

n

〇[1]

×

〇[1]

×

〇[2]

〇[末]

67

ŋ

〇[1]

×

×

〇[1]

〇[末]

〇[末]

67

l

〇[1]

〇[2]

〇[3]

〇[3]

〇[1]

〇[1]

100

w

〇[1]

×

×

〇[1]

〇[末]

〇[1]

67

r

〇[2]

〇[1]

〇[3]

〇[1]

〇[1]

〇[1]

100

j

〇[2]

〇[1]

〇[1]

〇[2]

〇[3]

〇[1]

100

子音連結

〇[1]

〇[12]

〇[5]

〇[2]

〇[5]

〇[6]

100

カバー率

96

36

80

76

96

92

（%）

(96)

(36)

(80)

(64)

(80)

(48)

分析結果から、
最も多く母音をカバーしているのは HWG（91%）であり、
以下 BS
（86%）
、
NH・SS・NC（73%）、そして OW（64%）と続く。しかし、巻末にある発音記号表など
でのみ扱われている場合を除くと、HWG（77%）が最もカバー率が高く、以下 NH・NC
（73%）、SS（68%）、BS（64%）、OW（23%）と続いた。また、分類対象の観点からカバ
ー率をみると、6 社すべての教科書で扱われている発音記号（[iː]、[e]、[uː]、[ɔː]、[ei]、[ou]、
[ɔər]）もあれば、1 社でしか扱われていないもの（[uər]）もあった。このように、教科書に
よって母音の扱いには差があるが、全体の傾向として、①前舌母音（[iː, i, e, æ]）、②後舌母
音（[uː, u, ɔː, ɑ, ɑː]）
、③二重母音（[ei, ai, au, ou, ɔi, iər, eər, uər, ɔər, ɑər]）
、④中舌母音（[ə, ʌ, ər]）
の順に多く扱われていることが提示頻度からわかった。
一方、子音を最も多くカバーしているのは NH・BS（96%）であり、続いて OW（92%）
、
NC（80%）
、HWG（76%）、SS（36%）という結果になった。しかし、巻末での扱いを除
くと NH（96%）
、NC・BS（80%）
、HWG（64%）
、OW（48%）
、SS（36%）と、序列が
変わることが明らかになった。また、母音と同様に、分類対象の観点からカバー率をみる
と、6 社すべての教科書で扱われている発音記号（[f]、[v]、[θ]、[l]、[r]、[j]）もあれば、1
社でしか扱われていないもの（[ʒ]）もあった。子音連結については、全社の教科書で扱わ
れており、SS が最も多く、[ts]、[fr]、[sl]、[st]、[sp]、[bl]、[pr]、[cr]、[fl]、[sk]、[kl]、[pl]
が扱われていた。OW（[ts]、[dz]、[tr]、[dr]、[nt]、[str]）が 6 種類と続き、NC（[ts]、[dz]、
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[sp]、[spr]、[thr]）と BS（[ts]、[dz]、[tr]、[dr]、[tn]）がそれぞれ 5 種類の子音連結を扱っ
ている。そして、HWG が 2 種類（[tr]、[fl]）
、NH が 1 種類（[ks]）のみの扱いとなった。
また、本稿で分析をしている教科書では無音（例：knife の k）も発音指導項目の 1 つとし
て取り上げており、NH は 2 回、SS は巻末で、NC は 5 回、HWG は 4 回、BS は 2 回、
OW は 7 回出現しており、全社の教科書で扱われていた。子音の扱いに関しての全体の傾
向として、側音（[l]）、流音（[w, r, j]）
、子音連結、無音はカバー率が高いが、破裂音（[p, b,
t, d, k, g]）
、摩擦音（[f, v, θ, ð, s, z, ʃ, ʒ, h]）
、破擦音（[tʃ, dʒ]）は教科書によってばらつきが
あった。
母音・子音の提示分布や提示頻度において、分類対象である母音や子音の観点から特徴
や傾向が見られたが、教科書の種類という観点からも特徴や傾向が見られた。NH は母音
と子音の両方をまんべんなく発音指導項目として提示しているが、子音の提示が Book 1
（中
学 1 生用教科書）でほぼ終了する。SS では母音が他の教科書と同様に高い割合で提示して
いるが、子音に関しては提示する種類や頻度が母音に比べると格段に少ない。また Book 2
以降は発音記号に関するコーナーには説明書きがない。NC は Book 1 で多くの母音・子音
を扱い、Book 3（中学 3 生用教科書）
、Book 2 と発音記号を指導項目として提示する頻度
が低くなっていく。HWG は母音・子音の扱いのバランスが一番良い。BS は摩擦音の扱い
が 6 社のなかで最も多い。そして、OW は母音の扱いが一番少なく、巻末における扱いが
メインであった。
ここまで、発音記号を発音指導項目として提示している分野についての結果を見てきた
が、教科書による母音・子音の扱いには大きく差があることがわかった。また、母音は前
舌母音が最も多く扱われており、続いて後舌母音、二重母音、中舌母音の順に多く扱われ
ていることが提示頻度からわかった。子音は側音、流音、子音連結、無音はカバー率が高
いが、破裂音、摩擦音、破擦音は教科書によってばらつきがあった。音声学的記述は、巻
末で扱われている場合が多く、本文に関連させながら音素の発音方法を記載しているのは
HWG のみであった。

4.2 強勢
強勢については、検定教科書ごとに語・句・文の3つのレベルで分析を行った。表3は強
勢に関する発音指導項目の提示分布と提示頻度を表している。
強勢の表示法だが、BSのみ▼を使い、それ以外の教科書では大小の●を使用していた。
また、●の大きさによってどの程度の強勢を置くべきなのかを示している。以下、教科書
の種類別に例などに言及しながらまとめた。
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表3

強勢の提示分布と提示頻度
カバー率

NH

SS

NC

HWG

BS

OW

語

〇[2]

×

〇[11]

〇[13]

〇[4]

〇[12]

83

句

×

〇[2]

×

〇[3]

×

〇[3]

50

文

〇[25]

〇[5]

〇[6]

〇[48]

〇[3]

〇[4]

100

67

67

67

100

67

100

カバー率
（%）

（%）

NHでは、Book 1で25文の文強勢を扱っているが、Book 2では強勢についての扱いはな
かった。また、Book 3では品詞によって強勢の位置が異なる例（protest, progress）を2
つ扱っている。SSでは、Book 1で2つの文、句を2つ（last weekend, with my family）扱
っており、Book 2でも2つの文を扱っている。Book 3では1つの文のみであった。また、
Book 1では強勢に関する説明があるが、Book 2以降は説明書きがない。NCでは、Book 1
で10語、対話文を2つ扱い、Book 2で2つの文と対話文を2つ扱っている。以下が対話文の
例である。

A: Where’s my cat? I can’t find her in the car.
B: Look! She isn’t in the car. She is under the car.
(NEW CROWN Book 2, p. 101)
対話文を扱っているのはNCのみであり、文脈からどの単語が強く発音されるかを考えさせ
る工夫がうかがえる。さらに、Book 3では品詞によって強勢の位置が異なる例（record）
を1つ扱っている。HWGでは、Book 1で3語、2つの句、文を10つ扱っている。Book 2で
は8語、文を17つ扱っている。そしてBook 3で2語、句を1つ、21つの文を扱っている。Book
1からBook 3まですべてに説明書きがある。Book 3では文強勢に合わせて、音のつながり
や区切りについても説明がある。BSはすべての項目に説明書きがあり、Book 1で2語、文
を2つ扱っている。Book 2では文を1つ扱い、Book 3で複合語を2つ（railroad、cardboard）
扱っている。OWだが、Book 1で3語、2つの句、文を2つ扱っている。またBook 2では6
語、句を1つ扱った。そしてBook 3で3語、2つの文を扱っている。なお、Book 1では説明
があるが、Book 2以降は説明書きがなくなる。
以上の結果から、文の強勢は大小の●で表すことが多いことがわかった。また、ほかの
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発音指導項目と同様に、教科書の種類によって、強勢の提示分布・提示頻度に差があった。
Book 1からBook 3までを比較してみると、Book 1での扱いが最も多いことが明らかにな
った。さらに、語、句、文のうち、句の扱いが最も少なく、品詞によって強勢の位置が異
なる例を扱っている教科書が2社、対話文を扱っている教科書が1社、複合語を扱っている
教科書が1社あった。

4.3 イントネーション
本稿では、イントネーションとは文末のイントネーションを示している。また、上田・
大塚（2011）を参考に、肯定・命令文、Yes-No疑問文、疑問詞疑問文、選択疑問文、付
加疑問文、列挙、聞き返し、繰り返し、呼びかけに分析項目とした。

表4

イントネーションの提示分布と提示頻度
カバー

NH

SS

NC

HWG

BS

OW

肯定・命令文

〇[2]

〇[3]

〇[1]

〇[7]

〇[3]

×

83

Yes-No疑問文

〇[1]

〇[4]

〇[1]

〇[8]

〇[2]

×

83

疑問詞疑問文

〇[1]

〇[1]

〇[2]

〇[7]

〇[2]

×

83

選択疑問文

〇[1]

〇[1]

×

×

〇[1]

〇[1]

67

付加疑問文

〇[3]

×

×

〇[1]

×

×

33

列挙

〇[1]

〇[2]

〇[1]

〇[2]

×

〇[1]

83

聞き返し、繰り返し

〇[1]

×

〇[1]

×

×

〇[1]

50

呼びかけ

×

×

×

〇[2]

×

×

17

その他

×

×

×

指示文、

Really?

感嘆文

感嘆文

カバー率（%）

88

63

63

75

50

率（%）

right?
38

本稿で分析した教科書では、イントネーションはすべて矢印（ ⤴ 、⤵ ）を使って表され
ていた。表4からわかるように、全体的にイントネーションを扱う回数は少ないが、HWG
が最も多くイントネーションを扱っている。また、他の分析項目と比較して特徴的なのは、
カバー率100%が1つもないということである。提示頻度の観点から、肯定・命令文、Yes-No
疑問文、疑問詞疑問文、列挙のカバー率が高く、付加疑問文と呼びかけのイントネーショ
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ンは扱われる頻度が低かった。特徴的であったのが、HWGが扱っている文脈を意識した
イントネーションの指導である。前後の文脈を感じ取りながら、イントネーションを考え
るような工夫が見られた。以下が文脈を意識したイントネーションが含まれている教科書
本文である。ここではpleaseを斜体にしている箇所があり、強調していることがよくわか
る。

Nick:

Hi, Granpa. Hi, Granma.

Granma: Hi, Nick. It’s almost Christmas. What do you want for Christmas?
Nick:

A soccer ball.

Ms. Rios: A soccer ball, please.
Nick:

Sorry. A soccer ball, please.
：
（Here We Go! Book 1, p. 88）

4.4 単語間の音のつながり
単語間の音のつながりは、すべての教科書でスラー（ ‿ ）を使って表されていた。また、
上田・大塚（2011）にならい、連結、脱落、相互同化に分類した。なお、本稿では、上田・
大塚（2011）で扱われていた「その他の同化」は除外し、相互同化のみとしている。これ
は、各検定教科書では前進同化（進行同化）と逆行同化について指導の対象としておらず
（東後他, 2009; 松坂, 1986）
、分類項目として扱う必要がないと筆者が判断したためであ
る。連結は「2 つの単語間で前の語の語末が子音、後続語の語頭が母音（または半母音[j]）
のとき、つながって発音される現象」
（p. 25）のことを指す。例えば、make it は make の
/k/と it の/i/がつながって/ki/と発音される（BLUE SKY Book 1, p. 40）
。脱落は「２つの単
語間で前の語の語末が閉鎖音、後続語の語頭が子音のとき、前の閉鎖音が聞こえにくくな
る現象。または同じ子音同士が重なり、前の子音が聞こえにくくなる現象」
（p. 25）と定義
した。例えば、It looks wonderful.では It の/t/が聞こえなくなったり（Here We Go! Book 1,
p. 125）
、I want to see it.では want の/t/が聞こえなくなったりする（SUNSHINE Book 1,
p. 82）。また、相互同化は「２つの単語間で前の語の語末の音と後続語の語頭の音が互いに
影響し合って別の１つの音になる現象」
（p. 25）とした。例えば、Can you join us?の Can
you は、Can の/n/と you の/ju/が影響し合い、/n(j)u/と発音される（SUNSHINE Book 2, p.
11）
。
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表5

単語間の音のつながりの提示分布と提示頻度
カバー

NH

SS

NC

HWG

BS

OW

連結

〇[1]

〇[4]

〇[1]

〇[11]

〇[4]

〇[4]

100

脱落

×

〇[4]

×

〇[1]

〇[4]

〇[3]

67

相互同化

〇[1]

〇[3]

〇[1]

〇[3]

〇[3]

〇[3]

100

カバー率（%）

67

100

67

100

100

100

率（%）

表 5 からわかるように、単語間の音のつながりについては、脱落を扱っていない教科書
はあるが、すべての教科書で扱われていた。提示頻度は連結が最も高く、続いて相互同化、
脱落となった。教科書別に見ていくと、HWG が最も多く扱っているが、SS、BS、OW も
同程度扱っており、教科書間の差は大きくはなかった。また、単語間の音のつながりに関
する音声学的説明はなく、リピートさせたり、音がつながっていることに言及したりする
のみにとどまっている。また、連結、脱落、相互同化を区別するような説明はどの教科書
にもない。

