私学研修第 169 号の
発刊にあたって

一般財団法人 私学研修福祉会
理事長 髙 田
貢

私学研修第 169 号の刊行にあたりまして、
一言ご挨拶申し上げます。
本会は、私立学校の教職員の各種研修事業及び福祉事業を実施
し、私立学校の振興発展に寄与すること目的として、昭和 31 年６月
に、幼稚園から大学までの全私立学校の総意によって設立され、現
在にいたっております。
私立幼稚園から大学までの教職員の研修事業を一元的に実施す
ることは本会の使命であり、私共は長きにわたりその遂行に務めて
まいりました。
時代の変化とともに社会構造も大きく変化し、少子高齢化は一層
すすみ、それに伴う入学者数の減少が与える影響は大きく、多くの
学校法人が厳しい経営状態の中にありながら、一つの信念を持った
私学として今後進むべき道筋を模索している状況であります。
いかなる時代の中にあっても、ましてや昨今の多様化する社会に
おいても、その根幹を支える人材の育成は重要であり、今後一層の
充実が望まれていることは皆様もご周知のとおりであります。
多くの公費が投入され、国や地方の政策をもとに歩んできた国公
立学校と違い、私立学校においては、独自の教育・文化を育んでき

た長い歴史がございます。
この不安の時代こそ、今一度「建学の精神」に立ち返り、それぞ
れの地域社会においていかなる魅力を発揮できるのか、地域と共存
する社会にある私学としてどのような役割を果たせるのか、立ち止
まって考えるべきなのではないでしょうか。
また一方で、国全体でグローバル化を押し進める我が国にとっ
て、学生間の留学交流をすすめ国際的に活躍できる人材の育成は急
務であります。
そのためには、まずは教員・職員が自ら先導してグローバルな視
点を身に付けることが不可欠だと考えます。
今回の私学研修につきましては、平成 24 年度から 26 年度までに
本会の海外研修制度を利用し、諸外国にて研鑽を積まれた方々のレ
ポートの中から厳選し、掲載をいたしております。
本海外研修についても研修者の渡航先・研究テーマも年々多様化し、
海外へのアプローチ方法も柔軟になってきていると見受けられます。
しかしながら、全ての学校の教職員が海外での研修が認められて
いる訳ではなく、学内・学校内での仕組みや代替教員等の問題もあ
り、なかなか研修に出られないという学校も多くあると伺っており
ます。学校ごとの事情は様々かとは存じますが、この制度が広く活
用されるべく、是非多くの学校での認識を高めていただきたいと存
じます。
最後に「私学研修」が今後、研修を希望される方への指針となり、
牽いては私学の発展に向けての一助となりますことを祈念いたし
ますとともに、私学の教職員の研修事業の充実・発展のため、関係
諸機関の一層のご支援・ご協力を賜りますよう衷心よりお願い申し
上げます。
(工学院大学

理事長)

フィリピンの高等教育政策及び英語教育について
〜グローバル化に関する事項を中心とした現地調査〜
学校法人西南学院 総務部秘書課

花村 謙太

はじめに
近年、日本国内でもグローバル化や「グ
ローバル人材」を巡る議論が活発化し、大
学のグローバル化を進める政策が急展開
している。グローバル人材の卵である留学
生は、現在、世界で 370 万人、2020 年には
600 万人を超えるとの予測もあり、かつて
ごく限られた一部のエリート層が中心で
あった海外留学が、今日においては急速に
大衆化しており、この一連の現象は世界の
人材獲得競争の一大関心事になっている。
また、日本の高等教育においても、
「グロ
ーバル人材育成推進事業」
、
「大学の世界展
開力強化事業」
、
「国際化拠点整備事業(Ｇ
30)」等、グローバル人材の育成方策、国際
的な連携枠組の構築等が進められている
と同時に、全国の各大学で国際連携の動き
が活発化している。これらに対応するため
に、日本のグローバル化関係予算は、2012
年度予算案では約 103 億円と対前年度(約
52 億円)と比べて倍増している。こうした
グローバル化政策は、日本の高等教育のユ
ニバーサル化、グローバル化が進むアジア
地域の経済社会環境等と密接に関連しつ
つ、近年急速に展開され今後更に強化され
ることが確実である。このような状況の
中、日本の大学においても、18 歳人口の減
少、大学の質の保証等の当面の課題に対応

するのと同時並行で、グローバル化への対
応に向けた本格的な検討をしなければな
らない時期を迎えている。
本研究では、
「海外留学大衆化時代」の海
外留学先の選択肢の一つとして、今後、日
本で注目される可能性が高いフィリピン
に注目し、フィリピンの高等教育政策及び
言語教育政策について、グローバル化に関
する事項を中心に調査する。
１．研究の背景
（１）グローバル化への対応に遅れをとる
日本
政府のグローバル化政策が推し進めら
れ、グローバル化における対応を各大学が
検討・実施している中、その最たるグロー
バル人材の供給源(卵)である大学生をは
じめとする若者の多くが、現在、海外留学
及び自国以外での就労に消極的である。ま
た、日本の英語力も現状は世界で 163 カ国
中 135 位、アジアの中では最低ランクに位
置する等、グローバル人材の育成に遅れて
いる(表１)。また、アジアの留学生は、地
理的に近い日本よりも、欧米に留学してい
る。日本の高等教育機関に在学する留学生
の比率は非常に低く、外国人人材は日本を
素通りしている。
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表１．グローバル化への対応に遅れをとる日本
表１－１．自国以外の国で働くことに関してどのように考えているか。
働きたい

働きたくない

分からない

日本

31.7

68.3

0.0

米国

36.0

61.6

2.4

イ ギリ

54.8

43.1

2.1

37.5

56.8

5.7

59.5

38.6

1.9

ス
フ ラン
ス
中国

出典：兵藤郷、2009年「国際的な就労意識に影響を与える就業価値観の探索」リクルートワークス研究所

表１－２．各国高校生意識調査
将来も含めて海外留学

留学が経済的に難し

留学が面倒である

したい

い

日本

46.1

19.5

38.5

米国

52.9

46.5

15.7

中国

58.2

43.3

33.0

韓国

82.2

43.1

31.7

出典：財団法人日本青少年研究所、2012 年、
『高校生の生活意識と留学に関する調査－日本・アメリ
カ・中国・韓国の比較—』

表１－３．TOEFL(IBT)の国別ランキング
<全体順位>
順位

<アジア内順位＞
国名

TOEFL スコ

順位

国名

TOEFL スコア

ア
1位

オランダ

100

1位

シンガポール

99

2位

デンマーク

99

2位

インド

91

3位

シンガポール

99

3位

マレーシア

89

37 位

フィリピン

88

4位

フィリピン

88

82 位

韓国

81

10 位

韓国

81
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107 位

中国

77

16 位

中国

77

136 位

トーゴ

70

26 位

アフガニスタン

72

137 位

日本

70

27 位

日本

70

138 位

クウェート

70

28 位

ラオス

67

29 位

タジキスタン

66

30 位

カンボジア

63

163 位

モーリタニア

58

出典：ETS-Test and Score Data Summary for TOEFL Internet-based and Paper-based Tests
JANUARY 2010-DECEMBER 2010 TEST DATA

（２）
「タフ」なグローバル人材を渇望する
日本企業
学生の受入皿である日本企業(需要サイ
ド)の海外展開は年々拡大している。日本
企業の海外生産拠点は、ASEAN・アジアを中
心に拡大しており、外国人との商談、外国
人とチームで働く事の出来るタフな人材
を求めている。その証拠に、今後のグロー
バル人材の需要増が予測されており、
2012(平成 24)年現在、日本のグローバル人
表２．日本の若手グローバル人材の充足状況
若手グローバル人材の充足状況
人材は足りている
人材はある程度足りている
人材はやや不足している
人材は不足している

材数は 168 万人いるとされているが、５年
後の 2017(平成 29)年では、約 2.4 倍の 411
万人のグローバル人材数が必要とされて
いる。また、海外進出企業の約８割が日本
人の若手グローバル人材が不足している
と述べている(表２)。一方で、日本人にこ
だわらず本社採用であっても、外国人や留
学生等、優秀な学生を世界中で積極的に採
用し始めている。

割合(％)
0.8％
17.7％
32.8％
48.7％

出典：経済産業省グローバル人材に関する調査(2011(平成23)年１～2月実施)

（３）日本における企業の国際人材ニーズ
と供給のミスマッチ
日本におけるグローバル化の一つの課
題は、タフなグローバル人材を渇望してい
る日本企業等からのグローバル人材の需
要増に対して、海外留学や日本国外に出て

社会で活躍したいという積極的な考えを
持つ若者が多勢を占めておらず、結果とし
て、グローバル人材の供給数が少ないこと
から、グローバル人材の需給のミスマッチ
が発生していることが挙げられる。
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（４）若手グローバル人材の育成に一定の
成果を挙げているとされる韓国の事例
一方、日本の隣国、韓国では、既にグロ
ーバル人材の育成に、国、企業、大学が総
力を挙げて注力しており、若手グローバル
人材の育成に一定程度成功している。韓国
人学生の海外留学熱は冷めることを知ら
ず、韓国人の海外留学者数は、2011(平成
23)年度は約 30 万人と前年度と比較し約４
万人も伸びている。(日本の海外留学者数
は、約６万人(2010(平成 22)年度)また、韓
国人の海外留学の中でも特徴的なのが、欧
米留学志向、特に英語圏への留学志向が強
いことである。2011(平成 23)年度には、韓
国人海外留学生の約 25％、約７万人が米国
で学んでおり(日本は約３万人)、その他、
イギリス、カナダ等英語を第一言語とする
国への留学生は、合計で全体の 60％余りを
占める。
これほど英語圏への留学熱が高い理由
には、韓国国内における企業のグローバル
人材需要や、熾烈な就職競争、高い高等教
育進学率とそれに伴う厳しい受験競争等
により、英語が進学や就職等、社会的地位
向上のために必須の「スペック」(人材とし
ての仕様・能力) (嶋内 2012 p.2)と捉え
られているという背景がある。
現時点で日本企業からタフなグローバ
ル人材が渇望されていることからも分か
るように、今後日本においても、韓国同様、
日本人学生にとって、英語が社会的地位向
上のために必須の「スペック」となること
は間違いない。日本の大学においても、学
生が英語の「スペック」をどのレベル、質
で有し、社会に輩出させるのかが重要とな
るだろう。つまり、日本企業、受験生をは
じめとする大学のステークホルダーが、大
学を評価する際の一つの基準として、大学
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のグローバル化への対応状況を注視する
ことが推察される。
２．研究の問題意識
（１）フィリピンへの海外(語学)留学(本
研究の動機)
若手グローバル人材の育成の一定の成
果を挙げていると評価されている韓国が、
留学先の一つとして注目している国が、英
語公用語国の中で３番目に人口が多く、日
本及び韓国から最も近い距離にある英語
公用語国、フィリピンである。その証拠に、
2011（平成 23）年の韓国人海外留学生の約
6.6％（約 20,000 人）がフィリピンに海外
留学、それとは別に約 27,000 人（2011（平
成 23）年 3 月時点）の学生がフィリピンの
就学許可証(special study permit)を取得
し、フィリピンで英語を学ぶために語学研
修をしている。
一方、日本のフィリピンへの留学生数は、
日本人海外留学生の 1％未満(約 600 名)で
推移しており、地理的位置がほぼ同じ韓国
と比較しても、その割合は極端に低い水準
にある。
少なからずの韓国人が海外留学先とし
て、何故新興国であるフィリピンを選択し
ているのか。その理由に「海外留学大衆化
時代」におけるグローバル人材育成の一つ
のヒントが隠されているのではないだろ
うか。このような問題意識に基づき、研究
の第１段階として、フィリピンの高等教育
事情及び言語教育政策についてグローバ
ル化に関する事項を中心に調査する。
３．研究の方法
（１）フィリピンにおける高等教育事情及
び言語教育政策についてグローバル化に
関する事項を中心に現地調査する。
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（２）現地調査訪問先
①高等教育機関：国立フィリピン大学セブ
校、私立サンカルロス大学、私立ビサヤ大
学
②初等・中等教育機関：セブ日本人補習授
業校、公立マグイカイ小学校
③語学学校：ビサヤ大学付属語学学校、南
フィリピン大学付属語学学校、㈱ラングリ
ッチ
④その他：非営利法人新日系人ネットワー
ク、日刊マニラ新聞セブ支局、フィリピン
和僑総研
（３）グローバル化の定義と本研究の着眼
点
本研究では、
「世界が統一的な経済シス
テムで一体化されるようになり、変化のス
ピードが IT 化によって飛躍的に促進され
た社会」を「グローバル社会」
、
「大学も激
変する世界と無縁の存在であることは出
来ず、大学の規格化、更なるマス化と市場
化が必然的に要求される、この要求に応え
るための一連の変化」を「グローバル化」
、
「国境や地域を越えて地球規模的な職務
を遂行する人材で、活動範囲はグローバル
であり、その範囲においてローテーション
がありうる人材」を「グローバル人材」と、
それぞれ定義(濱口 2010 p.2)する。また、
本研究は、グローバル化社会において英語
が全てではないという見解に理解を示し
つつも、もはや英語が進学や就職等、社会
的地位向上のために必須の「スペック」で
あること、日本の大学においても、今後人
材の国際的な流動化は避けられず、英語が
必須の「スペック」となると仮定している。
なお、
「グローバル化がそもそも日本の全
ての大学に必要であるのか」
、
「グローバル
化に伴う日本における社会、企業、大学等

への影響(メリット・デメリット)」等の考
察は今後の研究課題とする。
４．フィリピンにおける高等教育政策
（１）高等教育の歴史
フィリピンの高等教育は、17 世紀当時植
民地として支配をしていたスペインから
の宣教師によって開始され、各修道会が設
立したキリスト教系大学が、現在も名門校
として優秀な人材を輩出している。20 世紀
初頭にスペインから米国に植民地が譲渡
され、米国によって公教育が制度化、その
中で英語による教育が行われた。また、同
時期に、民主主義、自治の普及を主目的と
する大衆教育を主導するという位置づけ
で、フィリピン大学をはじめとする国立大
学が創設された。その後、1960 年代に、フ
ィリピンは他の東南アジア諸国に先駆け、
私立大学を多数とする大衆高等教育を実
現させた。現在の高等教育の主流は、米国
式の高等教育の影響を受けたものが大半
である。
（２）高等教育の特徴
フィリピンの高等教育の特徴は、他の東
南アジア諸国と比較して、私立の割合が大
きいこと、進学率が高いこと、その中に占
める女性の割合が大きいことである。
2010(平成 22)年時点で、高等教育機関
2,080 のうち、私立が 1,573、国公立が 607
で私立が全体の 75％を占める。
また、全在学生約 250 万人のうち、私立
に通う学生が約 177 万人、国立が約 73 万
人で私立在学者が全体の 71％を占めるよ
うな状況で、高等教育進学率は 2010(平成
22)年時点で 30％以上、男女構成は 44：56
と女性の方が多い。
なお、学費を主要な収入源とする私立学
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校が過半数以上を占めており、高等教育進
学のためには、(フィリピン人にとって)高
額の学費負担を強いられる。結果として、
貧困層の高等教育への進学機会を奪うこ
とに繋がっており、奨学金制度の充実が今

後の課題とされている。また、高等教育機
関が都市部等の一定地域に集中している
ことも、農村地域や遠隔地域の居住者の高
等教育機関への進学を難しくしている。

表３．東アジア諸国における高等教育の総就学率
（ISCED レベル５A、５B、６）(1975-2005 年)
1975 年
1985 年
1995 年
日本
24.1
29.8
38.2
韓国
9.9
24.9
57.9
中国
0.6
2.1
5.3
フィリピン 20.9
24.3
27.5
カンボジア 0.8
0.3
1.3
ラオス
0.2
0.3
1.3
ベトナム
2.7
6.1
インドネシ 3.2
6.1
11.4
ア
マレーシア 5.7
16.6
タイ
6.6
13.4
25.8

2000 年
47.4
78.4
7.7
30.5
2.1
2.1
9.5
14.4

2005 年
55.3
91.0
19.6
28.0
3.6
3.6
17.0

25.9
35.2

28.6
46.0

出典：ユネスコ統計研究所データベース
http://stats.uis.unesco.org/TableViewer/document.aspx?ReportId=143&IF_Language=eng

（３）高等教育政策
高等教育政策は、大学の自主性、学問の
自由・自治を重視する形で実施されてお
り、大統領府高等教育委員会が政策立案、
大学を規制する権限を持っている。しか
し、実際には、質の高い国立大学及び財政
が豊かな一部の私立大学には、一定の制
限はあるが、独自の自治を認めている。な
お、フィリピンのトップ大学であるフィ
リピン大学だけは、他の国立大学と異な
り、独自の法律に基づく完全な自治権を
与えられている。このためフィリピン大
学のみ高等教育庁の管轄外であり、フィ
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リピン大学総長は大統領から任命される
形となっている。
（４）グローバル市場における高等教育
の現状
フィリピンの主要産業構造は、全国的
には依然として農業・漁業が中心ながら
も、外国資本の出入りが激化する中で都
市圏では第三次産業（サービス業）の比重
が増加している。中でもここ 10 年、金融
や情報といったサービス業への外資の進
出は著しく、これに応じて求められるフ
ィリピン国内の人材像も変化している。
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高等教育進学者に占める情報工学関連
分野の専攻者は、1990 年代の 10 年間で
11.6%から 23.9%に急増している。また、
経営・会計専攻者が同様に増加している
一方で、人文科学、教育、農業系の専攻が
減少しており、統計上の傾向からは、市場
の動向を反映した進学傾向が読み取れ
る。このような傾向は、一見、フィリピン
の高等教育がグローバル企業も含めた産
業界の需要に呼応した内容のサービスを
提供しているかのように捉えられる。
しかし、現在フィリピンでは、高等教育
機関卒業者の就職難や人材の海外流出と
いう課題に直面しており、高等教育と産
業界の相互関連には、多くの課題を残し
ている。特に高等教育機関で理工系を専
攻した人材は、より高い給与水準を求め、
大学卒業後、主に英語圏の先進国で職に
就くために海外流出する。この「頭脳流
出」傾向により、国内の医師・看護師・エ
ンジニアの不足が顕著になっている。
さらに、理工系人材の海外流出傾向は、
初等・中等学校での理数科系教員の不足
を招き、次世代の理工系専攻者不足を招
くという悪循環を生んでいる。また、理工
系以外の分野では、高等教育機関を卒業
しても専攻分野と関連する職に就けな
い、就職そのものすら出来ないという問
題も抱えている。
高等教育卒業者の就職率は、1995 年に
は 69.7%であったが、それ以降はアジア
通貨危機、リーマンショック等の影響で
さらに落ち込み、50％未満の状況が近年
続いている。
なお、産業界に魅力が少ないフィリピ
ンには、海外からの留学生が大量流入す
る傾向に転じることは考えにくい。所得
水準を考慮しても、先進国の高等教育機

関に留学生が大量に流出する傾向に転じ
ることも簡単ではなく、何らかの外部要
因が働かない限り、当面は国内市場で充
足した高等教育需給均衡が続くものと予
想されている。
（５）高等教育グローバル市場に向けた
政府の戦略
フィリピン政府は、フィリピン都市部
に海外企業の進出を促進するために、投
資優遇制度を設置し、４年から８年間法
人所得税を免税する等の特例措置が受け
ら れ る 経 済 特 区 PEZA （ Philippine
Economic Zone Authority）を 126 箇所設
置している。PEZA 登録企業の数は 2006 年
で 1434 社に上り、
1994 年の 331 社から 12
年間で３倍以上に急伸している。なお、
126 の経済特区のうち、製造業専門ゾーン
が 55 ヶ所、IT ゾーンが 66 ヶ所、観光業
関連ゾーンが５ヶ所という内訳になって
おり、近年 IT 業を中心に海外のグローバ
ル企業が多く進出し、フィリピン国内に
おける雇用を創出ている。
しかし、高等教育においては、海外の高
等教育機関が進出してきているという実
績はこれまでほぼ皆無の状況であり、海外
企業の進出状況とは大きく異なっている。
この背景には、フィリピン政府が国内
の高等教育機関を保護するため、他国の
高等教育サービスの流入を法律によって
規制したことが挙げられる。
つまり、海外から進出してくる高等教
育機関は、フィリピン政府認定の大学と
して認められず、フィリピン政府から公
的な補助金が得られないため、独自の採
算性が求められる。仮に海外の高等教育
機関がフィリピンに MBA コース等を開講
したとしても、現地学生の家庭の所得水

