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Dialogue 17 巻頭言  
靴ほど大きなケーキ？  

松坂ヒロシ  
 

	 『ふたりでお茶を』(Tea for Two)という歌があります。この歌に  

Day will break and I'll wake 

And start to bake a sugar cake 

という言葉が出てきます。学生時代、この歌を聞きましたが、この sugar 

cake が聞き取れず、この部分の歌詞は shoe-big cake（靴ほど大きなケー

キ）だと思いました。記憶はおぼろげですが、これが誤解だと知ったの

は、それから何年か経ち、私が教師になってからだったように思います。

誤解に気づいたとき、自分は何と英語力のない学習者かと思い、愕然と

しました。英語をいくら勉強してもできるようにはならないだろうとい

う、絶望感と敗北感が入り混じった気持ちを味わいました。  

	 今の私が当時の私に語りかけるとしたら、次のようなことを言うと思

います。  

「松坂君、君の間違いは無理もないね。sugar の最後の[ɚ]は[ɡ]と[k]には

さまれているよね。[ɡ]や[k]のとなりにある弱母音は[ɪ]の響きを帯びるこ

とがあるんだ。たとえば、recognize の２番目の母音は[ɪ]に近くなること

があって、その場合は、この単語は「レキギナイズ」に聞こえる。アメ

リカの州の名まえの Oregon の最後の部分の母音も[ɪ]に近くなることが

ある。こうなると「オレゴン」は「オレギン」に聞こえる。[ɡ]や[k]を言

うときには舌の位置が高くなるから、となりの母音も舌を高くして発音

するような母音に近づきがちなんだよね。というわけで、 sugar の -gar

の部分に[ɪ]のような母音が聞こえたのには訳がある。仕方がないよ。い

ったん母音が[ɪ]だと思い込んでしまうと、残念ながらもうドツボにはま

ったようなもので、そこから先はその母音の存在に辻褄が合うような単

語ばかりを考えてしまうんだね。でも、あんまりがっかりするなよ。今

度のことで sugar cake という英語を覚えたんだから、これからは sugar 

cake が出て来たときしっかり聞き取れるよね。よかったじゃないか。」  



	 当時の私がもしこの語りかけを聞いたら、どう思ったでしょうか。的

確な想像はできるはずもありませんが、少なくとも、自分が「個人的に」

無能だったのではなく、自分の間違いには理論的に説明ができる原因が

あったのだと分かり、わずかなりとも気が楽になったのではないかと思

います。  

	 いま英語の音声について述べましたが、私がここで話題にしたいのは

音声ではありません。私が申し上げたいのは、英語教育における「情意

面のケア」についての私見です。情意面のケアというと、普通、学習者

を励ますことや、学習者の誤りをあまり直さないようにすることが、中

心的なテーマになるようです。学習者を激励し、彼らの間違いを話題に

しない方法が、しばしば彼らを気後れから解放し、彼らの積極性を引き

出す——これは多くの教師が認めるところです。  

	 しかし、そうした方法だけが情意面に対する配慮の方法なのではない、

と私は思うのです。むしろ、学習者にきちんとした説明をし、納得して

学習のステップを踏んでもらうこと。そしてそのためにあえて「重箱の

隅をつつく」こと。これも、情意面を重視する方法として成り立つので

はないか、という気がします。  

	 もちろん、自分の間違いが微に入り細に入り分析されることは、心地

よいことではないかもしれません。そんな話は聞きたくない、という反

応をする学習者もいるでしょう。情意面に配慮するためにどのような方

略をとるべきかは、教師の現場判断にかかっています。  

	 大事なことは、教師が複数の方略を自分の引き出しのなかに持ってい

ることだ、と思います。  
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《研究論文》 1 

 
 

CLIL 型授業が学習者の情動に与える影響  
―  言語不安の変容と心理欲求の充足 ― 

 
Effects of the Soft Version of CLIL on EFL Learners’ Affective 

Variables 
 

柳川浩三 
法政大学 

 
Abstract 
This study aims to assess the “soft” version of Content and Language Integrated 

Learning (CLIL) by exploring: i) to what extent the version influences language anxiety 

in the classroom; ii) to what extent it meets L2 learners’ three psychological needs of 

autonomy, relatedness, and competency posited in Self Determination Theory (SDT); iii) 

whether language anxiety varies according to the fulfilment of these psychological 

needs; and iv) of the three psychological needs and the 4Cs (Content, Communication, 

Cognition, and Culture) that CLIL is theoretically grounded on, what factors make L2 

learners perceive the CLIL class as significant. Twenty-eight third-year university 

students participated in a total of fifteen ninety-minute CLIL classes in one semester in 

2017 to 2018. The participants responded to a 30-item questionnaire during their 

regular class periods. The results showed that the CLIL class reduced their language 

anxiety to a significant degree regardless of the fulfilment of their psychological needs. 

The CLIL class did more to boost students’ sense of relatedness than autonomy and 

competency, although fulfilling these latter two needs was found more relevant in 

making students perceive the class as significant. Management of L2 learners’ emotion 

in a CLIL class is also discussed. 

 
 
キーワード: CLIL (内容言語統合学習)、教室内言語不安、心理欲求、やりとり 

 



KOZO YANAGAWA 
 

2 Dialogue, Vol. 17 

１．はじめに 

	  
本研究の目的は、Content and Language Integrated Learning (CLIL, 内容言語統合学

習）が自信や不安といった L2学習者の情意的要因と心理欲求にどのような影響を与えるか
を調べることである。CLILは文法や読解中心の伝統的な授業に代わりうる、実行可能な指
導法の一つとして脚光を浴びている (池田, 2012; 和泉, 2016)。これは、4技能をバランス
よく育成することを謳った新学習指導要領や 4 技能を含めた大学入試の導入と軌を一にす
る。しかし、CLILと学習者の情意的・心理的要因との関係については今まであまり研究が
なされてこなかった。それが分かれば、CLILがもっと教室に取り入れられる弾みともなろ
う。生徒や学生が自分の席でとりあえず先生の話を聞いてノートを取っていればよかった

伝統的な授業とでは、CLIL型授業が行われる教室内の学習者の認知・心理的作用は大きく
異なる（八島, 2003）。そこで、本研究では、それを調べることで、 CLIL型授業の可能性
と課題を提示する。尚、本研究でいう CLIL型授業とは、“soft (weak) version” (Ikeda, 2013) 
のことを指す。このタイプの授業を取り上げる理由は、それが、イマージョン形式を含

めたいくつかある CLIL の授業形態の中では、内容指導よりも言語指導に比重を置いてい
るという点で (Ikeda, 2013)、日本の英語教育の現場では も実行可能な形態であると思わ

れるからである。 
	 CLILが従来の言語観や指導方法と異なるのは、CLILでは形式指導から始めるという固
定観念を捨てて言語と内容を同時に教える点にある (池田, 2012)。形式を優先しない点は
Task Based Language Teaching (TBLT)と類似しているが、TBLTと異なるのは言語に加
えて内容学習をももう一つの目的としている点にある。また、Content Based Instruction 
(CBI)と異なるのは、CLILでは四つの C	 (Content, Communication, Cognition, Culture) 
を有機的に結びつける点にある。具体的には、設定された学ぶべき内容 (Content =トピッ
ク・教科) に関わる必要な言語知識と言語技能 (Communication) を具体的に定義し、そ
れを使った様々な思考 (Cognition) レベルを要求するタスクを考案し、学習者同士をその
タスクに共同・協働 (Culture) して取り組ませることで言語と内容の両方を学ばせるので
ある。 
	 CLILのような参加型の授業が教室で取り入れられるようになるに伴い、日本でも言語不
安や心理欲求・動機づけ (Deci & Ryan, 2002) といった、学習者の認知や情動的な側面に
関心が向けられるようになってきた。和泉 (2016) は、CLILの認知・心理的な側面におけ
る強みとして、形式重視でないことによる学習者の言語不安の軽減を挙げている。しかし、

CLIL では本当に言語不安が軽減されるのだろうか。八島 (2003）は懐疑的である。教室
でコミュニケーション活動の場が設けられると、これまで個という殻の中で認知的な活動
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を行うことに心地よさを感じていた学習者は不安を感じる可能性もある。「ペアワークであ

れグループワークであれ、気の置けない友人以外の相手に会話を通して一定の自己開示を

求められることは、楽しさの共有につながる可能性もある反面、脅威にもなる」 (ibid., 83)。
加えて、近藤・ 楊 (2003) によれば、日本人大学生の言語不安は、「英語力に対する不安」
「他の学生からの評価に対する不安」、そして「発話活動に関する不安」(例, 「自分が指名
されそうだとわかると不安になる」) の三つの因子から構成されるとして、コミュニケー
ション中心に行われる教室内の学習者の言語不安は、教師が思っている以上に複雑かつ多

面的であることを示唆している。 
	 そうした複雑で多面的な言語不安が生徒や学生の認知活動を阻害するとすれば、英語教

員がその実態を知り、その不安を軽減させるための手順や方略を取り入れ、その効果を検

証することは CLIL の環境整備にとって有益なことであろう。飯村 (2016) は、大学 1 年
生 85名を対象にして、半期 30回のセメスター授業の期間中に計 4回のプレゼンテーショ
ンと 終回の授業の中でプレゼンテーションのコンテストを設けた。そして、学習者の言

語不安がコンテスト開催前後で (第 21 回目の授業と第 30 回のコンテスト終了時) どのよ
うに変化するかを調べた。その結果、コンテスト出場者の言語不安は聴衆の役割をする学

習者に比べて有意に減少した。このことから飯村 (2016) は、教室内での継続的なプレゼ
ンテーション活動とそれに続くコンテストが、言語不安の軽減に有効であるとしている。 
自己決定理論 (例, Deci & Ryan, 2002) では、学習者の三つの心理欲求を満たすことで、

学習者自らが学びたいとする意欲－内発的動機づけ－を高めることが出来るとされている。

その三つの欲求とは自律性欲求、有能性の欲求、関係性の欲求である。自律性欲求とは、

自己責任を持ちたいという欲求であり、有能性欲求とは達成感や自己の能力を顕示する機

会を持ちたいという欲求であり、関係性欲求とは他者とより良い人間関係を築きたいとい

う欲求のことである。田中・廣森 (2007) は、この理論に基づいて大学 2年生 78名を対象
にして、準備 3週間、発表 2週間の計 5週間に及ぶグループプレゼンテーションの授業を
行い、その前後で彼らの内発的動機づけと心理欲求との関連を調べた。その結果、3 欲求
のうち自律性欲求が学習者の内発的動機づけを高める上では も大切であること、動機づ

けの程度によって心理欲求の働きは異なることが示された。具体的には、低い動機づけの

学習者には 3 欲求全てが動機づけに重要だが、中程度及び高い動機づけの学習者には関係
性はさほど重要ではないことがわかった。また、とりわけ高い動機づけの学習者にとって

は有能性は動機づけと負の関連にあることが示された。動機づけと有能性欲求が負の関連

にある理由として田中・廣森 (2007) は、調査回答者の有能性の判断が自分自身の内面の
成長や英語力の向上という「個人内絶対基準」(p. 73) におかれたのではなく、他者 (クラ
スメート) との相対的な優劣を基準にしてなされたことが原因ではないかとしている。高
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い動機づけの学習者ほどプレゼンテーションをそつなくこなし、他のクラスメートより相

対的に高い評価 (有能感) が得られればそれで良しとする消極的姿勢をとる傾向があり、そ
れが結果として内発的動機づけを下げたとする解釈である。 
	 Maekawa and Yashima (2012) は、1年間に渡るプレゼンテーション活動が (グループ
では必ずしもない) 動機づけに与える影響を理工系大学生 2、3 年生 60 名を対象に検証し
た。その結果、授業前に比べて、参加学生の英語を使う自信は以前とあまり変わらないも

のの、プレゼンテーションに対する自信と文法・語彙知識において有意に有能感が向上し

た。さらに、授業開始の 4 月時点で も動機づけが低かった学習者集団の内発的動機づけ

が 7月には有意に向上し、それが翌年 1月まで維持された。この研究は、田中・廣森 (2007) 
と異なり、英語に苦手意識を持つ傾向にある理工系大学生の動機づけの変容を検証したこ