4.5 ポーズ
ポーズは「意味グループごとの区切り」
（上田・大塚, 2011）と定義し、分析をおこなっ
た。全社の教科書で少なくとも 1 回はポーズについて扱っているが、最も多く扱っている
のは HWG（5 回）だった。以下、SS（4 回）
、NC・BS・OW（3 回）
、NH（1 回）と続く。
提示頻度からわかるように、全体を通じてポーズを扱う回数は多くない。Book 1、2 で
扱われることはあまりなく、ほとんどが Book 3 で扱われていた。また。例を交えた説明が
記載されているのは NC と BS のみであり。NC は「日本語の例（すももも/ももも/ももの
うち）を参考にして意味の区切りに/を書こう」
（Book 1, p. 123）のように、日本語という
既存知識と照らし合わせた指示があった。BS では「意味のまとまりを意識して読んでみよ
う」
（Book 3, p. 52）という指示文があり、ステップ 1 として主語と動詞を確認し、ステッ
プ 2 として「何を」
、「どこで」、
「だれと」
、「いつ」という意味のまとまりに分けるように
スラッシュ（/）が引き、意味を捉えながら読むような指導が記載されていた。また、不定
詞、名詞節、関係代名詞、接続詞、主節と従属節の区分けを含んだ文の発音指導の際にポ
ーズを意識した発音を指導されていた。
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4.6 音声表現指導
音声表現指導については、NH と NC 以外の教科書では、音読を促す指示文であったり、
音読の回数を記録するマークがあるのみだった。NH では「対話をしているときの朝美と
メグの気持ちを想像しながら感情をこめて本文を音読しましょう」
（Book 2, p. 38）のよう
に、本文の内容に照らし合わせた音読指導が記載されている。また、NC は音読やシャド
ーイングの方法、スピーチ原稿の読み方など目的や状況によって読み方が変わることを指
導する箇所があった。例えばスピーチ原稿の読み方として、「ゆっくり」とか「発音注意」
など（Book 1, p. 120）のような具体的な指示もあれば、20 歳の自分にビデオメッセージ
を作るというお題のスピーチでは「未来の自分に話しかけるように」や「トーンを変える」
など抽象的なアドバイスや「笑顔で」や「手をふりながら」
（Book 3, p.112）のような非言
語的コミュニケーションの指導もあった。

4.7 その他の発音指導事項
ここでは、発音記号、強勢、イントネーション、単語間の音のつながり、ポーズ、音声
表現という分類には含まれない発音指導項目について扱う。
まず、NC、HWG、BS が英語とカタカナを比較することで、英語の発音の特徴を気づか
せる指導項目があった。例えば drum とドラムという単語を取り上げ、
「日本語と発音を比
べてみよう」という指示文が記載されている（Here We Go! Book 1, p. 34）。これは学習指
導要領（文部科学省, 2019）でも「音声指導に当たっては、日本語の違いに留意しながら」
（p. 91）と言及されている指導項目である。
また、NC は身体性を伴った発音指導やアメリカ英語とイギリス英語の違いについて紹
介している。ここでの身体性を伴った発音指導とは、対話の音声を聞いて「上げ調子で発
音されている場合は手を上げ、下げ調子で発音されている場合は手を下げる」
（Book 1, p.
107）という活動や、「単語を言いながら音のまとまりごとに手をたたこう。強く発音する
ところは、強くたたこう」
（Book 1, p. 44）といった音声を身体で表現する指導のことを指
す。また、アメリカ英語とイギリス英語については、
「アメリカ出身の A とイギリス出身の
B の対話の音声」
（Book 3, p. 17）を聞かせ、発音の違いに話し合わせる活動を設けている。
さらに、NH、NC、HWG、BS はミニマルペアを使用して音素の発音練習を促したり、
リスニングを通しての発音指導があった。例えば、
「[si:]see

[ʃi:]she と区別する」
（Here We

Go! Book 1, p. 74）のように発音記号と合わせて提示をする場合もあれば、light と right
の 発 音 の 違 い を 学 ん だ あ と に リ ス ニ ン グ 活 動 を 通 し て 音 声 を 確 認 す る 活 動 （ NEW

CROWN Book 1, p. 26）もある。

28

Dialogue, Vol. 20

発音指導に焦点を当てた中学校英語教科書分析

5. 考察
以上、音声指導 6 項目について分析をすると、学習指導要領（文部科学省, 2019）で示
されている項目が教科書で提示されており、基礎的な発音項目が盛り込まれている現状が
わかる。ただし、今回の分析から、教科書間の発音指導項目における重点の置き方や提示
方法などの差異が大きいという実態も明らかになった。以下に項目別の結果について考察
したい。

5.1 発音記号
まず、発音記号については、上田・大塚（2011）の結果と同じように、教科書による母
音・子音の扱いや、母音や子音の提示数や提示範囲には大きく差があることがわかった。
発音指導項目の取り上げ方は、本文に関連しているもの、リスニング活動と関連させてい
るもの、発音指導のための活動の形で取り上げているもの、そして巻末にリストのような
形で掲載しているものなど、様々な形式が散見される。本文に関連させた発音指導項目は、
[l]と[r]など中学生が誤りやすいと考えられる発音項目や、本文の内容を理解する上で大切
であると判断される発音項目が取り上げられていると考えられる。また、文脈を伴った発
音指導につながるので、メッセージ性を感じながらの発音指導をすることができる。しか
し、発音指導の内容が本文の内容に大きく左右されるので、基礎的な発音項目を網羅する
ことは難しい。リスニング活動と関連させている発音指導も同様の問題をはらんでいる。
発音指導のための活動の形で取り上げているものや巻末にリストのような形で掲載してい
るものは、発音記号を網羅することは容易にできる。しかし、発音指導に自信がなかった
り、発音指導の方法がわからない教員にとっては、授業中に扱いにくい箇所になってしま
う恐れがある（手島, 2011）。教科書での発音指導項目の取り上げ方が現場での指導に影響
を及ぼし、これは生徒が受けることのできる発音指導の差へとつながっていると考えられ
る（東後他, 2009）
。
記述方法についても言及したい。HGW 以外の教科書では発音記号を取り上げて、
「注意
して発音しよう」という趣旨の指導のみにとどまっているが、これは教員の力量や裁量に
大きく頼る形の指導になってしまう。教員養成において英語音声学が必修でない以上、記
述方法に工夫が必要である（Levis, 2018; 手島, 2011）。例えば、/w/の発音を意識させたい
のであれば、「下唇に上の前歯を当て「ヴー」と声を出す」（Here We Go! Book 1, p. 50）
のように、できるだけ具体的な記述があることが生徒の発音能力向上に寄与すると考えら
れる。
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5.2 強勢
強勢については、ほかの発音指導項目と同様に、教科書によって扱いに差があり、Book
1 での扱いが最も多かった。ここから、中学校での英語学習の土台作りとなる 1 年生の段
階で、日本語とは異なる英語特有のリズムを作り出す要素の 1 つである強勢の置き方に、
常に注意を払って英語学習に臨む姿勢につながることが期待される。文の強勢のカバー率
が高いことは、手島（2011）が指摘している「文ストレスを受けない語の存在を知らない
ために、英文を読ませても英語特有のリズムに乗せて読むことができず, 音節がほぼ等時
的に現れる、日本語調の発音になってしまう」
（p. 34）という状態を避けることにつながる。
一方、句の強勢に関する指導項目は少なかった。これは上田・大塚（2011）と同じ結果で
ある。中学校で扱われる学習段階では、強勢の置き方をあえて教える必要があるほど長い
句を扱っていないと考えられる。様々な発音項目を教えることは一見有益であるかのよう
に感じられるが、学習者にとって理解可能なレベルな指導項目であるかは慎重に検討する
必要がある。

5.3 イントネーション
全体的にイントネーションを扱う回数は少ないが、肯定・命令文、Yes-No疑問文、疑問
詞疑問文、列挙のカバー率は高かった。イントネーションは、単文で指導するよりも、文
脈のある文章や対話文において指導させることが望ましい。時間的制約のある中学校現場
において、教科書本文との照らし合わせながら指導を行うことが最も効果的であると考え
られる（手島, 2011）。しかし、教科書本文とセットでの指導が効果的となると、本文の内
容に指導の内容が大きく影響を受けてしまう。よって、教科書では、肯定・命令文、Yes-No
疑問文、疑問詞疑問文、列挙などを含んだ英文が多く扱われていると考えられる。

5.4 単語間の音のつながり
音のつながりについては、単語間の音のつながりについては、脱落を扱っていない教科
書はあるが、すべての教科書で扱われていた。提示頻度は連結が最も高く、続いて相互同
化、脱落となった。教科書間の差は大きくはなかった。単語間の音のつながりに関する音
声学的説明はなく、リピートさせたり、音がつながっていることに言及したりするのみに
とどまっている。リスニングで音のつながりの知識は必要になるので、扱うことが多いが、
音声学的な説明は中学生には理解が難しいという判断からか、または教員による説明が困
難であるからか、説明を載せている教科書はない（上田・大塚, 2011; 手島, 2011）
。これは
上田・大塚（2013）でも同様である。
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5.5 ポーズ
ポーズについては、全体を通じて扱う回数は多くなく、Book 3 で扱われることがほとん
どであった。また。体系立った説明が記載されているのは NC と BS のみであり、不定詞、
名詞節、関係代名詞、主節と従属節の区分けを含んだ文の発音指導の際にポーズを意識し
た発音を指導されていた。短い英文を扱う Book 1 はわざわざ意味のまとまりごとに区切る
必要がないが、Book 3 になると複雑な英文を扱うことが多くなり、意味処理を的確かつ迅
速に行うためにはポーズを取る指導が有効であると考えられる（上田・大塚, 2011）
。

5.6 音声表現指導
音声表現指導に関しては、NH と NC 以外の教科書では、音読を促す指示文であったり、
音読の回数を記録するマークがあるのみだった。音読をすることが 1 回で終わりにならず、
複数回行うことで、基本的な発音能力の定着には大いに役立つと考えられるが、各教科書
にあるスピーキング活動やペア・ワークなどにつなげていくためには、音声表現指導がよ
り強く求められる。上田・大塚（2011）は「感情をこめて外国語で表現することは、中学
生にとっては新しいチャレンジとなり、相手に向けて伝えようとすることによって、今回
の分析の他の 5 項目にも好ましい影響がある」
（p. 29）と音声表現指導の有用性を主張し
ている。単語やイントネーションの指導から、音読までの指導は時間がかかり、時間的制
約がある中で指導の実現が難しいが（手島, 2011）
、コミュニケーション能力の育成を目標
とする授業を作り上げていくためには必要不可欠なステップである（土屋, 2004）。

5.7 その他の発音指導事項
発音記号、強勢、イントネーション、単語間の音のつながり、ポーズ、音声表現という
分類には含まれない発音指導項目として、カタカナとの比較や身体性を伴った指導、さら
に米英発音の比較、ミニマルペアの活用など、多くのバリエーションが検教科書に盛り込
まれていることが分かった。これらの多くは、2012 年度施行の学習指導要領に則った教科
書とそれ以前に使用されていた検定教科書を比較した上田・大塚（2013）にも言及のなか
った発音指導形式である。教科書にとって新しい形式が現れた背景に、田邉（2018）で主
張されている「気づき・発見」を促す発音指導の推奨が挙げられる。令和 3 年度施行の学
習指導要領には、学習には「主体的・対話的で深い学び」を通して行われるべきだと提言
されており、これを発音指導に落とし込んでいると推測される。
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6. 結論と今後の課題
本稿では、令和 2 年度検定済の中学校英語検定教科書における発音を中心とした音声指
導項目に焦点をあて、発音記号、強勢、イントネーション、単語間の音のつながり（連結・
脱落・相互同化）、ポーズ（意味グループごとの区切り）
、音声表現指導の 6 項目を整理し、
それらの提示内容や提示方法を分析し、6 社の検定教科書はどのような工夫を行っている
のか、またどのような違いがあるのかを考察してきた。結果として、教科書それぞれに特
徴があり、発音指導項目に対する重点の置き方や提示方法・提示頻度には差があることが
わかり、この点に関しては先行研究として挙げた上田・大塚（2011）と同じ結果であった。
しかし、山本（1998）や上田・大塚（2013）が明らかにしたように、改訂前の教科書と比
べると、明らかに発音指導項目が充実しており、その提示方法は豊富になった。これは発
音指導に対する意識の向上の現れであり、歓迎されるべき傾向である。しかし、まだ課題
は山積しており、今後も改善する努力は必要である。以下に、教科書が改善していく必要
であろうと考える課題を提示する。
まず、他技能と結びつけた発音指導を盛り込んでいくことである。Munro and Derwing
（2015）や Levis（2018）は、発音は単独で指導されるよりも、スピーキングやリスニン
グなど何らかの活動の中で発音指導を組み込んでいくべきであると主張している。音声表
現指導はこれに当てはまるが、現在の教科書では、扱われ方が限定的であり、改善が求め
られる。
次に、Intelligibility Based Pronunciation Teaching の導入である。Intelligibility とは
“how easily a listener can identify the individual words or phrases that a speaker
produces.” (Walker et al., 2021, p. 7) のことであり、英語で世界中の人々とつながるグロ
ーバル社会では必要な力であるとされている。Intelligibility を向上させていくためにはす
べての発音項目を指導する必要はなく、指導項目の取捨選択が大切である（Levis, 2018）
。
この観点から教科書では、どの項目を取り上げ、どの項目を指導しないかなど、指導の強
弱を教科書で提示していくことを求めていきたい。
最後にアプローチの再考である。田邉（2018）では、日本の英語教育において発音指導
は「Intuitive-imitative approach（直感・ 模倣 的 アプ ロ ーチ ） と Analytic-linguistic
approach（分析・言語的アプローチ）を中核に、さらに各々に付随するさまざまな指導技
術を組み合せながら指導してきた」
（p. 42）と概観し、学習指導要領で提案されている「主
体的・対話的で深い学び」を発音指導にも導入していく必要があると主張されている。上
記 2 つのアプローチは一定の効果を上げているが、今後は、田邉（2018）で提唱されてい
る「学習者の心的内面，特に認知面（cognitive/meta-cognitive aspects）を考慮し、発音
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習得過程に関係する学習因子である動機づけ、発音学習への興味・関心の呼び起こし、練
習の意味づけ、learning strategies（学習戦略）
、達成感・自信などを、指導過程に適宜取
り入れる」
（p. 43）ことを目指していく必要があると考えられる。
義務教育段階である中学生の教育に関わる教科書の内容は、日本全国の中学生の英語学
習を下支えする大切な学習教材であり、インプット教材である。日本の未来を担う中学生
の学習環境を、教科書という側面からより良質なものにしていきたい。

注
本稿は TALK 定例会（2021 年 9 月 25 日）における口頭発表をもとに加筆修正したものである。
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「英字新聞の読み方」の独自教材開発：
逆三角形型構成・見出しに着目して
Development of Original Teaching Materials for “How to
Read English Newspapers”: Focusing on Inverted
Triangular Structure and Headlines
溝口悦子
早稲田大学非常勤講師
Abstract
This paper reports how I develop original teaching materials for how to read English
newspapers, focusing on inverted triangular structure and headlines.