7

フィリピンの高等教育政策及び英語教育について

準を考慮した授業料を設定する必要があ
る。このため、独自採算の見込みが立ちに
くく、進出・投資する魅力が低いのが現状
である。このことからフィリピン政府の
高等教育グローバル市場への対応はシン
ガポール、マレーシア等の他の ASEAN 諸
国と比べて遅れていることが指摘されて
いる。
（６）グローバル化に向けた高等教育機
関の対応及び課題
周辺の東南アジア諸国と比べて高い高
等教育進学率を誇るフィリピンでは、18
歳人口が依然として増加しており、国内
学生の進学需要が今後も見込まれる。こ
のため、国内市場で需要が充足しており、
海外の学生獲得に積極的に乗り出してい
ない。仮に海外の学生獲得に迫られる状
況になったとしても、国際的な教育の質
の保証の確保の点で課題を残している。
その要因はフィリピンの教育制度が初等
教育６年、中等教育４年の制度となって
おり、日本、米国等の先進諸国の教育制度
と比べて中等教育が２年短いことであ
る。
この教育制度はアジアでもフィリピン
だけが唯一採用している制度であり、フ
ィリピンの大学生の平均学力が低いとさ
れている一因となっている。他国の大学
へ入学・留学するためには、総合教育機関
で 12 年間の学習、年齢 18 才以上という
条件が通常であるため、この教育制度が
留学生の派遣、受入れ等の国際交流の推
進を妨げている。
また、海外へ留学生を派遣することに
関しても、財政面の問題等から、国際交流
を積極的に推進しておらず、海外留学を
支援する体制は充分に整備されていな
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い。
なお、フィリピンの高等教育機関で、教
育・研究内容で国際的な水準を保ってい
るとされているのは国立のフィリピン大
学、私立のアテネオ大学及びデ・ラ・サー
ル大学のフィリピンでトップ３と言われ
ている大学程度であり、高等教育のグロ
ーバル化を意識した学生確保、教育の質
保証等の国際競争力を問う機運は、大半
の高等教育機関では醸成されていないの
が現状である。
このことから、フィリピンの高等教育
機関において、グローバル化へ対応する
ための取組みは、充分に実施していると
は言い難い状況である。
（７）高等教育グローバル化に向けた教
育制度の抜本的改革（K−12 制度の導入）
前述のグローバル化への取組みが充分
に実施されていない現状を改善すべく、
フィリピン教育省(日本の文部科学省に
該当)は、中等教育の教育内容をより充実
させ、国際的な教育水準に合わせるため
に 2012(平成 24)年度、教育制度の抜本的
な改革を実施した。これまでの初等教育
６年、中等教育４年から、アメリカ、日本
等の先進諸国同様に、初等教育６年、中等
教育６年へと変更する K−12 プログラムを
導入した。
２年間の学習が追加されることによ
り、フィリピンの学生は他の先進諸国同
様、18 歳で大学入学資格を持つようにな
り、また、以前から指摘されていた基礎学
力の不足を大幅に改善し、国際的な教育
の質の保証、海外の学生獲得、受入れの強
化、国内外での就学・就職の機会を広げる
等の目的達成のために、制度面から支援
していくことが期待されている。なお、
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K−12 プログラムは、2012(平成 24)年度か
ら段階的に移行し、2017(平成 29)年度に
完全移行される予定である。
（８）K−12 プログラムの高等教育機関へ
の影響について
この K−12 プログラムの導入における高
等教育機関への影響ついて、ヒアリングを
した大学の国際交流担当者に確認したと
ころ、
「インターナショナルスクール卒業
生を除いて、大学に入学する学生は 16 歳
のため、高等教育を受ける十分な学力を備
えていない学生が少なからずいたことが、
これまでの課題であった。今回、K−12 プロ
グラムが導入されたことにより、学生の基
礎学力の向上が期待でき、また、国際的な
教育の質の保証の向上に向けても期待が
出来るため、高等教育機関としては非常に
歓迎する制度である。
」と K−12 プログラム
の導入を高く評価していた。
この背景には、K−12 プログラムが導入さ
れても、高等教育の在籍期間は、現行どお
りのため、K−12 プログラムへの移行期間の
過渡期過ぎれば、大学経営に大きな影響は
特に無く、むしろ国際的な教育の質の保
証、国際交流の充実等の今後に向けてのメ
リットが大きいことが挙げられる。
（９）K−12 プログラムにおける課題と対
策について
一方で、K−12 プログラムの導入には課
題もある。小学校及び中学校における慢
性的な教室不足、教師不足は未解消のま
まで、特に都心部の人口の多い公立学校
では顕著な問題であり、今回の調査で訪
問したセブ州都市部にある公立マグイカ
イ小学校では生徒数が７千人、1 クラスの
人数は 75 人以上、教科書は 3 人に 1 冊で

共有し、その教科書も個人の所有ではな
く書き込み不可、学校が管理し、次年度の
学年に持ち回すという現状であった。
このような状況から、都心部において、
比較的裕福な家庭環境にある子供は、教
育環境が整備されている私立に入学する
傾向が非常に強く、一般的な経済水準の
家庭の子供は、公立に進学している。な
お、奨学金制度や国費留学制度はあるも
のの、その恩恵を受けることが出来る人
数は限られており、結果として貧富の差
による教育格差は年々拡大している。
これらの課題を解決するために、フィ
リピン政府は、公立学校のインフラ整備、
教員配置、テキストの準備等を進めてい
る。これらの達成水準に届くためには、教
育分野への投資が１兆２千億円程度必要
であると予想されており、今後、K−12 プ
ログラムの完全移行までの６年間で、教
育分野に国家予算を重点的に配分するこ
とを政府の方針としている。
このことから、2013(平成 25)年度のフ
ィリピン政府の予算案では、巨額の予算
を教育分野に投じ、課題であった教室・教
員不足等、諸問題の解決を図ることを決
定した。2013(平成 25)年度予算案では、
教育省への配分は前年度比 22.6％増の約
5,470 億円で予算全体（約４兆円）の約
15％を占め、省別で最多の予算規模とな
っている。また、約３万室の教室の改修・
新設を実施し、約６万人の教員を新たに
採用、約３千万冊の教材発行も予定し、授
業内容の充実等にも取組む方針で K−12 プ
ログラムはフィリピン歴史上、最大規模
の教員改革とされている。なお、教育の質
の向上が大幅に改善されることによっ
て、フィリピン経済にも好影響を与える
ことが経済界からも期待されている。
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５．フィリピンにおける言語教育政策
（１）学校教育
公教育の全段階で公用語である英語と
フィリピノ語の２言語による教育が実施
されており，初等中等教育では主に英語
と理数系の科目は英語で、主に文科系の
科目はフィリピノ語で授業が行われてい
る。高等教育では主として英語で教育が
行われている。また、立法、司法、行政、
教育、マスコミ等の公的な分野において
英語が使用されており、公的な場では、日
常的に英語でコミュニケーションをとっ
ている。
①初等教育
初等教育レベルではフィリピノ語と同
様に英語の教育を特に重視しており、
小学校での目標は、読み書き、聞く、話
すについて、レベルごとに勉学させ、英
語を学び、使用する事を生徒達に指導
している。
②中等教育
中等教育では、グローバルな対話が出
来るように、自然に言葉が出るような
科目内容にしている。
③高等教育
主として英語が使用されている。
④政府
政府の行政、立法、司法の公文書及び使
用語は、1960 年以前は英語とスペイン
語が併用されていたが、1960 年以降は
全て英語で書かれている。
⑤企業
報告書、広告、契約書等、全てのビジネ
ス文書が英語で書かれており、スタッ
フの指示、企業間の電話等も英語で会
話されている。
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（２）英語の普及要因
フィリピンにおける英語の普及の一因
として米国による統治という歴史的側
面、フィリピンの言語数(土着語)が多い
ことが挙げられる。1950 年代以降、米国
はフィリピンを統治する中で、各地に小
学校を開設し、幼少時代から英語を教え
ることによって、英語の普及に努めた。
また、フィリピンの言語数は 80 以上あ
り、この多言語社会の中で、互いのコミュ
ニケーションのための共通語が強く必要
とされていいた。このため、英語の普及の
過程で、多言語の接着剤として英語が最
適であったことから、英語が広く普及し
たと考えられている。
（３）英語教育の成果及び課題
フィリピン政府は外貨の導入にも積極
的で、外資系企業の誘致に熱心である。外
資系企業にとっても英語を話すことが出
来、比較的安価な労働力が豊富にあるフ
ィリピンは、大きな魅力となっており、多
くの企業がフィリピンに進出している。
このことから、フィリピン政府は、英語を
話せる人材を育成するための英語教育
を、教育における最重要課題の一つと認
識している。また、フィリピン国民も、英
語の修得によって社会的上昇が期待出来
ることから、英語教育に寄せる期待は政
府、国民共に非常に大きい。
一方、課題として、英語を教える教員の
絶対数が不足と英語教育の質の低下が挙
げられる。英語に精通した人材は、教員よ
りも高収入の見込める外資系企業等を就
職先として選択しているため、英語を教
える教員の絶対数が不足しており、結果
的に、英語教育に十分な教員数を供給出
来ずに、英語教育の質の低下が発生して

フィリピンの高等教育政策及び英語教育について

いる。フィリピンの教育における最重要
課題の一つは、英語力の全体的な向上と
されており、そのために英語を教える教
員数の確保及び質の向上が求められてい
る。
おわりに
今回の調査で、フィリピン国内で 18 歳
人口が増え続けており、今後も国内で学
生数が安定して確保出来ているため、高
等教育における留学生の受入れをはじめ
とする積極的なグローバル化政策は一部
の有力大学を除いて充分に推進されてい
ない状況が明らかとなった。また、フィリ
ピンの教育改革の大きな目玉である K−12
プログラムについては、段階的導入が
2012(平成 24)年度から始まったばかり
で、具体的な成果については、数年後の完
全移行まで待つ必要がある。
言語教育政策では、アメリカの統治時
代から続く英語のバイリンガル教育によ
って、海外への出稼ぎ、海外のグローバル
企業の誘致を可能とする等一定の効果が
出ており、今後も英語のバイリンガル教
育は継続・強化されるだろう。
前述のとおり、現在でも人口増加が続
く国で、自国民のための教育サービスの
充実に努めているために、政府、教育機関
共に国際教育プログラムへの取り組みが
遅れてきた点は否めない。
ただし、英語を安く、近くで学びたい日
本、韓国等のアジア圏の国にとってはフ
ィリピンへの留学が大きな魅力となって
おり、英語を学ぶことを目的とした海外
留学又は語学研修は年々増加し、今後も
増加の一途を辿るだろう。フィリピン留
学の最大の魅力は、初等教育から高等教

育まで、英語を学んでいるバイリンガル
国家であるという点、歴史的な背景から
異文化への寛容度が高い点、大学教育の
歴史が長く、英語を修得するための環境
が整っている点、留学費用が他国の先進
諸国への留学と比べて安価で済む点等が
挙げられる。
なお、現在、韓国と比較して、日本から
のフィリピンへの留学が少ない要因は、
①情報の絶対量が少ない点、②フィリピ
ンの大学への関心が一般的に高くない
点、③経済成長が著しいシンガポール等
のフィリピン以外の東南アジア諸国の研
究者が比較的多く、フィリピンについて
研究している研究者が少ないため、フィ
リピンとの研究上の交流が盛んではない
点等が考えられる。しかし、一部の日本企
業、大学等はフィリピン留学のメリット
に既に気づいており、
「海外留学大衆化時
代」において、今後フィリピンが注目を集
めていくことは確実である。
おわりに、今後、更に増加するであろ
う、英語を学ぶためにフィリピン留学に
来ている日本、韓国等の学生に対して、フ
ィリピン政府、高等教育機関等がどのよ
うに対応するのか、継続して調査研究し
たい。
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海外の英語学習成功者の学習ストラテジー
～彼らはどのように外国語として英語を学んできたのか？～
青山学院高等部 教諭

田辺 博史

１．研究動機

らの研究で取り扱ったストラテジー

教室において学習者からよくきか

は、具体性を欠いた抽象的なもので

れる質問の一つに、
「どのようにした

あったり、また、英語圏で英語を学ぶ

ら英語がうまくなりますか」という

学習者を取り扱ったものであったり

ものがある。この質問が教育現場に

することが多く、日本のような外国

おいて繰り返される背景には、英語

語として英語を学ぶ環境にある学習

を短い時間で効率的に習得したいと

者にその結果を直接的に応用するこ

いう学習者の切実なる思いがあるの

とは困難であった。さらに、これらの

かもしれない。こういった質問に答

研究は、ある一時期の特定の学習段

えるべく、これまでも英語習得につ

階に焦点を絞っており、学習者の英

いての研究はなされてきた。その代

語力があがるにつれてその学習方法

表的なものに英語学習成功者たちの

がどのように変化していくのか、と

学習ストラテジー研究がある。英語

いう学習ストラテジーの時間的変化

学習成功者たちがどのようにして英

に関してはほとんど注目してこなか

語を学び、その高い英語力を身につ

った。

けたのか、ということを調査し、そこ

これらの流れを踏まえ、竹内(2003)

から具体的で効果的な方法を見出そ

は、外国語として英語を学んできた

う と い う 試 み で あ る 。（ Rubin,1975;
Stern,1975; Rubin & Thompson, 1982;

日本人学習者、特に留学経験がない

Cohen & Macraro,2007; Griffiths,2008）

を獲得するに至った英語学習成功者

これらの研究によると、全般的に、

に注目し、彼らがある段階でどのよ

にもかかわらず、非常に高い英語力

英語学習成功者は、そのストラテジ

うな学習方法をとり、それらをどの

ーに関して多くのバラエティをも

ように変化させてきたのかを調査し

ち、それらをタスクによって体系的

た。それによると、日本人の英語学習

に使い分けているというようなこと

成功者たちには、ある程度共通する

がわかってきた。しかしながら、これ

学習方法が存在し、その使用に関し
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て同様の経年的変化があることがわ

表的な定義とこれまで行われてきた

かってきた。竹内(2003)は、学習スト

英語学習成功者の学習ストラテジー

ラテジーを「静的」な特性ではなく、

を概観していくことにする。

時間とともに変化する「動的」な特性
であるとみなした点で意義深い先駆

２．先行研究

的な研究であるといえる。

２－１

学習ストラテジーの定義

しかしながら、竹内(2003)は、日本

ここでは、学習ストラテジーの代

人の英語学習成功者のみを対象とし

表的な研究者である Oxford と Cohen

ており、彼の示した英語学習ストラ

の定義を紹介し、それを踏まえて本

テジーが国籍や文化を超えて、普遍

研究で学習ストラテジーをどのよう

的かつ一般的に使われる効果的な学

にとらえているのかを明確にした

習方法であるのかどうかまでは一般

い。

化することはできない。果たして竹

Oxford (1990)は、学習ストラテジー

内 (2003)が 示 し た 英 語 学 習 方 法 は 国
籍に関係なく、応用できる方法なの

を “specific actions taken by the learner
to make learning easier, faster, more

であろうか？それとも日本人特有な

enjoyable, more self-directed, more

英語学習方法なのであろうか？これ

effective and more transferrable to new

らの疑問に触発され、本研究は海外

situations”(p.8)と定義づけている。つ

の英語学習成功者の学習ストラテジ

まり、Oxford は、学習ストラテジー

ーについて、特に竹内(2003)の示した

とは、学習を自律的かつ効果的で、新

学習方法に焦点を絞り、インタビュ

しい環境に応用可能にするために学

ー調査を行うこととした。その際、ど

習者によってとられる「具体的行動」

の学習段階でどのような学習ストラ

としてとらえている。

テジーが使われるのかに関しても注

一方、Cohen(1998)は、学習ストラ

目していくことにする。英語学習成
功者の学習ストラテジーとその経年

テジーとは、”those processes which are
consciously selected by learners and

的変化をより深く理解することがで

which may result in action taken to

きれば、それは普遍的かつ効果的な

enhance the learning or use of a second

学習方法を生徒たちに提示できるこ

or foreign language.”(p.4)と 定 義 し て

とへとつながるものと期待される。

いる。つまり、Cohen は学習者によっ

その点でこの研究は、日本のような

て意識的に選択され、第 2 言語また

外国語環境での英語教育の発展の一

は外国語の学習を促進するためにと

助を担うものであることを意図して

られる行動を導く「プロセス」である

いる。

としている。

次節では、学習ストラテジーの代
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義で対照的なところは、Oxford がスト

Schramm (2008)は、効率的な読み手

ラテジーを具体的な「行動」としてと

は読む目的を設定し、著者の意図を

らえているのに対して、Cohen はスト

推測し、自分の理解度を自らモニタ

ラテジーを具体的行動に結びつく「プ

ーする傾向があったと報告してい

ロセス」全般と定義づけているところ

る。このようなストラテジーは、メタ

であろう。本研究は、Oxford(1990)の

認知ストラテジー（自らを客観的に

定義に基づき、学習ストラテジー（学

見つめなおすストラテジー）に分類

習方法）を「英語力をあげるために学

さ れ る も の で あ り 、 こ の Schramm

習者によってとられる具体的な行動」

(2008)の結果は、メタ認知ストラテジ

と位置付け、特にリーディング、ライ

ーが読解力を伸ばすためには不可欠

ティング、リスニング、スピーキング
といった 4 技能における具体的な学

で あ る と い う 他 の 先 行 研 究
(Anderson, 1991; Carrell, Gajdusek, and

習方法に注目する。また、本論文中で

Wise, 1998)の結果と一致す るもので

は、学習ストラテジー、学習方法、ス

ある。

キル、練習方法、といった用語が使わ

竹内(2003)によると、日本人の英語

れているが、これらは、すべて「英語

学習成功者は、学習前期から中期に

力をあげるために学習者によってと

かけては、時には訳しながら、英文を

られる具体的行動」を意味し、同じも

分析的かつ詳細に読み、そういった

のを指している。

精読を通じてまず文法や英文の構造
に関する知識を獲得しているようで

２－２

英語学習成功者とリーディ

ング・ストラテジー

ある、と報告している。それらの知識
に基づき、彼らは中期から後期にか

Anderson (1991)は、大学生を被験

けて、多読へとその学習方法をシフ

者に使い、英語学習成功者と非英語

トしている。また、英語学習成功者

学習成功者のリーディング・ストラ

は、英語のリズムや音に慣れ、英文の

テジーを比較検討した。その結果、両

構造を内在化させるために、音読を

者の間には使うストラテジーに大き

継続的に行う傾向にあった。特にそ

な差はなかったが、英語学習成功者

の傾向は、学習前期から中期にかけ

のほうがより多くのストラテジーを

て顕著であった。

使う傾向にあった。このことから、
Anderson (1991)は 、英 語学習 成 功 者

２－３

は、一般の学習者に比べて、ストラテ
ジーをうまく統合して使い、学習効

グ・ストラテジー
O’Malley, Chamot,

果を上げているのではないか、と結

(1989)は、英語学習成功者は、リスニ

論している。

ングを行う際に、イントネーション

英語学習成功者とリスニン
and

Kupper
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やポーズに注意して聴く、句や文と

る。この「精聴」から「多聴」への変

い っ た 大 き な チ ャ ン ク (意 味 的 ま と

化は、リーディングにおける「精読」

まり）に注目する、コンテクストから

から「多読」への変化と類似している

未知語を推測する、集中力が切れて

点が非常に興味深い。英語学習成功

もすぐに切り替えて再びリスニング

者は、まず英語を「詳細」に読んだり、

に集中する、といったリスニング・ス

聞いたりする「質」にこだわり、その

トラテジーを使う傾向にあったと報

間に培った音や英文構造に関する

告している。

「情報」をベースにして、
「量」を重

Barne (2004)は、これまでの先行研

視する学習方法に次第にシフトして

究を概観し、英語学習成功者のリス

いっているようである。つまり、彼ら

ニング・ストラテジーには次のよう

は「聞き流す」だけで英語を学習した

なものがあると述べている：英語学

わけではないようである。

習成功者は、(1)多くのストラテジー
を組み合わせて使う、(2)テキストの

２－４

全体の構造に着目する、(3)チャンク

ング・ストラテジー

英語学習成功者とスピーキ

（意味のまとまり）に集中する、(4)

Huang and van Naerssen (1987)は、

自 分 の 理 解 度 を モ ニ タ ー す る 、 (5)

中国人大学生を対象に彼らのスピー

大意を取ること目指す、(6)背景知識

キング力とスピーキング・ストラテ

を利用する、(7)未知語の意味を推測

ジーの関係について、アンケート調

する、(8)文法的知識を活用する。こ

査を行った。その中で、彼らは、(1)

の結果は、White (2008)の報告と一致

パタン・プラクティス、音読、暗唱と

す る 部 分 が 多 い 。 ま た 、 Macaro,

い っ た 形 式 的 練 習 (formal practice),

Graham, and Vanderplank (2007)は、理

(2)コミュニケーション活動、英語に

解度を自分でモニターするメタ認知

よる独り言といった機能的練習

ストラテジーがリスニング成功の鍵

(functional practice), (3) 言語形式

であるとのべている。

の利用と訂正といったモニタリング

日本人英語学習成功者を調査した

活動、の 3 種類の練習方法を比較し

竹内(2003)によると、学習前期から中

た。その結果、スピーキング力の高い

期においては、英語の音のデータ・ベ

上級学習者は、中級、初級学習者に比

ースのようなものを頭の中に構築す

べて、機能的練習をより多く行って

るために、彼らは「詳細に聴く」こと

いることがわかった。

に専心する傾向にあるという。学習

Kawai (2008)は、日本人英語学習成

中期以降、彼らは、
「精聴」からでき

功者は、スピーキング力を高めるた

るだけ多くの英語を聴く「多聴」へと

めに、多くのストラテジーを試す傾

その学習方法を変化させていってい

向にあったと報告している。たとえ
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ば、彼らは、コミュニケーションをと

ィング力の高い学習者は、ライティン

る機会を増やす努力をする、自分の

グの目的を「自分の考えを読み手に伝

学習を自分でモニターする、といっ

えること」と明確化しているのに対し

たストラテジーを取っていた。この

て、ライティング力の低い学習者は、

ような、英語を話す機会を自ら増や

読み手を意識せず、文法のミスのない

す努力をする、といったストラテジ

英文を書こうという意識でライティ

ーは、TOEFL で高得点をとった学習

ングに取り組んでいた。

者にも見られた。(Kimura and Endo,
2011).