と、そして 1 年間という長期のスパンを通じてプレゼンテーション活動の有効性を示した
ことの 2点において意義が大きい。 

	  
ここまで、 CLILが日本の英語教育で伝統的な英語授業に代わり得る授業スタイルとし

て注目を集めていること、プレゼンテーション活動により言語不安は和らぐ傾向にあるこ

と、 プレゼンテーション活動によって内発的に動機づけられる程度は学習者の動機づけの
程度と心理欲求の満たされ方によって変わってくる傾向にあることを述べた。しかし、言

語習得という授業本来の目的から見たとき、果たしてプレゼンテーション (飯村, 2016; 田
中 & 廣森, 2007; Maekawa & Yashima, 2012）が CLIL型授業の中心的なタスクになり
得るのであろうか。一般に、プレゼンテーションはその後の質疑応答を除けば事前に用意

された原稿を読み上げるスピーチ (prepared speech) である。いきおい、そこでは言語習
得で必要とされる意味のやりとり (interaction) や意味交渉 (negotiation of meaning) や
明確化 (clarification) は起き難い。ややもするとそれは、おきまりの（おざなりの）一方
的な発表で終わってしまう。また、通常、プレゼンテーションで使われる言語は自然な即

興のやりとりで使われる言語とは異なるものである。してみると、プレゼンテーションを

中心とした授業展開 (例, Maekawa & Yashima, 2012) では、英語の習得を促進するため
には十分とは言えない。そこにはタスクによって誘発された学習者間の L2による自然で即
興なやりとりが欲しい。もちろん、田中・廣森 (2007) とMaekawa and Yashima (2012) は
CLIL（型）授業の一環としてプレゼンテーションを行ったわけではない。飯村 (2016) も
同様である。また、CLIL型授業にプレゼンテーションを入れるのは望ましくないというこ
とでは全くない。問題なのは、プレゼンテーションを通じた学習者の言語不安や心理欲求

の変容が検証されている (田中・廣森, 2007; Maekawa & Yashima, 2012) 一方で、やりと
りを含んだタスクで構成される一定期間の授業を受けた学習者の情動の変容を検証した研
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究が、海外に比べて(例, Smet, Mattewie, Galand, Hiligsmann, & Mense, 2018) 圧倒的に
不足していることである。両者がそろえば、より汎用性の高い CLIL型授業が可能となろ
う。 
福田 (2017) は高校一年生 117名を対象に CLIL型授業を実施し、3心理欲求の充足度

が四月の授業開始時と比べて七月時点で向上し、特に自律性欲求の充足度の向上が大きか

った (6件法で 4.29→4.67) としている。しかし、質問項目の詳細が不明なことと統計的な
分析が不十分であることに加え、心理欲求の充足と言語不安との関連については検証がな

されていない。また、Ikeda (2013) は 80名の高校 2年生を対象に 1年間に渡って行った
CLIL型授業の効果をライティング能力の点から検証した。その結果、高校生の使用語数お
よび語彙の多様性が伸びたことを報告しているが、福田 (2017)と同様、学習者の情動的な
面についての分析はなされていない。学習者の情動的な面での情報がプラスされれば、伝

統的な英語授業に代わりうる新しい授業を支えるエビデンスともなろう。そこで、以下の

ような実践課題を設定した。 
  
課題 1 学習者の言語不安は CLIL型授業の前後でどのように変容するか。 
課題 2 学習者の心理欲求は CLIL型授業でどの程度満たされるか。 
課題 3 言語不安の変容が異なる学習者では (課題 1)、心理欲求の充足感 (課題 2) も異

なるか。 
課題 4 3心理欲求と 4Cのうち、学習者に授業が有意義であると感じさせる要素は何か。 

 
２. 授業実践 

 
２.１ 授業概要と参加学生 

	 対象授業は、筆者が 2017年 9月中旬から 2018年 1月中旬までに行った半期１回 90分
の計 15回の CLIL型授業である。CLIL型と称する所以は、内容を教えることよりも言語
を教えることに比重を置いたことによる (Ikeda, 2013)。実際、カリキュラム上、この授業
は英語の必修科目として設定されている。参加者は私立大学理系学部に在籍する計 28名の
大学 3 年生であった。彼らの英語熟達度は 2016 年 12 月実施の TOEIC IP テストで概ね
350 点～450 点である。本研究実践はこのテストの実施から約 9 ヶ月経過しているが、筆
者（授業者）の観察では彼らの英語熟達度に大きな変化はなかったと思われる。28名には
高校までをニュージーランドで過ごした帰国学生が一名含まれていた。 
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２.２ CLIL 型授業 

 本実践では、全 15回の授業を三つのラウンドに分けた。第 1ラウンドは学生の不安や緊
張を和らげ、タスクを通して学生同士のラポートを築くと同時に、この授業が自ら英語を

使い参加する授業であることを印象づけることを狙った。従って、タスクはグループ対抗

で行うゲーム系と認知的には負荷の低い Building Rapport、 Jeopardy、 Show & Tell、 
Drawing Picturesとした。第１回の日本語で行ったガイダンスに続いて 2回目から本格的
な授業に入った。第 2回目の Building Rapportでは、 Have you ever . . . ?、 What is 
common between us?、 What is good about your partner? の 3つの話題についてペアで
対話をし、関係性の欲求を満たすためのラポート構築と言語不安の軽減につとめた。第 3
回と 4回では、グループ単位で global issueに関してのクイズを作り、 勝敗を競うゲーム
Jeopardyを行った。第 5回では写真を見せながら自分の興味ある global issueについて語
るナレーションタスク Show & Tellを行った。その後、ペアでキーワードやキーフレーズ
だけを見ながら複数回口頭で用意した原稿を反復させた後に、原稿を見ないで 200～300
語のエッセイを書かせた(Essay writing)。原稿は回収した。第 6回では、 絵・写真を描写
しグループで優劣を競うゲーム Drawing Picturesを行った。	  
第 2ラウンドでは、 特定の global issue について内容理解を深めるとともに、言語の

運用面ではインテイク・アウトプットにつながる演習を行った。第 7回では、第 6回の授
業で扱った前置詞を用いた位置関係の表現を穴埋めプリントを使って復習したあと、 トラ
ンプ米大統領の国連総会での初の演説を素材に北朝鮮の核問題と拉致問題を取り上げた。

トランプ氏の 5文程度の演説を各グループでディクテーションし、翻訳し、ペアで逐語通
訳をさせながら暗誦するというタスクである。予想外に時間がかかり第 7回はこれで終わ
った。第 8回では、教師自身が経験した面白い話を聞かせ、 それをペアで再話させた後、
実際に学生自身が経験または見聞きした面白い話をパートナーに語り伝える Humour is a 
common languageを行った。そして、第 9回では、第 8回までの授業のインプットをイン
テイク～アウトプットにつなげるために、添削して返却済みの Show & Tellの原稿、トラ
ンプ大統領の 5文の演説、そして Humour is a common languageの再生をペアで行わせ
た。これは、同じタスクを繰り返すことで発話の正確性や流暢さを向上させる (Fukuta, 
2016) だけでなく、断片的になりがちな各回の授業に繋がりをもたせることを狙った。 
第 3ラウンドでは Petite Debate とパブリックスピーチ (Another Sky) の二つのタス

クを用いて、内容学習と言語学習の総仕上げ的な授業を試みた。まず、 第 10回では、立
論の基本的な構成と定型フレーズ (例、 We have three points:. . . First, …) に習熟させ
るため Petit Debateを導入した。トピッ クは個人的話題 (例、Travelling in Japan versus 
travelling abroad) から始めて、慣れてきた頃を見計らって global issueに切り替えた。第
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11回と第 12回の 2回分を使って Petit Debateを実施した。Petit Debateと Another Sky
の結果がそれぞれ成績の 15%、計 30%を決定することは第 1回の授業で学生に伝えてあっ
たがここで再確認した。Petit Debateでは、くじ引きでランダムに組んだパートナーとの
ペアディベートとすることで 2人の関係性の構築と言語不安の軽減を図る一方で、敗者に
も復活戦やジャッジや司会の役割を与えることで、参加者全員の参加意欲や手作り感覚 
(自律性欲求) が 後まで減じないよう配慮した。第 13回の筆記試験を挟んで、第 14回と
第 15回では Another Skyを行い、自分が強く影響を受けた場所や時 (と global issueとを
関連づけて) を英語で表現する機会とした。Another Sky のイメージがわき易いように第
13回の試験終了後 30分くらいを使って、先輩たちの発表例のパワーポイント(PPT) を見
せておいた。Another Skyでは、PPTを基に文字、画像、動画、音楽、どれでも好きなも
のを組み込んで使ってよいこととし、発表者が英語そのものに不安があったとしても、そ

うした媒体を補助的に使うことで達成感と有能感を感じられるようにした。また、机を排

除し椅子だけのレイアウト (Dörnyei & Murphey, 2009) とすることで発表者と聞き手の
垣根を取り払い、教室の一体感 (協学) を演出するようにした。加えて、司会、タイムキー
パー、pc補助係りのボランティア学生を募り、学生の自律性欲求を刺激するように配慮し
た。各プレゼーテンションの後には、発表者が聴衆と 1～2回やり取りする時間を設けた。
これは、話し手と聞き手の関係性欲求を刺激し、クラス全体の一体感 (自律性欲求) を増す
ためである。言語不安の一つでもある自ら進んで質問をするのが恥ずかしいという理由で

質問が出ない場合に備えて、事前に質問する学生を一つの発表について一人ずつ機械的に

割り振っておいた。この方法だとボランティアで質問をしたい学生の意欲をそぐというマ

イナス面もあるが、本実践では質問が出ないことのマイナス面 (Yashima, Noels, Shizuka, 
Takeuchi, Yamane, & Yoshizawa, 2009) を 小限に抑えることを優先した。 
	 以上が半期全 15 回に渡る学習者の言語不安と心理欲求に配慮した CLIL 型授業である。
表 1にその授業を CLILの 4Cに沿って整理した。ただし、この表では思考(Cognition) を
除いてある。それは、それが特定困難であることによる。 
 
表１CLIL型授業	 

タイトル タスク 内容 文化・協働 コミュニケーション 

[1] Guidance     

[2]Building 

Rapport 

情報ギャ

ップ 

相互理解・他者尊

重を育む。 

クラスの構成員の責

任を果たし良好な人

間関係を築く。 

適切な声量・視線でやり取りを

維持できる。 

[3-4] Jeopardy クイズ 様々な国際問題 Wh-/How疑問文を作れる。 
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[5] Show & Tell 語り/意見

交換 

貧困  写真を使って国際問題につい

てまとまりのある話ができる 

[6] Describe 

pictures  

情報ギャ

ップ 

芸術  対象物の位置関係を前置詞を

用いて表現できる。 

[7] Trump speech  書 き 取

り・再生 

核開発・拉致問題 当事者意識で国際問

題を考えられる。 

国際問題に関わる一定の長さ

の演説を再生できる。 

[8] Humor is a 

common  

再話 笑い・家族 英語の絵本を共同体

験する。 

面白い話や絵本の概要とオチ

を伝えることができる。 

[9] Review 再話 様々な国際問題  インプットを素材に再生・再現

できる 

[10-12] Petite 

debate   

ディベー

ト 

様々な国際問題 分担をして説得的な

主張ができる。 

適切な論拠と構成で自分の主

張ができる。 

[13] Exam  エッセイ

ライテ

ィング 

笑い・様々な国際

問題・核 

 150-200ws のまとまりのある英

文を書ける。 

米大統領演説を再生できる。 

[14-15] Another 

Sky   

個人発表 個人的体験（と国

際問題） 

重要な経験を開示し

相互理解を深める。 

様々な媒体 (PPT) を使って印

象的な発表ができる。 

ここで、Stryker and Leaver (1997), Ellis and Shintani (2014), Ikeda (2013), 和泉 
(2016), 柳川 (2017) に従って、本実践が CLIL型と称する所以を TBLTと CBIとの比較
を通じて明らかにしておきたい。まず、TBLT はタスクを遂行する過程で学習者が目標言
語に習熟することを目指すため、特定の言語形式や表現の使用を教師が学習者に明示的に