Some examples

of original teaching materials using the latest news articles are provided. The results of
the difficulty recognition survey are also shown.
キーワード：

英字新聞、時事英語、教材開発、英語教育

科目名
対象者とクラス人数
学習の目標

英語 2-1（必修科目）
社会科学部 2 年生 2 クラス合計 39 名
必要な情報を得るため、邦字新聞を読むのと同じように、英字
新聞を拾い読みする技能を育てる

1. はじめに
本稿は、「英字新聞の読み方」（以下、「読み方」）に留意した独自教材開発の試みを報告
するものである。この実践は、社会科学を専攻する大学 2 年生が、必要な情報を得るため、
邦字新聞を読むのと同じように、英字新聞を拾い読みする技能を育てることを目的として
いる。実践を取り入れた「英語 2-1」という科目はリスニング、スピーキング、リーディン
グ、ライティングの力を総合的に伸ばすことを目指し、授業者が指定したテキストを基に、
通年で春学期 15 回、秋学期 15 回開講されている必修科目である。本実践では全体 15 回
のうち合算して 2.5 回までの時間をかけて、テキストとは別に、筆者が最新のニュース記
事から独自に作成した教材を使って試みたものである。受講している学生は社会情勢やメ
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ディアに対する関心が高いと感じられ、英字新聞の効果的な読み方の技能習得が、社会人
になっても役立ちうると予想し、本教材開発に至った。筆者は 2016 年度から本実践の取り
組みを始め、少しずつ改良を重ねて現在の授業に繋げている。
本稿ではまず、「読み方」とは何かを明らかにするため、「読み方」と題する文献をデー
タベースで検索して調査した。次にその調査結果にもとづき、最新のニュース記事を使っ
て作成した教材の実例を提示した。さらに、今後の教材開発の参考となるよう、学生が「読
み方」のうちのどの項目に難しさを感じているかという困難度認識調査の結果を報告した。

2. 「英字新聞の読み方」の初出とその後の展開
まず、
「読み方」と銘打つ図書はいつ頃登場し、どのような内容だったのか、検討してい
きたい。
堀内（1971）の報告によれば、1918（大正 7）年に出版された赤司繁太郎著『英字新聞
読破自在』
（建文館）が、
「読み方」に関する図書の嚆矢であり、
「英字新聞の読み方に関す
る本が次々と刊行されるさきがけとなった」
（p. 23）
。これは英字新聞の記事を政治や経済
などの項目に分類し、注と訳をつけたもので、今日の「読み方」の入門書とその形式・内
容はほとんど変わらない（堀内, p. 23）
。たとえば、1931（昭和 6）年に出版された松村寛
著『最も実際的な新聞英語の読み方』も、実際の新聞記事が、政治、外交、軍事、経済、
論説等、項目別に分類されていて、語句の解説と全訳が掲載されているのがわかる。さら
に本書には、興味深いことに、
「附録編

英字新聞‐雑記」という形で、見出しや新聞記事

の文章（News Style）
、通信社や新聞社の組織の解説等がある。そこで、これらの点をもう
少し詳しく見ていきたい。
本書では、見出しに関しては、英国の新聞の見出しは名詞を並べているに過ぎないが、
米国の新聞は名詞に動詞や副詞を添え、一つの文になっているという（松村, p. 364）
。ま
た、米国の新聞記事の文章（News Style）に関しては、
「新聞記事は小説を逆に書けばよい。
すなわち climax を真っ先に持って来て、其れに到る経路は後に述べればよい。之は米国
の新聞学校あたりで学生に授ける重要秘訣の一つである」
（p. 369）と述べている。故に米
国の新聞は、まず見出しを読み、次に最初のパラグラフであるリード、あるいは、最初と 2
番目にくるパラグラフを見れば、残りは読まずとも、重要な点だけは判明する。詳しい事
情が知りたければ記事全部を読めばよい（下線部筆者）と、提案している（松村, p. 369）
。
このように、報道記事の場合、重要なものからそうでないものへと展開する逆三角形型構
成と見出しに着目することが効率的な「読み方」の神髄であると述べている。
戦後から今日に至るまで「読み方」と題する図書は、2021 年 11 月現在、国立国会図書
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館で少なくとも 54 件確認でき、そのうちの一冊である『やさしい英字新聞の読み方』（横
尾, 1991）には、米国の英字新聞における逆三角形型構成と見出しの由来について、次の
ような説明がある。
もともと逆三角形型構成の始まりは、南北戦争（1861-1865）にさかのぼる。多くの記
者が前線から新聞社に記事を送ってきたが、なかなか取り上げてもらえない。そこで、重
要事項を全部記事の始めに出して、パンチのきいた躍動感溢れる第 1 パラグラフ（リード）
を考え出し、あとは重要度に応じて逆三角形型の記事を作成するようになったという（pp.
45-46）
。また、見出しに関しては、1898 年米西戦争のさなか、新聞社がニュースを迅速に
読者に提供しようと心掛けて工夫し、今日のように定着したものである。見出しは大きな
よく目立つ活字で、基本的には電報用語でできていた（p. 33）
。
以上、
「読み方」と題する文献を検討した結果、英字新聞を効率的に読むには、逆三角形
型構成と見出しに着目する必要があるということが判明した。そこで、この点に留意して
教材開発を手掛ける試みを行った。

3. 授業の進め方
筆者は、15 回の授業のうち、初回オリエンテーション時には「英字新聞の読み方」とい
う独自に作成したプリント教材を使い「読み方」の解説を行なった。
（付録 1） 「1、 記
事の構成」では、逆三角形型構成や、リードに含まれる 5W1H の由来についても解説した。
「2、 見出しの主なルール」については、佐藤正和著『時事英語単語帳』（2012）の「英
字新聞の読み方入門編」の項目を参照し、
「動詞は現在形で書く」等 9 項目を挙げ、それぞ
れにわかりやすい例文を付けた。
「3、 新聞英語特有の表現」に関しても、上掲書を参照し
「時制の不一致」等、7 項目にまとめた。学生にはプリント教材（付録 1）による学習後、
小テストを受けさせた。また、
「読み方」に関する試験は、初回オリエンテーション時小テ
ストの他に、講義第 7 回目の中間考査と、第 14 回目の期末考査時にも実施した。なお、こ
の「読み方」に関する成績は、全評価の 2 割以下とした。

4. 作問例
実際の記事を使った作問例を、①逆三角形型構成に関連する例、②見出しのルールに関
連する例、③新聞英語特有の表現や時事英単語等その他に関連する例、の順に示す。オリ
エンテーション時小テスト、中間考査、期末考査のいずれも、これら①逆三角形型構成、
②リード、③新聞英語特有表現、時事英単語その他の問題を、組み合わせて出題した。な

《実践報告》
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お、出題の際には、通常難解な語句の「注」をつけるが、ここでは省略した。
作問例 1

逆三角形型構成関連

パラグラフの並べ替え形式問題の正答率は約 80%

次の見出しを参考にして①～③の記事を正しい順番に並べ替えなさい。
「新型コロナウイル
ス」に関する記事（the japan times alpha, 2021/10/15）です。

正解：③→①→②

見出し Japan’s COVID-19 state of emergency fully lifted as infections decline
①The state of emergency, which covered Tokyo and 18 other prefectures, as well as a
state of quasi-emergency in eight separate prefectures ended Sept.30 following a steady
decline in new cases of the coronavirus nationwide and the easing of the strain on the
country’s medical system.
②Businesses such as restaurants and theme parks have prepared for an expected
increase in customers as the government plans to ease restrictions in stages to bring
back social and economic activities.
③The Covid-19 state of emergency was fully lifted on Oct. 1, making it the first time
since April that the entire country is not under the measure.
作問例 2

逆三角形型構成関連

記事の要約の問題

リードを参照してまとめればよい

次の環境活動家グレタ・トゥンベリさんに関する記事（2019/10/4, the japan times alpha）
を読み、要約文の空欄ア～ウを日本語で埋めなさい。ただしアは 2 文字で、イは 4 文字で
書くこと。
正解：ア

国連

イ

気候変動

ウ

世界の指導者たち

見出し Teen activist Thunberg tells UN climate summit: ‘You have stolen my dreams’
Teenage climate activist Greta Thunberg on Sept. 23 opened the United Nations
Climate Action Summit with an angry condemnation of world leaders for failing to take
strong measures to combat climate change - "How dare you," she said.

（以下省略）

（要約文）スウェーデンの 16 歳の環境活動家、グレタ・トゥンベリさんは 9 月 23 日、
（ア

）気候行動サミットで演説し、
（イ

（ウ

）に対する怒りを示した。
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作問例 3

見出し関連

見出しのルールで「冠詞の省略、カンマ（,）は and を表す」

次のリード文にふさわしい見出しを、1～4 から選びなさい。米国メジャーリーグで活躍す
る大谷翔平選手に関する記事です。
（2021/7/23，the japan times alpha）

正解: 4

Los Angeles Angels two-way star Shohei Ohtani on July 13 became the first player in
the 88-year history of the All-Star Game to start as both a hitter and pitcher.
見出し 1, Ohtani becomes the 1st player to hit and pitch in MLB ALL-STAR Game
2, Ohtani becomes the 1st player to hit, pitch in MLB ALL-STAR Game
3, Ohtani becomes 1st player to hit and pitch in MLB ALL-STAR Game
4, Ohtani becomes 1st player to hit, pitch in MLB ALL-STAR Game
作問例 4

見出し関連

主にリードの記事をもとに自分で見出しを考える
ここでは「動詞は現在形で書く」という見出しのルールをあてはめる

次の新聞記事（2017/4/2，the japan times alpha）の見出しを 9 語以内で書きなさい。
正解：British novelist Kazuo Ishiguro wins Nobel Prize in Literature
Kazuo Ishiguro, the Japan-born British novelist who in The Remains of the Day, Never

Let Me Go and other novels captured memory’s lasting pain and dangerous illusions in
precise and elegant proses, has won the Nobel Prize in literature.

（以下省略）

作問例 5

見出し関連

「見出しは略語を多用する」というルール

次の経済記事（the japan times alpha, 2021/4/16）のリードを読み、あてはまる見出しを
1～4 のうちから選びなさい。さらに、下線部の日本語訳を書きなさい。
正解：2

国際通貨基金

The International Monetary Fund will raise its forecast for global economic growth in
2021 and 2022 after last year’s 3.5% contraction, but financial conditions remain highly
uncertain, IMF Managing Director Kristalina Georgieva said on March 30.
1, IMF to grade global growth outlook
2, IMF to upgrade global growth outlook
3, IMF to be graded global growth outlook
4, IMF to be upgraded global growth outlook

《実践報告》
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作問例 6

新聞英語特有の表現 「英語民間試験、大学受験での使用延期」に関する記事（2019/11/15，
the japan times alpha）から時制の不一致を指摘する問題 全文は省略
英字新聞の英文には、新鮮さを与えるため「時制の不一致」が使われることがある。記事
のなかから該当する英文を一つ抜き出しなさい。
正解
‐Education minister Koichi Hagiuda said the ministry will revive the system for over
a year, including whether private-sector tests should be used at all, and aim to
introduce a new system for around the 2024 school year.
作問例 7

時事英単語

2020 年度は、オンラインで出題

正答率は 85%

「不要不急の」という言葉が飛び交っていますが、英語ではどう表現するのか。次の英文
（The Washington Post, 2020/3/25）の空欄に、あてはまる英単語を、書き始めと終わり
のアルファベットに注意して書きなさい。

正解：nonessential

In the face of the global pandemic, most cities and states have ordered (n
businesses to close.

l)

出典：
『英語教育』2020 年 6 月号 pp. 42-43

作問例 8

総合形式

（英文の位置 ＋

語句並べ替えの作文問題

＋

語彙）

次は、映画「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の経済効果について述べた記事です。
（日
本経済新聞 2020/12/9
正解：①【２】

夕刊 2 頁

Step up English）
よく読みあとの問いに答えなさい。

②More than 10 million units flew off shelves during the first 10

days, and total sales have now topped 5 billion yen.

見出し

→

③giveaway

‘Demon Slayer’ anime franchise continues to roll

The Demon Slayer money machine continues to churn out profits while creating its
own lucrative ecosystem.
【１】An animated film based on the popular manga “Demon Slayer (Kimetsu no
Yaiba)” released on Oct.16 has already grossed over 25 billion yen.

The franchise,

supported by a manga, TV series and most recently a movie, has resulted in numerous
product and company marketing tie-ups that have generated hefty sales.
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【２】Rather, it came from strategies carefully calculated to capitalize on the
franchise’s popularity. Sushi restaurant chain Kura Sushi saw same-store sales grow
7.9% in September from a year earlier, apparently from its tie-up with Demon Slayer.
The chain posted its first year-on-year sales growth in seven months despite the
pandemic-related slump restaurants have suffered.

The chain’s hook?