Gordon (2008)は、ライティング力
の高い学習者は、トピックに関連し

竹内(2003)は、学習前期から中期に

た表現や語彙を獲得し、書く内容を

かけて、日本人英語学習成功者は、ス

明確化するために、ライティングを

ピーキングに使える基本表現をでき

行う前に、トピックに関連した資料

るだけ多く暗記し、それらをパタン・

を読み込むことから始める傾向にあ

プラクティスを通して練習する傾向

る、と指摘している。また、彼らは、

があったと報告している。また、彼ら

与えられた課題だけでなく、自らト

は、
「正確さ」よりは「流暢さ」に焦

ピックを設定して書き、自分の考え

点を置き、覚えた表現を会話の中で

がはっきりと記述できるまで、草稿

できるだけ多く使う努力をしてい

の改訂を何度も行っていた。

た。学習中期から後期になると、彼ら

Gordon (2008)の指摘は、竹内(2003)

は英語で独り言をいったり、あたか

の報告と一致する点が多い。竹内

もネイティブと会話をしているかの

(2003)によれば、日本人英語学習成功

ように話すシミュレーションを行っ

者は、ライティングに役に立つ表現

たりしていた。また、英語を注意深く

やフレーズを獲得するため、日頃か

聴き、模倣、シャドーイングといった

らできるだけ多くリーディングを行

活動も取り入れていた。これは、スピ

い、そこで得た表現を積極的にライ

ーキングにおける彼らの関心が、
「流

ティングの中で使い、書いたエッセ

暢さ」から「正確さ」へとシフトした

イをネイティブスピーカーにチェッ

ことを意味していると思われる。

クしてもらっていた。この傾向は、彼
らの学習中期ころからよく見られる

２－５

英語学習成功者とライティ

ものであった。

ング・ストラテジー
Kasper (1997)は、ライティング力と
メタ認知能力（自分を客観的に見つめ

２－６

英語学習成功者とメタ認知

ストラテジー

なおす力）の間には有意な相関がみら

Anderson (2008)は、メタ認知能力を

れることを示している。また、ライテ

「思考についての思考」と定義して
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いるが、端的に言えば、
「自らを客観

ここまで、リーディング、リスニン

的に内省する能力」ということもで

グ、スピーキング、ライティング、メ

きるであろう。Anderson(2008)は、こ

タ認知能力と 5 つの側面における学

のメタ認知能力を以下の 5 つに分類

習ストラテジーの研究を概観してき

している。(1)学習の準備と計画を行

たが、各学習段階（初級、中級、上級）

うこと、(2)学習ストラテジーを選択

において彼らがどのようにそのスト

す る こ と 、 (3)学 習 を モ ニ タ ー す る

ラテジーを変化させているのか、と

（振り返る）こと、(4)ストラテジー

いった時間的推移に着目した研究

を組み合わせること、(5)学習を評価

は、竹内(2003)をおいてほとんどなか

すること。これらのメタ認知能力は、

った。そこで本研究では、竹内(2003)

これまで見てきたように、4 技能の学

で特定された英語学習成功者の学習

習方法に密接に関連しており、多く

方法に焦点を絞り、その学習方法が、

の研究において、英語学習成功者は

海外で外国語として英語を学んでき

このメタ認知能力を使っている、と

た学習者にもあてはまるのかどうか

報 告 さ れ て い る 。 (O’Malley and
Chamot, 1999; Takeuchi, 2003; Macaro,

を、学習段階に注目しながら調査し

Graham,
Griffiths,

and
2008;

Vanderplank,

2007;

Anderson,

2008;

Schramm, 2008; Oxford, 2011).
Vann and Abraham (1990)は、英語

ていくことにする。
３

研究方法

３－１

研 究 参 加 者 (英 語 学 習 成 功

者)

力の低い学習者は、学習の効果をあ

本研究の英語学習成功者は、ハワ

げるためにストラテジーの選択や統

イ大学に在学している 14 人の大学院

合を自ら行うことができない、とい

生（修士、博士課程）である。彼らは、

うことを示している。言い換えれば、

母国において英語を外国語として学

英語力の低い学習者は、英語学習成

習し、ハワイ大学の大学院に入学で

功者が使うようなメタ認知能力が不

きる高い英語力を身につけた者たち

足しているといえるかもしれない。

であり、本研究では、彼らを「英語学

竹内(2003)は、日本人英語学習成功

習成功者」と定義している。彼らの国

者は、学習のあらゆる段階において、

籍はそれぞれ、中国（2 名）、韓国（4

自ら英語を定期的かつ継続的に勉強

名）、インドネシア（2 名）、ネパール

し、英語を使う機会をできるだけ増

（2 名）、台湾（1 名）、ベトナム（1

やすような努力を行っていた、と報

名）、サウジアラビア（1 名）、タイ（1

告している。また、彼らは、自らの学

名）である。

習を計画し、学習過程を振り返るメ
タ認知能力を使っていた。
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３－２

研究目的

本研究の目的は、次のリサーチク

ハワイ大学への留学以前までを学習
後期として扱うことにする。

エスチョンに答えることである。
(1)海外の英語学習成功者は、学習

３－４

調査方法

前期、中期、後期それぞれにお

本研究では、上記の英語学習成功

いて、どのような学習ストラテ

者に個別にインタビュー調査を行っ

ジー（学習方法）を使う傾向に

た。インタビューはリサーチャー自

あるのか？

身が参加者たちと個別に行った。そ

(2)そ の 学 習 ス ト ラ テ ジ ー は 竹 内

れぞれのインタビューの時間はおよ

(2003)の示したものと共通性が

そ 40 分から 50 分ほどであった。イ

あるのか？

ンタビューの中で行われた質問は次
のようなものであった。

３－３

(1)「あなたはどのようにリーディ

学習段階

本研究では、次のように学習段階

ング／ライティング／リスニ

を 3 つに分割し、それぞれの時期に

ング／スピーキングを学習前

どのような学習方法を主に使ってき

期／中期／後期において練習

たのかを調査する。

(勉強)しましたか？」
(2)「あなたが英語学習に成功した

学習前期
学習 中 期

英語学習開始から中学

最も重要な要素は何だったと

3 年生(Grade 9)まで

思いますか？」

高 校 時 代 （ Grade10 --12）

学習後期

また本研究では、次に示すような、

大学時代から留学以前

竹内(2003)で特定された日本人英語学

まで

習成功者の学習ストラテジーについて
も、それらを使用したかどうかをイン

本研究は、外国語としての英語学

タビューの中で尋ねることとした。

習に興味があるため、英語圏である
竹内(2003)に 示された 日本 人英語学 習成 功者の主 なス トラ
テジーの特徴
リーディング

＊細部にこだわり「分析的に」読む（精読）
＊意味内容に重点を置きながら「大量に」読む（多読）
＊繰り返し音読する
＊母語に訳さないで読む
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リスニング

＊細部に至るまで「深く」、「細かく」聞く
＊意味内容・情報に着目して「広く」聞く
＊シャドーイングを行う

スピーキング

＊基本文例・表現を大量に、徹底的に暗記する
＊パタン・プラクティスを行う
＊｢流暢さ｣を重視する
＊｢正確さ｣を重視する
＊外国語による独り言や会話シュミレーションをする
＊モデル音声をよく聞き、正確にまねる

ライティング

＊読んだものから表現を借りて覚え、利用する
＊定期的に書き、添削してもらう

メタ認知

＊対象言語を定期的、継続的に学習する
＊現実場面での言語使用を積極的に増やす
＊学習の目標、計画を立てる
＊学習方法や学習過程の特性を理解する

ここでひとつ断っておかなければ

４

結果

ならないことは、メタ認知能力につ

４－１

リーディング学習法（スト

いては、具体的に質問したのは 14 名

ラテジー）

中 5 名である、ということである。残

学習前期（英語学習開始～中学卒

念ながら、インタビュー開始当初、リ

業時）には、14 名中全員が、英文の

サーチャーの関心は、4 技能の具体的

細部にこだわり、同じ文章を何度も

な学習方法であり、メタ認知能力に

「分析的」に読んだ、と報告してい

関して特定的な質問は行っていなか

る。また、14 名中 13 名が、音読を行

った。しかし、インタビューが進むに

ったとも語っている。学習初期のこ

つれて、英語学習成功者たちは、メタ

の時期に、英語学習成功者たちは、ま

認知にかかわるストラテジーを報告

ず英文の意味理解をするために構造

することが多かったため、途中から

を分析的に読むとともに、その英文

上の表にあるようなメタ認知に関し

を声に出して音読する練習を行って

て、学習者たちにインタビューを具

いたようである。

体的に行い始めた。メタ認知に関し

学習中期（高校時代）に入ると、こ

ては、具体的にインタビューを行え

の傾向に変化の兆しが見え始める。学

た学習者は少ないが、のちにその結

習方法のメインは依然、分析的に読む

果に関しては報告することにする。

「精読」である（9 名）が、それと同
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時に「多読」を行う学習者（4 名）が

は、まず英文の構造を分析し、それを

現れ始めている。これらのことから、

詳細に理解することから始め、そこ

学習中期（高校時代）は、
「精読」から

で蓄えた文法・語彙知識を踏まえた

「多読」への移行期間といえるかもし

上で、今度は、簡単なものを大量に読

れない。
「精読」で培った読解力を「多

むことで、その「知っている」知識を

読」によってさらに伸ばそうと意識し

「使える」知識へと活性化させる方

ている学習が多くなってきつつある

向へと学習方法を変化していく、と

ようである。また、音読を行っている

言えるかもしれない。また、その際

学習者は初期に比べ減少しているが、

に、黙読だけでなく、音読のような

依然、過半数を超える学習者（8 名）

「音声化」も意識して行っているよ

が、継続的に音読を行っている。

うである。これらのことは一見あた

学習後期（大学時代以降）では、リ

りまえの学習方法のように思える

ーディングの学習方法に明らかな変

が、このような「当たり前」のことが、

化が現れている。
「精読」だけにたよ

むしろ当たり前すぎて、ないがしろ

る学習者は激減し（3 名）、ほとんど

にされているように思われる現在、

の学習者（11 名）が「多読」または

再考に値する方策であろう。

精読と併用しての「多読」へとその学
習方法をシフトしている。また、英文

４－２

を読む際には訳さないで読むように

テジー）

心がけたと発言している学習者も目

リスニング学習法（ストラ

学習前期（英語学習開始～中学卒

立った。さらに、7 名の学習者が依然、

業時）では、細部にいたるまで「深

音読を行っていると報告している。

く」、
「細かく」聞く（精聴する）とい

初期から後期にかけて、一貫して半

う学習者が 6 名いたが、この時期に

数を超える学習者が音読を行ってい

はリスニングの練習を行う機会がほ

ることから、音読は、英語学習成功者

とんどなかったという学習者も 6 名

に好まれる方法の一つといえるかも

いた。これは、リーディングに力点が

しれない。特に、学習初期において

置かれ、相対的にはリスニングに力

は、音声と文字を結び付け、スムーズ

が入れられていない状況が、日本だ

な読みを実現するうえでも効果的な

けでなく、外国語として英語を学ぶ

方法といえるかもしれない。

環境にある海外の国々にも存在して

このような「精読」から「多読」へ
の段階的な学習方法の変化と音読の

いることを示しているかもしれな
い。

継続は、竹内(2003)の日本人英語学習

学習中期（高校時代）には、この傾

成功者に見られた傾向とほぼ一致す

向に若干の変化がみられる。「精聴」

る。このことから、英語学習成功者

を行う学習者が多数派（6 名）を占め
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る一方、
「精聴」と並行して、できる

ような軽佻浮薄な学習方法が喧伝さ

だけ多くの英語を聞く（多聴する）よ

れる現状に一石を投じるものとなる

うに努める学習者（4 名）が現れ始め

と思われる。

ている。
学習後期（大学時代以降）では、
「精
聴」から「多聴」への学習方法の変化

４－３

スピーキング学習法（スト

ラテジー）

がより顕著にみられる。14 名中 12 名

学習初期（英語学習開始～中学卒

の学習者が、
「多聴」をリスニングの

業時）では、8 名の学習者がスピーキ

学習方法に取り入れており、「精聴」

ングの練習を行う機会がほとんどな

を通して培った英語の音のデータ・

かったと報告している。また、ほかの

ベースを、
「多聴」によって磨きをか

技能（リーディング、リスニング、ラ

け、リスニングによる英語理解の自

イティング）と比較して、この時期の

動化を目指しているようである。

スピーキングの練習方法に関して

このような「精聴」から「多聴」へ

は、相対的に学習者の報告も少ない。

の学習方法の段階的変化は、リーデ

これは、中学時代の英語学習がリー

ィングに見られた「精読」から「多読」

ディングを中心としたものになって

への変化ときわめて似た傾向を示し

いることを示唆しているものと思わ

ている。また、この変化は、竹内(2003)

れる。

においても報告されており、リーデ

学習中期（高校時代）においても、

ィングと同様、リスニングにおいて

依然 8 名の学習者がスピーキングの

も、海外の英語学習成功者と日本人

練習はほとんど行うことがなかった

英語学習者に類似点が認められたと

と述べている。その理由として彼ら

いえる。つまり、英語学習成功者は、

は、大学入試にスピーキングテスト

まず「深く」
「細かく」聴くことによ

がなく、リーディングを中心とした

り、英語の音のデータ・ベースを頭の

テストであるためであると答えてい

中に構築し、それを踏まえて、音と意

る。この傾向は日本だけでなく、外国

味の関連付けを自動化し、よりスム

語として英語を学ぶ海外の国々（主

ーズに英語を聞いて理解するため

にアジアを中心とする）においても

に、
「多聴」へとその学習方法をシフ

同様であることを示しているかもし

トしていくものと考えられる。この

れない。
（ただし、これは、あくまで

ような「精聴」による音のデータ・ベ

も彼らの高校時代の傾向であり、現

ースの構築とそれを踏まえた「多聴」

在英語教育は日々変わり続けている

という英語学習成功者のリスニング

ので、現在の様相を示しているもの

学習方法は、昨今、
「聞き流す」だけ

ではないことに注意が必要である。）

で英語ができるようになる、という

このほか、彼らが挙げたスピーキン
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グ練習方法は、ネイティブまたはクラ

４－４

スメートと英語で話す機会をできる

ラテジー）

ライティング学習法（スト

だけ作るようにする(5 名)、パターン・

学習初期（英語学習開始～中学卒

プラクティスを行う(5 名)、英語の表

業時）では、14 名中 11 名の学習者

現を暗記する(4 名)、などがあった。

が、ライティングのために使える表

学習後期（大学時代以降）では、多

現の暗記を行った、と述べている。一

くのスピーキング練習のバラエティ

方、この段階では、ライティングの学

が現れ始める。これは、大学入試とい

習はきわめて少なかったという学習

うプレッシャーから解放された学習

者も 5 名ほどいた。学習初期のこの

者たちがスピーキング力をつけるた

段階では、まだまとまった英文を書

めにさまざまな練習方法を試し始め

くような準備が整っておらず、彼ら

たからかもしれない。まず代表的な

はもっぱら表現の暗記に集中してい

練習方法としては、ネイティブや海

たようである。

外の留学生たちと英語で話す機会を

学習中期（高校時代）においても、

できるだけ増やす(7 名)、というもの

主だったライティングの学習方法は

があった。また 7 名の学習者が、スピ

表現の暗記（10 名）であるが、前期

ーキングのために英語表現を暗記し

と違う点は、それらの表現を使って

た、と答えた。さらに、6 名が、英語

英文を書き、それをネイティブや英

をよく聞き、できるだけそれを正確

語教師に添削してもらっていた学習

に模倣した、英語で独り言を行った、

者(6 名)が見られ始めたことである。

などと報告している。ここで特筆す

学習後期（大学時代以降）では、さ

べきは、英語学習成功者たちが、スピ

まざまなライティング学習法が観察

ーキングのために英語表現を暗記し

され始める。7 名の学習者は依然、英

て取り入れたり、積極的に native の模

語表現の暗記を引き続きこの段階で

倣をしたりすることに前向きに取り

も行っていたが、定期的に英文を書

組んでいることである。このことも、

き、ネイティブや英語教師に添削し

ただ聴くだけでまたは、ただ読むだ

てもらったと報告した学習者が 9 名

けで、ある日突然英語が口から出て

に増加していた。また、7 名の学習者

くるというようなことが喧伝されて

は、学習中期では、主にセンテンスレ

いる現状に再考を促すものと考えら

ベルの英作を行うのみであったが、

れる。英語が外国語である環境にお

学習後期では、パラグラフやエッセ

いては、英語を発話するためには、意

イを書くようになったと語ってい

識的な表現の取り込み（暗記）と模倣

る。このほかにも少数であるが、正確

が必要であるといえるかもしれな

さに注意しながらできるだけ多くの

い。

英文を書く、英語で日記をつける、
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TOEFL の ラ イ テ ィ ン グ の 練 習 を 行
う、英語でお話や詩を創作する、など
の発言も見られた。

報告したい。
学習前期（英語学習開始～中学卒
業時）に、英語学習成功者たちは、定

学習後期のこの段階では、英語学

期的かつ継続的に英語の勉強をする

習成功者たちは前期、中期で蓄えた

よ う に 努 力 す る 傾 向 が 見 ら れ た (5

英語表現を実際に書いて使ってみる

名)。しかし、英語を使う機会を増や

ことにその学習ストラテジーを変化

す、学習計画を立てる、学習を振り返

させているようである。表現の暗記

る、というような報告はこの時点で

をまず行い、英語表現のデータ・ベー

はまだほとんど見られなかった。

スを頭の中に作ってから、実際にそ

学習中期（高校時代）においては、

れらを使って書き、その英文を添削

定期的に勉強を行う、ということに

してもらう、というこの学習方法の

加えて、英語を使う機会を積極的に

流れは、竹内(2003)にも報告されてい

増やす、というアプローチがとられ

たことであり、ライティングにおい

始めている(5 名)。竹内(2003)の日本

ても、本研究と竹内の間に、類似性が

人英語学習成功者は、この英語を使

観察された。

う機会を積極的に増やす、というス
トラテジーを学習初期から使ってい

４－５

メタ認知ストラテジー

たが、本研究の海外の学習者は、学習

研究方法の項でも述べたが、メタ

中期からこのストラテジーを使い始

認知能力については、具体的に質問

めている。ストラテジー使用開始時

したのは 14 名中 5 名であった。残念

期に違いはあるが、英語学習成功者

ながら、インタビュー開始当初、リサ

たちは一貫して、英語を使う機会を

ーチャーの関心は、4 技能の具体的な

自ら増やす、というストラテジーを

学習方法にあり、メタ認知能力に関

使っているようである。

して特定的な質問は行っていなかっ

学習後期（大学時代以降）では、
「定

た。しかし、インタビューが進むにつ

期的に学習する」と「英語を使う機会

れて、英語学習成功者たちは、メタ認

を増やす」というストラテジーに加

知にかかわるストラテジーを報告す

えて、本研究の英語学習成功者(5 名)

ることが多かったため、途中から竹

は学習を計画し、自ら振り返る（モニ

内 (2003)に 報 告 さ れ て い る メ タ 認 知

ターする）というメタ認知ストラテ

ストラテジーに関して、学習者たち

ジーを使うようになっている。彼ら

にインタビューを具体的に行い始め

は、自分の学習の良い点、悪い点を把

た。メタ認知に関しては、インタビュ

握し、それらを自ら是正するように

ーを行えた学習者は 5 名と少ないが、

努めるようなったと報告している。

興味深い傾向がみられるのでここに
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知能力は、先行研究では英語学習成功

もしれない。

者を特徴づけるものとして報告され
ているが、本研究の学習者は、学習当

５

初から、そのようなメタ認知能力を駆

５－１

結論
結果のまとめ

本研究の目的は次のリサーチ・ク

使できたわけではなく、このような

エスチョンに答えることであった。

「計画」や「モニター」のストラテジ
ーは学習後期になって使用され始め

(1)海外の英語学習成功者は、学習

ている、という点である。つまり、
「計

前期、中期、後期それぞれにお

画」や「モニター」といったメタ認知

いて、どのような学習ストラテ

能力の発達には、英語学習成功者でも

ジー（学習方法）を使う傾向に
あるのか？

かなり時間がかかるものと推察され、
教員はこのようなストラテジーの発

(2)そ の 学 習 ス ト ラ テ ジ ー は 竹 内

達の促進の手助けをする必要がある

(2003)の示したものと共通性が

といえるかもしれない。

あるのか？

また、メタ認知能力の経年的変化
は、4 技能のストラテジーの変化に比

最初のリサーチクエスチョンの答

べて、学習者の中でその使用に関し

えを以下の表にまとめる。これは、本

てばらつきが少なく、先行研究が示

研究の海外の英語学習成功者が各発

すように、英語学習成功者を顕著に

達段階（学習前期、中期、後期）で頻

特徴づけるストラテジーといえるか

繁に使った英語学習方法である。

海外の英語学習成功者に頻繁にみられる英語学習方法
前期（中学卒

中期（高校時代）

後期（大学以降）

業まで）
リーディング

ライティング

詳細に読む。

詳細に読む。（精読） 多読を主に行いなが

（精読）

音読する。

ら、時に精読も行う。

音読する。

（多読をするものも

音読する。

現れ始める。）

訳さずに読む。

表現を暗記す

表現を暗記する

定期的に書き、添削

る。

定期的に書き、添削

してもらう。

してもらう

暗記した表現をパラ
グラフやエッセイの
中で使う。

リスニング

詳細に聴く。

詳細に聴く。（精聴） 多聴を主に行いなが

25

海外の英語学習成功者の学習ストラテジー

（精聴）

（多聴を行うものも

ら、時に精聴も行う。

現れ始める。）
スピーキング

主だった練習

パタン・プラクティ

英語で独り言を言

なし

ス。

う。

英語を話す機会を増

英語を話す機会を増

やす。
（native に話し

やす。（native や留

かけるなど）

学生に話しかけるな
ど）
表現を暗記する。
よく聴いて模倣す
る。
流暢さと正確さの両
方に注意する。

メタ認知

定期的かつ継

定期的かつ継続的に

定期的かつ継続的に

続的に練習す

練習する。

練習する。

る

英語を使う機会を増

英語を使う機会を増

やす努力をする。

やす努力をする。
学習計画を立てる。
自分の学習をモニタ
ーする。

2 番目のリサーチクエスチョンに関し
ていうと、竹内(2003)の日本人英語学習成
功者と本研究の海外の英語学習成功者の
間には、学習方法とその経年変化におい
てある程度の類似性が認められた。リー
ディングとリスニングにおいては、日本、
海外の別にかかわらず、英語学習成功者
たちは、まず学習前期～中期に精読、精聴
により、英語の構造理解や音のデータ・ベ
ースの構築を行い、学習中期～後期には
それらを踏まえて、リーディング、リスニ
ングの流暢さをあげるために、多読、多聴
に学習方法をシフトしていった。
ライティングでは前期から中期におい
て、彼らはライティングで使える表現の