説明しその使用を誘導しないのが本来であるのに対し (Ellis & Shintani, 2014)、本実践で
はタスクを遂行する際に必要かつ効果的だと思われる言語形式を明示的に指導する場面を

設けたこと（例, Lesson [6]）、そして言語学習に加えて内容学習をも目的としたことで
TBLT とは異なる。次に、CBI と本実践は、ともに言語学習と内容学習の両方を目的とし
ている点で共通点が多く、とりわけ CBI の一典型例であるテーマ中心 (theme-based) 指
導法 (Stryker & Leaver, 1997) との区別は難しい。しかし、本実践では global issueとい
う人類共通の課題を様々な協同学習を通じて学習者自らが考える機会とした点で、CBI よ
りもCLILにそのコンセプトが近い。CLILの要諦である4Cの内の2C、内容学習 (Content)
と協学 (Culture) に重きを置いたからである。他方、本実践は、EFL学習者を対象として
英語の運用力の向上に比重を置いた授業を行った点で “hard” CLIL (Ikeda, 2013) とは言
えない。以上が本実践を “soft” CLIL (Ikeda, 2013),「CLIL型」と称する所以である。 
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２．３ データ収集 

	 Another Skyを実施した 終回 (第15回) の授業時に、学生にアンケート用紙に記入回
答してもらった。アンケート用紙は5件法による30項目の多肢選択式とした (付録1)。30
項目の内訳は、言語不安に関わる項目が10項目、心理欲求の充足度を問う項目が12項目、
CLIL型授業を4Cの観点から評価する項目が7項目、授業全体の有意義性を問う項目の1項
目であった。言語不安を問う10項目はYashima et al. (2009)で用いた全31項目の中から本
実践参加者の実情に合い且つ優先順位が高いと思われる10項目を筆者が選択して利用し
た。心理欲求の充足度を問う12項目はAgawa and Takeuchi (2016) の質問紙項目12項目
をそのまま使用した。それらの項目については、高い信頼性と妥当性が示されている。12
項目の内訳は、自律性欲求に関わる項目が6項目、有能性欲求と関係性欲求に関わる項目
がそれぞれ3項目であった。また、本CLIL型授業を4Cの観点から評価する7項目の内訳は
内容 (Content) と言語 (Communication) がそれぞれ1項目、文化・協働 (Culture) が2
項目、思考 (Cognition) が3項目とした。各質問文は筆者がCoyle, Hood, and Marsh (2010, 
84-85) と池田 (2012) を参考に作成した。 
 

３. 結果 

 
３.１ 実践課題１  

表 2 言語不安の変容 (最大 2, 最小-2)  

実践課題 1 は、「学習者の言語不安は CLIL 型授業の

前後でどのように変容するか」であった。10 項目の質

問に対する 5件法の各選択肢「前ほどそう思わない」「前

ほど、あまりそう思わない」「前とかわらない」「前よ

り、ややそう思う」「前より、そう思う」をそれぞれ、

-2点、-1点、0点、1点、 2点として学習者の言語不安

の変容を項目ごとに数量化した。表 2 に各項目の平均

値  (標準偏差) を示した。質問紙の信頼性係数  (α) 

は、.79であった。 

表 2 によると、学習者はこの授業を受ける前よりも

わずかに「英語を自信をもって話せる」ようになった 

(M = .43) と感じる一方で、 前よりもわずかに「他の学

生のほうが自分より英語で話すのが上手」(M = .36) であるという印象を抱いたようである。

言語不安 平均（SD） 

自信を持って話せる .43 (.79)  

間違うと気になる -.79 (.99) 

笑われる -.79 (.88) 

発言は恥ずかしい -1.0 (.90) 

直される心配 -1.0 (1.0) 

指名の不安 -.68 (1.2) 

先生の話の理解不安 -.54 (1.3) 

緊張と混乱 -.89 (1.1) 

自分より上手 .36 (1.2) 

自意識高まる -.29 (.90) 
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反面、それ以外の 8 項目の不安の平均値はマイナスを示し、不安が幾分和らいだことを窺

わせる。中でも、「自分から進んで発言するのは恥ずかしい」気持ち (M = -1.0) や、「先生

が自分の間違いを直しそうで心配」(M = -1.0) する傾向は減少幅が大きい。 

続いて、各項目間で統計的に有意な差があるかどうかを検定するため、表 2の結果を用い
て 1要因の分散分析を行った。その結果、1%水準 (F (9, 270) = 7.36, η2 = .20 ) で有意な
差が検出されたため、Tukey HSDによる多重比較を行った。その結果、「自信をもって話
せる」と「他の学生のほうが自分より英語で話すのが上手だと感じている」の 2 項目の平
均値が以下の 7項目のそれより有意に高かった (p =.00)。「間違うと気になる」「笑われる」
「進んで発言するのは恥ずかしい」「直される心配」「指名される心配」「先生の話を理解で

きるか不安」「緊張と混乱」の 7項目である。「自信をもって話せる」の平均値は、「自意識
が高まる」「他の学生のほうが自分より英語で話すのが上手だと感じている」の 2項目のそ
れと、「他の学生のほうが自分より英語で話すのが上手だと感じている」の平均値 は「自
意識が高まる」「自信をもって話せる」の 2項目のそれと有意な差は見られなかった。つま
り、半年間の CLIL 型授業を受けた学習者の言語不安はやや和らぎ英語を話す自信がわず
かについた一方で、学習者は自分よりはクラスメートのほうが英語が上手いといつも劣等

感情を抱いていることが窺える。 
 
３.２ 実践課題２   

表 3 心理欲求の充足度（満点 5）	 	 	 	  
実践課題 2 は、「学習者の心理欲求は

CLIL 型授業でどの程度満たされるか。」
であった。回答者の 12 項目への回答を、
「あてはまらない」を 1 点→「あてはま
る」を 5点として、 各項目の平均値 (標
準偏差) を算出し表 3 に示した。この結
果を 1 要因の分散分析を行ったところ、
1%水準で有意な差が見られ  (F(11,  
323) = 4.33, η2 = .13) 、Games-Howell
の多重比較を行った。その結果、5％水準
で、 「協力し合う雰囲気」(M = 4.21) の
平均値が「学生の気持ちを理解」(M = 
3.50)「学生を励ます」(M = 3.39)「自分
のがんばりに満足 (M = 3.21)」の 3項目

欲求 アンケート項目 平均値(SD) 

自律性 学生の意見を尊重 4.04 (.69) 

課題の価値・意義を説明 3.90 (.69) 

学生の気持ちを理解 3.50 (.88) 

学生を励ます 3.39 (.79) 

学生の視点を考慮 3.68 (.77) 

質問しやすい雰囲気 3.64 (.83) 

有能性 努力が実った充実感 3.54 (.84) 

「できた」達成感 3.86 (.76) 

自分のがんばりに満足 3.21 (.99) 

関係性 和気あいあいとした雰囲気 4.04 (.69) 

仲良くやっている 4.04 (.71) 

協力し合う雰囲気 4.21 (.63) 
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のそれよりも有意に (それぞれ、 p = .04, p = .004, p = .002) 高かった。また、「和気あい
あいとした雰囲気」(M = 4.04)、 「仲良くやっている」(M = 4.04)、 「学生の意見を尊重」
(M = 4.04) の 3項目の平均値は「自分のがんばりに満足している」(M = 3.21)のそれより
も 5%水準で有意に高かった (それぞれ、  p = .034, p = .037, p = .034)。それ以外の項目
では平均値に有意な差はなかった。「協力し合う雰囲気」「和気あいあいとした雰囲気」「仲

良くやっている」の 3項目の関係性欲求の充足度が統計的に有意に高く、「自分のがんばり
に満足」に代表される有能性の欲求への充足度が低いことから、本授業実践での CLIL 型
授業は、学習者の関係性欲求には十分に応えられた一方で、それと同程度には有能性欲求

と自律性欲求には応えられていないことがわかった。 

 
３.３ 実践課題３ 

３.３.１ 学習者の類型化 

	 実践課題 3は、「言語不安の変容が異なる学習者では、心理欲求の充足感も異なるか」で
あった。まず、言語不安 10項目に対する学習者の 5値の回答データからWard法によるク
ラスター分析を行い、参加者を不安の変容に応じて複数の学習者集団に類型化した。その

結果、図 1のデンドログラムを得て、参加者 28人を 4つの学習者集団に分けることが妥当
であると判断した。 

 
そして、 各グループごとの言語不安 10
項目の平均値 (標準偏差) を算出し(表 4)、
レーダーチャート (図 2) に示した。それ
によると、 4つのグループは以下のように
特徴づけられる。まず、 G1 (n = 7) は、 レ
ーダーチャートの座標が「話す自信」を除

いて負の値であり、 且つ、各座標で囲ま
れる面積が4つのグループの中では 小で

あることから、 約 4 ヶ月の授業前後で言
語不安の減少幅が も大きかったグルー

プであることがわかる。 
図 1 学習者 28人分のデンドログラム 

 
このグループでは、英語を話す自信は十分に高まっているとは言えないものの (.29) 、

「直される心配」(-1.57)「指名の心配」 (-1.43)「緊張・混乱」(-1.57) は減少している。
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とりわけ、「自分より上手」であるという意識が 4グループの中では唯一減少している (-.86) 
のが目を引く。そこで G1を「不安低下グループ」とした。対照的に G2 (n = 10) は、レー
ダーチャートで囲む面積が大きく、4 つのグループの中では授業前後で不安の減少幅が
も小さい。「間違いが気になる」「進んで発言するのは恥ずかしい」「緊張・混乱｣はそれぞ

れ-.50, -.40, -.30でわずかに低下しているものの、「自分より上手」に思える不安がやや高
まり (1.00)、「理解不安」(.00)「直される心配」(.00)「笑われる」(.00) は、 授業前後で
減少していない 。そこで G2を「不安固定グループ」とした。G3 (n = 6) は、「話す自信」
はやや高まり(.83)、「恥ずかしい」「直される心配」(-2.0)、「理解不安」」「緊張・混乱」(-1.5)
「笑われる」(-1.0)「間違いが気になる」「指名の心配」(-.67) が低下しており、G1同様に
授業の前後で多くの不安が和らいでいる集団である。G1と異なるのは、「自意識が高まる」
(.50)「自分より上手」(.67) がわずかではあるが高まっており他者からの評価に敏感になっ
ている傾向が見られる点である。このグループは、近藤&楊 (2003) の「他の生徒からの評
価に関する不安」が強いグループであると言えよう。そこで、G3を「不安低下・高自意識
グループ」とした。G4 (n = 5) は、「理解不安」 が授業前よりもやや増している (M = 1.0) 
点が特徴的で、教師の話す英語が理解できないことへの不安がやや強い。このグループは、

それでいて、教師からの「指名の心配」「直される心配」はそれぞれ-1.60, -1.0とむしろや
や低下しており、教師が直接的に作り出す言語不安要因のうち、教師の発話の理解にのみ

不安を抱えたグループである。そこで、G4を「先生の話の理解不安グループ」とした。こ
れは、教師の発話そのものが学習者にとっては不安要因になることを示している。 
 
表 4 グループごとの言語不安の変容 

	  自信 誤り 

笑わ

れる 

恥ずか

しい 

直され

る心配 

指名の

心配 

理解

不安 

緊張・

混乱 

自分よ

り上手 

自意識

高まる 

G1 

(7) 

.29	 

(1.1) 

-1.00 

(.82) 

-1.29 

(.76) 

-1.29 

(.76) 

-1.57 

(.53) 

-1.43 

(.53) 

-1.57 

(.79) 

-1.57 

(.53) 

-.86 

(.90) 

-1.29 

(.76) 

G2 

(10) 

.40  

(.52) 

-.50  

(1.3)  

.00  

(.47) 

-.40 

(.84) 

.00 

(.67) 

.30 

(.95) 

.00 

(.82) 

-.30 

(1.1) 

1.00 

(.82) 

-.10 

(.32) 

G3 

(6) 

.83  

(.75) 

-.67 

 (.82) 

-1.00 

(.63) 