Plastic-sleeve

giveaways featuring Demon Slayer characters. 【３】
Meanwhile, convenience store chain Lawson cashed in by offering 50 items –
including rice balls depicting Demon Slayer characters – timed with the release of
“Demon Slayer: Mugen Train,” the movie version of the manga.
sales /

have now topped /

than 10 million units /

during the first 10 days,

5 billion yen.

/

【４】

(

and total

flew off shelves /

more

)

①次の英文は、文中の【1】～【３】のどの位置に入るか

But success was not by chance.

②【４】 にある語句を、以下の意味になるように並べ替えなさい。
意味→ 最初の 10 日間で 1000 万個以上が飛ぶように売れ、売上高はこれまでに合計
50 億円を超えた。
③次の英文の（
A (

）にあてはまる単語を、本文中から探し、単数形にしていれなさい。
)

is something that a company or organization gives to

someone, usually in order to encourage people to buy a particular product.

5. 調査結果
今後の教材開発に利用できるよう、学習者が「読み方」のうちのどの項目に難しさを感
じているかという困難度認識調査と、
「読み方」の授業をどのように受けとめているか自由
記述による調査を実施した。
項目別困難度認識調査に関しては、
「英字新聞の読み方」
（付録 1）の中から、Headline に
関するルールを 9 項目、新聞英語特有の表現に関するルールを 3 項目取り上げた。被験者
には各項目について、理解するのにいくつぐらいの例文を必要とするかを尋ねた。回答は
以下のように 5 段階に分け、該当するものの番号に〇をつけてもらった。

①動詞は現在形で書く

（←説明文）

0、

説明文だけで充分。例文はいらない

2、

説明文と例文 2 つでいい

4、

難しく感じるので説明文と例文 4 つ以上必要

《実践報告》
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各項目の困難度は、上記の数値（0～4）と件数を掛けたものを合算した。たとえば、上
記「①動詞は現在形で書く」の場合は、0 が 2 件、1 が 23 件、2 が 10 件、3 と 4 が 0 件で
あったので、0×2＋1×23＋2×10＋3×0＋4×0=43

と算出した。必要例文数平均値は、

困難度 43 を、実数 35 から、この授業以前に知っていた既知件数である 2 を引いた 33 で
除した値である。Headline に関する項目別困難度認識調査の結果を表 1 に、新聞英語特
有の表現の結果を表 2 にまとめた。
表 1 Headline に関する項目別困難度認識調査
困難度（満点 140）

項目

（N=35）

既知件数

必要例文数平均値

①動詞は現在形で書く

43

2

1.30

②冠詞は省略される

43

2

1.30

③代名詞の所有格は省略される

44

1

1.29

④be 動詞は省略される

47

1

1.38

⑤受動態や進行形の時も be 動詞は省略される

48

2

1.45

⑥to 動詞の原形は予定を表す

50

4

1.61

⑦コロンは発言者や情報源

46

5

1.53

⑧カンマは and

44

4

1.42

⑨セミコロンは文の区切り、対比等

48

5

1.60

注： 必要例文数平均値

＝

困難度数÷（35－既知件数）

小数点以下第 3 位を四捨五入

表 2 新聞英語特有の表現に関する項目別困難度認識調査
困難度（満点 140）

項目

既知件数

（N=35）

必要例文数平均値

①国の首都名で政府を表す

47

1

1.38

②時制の不一致

61

2

1.85

③文修飾副詞がつかわれる

62

2

1.88

注： 必要例文数平均値

＝

困難度数÷（35－既知件数）

小数点以下第 3 位を四捨五入

表１によると、Headline の必要例文数平均値に関しては、⑥「to ＋ 動詞の原形」は予
定を表す (1.61)、⑦コロン（：）は発言者、情報源 (1.53)、⑨セミコロン（；）は but、 文
の区切り、対比 (1.60) というように、他の項目よりも数値が高く、例文が 2 つ必要である
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ことを示している。さらに、表 2 の新聞英語特有の表現の必要例文数平均値に関しては、
②時制の不一致 (1.85)、③文修飾副詞が使われる(1.88) の項目に、例文が 2 つ求められて
いることが判明した。今後「英字新聞の読み方」のプリント（付録 1）を改訂する際の参
考としたい。
また項目別困難度認識調査の際に、
「読み方」の授業をどのように受けとめているか自由

記述を求め、22 名から回答を得た。これを KJ 法に基づく後藤（2016）の実践記録を参考
として、以下のようにまとめた。括弧内は総合件数を表す。まとまった集合意識を把握す
るため 2 件以上のものを採用した。
表3

英字新聞の読み方の授業に関する自由記述回答

（N＝22）

これまで学ぶことがなかったため英字新聞の正しい読み方を知る良い機会になった（9 件）
し、将来社会人になって読むときも役立ちそうだ（3 件）。 新鮮（2 件）で面白い（2 件）
取り組みであり、授業を受けてみてこれから英字新聞を読んでみたい（3 件）という気に
なった。

しかし新聞英語独特の表現に慣れすぎると自分自身の文法がおかしくなるなど

の支障がでる（4 件）ので、やりすぎないように今くらいの時間配分でよい（4 件）
。

このように「読み方」の授業が概ね好意的に受け止められていることが判明した。1 件
のみの回答としては、「英字新聞が読めたら素敵だと思う」「大学の受験勉強で習いたかっ
た」という肯定的なものから、
「個人的に英字新聞を読んでいるので、わざわざ授業でやら
なくても事足りている」
「英字新聞で使われる英語は独特なのであまり興味がない」という
否定的な記述もあった。さらに「見出しなどのルールは独特なものなので、話す時には正
しい英語を使おうと思った」という回答もあった。今回は任意で行ったものであるが、今
後もデータを蓄積していき、授業を実施するうえでの参考としたい。

6. おわりに
本稿では、社会科学を専攻する大学生が、邦字新聞を読むのと同じように、英字新聞を
拾い読みする技能の育成を目指した独自教材開発の試みを報告した。今後も作問内容に限
らず、
「英字新聞の読み方」のプリント教材の例文も、随時、最新でわかりやすいものに入
れ替えていき、さらに例文の数は、項目別困難度認識調査結果にもとづいて変更していく
予定である。また今回の困難度認識調査は、秋学期の初頭、すなわち、ある程度授業が進
んだうえで実施したものである。同様のものを、授業前の春学期初頭に実施するとどのよ
うな結果がでるだろうか。稿を改めて調査していきたい。
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（付録１）
英字新聞の読み方
★例文の出典

J.T. →

Japan Times

S.T. →

Student Times

alpha → the japan times alpha
A.W. →

Asahi Weekly

表記のないものは、佐藤 (2012) から
★例文は随時最新のものへと入れ替えていきます。下記は 2021 年 12 月 8 日時点のもの

1. 記事の構成

重要な情報ほど前に書かれる「逆三角形の構図」
始まりは南北戦争 (1861-65)

①見出し

Headline の初出は

②リード

Lead：最初の段落

The New York Times 1896 年 6 月 19 日
記事の要約で約 30 語

ほとんどの記事は、見出しとリードを読めば概要がわかる
報道記事の場合は、5W1H を含むことが多い
◎5W1H： when いつ
how

where

どこで

who 誰が

what

why なぜ

何をした

どのように （what, who, when, where の順で頻度が高い）

③本文 Body：リードの内容を補う

２．「見出し」 Headline の主なルール
①動詞は現在形で書く

◎事件や事故のなまなましさ、臨場感をだすため

Government raises consumption tax

A.W.

2019/10/13

②冠詞、代名詞の所有格、be 動詞は省略される
(A) Man (is) on (the) moon

人類月に

(The) First Rugby World Cup in Asia kicks off in Tokyo
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③受動態や進行形の時も、be 動詞は省略される
Man arrested

◎arrested の前に be 動詞の

was が省略されている

Oil spill widening

alpha 2019/3/29

Plastic (has been) found even in (the) deepest ocean animals
④予定を表す「to ＋

will, plan to, be scheduled to

動詞の原形」

Princess Mako, Komuro to marry, live in NY

等の意味

A.W.

2021/9/19

⑤コロン（：）は発言者、情報源

alpha

2020 likely world’s second-hottest year: UN

2020/12/25

⑥カンマ（ ,）は and
Princess Mako, Komuro to marry, live in NY

A.W.

2021/9/19

⑦セミコロン（ ; ）は but、 文の区切り、対比

alpha

Biden elected president; Trump won’t concede

2021/1/1

⑧短縮語・略語の多用
international

⇒ Int’l

International Monetary Fund

⇒

IMF

⑨見出し独特の短い動詞・名詞の使用
criticize

⇒

rap

intend, hope 目指す、希望する

⇒

eye

３. 新聞英語特有の表現
①文中にある Tokyo のような都市名は、その国の首都で政府を表す
Washington

London

米

英

Beijing

中国

②分詞構文の多用

◎文を簡潔にするため

③同格用法の多用

◎肩書、年齢、言葉の内容等

Nintendo Co., creator of Super Mario and Pokemon,
④しばしば関係代名詞を省略

～

◎文を簡潔にするため

A 24-year-old man, (who was) arrested Sunday on suspicion of killing a camera
shop owner ～
⑤時制の不一致

◎新鮮さを与えるため

Ueno Zoological Gardens said they still can’t tell the cub’s weight or sex.
S.T. 2017/6/23
⑥文修飾副詞の多用

◎reportedly，allegedly 伝えられるところでは
apparently,
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A man was arrested Aug.7 after allegedly stabbing or punching 10 passengers
on an Odakyu Electric Railway commuter train in Tokyo on Aug. 6, police said.

alpha

2021/8/20

⑦群形容詞（ハイフンでつないで造語した形容詞）の多用
JSA apologizes over women-in-ring incident
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英語遠隔授業に対する学習者の認識：
大学における事例
Students’ Perceptions of Remote EFL Lessons:
A case in a higher education context

小林潤子
駒澤大学

Abstract
The purpose of this study, which spans approximately eight months, is to inquire
into students’ perceptions of remote EFL lessons conducted via Zoom. Data were
obtained from university students who took English lessons over a period from
May to December in 2020, when virtual classes were substituted for in-person
ones because of the spread of COVID 19. Twenty-six first-year students answered
questionnaires in July and December. Also, five sophomores responded to
interviews in July 2021. The researcher used a Narrative Frame to collect data
and the Grounded Theory Approach to analyze them. The results revealed that
students identified both positive and negative aspects of online learning.

キーワード:

remote lesson、 online、Zoom、perception、COVID19

①英語 IB (Reading /Wring)（1 年生必修科目）
科目名

②英語 IIB (Reading /Wring) IIA（Listening/ Speaking）
（2
年生必修科目）

対象者とクラス人数

学習の目標

《実践報告》

①2020 年度大学 1 年生 21 名、27 名（使用データ 26）
②2021 年度大学 2 年生 5 名
①IB 英語の読解力・作文力を高める
文力を高める

②IIB 英語の読解力・作

IIA 英語の話す力・聞く力を高める
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1. はじめに
COVID19 に直面して、多くの教育機関は、オンラインやオンデイマンドなどのシステ
ムを使って遠隔授業を実施した。これまでに指摘されてきた遠隔講義の利点や問題点を簡
単にまとめると次のようになる。
利点はその柔軟性であり、多様性である。感染の可能性を減らすことができること、遠
隔からの参加が可能なこと、通学時間が節約できること等が考えられる。欠点としては、
接続障害、機器の問題がある。また、学生と授業者、学生同士の相互のコミュニケーショ
ンの取りづらさや難しさなども指摘されている（山田, 2021；Serhan, 2020）。この実践の
目的は、緊急事態の中で英語を学習することに対し、上記のような長所短所に関して学生
自身がどのような認識を持って取り組んでいたのかを理解することである。

1.1 主要な用語の定義
遠隔講義の形態としては、Zoom オンラインの形態を対象とした。この実践による調査で
は、学生が遠隔講義に関して、どのように「感じていたか」
「どのような気持ちで取り組ん
できたか」を理解したいと思っている。こうした学生の心的状態をここでは「認識」
(perception)と呼び、この認識に複数の側面があるとの前提に立つことにする。本実践の
調査では、
（1）技術面、
（2）学習、
（3）社会的側面、
（4）学生生活の 4 側面を扱う。Macintyre

et al.（2015）は、感情と第二言語学習に関して、プラスに働く感情（positive-broadening
power）は学習者が将来の自分自身の状態を想像する力となる、と述べている。また、
Miyahara（2015）は、“. . . recently the relationship between language, culture, and
identity has increased the awareness of the role of affective factors: emotions are now
considered to play a major role in the e-learning process” (p. 44）と述べ、e-learning に
おける情意面の役割の大きさを指摘している。さらに、上記（3）の社会的側面については、
Van Kleef et al.（2016）は、
「感情は本質的に社会的側面があり、他者の様々な影響を受
ける（ページ記載なし）
」とまとめている。本実践では、社会問題、特に COVID 19 によ
って引き起こされた感情的な心の状態やそうした感情の推移を研究するとともに、彼らが
学習や講義に向かう態度などの変化を分析する。
方法論としてこの緊急事態における理論を分析するために、グラウンデッドセオリーア
プローチ（Strauss & Corbin, 1998）を選択した。オンラインで約 8 か月間講義に参加し
た学生の学習の実態を理解し、彼らの認識を理解して、説明（理論立て）をしようという
ものである。データの収集は、ナラティブアプローチの理論に基づき、ナラティブフレー
ムを使用して行った（資料 2 参照）
。このフレームは、未完成な文を完成する形で作成した
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ストーリーテンプレートである（Barkhuizen et al., 2014, p. 45）
。このフレームは、多く
の参加者からのデータを収集するのに使われ、参加者がみずからにとってはなじみのない
研究内容を書くのに有効であるとされている。