26

暗記をまず行い、中期から後期において、
その蓄えた表現を使ってパラグラフやエ
ッセイを書くようになっていった。
スピーキングにおいては、他 3 技能ほど
明確な類似性が見られなかった。竹内
(2003)の日本人学習者は、前期、中期におい
てスピーキングで使える表現の暗記を行
い、それらをパタン・プラクティスを通し
て練習していたが、本研究の海外の学習者
たちは、前期、中期にスピーキングの練習
を行う機会がないものが多かった。本研究
の海外の学習者たちは学習後期になって、
ようやく表現の暗記やそれらの表現をス
ピーキングで使う、という練習を積極的に
行うようになっている。これは、各国にお
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ける学習環境の差によるものかもしれな
いが、特筆すべきは、時期は違えども、両
方の学習者たちは、表現の暗記をある時期
に集中的に行っている、ということであ
る。そしてその蓄えた表現を使って、でき
るだけ多く native や留学生たちと話す機会
を持とうと努力している。
表現の暗記は時に、機械的でつまらな
いものであると否定的にとらえられがち
であるが、二つの研究の英語学習成功者
たちから見えてくることは、外国語とし
て英語を学ぶ環境においては、ある時期
に表現を意識的かつ集中的に覚えること
が大事であるということである。もちろ
んこれは、暗記学習を手放しに礼賛する
ことではないが、話すためには、表現のス
トックが必要であり、それをやはり暗記
を通して蓄えていく過程は必要であろ
う。ここで気を付けなければならないこ
とは、英語学習成功者が暗記で満足し、そ
こにとどまっていたわけではなく、それ
らを積極的に使う努力を惜しんでいなか
ったことである。覚えて、使う、この一見
当たり前のような方法を英語学習成功者
たちはないがしろにせず、きちんと行っ
ていたのである。つまり、聞いただけ、読
んだだけでは身につかず、意識的に覚え、
かつそれを使っていく努力が必要である
ということである。
５－２ 教育的示唆
上でまとめた本研究の結果は、一見す
ると非常に単純で、当たり前の結果のよ
うに思える。英語学習成功者は、学習前期
から中期で、
「精読」
、
「精聴」
、
「表現の暗
記」
、といったボトムアップ的なストラテ
ジーを使う傾向にあった。そして、中期か
ら後期にかけて、
「多読」
、
「多聴」
、
「覚え

た表現を使って話したり、書いたりす
る」
、といったトップダウン的なストラテ
ジーを使うようになった。そして、彼ら
は、上記のような誰もが知っている「ふつ
う」の方法を継続してきた。
しかし、これらの当り前の事が、実は多
くの英語学習・教育の現場でないがしろ
にされているように思われる。学習者は、
短時間で英語を習得できる「魔法のよう
な秘策」を常に追い求め、さまざまな学習
方法の宣伝に踊らされている。
しかし、本研究および竹内(2003)の結果
の示唆するところは、英語学習を成功に
導いてくれるそのような「魔法の方法」は
ないということである。英語学習成功者
たちは、一般の学習者が軽視しがちな、ま
たはすぐに飽きて継続を怠ってしまう
「単純で当たり前の方法」を継続して行
い、その高い英語力を身に着けるに至っ
ている。大事なことは、そういった一見
「当たり前で地道な方法」を「当たり前」
に継続して行うことなのではないか、と
いうのが本研究の示唆するところであ
る。
５－３ 本研究における制約と今後の展
望
本研究は、海外の 14 名の英語学習成功
者へのインタビューに基づいた質的研究
であり、比較的小規模の研究であるため
に、本研究の結果を一般化することには
注意が必要である。また、本調査は、英語
学習成功者と非英語学習成功者を比較検
討したものではないことから、本研究で
洗い出した学習方法は、英語学習成功者
だけに見られるものではないかもしれな
い。今後は両者の比較検討を詳細に行う
必要があるだろう。
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次に、本研究は時間的制約のために、そ
のリサーチ方法がインタビューのみに限
定されており、研究者の主観的判断がそ
の結果を左右する可能性があることも心
にとめておく必要がある。研究結果の妥
当性を高めるためには、インタビュー以
外の方法を複数使った、多角的な観点か
らの研究が必要になってくるだろう。
3 番目に、本研究の学習段階の分け方
は、竹内(2003)のそれとは正確に一致して
いるものではないので、厳密な意味での
比較検討ができているわけではない。学
習段階をもう少し細かく分け、それらの
各段階の詳細な比較検討も今後必要にな
ってくるものと思われる。
さらに、本研究の協力者は、ほとんどが
アジア系の留学生であり、ヨーロッパ系、
アフリカ系、南アメリカ系といった学習者
を扱ったわけではないので、今後そのよう
な幅広い国籍を扱った研究も必要になっ
てくるだろう。本研究に見られた「暗記」
や「音読」といった学習方法がアジア系に
特有なものなのか、それとも普遍的に、外
国語学習に効果的なものなのか、今後詳細
な調査が必要になってくるだろう。
以上のような制約があるものの、竹内
(2003)と大きな枠組みでは、類似した学習
方法とその経年変化がみられることから、
ある程度、英語学習成功者には一致した学
習方法があるものと考えられる。それは、
短期間で英語が飛躍的にうまくなるとい
うような魔法の方法ではなく、一見「当た
り前の積み重ね」
、であるということを心
にとめておく必要があるだろう。
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日本女子大学附属高等学校 教諭

山田 真里

さて、このヴェルディの歌劇「椿姫」の

オペラ「椿姫」に於ける
ドラマトゥルギー

原作は、アレクサンドル・デュマ・フィス

―ヴィオレッタが果たした自己犠牲―

（アレクサンドル・デュマの息子）小説｢椿
を持つ女 La Dame aux camélias｣ⅱ であ

本論文は、筆者がイタリア・ブレーシャ

る。原作の中では、主人公のヴィオレッタ

音楽院で学んだヴィットリア・リーカリ教

はマルグリットという名の女性で、彼女の

授の授業を中心にイタリアでの声楽のレ

恋人アルフレードはアルマンという名で

ッスン、筆者自身のこれまでの経験を通し

描かれている。従って以降、本論文では原

ての一考察である。特に、リーカリ教授の

作の場合とオペラの場合とでは、その呼び

授業で扱った「La signora delle camelie（椿

名を区別して示すことにする。

を持つ女）
」
（原作を基にした 5 幕仕立ての

原作に依れば、この小説のタイトルとも

戯曲）を参考にして、第一幕のヴィオレッ

なっている主人公の名前の由来は次の通

タのアリアの前と第三幕の手紙を読むヴ

りである。以降、小説から引用する。
「マル

ィオレッタの独白の場面を中心に、ヴェル

グリットは芝居の初日にはきっと欠かさ

ディのリブレット（オペラ台本）との比較

ず見に行った。そして新作が上演される度

を試みながら主人公の内面感情を掘り下

に彼女の特等席である一階の桟敷の前に

げていきたい。またリブレットでは原作を

は、三つの品物が揃えられてあった。それ

かなり縮めて書いている為、そのオペラを

は観劇眼鏡とボンボンの袋と椿の花束で

理解するためには必ず原作を読むべきで

ある。この椿の花は月の 25 日の間は白で、

あると考える。従ってこの方法で、主に第

後の 5 日は紅であった。どんな理由でこん

二幕のアルフレードの父親とヴィオレッ

なふうに色をとり変えるのか誰にも分か

タとのやり取りの場面についても、リブレ

らなかった。
（これは、女性の‘月のもの’

ⅰ

ットではカットされたが小説 には描かれ

を表していると考えられる。
）誰一人とし

ている箇所を基に主人公の心理描写を追

てマルグリットが椿の花以外の花を持っ

っていきたい。

ているところを見かけたものはなかった。
それで彼女のお得意の花屋バルジョンの
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おかみさんの店で『椿姫』というあだなを

しての飾りでしかなかった。その証拠に彼

付けられ、それがそのまま世間の通り名と

女が、病気になっても本気で心配してくれ

なってしまった。
」これが椿姫と呼ばれる

る者は誰一人としておらず、見舞う者もい

ようになった所以である。

なかった。多くの友人に囲まれていても、

そしてオペラのタイトルは‘La Traviata’

彼女はいつも孤独であった。それ故、彼女

である。これは‘道を踏み外した、堕落し

はうわべだけの世界に生き、一夜限りの快

た女’という意味がある。原作は、マルグ

楽を楽しんでいた。心の奥に潜む空虚感

リットの死後、彼女の家が競売に賭けられ

(vuoto）を忘れるために、夜ごと宴を開き

幾人かの上流階級の女性達が野次馬の為、

自ら寿命を縮めていたのである。ヴェルデ

彼女の家を訪れる場面から始まっている。

ィのドラマトゥルギー（drammaturgia・劇作

彼女の家に残された数々の宝飾品や家具

法）は、彼の音楽によってこの様なヴィオ

類は、生前の彼女の栄華と美しさを物語っ

レッタの心理を見事に表現している。まず

ていた。それは哀れな女の賤業をしのばせ

その一つの特徴は、オペラ「椿姫」全体を

るものであった。そしてその栄華と美しさ

通して数多く使われている３拍子のリズ

の裏には、一人の女性の短く悲しい生涯が

ムである。１，２，３，１，２，３・・・

隠されていたのであった。マルグリットは

と円運動で展開されるこのワルツのリズ

その過去故に恋人アルマンへの愛を断念

ムは、このオペラのどの箇所を取ってみて

しなければいけなかった。つまりそれが

も、仮に他の登場人物が歌う曲でもそれは

‘道を踏み外した女’の生涯を意味してい

いつでもヴィオレッタの‘人生’
（La vita）

る。生前、彼女は自身の生涯に対して神の

を表現している。このオペラは全てヴィオ

許しを得る為にアルフレードへの愛を断

レッタについて描かれているといっても

念することで神に懺悔している。そして、

過言ではない。3 拍子のリズムは、終わり

彼女のこの自己犠牲こそがこの小説のテ

のない絶えず回転している彼女の心理状

ーマになっていると筆者は考える。

態である。最初の 3 拍子は、オペラ冒頭で
アルフレードとヴィオレッタによって歌

ここでオペラに目を戻すことにする。主

われる 2 重唱、
‘乾杯の歌’に出てくる。ヴ

人公のヴィオレッタは、病んでいた。単に、

ィオレッタの歌詞、
‘La vita è neltripudio（生

肺を患っていたのではない。彼女の心に

きがいは宴の中にあるのね）
’は、要するに

は、空虚が巣食っていた。美貌と知的を兼

ヴィオレッタが生きている世界、もろく儚

ね備えていた彼女は、パリで高級娼婦をし

く、ただひたすら快楽を求めるだけの世界

ていた。これを‘Mantenuta’ （囲われた愛

を観客に紹介していると言える。そしてこ

人）という。つまり侯爵や男爵たちの相手

の回転するワルツのリズムに乗せて彼女

をする代わりに金銭や贈り物をもらい彼

の心の奥にある空虚感も絶えず回転して

らに扶養してもらっていた。彼女は彼らに

いるのである。

とって単なる楽しみ、社会的ステータスと

32

原作に依れば二人の出会いは、2 年前、

声楽の研鑽とイタリアの音楽教育の実地調査

株式取引所の広場にあるシュッスという

だ一人だけヴィオレッタの容体を心配し

店でアルマンが初めてマルグリットを見

て彼女の傍に残った人物がいた。それが、

かけた時に彼が彼女に一目ぼれをした時

アルフレードである。

から始まっている。その後も度々劇場やシ

ここで場面転換の華やかなオーケスト

ャン・ゼリゼで彼女に出会うようになり、

ラを挟んで、二人の会話による場面

そのたびにアルマンは胸をときめかせて

Scena:Tempo D’attacco(連結部)が始まる。

いたのであった。しかしそれから 15 日が

この場面を音楽的な側面から分析しなが

経ち、アルマンは彼女が肺の病気で寝込ん

ら二人の心理状況を探ってみたい。二人の

でいることを知る。そして彼女の容態を聞

会話の中にアルフレードがヴィオレッタ

きに彼は毎日名前も名乗らず彼女の家を

の容態を心配して、次のような言葉を使っ

訪れたのであった。しかしその後、2 年間

て彼女に話しかける場面がある。

マルグリットは療養でバニェールへ旅立

‘ V’ucciderete… ’ こ こ で は 自 動 詞 の

ってしまった。彼女が再びパリに戻ったの

morire（死ぬ）を使わず、
‘何かがあなたの

は、ちょうどマルグリットが二十歳の 1842

命を奪う uccidere（殺す）
’という他動詞

年 11 月か 12 月のころであった。そして翌

的な表現になっている。つまりアルフレー

年 4 月に、アルマンはヴァリエテ座で彼女

ドは、彼女の‘生’を脅かしているものが

に再会するのであった。その時マルグリッ

何であるかを理解していたのである。それ

トはアルマンのことを憶えていなかった

は、毎晩のように行われる不摂生な生活の

が、二人の共通の友人、プリュダンス・デ

ことであった。ヴィオレッタにとってここ

ュヴェルノワ夫人を介して二人は友達と

まで自分のことを本気で心配してくれる

なる。そこでマルグリットは初めて自分を

人物は今までに存在しなかった。彼女はア

情熱的に慕うアルマンの存在を知る。つま

ルフレードの純粋で真っ直ぐな愛の告白

り 2 年前、彼女が病気の時に、容態を聞く

にだんだん動揺していく。その心理描写

ために毎日彼女の家を名前も名乗らずに

は、楽譜では殆ど同じ‘ド’の同音反復に

訪ねて来ていた男性、それがこのアルマン

よって歌われるヴィオレッタの旋律と伴

だと彼女は初めて知るのである。

奏の跳躍による途切れがちな旋律によっ

オペラでの乾杯の 2 重唱の後、宴に招待

て彼女の palpito（動悸）が表わされている。

された人々は別の部屋へとそれぞれに散

さらにアルフレードの旋律にも同じ‘ド’

っていく。そんな中で、ヴィオレッタの容

の同音反復が現れ、二人は次第に見つめ合

態が突然悪くなる。人々は彼女を気づかっ

っていく。そして、今までアルフレードの

て声をかけるが、また直ぐに別の部屋へ行

事を相手にもしていなかったヴオレッタ

ってしまった。ヴィオレッタの周りにいる

が次第に彼の言葉に耳を傾けるようにな

人達はいつもそんな友人ばかりだ。誰一人

っていく。さらにアルフレードのアリアの

として本気で彼女の病を心配してくれる

直前、ヴィオレッタの音程を超えて歌われ

友人はいなかった。しかし、そんな中にた

るアルフレードの台詞があり、ついにアル
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フレードは自分のことを彼女に紹介する

の音型等はまるで真面目な彼を茶化して

機会を得たのであった。

いるようであり（risate）
、逃げているよう

この曲‘Un dì felice’は、Andante の落

でもあり（fuggire）
、彼から遠ざかろうとす

ち着いたテンポに始まり、Cantabile（歌う

る（lontanare）かのようでもある。彼女は

ように）でゆったりと朗々と歌われる。し

内面が動揺すればするほど、表面的にはこ

かしこの曲もやはり、3 拍子で書かれてお

れまでの商売女よろしくアルフレードを

りアルフレードが歌っているにも関わら

からかっているように見せかけるのであ

ず、音楽は絶えずヴィオレッタの心情を表

る。自身の魅力を彼に見せつけているとも

現している。つまりこの時、彼女の心の中

捉えられる。

では突然目の前に現れた若い青年への複

そして２重唱が終わり、友人ガストーネ

雑な想いが回っていた。そしてこのアリア

が突然入ってくる。この様に、違う登場人

の旋律は、アルフレードのテーマともな

物が入ってきて場面が変わることを

り、オペラの途中で度々登場する。例えば

Tempo di Mezzo という。この友人ガスト

このすぐ後のヴィオレッタが歌う大アリ

ーネの登場からヴィオレッタがアルフレ

アの後半 Cabaletta（カバレッタ）の中に

ードと次に会う約束をするほんの短い間

も、実際に彼が歌うセレナーデとして登場

に、ヴィオレッタに再び彼に会いたいと思

する。また、
‘misterioso（神秘的）
’という

わせる決定的な瞬間がある。それは、アル

言葉には、ヘ短調の準固有音‘変二’の音

フレードの‘Parto（帰ります）
’という言

が使われ‘神秘的なもの’を音楽面からも

葉である。この言葉によって、彼女の心は

表現している。この場面のアルフレードの

決定的に変わる。なぜなら、彼女と付き合

旋律がまさにヴィオレッタの胸に刻み込

ってきたこれまでの男性は、帰り際、アル

まれたのである。そして彼女のアリアの後

フレードのようにすんなり彼女の考えを

半にあるカバレッタでも、幻聴のように彼

受け入れて帰るとは言わなかったからで

女の耳に聴こえてくるのであった。この

ある。この純粋な彼の態度にヴィオレッタ

‘misterioso,altero（神秘的、気高い）
’と

は今までに出会ったことのない男性を見

いう２つの言葉には、同じ‘ドからファ’

たのであった。そして、アルフレードに次

への跳躍音程があり、前者で完全５度下が

に会う約束をする為に赤い椿の花を渡し、

った音程が、後者では反対に完全４度上が

「この椿の花が萎れたらまた会いましょ

っている。さらに‘croce（苦悩）
’ という

う。
」と言う。小説では、ここで理由をすぐ

言葉にアルフレードによる acuto（高音）

さま聞き返すアルマンにマルグリットは

が付けられ緊張感がさらに高まっている。

こう答えている。
「なぜって、条約っていう

アリアの後半、ヴィオレッタも加わり二人

ものは、調印した日から実施されるとは決

の２重唱となるが、ヴィオレッタの音楽は

まっていませんわ。
」
（ここで、赤い椿の花

アルフレードの音楽と全く異なっている。

が意味するものが何であるか読み取れ

スタッカートや跳躍音程、コロラトゥーラ

る。
）
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再び宴の招待客らが登場し、主催者のヴ

ォルテは、彼女の胸に刻み込まれたアルフ

ィオレッタに挨拶をして皆はお暇してい

レードの言葉を表現しており、
‘accenti’

く。オーケストラは宴の余韻を残しつつ盛

に付けられたアクセントを今まさに胸に

大な音楽を奏でその後、突如として場面が

刻み込まれたかのようにクレッシェンド

転換する。華やかな場面とは、対照的に一

とフォルテで表現すると効果的である。6

人残ったヴィオレッタが物思いに耽って

小節目からは、半音程の難しい音程である

いる。ここからヴィオレッタの人生が変わ

がその音程に乗せて疑問形がうまく表現

ろうとする壮大なアリアが始まる。

されなければいけない。10 小節目では、付

このアリアは、Tempo di Mezzo を挟む、

点 8 分音符によるリズムが使われ、彼女の

シェーナとアリア、カバレッタから成る。

心の動揺を表している。この付点のリズム

Tempo di Mezzo は、通常アリアとカバレ

は、バロック時代に多く使われていた音楽

ッタの間に挟まれる。その前にまず、アリ

修辞であり、
‘不安’や‘動揺’を意味して

アの前に差し込まれた盛大なオーケスト

いる。特にここでは、
‘anima（魂）
’という

ラに注目しよう。このオーケストラは宴の

言葉に付けられた付点による音楽的なア

喧騒と客たちが退場していく情景を描写

クセントの位置が、本来の言葉のアクセン

すると共に、ヴィオレッタの生きる社交界

トの位置とずれている。これはヴィオレッ

を表現する華やかな音楽でもある。またそ

タの心の動揺を表している為、書いてある

の後、訪れる Recitativo accompagnato（伴

通りに歌わなければならない。15，16 小節

奏付き叙唱）とのコントラストが実に良く

目に掛かる‘esser amata amando（愛され、

表現されている。そこでオーケストラは 3

愛する）
’という詩句は、非常に重要な意味

小節間全くの沈黙になり、彼女は先ほど出

を持っている。なぜなら、パリの高級娼婦

会ったばかりのアルフレードの事を考え

をしていたヴィオレッタにとって、彼女の

ながら歌い始める。出だしの‘È strano’の

心に火をつけた男性は今までに現れたこ

表現は非常に難しい。2 回同じ言葉が繰り

とがなく、自ら男性を愛するという喜びを

返されるが、1 回目は 8 分音符、2 回目は

この時、彼女は初めて知るのである。
‘Oh

16 分音符で歌い出されなければならない。

gioja（何という喜び）
’に付けられたカデ

そして彼女のセリフの間のみオーケスト

ンツァはまさしくその歓喜を表している。

ラの伴奏が挿入されることで、緊迫感のあ

さらに続く‘esser amata amando’という

るシーンを生み出している。しかし、ヴェ

言葉に付けられた非和声音とアッポジャ

ルディの指示通りここの場面を支配する

トゥーラもまた、その歓喜を維持しながら

テンポは Allegro である。決して遅くして

外側に向かって表現され、次のオーケスト

はならない。なぜなら、この緊迫感こそが

ラの付点のリズムの勢いある伴奏を引き

彼女の内面の心理状態を表しているから

出さなければならない。また、
‘per l’aride

である。4 小節目、
‘accenti（accento:アク

follie（無味乾燥な生活）
’からアリア前ま

セント、口調）
’という言葉に付けられたフ

での長い旋律における頂点は、フレーズ最
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後のカデンツァにある。つまりそこまで緊

‘con espressione’を伴った豊かな音楽へ

張感を維持して歌われなければならない。

と盛り上がっていく。この旋律の開始部分

ここは、リコルディ社の Vocal score では、

にはディクレッシェンドが書かれている

‘Allegro’と書かれているが、これは間違

が、内面の感情はむしろクレッシェンドの

いである。総譜には、
‘Allarg（ゆるめる）
’