-2.00	 

(.00) 

-2.00 

(.00) 

-.67 

 (1.2) 

-1.50 

(.84) 

-1.50 

(.84) 

.67 

 (1.2) 

.50  

(.84) 

G4 

(5) 

.20  

(.84) 

-1.20 

(.84) 

-1.40 

(.89) 

-.60  

(.54) 

-1.00 

(1.0) 

-1.60 

 (.54) 

1.00 

 (.71) 

-.40 

 (1.3) 

.40  

(1.3) 

-.20 

 (.84) 

Note; 誤り = 「間違いが気になる」 
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                 図 2	 グループごとの言語不安の変化 

 
続いて、 各グループ間で 10 項目の言語不安の変容に見られる差が有意であるかを検証

した。そうすることで、 前述の G1～G4 の特徴づけの妥当性を検証できると同時に、 各
学習者集団の特性を浮き彫りにできる。一要因 (学習者集団) の分散分析を行った結果、 
5%水準で 10項目のうち 8項目で有意な差が見られ、「話す自信」と「間違いが気になる」
の 2項目では有意な差が見られなかった。「話す自信」については、 表 4から、グループ
を問わず全体的に英語を話すことへの自信がわずかではあるが (.29, .40, .83, 20) 高まっ
ている。また、「間違いが気になる」もグループ間で有意な差がなかったことと、 4 グル
ープとも-1.00, -.50, -.67, -1.20と気になる程度がやや減少していることから、間違うこと
への抵抗が授業を通じてやや低下したと見受けられる。「話す自信」がつくことと「間違い

が気になる」程度が減少することは相補的な現象であろう。有意な差が見られた 8 項目で
は Tukey HSDまたは Games-Howellの多重比較を行い、4つのグループのどこに有意な
差があるかどうかを調べた。その結果をまとめたものが表 5である。 
 
表 5	 グループごとの言語不安の変容の多重比較	 (p) 

 G1&G2  G1&G3  G1&G4  G2&G3  G2&G4  G3&G4  F p   η2  
笑 G2>G1 

(.003) 

  G2>G3 

 (.04) 

 G2>G4 

(.004) 
 7.6 .00 .49 

恥    G2>G3 

(.001) 

 

  

G4>G3 

(.016) 8.0 
.00 .50 
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直 G2>G1 

(.00) 

  G2>G3 

(.003) 

  
15.1 

.00 .65 

指

名 
G2>G1 

(.003) 

   G2>G4 

(.003) 
 

7.7 
.00 .49 

理

解 
G2>G1 

(.003)、 

 G4>G1 

(.00) 

   G4>G3  

(.00) 
14.6 .00 .65 

緊

混 
G2>G1 

(.026) 

     
3.6  

.03 .31 

上

手 
G2>G1 

(.003) 

G3>G1 

(.037) 

    5.6 .01 .41 

自

意 
G2>G1 

(.007) 

G3>G1 

(.01) 

    8.3 .00 .51 

Note : 「話す自信」「間違い」にはグループ間で有意な差なかった。笑;	 笑われる、	 恥;	 恥ず

かしい、直:直される、	 指;	 指名の心配、	 理解;	 理解不安、	 緊混;	 緊張・混乱、	 上手;	 自分

より上手、	 自意;	 自意識高まる 

 

G1は有意な差の見られた 8項目中 7項目で他の複数のグループよりも有意に教室不安が
減少している (表 5)。「笑われる」「直される」「指名の心配」「緊張・混乱」では G2より、 
「理解不安」では G2と G4より、「自分より上手」「自意識高まる」では G2と G3より有
意に平均値が下がった。G1を「不安低下グループ」としたのは妥当と言えよう。 

G2 では 7 項目において特定のグループまたは他のグループ全てよりも不安が有意に高
い。具体的には、「理解不安」「緊張・混乱」「自分より上手い」「自意識高まる」では G1
より、「恥ずかしい」では G3より、「指名される心配」では G1 と G4より、「直される心
配」では G1と G3より、「笑われる」心配では他の全てのグループよりも不安が有意に高
い。G2を「不安固定グループ」としたのは妥当と言えよう。 

G3は「不安減少・高自意識グループ」とした。「理解不安」は G4より、「笑われる」「直
される」は G2より、「恥ずかしい」は G2と G4よりも有意に平均値が低いものの、「自分
より上手い」G3 > G1 (p = .037) と「自意識高まる」G3 > G1 (p = .011) が G1より有意
に高い (不安が大きい)。このことから、G1と G3は 4グループのうち不安が低下している
という点では共通しているが、 G3 が G1 に比して他者からの評価により敏感である点で
異なることがわかる。  

G4は「笑われる」「指名の心配」で G2より有意に平均値が低かった一方で、「恥ずかし
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い」で G3 より、「先生の話の理解不安」で G1 と G3 より有意に平均値が高かった。とり
わけ「理解不安」が強いことがレーダーチャート (図 2) からも示され、 G4を「先生の話
の理解不安グループ」としたことはうなずけよう。 

 

３.３.２ 学習者の類型化と心理欲求の充足 

実践課題 3は、言語不安の変容に違いが見られる G1～G4のグループで、心理欲求の充
足感に違いがあるかであった。そこで、グループ (4)と心理欲求 (3) の対応のある二要因
の分散分析を行った。その結果、 交互作用は有意ではなく (F(6, 72) = .325, η2 = .02)、心
理欲求の単純主効果のみが有意 (F(2, 72 ) = 6.6, η2 = .14,  p = .002)	 であった。続く、
Tukeyの多重比較の結果、関係性 > 自律性 (p = .03)、関係性 > 有能性 (p = .002) から、
言語不安の変容が異なる学習者集団でも、心理欲求の満たされ方には違いがなかった。こ

れは、日本人学習者が抱える教室内言語不安が心理欲求の充足とは独立した構成概念であ

ることを示唆していて興味深い。これについては、4.1で議論したい。 
 

３.４ 実践課題４  

  表 6 重回帰分析の統計量 

実践課題 4 は、「3 心理
欲求と 4Cのうち、学習者
に授業が有意義であると

感じさせる要素は何か」で

あった。この解を得るため

に、質問紙中の「総合的に

みてこの授業は有意義であった」への回答を従属変数、心理欲求 12 項目 (表 3) と CLIL
型授業での構成要素 7項目計 19項目の回答値を説明変数とした重回帰分析を行った。以下
に、従属変数と説明変数それぞれの平均値(標準偏差)を示す。総合的に有意義 3.96 (.74)、

役立つ 3.86 (.59)、内容を理解 3.57 (.84)、共有・共感 4.17 (.57)、多文化的視点 3.32 (.86)、

難易度適合 3.36 (.91)、批判的思考力・想像力 3.25 (.93)、理解・応用・説明力 3.46 (.84)。 

重回帰分析の結果、 以下の 4項目が有意な説明変数として抽出された (調整済み重決定
係数; .79, Durbin-Watson; 2.70)。「この授業は英語力の向上に役立つ（役立った）」、 「先
生は私たちの授業に関する意見を尊重している」、「先生は、活動や課題の価値や意義を説

明してくれる」「この授業では、自分の努力が実ったという充実感が得られることがあると 
思う」の 4項目である。それぞれの標準化係数 (β)、 t値、 p値、 VIFを表 6に示した。
表 6 の結果から、まず、CLIL 型授業が学習者に有意義であると感じられるためには、そ

 β t p VIF 

役立つ .58 5.6 .00 1.13 

意見を尊重 .43 3.1 .01 1.95 

価値・意義を説明 .40 3.1 .01 1.76 

努力が実る充実感 -.32 -2.7 .01 1.42 
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れが英語力の向上に役立つと思われること、そして、先生が学習者の意見を尊重し、タス

クの手続きや内容について説明責任を果たすことが大切であることが窺える。実際、 課題
2の結果 (表 3) から、「先生は学生の意見を尊重」と「課題の価値や意義を説明」の 2項
目は、それぞれ、M = 4.04 (.69) とM = 3.90 (.69) で高い数値を示している。一方、課題
2の「自分のがんばりに満足している」度合いが統計的に有意に低く (M = 3.21) 、課題 4
の「努力が実る」が「総合的に見てこの授業は有意義であった」と負 (β = -.32) の関連を
示した結果から一つの課題が見えてくる。これについては 4.2で省察する。     

 
４. 	   振り返りと考察 	  
 
４.１ 課題１と課題３ 

	 課題 1は「学習者の言語不安は CLIL型授業の前後でどのように変容するか」、 課題 3
は「言語不安の変容が異なる学習者では心理欲求の充足感も異なるか」であった。課題 1
の結果から、CLIL型授業の後で学習者の言語不安は概ねやや和らぐ傾向にあり、わずかで
はあるが彼らは英語を「自信を持って話せる」(M = .43) ようになったことがわかった。こ
れは、二重の意味で意義が大きい。第 1 に、即興のやりとりを求められるタスクを含めた
CLIL 型授業においても言語不安が和らぐことを示した点。第 2 に、その対象者が理工系
を専門とする大学生であった点である。この結果はプレゼンテーション以外の様々なタス

クが言語不安を低下させることを示し、幅広い学習者にそれが受け入れ可能であることを

示した点で、CLIL型授業が教室で普及する一つの弾みとなろう。 
課題 3 からは、2 点が示された。第 1 に、学習者には言語不安の変容によっていくつか

の類型があることである。本実践では 4 類型が抽出されたが、この結果は、学習者の言語
不安特性に応じた教師の働きかけが求められることを示している。たとえば、自意識が必

要以上に高まってしまう学習者には、過度の一般化を抑制する言葉がけが有効であろう。

教師の発話を不安に思う学習者に対しては、必要に応じて日本語 (L1) を使う (Ellis & 
Shintani, 2014) ことも検討に値するであろう。 
第 2 に、日本人学習者が抱える教室内言語不安は心理欲求とは独立した構成概念である

ことが示唆された。これは、教室内で心理欲求を満たすことが必ずしも学習者の言語不安

の軽減につながらないことを示している。では、どのようにしたら言語不安を少しでも減

らすことができるのか。例えば、教室で英語を使う楽しみ (Dewaele & MacIntyre, 2014) 
を増したり、学習者の Ideal L2 self (Dörnyei, 2005) (学習者自身が将来、外国語を使って
いる明確なイメージ) の構築に働きかけることも有力な一つであろう。他方、言語不安は
そもそも外国語教室では不可避な心理状態で、それは適度の緊張感を学習者にもたらすも
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のとして肯定的に捉えることもできよう。いずれにしても、今後ますますコミュニケーシ

ョン活動が多く取り入れられる英語の授業にあって、教室内で起きる言語不安とそれに影

響を与える他の要因との関係を検証する研究が急がれる。 
 

４.２ 課題２と課題４ 

課題 2 は「学習者の心理欲求は CLIL 型授業でどの程度満たされるか」、 課題 4 は「3
心理欲求と 4Cのうち、学習者に授業が有意義であると感じさせる要素は何か」であった。
実践の結果、関係性欲求は他の二つの欲求に比べて有意に多く満たされた一方で、「自分の

がんばりに満足」(有能性欲求) と「学生の気持ちを理解」と「学生を励ます」(自律性欲求) 
の 2 項目は有意に低くしかその欲求は満たされなかった（課題 2）。他方、 関係性欲求よ
りは自律性と有能性欲求の充足がCLIL型授業を有意義せしめることが示された (課題 4)。
この結果は、田中・廣森 (2007) の報告－3欲求の中で内発的動機づけを高めるためには特
に自律性欲求が重要で、関係性欲求は相対的に重要性は低い(ibid., 73)－とも一致する。本
実践研究は田中・廣森 (2007) とは異なり、動機づけの変容を検証することを目的とした
ものではないが、プレゼンテーション活動の授業にせよ CLIL 型授業にせよ、それが学習
者の動機づけを高めたり有意義な授業だとうけとめられるためには、自律性が特に重要で

あるという結果で一致した点は興味深い。CLIL型授業ではややもすると、教師の関心は生
徒や学生の関係性の構築に向きがちである。本実践もそうであった (課題 2)。しかし、そ
れと同様にまたはそれ以上に、生徒や学生の自律性に働きかけていくことの重要性を両研