2. 先行研究と実践の目的
2.1 先行研究
著者が参考とした先行研究の範囲では、論文を 4 種類に分類することができた。レッス
ンの導き方に関するもの（大谷, 2021; 東矢, 2021）、講義スタイルに関するもの （岩尾,
2020）、遠隔教育の有効性に関するもの（Kawasaki et al., 2021; 高橋, 2020; 市川他, 2021;
石川他, 2021; 田村, 2021）、学生の態度に関するもの（Serhan, 2020; Loton et al., 2021）
である。
遠隔教育の有効性については、Kawasaki et al.(2021)が、2019 年度の対面授業と 2020
年度の緊急遠隔授業を比較し、遠隔授業が対面授業と同じくらい効果的であることを確認
した。また、高橋（2020）も、オンライン授業でも学生には対面授業とあまり変わらない
印象を与えることができる（p. 114）と述べている。学生の態度に関しては、Serhan（2020）
の報告によれば、学生たちは遠隔授業に対して否定的な考えも持っている。利点は理解し
ながらも、人間関係の構築のしにくさなどをあげている。Loton et al.（2021）は、2020
年度の学生によるアンケートの結果を、過去 3 年間の結果と比較して、学生の満足度はプ
ラスに推移したとの結果を得た。学生たちの 2020 年度のオンラインでの学習に関わる質的
研究がいくつかある。Huy（2021）は、focus group interview を分析した。Zoom を使用
した英語授業に関わる要素として 5 つの factor （Surroundings, Teacher, Feelings,
Inefficient strategies to study online, Student role）をあげている。他にも多くの研究者
がこの時期の学習や学生の様子を分析・報告している。

2.2 目的・この実践で調査したいこと
緊急事態宣言を受けての大学におけるオンラインレッスンをテーマにした研究の多く
は、研究者や授業者の観点からのものである（大谷他, 2021; 岩尾, 2020; Kawasaki et al.,
2021 など）。ほとんどの研究は 2020 年度の最初の学期にのみ実施された（Serhan, 2020;
Loton, et al., 2021 など）。本実践の目的は、オンライン授業についての学生の認識が、オ
ンライン授業の進行にしたがってどう変化したかを調べることである。こうした授業の必
要性が急激に高まっている現在、学生の認識から得られる教育的示唆は貴重であると考え
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られる。
先行研究の中には学生の講義に対する態度や姿勢などを分析したものもあり、特に質的
研究では、本実践におけるものとは異なるアプローチ方法を用いて学生の心情について研
究したものもある。本実践では 2020 年度の前期と後期という期間の中で、オンラインの講
義に学生達が学習（特に英語学習）に対して持った認識を分析した。調査で明らかにした
い項目は次の通りである。
リサーチクェスチョン：
オンライン授業に対する学生の認識は、授業が進行するにしたがい、同一年度の 7
月から 12 月にかけてどう変化したか。具体的には、（1）技術面に関わる認識、（2）
学習に関する認識、
（3）社会的側面に関わる認識、
（4）学生生活に関わる認識、の 4
側面における変化はどのようなものであるか。

3. 実践の概要
参加者は、東京都内の私立大学において 2020 年度に英語 IB を受講した 26 名（48 名の
参加者がいたが、比較する項目について、7 月と 12 月の両方に記載していた参加者は 26
名であった）、および 2021 年度、英語の必修科目である IIB（Reading/Writing）と IIA
（Listening/ Speaking）のクラスの中でインタビューに応募してくれた 5 人の 2 年生であ
る。IB は 1 年生の英語の必修科目で Reading と Writing を学ぶ。講義はすべて Zoom を
使って行った。参加者はみな著者が週に一度担当している授業の学生である。
前期 7 月の最終の講義で、参加者に「英語と私」と題したナラティブフレームで英語の
学習や遠隔講義などに関してコメントを記載してもらった。後期の最後 12 月（2020 年度）
にほぼ同様のナラティブフレームに回答を依頼した。今回使用したのは、そのすべての内
容ではなく調査に関連する部分のみである。さらに 2021 年度には、5 人の 2 年生にインタ
ビューを行い、2020 年度の学習経験について話を聞いた。この 5 名は、2020 年度の英語
IB 受講の学生とは別の学生である。データの収集に当たっては、調査の内容は成績などに
は一切反映しないこと、個人情報がわからない形で使用することを確認した。インタビュ
ーに答えてくれた学生にも同様の説明を行った。

4. 分析結果
分析の手順は次のとおりである。集計されたデータは前期と後期について別々にグラウン
デッドセオリーアプローチの手法で分析をした。もとの記載事項からのコーディング後に
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データを切片にした。各切片には切片番号をつけた。内容によって同一の記述や近い記述
をカテゴリーにまとめ（axial coding）、さらに理論を分析した（selective coding）
。イン
タビューに関しても同様な手法を用いて分析をした（資料 1 参照）
。
分析の結果、5 つの要素（理論）を読み取ることができた。詳細は 4.1 以下に記載する。
1）オンラインの使用に関する項目では、この状況の中で次第にオンラインでの利点や快適
さを理解していったと思われる記載が多い。
2）コミュニケーションに関しては、前期に比べるとコミュニケーションの取りづらさはや
や解消したものの、オンライン独自の問題であるやり取りの難しさは、後期末までに解消
できていないようである。
3）英語学習に関しては、学生たちが努力して継続した様子が窺える。
4）グループ学習に関しては、学生たちが協働学習の利点を理解して、特に後期にはよく協
力して行った様子が書かれている。
5）学生生活に関しては、遠隔授業の気軽さ・安全性・時間の有効利用などが述べられた。

4.1 １年生のナラティブフレームによる回答の分析
以下 2020 年度のナラティブフレームによる回答の分析結果を報告する。斜体字の部分は、
学生の記載のうち極力もとの言及を尊重してある部分である。
オンラインの講義に関しては 2 回とも記載が多く、前期利点 25 例、欠点 12 例あった。
＜前期利点＞ （切片番号 15）今は Zoom で授業を受けていますが、私は授業を受けや

すいです。
＜前期欠点＞（切片番号 62）…Zoom だと話していない人の表情にまで気を配ることは

難しかったです。
後期は利点 45 例、欠点 9 例であった。特に利点に関しては、Zoom に関するもの 6 例、
オンラインの快適さに関するもの 21 例、講義の快適さに関わるもの 18 例であった。
＜後期利点＞（切片番号 61）対面じゃなくても楽しく授業が出来ることに驚きました。
＜後期欠点＞（切片番号 1）オンライン授業というものがこれほど大変だとは思っていま

せんでした。
英語学習については、学生たちは困難さよりもオンラインで英語の勉強ができるという
点に気づいて前向きに受け止めている。前期の記載は 9 例、後期にはその数が増えている。
＜前期＞（切片番号 14）英語はオンライン授業でも知識を深められるのだと感じる事も出

来ている。
後期に関しても 20 例の記載があり、
「課題が多い」という不満以外にはマイナスの記載は
なかった。＜後期＞（切片番号 105）英語は楽しんで学んだ者勝ちということです。

《実践報告》
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コミュニケーションの障害や取りづらさに関しての記載は、前期・後期ともに多かった。
＜前期＞（切片番号 22）機材トラブルなどで先生の指示を聞き逃す、ということもある。
＜後期＞（切片番号 103）他者との交流が大変だったと感じています。
グループでの学習については、前期はグループに関しての記載は 4 例あったが、後期は
29 例あった。信頼性や意欲、安心感という内容でまとめることができる。
1） 同一グループ内での信頼が高まる （切片番号 75）友達とはあったことがないが信用

できる仲間ができた気がします。
2）意欲にも影響

（切片番号 94）後期になってクラスの皆のグループセッションへの参

加意欲が高まったような気がしています。
3）安心感 （切片番号 159）見知った面子と一緒に授業を受けられることはやはり安心で

きる要素でした。
生活に関するもの、その他の項目については、前期後期とも記載の数は少ないが、
＜前期＞（切片番号 19）教室での講義と比較すると通学時間が省けるという大きな利点が

あると考えます。
＜後期＞（切片番号 132）個人的には学校に行かなくて済んだので楽でした。
といったリモートの学習の利点があげられた。また、感染が多い地域へ行くことの怖さを
あげていた。リモートをしたことが将来に役に立つという記載もあった（切片番号 102）。

4.2 インタビューの分析
遠隔講義については、2020 年度後半からいくつかの講義で、Zoom や Meet で授業が開
始されたということであった。その有効性について学生たちは次のように述べていた。
（切片番号 70）あの勉強したいと思うならば、そのズームとかで。 そのやったほうが良

いんですけど…
反面その中での苦労については、次のように述べていた。
（切片番号 59）孤独だったのがあります。 何したらいいのかわからない。
英語学習に関して、講義で出された課題・学習については、学生は英語学習以外の一般
事項についても述べている。課題が多いこと、本当の学習になっているのかとの疑問（切
片番号 133）
、課題のやり方への戸惑い（切片番号 143）などを述べていた。講義の工夫に
ついてのコメントもあり、授業者の工夫をポジティブに受け止めていた。
（切片番号 34）ちゃんと評価してくれてるって気持ちもある。
コミュニケーションについては、学生たちは会議システムの中でやりとりができたこと
（切片番号 24）
、取りづらさ（切片番号 111）などを述べている。
グループ学習・活動については、利点ばかりでなく、
「わからないことがあると時間を無
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駄にしてしまう」というマイナス面にも言及があった（切片番号 76）
。
（切片番号 112）グループワークとかが多いじゃないですか。 …友達をつくることができ

たんですけど…
その他生活の利点に関しては 1 年生の内容と似た言及であった。時間の有効利用、孤立
感、だらけなどを述べていたが、
（切片番号 89）ほかの世代で楽しめたのに、今ぼくたちの世代が楽しめてないかなんか？

残念だなと思います。
という感想もあった。しかしながら、この事態の中で、不安やわからないことがあるとメ
ールで担当の教授に連絡を取れることから来る安心感も述べられた。
（切片番号 120）…連絡相談を通せば 絶対 話せるじゃないですか、先生と一対一で…
2021 年度の講義について聞いたところ、2021 年度（2 年生になってから）は、教室とオ
ンラインを同時に行っているハイブイリッド授業の時期であったが、
（切片番号 50）やるなら完全に対面がいいなあっ…
（切片番号 53）席がないんですね。とにかく廊下に。でなんか空き教室みたいなのを大学

が開放している時もあるんですけど。なんか基本的には「静かに」みたいな感じなの
で…
など、この時期の特徴を反映したと思われる意見が述べられていた。

5. まとめ
前述の 5 要素と各リサーチクェスチョンとについて、ここで結果をまとめたい。
1）技術面に関わる認識について
オンラインの使用に関しては、参加者達は、前期からオンライン会議システム Zoom を
使うことの利点と欠点を理解して講義に参加していた。自宅で安心して教室に近い形で講
義に参加できる一方、質問がし難いこと、まわりの空気や雰囲気を読み取ることができな
いこと、なども述べている。後期は前期よりも多くの利点がのべられている。Zoom に関す
るもの、オンラインの快適さに関するもの、講義の快適さに関わるものなどである。高橋
（2020）は「学生には対面授業とあまり変わらない印象を与えることができることが判明
した。」
（p. 112）とみずからの調査の結果を述べているが、本実践においても、学生たちは、
遠隔講義に慣れてくるにしたがって、前向きにとらえて参加していたものと思われる。
2）学習に関わる認識について
英語学習に関しては、
「課題をやるにも困ることがたくさんあります。
」というマイナスの
記載もあったが、学生たちは、困難さよりもオンラインで英語の勉強ができるということ
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に気づいて前向きに受け止めている。後期では、特にその記載が増えていて「楽しんで学
習している」
「快適に学習している」という回答があった。課題の多さや、困難さなどを述
べている回答も多くあったが、
「英語の力がのびた」という記載もあり、学生たちは努力し
て学習していたと言えるかもしれない。
3）社会的側面に関わる認識について
コミュニケーションに関しては、Aguilera-Hermida（2021）が、“…, students reported
that the lack of interaction with professors and students was a challenge for them.”と述
べているが、本実践の参加者達も意見の伝わり難さ、質問のし難さ、雰囲気の伝わり難さ、
などを後期にもあげている。機器の扱いの大変さや、Wi-Fi の不具合などが後期でも続い
たが、後期の方のこうした記載が半分に減っていることから、学生たちが、機器の取り扱
いに慣れ、オンラインであっても級友とのやり取りなどがしやすくなったと認識したもよ
うである。
グループ活動に関する記述としては、前期は 4 例であったが、後期には 29 例と記載の数
が多くなった。同一グループ内での信頼が高まったこと、学習意欲にも良い影響を与えた
こと、安心感が持てたことなどが述べられた。この講義では、学生たちは一年間同一グル
ープで活動し、協力して読解活動や発表活動などを行った。講義以外にも必要があれば自
分たちでオンラインの作業をしていた。田村（2021）は「受講者の 3 分の 2（66.7％）が，
他の受講者や教員との一体感を感じられると回答している。」（p. 340）と述べている。本
実践の授業も、コミュニケーションの機会の少ない中で、人間関係を作る機会を提供でき
ていたかもしれない。廣森（2006）は、関係性が動機向上の要素となると指摘１）している
が、本実践の授業も関係性を高めて学習の意欲を増進させる上で効果があったのかもしれ
ない。
4）学生生活に関わる認識について
この側面に関しては、通学時間の節約、遠隔授業に参加する気軽さ、感染対策などが挙
げられている。また、授業に集中できたことや将来に必要な技術が身に付いたなど、ポジ
ティブな記載が多かった。しかしながら、孤独感・孤立感を記載した学生もいる。
Onwuegbuzie et al.（2021）は、“The most compelling meta-theme—[…]—is the mental
health needs of students.”(p. 14)と分析結果を報告しており、学生の精神的な面のサポー
トは、大切な項目の 1 つであると考えられる。オンラインの会議システムを使うことによ
って、学生たちが能動的に講義に参加できるようになったこと、英語学習の効果を理解し
て前向きに取り組んだこと、コミュニケーションや通信機器に関する問題が後期に減った
こと、学生たちがグループの活動を通して後期までの間に良い人間関係を構築できたこと、
などが明らかとなった。
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リサーチクェスチョンに対応する調査結果は以上の通りである。上記項目（1）から（4）
を総括すれば、学生たちが、オンラインレッスンの可能性を理解し、次第に能動的に、ま
た楽しさを味わいながら受講するようになったこと、および、様々な困難（通信の問題・
機器の取り扱いの難しさ・コミュニケーションの取り難さ・孤立感など）をある程度克服
することができたことが指摘できる。さらに、コミュニケーションの障害は残るものの、
オンラインによる毎回の講義への参加やグループ活動などを通して、前期よりも後期のほ
うが積極的に学習に取り組めるようになったこと、それに伴いグループ内での信頼感も持
つことができるようになったと思われること、オンラインの学習に対して、ある程度納得
し、安心して取り組めるようになったこと、などをあげることができる。