ように歌い出されるべきである。また伴奏

と書かれてある為、急がず落ち着いたテン

型もこれまでと異なり拍の間を3 連符が満

ポで彼女の内面を表現し、そのすぐ後のア

たすように書かれている為、内面が音楽で

リアの前奏を引き出すように歌われるべ

満たされるように朗々と歌われなければ

きである。そして 3 連符の上行型による 3

ならない。そしてこのアリアはリトルネッ

小節の前奏の後、たった 1 小節の間を置い

ロを含む 2 つの楽節から成り立っている。

て直ぐに歌い始められる。ここは通常 2 小

これと同じような形式のアリアはヴェル

節置かれるが、この不規則な形はむしろ緊

ディの初期のオペラ「海賊」のメドーラの

張を伴った彼女の心理状態であり、予期せ

アリアにも見られる。しかし、オペラ「椿

ぬ形で思いがけず感情があふれ出てしま

姫」では一般的には 2 回目の楽節はカット

った様に歌い出す必要がある。

されることが多い。あまりに長く、2 回同

アリアは、3 拍子のゆっくりとしたテン

じ旋律を繰り返す為である。しかしリーカ

ポで静かに、しかし豊かな旋律で開始され

リ教授によると、時に 2 回目の楽節はヴァ

る。ここは、まさに彼女の心の動悸が表現

リエーションを付けて演奏することも可

されている。このワルツのリズムは前述の

能である。リトルネッロの音楽形式は、バ

通り、ヴィオレッタの人生を表し、伴奏は

ロック時代に多く書かれていた。この場

スタッカートで静かに奏される。歌は休符

合、繰り返し部分は歌手の自由な即興演奏

により、途切れながらも決して旋律線を失

により最初の楽節とは変化を伴って演奏

わずに歌われるべきである。これは、胸を

されていた。バロック時代では作曲家たち

患っているヴィオレッタの動悸と恋のと

は、楽譜に書かれていない歌手たちの即興

きめきを掛け合わせた表現で、歌手はスタ

演奏によるヴァリエーションを放置して

ッカート、アクセント、レガートなどの細

いたのであった。ヴェルディは、過去の音

かなアーティキュレーションの指示に忠

楽を熱心に研究しその技法を多く自分の

実に歌わなければいけない。ヴェルディの

作品にも取り入れていた。つまり 1800 年

音楽は、特に楽譜に忠実に表現することに

半ばまでに書かれた彼の作品（1853 年創作

より、本来の表現が自然に表れてくる。逆

「椿姫」まで）に於いては、バッロク時代

に書いてある通りに演奏しなければ、場に

にそうされていたように、リトルネッロに

適った表現は生まれてこない。特に跳躍音

変化を付けて演奏することが可能である。

の後の旋律の歌い方、感情の入れ方に注意

しかし、ヴェルディのそれ以降の作品では

が必要である。21 小節目からは、より旋律

スタイルが変わってしまった為、変化は付

的に朗々と音楽が展開され副縦線後の

けられない。
（つまりヴェルディの創作期
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間は非常に長い為、その時代区分によって

びを歌い、2 回目の楽節ではそれがより具

表現方法が大きく異なる。その為、演奏様

体的になってこの恋へ踏み込む動力が生

式には注意が必要である。
）このことは、リ

まれてくるのであった。そしてアリアの最

ーカリ教授の授業で紹介されたマヌエラ・

後にはカデンツァが演奏され、アルフレー

ガルシアの著書 ⅲ で述べられている。すな

ドのアリアにも出てきた‘croce e delizia

わち、このアリアでも 2 回目の楽節では、

（苦しみと喜び）
’という言葉が繰り返し

しばし装飾などの変化を伴って演奏する

歌われる。彼女の想いはこの 2 つの感情の

ことが可能である。ただし、そのヴァリエ

狭間で揺れ動いている。この時すでに、ヴ

ーションはテキストの内容に忠実に表現

ィオレッタの脳裏はアルフレードのこと

されなければいけない。つまり、1 回目の

で一杯になっており、その思いが強ければ

楽節は楽譜に書かれてある通りに演奏さ

強いほど続くカバレッタで彼女の狂気が

れ、2 回目の楽節ではヴィオレッタが 1 回

迸るのである。ここでカバレッタの前に

目よりも落ち着いてアルフレードとの経

Tempo di mezzo が挿まれる。これは、新た

緯を振り返っている為、例えばレガートで

な場面が展開されることを意味している。

の演奏も可能である。そして 2 回目の楽節

（演奏番号 17）一般的にはこの Tempo di

10 小節目の‘dolcissimo’の音程には、経

mezzo はアリアとカバレッタの間に挿入

過音を追加することも出来る。この様に、

され、新たな登場人物が現れ場面が新しく

リトルネッロにおけるヴァリエーション

展開されるが、ここでは新たな登場人物は

についてのリーカリ教授のご意見は先に

現れない。その代わりに、ヴィオレッタの

述べた通りである。しかし筆者は、たとえ

心理状況に新たな展開があったことで

ヴェルディがバロック時代のリトルネッ

Tempo di mezzo が開始される。この場面

ロの形式を使って音楽を書いたとしても、

の第一声は‘Follie,follie（狂気）
’である。

ここでは2 回目の楽節にはヴァリエーショ

彼女は、つい今しがた初めて感じた胸のと

ンは入れるべきではないと考える。なぜな

きめきを否定し、これまでの人生のように

ら、テキストが神話や王侯貴族の話を扱っ

自由で快楽の世界に生きることこそが私

ていたバロック時代と違い、この作品は原

の人生。自分のような女には、愛し愛され

作者自身の実体験を基に書かれたより複

る恋などふさわしくない。快楽の中だけに

雑で現実的な内容である。ヒロインのリア

生きて行こう・・・と自分を蔑みながら言

ルな内面感情を表現する為に、形式的であ

葉を吐き捨てる。そしてまるで狂ったよう

るリトルネッロの古典的な手法で歌うこ

にカデンツァを歌い上げる。この狂気とも

とにどこまでヒロインの内面感情に近づ

見える感情の起伏の激しさの裏には、実は

けるのか、いささか疑問が残るからであ

それと同じくらいアルフレードに引きつ

る。1 回目の楽節では、ヴィオレッタはこ

けられる強い感情が隠されていたのであ

れまで気にかけていた謎の男性の正体が

った。続くカバレッタは、心の奥に芽生え

アルフレードと一致したことの秘かな喜

た新しい恋への欲求を全身全霊で打ち消

37

声楽の研鑽とイタリアの音楽教育の実地調査

すかのように、軽やかで華やかに歌われ

“いったい誰が言ったの？ 8 日前、この

る。その内面の欲求が強ければ強いほどこ

男性の事はその存在に気づきもしなかっ

のカバレッタの表現も強くなる。だが、カ

たわ。それなのに今、私の心の中、そして

バレッタの後半で聞こえてくるアルフレ

考えは、このように目まぐるしく彼が占領

ードのセレナーデ（ヴィオレッタには幻聴

しているわ。つまり彼は私を愛している？

となって心に届く）にまたしても彼女の心

私にはわかるわ、多分、彼を愛するように

の動揺は大きく膨らんでいくのである。

なることを。私はかつて人を愛したことが

リーカリ氏の授業ではこの原作を基に

ない。だけど、どうしてこの喜びを犠牲に

デュマ・フィスが書いた５幕仕立ての戯曲

することが出来て？私の心の赴くままに

「La Dame aux camélias（椿を持つ女）
」を

しましょう。私はいったい何？行き当たり

感情の移り変わりに留意しながら朗読す

ばったりになるように生まれて来たに違

るという練習を行った。以下、その時に使

いない。さあそれなら、自然と望むように

用したテキストであり、筆者による直訳文

身を任せましょう。それでも、私はかつて

を記載する。

感じたことのなかったような幸せを恐ら
く感じるわ。もしかしてこれは悪い兆しか
SCENA Ⅴ

ⅳ

しら。私たち女性はいつも愛されることは

Marguerite,sola.

予想がつく。だけど愛することは前もって
分かるわけではないわ。思いがけない不幸

Chi avrebbe detto, otto giorni fa, che
quest’uomo,

di

cui

non

sospettavo

せな目にあっても最初は何が何やらさっ
ぱり分からないわ”

l’esistenza avrebbe occupato a questo punto,
e così rapidamente, il mio cuore e il mio

この場面では、マルグリットはアルマン

pensiero? Del resto, mi ama? E so io se lo

の存在に初めて気づき驚きを隠せないで

amo, io che non ho mai amato? Ma perché

いる。そして彼女の心の中には徐々にアル

sacrificare una gioia? Perché non lasciarsi

マンという一人の男性が占めていくよう

andare ai capricci del proprio cuore?

になる。いまだかつて出会ったことのない

Che cosa sono io ? Una creatura del caso !

ような愛情を示してくれるこの男性に彼

Lasciamo dunque il caso fare ciò che vorrà

女は次第に魅かれていく。つまり今まで男

di me. Eppure, mi pare di essere felice come

性のアクセサリーでしかなかったマルグ

non lo sono mai stata. È forse di cattivo

リットは、この時、初めて自ら愛すること

augurio. Noi donne,

の喜びを知るのである。戯曲では、第二幕

prevediamo sempre

che ci ameranno, mai che

noiameremo,

tanto che ai primi segni di questo male
imprevisto non sappiamo più ache punto
siamo.
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でマルグリットからアルマンに対する気
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こそ、あの騒がしくってその実、一人ぼっ

共に暮らしている。原作には、彼らの幸福

ちの生活の奥底からあたしが求めている

な生活が詳細に描かれている。住み始めた

お方でした。直ぐあたしは夢中になって、

当初は、まだマルグリットは昔の生活習慣

あたしは一生をあなたに捧げる決心をし

を完全には捨てきれていなかったものの、

たのです。
」

次第に大勢の昔の友人とも手を切り、浪費

しかしこの初めての喜びの中に、彼女は

を止め、言葉遣いも改めるようになった。

ある恐れ（Paura）も感じていた。この様な

夏の光が降り注ぎ、花が咲き乱れた美しい

愛に身を任せても良いのだろうか？かつ

季節に彼らは、互いに恋をすること以外に

て感じたことのないような愛の傷みに彼

は何もせずに、二人だけの楽しい日々が瞬

女は葛藤しながらも自ら愛することを選

く間に過ぎていった。そしてマルグリット

んでいくのである。

は健康状態も回復し、努めて健康的な生活

「Ma perché sacrificare una gioia? Perché
non lasciarsi andare ai capricci del proprio

を送るようになる。この頃、マルグリット

cuore?（だけど、どうしてこの喜びを犠牲

ンスの小説、
「マノン・レスコー」ⅴをよく

にすることが出来て？私の心の赴くまま

読んでいた。つまりデュマ・フィスの小説

にしましょう。
）
」

に出てくる語り部が、マルグリットの家で

はアルマンが彼女にプレゼントしたフラ

つまり、この 2 つの台詞の間で、彼女の

の競売で高額を出して買い求めたものが

内面はさらに強く新しい恋に対して肯定

この小説「マノン・レスコー」であった。

的に変わらなければならない。ヴィオレッ

その時この小説には、第 1 ページ目にこの

タにとって Sacrificio（犠牲）という言葉は

本を送った人物による次のような献辞が

とても重要であり、この物語で度々登場す

書かれてあった。

る。またアリアの中で‘Croce e delizia （苦
悩と歓喜）という相反する言葉が歌われ

「マノンをマルグリットに贈る。慎み深
くあれ。アルマン・デュヴァル」

る。恋には歓喜だけでなく苦悩もある。前

語り部のこの本についての感想は次の

述の戯曲にも‘tanto che ai primi segni di

ようなものであった。以下、小説から引用

questo male imprevisto（思いがけない不幸

する。

せな目）
’とある。マルグリットにとってこ

「なるほどマノンは砂漠の中で死んだ

の瞬間、いまだかつて感じたことのないほ

けれども、自分を命の限り愛し続けてくれ

どの‘苦悩＝愛の喜び’を感じ、自らアル

た男の腕に抱かれて死んだのである。男

マンを愛するようになる。

は、マノンが死んでしまうと、墓穴を掘り、
その亡骸に涙をそそぎ、さらに自分の心ま

オペラ第二幕は、パリ郊外でのヴィオレ

でも一緒にそこに埋めたのだった。それに

ッタとアルフレードとの二人の生活から

引きかえ、マルグリットは、マノンと同じ

始まっている。原作に依ると、マルグリッ

く罪の女であり、またおそらくマノンと同

トとアルマンはパリ郊外に 4，5 か月の間、

じように悔い改めたであろうに、少なくと
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も私の見たところでは、豪奢な生活の最中

は内緒で自分の身の回りの高価な物や貴

に、半生のはなやかな過去を物語る寝床の

金属を質に入れたり売るようになる。彼女

中で、しかもマノンが葬られた砂漠よりも

にはまだ多くの昔の借金が残っており、ま

ずっと荒れ果てた、広々とした、冷たい心

たアルマンとの生活においてもお金が必

の砂漠のふところで死んだのである。
」

要であった。というのも、マルグリットは

果してマルグリットはこの語り部が想

昔の生活とは縁を切った為、当然伯爵から

像するような悲しい最期であったのだろ

の援助も無くなってしまった訳である。そ

うか。さらには、ヴェルディの書いたオペ

うかと言って、アルマンには彼女との生活

ラ「椿姫」のヴィオレッタはどうであった

を支えるだけの収入はなく、彼に余計な心

のだろうか？このマノンとマルグリット

配をかけたくなかったのである。

の二人の女性に共通するものは、共に死ぬ

そんなある時、アルマンの父親がマルグ

ほど彼女たちを愛した一人の男性の愛に

リットに会うためにパリ郊外の家を訪ね

よって自らの運命を変えてしまったとい

てきた。

うことにある。マルグリットはこの小説を

この時の父親との一部始終は、原作の最

読んで次のような感想をアルマンに言っ

後マルグリットが彼女の侍女ジュリー・デ

ている。
「女が恋をしたら、マノンのような

ュプラにアルマンに渡すよう託していっ

まねはできるようなものではない」と。こ

た死の直前に書いた日記から読み取って

の言葉は、決定的にマノンとマルグリット

いきたい。また第二幕では、オペラではア

の違いを表しているのではないだろうか。

ルフレードの父親ジェルモンが突然訪ね

つまり、マノンは自分を心底、愛してくれ

てきたという風になっているのに対し、原

た男性が居たにも関わらず恋人を裏切り

作ではまずアルマンがパリの自宅で父親

続けた。しかしマルグリットは、恋人に愛

に会い、マルグリットはそこでの彼と父親

され、また自ら愛されることの喜びをこの

との一悶着を聞き、その翌日再びアルマン

パリ郊外で始まった二人だけの生活に見

がパリに父親に会いに行った時に、マルグ

出していたのであった。そして、このこと

リットのところに父親からの面会の依頼

は、アルフレードによって書かれた献辞の

の手紙が届く。そしてその翌日、マルグリ

言葉を見てもマノンがいかに慎み深くな

ットが無理やりアルマンをパリへ向かわ

かったか想像できる。マルグリットはまさ

せた間に、彼の父親が彼女を訪ねてきたと

にこの時、アルマンとの幸福な生活の絶頂

いう風になっている。

にいたのである。しかし幸福な生活も永遠

原作に依ると、アルマンの父親は彼女の

に続くものではなかった。やがて盛夏が過

昔の商売に偏見を持ち世間体を気にする

ぎ、時折彼女は、物思いに耽るようになる。

どこにでもいるような親であった。さらに

彼女の心の中には、自分の過去に対する悔

息子が彼女故に財産を棒に振り身を誤っ

恨の想いがあった。すでに 4 か月が経とう

たと断言している。その弁明の為、彼女は

としていた頃、マルグリットはアルマンに

自分の身の回りの物を売り、一文たりとも
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アルマンからはお金をもらっていないこ

い）
」という父親からの言葉を受けてから

とを明かす。すると、彼は自分の不躾な態

である。ヴィオレッタは、信仰心の厚い女

度を詫び、さらに別の要求をマルグリット

性である。このことは、最終幕で新年最初

にしてきた。
‘あなたの息子への愛の証拠

の日に貧しい人たちに、わずかに残った自

に、その恋を犠牲にしてくれ’と。さらに、

分のお金を施したいと願うところからも

アルマンの妹の存在も知らしめ、娘の結婚

分かる。
‘benedetti’
‘l’angel’このような宗

にマルグリットの存在は足かせになると

教的な言葉は、自分の過去について恥辱の

まで言ってきたのであった。小説から引用

念を抱いている彼女にとっては、とても崇

すると、
「あなたとはまるで正反対の清ら

高な言葉として胸に響くのであった。小説

かな娘の将来は、本人にとって見ず知らず

でも父親からこのように言われ、マルグリ

のマルグリットという女性の手中にある」

ットの中には今まで漠然と感じていた過

と。ヴィオレッタは娘さんの結婚が済むま

去の生活に対する恥辱の念が現実のもの

で、一時的にアルフレードと距離を置くこ

となり、その悔恨故にある新しい希望が生

とを承知する。しかし、父親ジェルモンは

まれたのであった。彼女が自分の過去に対

それだけではなく、永久に息子と別れるこ

して後ろめたさを感じていることは、戯曲

とを要求してきた。この時のヴィオレッタ

第三幕で友人ニシェットに打ち明けてい

の感情の絶頂は、Vivacissimo で書かれた

る言葉からも分かる。以下に示す。

‘Non sapete quale affetto’にある。音楽の

「あの人は愛してはくれるけれど、あた

ディナーミクは、ppp と ff が交互に現れ、

しと結婚するわけにはゆかないわ。あの人

オーケストラはもはや歌の伴奏ではなく、

の心を自分の物にする事は出来ても、あの

ヴィオレッタの感情の起伏をスタッカー

人の苗字は名乗らないわ。あたしたちのよ

トやアクセントを伴って劇的に表現して

うな女には、一生消すことが出来ないいろ

いる。オーケストラの休符は、ヴィオレッ

いろな事があるでしょう。そんなことで自

タの動悸と重なっている。そしてこの激し

分の主人にあたしは人から指一本指させ

い拒否から彼女の心境はどの様に変化し

たくないのよ。
（略）だけど、あたしは本当

ていくのだろうか。この後、ヴィオレッタ

にあの人を愛しているので、あたしはあの

の不安定な心理状態をじわじわと脇から

人にそんな犠牲をさせたくないのよ。
」

突くように父親の価値観（世俗的な価値）
を彼女に言って聞かせる場面が続く。そし
て決定的に彼女の心が変わるのは、

そしてまた、戯曲では父親の要求に対し
て次のように独白している。
「ああ、一度堕落したものは、もうどん

「 poichè dal ciel non furono...tai nodi

なことをしても駄目ねえ。神様は許して下

benedetti（こうしたきずなは、天から祝福さ

さるとは思うけれど世の中の人は少しも

れたものではないのですから）
」さらに、

容赦してくれやしない。堅気の家ではやっ

「siate di mia famiglia...l’angel consolatore

ぱり貞操が一番肝心なのだ、それをどうし

（私の家族の慰めの天使となってくださ

ようと思ってもどうにもならないのだ。
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（略）汚れた過去を見るがいい。誰が妻と
呼んでくれましょう。誰が母と呼んでくれ
るでしょう。
」
こうして今までさんざん下等な世界に
生きそういう扱いを受けてきたマルグリ
ットにとって、この父親からの要求を受け
入れることは、過去を払拭する唯一の手段
であり、父親からの尊敬を受けられ、そし
て何よりもまず自分のアルマンへの愛が

にお捧げして死んでいく」
上記の歌詞が歌われる高音域には‘un fil
di voce（糸のような声）
’と指示があり、彼
女の命がけの犠牲が感じられる。そして、
父親からの
「per voi che far poss’io?（あなたのために
何か出来ることでも？）
」
という問いに対して、彼女は「Morrò!（死
ぬでしょう）
」と歌い出しながら、

純粋なものであったことの証しになると

「 conosca il sagrifizio ch’io consumai

考えたのであった。そう考えた時、彼女の

d’amore...（私が愛のために果した、犠牲を

心の中にはとても高尚な感情が生まれ、清

覚えていらしてね）
」と最後の望みを歌う。

らかな誇りが生まれたのであった。

‘死ぬでしょう’と歌っているが、この時

このヴィオレッタの心境の変化はオペ

の彼女の心情はむしろ決心がついており、

ラでは、８／６拍子 Andantino のテンポで

新しく崇高な高みにある。そして父親との

ヴィオレッタの独白で静かに歌い出され

2 重唱の最後、ヴィオレッタが最後の勇気

る二人の 2 重唱‘Dite alla giovine sì bella e

を振り絞って再び次のように歌う。

pura（美しく清らかなお嬢さんにお伝えく

「 Conosca il sagrifizio ch’io consumai

ださい）
’に表されている。Cantabile で歌わ

d’amore...（私が愛のために果した犠牲を覚

れるその旋律は、まるで許しの音楽である

えていらしてね）
」

かのように順次進行で高みへと昇って行

ここには、ヴェルディによって

く大変美しい旋律である。そして最後、父

‘animando con molto passione （非常な苦悩

親と別れる時に、ヴィオレッタが彼に向か

を持って生き生きと）
’と指示が書かれて

って次のように歌う箇所がある。

いるように渾身の想いを込めて歌われな

「Qual figlia m’abbracciate...forte Così sarò.