究結果は示している。教師が「学生の意見を尊重」し、「課題の価値や意義を説明」する (課
題 4) ことの重要性を再認識したい。 
言うまでもないことであるが、自律性欲求の重要性は関係性欲求を軽視していいという

ことではない。「教室はもとより対人相互作用のおこる社会的な場所」 (八島, 2003, 82) で
あるとすれば、クラスメート間の良好な関係性の構築なくして英語による自然なやりとり

も起こりえない。関係性欲求の充足はむしろ、教室をコミュニケーションの場とする土台

と解すべきであろう。実際、本実践でもそれを考慮した (2.2)。 
課題 2と課題 4からはもう一つ、有能性に関して重要な知見が示されている。本実践で

は「自分のがんばりに満足」(M = 3.21) している学生が有意に少なく（課題 2）、「努力が
実る充実感」が「総合的に見てこの授業は有意義であった｣と負の関係にあった (課題 4)。
つまり、本実践は参加学生の十分な努力や潜在能力を引き出せずに終わった可能性がある。

それが、この授業に対する満足度がM = 3.96 (表 3) に留まった一つの理由であろう。この
ことは、生徒や学生が「個人内絶対基準」に揺り動かされて CLIL 型授業に臨むのが容易
ではないことを示していると同時に、教師からの働きかけが重要であることを示している。 
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５. まとめ 

もとより、本実践研究には多くの限界がある。第 1に、本実践では、授業開始時の 9月
に参加者の言語不安を測定せず、授業終了時の 1 月にのみ言語不安に変化があったかどう
かを尋ねた。また、アンケート用紙にインタビュー調査や授業観察も加えれば、参加者の

言語不安の変容をより立体的に捉えられたであろう。第 2 に、対象群を欠いていることが
ある。学習者の言語不安の変容を、伝統的な指導法で行ったクラスと CLIL 型授業のクラ
スとの間で比較・対象できれば、本実践の結果を CLIL 型授業特有の効果としてより強く
打ち出せたであろう。第 3 に、本実践の CLIL 型授業が別の教師によって行われていたら
その結果はいかようにも変わっていたであろう。とりわけ、CLIL型授業では教師の学習者
への向き合い方やパーソナリティが学習者の情動を大きく左右し、それが指導の効果に直

接影響してくる。これは授業が人間対人間で行われる以上、不可避な限界と言わねばなる

まいが、反面、教師という変数によって CLIL型授業の効果が著しく損なわれないような、
汎用性の高い日本人学習者向けの CLILの教科書作りや評価法の確立が急がれる。 
	 こうした限界があるものの、本実践研究は以下の 3点を新たに示した点で意義が大きい。
第 1 に、プレゼンテーションに依存しない CLIL 型授業でも、学習者の言語不安は低下す
る傾向にあることを示した  (課題 1)。とりわけ理工系を専門とする熟達度が低～中
(TOEIC350 ～450点) の大学生の言語不安が低下した結果は、プレゼンテーションに重き
を置く傾向 (例, Maekawa & Yashima, 2012) にあった理工系大学生対象の英語授業のあ
り方に別の可能性を示した。第 2 に、学習者の言語不安の変容傾向を類型化し、それぞれ
の特性を記述した (課題 3)。それによって不安傾向に応じた実効ある対策が教室で取られ
ることが可能となろう。第 3 に、CLIL 型授業においては 3 心理欲求の中では特に自律性
欲求が、CLIL の 4 構成要素の中では英語力の向上の実感が重要であることを示した。一
方で、関係性欲求はコミュニケーションの場としての教室空間の土台作りと解されるべき

であり、有能性欲求が学習者個人の絶対評価基準として充足されることの難しさを示した 
(課題 2, 4)。本実践研究が、CLIL型授業が普及し、定着する一助となれば幸いである。 
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Materials Development for TESOL 
 

Freda Mishan・Ivor Timmis	 著	 (2015) 
EDINBURGH University Press	 218pp. 

 
杉内	 光成 

獨協埼玉中学高等学校 
 
	 教員にとって授業を行なう際になくてはならないものが教材である。しかし、その重要

性とは裏腹に、教材デザインは研究分野としてあまり光を当てられることはなかった。そ

のような現状に対して、教材デザインとは何か、という命題を突き詰めていくのが本書で

あろう。 
	 本書は、現在の英語教育における教材デザインについて批評的に評価・分析する観点を

提示したものである。第１章では教材デザインを専門的に分析する意義や教材デザインの

定義などについて書かれており、第２章では教材デザインの原理について概略を示してい

る。詳細に説明されている。第３章では英語教育における教材デザインを文化・コンテク

スト的観点から探求している。第４章では教材の評価や応用について、第５章にはテクノ

ロジーを使用した教材について様々な角度から説明されている。第６章、第７章では４技

能のトレーニングのための教材に、第８章では語彙と文法を扱うための教材に焦点を置い

ている。第９章には教材を作る過程とそのポイントについて平易に書かれている。そして、

最後の第１０章において全体のまとめを簡潔に述べて、本書を締めくくっている。 
	 まず、第１章は、教材デザインを研究する意義を述べている。それは、Materials 
development という研究分野を学ぶことで、現在ある教材をどのように分析し、それを発
展させていくにはどのような原理に基づいていけばよいかの青写真を描くことができると

いうことだ。ただ何となく経験則などを頼りにして作っていた教材を、語学教育や言語習

得の観点から分析して発展させていくことは、今後の英語教育の発展には欠かせないポイ

ントになるだろう。 
	 第２章では、教材デザイン作成の核になる原理、SLAについて説明をしている。なぜな
らば、SLAを知っていることが言語学習の教材を作るときの根底となる原理だからである。 
	 第３章では、どの英語・どの文化・どの教育学に焦点を当てて教材を作成するかについ

て書かれている。確かに英語を教える国や地域によって様々な点を考慮しなければいけな

いことは事実であるが、本書では、グローバルスタンダードとローカルニーズの共通点を
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見出し、教材に盛り込んでいくということが大事であると述べている。 
	 第４章は教材の評価の仕方について Pre-use evaluation、Whilst-use evaluation、
Post-use evaluationと段階を踏んだ評価を提唱している。また教師だけでなく、学習者が
教材を評価することの重要性や、良い教材を評価し、それを自身の授業に応用していくこ

とについて言及をしている。 
	 第５章は、最近注目されてきているテクノロジーを利用した教材を扱っている。ここで

は教材を作る際にコーパスを使用したり、Facebook など SNS のやり取りを参考にしたり
など、例として図を示して説明をしている。 
	 第６章では Reading・Listening というインプット能力を養う教材を認知的能力
（Remembering、Understanding、Applying、Analyzing、Evaluating、Creating）別に、
具体的なアクティビティ例を提示している。一方、第７章では Speaking・Writingという
アウトプット能力を養うための教材について、シラバスデザインからトレーニングの方法

論まで幅広く説明されている。さらに、それらを教材に落とし込む際の例を提示されてい

る。 
	 第８章では、語彙や文法をコンテクストにフォーカスした形でアクティビティの具体例

を紹介している。さらに、教材作成の根底に流れる原理について簡潔に説明されており、

教材を作成・応用する際の助けになる。 
	 第９章は、実際に教材を作成するときにどのような過程を経ることが適切であるかを、

Statement of beliefs、Needs analysis、Aims and objectives、Syllabus design、Drafting、
Piloting、Production、Revisionという観点から述べている。 
	 本書で特筆すべき点として、現場の教員という立場から考えると、教材を評価するとき

の観点をはっきり提示しているというところである。Communicative であるか、Aims は
はっきりしているか、Teachabilityは確保されているか、Available add-onsは考えられ得
るか、Levelは適切か、Your impressionは入っているか、Student interestは考慮されて
いるか、Tried and testedされる場面は含まれているか。以上の点をまとめて、本書では
CATALYSTと呼んでいる。これらを教材作成時に考慮することが、その時に応じて適切な
教材を作るときに参考にできる。また、語彙・文法のアクティビティ例も非常に参考にな

るだろう。現場において、語彙・文法学習では、ドリルにひたすら取り組む光景が一般的

なように考えられるが、その現状に一石を投じるものになると感じられ、さらに明日にで

も授業で使用できるくらい汎用性が高いアクティビティ例の提示である。 
	 注目されているとは決して言えない「教材研究」という分野ではあるが、授業を考える

上で現場の教員にとっては避けて通れない分野をまとめた一冊である。 
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2017年度	 第 1回研究会 (講演) 

 

こころを動かすレトリック	 共感のことば説得のことば  
 

講演者： 鈴木 健 氏［明治大学］ 
司会者： 松坂 ヒロシ 氏［早稲田大学］ 
日	 時： 2017年 4月 22日（土）17：15～19：15 
会	 場： 早稲田大学 14号館 6階 610教室 

 
【概	 要】	 

 
	 コミュニケーション研究は、説得の技法を学ぶレトリック批評 (Rhetorical Criticism)、

戦後発達した異文化間コミュニケーション論 (Cross-cultural Communication)、近年、脚光

を浴びるメディア研究 (Media Studies)を中心として、過去 80年間以上にわたって発達し

てきました。本講演では、コミュニケーションとは何か、コミュニケーションはどこで

起こるのかという基本的な問いと同時に、ニューメディア時代、ポスト真実の時代にコ

ミュニケーション研究の使命は何かという問いも扱っていきます。具体的には、バーク

のレトリック批評、ターナーの社会的物語などに加えて、ユーモア理論、比喩理論など

を中心として、私たちの身の回りの問題を題材として考えていきます。 

	 

【司会者後記】	 

	 

	 講師は、カンザス大学大学院、ノースウェスタン大学大学院を修了し、コミュニケーシ

ョン博士を取得されたコミュニケーション学者である。コミュニケーション研究とはどの

ような学問かを解説して頂けるようお願いして講演依頼をしたところ、次のような話題を

カバーするお話をして頂き、コミュニケーション研究の地平の広がりを示して頂くことが

できた。 

• コミュニケーションの定義のひとつとして、時間の共有という非常に広い定義が考

えられる。というのは、通常の意見交換のみならず対立すらコミュニケーションの

範囲に入ると考えられるからである。つまり、没交渉になって初めてコミュニケー

ションがなくなる、ということになる。 

• コミュニケーションが起こる場としては、一人一人の心の中という最小の場から、
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小集団、組織、メディアなどに至る種々のものが考えられ、宇宙とのコミュニケー

ションも理論的に想定することが可能である。場の広がりや多様性を反映し、コミ

ュニケーション研究は心理学、経営学、国際関係論などを含む学際的研究であると

言える。 

• コミュニケーションは協調行動を導き出し、対立を克服する助けとなる。 

• 電子時代のコミュニケーションにおいては、これまでにも増して言葉に自らの内面

を表す機能が付与され、コミュニケーションが、個人化、自己開示の増加、視覚的

ドラマ化、といった特徴を帯びてくる。じっくりと時間をかけて論理を展開する、

という行為が行われなくなっていることと関係がある可能性がある。 

• コミュニケーションは、感情的安定、自分の価値の再認識、創造性発揮、力の実感、

不滅の願望など、人の秘密の欲求に応える働きをする。 

• ユーモアの活用がコミュニケーションを促進することがあるが、このことも、優越

理論、解消理論、不調和理論など、コミュニケーション理論で説明できる。 

	 以上のような項目に加え、主要なレトリック戦略、物語の構造の例、哲学的真実である

truth と科学的調査が確定する fact とレトリック批評的視点から言える realities の区別、と

いった話題への言及があり、最後に、レトリック批評の例としてシンデレラの物語をフェ

ミニズム批評のメソッドにより扱うという見方が紹介された。 

	 外国語教育においては、コミュニケーションという概念が扱われるとき、言葉の第一義

的な意味が伝わることが重要視されるため、われわれ外国語教育者・研究者は、こうした

レベルのコミュニケーションこそコミュニケーションのすべてであると思いがちであるが、

コミュニケーションは、その心理的、社会的な側面を考えるとき、実はわれわれが日ごろ

慣れ親しんでいるものとは守備範囲を相当異にするものとなる。このことを説得力のある

形でお話頂いた講演会となった。	 
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2017年度	 第 2回研究会 (実践報告) 