6. 教育的示唆とリミテーション
本実践から得られた教育的示唆としては、次の項目をあげることができる。オンライン
学習について肯定的なコメントをした例が多かったので、オンライン学習は今後とも活用
する価値がある。グループワークを含む英語学習が円滑に進む、とのコメントがあったこ
とから、教師は、オンラインの長所をさらに活かす研究を行うべきである。一方、質問が
しにくい、といったコミュニケーション上の問題への指摘があったことを考えると、オン
ラインの状況のもとで授業内コミュニケーションがうまく成立するよう、対面の場合とは
違った指導スタイルが開発されなくてはならない。教材や課題の作成などの分野で、今後
深い研究が望まれる。石川他( 2021)は「教員が，パンデミックの『おかげ』で授業を構成
するスキルを向上させ，今では日常の一部になるなど成長を遂げたのだと思う。」(p. 6)と
述べている。市川他（2021）も「これらの学びを生かすことにより，コロナ禍後には以前
よりも進化した対面授業を提供することができるであろう。」（p. 226）とまとめている。
オンラインのスキルを今後前向きに生かし、遠隔地や海外在住の学生に向けての対応や、
登校できない学生などへの活用を考えることができると思われる。
この実践のリミテーションとしては、
「調査者と授業者が同じであることのディメリット」
である。学生達が率直な意見を述べることの障害になっていたかもしれない。客観性を考
えると調査者は参加者とは関係のない人がふさわしい（南浦・柴田，2015）が、本研究で
は、調査の状況（緊急事態宣言中であったこと）や調査の都合（他のクラスに調査を依頼
できなかったこと）から、このような形をとった。
また、同じ学年の極力レベルの似た学生からデータを取ろうとしたために、参加者の数
な少なくなった。だが、パンデミック下での生活を真摯に振り返った多くの記載が得られ
たことに対し、参加者に感謝したいと思っている。
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注
１）

学習者の内発的動機づけを高める方法として、自律性・有能性・関係性を高めることが重要である

とされており（廣森, 2006)、ここでは、グループ活動により、関係性が高められ動機に繋がった可
能性がある。
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資料１
Narrative Frame の分析によって導き出されたコードのまとめ（前期の一部のみ）
前

期

セレクティ

切片
アクセル・コード

ブ・コード

コード(番号は切片番号）例
数

コミュニケーションの障

また、対面でないのでコミュニケーションが取りにくいな
5

害など

と思いました。40
たまにネット環境が悪く思うようにいかないことがあるの

インターネットの環境

1
でネット環境を良くしていきたいです。38

コミュニケー
ションや,ネッ

画面越しだと先生や友達に伝えたいことが伝わりにくく大
伝わりにくさ

8

ト環境に関わ

変です。37

るもの

機材トラブルなどで先生の指示を聞き逃す、ということも
機器の障害

1
あるが

22

自宅の自室でオンライン授業を受講しているので、クラス
1

孤立感

メイトが一人もおらず、とても寂しいです。2

資料 2
ナラティブ・フレーム（該当箇所のみ）

長くなっても構いません。

英語学習に関する調査用紙
注意事項：まず最後まで目を通した後で、空白の部分を自由に記入してください。なお、極力全体が
1 つの物語になるように考えて書いてください。
（ID
英語と私

）

打ち込む時は黒字にしてください

高校時代私の英語学習について述べます。高校の英語の授業で印象に残っているのは
….
現在今は Zoom で授業を受けていますが、

教室での講義と比較すると

….
これで私のレポートは終わります。
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2021 年度 第 1 回研究会 (講演)

小学校教科化を受けた中高の英語指導と新しい 3 観点評価告
講演者：

阿野 幸一 氏［文教大学］

司会者：

浅利 庸子 氏［早稲田大学］

日

時：

2021 年 4 月 24 日(土) 17：15～19：00

会

場：

オンライン ZOOM 開催

【概

要】

2020 年度から小学校で教科としての外国語学習がスタートし、2021 年度から中学校
で、そして 2022 年度から高等学校で新学習指導要領が施行されます。中学校の教科書
も大きく変わり、これまでの 4 観点の評価が 3 観点の評価へと変わります。小中高の連
携をどのように考えたらいいか、そして、3 観点の評価を英語指導にどう生かすかにつ
いてご提案させていただき、みなさまとよりよい英語指導と評価について考える機会と
なれば幸いです。

【参加者後記】
小学校において英語教育が教科としてスタートすることで、中学・高校がどのように対
応すべきか、大変勉強になる素晴らしい時間であった。特に、中学・高校教員の役割とし
て「中学教員は知識の整理＋上書き」が必要で、
「高校教員はこれまで学んだ知識を組み合
わせて活用」できるように生徒への支援を行う必要性を改めて学ぶ機会となった。小学校
での教科化を受け、中学・高校教員は「それまでの学習を引き継ぐ」イメージを持って指
導する重要性が挙げられた。
評価項目がこれまでの 4 観点から 3 観点に変わることで、どのような活動が、どの観点
に当てはまるのか、具体例を交えて解説していただいた。そしてなにより、評価は生徒の
学習改善につながるように、教師の指導改善につながるように活用する必要性を学ぶ素晴
らしい機会となった。
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2021 年度 第 2 回研究会

(ワークショップ)

英文朗読におけるイントネーションの明示的選択：
『不思議の
国のアリス』の冒頭部分を例に
発表者：

久保 岳夫 氏［開成学園 講師］

司会者：

浅利 庸子 氏［早稲田大学］

日 時：

2021 年 5 月 29 日(土) 17：15～19：00

会 場：

オンライン ZOOM 開催

【概

要】

英語学習において音読の重要性が高いことは言うまでもありませんが、多くの種類の
英文構造や文脈に即応して音読するとなると、「練習量」や「慣れ」といった比較的明
示性の乏しい量的な概念に委ねがちとなり、英文のどういった音声面、とりわけイント
ネーションに着目して音読すればいいのかという質的な概念は見過ごされがちになっ
てしまいます。本発表では、 O’Connor & Arnold らによってまとめられたイントネー
ションシステムを概観しながら、Alice’s Adventures in Wonderland（邦題『不思議の
国のアリス』）の冒頭部分を例に、英文構造のどういった部分に着目してイントネーシ
ョンを選択すべきかを考えます。

【参加者後記】
小講演は、おおまかに 3 つの部分に分かれていた。第一に、J. D. O’Connor and G. F.
Arnold, Intonation of Colloquial English, 2nd ed. (Longman, 1973)の枠組みにのっとり、
イギリス英語のイントネーションに出現する「チューン」の各部分が紹介された。第二に、
それらの部分が組み合わさっている典型的な「音調群」のうち、下降調に焦点が当たって
いる 3 種類が紹介された。第三に、
『不思議の国のアリス』の冒頭部分を朗読するとすれば、
どのようなイントネーションを使えばよいか、という考察が行われた。
第一の、チューンの部分に関する説明においては、英語の文を言うときに行うべき 6 項
目の事柄が列挙された。すなわち、英語を言う人は、(1)言うべき部分の音節数を数え、(2)
強勢の位置を把握し、 (3) 核の位置を把握し、 (4)核音調を選択し、 (5)核の前にある音節
（もしあれば）の言い方を考え、(6) 核の後ろにある音節（もしあれば）の言い方を考える
必要がある。
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第二の、音調群に関する説明においては、(a)「高頭部（または階段頭部）＋低下降調」、
(b)「高頭部（または階段頭部、または高下降調）＋高下降調」
、(c) 「上昇頭部（または登
頂頭部）＋高下降調」のパターンが紹介された。
このあと、話題は、第三の、具体的な文に具体的なイントネーションを当てはめる作業
に移った。ここでは、第一の部分で挙げられた 5 種類の作業が必要になる。講演者は、
『不
思議の国のアリス』の冒頭の 60 語弱の英語を使い、これを 3 つの短い部分に分け、それぞ
れの部分をどのようなイントネーションで朗読すべきかを、練習問題形式で参加者に問い
かけた。また、講演者なりの解答を紹介し、実際に音読を行った。
以上列挙した各概念の詳細をここで述べるスペースはないが、講演を通して、
（ア）イン
トネーションは分析可能であること、
（イ）イントネーションは小さなパーツから成り立っ
ており、パーツが組み合わさっていくつかの典型的なメロディーが出来上がっていること、
（ウ）こうしたメロディーは、話者の気持ちを反映していること、
（エ）メロディーの選択
については、必ずしも正解がひとつあるわけではないこと、といった点が伝わったと思う。
音読指導は英語教育において広く行われているが、強勢の位置や区切りに焦点が当たるこ
とが多く、イントネーションが分析的にかつ詳細に扱われることはまれである。今回の講
演は、音読指導に専門的な知見を取り入れる試みを示したものとして、非常に意義のある
ものだった。この分野で重要な文献がカバーされた参考文献リストも提示され、有用な情
報が豊かに提供された会となった。
[文責：松坂ヒロシ]
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2021 年度 第 3 回研究会

(講演・ワークショップ)

学習者の自律を促す英語学習アドバイジング：多様な形態のセ
ッションに着目して
講演者：

守屋 亮 氏［早稲田大学教育学部 助手］

司会者：

肥田 和樹 氏［早稲田大学教育学部 助手］

日 時：

2021 年 6 月 26 日(土) 17：15～19：00

会 場：

オンライン ZOOM 開催

【概

要】

外国語学習は教室内で完結するものではなく、近年の学習機会や学習リソースの多様
化に伴い、教室外での学習も重要性を増しています。本発表では「主体的な学び」を支
える学習者オートノミーに着目し、それを育む実践例の 1 つである英語学習アドバイジ
ングを取り上げます。英語学習アドバイジングはアドバイザーと学習者の協働的な対話
による個別的なセッションが主ですが、教室内アドバイジングや文書アドバイジング、
学習者同士によるピア・アドバイジングなど、常駐のアドバイザーが居なくても様々な
形態でそれぞれの文脈に応じて取り入れられています。当日は学習者オートノミーや英
語学習アドバイジングの研究を概観し、実際のセッション例やアドバイザーに求められ
るスキルなどについて紹介します。加えて、アドバイザー・トレーニングなどで扱われ
る複数のアクティビティーを通して、少しでもアドバイジングを体験してもらえたらと
思います。実践のフィールドや学習者層はそれぞれ異なれども、参加者の方々と明日の
実践へのヒントを一緒に考えていければ幸いです。

【司会者後記】
講演の前半では、過去の研究を概観することで、学習者オートノミーとアドバイジング
について紹介され、後半には実際に生徒・教員・観察者に分かれロールプレイを行なった。
学習者オートノミーは「自立」ではなく「自律」を示し、自分の学習に関する意思決定
を自分自身で行うための能力であり、学習の目的や内容、学習のペースや場所などを自分
で選べることである(青木＆中田, 2011, p. 2)。さらに、自律的学習態度を育成するためには、
学習者中心の教育が必要であり、その中で教員は学習者の必要に応じて支援をする立場で
ある(津田, 2013, p.44)ことも紹介された。
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言語学習アドバイジングとは、学習者との対話を重要視し「自己主導型学習」を促す支
援活動である(黒田, 2016)。さらに、アドバイジングの必須 3 スキルとして、
「承認：相手
の存在を認め、問題点や解決策を一緒に考える」
「傾聴：相手に共感しながら耳を傾け、相
手の主張を捉える」「質問：相手に気づきを与え、対話を深める」が挙げられた。
実際のアドバイジングセッション例をもとに、アドバイザーの発言や学生の発言を分析
し、使用されている言葉や相手の発言の引き出し方などを学んだ。そして、講演会の参加
者がそれぞれアドバイザー、相談者、観察者の役割を演じながら、実際にアドバイジング
セッションを体験した。
目まぐるしく変化する英語教育において、ポスト・コミュニカティブ・アプローチの 1
つであるアドバイジングを学び、実際に体験することで、これから自律した学習者を育成
するためのヒントを学ぶことができ、有用な情報と体験がふんだんに盛り込まれた会とな
った。
［文責：肥田和樹］
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2021 年度 第 4 回研究会

(講演)

Narratives in Language Learning Research: Developing a
Reflexive Framework (語学教育におけるナラテイブ分析 －
リフレックシブなアプローチの導入）
講演者：

宮原 万寿子 氏［元 国際基督教大学 リベラルアーツ英語課程］

司会者：

小林 潤子 氏［駒澤大学 非常勤講師］

日 時：

2021 年 7 月 17 日(土) 17：15～19：00

会 場：

オンライン ZOOM 開催

【概

要】

Despite the proliferation of narrative studies in the area of language learning
research, methodological issues that emerge in the research process, particularly,
ideas and practices relating to analyzing and reporting narrative data are areas
that still warrant much discussion. Using data collected from a study that offers a
unique perspective on the understanding of the process of L2-identity construction
and development (Miyahara, 2015), this article argues the importance for
researchers to develop and establish a space for critical and reflective thinking
throughout all phases of the research process. The article concludes by presenting
an analytical model for narrative studies that features reflexivity as its prime
component
（ナラテイブの研究アプローチを使った語学教育の研究は近年、非常に増えている傾向
にある。ただし、ナラテイブ研究における分析方法は必ずしも語学教育の分野では十分
に追求されておらず、理論化がまたれる状態である。本稿では学習者の L2 アイデンテ
イテイ構成を探った研究データを使用し、 reflexivity（再帰性）を柱にナラテイブの
一つの分析方法を提案するものである。）