ければならない。前述の通り、
‘sagrifizio’

（娘のように私を抱いて下さい・・・こう

という言葉はこの作品の重要なテーマに

すれば強くなりますわ）
」

なっている。この場面は戯曲では、もっと

この時の彼女は、一段も二段にも増して

分かりやすく二人の約束が描かれている。

今までの自分よりも高みにいて、気高い気

「私が死にましてから、アルマン様が私

持ちが芽生えていたのであろう。そして、

の為打ちを憎いものだと思っていらっし

娘としてアルフレードの父親に認めても

ゃいましたら、どうぞあの方にマルグリッ

らえると思うことで、彼女は強くなり、ア

トは、心からお愛し申しておりました。そ

ルフレードのもとを去る勇気を持つこと

んなつれない為打ちを致しましたのも、心

が出来た。

からお愛し致しておりましたればこそと

「Che a lei il sacrifica e che morrà（あなた
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こうして、この約束通りジェルモンはア

アルフレードとの別れの場面では、オーケ

ルフレードに真実を伝え、最終幕彼女の愛

ストラのトゥッティで演奏されるその感

の犠牲に報いるためにヴィオレッタのも

動的な音楽があまりに有名である。

とを訪れたのであった。そこではジェルモ

「 Amami,

Alfredo,

amami

quant’io

ンは、ヴィオレッタの顔を見るや否や次の

t’amo...Addio（私を愛してね、アルフレー

ように言う。

ド。私があなたを愛していると同じだけ）
」

「La promessa adempio...（約束を果たすた
めに）
」

ここはリーカリ氏の言葉を借りるなら
ば、
‘Grande drammaticità（大きなドラマ性、

これにより、ヴィオレッタの自己犠牲は

劇的迫力）
’がある。全身でアルフレードへ

ついに認められたのである。ジェルモンも

の愛を歌うヴィオレッタの母性さえも感

またこのオペラを通してその人間性が変

じさせる、まさに大地に根付いた、ヴェル

わった人物の一人である。彼は第二幕で交

ディの魂をも揺り動かす偉大な音楽であ

わした彼女との約束（彼女の自己犠牲をア

る。
「私が愛していると同じだけ・・・」と

ルフレードに明かすこと）を覚えていたの

言っている彼女の愛は、このトゥッティで

であった。なぜ、このオペラの作曲者ヴェ

奏されるオーケストラの音楽よりも遥か

ルディは、小説にも戯曲にもない終幕に父

に大きい。ここではオーケストラの伴奏は

親を登場させたのか？筆者は次のように

トレモロである。トレモロは‘grande

考える。ヴェルディの初期の作品は、イタ

agitazione（非常な興奮）
’を表す音楽修辞

リアの独立戦争、国家統一の時代背景に影

だ。この一人の女性のこれ程の変わり様は

響された歴史的な題材を扱ったものが多

大変劇的なものであったことを意味して

かった。しかし、中期の作品いわゆる３大

いる。

オペラ、
「イル・トロヴァトーレ」
、
「リゴレ
ット」そしてこの「椿姫」の辺りから、登

また、第三幕で歌われるヴィオレッタの

場人物の内面的な心理描写に主眼を置く

アリアの前に、彼女がジェルモンから送ら

作風へと変わっていった。つまり、ここで

れてきた手紙を読む場面がある。ここも戯

も父親ジェルモンの内面を単に世間一般

曲から引用しその内面的感情を見てみた

に見るような厳格な父親像に留めておか

い。原作では、ジェルモンの名前はジョル

ず、その内面の変化を描こうとした為、最

ジョ・デュバルとなっている。

終幕に登場させたと考えられる。
オーケストラの刻むような伴奏は一人、部

SCENA Ⅵ ⅵ
Marguerite, legge una lettera che

屋で別れの手紙を書こうとしているヴィ

conservava sul seno

再び、第二幕に戻ろう。父親が去り、

オレッタの絶望、苦悶を良く表している。
そのヴィオレッタの所に何も知らないア

“Signora, ho appreso del duello di Armand

ルフレードが戻ってくる場面では、つまり

con il signor di Varvielle, non da mio figlio,
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perché è partito senza neppure venire a

“ご婦人さま、アルマンのヴァルヴィッ

salutarmi. Lo crederete, signora? Vi accusavo di

レ氏との決闘を聞き知りました。息子から

questo duello e di questa partenza.Grazie a Dio,

聞いたわけではありませんが。なぜなら彼

il signor di Varville è già fuori pericolo, e ora so

は私に挨拶すらせずに出発してしまいま

tutto. Avete mantenuto il vostro giuramento

した。ご婦人よ、あなたはこの決闘とこの

persino al di là delle vostre forze, e tutte queste

出発をお認めになられますか？お陰さま

emozioni hanno scosso la vostra salute. Dico

でヴァルヴィッレ氏は回復をして、今、私

tutta la verità a Armand. È lontano, ma tornerà a

は全てを知りました。あなたは、その精神

domandarvi non solo il suo perdono, ma il mio,

力以外にあなたの誓いを守ってください

perché sono stato obbligato a farvi del male e

ました。そしてこれらの動揺の全ては、あ

voglio porvi rimedio. Curatevi bene, sperate ; il

なたの健康を害しました。わたしはアルマ

vostro coraggio e la vostra abnegazione

ンに真実の全てを話します。彼は遠くにい

meritano un migliore avvenire ; l’avrete, io ve lo

ます。しかし彼は、彼の許しだけでなく、

prometto. Nell’attesa, siate certa dei miei

私への許しをもあなたに請うために戻っ

sentimenti di simpatia, di stima e di devozione.

てくるでしょう。なぜなら私はあなたに苦

Georges Duval. 15 novembre” Sono ormai sei

痛と問題解決を強いました。ではお身体を

settimane che ho ricevuto questa lettera e che la

大切に。希望がありますように。あなたの

rileggo senza sosta per restituirmi un po’ di

勇気と自己犠牲がより良く報いられるよ

coraggio. Se ricevessi anche solo una parola da

う願っています。私からの確かな好意、尊

Armand, potrei arrivare a primavera! (Si alza e

敬、信仰の気持ちを持ってお待ちくださ

si guarda nello specchio). Come sono cambiata!

い。お約束します。ジョルジョ・デュバル

Eppure, il dottore mi ha promesso di guarirmi.

11 月 15 日”

Avrò pazienza. Ma, poco fa, con Nanine, non ha

この手紙を受け取ってから6 週間が経っ

forse detto che sono condannata? L’ho sentito,

たわ。何度も止まらずに繰り返し読んで、

diceva che sono grave. Molto grave! È ancora

この手紙から少しでも勇気をもらってい

una speranza, qualche mese da vivere, e, se

るの。もし、アルマンからもたった一言の

durante questo tempo, Armand tornasse, sarei

言葉でも受け取っていたなら。春が来てく

salva. Il primo giorno dell’anno, sperare è il

れたら・・・。
（彼女は起き上がり、鏡の中

minimo che si possa fare. Del resto, è

をのぞきこむ）
。なんて変わってしまった

ragionevole farlo. Se fossi in pericolo reale,

の！それでも、お医者様は私に良くなると

Gaston non avrebbe il coraggio di ridere al mio

お約束してくださったわ。辛抱だわ。でも

capezzale, come faceva poco fa. (Alla finestra).

お医者様は少し前に恐らくナニーネには

Che gioia nelle famiglie! Oh! Che bel bambino,

私が不治の病であると言ったわ。深刻な病

che ride e salta tenendo i suoi giocattoli, vorrei

気であると言っていたのを聞いたわ。とっ

abbracciare quel bambino.

ても深刻であると！いいえ、まだ希望はあ
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るわ。あと数か月、生きていたらきっとそ

かえ、品をかえての辱しめを受ける日が始

の間にアルマンが戻ってきてくれるわ。き

まったのです。その辱しめを、あたしはむ

っとよ。元日は、貧しい人々に何かしたい

しろ喜んで受けました。それは、あなたが

と願うの。それは当然のことだわ。もし現

やっぱりあたしを愛していてくださる証

実に死ぬのであれば、ガストンは私の死の

拠であるばかりでなく、あなたがあたしを

病床でさっきみたいに笑う勇気はないで

苦しめれば苦しめるほど、やがていつかあ

しょうに。
（窓のところへ）なんて幸せそう

なたが本当の事情をお知りになったとき、

な家族なのでしょう！ああ！かわいい子

あたしというものがあなたの目に、いっそ

供、おもちゃを持って笑いながら飛び跳ね

う大きくうつるに違いないと思ったから

ているわ。あの子供を抱きしめたい。
”

です。
アルマンさま。あたしのこの喜びに満ち

この場面で注目すべき事柄は、デュバル

た受難をお聞きになりましても、別に驚き

氏の手紙の中にある「il vostro coraggio e la

になるにはおよびません。あたしによせて

vostra abnegazione（あなたの勇気と自己犠

くださったあなたの深い愛情が、あたしの

牲）
」という彼自身の言葉である。この‘犠

胸に、高尚な感激を呼びさましてくれたの

牲’という言葉は、先に述べたようにこの

です。
」

作品のテーマである。マルグリットがアル

この文章からマルグリットのアルマン

マンへの愛を犠牲にすることによって、彼

への深い愛情が読み取れる。オペラでは第

女は過去を清算し彼への本物の愛を証明

二幕フィナーレで歌われている箇所であ

することが出来ると彼女は考えたのであ

る。

る。これによって彼女の心の中に生まれた

彼女は、結局のところ、なぜ二人の愛の

清い感情、父親からの尊敬、そして彼女の

生活を突然解消したかは、死ぬまでアルマ

死後、受けられるであろうアルマンからの

ンには本当のことを打ち明けなかった。あ

尊敬、これらの全てが彼女を強くし、アル

るいは、アルマンの最後の訪問が彼女の死

マンへの愛を諦める動力になったのであ

に間に合わなかったのかもしれない。ここ

る。現に、小説ではアルフレードと別れた

の経緯は、原作である小説と戯曲、そして

後、元の生活に戻ったヴィオレッタにアル

リブレット共にそれぞれ違っている。小説

フレードがあの手この手を変え彼女に嫌

では、恋人二人は遂に再会することなく、

がらせをする場面がある。しかし、アルフ

マルグリットは死んでしまう。そして彼女

レードの嫉妬が強ければ強いほどむしろ

の死後、墓を掘り開けるところでアルマン

ヴィオレッタにとっては彼の未だ自身に

は彼女に再会し、小説が始まるようになっ

向けられた愛が強いことを感じて喜ぶの

ている。当然父親とも再会しない。また、

であった。これは、小説には次のように書

戯曲では恋人二人は再会するが、父親はや

かれている。

ってこない。反対にオペラでは、第三幕で

「それから毎日のように、あなたの手を

ヴィオレッタはアルフレードと再会し愛
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の二重唱を歌う。そしてさらに約束を果た

ていたが中には気高く信仰心を持った娼

す為、病床に父親ジェルモンも訪ねやって

婦たちの見方であった。デュマが愛したマ

来る。この原作にも戯曲にも描かれなかっ

リーはその中でも際立って品位に満ちた

た、オペラには存在する箇所について、ヴ

信仰心の厚い女性であった。彼は世間から

ェルディのドラマトゥルギーの素晴らし

の冷ややかで社会的批判の目に晒され、儚

さが隠されている。つまり、原作と戯曲は

く散って行った少女たちの人生を、彼女た

共にデュマ・フィスが書いており、この父

ちを取り巻く社会と対峙させ、真実とは何

親が訪ねてくる場面は、ヴェルディと彼の

かを追及するべく小説を描いている。それ

台本作者フランチェスコ・マリア・ピアー

は自身の戯曲全集の序文で次のように述

ヴェがあえて加筆した部分である。これら

べていることからも分かる。

の加筆された場面から、ヴィオレッタはマ

「私が戯曲に描きだしたのは、全て私自

ノンと同じく、愛する人の腕の中、そして

ら体験したことだ。ペンを手にするように

大切な人たちに囲まれて喜びのうちに最

なって以来、自分自身の人生で得た感動と

期を迎えることが読み取れる。つまりオペ

思い出、自分の理性と観察と良心によって

ラの最後の場面では、死を目前にしたヴィ

確信するに至ったこと以外は一語たりと

オレッタの中に、新しい生命が芽生え、
「Oh

も書いたことがないと断言することが出

gioia!（ああ、うれしい！）
」と叫びながら

来る。私はそうした感動を、そうした思い

死んでいく。この最後のヴィオレッタの独

出を、そうした確信を、どうすれば人間性

白は、最も印象的な場面である。

の問題と結びつけることが出来るのか暗

ヴィオレッタの次に重要な人物である

中模索し続けた。そうして両者を歩みよら

アルフレードの父親ジェルモンの人物像

せていくうちに生まれたのが、私の作品な

は、デュマ・フィスが生きた 1848 年のパ

のである。
」

リのドゥミ・モンド(demimondo）を社会的

デュマのそういった社会批判が見え隠

に批判の目で見ていた当時の世間の目を

れする箇所は、例えば、小説の冒頭に書か

代弁していると言える。実際この原作は、

れた世間からは蔑められた娼婦たちを語

1845 年の数か月に渡ってデュマが実際に

り部が同情する場面や、また競売に賭けら

関係を結んでいたパリの高級娼婦、1847 年

れたマルグリットの家に、その娼婦の生活

2 月 3 日に結核のため 23 歳の若さで亡く

に賤しい興味を持って野次馬的に訪れた

なったマリー・デュプレシの運命をテーマ

貴婦人たちを軽蔑的に描いた箇所からも

に書いたものであった。デュミ・モンドと

想像が出来る。またオペラの最終幕で再び

は、パリの高級娼婦たちの世界をさす言葉

父親を登場させたヴェルディの意図にも、

である。つまり、小説の中のアルマンは、

デュマの考えを汲んだ作曲家ヴェルディ

デュマ自身である（アルマン・デュヴァル

自身のヴィオレッタへの愛情が窺えると

とアレクサンドル・デュマはイニシャル

筆者は考える。つまりこのオペラを通し

A.D が同じ）
。デュマは、世間からは蔑まれ

て、ヴィオレッタという真に男を愛した女
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性を知ることによって、アルフレードの父

ようにと、その女は願っているのでござい

親はこれまでの自身の世俗的価値観を変

ます。
」

えるのである。父親は、第二幕で交わした

この手紙の内容により、
‘La Traviata’の

ヴィオレッタとの約束を果たすために終

意味が読み取れるのではないだろうか。つ

幕、彼女の下を訪れる。このことは、ヴィ

まり、マルグリットにとってアルマンとの

オレッタを娼婦ではなく、一人のれっきと

別れは、彼を心底愛したことの証しにもな

した女性と認めていることでもある。

る喜びに満ちた受難でもあった。これによ
りかつて高級娼婦であった彼女の内面は、

以上これまでを振り返ってみて、‘La

崇高な精神へと導かれていった。このヴェ

Traviata’（道を踏み外した女）というタイト

ルディのオペラ「椿姫」では、その内面性

ルの意味するところは、その過去故にアル

が変化した人物が二人あると言える。一人

フレードへの愛を断念せざるを得なかっ

はアルフレードの父親ジェルモンであり、

たヴィオレッタの人生を意味している。パ

もう一人はヒロインのヴィオレッタであ

リ郊外のアルフレードと共に暮らした家

る。ヴェルディのドラマトゥルギーの素晴

を彼女が去る時に彼に宛てて書いた手紙

らしさは、まさにこの登場人物たちの内面

を小説の中から引用する。オペラでは第二

の変化を捉え音楽的に大変深く表現して

幕のジェルモンがヴィオレッタのもとを

いることにある。そういう意味では、ヴェ

去った後に書かれた手紙である。

ルディのオペラには、余分な箇所など一つ

「アルマンさま。あなたがこの手紙をお

もなく全ての‘音’に意味がある。終幕で

読みになる時分には、あたしはもうほかの

アルフレードとジェルモンが病床のヴィ

男のものになっているでございましょう。

オレッタを訪れる場面は、先に述べた通り

ふたりの仲ももうこれっきりでございま

小説にも戯曲にも（戯曲にはアルフレード

す。

のみ訪れる）描かれなかった部分であり、

どうぞお父さまのそばへお帰りなさい

ヴェルディ自身がオペラに加えた部分で

ませ。あたしたちのみじめさ等、何ひとつ

ある。この場面によりジェルモンには、ヴ

ご存知ない、身も心も清らかなお妹さまに

ィオレッタに対する人間的な愛の眼差し

会いにおいでなさいませ。そうすれば、マ

が与えられアルフレードの父親以上の存

ルグリット・ゴーティエという堕落した女

在を有することになる。そしてまた、アル

のためにお苦しみになったことなど、じき

フレードとジェルモンの愛を受けること

お忘れになりますわ。たとえほんの束の間

により起こった、ヴィオレッタの内面世界

でも、あなたはその女を心から愛してくだ

の変化こそ、このオペラに於ける最も重要

さいました。その女はあなたのお蔭で、一

視すべき点であると筆者は考える。

生のうちただ一度の幸福を過ごすことが
できたのでございます。しかし今となりま

筆者は今回の研修期間中、北イタリアの

しては、残りの一生ももう長いことはない

田舎町ブッセートに行き、レンタルサイク
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リングでパルマとクレモナを結ぶ街道筋

ら平穏な生活を送った。この家でヴェルデ

にあるヴェルディの生家を訪ねた。この生

ィは、
「仮面舞踏会」
、
「ドン・カルロ」
、
「ア

家は、当時は行商人や旅芸人などが往来し

イーダ」
、
「ファルスタッフ」などの傑作を

賑わっていた小さな旅籠屋である。ちょう

次々と作曲する。彼の仕事部屋兼寝室は 1

ど、ヴェルディのオペラ「リゴレット」に

階の庭に面したところにあり、大きな窓を

登場するマントヴァの小さな旅籠屋を思

開けるといつでも簡単に外に出ることが

い起こさせた。そしてその生家のすぐ隣に

出来るようになっていた。そしてヴェルデ

はヴェルディが洗礼を受けたサン・ミケー

ィはよくこの自然に囲まれた庭を散策し

レ教会があり、幼いころ貧乏な家に生まれ

ながら作曲の思索に耽っていたのである。

た彼はその教会のオルガニストに音楽の

また貧しい家に生まれたヴェルディは自

手ほどきを受け、10 歳のころには師に代っ

分が成功した後は、農場で働く為の労働者

てミサのオルガンの演奏をするまでにな

を雇い多くの人々を助けた。

った。そして、そこから北に約 3 キロ離れ

6 月の末、夏の日差しが照りつける太陽

たところにあるサンターガタのヴェルデ

の下、広大で肥沃な北イタリアの食糧庫を

ィの家も筆者はヒッチハイクをして訪ね

思わせる緑の大地の中を一人、自転車を懸

た。
（無人駅の周りには他の交通手段はな

命にこぎながら筆者が感じたことは、ヴェ

かった！）ヴェルディは、
「椿姫」が初演さ

ルディがまさに‘大地の作曲家’であると

れた 1853 年から 1901 年ミラノで世を去る

いうことだ。彼の魂を揺さぶるような力強

までここに住んでいた。音楽の道で成功し

い音楽、飾り気のないシンプルな美しい旋

た中期のヴェルディが買った広大な農場

律はこの北イタリアの大地から生まれて

付きの家で、二番目の妻ジュゼッピーナ・

きたという紛れもない事実を、この肌を通

ストレッポーニと住んだ家である。ヴェル

してひしひしと感じることが出来た。

ディはここで農園を管理し、作曲をしなが

ブッセートのヴェルディの生家
Casa Natale di Verdi
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サンターガタの家 Villa G.Verdi

ヴェルディが亡くなった
ホテル･ミラン
引用文献
ⅰ デュマ・フィス 新庄嘉章訳 椿姫
新潮社 (2011)
ⅱ Alexandre Dumas fils La dame aux
Camélias
ⅲ Manuela Garcia Trattato completo
dell’arte del canto Ricordi (Milano 1900)
ⅳ Alexandre Dumas La signora delle
camelie Primo Atto scena Ⅴ
ⅴ Antoine François Prévost L’histoire du
chevalier des Grieux et de Manon Lescaut
アベ・プレヴォー 青柳瑞穂訳 騎士
グリュウとマノン・レスコーの物語新
潮社 (2012)
ⅵ Alexandre Dumas La signora delle
camelie Terzo Atto scena Ⅵ

サンターガタの家の庭にある
ヴェルディが設計した沼

ヴェローナの野外劇場アレーナで
上演された「椿姫」の舞台
参考文献
(1) G.Verdi La Traviata Vocal score Ricordi
(1990)
(2) ヴェルディ 椿姫 音楽之友社 (2004)
(3) デュマ・フィス 高橋邦太郎訳
戯曲「椿姫」世界戯曲全集 33 巻
近代社世界戯曲全集刊行部編(1930)
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レオナルド･ダ・ヴィンチ中学校を訪ねて

である。また、一般のクラスに交じってダ
ウン症の子供が授業を受けていた。その

はじめに

生徒には、いつも必ず教員一人が付き添

2013 年 1 月から 6 月までの間に、計 7

っている。この教員のことを‘Insegnante

回ほどヴェネツィア(Venezia)の手前、メ

di sostegno（障害児養護担当の教諭）’と

ストレ(Mestre)という、駅から車で約 20

言う。イタリアではどこの公立学校もこ

分走ったところにあるミラノ(mirano)と

のような対応をしている。私が見学した

いう小さな街のレオナルド・ダ・ヴィン

音楽の授業にも一人このような生徒がい

チ中学校 (Scuola media“ Leonardo da

たが、特に音楽の授業ではいつも楽しそ

Vinci”di Mirano) を訪問した。主に、バ

うに皆と一緒に手を叩いたり、身体全体

ル ビ エ ー ロ ・ モ ニ カ 先 生 (Prof.ssa

でリズムを取っていた。

Monica Barbiero)の音楽の授業に参加し

朝、生徒は 8 時に登校し、13 時 00 分に

た。また、校内で行われた演奏会と年度末

は 5 限まである全ての授業を終え、昼食

の音楽会に於いて演奏もさせていただい

は摂らずに帰宅する。各授業は 50 分間で

た。

途中に 10 分の休憩が入る。また、3 時間
目と 4 時間目に軽食を食べても良い休憩

レオナルド・ダ・ヴィンチ中学校

時間（10 分間）があるが、教室の中へは

閑静な住宅街に位置する落ち着いた雰

入ることは許されず、皆廊下で立ちなが

囲気のこの中学校は、公立の学校だが「Il

らパニーニやスナック菓子などを齧って

Corso ad Indirizzo Musicale（音楽系の学

いるのには驚いた。食べかすが床にたく

校）」と言い、音楽教育に特に力を入れて

さん落ちてしまうが、それは午後清掃の

いる学校である。つまり、普通の公立の中

方が入るので、生徒は掃除をしないとい

学校は音楽の授業が、週に 2 時間あるの

う考え方だ。日本の学校では、毎日掃除の

みに対し、この学校では、週 2 時間の音楽

時間があり掃除も生徒にとっては学校生

の授業の他に、午後 13 時、全ての授業が

活の一つであると当校の先生に話したら

終了した後に、特別に希望する生徒のみ

非常に驚かれていた。
（あまり詳しくは分

個別のレッスン（楽器は、ヴァイオリン、

からないが、これには近年のイタリアの

ギター、フルート、ピアノの中から選ぶ）

学校事情のマイナス面が影響しているよ

とソルフェージュと合奏の授業を受ける

うであり、必ずしも昔からそうであった

ことが出来る。因みに公立の中学校では、

とは限らないようである。）イタリアの学

音楽の授業で学ぶ共通の楽器としては、

校は、10 月から始まり 6 月で終わる。日

日本と同様‘たて笛’を取り入れている。

本の学校のような入学式や卒業式と行っ

1 年生から 3 年生（14 歳から 16 歳まで）

たセレモニーは特にないが、この学校で

まで各学年 3 クラス（1 クラス 25 人程度）

は 1 年の最後に盛大な音楽会が行われる。

の中規模の学校である。教員数も 40 名程

筆者はその音楽会に特別演奏として日本
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の文化の紹介も兼ね、プッチーニが作曲