 

長期留学による英語力の向上と日本語での言語生活と	 

自己評価に関する調査	 
 

発表者： 澤田 翔 氏［淑徳中学・高等学校］ 
司会者： 浅利 庸子 氏［東京理科大学］ 
日	 時： 2017年 5月 6日（土）17：15～19：15 
会	 場： 早稲田大学 14号館 6階 610教室 

 
【概	 要】	 

 
	 英語圏への留学が英語学習の方法論として期待される中で留学を通し大きく英語力を

伸ばす学習者だけではない事が経験的に理解されています。留学を通して英語力を伸ば

す学生像の把握に関して発表します。	 

	 まず始めに講演者の勤務校に設置されている 1 年留学コースにおける留学前後の英語

力の向上を概括します。そこにみられる英語力の向上を促進または妨げる要素を特定す

べく、留学前の言語生活の質と自己評価をもとに分析を行いました。分析の結果を担任

所見から成功のケーススタディを交えて説明します。	 

	 私学を取り巻く背景「入試改革」「学校改革」「募集」という三つの要素と絡めて生

徒の学力や必要とされる英語力に合わせた留学前・留学中・留学後の三つの段階別の指

導の結果から留学者への指導のあり方を探ります。変数統制を行う純粋な研究ではなく

学校現場における取り組みとそのフィードバックとして拝聴していただければと思いま

す。	 
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2017年度	 第 3回研究会 (実践報告) 

 

五文型と英文認知	 
 

発表者： 柳川 浩三 氏［法政大学］ 
司会者： 杉内 光成 氏［獨協埼玉中学高等学校］ 
日	 時： 2017年 6月 24日（土）17：15～19：15 

	  会	 場： 早稲田大学 14号館 6階 610教室 
 

【概	 要】	 

 
本発表前半では、学習者(大学生)が	 1)	 五文型をどのように受けとめ、2)	 どの程度そ

れを理解しているかを報告する。後半では、3)	 五文型の理解度が異なる学習者間で熟達

度に差があるか、4)	 五文型の理解度が異なる学習者間で英文構造のとらえ方はどのよう

に異なるかを検証する。それによって、EFL 環境下における高校・大学での文法指導に示

唆を提示したい。	 

長い間、日本の英語教育で「学校文法の根幹」（池上,	 1995,	 p.21）とすら見なされ

てきた「文型」という用語が、2014 年実施の学習指導要領（高校）からその姿を消した。

これは、1958 年に五文型が学習指導要領に取り入れられて以来、この約 60 年間で初めて

のことであり、日本の中学・高校の英語教育がコミュニケーション志向へと向かう大き

な転換点にあることを象徴している。しかし、コミュニケーション志向の発信型・参加

型の授業が EFL 学習者の英語力を育てる上で本当に有効なのかという教師の直観的・経

験的な疑問は残されたままである	 (田中	 &	 木村,	 2016)。それよりも、学校英語教育は、

それ以後の学習者の自立的な学習を支える基礎としての文法力を培うことを優先すべき

であるという主張は根強い。	 

本発表では、大学生 1000 人余りを対象に発表者が 2015 年～2016 年度にかけて行った

調査結果を報告し、議論のきっかけとしたい。	 
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2017年度	 第 4回研究会 (実践報告) 

 

小学生向け模擬授業の考察	 
 

発表者： 松坂 伸彦 氏［芝中学高等学校］ 
司会者： 小林 潤子 氏［神奈川県立横浜南陵高等学校］ 
日	 時： 2017年 7月 29日(土) 17:15～19:15 
会	 場： 早稲田大学 14号館 6階 610教室 

 
【概要】	 

 
中学校の教員による小学生対象の模擬授業について、実際の映像を観ながら考察しま

す。ご紹介する映像の受講生は主に小３～小６の男女です。異なる年齢や英語技能の参

加者が対象であるため、授業が(1)誰にでも分かる内容や題材で、(2)誰でも参加できる形
態になるよう意識しています。また、学校広報活動の一環であるため、(3)他の学校の授
業と比較されてもよい、(4)帰宅後に知識や技能を披露したくなる授業になればと模索し
ています。今回の TALKでは、本模擬授業の(1)～(4)の側面を中心にお話しし、皆様のご
意見を頂けたら嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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2017年度	 第 5回研究会 (講演会) 

 

Rodoku	 Storytelling	 ～My	 Mission	 and	 Passion～	 
 

講演者： 青谷 優子 氏［朗読家・バイリンガルアナウンサー・ 
             英語コミュニケーション講師］ 

司会者： 
日	 時： 

久保 岳夫 氏［早稲田実業学校］ 
2017年 9月 16日(土) 17:15～19:15 

会	 場： 早稲田大学 14号館 6階 610教室 
 

【概	 要】	 

 
	 英語はかなり勉強しているのに、会話が理解できない→それに対して反応できない→

コミュニケーションが成立しない。こういった経験をされる方は多いのではないでしょ

うか。それは単に単語が聞きとれない、言葉の意味がわからないからなのでしょうか。

言語は生き物ですので、その背景には必ず「文化」が存在します。表現は時代によって

変わり、コンテクストはその土地の歴史、人々の風習を表すため、たとえすべての単語

を聞きとれても理解できないことが多々あります。これを乗り越えるのにはどうしたら

よいのでしょうか。	 

	 小中学校時代を英国ロンドンで過ごし、ＮＨＫで 23 年間英語アナウンサーを務めた講

演者は、「伝える・伝わる」ということばの側面に注目し、自身の異文化コミュニケー

ション体験やアナウンサーとして過ごした経験、また現在朗読家として活動する中での

取り組みや気づきなどについて英語でお話しします。講演の終わりには朗読も披露しま

す。	 
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2017年度	 第 6回研究会 (修士論文中間報告会) 

	 

修士論文中間発表会	 
 

発表者： 肥田 和樹 氏［早稲田大学教育学研究科修士課程１年］ 
齋藤 浩一 氏［早稲田大学教育学研究科修士課程１年］ 
杉田 歌織 氏［早稲田大学教育学研究科修士課程１年］ 
神原 崚介 氏［早稲田大学教育学研究科修士課程１年］ 
鈴木 茉里 氏［早稲田大学教育学研究科修士課程１年］ 

司会者： 小林 潤子 氏［神奈川県立横浜南陵高等学校］ 
会	 場： 早稲田大学 14号館 6階 610教室 

	 

【研究発表１】 

【発 表 者】肥田 和樹 氏［早稲田大学教育学研究科修士課程１年］ 
【発表題目】The Effectiveness of Shadowing Tasks on Japanese Junior High School 

Students' English Production 
【概	 要】 
	 The purpose of my study is to investigate the effectiveness of shadowing tasks on 

Japanese junior high school students' English pronunciation, especially the acquisition of 

vowel weakening and sentential stress. This study is considered significant because most 

shadowing studies have focused on the effectiveness of shadowing on listening ability 

(Hamada, 2016; Onaha, 2004; Nakayama 2011; Miyake, 2009; Kojima & Ohta, 2010; 

Miyake, 2009; Kojima & Ohta, 2010; Shiki, Hase & Kadota, 2017; Sumioka, 2015). 

Although some studies have investigated the effect of shadowing on production in second 

language learning, they have conducted word imitation tasks as shadowing (Davidson & 

Wilson, 2016; Rojczyk, 2013; Wilson, Davidson, & Martin, 2014; Zając, 2013). In 

addition, the majority of the shadowing studies focusing on production in a sentence have 

conducted subjective judgment for analyzing the shadowing effect (Nakayama, 2016; 

Okubo, Kamiyama, Konishi & Fukui, 2013; Okumura, 2015; Karasawa, 2010; Takahashi, 

Fukuda, Iwashita & Sakota, 2010; Guo, 2014). In my study, acoustic analysis is conducted 

to analyze the effect of 'shadowing' in addition to the judgment analysis method. By 

adapting both judgment and acoustic analysis, the effectiveness of shadowing is observed 
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practically and objectively. The pilot study will be planned in November in 2017. 20 

Japanese junior high school students will join the study, and they will be divided into an 

experimental group and a control group. The only difference in the classes will be that the 

experimental group will shadow the model sentence, while the control group will listen to 

the model sentence and repeat it. The duration of the experiment will be four weekly 

English classes and each training session will last 30 minutes. The participants are asked to 

read aloud test sentences in the pre- and post-tests. Furthermore, the delayed post-test is 

conducted after one month following the post-test to investigate the effect of shadowing on 

the participants’ pronunciation retention. 

 
	 

【研究発表２】 

【発 表 者】齋藤 浩一 氏［早稲田大学教育学研究科修士課程１年］ 
【発表題目】Exploring Japanese University Students' Language Attitudes From the 

Perspectives of English as a Lingua Franca and World Englishes 
【概	 要】 
	 English is being used not only by ‘native’ speakers of English but also by ‘non-native’ 
speakers of English to communicate with each other. In those situation in which people 

communicating with those who do not share linguacultural background, English is now 

used as a lingua franca (e.g. Jenkins, 2009; Seidlhofer, 2011; Widdowson, 2013). Even in 

such a world where varieties of English coexist, however, Japanese people still tend to 

hold positive attitudes towards ‘native’ speakers of English (e.g. Matsuda, 2003; Matsuura, 

1999;McKenzie, 2004; 2008). People using English need to be aware of the diversity of 

English and accept different varieties of English because they have a number of 

opportunities to communicate with others whom they do not share their first language and 

culture with. Understanding what is happening to English in the world right now can 

influence Japanese English users’ such language attitudes. In this study, therefore, the 

relationship between preference for ‘native’ speakers of English and awareness of English 

as a Lingua Franca (henceforth ELF) and World Englishes (henceforth WE) will be 

investigated. The research is conducted in the autumn semester in 2017 at a private 

university in the middle of Tokyo. The participants of this study are students in the 

university majoring English language and literature. The experimental group consists of 
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the students attending an EMI lecture titled ‘World Englishes and English as a Lingua 

Franca’, and the control group consists of the students attending other EMI lecture which 

is not directly related to WE and ELF. Pre- and post-questionnaire are used in this study in 

order to understand how their language attitudes changes through these instructions and 

how these changes are different between the two groups. At the end of the semester, some 

of the participants will be asked to be interviewed to investigate how each instruction 

influences Japanese university students’ language attitudes more deeply. 

 

【研究発表３】 

【発 表 者】杉田 歌織 氏［早稲田大学教育学研究科修士課程２年］ 
【発表題目】Teacher Cognition and Pronunciation Pedagogy in Japan 

【概	 要】 
	 Teacher cognition, which refers to the unobservable cognitive dimension of 

teaching—what teachers know, believe, and think (Borg, 2003), has gained attention in 

language teaching research. Several studies have contributed to teacher professional 

training by giving a more detailed understanding of the issues (Borg, 2006; Kuzborska, 

2011; Macdonald, 2002). However, compared to L2 grammar and literacy, fewer studies 

have examined teacher cognition concerning L2 pronunciation pedagogy (Baker, 2011; 

Baker & Murphy, 2011). Especially in EFL settings such as Japan, research is sparse (Borg, 

2003). The purpose of the study, therefore, is to investigate (a) what cognition EFL 
teachers have concerning pronunciation teaching, and (b) how it will affect their actual 

teaching practice and challenges. Because pronunciation has been rarely taught in teacher 

training courses in university (Kochiyama, Arimoto & Nakanishi, 2013), they may find it 

challenging to plan, teach and assess pronunciation. This is a qualitative case study in 

which data were collected from a semi-structured interview. The participant was a 

Japanese-speaking English teacher, who had experience in teaching English for 20 years in 

junior high school. In the data collection, he responded mainly to the following three 

questions: 1. What beliefs and knowledge does the teacher have concerning pronunciation 

teaching? 2. How does he teach pronunciation in the classroom? 3. What challenges do 

Japanese EFL teachers face in teaching pronunciation? With the aim of integrating 

pronunciation teaching into teaching speaking and listening skills, the presenter will 

discuss how to bridge the gap between teacher cognition and their actual practice. 
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【研究発表４】 

【発 表 者】神原 崚介 氏［早稲田大学教育学研究科修士課程１年］ 
【発表題目】University Students' Demotivation and Remotivation Processes of English 

Learning in a Japanese Context 
【概	 要】 
	 Motivation is essential for successful foreign language learning, especially in English as 

a Foreign Language (EFL) contexts, where exposure to English is quite limited in daily 

life. In Japan, students’ motivational conditions are not necessarily high and several 

studies reports students’ demotivation, decrease in interest/commitment they once had. 