【司会者後記】
宮原先生は質的研究の代表的研究者でいらっしゃいます。2 時間余りの講演にもりだく
さんの内容をお話頂きました。また、ご本人の研究の経験を含めて、わかりやすくまとめ
てくださいました。この後記では簡単にその内容を紹介させていただきます。
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＜Part 1 質的研究と量的研究の比較＞
「湖の夕日」の写真を用いて、夕日、湖、町、船などの実際に見えるものは量的研究の領
域で、中にいる人の気持ちや見ている人の気持ち・写真を撮った理由などといった実際に
見えていないものが質的研究の領域であると例えてくださいました。次の様々な比較を示
して頂き、2 つの研究方法の違いがよりよくわかりました。これは対立するものではなく、
研究がどちらの要素が大きいかによって、立ち位置が決まってきます。次の表をご覧にな
ると違いがよくお分かりになると思います。
<Qualitative>

<Quantitative>

Emerging design

Fixed design

Participants' views

Researchers View

Complex picture

Narrowed picture

Researchers’ subjectivity

Objectivity valued

Context/setting important

Contrived setting

Open-ended data collection

Closed ended data collection

Inductive data analysis

Deductive data analysis

Flexible writing structure

Highly structured writing

＜Part 2

理論的根拠＞

質的研究では、Philosophical assumption が理論の根拠となります。紹介頂いたものは、
Creswell の 4 つの理論で、ontology (what is reality?)、epistemology (how reality is
known?)、axiology (role of values; how are the values expressed in the research?) ,
methodology (how is the research conducted?)です。哲学的な基盤ができていないと、研
究は成り立たないということでした。
質的研究の方法について Creswell は次の 5 つをあげています。（Five Traditions in
Qualitative Research ） 1. Narrative Research
4.Phenomenology

2.Case Study

3.Ethnography

5. Grounded Theory（Creswell, 2013, 2018）です。他の研究者はこ

れに Action Research を加える人もいるそうです。
＜Part 3

Narrative research の例＞

ここでは、先生のご研究を一部紹介してくださり、Narrative approach の実際の分析を
ご紹介頂きました。語った人のことを聞いてそれをどのように社会的に意味付け
（meaning-making）するかというところにポイントがあります。
分析方法と研究者の立ち位置の話がありましたが、特に Reflection と Reflexivity の違
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いについては次のような説明をあげて頂きました。
“reflection is considered to be ‘thinking about something after the event; reflexivity
involves an ongoing self-awareness” (Finlay, 2012, p. 317)
“reflexivity allows us to 'understand the role of self in the creation of knowledge;
carefully self-monitor the impact of our biases, beliefs, experiences on our research”
(Berger, 2015, p. 17)
自分がどのようにして、経験を解釈しそれを知識に変えていくかというのが、reflexivity
の考え方になります。研究者は、研究の中でインタビューなどを意味付け
（meaning-making）していくということになります。
十分に宮原先生のご講演の内容をお伝え出来ていませんが、質的研究について詳しい内
容をお知りになりたい方は、先生がテキストで使っていらっしゃる Qualitative Inquiry

and Research Design—choosing Among Five Approaches（Creswell & Poth, 2017） が
参考になると思います。
<参考文献＞
Creswell, J. W. & Poth, C. N. (2017). Qualitative inquiry and research design-choosing

among five approaches (fourth edition). SAGE Publications.
Finlay, L. (2012) Debating phenomenological methods. Hermeneutic phenomenology in

education, 17–37.
Berger, R. (2015) Now I see it, now I don’t: researcher’s position and reflexivity in
qualitative research. Qualitative research, 15(2), 219–234.
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2021 年度 TALK 夏合宿

TALK 夏合宿
【タイムスケジュール】
14:05―14:45

山口高領

小学校教員志望教職課程履修生の外国語支援活動における授業力・指導力の学び
8/7 の全国英語教育学会で発表した内容を踏まえ、テーマ分析を用いて、山口がとりまと
めをしている上記の支援活動における担当学生の学びを報告します。

※参考資料
『J-POSTL エレメンタリー』の紹介動画
http://www.waseda.jp/assoc-jacetenedu/JPOSTL_Elementary_Video.mp4
『J-POSTL エレメンタリー』
http://www.waseda.jp/assoc-jacetenedu/CompleteJPOSTLElementary.pdf を御
20 年度全面実施の学習指導要領解説（外国語活動・外国語編）
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/
2019/03/18/1387017_011.pdf
14:55―15:35

浅利庸子
The Use of Formulaic Sequences and Perceived Fluency

I will report a study which examined whether EFL learners who are perceived to be
fluent use a wider variety of formulaic sequences (FSs) than those who are not, and if so,
what types of FSs are used by fluent speakers. A one-minute monologue was collected
from 191 EFL learners, who were all university students in Japan. The monologues
were then assessed by nine judges with regard to fluency using a five-point scale. The
results revealed that the use of a wide variety of FSs can help L2 speakers come across
as fluent speakers. On a closer observation, it was found that fluent speakers had a
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tendency to utilize discourse devices to organize their ideas and guide their listeners
effectively. This may have played a part in producing coherent speech, which may be an
essential factor in fluency.
15:45-16:25

望月真帆

21 年度 2 学期に 10 週間実施したいと考えているオンライン remedial course の企画案
をご紹介します。英語の基礎トレーニングが必要な有志生徒少数に夏休み中に試験的に実
践し、英語面と継続支援の面でどのようなサポートが必要か考察しました。NHK ラジオ英
語講座を教材とした学習支援です。企画案や支援の視点（フィードバックの観点、学習継
続を支援する声かけのあり方、教師の役割）にご意見いただければと思います。

16:35-17:15

根子雄一朗

高校 3 年英語表現Ⅱにおける授業実践について発表します。当該科目では 300 語程度の
説得型エッセイが書けるようになることを目標として、機械評価とピア評価を取り入れな
がらエッセイライティングの指導をしています。発表では授業実践と指導における今後の
課題について共有します。授業改善に向けたフィードバックがいただければと思います。

17:25-18:05

小林潤子

“Do you like Zoom lessons?—-What emotions do students have about the remote
lessons in Japanese higher education, especially with English in the EFL context?–グラ
ンディド・セオリーについてと上記の内容のリサーチ・デザインを発表する予定です。ご
意見をお願いします。

【参加者後記】
参加者による発表が TALK 夏合宿の目玉となっており、今回の夏合宿では、５名の参加者
が発表を行った。TALK は、研究発表を行うだけではなく、日々の研究や指導の中で生じる
「小さな疑問」について、参加者全員で議論し合う場、でもある。参加者それぞれが、さ
まざまな教育現場において研鑽を積み、知恵と経験を持ち寄ることで、英語教育談義に花
を咲かせている。大きな研究発表を行うだけでなく、
「小さな疑問」から産まれる「英語教
育の芽」を、大切に扱えるような場所を、これからも大事にしていきたい。
［文責：肥田和樹］
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2021 年度 第 5 回研究会

(研究発表)

音声・発音指導に焦点をあてた中学校英語教科書分析
－提示項目・提示方法を考察する－
発表者：

杉内 光成 氏［獨協埼玉中学高等学校］

日 時：

2021 年 9 月 25 日(土) 17：15～19：00

会 場：

オンライン ZOOM 開催

【概

要】

発表は、令和 3 年度検定済の中学校英語検定教科書における発音を中心とした音声
指導項目に焦点をあて、発音記号、強勢、イントネーション、単語間の音のつながり（連
結・脱落・同化）、ポーズ（意味グループごとの区切り）、OI（音声表現）指導の６項
目を整理し、それらの提示内容や提示方法や、これらの項目を「主体的・対話的で深い
学び」（アクティブ・ラーニング）という観点から分析した。6 社の検定教科書はどの
ような工夫を行っているのか、またどのような違いがあるのかを考察し、音声指導につ
いて考えていきたい。

【発表者後記】
平成 29 年度に告知された中学校学習指導要領において、発音能力向上の必要性が記され
ており、多くの先行研究からもその重要性に異を唱えることはないが、実際の現場では発
音指導の優先順位が下がってしまう事態になっている。本研究では、6 社の検定教科書を
発音記号、強勢、イントネーション、単語間の音のつながり（連結・脱落・同化）
、ポーズ
（意味グループごとの区切り）
、OI（音声表現）指導の 6 項目を抽出し、その提示方法や提
示頻度を表にして、全教科書内での各発音項目カバー率や、各教科書内での全発音項目の
カバー率などを提示した。それぞれの教科書において、発音項目の提示方法や提示頻度に
特徴があった。本文に即した形で発音指導を明示している教科書もあれば、本文とは全く
切り離してコラムのような形で発音指導を体系的に提示している教科書もあった。参加者
の中には小学校・中学校の検定教科書の編集代表の方もいらっしゃり、
「小学校と中学校の
教科書はつながりを持たせている」というコメントをいただき、目には見えない教科書編
集の影の努力について共有していただいた。
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2021 年度 第 6 回研究会

(研究発表)

The role of feedforward feedback in the learners’
motivation development related to vocabulary acquisition
発表者：

Tan ZHOU 氏
［早稲田大学大学院 教育研究科英語教育専攻修士 1 年］

日 時：

2021 年 10 月 30 日(土) 17：15～18：15

会 場：

オンライン ZOOM 開催

【概

要】

In recent years, Carless and other researchers started turning emphasis from the
assessment’s certification function (e.g., the CEFR ranks the learners) to
assessment’s learning promotion function. In Carless’ learning-oriented assessment
(LoA) framework, the proper feedback is an important element for improving
learning, the feedback here is also expected to function as the feedforward (Carless,
2007). However, yet there are relatively few researches focusing on the empirical
use of feedforward feedback in oral vocabulary teaching and learning. The
significance of motivation to second language learning has been supported for
decades by many researchers such as Gardner and Dörnyei. And back to 1989,
researcher like Sadler had already claimed that evaluative experience can help
students better understand the tasks and criterions given by teacher. With the
learning-oriented perspective, this study tries to design an interpretation method
for self-evaluation and see how it will influence L2 learners’ motivation
development.
In today’s presentation, the researcher will introduce the rationale of this study,
followed by the discussion of research proposal.
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2021 年度 第 7 回研究会

(ワークショップ)

英語発音指導に関する 20 の主張
発表者：

松坂 ヒロシ 氏［早稲田大学・秀明大学］

司会者：

久保 岳夫 氏［開成学園 講師］

日 時：

2021 年 11 月 20 日(土) 17：15～19：00

会 場：

オンライン ZOOM 開催

【概

要】

英語発音指導をテーマとし、参加者に自由な討論をして頂けるセッションを行いたい
と思います。活発な議論のきっかけになるよう、このトピックについて発表者が日頃考
えていることを、あえて、きわめて単純な「主張」という形で提示します。反対意見や
疑問も含めて忌憚のない発言をして頂ければ幸いです。発表者はこのたび『歯型と絵で
教える英語発音――発音をはじめて教える人へ』と題する本（開拓社, 2021）を作りま
したが、今回取り上げる項目は、この本の準備段階で私のメモに少しずつたまっていっ
たものです。項目は本のほとんどの章の内容に関連していますが、最も多くの項目が最
終章「リピート練習をこえて」に盛り込まれています。これらの項目は、「アゴの開き
を教えよ」といった基本的なことから、「英米音をまぜるな」といった中級レベルに寄
ったポイントまで、雑多な内容をカバーしています。今回のセッションでは 4～5 項目
ごとに説明を中断してディスカッション時間を設ける予定ですので気楽に意見交換に
参加してください。なお、上記の本をご用意いただく必要はありません。