当選し、次年度からは学校をお辞めにな

したオペラ「蝶々夫人」の中から、アリア

り市長としてご活躍される。従って今回

‘ある晴れた日に’を着物を着て歌わせ

の訪問はモニカ先生の学校での授業を拝

ていただいた。

見できる最後の年となり、私にとって非
常に貴重な機会となった。

モニカ先生の授業

モニカ先生の授業は、午前中に行われ

さて、この度々授業を見学、参加させて

る週 2 時間の全学年を対象とした音楽の

いただいた音楽の授業担当者のモニカ先

授業である。また午後の個人レッスンを

生だが、多方面でご活躍されている大変

中心とした楽器を学ぶレッスンでは、そ

素晴らしい先生である。そのお人柄は生

れぞれ専門の教員が一人ずついる。先生

徒のみならず、同僚の教員たち、また地域

の授業で今年度使われている音楽の教科

の人たち等多くの人たちから慕われてい

書は、「La spartito animato A,B,C」とい

る。今回、私にこの中学校を紹介してくれ

うタイトルの 3 つの分野に分かれた 3 冊

た以前からのイタリア人の友人であり、

の教科書である。これらを並行して 3 年

また当校で国語・地理を教えている、パ

間かけて扱っている。3 冊の教科書の主な

トリツィア・サルトーリ先生(Prof.ssa

内容は次のようになっている。

Patrizia Sartori)の言葉を借りるならば、
「モニカ先生は、体は小さいが心はとて

教科書の内容

も広く偉大な人物だ」という表現が本当

A：ソルフェージュ

に的を得ている。

B：音楽史

モニカ先生のご専門は、オルガン音楽、

C：楽譜集

宗教音楽である。学校外でも教会音楽を

この 3 冊の教科書をモニカ先生はそれ

中心に歌っているコーラス団体のご指導

ぞれの生徒の発達段階に応じて、臨機応

をされ大変精力的に演奏活動もされてい

変に使い分けている。イタリアでは、高校

る。また、先生の音楽の授業では、コダー

に入ると音楽の授業はなくなる。従って、

イ教育法を土台とし、リトミック教育も

中学校教育までに一通りの音楽の勉強を

多く取り入れ、より身体的で創造的な表

終わらせなければいけない。そのような

現活動が行われていた。また学校での授

訳でこの 3 冊の教科書は無駄がなく幅広

業をこなす反面、教員代表として教育委

い内容が詳しく盛り込まれた大変優れた

員会のような役割をしている Comune で

教科書である。日本の教科書に見られる

常勤の職員として常に学校教育や教員の

ようなポップス音楽などほぼ皆無であ

労働環境の向上についてもご尽力されて

り、内容も広く浅くといったものではな

いる。また地域の人たちから慕われてい

く、かなり専門的な内容が（音学大学で勉

ることの証として、モニカ先生が住まわ

強するようなことまで）ぎっしりと詰ま

れている町の市長選にも推薦され見事に

った教科書である。こんな若い年齢のう
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ちからこのような専門的なことを学べる

[B]

ことに筆者自身羨ましくなってしまっ

esperienza d’ascolto

Messaggi

musicali

attraverso

た。もちろん肝心の子供たちがこの専門

(聴く経験を通しての音楽的なメッセー

的な難しい教科書をどこまで理解出来て
いるのかは、モニカ先生の授業捌きを含

ジ）
La musica della~

め後に紹介する。先ずは、具体的にこの教

*origini nell’antica（古代の音楽）

科書 A、B に於ける目次内容を示したいと

*antica greca e romana（古代ギリシアと古

思う。

代ローマの音楽）
*primi cristani e il canto gregoriano（初期

教科書
[A] Conoscere il linguaggio musicale

キリスト音楽とグレゴリア聖歌）

（音楽の言葉を知る）

音楽）

*Il suono intorno a noi（私たちの周りの

*profana medievale（中世の世俗音楽）

音）

*profana Rinascimento（ルネサンスの世

*Alle origini del suono（音の起源）

俗音楽）

*I suoni ci parlano （私たちに話しかけ

*sacra nel Rinascimento（ルネサンスの教

る音）
*L’intensità del suono（音の強さ）

会音楽）
*Nascita primi sviluppo dell melodramma

*La durata del suono（音の長さ）

（オペラ誕生の初期発展）

*Il ritmo（リズム）

*Sacra barocca（バロック時代の教会音

*L’altezza del suono（音の高さ）
*Leggere e scrivere le note musicali（音符

楽）
*L’opera

を読み、音符を書く）

barocca,buffa…)

*Il timbro del suono（音色・響き）

（1700 年代のオペラ、 バロックオペラ・

*Altre figurazioni ritmiche（その他のリズ

オペラブッファ）

ム表示）

*Nel classicismo（古典派音楽）

*La melodia（旋律）

*Musica romantica（ロマン派音楽）

*L’accompagnamento della melodia（旋律

*L’opera romantica e verista（ロマン派オ

の伴奏）

ペラとヴェリズモオペラ）

*La forma musicale（音楽の形態・様式）

*Le scuole nazionali（国民楽派）

*La voce umana（人の声）

*L’impressionismo in musica（印象主義音

*Gli aerofoni（気鳴楽器）

楽）

*I cordofoni（弦楽器）

*Prospettive musicali(fra XX e XXI

*Gli strumenti a percussione（打楽器）

secolo)（20 世紀から 21 世紀にかけての音

*Musica e informatica（音楽と情報科学）

楽の眺望）
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*Il jazz（ジャズ音楽）

ていると感じた。そして、教科書に掲載さ

*Musica leggera（軽音楽）
*Etunica in Italia in Europa nel mondo

れているノートルダム楽派の合唱曲を皆

(ヨーロッパ世界の中のイタリア民族音楽)

カ先生が通奏低音（Basso continuo）を歌

で歌った。生徒が単純な旋律を歌い、モニ
い、筆者が生徒たちの対旋律を歌った。こ

それでは、モニカ先生の実際の授業が

の様に生徒に実際に歌わせてみること

どのように行われているのか紹介したい

で、オルガヌム（Organum）と呼ばれる初

と思う。

期のポリフォーニー音楽（Polifonìa）を頭
ではなく感覚で教えられていた。しかし

授業内容

これらの音楽は、日本では音楽大学で学

｢音叉を使っての授業」

ぶようなかなり専門的な内容であると筆

音楽の授業は、毎回音楽室で行われる

者は思っていたが、モニカ先生の授業で

訳ではなく、日によってはピアノや他の

はとても自然体で音の重なり合いから生

楽器が全くない普通教室でも頻繁に行わ

まれる響きの美しさをむしろ楽しむよう

れている。頭のかたい筆者などは、ピアノ

に生徒に教えられていたのがとても印象

がないのにどうやって音楽の授業を進め

的であった。ただ、これらの高度な合唱曲

るのかと思ってしまうが、モニカ先生は、

や音叉から音程を取ることになかなか付

ピアノの代わりに‘音叉’を使って生徒に

いていけない生徒がいるのも事実であ

音を取らせ歌わせていた。音叉の基本の

る。モニカ先生はそのような生徒にも一

音「ラ」から「ド」次に「ミ」と生徒に感

人ひとり根気よく対応され、皆の前で何

覚で音を覚えさせる。そして段々と音程

度もチャレンジさせていた。まず先生が

を広げていく。跳躍音は、間の音を歌わせ

音程の取れない生徒の両手を取り、手を

ることによって音程を理解させていた。

握りながら一緒に歌われる。正しい音程

とにかくある１つの音から他の音を探る

が取れるまで１対１で何度でも繰り返し

という行為を何度も何度も繰り返し、出

歌わせていた。まるで先生の握っている

来るまで生徒一人ひとりにやらせてい

手から正しい音程が生徒に伝わっていく

た。この方法は、３度、５度等の音程感を

ように。‘音叉’から音を取らせる行為は

身につけさせる上で大変有効な手立てだ

決して容易なことではない。教員にとっ

と、筆者は目からうろこであった。簡単に

ても忍耐のいることである。ピアノを使

ピアノを叩いて音を教えるのではなく生

っての授業の方が、随分と楽なはずであ

徒に自分で考えさせる、そしてその感覚

る。しかし、初めは時間がかかり苦労のい

を体に覚えこませることをしつこいぐら

ることでも何度も時間をかけて基本を教

いに教えられていた。この様な学習行動

えることは、後に生徒にとって大きな収

は、生徒を自然に授業の中へ導き‘音を取

穫が得られるはずであると感じた。そし

る行為’を一種の遊びのように捉えさせ

てその時、身に付いた感覚は子供たちに
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とっても不動のものとなり、教員にとっ

の基本がマスターされた後は、授業の回

てもその後の授業がとても進めやすくな

が進むにつれてより高度で創造的な内容

るのではないかと感じた。

へと発展していった。例えば、一つのクラ

また低学年では特に、楽譜を完全に読

スを歌詞を考えてくるグループと動きを

めない生徒もたくさんいる中で、音名を

考えてくるグループの二つのグループに

覚えさせることも根気強く行われてい

分けたり、男女それぞれ二つのグループ

た。まず、黒板に５線の中のある線を書

に分け、互いに違った動きを考えさせ、最

く。「リネア ミ」（Linea Mi、ミの線）、

終的に一つの音楽の中で合体させるとい

「リネア ソ」（Linea Sol、ソの線）とい

うようなものだ。教員が一方的に授業を

うように５線を全て書くのではなく、楽

進めるのではなく、生徒のより積極的な

譜を単純化して１本の線だけを示し、線

参加を促しながら自然に生徒たちの興味

の上や下に音符を書き入れ音名を教えて

を引き出していた。子供たちの顔にはい

いく。この方法ならば、生徒は混乱するこ

つも笑顔が見られ、他者との関係性の中

となく徐々に音名を覚えていかれるので

で積極的に話し合いが行われていた。ま

はないだろうか。

たイタリアの子供たちは大変、関心する
のだが、皆とても積極的に手を挙げる子

ハンドサインを取り入れた授業

供たちばかりである。教員が話していて

また、モニカ先生は音程を取る時に、ハ

も、何か言いたいことがある生徒は臆せ

ンガリーの音楽教育で音階を表す際に使

ず教員が気付いて自分を指名するまで挙

われている‘カウエンのハンドサイン’を

手をしている。周囲への遠慮とか自分が

取り入れていた。半音程もこのハンドサ

間違っているのではないか、こんな発言

インで表すため子供たちにとって非常に

は場違いではないか等という余計な心配

分かりやすいと感じた。それに身体を動

は皆無であると言って良い。教員も堂々

かすことは、子供たちにはやはり遊びの

と皆の前で生徒の間違いを指摘するし、

感覚を思い起こさせ、自然と音程感が身

生徒一人一人に人前で歌わせる。日本人

につくと感じた。

は、少し周りを気にしすぎる傾向がある
ように思われる。また、話が横道に逸れる

リトミックを取り入れた授業

が、イタリアの学校では口頭試験という

教室に比べかなり広いスペースのある

ものが非常に一般的に行われている。だ

音楽室では、モニカ先生は積極的にリト

からなのか、イタリア人は非常に口が達

ミックを取り入れた授業を行っていた。

者である。ソクラテスやプラトン等の哲

そこでは、音楽を聴いて自由に体を動か

学者が生まれた古代ギリシアに影響を受

したり、休符の時に手を叩くことを促し

けた国だけあって弁論術が重要視されて

たり、円になって音楽に合わせて足踏み

いるのだろうか。皆、本当に自己表現が上

をするといったようなものだ。そして、そ

手で達者である。そして生徒たちは自然
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に生き生きと音楽の中で自己表現活動を

（Musica profana）についてであった。普

行っていた。

段から学校の外でも教会音楽の合唱指揮
をされているモニカ先生のお話は、とて

音楽史の授業

も興味深く説得力があった。

音楽史の授業に於いては、イタリアと
いう国は、私たち日本人にしてみれば非

｢パソコンを取り入れた授業」

常に恵まれた環境にあると言える。なぜ

この中学校では家庭との連絡にパソコ

ならば、イタリアは正しく西洋音楽の生

ンを有効に取り入れていた。例えば宿題

まれた地だからである。教会は至る所に

で生徒にある音楽に合わせて動きや歌詞

当時のまま残っている。生徒たちは、音楽

を考えてこさせるといった場合、パソコ

史についての教員の説明を聞いても日常

ンのメールを使って各家庭に音楽を届け

のこととして容易に想像することが出来

ていた。また午後のより専門的なレッス

る。礼拝堂で歌われていた音楽と言った

ンに於いても、生徒がそれぞれにパソコ

時に日本人は礼拝堂といってもお寺の御

ンの楽譜ソフトを使って作曲をしてくる

堂ぐらいしか浮かばないだろう。しかし、

という活動が行われていた。

イタリアでは毎週日曜日に教会に行く家
庭は多い。そうでなくても子供たちは一

音楽会に向けての授業

度は目にしている。また教会が人々の交

モニカ先生の授業では、学年末最後の

流の場として演奏会場にもなったという

６月に行われる音楽会で披露する曲目の

ことも生徒たちは容易に想像できるはず

練習も行われていた。１月、２月に訪問し

だ。実際、現在でも教会でコンサートが行

た時は、１年生、２年生、３年生共に、ま

われることは日常茶飯事である。反対に、

だその演奏予定曲が未完成でそれぞれ断

私たち日本人は戦後、学校教育に於いて

片的にしか完成されていなかったが、音

西洋音楽を取り入れそれを主として教え

楽会直前に訪問をした５月にはその断片

てきた為、どこかよその国の音楽を学ん

的なものが合体して一つの作品に仕上が

でいるというイメージが抜けきらない。

っていた。まだ完全ではなかったが、５月

教員にとっても同じことが言えるのでは

の訪問は音楽会に向けての最後の追い込

ないだろうか。イタリア人の子供たちが

みが行われており、とても興味深い授業

理解する速度に比べ私たちはもう一段

であった。

回、自国の言葉に置き換えなければなら

まず１年生は、フランスの映画「Caress

ないというひと手間がその都度かかるの

Sur L’océan」という作品の中で子供たち

である。そしてさらに自国の音楽につい

が歌っている‘les choristes’という大変

ても学ばなければいけない。モニカ先生

美しい合唱曲に取り組んでいた。この曲

の授業では２年生のクラスで音楽史の授

は Soprano 1, soprano 2, contralto の 3 声

業を拝見した。題材は中世時代の世俗曲

に分かれた合唱曲である。子供たちは、言
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語のフランス語で歌っていた。筆者も

年生よりさらに増え、ピアノ、ギター、ス

soprano 1 をお手伝いで歌わせていただい

ネアドラム等が加わっていた。そしてそ

た。この合唱をみんなで歌った後、同じ曲

れ以外の残りの 8 人の生徒が

に合わせて子供たちが自分たちで考えた

improvvisare（即興的に）で掛け声を入れ

動き（演技）を披露する。円を作って手を

ながら踊りを披露していた。

つなぎながら歩いたり、バレーダンスの

どの学年の生徒もしばらく見ない間

得意な女子生徒が円の中心で踊りを披露

に、体格も顔つきも成長していた。どの授

したりしていた。

業においても、練習が終わった後にどこ

2 年生は、ジュラシック・パークの‘パ
イレーツ・オブ・カリビアン’の音楽に

がいけなかったか積極的に話し合う生徒
の姿が見られた。

合わせてやはり自分たちで考えた踊りを
披露。最初、男女それぞれのグループに分

モニカ先生の授業のまとめ

かれて自分達で考えてきた踊りを最終的

モニカ先生の授業は先生のお人柄がそ

に合体させていた。また、コンガ、タンバ

のまま授業に反映されている。愛情深く、

リン、シンバル、トライアングル、ウッド

おおらかでユーモアのある先生の授業

ブロックなどのパーカッションも入れて

は、子供たちもどこか母親のような安心

生徒たちは演奏をしていた。

感を抱いて自然に授業に溶け込んでいる

3 年生はさすがに高度な内容に取り組

ようだ。本当に不思議な魅力のある先生

んでいた。扱っている音楽はデルミネス

である。そしてその授業には、いつも楽し

の‘Ho Heil’で、この音楽に合わせて生

さと自由と創意工夫が子供たちを満たし

徒が考えた歌詞で歌い、伴奏楽器の数も 2

ていた。

モニカ先生の 3 年生の授業風景

午後の授業

供たちが昼食を摂らずに下校する。そし

朝、8 時 10 分から始まった授業が 5 時

て午後の授業が始まる。特別に希望した

間目の 13 時 00 分で終わると、殆どの子

生徒のみ、その午後の音楽のレッスンを
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受けることが出来る。該当する子供たち

個別の楽器でのレッスンも音楽会を目

は、学校にて持参した軽食を食べるか家

前にした 2 か月前から全体練習（オーケ

で食事を摂った後、再度登校する生徒と

ストラ）へと変わった。かなりの曲数が与

様々である。子供たちは、ピアノ、ヴァイ

えられ生徒たちは真剣に練習に取り組ん

オリン、ギター、フルートの 4 つの楽器の

でいた。中には、生徒が考えてきた短いテ

中から１つ好きな楽器を選び 3 年間かけ

ーマを教員がオーケストレーションした

て勉強する。またソルフェージュの授業

曲もあった。午前中の教室での生徒の表

も全員が受けることが出来る。この午後

情と一変してヤンチャな男子生徒も真剣

のレッスンは、それぞれの楽器に専門の

な表情で取り組んでおり、その姿はとて

教員がいて個人レッスンからオーケスト

も愛らしかった。授業は、若いうちから楽

ラの授業までより専門的で高度な内容の

器や、音楽に親しむ自由で自然な雰囲気

レッスンを受けられる。特別に授業料を

に溢れていた。この中から、卒業後もレッ

収める必要はないので、どの生徒にも音

スンを続け、いずれはコンセルヴァトー

楽を学ぶ環境が整えられていると言え

リオへ進み専門家となる生徒もたくさん

る。

いるのであろう。
午後の授業風景 ギターの練習

兄弟での連弾のレッスン

フルートの授業

合奏の授業
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学年末最後の音楽会
イタリアの学校は、９月半ばに始まり
６月半ばで１年が終わる。その後は、約３
か月に渡る長いヴァカンツァに入る。日
本のような盛大な入学式や卒業式は行わ
れないが、筆者が訪問した学校では学年
末の最後に盛大な音楽会が行われる。筆
者もこの音楽会にゲスト出演させていた

｢Concerto Finale Orchestra」
(オーケストラによる最後のコンサート）
F.CHACKFIELD “Little Red Monkey”
flauti, pf e percussioni
H.MANCINI “Fluter’s Ball” flauti, pf, e
percussioni
D.ROWE “Flutation Rock” fauti, pf,e
percussioni

だいた。日本文化にも触れてもらおうと

A.CARRARA “Note di Primavera”

思い、日本から持って来ていた着物を着

G.PIZZATI Irish Dance

て、プッチーニが作曲したオペラ「蝶々夫

G.PIZZATI Arrivano gli Indiani

人」の‘ある晴れた日に’というアリアを

P.Martin “Venezia”

歌わせていただいた。また、中学 1 年生の

H.PURCELL Rondeau

クラスの生徒と共に合唱でのソロの部分

H.PURCELL Allegro

を歌わせていただいた。いつしか、子供た

J.WILLIAMS “Jurassic Park”

ちも筆者のことを‘Mari’と笑顔で呼んで

ASCOLTO ATTIVO “Brave eⅠPirati dei

くれるようになり、こちらも嬉しくなり
お礼に折り紙の‘鶴’を全校生徒、教員全

Caraibi”
ASCOLTO ATTIVO “Les Choristes”

員に折って（260 羽）プレゼントした。以

D.SHOSTAKOVIC Valzer

下に、音楽会のプログラムを示す。

G.VERDI Gran Valzer

筆者による蝶々夫人の演奏
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さいごに
現在イタリアの中学、高校では放課後の

平成 24 年度海外研修員

課外活動、所謂日本の部活動のようなもの

研修先：イタリア／ブレーシャ音楽院、

は行われていない。（イタリア人の友人に

レオナルド･ダ･ヴィンチ中学校

よると、そのような文化は昔から存在しな
いそうだ。）従って、授業が終わると生徒
も教員も直ぐに下校する。しかも夏のヴァ
カンツァ期間中は学校には一切登校せず、
海や山に行き家族や友達と過ごす。この様
なゆとりを持って生活できることが何と
も羨ましい。日本では休日の過ごし方を知
らない子供が多いように思う。また、イタ
リアでは文化の中に音楽が存在するから、
彼らは音楽の楽しみ方を知っているし、音
楽がとても身近なものとして存在してい
る。筆者はそのような音楽への接し方を持
って日本の子供たちにも音楽の楽しさを
伝えたいと願う。知識や能力主義、コンク
ールの為の音楽ではなく、身近に存在する
楽しむ為の音楽を伝えたい。青春を部活動
や受験勉強に傾ける日本の子供たちの姿
は純粋で時に眩しく見えるが、果たしてそ
こに「個」は存在しているのだろうか。常
に何かに向かっていて、周りと同じでなけ
れば不安になる状況に子供たちを追いこ
んでしまっているのが日本の学校教育で
はないだろうか。豊かで安全な国、日本で
はあるけれども、昨今いじめや若者の自殺
が年々増加傾向にある日本は、果たして精
神的に豊かな国であると言えるのだろう
か。我々の教育活動を今一度見直す必要が
ある。
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「幼児の遊びと学び」
～幼児の遊びの環境づくり、そしてカリキュラムのあり方～
ルンビニ幼稚園 主任教諭