(Agawa & Ueda, 2013; Kikuchi 2009; Kikuchi, 2015). In such situation, remotivation, the 

“process of recovering motivation after losing it” (Falout, 2012), have recently begun to 

attract attention to cope with demotivation. Although there are some studies identifying 

some de/remotivational factors, most of them are quantitative, pre-post design and provide 

little information about its processes, especially long-term motivational changes in spite of 

current motivational perspective that motivation is complex, dynamic and non-liner 

process. Therefore, the present study investigated the process of demotivation and 

remotivation of EFL students at a Japanese university. Using a mixed method, which 

compensates the lack of qualitative research, it aims to describe long-term fluctuations of 

students’ motivation in English learning. The study was conducted at a private university 

in central Tokyo, Japan. Sixty students in the school of education taking low intermediate 
English courses were asked to answer a questionnaire about their past English learning 

experiences. They were also asked to draw the graphs mapping their motivational 

trajectories from kindergarten to university. Based on the results of the questionnaire and 

the graph, five students were selected as the participants of following semi-structured 

interview reporting their long-term experiences about de/remotivation in detail. The data 

obtained from the interviews were transcribed and qualitatively analyzed. Each of the 

participants showed different trajectories of English learning motivation and factors related 

to that. Based on the results of the analysis, the presenter will discuss how each learner and 

motivational factors interact with each other and how they affect their process of long-term 

motivational changes. 
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【研究発表５】 

【発 表 者】鈴木 茉里 氏［早稲田大学教育学研究科修士課程２年］ 
【発表題目】What Japanese English as Foreign Language Learner’s Willingness To 

Communicate Looks Like Before Study Abroad 
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2017年度	 第７回研究会 (講演) 

 

EU(欧州連合)におけるマルチ・リンガリズムの	 

現状と展望：Diversity in Unity 

 

 
講演者： 中曽根 佐織 氏［駐日欧州連合代表部調査役］ 
司会者： 松坂 ヒロシ 氏［早稲田大学］ 
日	 時： 2017年 11月 11日（土）17：15～19：30 
会	 場： 早稲田大学 14号館 6階 610教室 

 
【概	 要】	 

 
	 英国のＥＵ離脱（BREXIT）や日・ＥＵ経済連携協定（EPA）大枠合意など、昨今メディ

アを賑わしているＥＵ（欧州連合）。	 そもそもの始まりは、1967 年の欧州共同体の創設

に遡る。それからちょうど半世紀。これまでの欧州統合の道のりには紆余曲折があり、

また今後もさらに前途多難が予想されよう。しかしヨーロッパを統合するという壮大な

理念の根底には、「統一性における多様性」というコンセプトが息づいており、その代

表的な例が言語政策において見られる。数多くの多言語国家を抱えるＥＵは、国際連合

などとは異質の考え方を取り入れているのである。そこで、ＥＵ統合の現状とＥＵのマ

ルチ・リンガリズムについて、お話させていただきたい。	 

	 

【講演者略歴】	 

 

	 東京大学教養学科(フランス社会学専攻)卒業。東京大学新聞研究所（現・東京大学大学院
情報学環・学際情報学府）を経て、東京大学在学中に、パリ第 III 大学(ヌベル・ソルボン
ヌ)コミュニケーション学科に留学。1982年より駐日欧州連合代表部に勤務。現在調査役。
山形大学、金沢大学非常勤講師、慶應義塾大学特別招聘助教授、中央大学商学部講師を歴

任。著書・共著・論文として「ＥＵの制度と機能」（早稲田大学出版部）、「ＥＵの男女均等

政策」（日本評論社）、「世界の社会福祉」（旬報社）、「海外生活情報情報」（東京新聞）など。

高円宮杯英語弁論大会理事会審査員。 
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2017年度	 第８回研究会 (講演) 

 
Self-Determined Teaching for Self-Determined Learning: 

Implications for Language Pedagogy in Japan 
 

講演者： W. L. Quint Oga-Baldwin氏［早稲田大学］ 
司会者： 松坂 ヒロシ 氏［早稲田大学］ 
日	 時： 2017年 12月 9日（土）17：15～19：30 
会	 場： 早稲田大学 14号館 6階 610教室 

 
【概	 要】	 

 
	 Many teachers talk about wanting to motivate their students, but are often unclear 

about what that means. They wish to help their students act in ways that lead toward 

academic success, though they may lack effective tools to instill these behaviors in their 

students. Likewise, many students enter school with a large amount of motivation. They 

are eager to succeed and achieve good grades. However, this motivation sometimes 

disappears at the first sign of difficulty or competing interests. According to 

self-determination theory (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2017), the key is to 

develop high quality motivation, rather than high quantity motivation. Teachers need to 

know how to give students the right reasons to learn by providing a caring learning 

environment, with interesting and enjoyable tasks where they can feel a sense of 
mastery. By engaging students in tasks at the right level with the right timing, teachers 

can provide a learning environment that builds the quality of motivation. This lecture 

will provide teachers with theoretically justified, empirically robust tools for building a 

climate of engagement and motivation. The presentation will outline the literature on 

self-determination theory, contextualize this theory within the larger framework of 

language education, discuss recent findings in the field, and then demonstrate concrete 

applications for all levels of classroom education. 
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【講演者略歴】	 

 

  W. L. Quint Oga-Baldwin has taught in all areas of language education in Japan. He 

now trains teachers at Waseda University in the School of Education. He earned a Doctor 

of Philosophy in Education from Hyogo University of Teacher Education, specializing in 

elementary school foreign language pedagogy and motivation. His research interests 

include effective classroom teaching methods and motivation and engagement in 

elementary and secondary schools. 

 
【司会者後記】	 

 
	 講師をおつとめ下さった早稲田大学教育学部英語英文学科准教授オーガ・ボールドウィ

ン氏は、兵庫教育大学で博士号取得、小中学校、とりわけ小学校における外国語教育、動

機づけの専門家である。 

	 講演は、自己決定理論を概観し、それを外国語教育の文脈に当てはめ、最近の研究成果

に触れ、その外国語教育への応用を論ずるものであった。 

	 冒頭、動機を促進する授業の特徴と動機を低下させる授業の特徴とをできるだけ多く列

挙するタスクが課された。前者の範疇の項目としては、熱心な教師、よい雰囲気、同級生

との連帯感、クラスサイズ、興味のある授業内容、適度なタスクレベルなどが挙げられ、

後者の範疇の項目としては、厳しすぎる授業、方向性の欠如、学習者の間違いの直し過ぎ、

低い成績評価、ネガティブな雰囲気などが挙げられた。 

	 このあと、講師より自己決定理論の概要の説明があり、自己決定理論の５つの下位理論

が紹介された。基本的欲求理論、有機的統合理論、認知的評価理論、目標内容理論、因果

志向性理論である。このうち最初の３つについて詳細な説明があった。 

	 基本的心理的欲求には、自立性の欲求、関係性の欲求、有能さの欲求があり、これらが

動機づけの要素となる。前述のタスクで列挙された項目については、基本的欲求理論に立

脚した分類が試みられた。すなわち、それぞれについて、自立性、関係性、有能さのどれ

に該当するかが検討された。 

	 有機的統合理論については、無動機づけから外発的動機づけを経て内発的動機づけに至

る連続体の枠組みの説明があった。自律的動機づけが高く統制的動機づけが低いと良質の

動機づけにつながり、また、自律的動機づけが高く統制的動機づけも高い場合には多量の

動機づけにつながるとのことである。 

	 認知的評価理論については、因果の所在が報酬などで外発的な方へ振れると内発的動機
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づけが下がること、有能感が高まると内発的動機づけが高まることなどの命題が紹介され

た。 

	 最後に具体的な英語の授業や教師のありかたが論じられた。学習者には自立性が必要で

あり、日本の学習者の場合は、確実性やルーティーンがプラスの効果を持つようである。

ほめ方には段階を設け、また教師が楽しく英語を話すことが重要、とのことであった。 

	 学習者の意欲を高める工夫をすることの重要性はわれわれすべての英語教師が認識して

いるが、これを理論的な枠組みで考察する機会を得たことは貴重であった。 
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2017年度	 第９回研究会 (KLA・TALKの第 1６回合同セッション) 

 

KLA・TALK の第 16 回合同セッション	 
 
	  講演者： 折井 麻美子 氏 (TALK)［早稲田大学教育学部英語英文学科	 教授］	 

発表者： 
目黒	 沙也香	 氏	  (KLA)［東京大学大学院総合文化研究科	 博士課程］	 
佐々木	 彩子 氏 (TALK) ［早稲田大学	 非常勤講師］	 

日	 時： 2018年 2月 10日(日) 14:00～17:15 
会	 場： 東京大学 駒場キャンパス 18号館 4階 コラボレーションルーム 3 

 
【講	 	 演】	 

【講	 演	 者】折井 麻美子 氏	 
【講演題目】教員研修のための音声教育プラットフォームの構築：発音学習とその指導に

関する基礎調査の報告	 

【講演概要】	 

	 現行および次期学習指導要領では、英語の四技能を統合してバランスよく習得するコミ

ュニケーション能力の育成を目指しており、日本人が苦手とする音声面（発音・会話・聴

解能力）の重要性はますます高まっている。英語指導に携わる教員には、高度な英語運用

能力と、音声面での適切な指導スキルが求められている。しかし、既存の教員研修は授業

力全般や学級運営能力向上のための研修が大半であり、教員自身の発音能力や、音声に関

する専門知識と指導スキルの習得を目的とした教員研修はほとんどなく、その整備が急務

となっている。	 

	 本研究は、英語指導に携わる現職教員（小・中・高）の発音能力および音声指導力向上

を、e-learning を用いた音声教育研修プラットフォームを構築して支援することを目的と

している（科研	 基盤（B）１５H03228）。プラットフォームは、オンデマンドによる理論

面の講義、発音ソフト練習と対面ワークショップでの発音トレーニング、ALT との授業を

想定した英会話セミナーを併用して継続的に実施し、合わせてその効果を検証するもので

ある。	 

	 本講演では、まず学習指導要領における発音とその学習に関する指針を確認し、さらに

現場における発音指導の状況を概観する。さらに、各校種の教員が、自身の発音や発音指

導に対してどのような意識を持っているかを、2013 年（夏季研修、杉並区）および 2017

年（教員免許更新講習、早大）に実施した紙面調査の結果に基づいて報告する。さらに、
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発音ソフトを用いた研修の有用性と開発上の課題についても、2016 年（「英語音声学」授

業、早大）と 2017 年（教員免許更新講習、早大）の調査に基づいて考察する。	 

	 

	 

【研究発表１】  

【発表者１】目黒	 沙也香	 氏	 

【発表題目】「小学校英語教育」は学校現場でどのように捉えられているか：公立小学校

における事例の紹介	 

【発表概要】	 

	 日本の公立小学校における英語教育導入の是非、またその理念や目的、方法などの方向

性をめぐってはさまざまな意見が示されてきた。平成 29 年 3 月に次期小学校学習指導要

領が公示され、中学年には外国語活動、高学年にはいよいよ教科としての「外国語」を行

う方針が示された。本研究は、公立小学校の教員や児童が小学校での英語教育に対してど

のような認識を持っているか、また英語の導入が他教科の授業数や 1日のタイムスケジュ

ール、教員の業務等、小学校全体の営みにどのような影響を与えているかを明らかにする

ことを目的とし、事例として関東圏内の Z市にある 3 つの公立小学校を対象に調査を行な

っている。本発表では、教師が小学校の英語の授業に対してどのように感じているかにつ

いて焦点を当てたい。	 

	 