【司会者後記】
本発表は，発表者からの英語の発音指導に関する 20 の主張を通して参加者に討論を促す
ワークショップという形でなされた。発表者による 20 の主張は、6 つのトピックに分けて
発表された。
1. 指導者の基本的姿勢について
2. 具体的な音について(1)
3. 具体的な音について(2)
4. くずれとプロソディについて
5. 教えかたについて
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6. 言語観の大切さについて
トピック 1「指導者の基本的姿勢について」では、3 つの主張（主張 1「発音指導の最終
目的は、発音調整力をつけさせることである」、主張 2「発音指導は時間をかけずに行うべ
きである」
、主張 3「速くしゃべりたければ、ゆっくりしゃべれ」）がなされた。主張 1 で
は、教える側の発音調整能力に関して Jenifer Jenkins 氏による Accommodation skills が
引用され、その重要性とともに、英米発音などのモデル発音を身につけていないと発音調
整能力自体が身に付かない可能性があることについても言及された。主張 2 では、英語の
授業の限られた時間において折に触れて発音指導をするだけであっても発音指導の意義は
十分にあるという主張がなされた。外国語の発音指導とは必ずしも音声学の授業で行うよ
うな詳細なメカニズムの記述を説明する必要はなく、短い時間で音を実際に聞かせてポイ
ントを絞って説明するだけでも十分に意味があるという内容であった。主張 3 では、速く
話そうとする意識が強すぎると、発音が不自然な形でくずれてしまう危険性があることが
述べられ、速く話せるようになりたい学習者は、ゆっくり話す練習から始め、
「生理的合理
性のある音のくずれ」を学ぶことへと移行していくのが有効ではないかという主張がなさ
れた。
トピック 2「具体的な音について(1)」では、3 つの主張（主張 4「指導者の口の形を見せ
ることの効果にはあまり期待するな」、主張 5「
『触れるな』より『触れよ』の指示の方が
よい」、主張 6「発音方法よりも、作る音の質が大事である」
）がなされた。主張 4 では、
コロナ禍で指導者がマスクをしながら発音を教えなければならない場合においても、悲観
的になる必要はなく（そもそも指導者の口の形を見せることは、調音のしくみの一面を示
しているに過ぎない）
、調音のしくみを歯型や口腔断面図などの視覚的な方策によって補う
ことができるという主張がなされた。主張 5 では，/l/と/r/のような発音の区別を教える際
に、
「舌が◯◯に触れてはいけない」ということを強調するよりも、
「舌が◯◯に触れてい
る」という能動的な観点での指示が効果であるという主張がなされた。主張 6 では、教え
る音によっては、発音方法を示すよりも、周波数の違いなどの音質に着目させて示した方
が有効な例（例えば、/θ/と/s/の違いについて）があることが述べられた。
トピック 3「具体的な音について(2)」では，4 つの主張（主張 7「英米音をまぜるな」、
主張 8「ささやき声を使え」、主張 9「前後の音との関連についても指導せよ」、主張 10「日
本語の干渉を排除したり，日本語を利用したりせよ」）がなされた。主張 7 では、英米の発
音を混ぜてしまうと都合の悪い例（boat vs bought / artistic vs autistic）が紹介された。
主張 8 では、ささやき声を使うことで、多くの日本の英語学習者が苦手とする有声阻害音
（/z/, /dz/, /ʒ/, /ʤ/）の特徴を感じさせやすいということが述べられた。主張 9 では、前後に
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どのような音がくるかによって、当該の音の調音方法が異なってくることを教える必要性
について、/f/の発音などの例を通して示された。主張 10 では、日本語の 2 つの母音を連続
で移行させるように発音することで、英語の母音を指導する「発音のものさし」と呼ばれ
るテクニックが紹介された。
トピック 4「くずれとプロソディについて」では、4 つの主張（主張 11「音のくずれを
『いけないもの』扱いするな」、主張 12「くずし方を変えよ」、主張 13「第二アクセントを
無視するな」、主張 14「低い声を大切にせよ」）がなされた。主張 11 では、母音化してし
まう dark L のような現象が取り上げられ、隣り合っている音と同時に発音できない場合な
どは、「堂々とくずして（つまり母音化して）発音しても構わない」という内容であった。
主張 12 では、音のくずれは明示的に取り上げるのではなく，例えば指導者が授業の初めの
方では丁寧な発音をし，授業が進むにつれて徐々に発音をくずしていき，授業の最後の方
にはくずれた発音を自然な形で示すようなやり方が効果的なのではないかという提案がな
された。主張 13 では、試験で問われることがない第二アクセントも、リズムや抑揚の面で
重要な働きをするため指導することは重要であるという内容であった。主張 14 では、強調
構文などを例に、抑揚の核を知らせるためにはすでに共有されている情報は低い声で発音
することが重要であるという考えが示された。
トピック 5「教えかたについて」では、5 つの主張（主張 15「学習者の発音を真似よ」、
主張 16「スローモーション発音を使って指導せよ」、主張 17「単語の途中で切りながら指
導せよ」
、主張 18「発音チェックリストを活用せよ」、主張 19「アクティビティの意義を認
識せよ」
）がなされた。主張 15 では、学習者はしばしば自分の発音とモデル発音の差がわ
からない場合が多いので、指導者が学習者の発音を真似することでその違いをはっきり示
すことができるというものであった。主張 16 では、/l/と/r/の違いや、学習者が[l]のように
発音してしまいがちな米発音の[ɾ]を指導する際などは、ゆっくり発音して違いを浮き彫り
にできるという考えが示された。主張 17 では、母音が後続しない語末・音節末の/n/を指
導する際などに、Henry（He|nry）のように区切って発音を示すことが効果的であるとい
う主張がなされた。主張 18 では、学習者によっては「人間ドック的」に発音のチェックリ
ストを提示することで、問題点の克服に取り組みやすいという主張がなされた。主張 19 で
は、コミュニケーションを意識した発話アクティビティを通して、発音が自動化されるよ
うに促すことが重要であるという考えが示された。
トピック 6「言語観の大切さについて」では単独の主張 20「教師は言語観を持て」がな
された。この主張は発表者の恩師でもある五十嵐新次郎氏のことばで、言語教師は「こと
ばは何のためにあるのか」を考え、目的を意識し規範を意識しながら指導していくことが
大切であるという主張がなされた。
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発表者が意図された「ワークショップ」の形式通り、各トピックの合間で参加者から多く
の発言、質問があり活発な議論がなされた。特に、主張４について、自然な英語の発音と
いわゆるカタカナ発音との差を指導者の口を見せることによって学習者に効果的に伝える
ことができるという研究結果があるとの指摘が参加者から行われ、発表者から、確かに音
によってはそのような効果があるに違いないので、主張４が当てはまる度合いは音によっ
て異なると思う、とのコメントがあった。授業中の扱いに戸惑いを感じることも多いと思
われる発音指導について、大胆な「主張」という形で話題が提供されたことで、多くの参
加者にとって発音指導を積極的に考える大変よい機会になったことと思われる。
【文責：久保 岳夫】
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2021 年度 第 8 回研究会

(研究発表)

インタビューから分析する中学現場での発音指導の現状
発表者：

杉内 光成 氏［獨協埼玉中学高等学校］

日 時：

2021 年 12 月 18 日(土) 17：15～19：00

会 場：

オンライン ZOOM 開催

【概

要】

令和 3 年度検定済の中学校英語検定教科書を使用して授業を行っている教員 3 名にイ
ンタビューを行い、その内容を「実際の発音指導」を中心に、「教科書の使用」、「指導
手順」という 2 つの観点との関連を分析します。また、9 月に発表させていただいた教
科書分析の結果とも合わせて分析内容を考察していきます。本発表では、インタビュー
分析の結果を用いて現状の発音指導について、参加者の方々と活発に意見を交換してい
きたいと思います。

【発表者後記】
本発表は、中学校現場で行われている発音指導の実態は教科書と指導観が大きく影響を
及ぼしていると先行研究の結果を前提として、発音指導の実態を探る方法論としてはあま
り行われていない半構造化インタビュー調査を採用して行ったパイロットスタディーの結
果を報告したものである。
本研究では、教員 3 名に「日頃の授業」や「発音項目の指導の有無や指導方法」をイン
タビューし、その結果を教員別と発音指導項目別に考察した。まず、教えやすく、コミュ
ニケーションをするために重要であると捉えられる発音項目（単語の発音、本文の音読、
個別指導）は重視される傾向があった。これは教員がどの年齢層でも、音声学をどの程度
学んでいるかに関わらず見られた傾向である。つぎに、音声学・音声指導授業の履修履歴
や、発音指導に対する考え方は、実際の発音指導に影響を与えていると考えられることで
ある。単語の発音などは教えられた、または英語を学ぶ過程で行った経験があるので、全
員の教員が行っていたが、その他の指導（音素・強勢・区切り指導など）は音声学をどの
くらい学んだかで大きく差が出る結果となった。
今後もこのような研究を積み重ねていき、発音指導の発展・向上に努めていきたい。
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2021 年度 第 9 回研究会 (KLA・TALK の第 20 回合同セッション)

KLA・TALK 第 20 回合同セッション
講演者： William Simpson 氏 (TALK)［東京理科大学］
発表者：

Xinqi He 氏 (KLA)[東京大学大学院 総合文化研究科 博士課程]
浅利 庸子 氏 (TALK)［早稲田大学］

日 時：

2022 年 2 月 19 日(土) 14:00～18:00

会 場：

オンライン ZOOM 開催

【講

演】

【講 演 者】William Simpson 氏
【講演題目】Capital, Commodity, and English Language Teaching
【講演概要】
Teaching is often seen as a respected profession, a vocation, and a social act of
contributing to the public good. It is however, also a job – work performed by an
individual in return for money in order to live. While there has been a great amount of
research regarding how all manner of variables such as teachers, learners, contexts,
etc. effect language pedagogy, far less attention has been paid to aspects of teaching as
a job, such as workplace conditions, salaries, schedules, career trajectories etc., and
how these influence the way languages like English are taught and learnt. In my
forthcoming book: Capital, Commodity, and English Language Teaching (Routledge), I
address these issues, examining the work-lives of teachers and asking how teachers’
working conditions interrelate with their practice as English teachers. I examine the
multiple ways in which teachers are valued in terms of: wages; institutional
evaluations; feedback from students; opinions of colleagues etc. Furthermore, I ask
how all of these forms of valuation interrelate with one another, and what they mean
to the teachers themselves who are subject to being valued in these ways. In this talk I
will give an overview of some of the main themes of the book by drawing on data
collected from commercial English language teaching (ELT) in Japan, describing the
ways in which the English lesson is produced under the influence of multiple and often
contradictory forces and interests which shape how the lesson takes place. Following
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this, I will open a discussion about the extent to which the issues highlighted in the
commercial sector of ELT are, or are not pertinent to current events and developments
within non-commercial language teaching in Japan, in for example public or
state-regulated forms of education such as high schools or universities.
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【研究発表１】
【発表者 1】Xinqi He 氏
【 発 表 題 目 】 Languages without names: constructing native-speakerism in a
multilingual context
【発表概要】
This talk will focus on the construction of native-speakerism ideology in terms of
how migrant students frame native-speakerist discourses to experience, reinforce, or
challenge this ideology. Native-speakerism refers to a prevalent idea in the language
education field where those labeled as ‘native-speaker’ (NS), or languages as well as
teaching methods that attached to them, are positioned as superior to their ‘non-native
speaker’ (NNS) counterpart (Holliday, 2006). The emergence of the NS concept in both
English and Japanese language occurs to identify and exclude the language of NNS,
namely the Other. This establishment of native-speakerism thus illustrates
nationalism as its foundation. In addition, linguistic research tradition, based on the
nationalist assumption, also produces discourses where NS and their languages are
placed

in

authoritative

positions.

However,

the

nationalist

assumption

of

native-speakerism is challenged by migrant students who bring diversity in various
social categories such as culture, ethnicity, and language across the border. To
understand how native-speakerism is preserved in a global society with a mobile
population, four migrant students who were learning the English language in Japan
were selected as the participant for multiple-round interviews. The interview result
demonstrates that all participants experienced exclusion under native-speakerism due
to their NNS status. Although they all possess the potentiality of challenging
native-speakerism ideology, they tended to reinforce this ideology rather than produce
discourses to challenge the ideology that excluded them. Participants' narratives
towards their language learning experience demonstrate the reason for their
reinforcement that native-speakerism intertwines with other ideologies in the
education and labor market, which also put the mobile population at the risk of
alienation. In other words, participants reinforced native-speakerism to avoid
exclusion under the neoliberalist meritocracy system, English imperialism, and racism
where native-speakerism is embedded within education and the labor market. This
tendency explains why native speakerism could preserve itself in a global era with an
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increasingly mobile population. Yet, participants also produced fluid linguistic
discourse, which could challenge native speakerism in a space where English
native-speakerism collides with Japanese-native speakerism. This implies that the
conflict between the inclusive exclusion tendency of English native-speakerism and
the absolute exclusion tendency of Japanese native speakerism emerges a space that
allows a new linguistic phenomenon to challenge native speakerism itself. This thus
implies a self-denial tendency of native-speakerism
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【研究発表２】
【発表者 2】浅利 庸子 氏
【発表題目】Lexical Phrases and Perceived Fluency
【発表概要】
There is now a general consensus among language researchers that the use of
formulaic language is positively correlated with perceived proficiency. In this talk, I will
share a line of studies I have been conducting which looks into how the use of lexical
phrases, a term for particular formulaic language units which serve pragmatic
functions, can help EFL learners come across as being proficient speakers of L2. In the
first study, a one-minute monologue was collected from 191 EFL learners, who were all
university students in Japan. The monologues were then assessed by nine judges with
regard to fluency using a five-point scale. The results revealed that learners who were
perceived to be fluent used lexical phrases in a variety of ways (e.g., self-talk fillers and
rhetorical device), to increase fluency. The second study then looked at how raising
awareness of different types of lexical phrases can help learners use them in their oral
production. 10 EFL learners summarized a short passage once a week for six weeks.
Every week, they were made aware of how lexical phrases can help facilitate fluency.
Their oral summary was then assessed by five judges. The results showed that while
some learners did increase their use of lexical phrases from the first week to the sixth
week, this did not seem to have a major impact on the judges’ assessment. As this is
still a work in progress, I hope to exchange ideas on the use of lexical phrases in playing
a role in facilitating perceived fluency.
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規

約

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、2021 年 5 月～2022 年 4 月「組織」の担当者（TALK 運営委員）が
2021 年 4 月 24 日の総会で以下の通りに承認されました。
（敬称略
【会

長】

松坂 ヒロシ

【顧

問】

折井 麻美子

澤木

泰代

森田 彰

矢野

安剛

【幹
【事
【会

務

事】

○浅利 庸子

局】

○安田

明弘

計】

○北野

功祐

【庶 務 広 報】

○須能 麻衣花

【研 究 企 画】

○小林

潤子

下川原 広樹
山口 高領
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鈴木

美知子

原田

哲男

久実

久保 岳夫
高橋
湯舟

中野

○は責任者）

小屋

真由美

多恵子
望月

残間

紀美子

真帆

英一
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【年 次 大 会】

○肥田

【紀要編集委員会】○杉内
【ネットワーク】 ○肥田

《規約》

和樹
光成

澤田
久保

翔
岳夫

柳川

浩三

山口

高領

和樹
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投稿規定・執筆要項

『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 7 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。

《投稿規定・執筆要項》
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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。(
3.

) 内は随意。

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。

86

Dialogue, Vol. 20

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。

《投稿規定・執筆要項》
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