 
【研究発表２】 

【発表者２】佐々木	 彩子	 氏 
【発表題目】英語の文強勢：ピッチ変動と長さ	 

【発表概要】 
昨年出版した専門書	 Acquiring English Sentence Stress: Pitch and Musical 

Sensitivity	 と、その後の研究について発表させていただきたい。 
１．新しいピッチ曲線の開発 
	 	 英語のピッチ変動を英語学習者に視覚的に指導するために、英語母語話者と英語学習 
	 	 者のピッチ変動を視覚的に比較できる新しいピッチ曲線を開発した。 
２．文強勢の知覚におけるピッチ変動の役割 
	 	 1955年の Fryによる語強勢に関する実験以降、単語レベルの強勢の研究は多く行われ 
	 	 たが、文レベルの研究はあまり行われていなかった。文レベルの強勢におけるピッチ 
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	 	 の影響をアメリカ英語母語話者 40人、イギリス英語母語話者 36人、日本人英語学習 
	 	 者 116人で調べ、ピッチ変動が文強勢を知覚する１つの要因であることを明らかにし 
	 	 た。 
３．英語と音楽の関係 
	 	 音楽は数学（時空間的論理能力）を向上させるという研究があるが (Rauscher, et al.,  
	 	 1997)、音楽と言語の関係についての研究 (Patel, 2008) はあまり多くない。音楽の知 
	 	 覚（音楽能力）と英語の文強勢の知覚（言語知覚）に関係があるかどうかを日本人英 
	 	 語学習者 81人と 150人で調べた。 
４．文強勢の知覚におけるピッチと長さの役割 
	 	 文強勢の知覚における長さとピッチの役割を 41人の英語母語話者で調べ、文強勢の知 
	 	 覚においてピッチ変動と長さが大切な要素であることを確認した。 
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TALK規約 
［2015.4.18 改訂］ 

 

1. 名称： TALK (Tanabe Applied Linguistics Kenkyuukai) 
(田辺英語教育学研究会) 

2. 目的： ・英語教育及び関連分野の理論と実践 
・日本の英語教育の改善・進歩発展・方法の開発 

3. 理念： (a) 自己の研究発表を通し，その研究内容を再確認する研究活動をする 
(b) 自己の研究に対する各会員の専門分野からの意見を聞き，討論を重ねる 
 ことによって新しい知見を得る研究活動をする 
(c) 各自の専門分野での知見や新情報を会員相互に伝える活動をする 
(d) さまざまな研究分野の会員が自分の持てるものを生かして研究を重ね， 
 併せて会員の知識を増やし見識を深める一助とする研究活動をする 

4. 会員： ・一般会員（本研究会員及び趣旨に賛同する者） 
・名誉会員（顧問経験後の退職者。名誉会員は会費不要） 

5. 会費： 年会費：3,000円 
会計年度は 4月 1日から翌年の 3月 31日までとする 

6. 組織： 各部署の担当者には 1名の責任者を置く。任期は 1年。再任は妨げないが， 
持ち回りが望ましい 

	  	  【会	 	 	  長】本研究会の代表者 
	  	  【顧	 	 	  問】本研究会の協力者 
	 	 	 以下の各部署の担当者には１名の責任者を置く。任期は１年。再任は妨げないが、 
	 	 	 持ち回りが望ましい 
	  	  【幹	 	 	  事】発表者や司会者の依頼を含む，研究会の行事・運営に関わる調整， 
 および会全体のまとめ役 
	  	  【事	  務	  局】会に関わる諸行事の連絡・出欠確認，名簿作成・更新を含む事務一般 
	  	  【会	 	 	  計】予算決算の報告，一般会計，諸行事の会計 
	  	  【庶	 	 	  務】諸行事の会場確保，会当日の鍵や機材の管理 等 
	  	  【研 究 企 画】月例会 (研究発表・読書会 等)・合宿等の企画案作成および運営 
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	  	  【年 次 大 会】年次大会(夏合宿)の企画および運営 
	  	  【紀要編集委員会】各研究会の後記および研究会誌の原稿依頼・校正・編集 
	  	  【ネットワーク】ホームページ・メーリングリストの管理・運営 
 

7. 活動内容： ・原則として月 1回研究会を開く 
 ・発表者は発表要旨を，司会者は司会者後記を執筆する 
 ・各活動内容を月刊報告としてホームページ上で公開する 
 ・定期的に研究会誌『Dialogue』を発行する。『Dialogue』には，「年度 
  活動報告」，および投稿規定 (別に定める) に従って「研究論文」「実践 
  報告」「書評」を載せることとする 
 ・研究書の出版，教材の開発 

8. その他の活動： 
 ・夏期休暇中の研究会は合宿の形をとることとする 
 ・年１回４月に総会を開く 
 ・本研究会の目的に沿った外部の行事にも，必要があれば TALKとして 
  参加する 

以上 

	 	 ■上記規約に基づき，2017年 5月～2018年 4月の「組織」担当者が以下の通り	 
	 	 	 決まりました。(○は責任者	 敬称略)	 

	 	 	 	 【会	 	 	 	 長】	 	 松坂	 ヒロシ	 

	 	 	 【顧	 	 	 	 問】	 	 折井	 麻美子	 	 澤木	 泰代	 	 中野	 美知子	 	 原田	 哲男	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 森田	 彰	 	 	 	 矢野	 安剛	 

	 	 	 	 【幹	 	 	 	 事】	 ○浅利	 庸子	 

	 	 	 	 【事	 	 務	 局】	 ○安田	 明弘	 	 鈴木	 久実	 

	 	 	 	 【会	 	 	 	 計】	 ○北野	 功祐	 

	 	 	 	 【庶	 務	 広	 報】	 ○須能	 麻衣花	 

	 	 	 	 【研	 究	 企	 画】	 ○小林	 潤子	 	 久保	 岳夫	 	 小屋	 多恵子	 	 残間	 紀美子	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 高橋	 真由美	 	 肥田	 和樹	 	 望月	 真帆	 	 山口	 高領	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  湯舟	 英一	 	 	 	 	 
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	 	 	 	 【年	 次	 大	 会】	 ○澤田	 翔	 	 杉内	 光成	 	 	 	 

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

	 	 	 	 【ネットワーク】	 ○下山	 幸成 
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『Dialogue』投稿規定・執筆要項 

 

■投稿規定	 

 1. 発行回数：年 1回、発行する。 

 2. 投稿資格：TALKの会員。(共著の場合には全員が会員であること) 

 3. 内容：「研究論文」「実践報告」「書評」「年度活動報告」等を掲載する。 

 4. 分野：英語教育学、応用言語学、およびこれらに応用できる分野。 

 5. 使用言語：日本語または英語。 

 6. 論文の著作権：本会に帰属する。 

 7. 査読・選考： 
 「研究論文」「実践報告」の採否は，紀要編集委員会が審査のうえ決定する。 
 「研究論文」に関しては，研究会の定める査読委員に専門に応じて査読を 
 依頼することがある。「研究論文」「実践報告」「書評」の採用原稿について 
 も，分量の圧縮や一部書き直しを求めることがある。 

 8. 抜き刷り：希望者には有料で行う。 

 9. 期日：当該年度の 5月末日 (必着) までに投稿する。（投稿数が少ない場合は締切日
を延長する場合がある。その際は会員メーリングリストで通知する。） 

 10. 原稿の制限：原稿は未刊行のものに限る。 

 

■執筆要項	 

 1. 原則： 
この執筆要項は APA (Publication Manual of the American Psychological 
Association) 第 5版を基準にして，TALKが作成したものである。ここに記述がな
い事項については APA 第６版に従う。ただし「研究論文」以外は，編集委員会が
認めれば，その分量や性質上，必ずしもこれに準じなくともよいものとする。 

 2. 構成内容： 
1) 「研究論文」 
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 論文題目，著者名，所属，要約，キーワード，本文，(注)，参考文献，(付録)  
 の順とする。(	 	 ) 内は随意。 

  2) 「実践報告」 
 題目，著者名，所属，要約，キーワード，実践現場情報，本文，(注)，(参考 
 文献)，(付録) の順とする。(	 	 ) 内は随意。 

  3) 「書評」 
 紹介する書名・論文名，書・論文の編者・著者名，出版年，出版社名，著者 
 名，所属，本文，(注)，(参考文献)，(付録) の順とする。(	 	 ) 内は随意。 

 3. 分量： 
「研究論文」は，20枚以内，「実践報告」は 2枚から 10枚程度，「書評」は 1枚 
から 4枚程度とする。この分量には，上記「2. 構成内容」をすべて含むものとする。 

 4. 書式： 
※研究論文・実践報告・書評とも、TALKのホームページ ( http://talk-waseda.net/dialogue/ )
にあるテンプレートを用いること。 
	 以下、テンプレートの設定内容を記述する。 
(a) Microsoft Word® を用い，B5版 (縦) の横書きで作成のこと。 
(b) 余白は，天地 25ミリ，左右 20ミリに設定する。 
(c) 1ページの行数は，33行に設定する。（文字数は設定しないこと。） 
(d) 英文原稿の場合，「Century」フォントを用い，題目・大見出し・小見出しには 
 太字を用いる。日本文原稿の場合，題目・大見出し・小見出しには「ＭＳ Pゴ 
 シック」，その他は「MS明朝」と「Century（括弧と数字の場合）」を用いる。 
(e) 題目は，3行目から中央寄せで書き，14ポイントを用いる。「書評」の場合は， 
 紹介する書名・論文名を題目として書く。研究論文・実践報告を日本語で書く 
 場合は，題目の英文表記もつけること。 
(f) 著者名・所属は 11ポイントを用い，題目の下に 1行空けて中央寄せで書く。 
 それぞれ各 1行ずつ用いること。複数の著者がいる場合は，第 1著者・第 1著 
 者の所属・第 2著者・第 2著者の所属…の順に記載する。また，「書評」の場 
 合は，紹介する書名・論文名，書・論文の編者・著者名，出版年，出版社名と 
 記載したのち 1行空けて書き始める。 
(g) 要約は 9ポイントを用い，所属の下に 1行空けて 200 words 以内で書く。本 
 文の言語を問わず英文とし，研究論文・実践報告の場合は必須とする。 
(h) キーワードは 9ポイントを用い，要約の下に 1行空け，5つ以内で記載する。 
 英語表記・日本語表記を併記する場合には，1キーワードと数える。 
(i) 実践報告の実践現場情報は 9ポイントを用い，「科目名」「対象者とクラス人 
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 数」「学習の目標」を記載する。 
(j) 本文の大見出しは 12ポイントを用い，上下に 1行空ける。算用数字で番号を 
 つけてから大見出しを記載すること。（e.g. 1. ------ ） 
(k) 本文の小見出しは 10.5ポイントを用いる。上に 1行空けるが，下は 1行 
 空けずに書き始めること。（e.g. 1.1 ------ / 1.1.1 ------ ） 
(l) 本文は 10ポイントを用いる。英文原稿の場合は各段落前に半角 3文字分空け， 
 日本文原稿の場合には各段落前に全角 1文字分空ける。日本文原稿の句読点は 
 「，」「。」を用いる。文中でイタリック体にすべき箇所はイタリック体にしてお 
 くこと。 
(m) 注 (Notes) は 9ポイントを用い，脚注ではなく，すべて本文の末尾にまとめて 
 記載する。 
(n) 参考文献 (References) は，10ポイントを用い，本文・注などで言及したもの 
 のみ記載する。英文原稿の場合は，著者名のアルファベット順に一括して記載 
 し，日本文原稿の場合は，英語文献をアルファベット順に記載した後，日本語 
 文献を五十音順に記載する。 
(o) 外国の人名，書名などを日本語で表記する場合，原則として初出の箇所で原名 
 を示す。 
(p) 図・表は本文中に貼り付けること。「表 1」(Table 1)，「図 1」(Figure 1) のよ 
 うに，算用数字で通し番号を記入する。表のタイトルは表の上に，図のタイト 
 ルは図の下に記入する。 

 5. 送付方法： 
投稿締切日までに、Microsoft Word® で作成したファイルと、それを PDF に変換
したファイルを、メールで送信する。 

 

	 注： 最新の執筆要項は必ず TALKのホームページ ( http://talk-waseda.net/dialogue/ )
で確認すること。 
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