岩崎 春美

シアトルで１０の幼児教育施設（４つ
の博物館やプレイガーデンを含む）
、とパ
サディナで２つの幼稚園を視察してき
た。そのうち、シアトルでの５つの幼児教
育施設、それからパサディナでの２つの
幼児教育施設の視察についてのレポート
を行う。
１．John Muir Elementary school（シア
トル、公立）
アメリカの一般的な公立小学校で、幼
稚園から５年生までの子どもが通う。校
内に入ると、きちんと整列して廊下を移
動していく子どもたちの姿、先生方の厳
しい表情に少し驚いた。１日目は幼稚園
の３クラスを少しずつ見て、２日目はこ
の学校を紹介してくださった Kumata 先生
の幼稚園のクラスを中心に観察させてい
ただいた。朝８：４５から午後２：５５ま
での間、ほとんど自由に遊ぶ時間がなく、
教室内で国語や算数などの授業を受け
る。また、この学校では中国語教育を幼稚
園から開始していた。１クラス２５～６
人の子どもに担任の先生が一人付いてい
るが、教室内、または廊下にボランティア
の方がいて、授業中、子どもが一人ずつ呼
ばれて読み書き、または手作業などの個
人指導が行なわれていた。
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授業風景は小学校そのもので、私の「幼
稚園」というイメージからはかけ離れて
いた。教室も小学生と同じ並びにあり、ま
さしく「小学校０年生」だった。休み時間
もなく授業に臨む様子は、５～６歳まで
は遊ぶことが学びにつながると考えてい
る私にとっては、信じられない光景だっ
た。どうして遊ばせないのか？という質
問に対して、
「遊ばせる暇がない。
」とのこ
とだった。
「家に帰ってから十分遊ぶ時間
があるじゃないの。
」と同行してくださっ
た Shigaki 先生もおっしゃっていた。読
み書きができない親を持つ子ども、家に
帰れば英語ではなく、移住してくる前の、
親や祖父母が生まれた国の言葉で生活を
している子どもなど、多民族国家である
アメリカでは、それぞれの子どもの家庭
環境は文化的にも経済的にも多様だ。そ
の多様な家庭環境が子どもの学力に相当
な影響を与えているところから、アメリ
カの公立幼稚園のカリキュラムができあ
がっているようだ。親に代わって読み書
きをしっかりと子どもに教えなければな
らないという役割を担っているのだ。プ
ログラムガイドの一部を読んでみたが、
すばらしい理念と長い研究結果の成果を
もって学習プログラムができあがってい
る。しかしながら、子ども達の様子から
は、休み時間も無く授業を進めていくこ

幼児の遊びと学び

との効率の悪さを感じた。かなり厳しく
子どもたちをしつけていることもあって
か、おとなしく授業は受けているものの、
理解できていない子どもは集中力をなく
してどうしても離席したくなるし（鼻を
かむ、トイレに行くという理由で離席す
る子どもの姿がよくあった）
、実際、子ど
もが書いているものを見ると１年の終わ
りである５月末であるにもかかわらず、
子どもによってはほとんど書けていない
という状況も見られた。２日目の視察の
日、女の子が一人「わからないから教え
て。
」と私に言ってきた。見に行くと、課
題自体も理解できていないようだった。
この時、どうしてもわからないという理
由もあっただろうし、なんとかして体を
動かしたい（立ち歩きたい）という理由も
あって、私に尋ねてきたように思った。先
生方はプログラムに沿って一生懸命教え
ようとなさっていたが、わかる子とまっ
たくわからない子どもの差が広がってい
るだけに思えた。ほとんど理解できてい
ない子どもは幼稚園（学校）に行きたいと
思えなくなるのではないか。中国語の授
業も見たが、板書中心の発音のリピート
や文法で、幼稚園の子どもたちが楽しめ
ているとは到底思えなかった。しかも１
クラスだけ見学させてもらった１年生の
クラスもまったく同じ中国語の授業が行
われていて、年齢（発達段階）で授業の内
容が変わることはなかった。体育の授業
と年度末の保護者向けのステージ練習の
ときは、子どもたちの生き生きした表情
が見られた。体育の授業は、まず腹筋のト
レーニングから始まる。上級生が補助と
して授業に参加していて、回数を数えて
もらいながら腹筋を行う。その後、自分の
決められたポジションに座り、先生の話

を聞いた後、鬼ごっこが始まった。これは
楽しそうだった。このときは気持ちも緩
んだのか、私に話しかけてくる子どもが
増えた。授業が終わると、一列に整列す
る。教室へ戻るためだ。本当によくしつけ
られている。他に、ステージ活動が行われ
ていて、熱帯雨林を学ぶプロジェクトの
発表のひとつとして、音楽劇を行うとい
うものだった。身体表現の専門の先生が
子どもたちにステージでの動きを自分が
動きながら教える。子どもたちは、先生の
言葉や動きに注目して一生懸命聞いたあ
と、自分たちも動物になって生き生きと
表現していた。１日目に他のクラスで担
任の先生が監督のように椅子に座ったま
ま、とても険しい表情で子どもに演じる
順番を指導し、子どもたちが先生の言葉
に怯えるように演じていたのを見た後だ
ったので、指導者が変わると子どもの表
情がこんなにも変わるのかと実感したも
のだった。体育の授業、ステージ練習から
は、幼児が自分の体を動かすことが好き
であることを再確認するとともに、教え
る側の専門性が子どもに大きく影響する
ことも感じた。
日本では５～６歳までは体験重視の総
合学習、遊び中心の教育が教育要領に示
されている。そこが５歳児からの、読み書
きを始めとする科目別の学習重視の
American Standards と大きく異なる。文
化や社会背景が異なるのであるから、教
育の仕方が違ってあたりまえではある
が、
「幼児期は遊ぶことが最も大切。
」とだ
け考えていた私の中になんとなく焦燥感
と疑問が生まれた。アメリカではこんな
に熱心に、しかも私たちより１年半も早
くから公立の学校で読み書きを教えてい
る。日本の子どもは出遅れてしまってい
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るのか？しかし、アメリカでの子どもた
ちの表情を思うと、いくら家庭環境や文
化が異なるといっても、同じヒトの子ど
もなのであるから、幼児期にふさわしい
学習の仕方をもっと考えるべきなのでは
ないか？とも思う。近年、日本では幼稚園
側の「アプローチカリキュラム」と小学校
側の「スタートカリキュラム」の整備が求
められている。私たちの幼稚園も、卒園後
就学する小学校と幼小の交流活動を行っ
たり、連絡会を開いたりするようになっ
た。小学校の授業参観も行う。
「入学した
ばかりの小学校１年生が学校生活に適応
できず、集団行動ができない、授業中に静
かにすることができない、話を聞かない
などの状態が継続する状態（大分県教育
委員会定義）
」＝「小１プロブレム」から
始まった幼小連携であり、幼稚園での遊
び中心の学びから、教室内での学習への
スムーズな移行が大きな狙いとなる。こ
れは、現在の幼稚園と小学校の教育制度
ありきの考え方であるので、小学校での
学習スタイルに合わせるだけの「アプロ
ーチカリキュラム」にならないように、現
在の私たちの幼稚園の遊び中心の教育を
大切にしてカリキュラム作りをしなけれ
ばならないと考えていた。しかし、日本と
アメリカの５歳児の発達段階の捉え方の
大きな開き（教室内での学習の開始期の
違い）を考えると、
「何がなんでも遊び中
心の教育が大切」とこだわるのでも「早く
から机での学習態度を身につける」ので
もなく、５歳児から６歳児の子どもの本
質を深く理解した上で、その発達段階に
沿って、子ども達の力が最大限に生かさ
れるカリキュラムが組み立てられるべき
だと思う。
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２．John Stanford International
School（シアトル、公立）
２０００年より Immersion program を
取り入れて、日本語、スペイン語の習得を
目指したカリキュラムで授業を行ってい
る。入園、入学するときに日本語、スペイ
ン語のどちらかの授業を選択し、半日英
語を使った授業、半日は選択した外国語
を使っての授業を受ける。
語学そのものの授業をするのではな
く、外国語を使って理科と算数を学習し
ていく方法である。私は１〜２年生が日
本語を使って理科を学んでいるところを
視察させていただいた。総合学習的なト
ピックで授業していて、
「服に付いたシミ
の取り方」をテーマに学習を進めていた
り、
「ツタンカーメンの宝物の見学」につ
いて準備の話し合いがされていたりし
た。先生は日本語しか使わない。子どもた
ちはたどたどしくはあるが、日本語を使
って受け答えをしていた。子どもによっ
てはつい英語になってしまうが、
「日本語
を使ってください。」「日本語で言うとど
うなるかな？」と訂正させられていた。外
国語クラスではアシスタントの先生がお
り、２名で授業を担当する。幼稚園のクラ
スは学年末のテストが行われていて、見
学することができなかったが、テスト後
に室内の環境を見学させていただいた。
「たな」
「しんく」など、室内のひとつひ
とつの環境にひらがなでラベルが貼って
あり、室内で生活する上での言葉が視覚
的に理解しやすいように工夫してあっ
た。幼稚園の段階でひらがなが理解でき
るようになるということでもある。廊下
には、障子のパーティーションで仕切ら
れた畳の部屋のスペースがあった。
「子ど
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も達は、ここで過ごすのが好きなんです
よ。
」ということだった。
５，０００人の保護者と１,２００人の
ビジネスリーダーへの調査によって日本
語とスペイン語が選ばれた。外国語クラ
スのアシスタントの教師の雇用は、献金
によってまかなわれていて、Immersion
Program の開始当初は企業からの莫大な
献金があったが、現在では保護者からの
献金に頼っている。学校のホームページ
には献金のページがあり、
「いくらでもい
いのです。しかし、目標額が２５０，００
０ドルであるので、平均して子ども一人
について５４３ドル以上の献金となりま
す。
」とある。今年は８８％の親からの献
金があったということなので、約９割の
親が献金を行っていることになる。John
Muir も学習の評価が細かく行われてお
り、そのために「遊ばせる暇がない。
」と
感じるのだろうが、ここではさらに公立
でありながら授業料（献金）が必要となる
と、保護者から学習の成果を期待される
だろう。教えている先生方から感じた真
剣さはそういうところからもきているの
かもしれない。
３．Hilltop Children's Center（シアト
ル、私立）
イタリア、レッジョ・エミリアの教育思
想に影響され、２００２年より保育スタ
イルを変えた幼児教育施設で、レッジョ・
エミリアを４年前に訪れた私にとって
は、大変興味深い施設であった。内装や、
保育室の遊具などの環境設定は、レッジ
ョ・エミリアで見たものとよく似ており、
子どもの感覚を刺激しながら、興味・関心
を高めさせるような遊具が選ばれてい

た。レッジョと同じく、子どもの観察・記
録を細かく行い、認知の状態や興味を見
て次の保育プラン（プロジェクト）が立て
られる。スペイン語教育を選択制で行っ
ており、午後の２－３歳児のクラスでは、
教師がスペイン語を使って読み聞かせや
クッキー作りの保育を行う様子を視察す
ることができた。アメリカ内でのレッジ
ョ・エミリア思想をもつ他の幼児施設と
連携していて、近く研究発表があるとい
うことで、園内の視察後はその研究発表
そのものを見せていただいた。先生方の
保育への熱意が感じられる発表だった。
しかしながら、ここでの視察を通して、ア
メリカの私立の施設で、レッジョ・エミリ
アの思想をそのまま展開することの難し
さを感じた。例えば、子どもの認知力を見
るスタジオが、各部屋に一つではなく、施
設全体で１つしかないなど、まずは資金
不足があるのではないか、また、教師達全
員がレッジョの思想を獲得することが実
はむずかしいのではないか、というとこ
ろが見られた。レッジョ・エミリア市で
は、保護者や市全体が幼児教育に関わり、
あらゆる面で幼児教育施設をサポートす
るという歴史があり、このことが、教育に
大きな力を与えている。この訪問につい
て、後に Betty（Elizabeth Johnes）先生
に感想を話すと「まだ自園独自の形に仕
上がっていないのかもね。」と返ってき
た。レッジョ・エミリアの思想の奥深さを
学ぶことは時間がかかることであろう
し、どんな偉大な教育思想も、現場に合う
ようにアレンジすることが大切なのでは
ないかと思う。
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４．Intergenerational Learning
Center(ILC)（私立）
老人福祉施設に併設された幼児教育施
設である。１時間だけの訪問であったの
で、４歳児が老人施設の階に上がって老
人の方々と一緒に歌を楽しむ時間のみの
視察となった。子どもたちがボランティ
アのギター演奏で楽しく歌ったり踊った
りする様子を、老人たちは微笑みながら、
ときどき自分も歌いながら見守ってい
た。活動の最後に、引率の先生が子どもた
ちに老人と握手をして終わるように促し
たが、
「
（握手は）したくない。
」と拒否す
る子どもが見られた。歌をうたったり、ダ
ンスをすることは楽しいが、老人たちに
対して特別な親しみはないように見受け
られた。毎日、様々な形で老人達との交流
を行うことがカリキュラムに組み込まれ
ており、子ども達も活動には慣れた様子
ではあった。老人たちにとっては、子ども
たちの可愛らしさや元気が、彼らの日々
の暮らしを豊かにしていることが見て取
れたが、子どもたちにとってはどうだろ
う？という疑問が湧いた。「お年寄りっ
て、どんな人？」ということを理解する良
い経験の場であることは間違いないが、
その経験の場をどのように作るかは難し
い。私たちの幼稚園も、年長児が年に数
回、老人福祉施設との交流の場を持つ。老
人福祉施設からの要請があるからであ
る。ほんのわずかな時間の交流で、子ども
たちが高齢者に親しむことが難しく、私
たちの幼稚園の子どもは萎縮しているこ
とが多い。子どもにしてみれば、受け身の
活動である。子どもが自分の地域社会と
つながること、地域社会を知ることは大
切なことであるので、続けて行きたい活
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動ではあるが、この高齢者との交流活動
を通しての子どもの成長をいかに評価す
るのかが課題である。
５．Nanny Boo（シアトル、私立）
若いご夫婦が自宅で行っている preschool である。夫の Eric はクラシッック
ギター、夫人の Boo は声楽を大学で専攻
していたこともあり、音楽を保育の中に
取り入れている。私が訪問した日は１２
人の３～４歳児が参加していたが、利用
日は保護者が選択できる。その日に見た
ミュージカル・サークルは、クラシックオ
ーケストラで使われる楽器の音（CD）に注
目させて音に合わせて体を動かすという
ものであったが、Eric の音への集中のさ
せ方がうまく、子ども達が音の世界に引
き込まれてイメージに合わせて体を動か
す様子があった。その後はギター伴奏に
合わせて、子ども達が気持ちよさそうに
歌ったり、ゲームをしたりした。Eric も
Boo も子ども達の言葉を聞きながら、押し
付けることなく子ども達に参加させてい
た。活動を全員が楽しんでいた。ここで保
育を受ければ、どんな子どもでも音楽が
好きになるだろう、また音楽の素養を身
につけることができると感じた。その後
は、内、外での自由遊び、昼食（弁当）と
なった。昼食の後は、椅子を使ったゲーム
（数字や色を教えるもの）や、しゃぼん玉
をして過ごした。自由遊びは、場所が自宅
ということで、内、外環境の狭さが否めな
い。規模の拡大は夫婦の課題であるよう
だ。現在は、元小学校教諭にアドバイスを
受けながら研修を積んでいるとのこと
だ。
ご夫婦で、しかも自宅で行う良さがあ
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るのか、一日を通してとてもアットホー
ムな落ち着きを感じた。保育の大きな狙
いは何かと尋ねたら、
”Socialization”と
返ってきた。彼らにいただいた、子どもと
製作した音楽プロジェクトの CD のカバー
には、プラトンの言葉を引用して『音楽は
教育にとって他の何よりも強い教材だ。
』
とし、音楽を通して子ども達の中に知力、
体力、感性を育てたいとも書いてある。
６．Pacific Oaks Children's School（パ
サディナ、私立）
広い敷地で、年齢ごとプログラムごと
に園舎の棟とそれぞれに園庭がある。園
庭には、何十本もの大木があって涼しい
木陰を作っており、また、ツリーハウスな
ど、木を利用して大型遊具も作られてい
た。たくさんの木々に囲まれ、そこにいる
だけで心地よさが感じられる場所だっ
た。
６ヶ月－２歳、２－３歳（２歳児）
、３
－４歳（３歳児）
、４－５歳（４歳児）の
half day program と、２－３歳と４－５
歳の full day program、さらに４－６歳
の預かり保育を行っている。私は、６ヶ月
－２歳を除く half day program と４－５
歳の full day program、そして預かり保
育を視察させていただいた。ジョン・デュ
ーイの思想をベースに、多様な体験を子
どもたちに提供できるよう遊具や環境を
整えている。また Art Studio、Music、
Library などの Weekly Activities があ
り、地域に住む専門家による活動や、図書
活動が行われている。
○Boat Yard（２－３歳児クラス、２：３０
～５：００の半日保育、１２名に対し３名の

教師）
午後２：３０～３：００までに徐々に子
ども達が集まってきて、それぞれに好き
な遊びをする。屋内屋外遊びを自由に選
んでいた。外で砂の山を作っていた子ど
もがてっぺんを踏み潰したところを見て
教師が「火山を作っているの？」と声をか
け、
「ちょっと待って。
」とキッチンからお
酢とソーダの箱を持って出てくると、て
っぺんにソーダの粉を振りかけ、お酢を
流しかけた。もくもくと泡が出て溶岩の
ように泡が流れ始めると他の子ども達も
集まってきて面白そうにその様子を見始
めた。あっという間にお酢がなくなると、
教師はオレンジを持ってきて絞り、それ
をソーダにかけてみた。わずかに泡が出
てきていたがお酢のようにもくもくとは
いかなかった。一緒にその様子を見てい
た Betty 先生が「こうやって遊びながら、
化学の勉強もできるのよ。
」と私にウィン
クした。化学反応について子どもに説明
してもわからないにしても、こうやって
目で見て体験することが子どもにとって
とても重要であることは確かである。し
かも、それが子どもの遊びから始まった
内容であり、教師が学びの瞬間を察知し
て見逃さず行動したところが素晴らしい
と感じた。
この日のこのクラスのWeekly Activities
は Art Studio で、途中、数名が遊びをや
めて Art Studio に向かった。粘土の作品
を作ったり、絵の具の活動をしたりと子
どもにとっては単純な活動であり、素材
に触れられる貴重な経験ではあるが、指
導者（Artist）の意図に沿わなければなら
ない活動であったためか、ほんの 20 分く
らいの間であったが途中で飽きてしまう
子どもがほとんどだった。
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○Pepper House（３－４歳クラス、１：３
０～４：３０の半日保育、２０名に対して
４人の教師）
２－３歳児クラスと３－４歳のクラス
は、同じ棟で午前（９：００～１１：３０、
１２：００）の半日保育と午後の半日保育
がある。午前は他クラスにきょうだいや
友達がいる子どもが中心で、午後はそれ
以外の子ども達中心の編成となる。
開始から３：００までは自由遊びの時
間で、屋外屋内で自由に遊び、そのあとは
部 屋 に 集 ま っ て 、 こ の 日 の Weekly
Activity である Library の活動（絵本の
読み聞かせ）となった。Weekly Activity
は、内容によって一斉保育かグループ活
動かになるようだ。しかし、タイムスケジ
ュールはほぼ毎日決まっていて、そのこ
とについてこの Pepper House の保護者向
けのガイドブックには「日課が決まって
いることは、子どもを不安にさせず、活動
に集中させることができるし、見通しを
もって活動するという自立性を養うこと
になる。
」とある。
○La Loma House（４－５歳クラス、９：０
０～１３：００、２１名に対して４人の教
師）
ここでは、この日の Weekly Activities
が Music であったので、最初に送迎して
きた保護者も一緒に音楽サークルを行っ
て、みんなで手遊びや歌などを楽しんだ
あと、室内の自由遊び、それから屋外での
自由遊びという日程であった。このクラ
スは先生方が綺麗好きなのか、屋内外と
も遊具の整え方、遊具の設定の仕方が見
た目に美しく、こだわりを感じた。私がそ
のことについて言うと Betty 先生が「子
どもにとって分かりやすい遊具の見せ方
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というのは大切なことよ。
」とおっしゃっ
た。屋外遊びでは、子どもが週末に親子で
ファーマーズマーケットに出かけ買って
きたというクルミを「割って食べてみよ
う！」ということになり、先生と子ども達
で試行錯誤し、最終的に大きな石を使っ
て割り、中身を食べていた。教師が子ども
の家族との生活、思い出を取り上げて、さ
らにそれを園での遊びに取り込んだこと
で、子どもの視野が園外へ広がると予想
できるし、何より持って来た子どもの喜
びとなったであろうし、他の子どもたち
にとっても興味深い遊びとなっていた。
○Adventure House（４－５歳クラス、La
Loma House と同じ体制）
屋外の自由遊びの時間、室内の自由遊
びの時間が設定してあることは La Loma
House と同じであるが、このクラスは絵本
の読み聞かせを大切にしていて、一日の
うちに２回、読み聞かせの時間を設けて
いた。１回目の読み聞かせは２冊、２回目
の読み聞かせの時間には続けて３冊読ん
だが、少なからず子ども達はじっと聞い
ていることに飽きている様子が伺えた。
絵本の読み聞かせは、物語を聞き、話のイ
メージの中に子どもが入り込んで楽しむ
ことが大切だと思う。
「聞かねばならない
時間」になってしまうと、絵本は楽しみと
してとらえられず、学習の道具として子
ども達が受け取ってしまうように思え
た。
○California House–La Tierra Yard（３
－５歳児、７：００～１８：００、２２名
に対して４人の担当）
１日保育のプログラムが行われてい
る。夫婦共働きが入園の条件となるわけ
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ではなく、１日保育を希望する家庭が選
んで入ってくる。視察した日、私は７時に
園に着いたが最初の先生が出勤してきた
のは７時２０分で、最初の子どもが登園
してきたのは７時４５分だった。８時４
５分頃から子どもの数がぐっと増えた。
担当教師は７時～１４時が一人、８時～
１６時が一人、８時半～１６時半が一人、
現在は９時半から～１７時半が一人とい
う体制で勤務している。午前中はずっと
自由遊びだった。外環境にはインクをた
らして遊ぶコーナーや、コーンスターチ
と水をたっぷり入れたシンクが用意され
ていたり、他のクラスにはない環境があ
って興味深かった。リーダーの先生がレ
ッジョ・エミリアの教育に関心があると
いうことが影響しているようだった。ク
ラスの子どもたちがほぼ揃って、みんな
が活動的になったころ、３人の子どもが
コーンスターチのシンクに手を入れてか
き混ぜ始めた。そこへ砂場の遊具を持っ
て来て中に入れようとしたところを先生
が「ちょっと待って、それは入れないで。
」
と言い残して、冷蔵庫からいろいろな色
のインクを固まらせたキューブを持って
来て、シンクへ入れた。キューブが解けて
マーブル模様になっていくところを、一
瞬ではあったが子ども達は楽しんでい
た。
コーンスターチの重み、ぬるぬるした
感触、凍らせたインクと色の変化など、子
ども達が体験する要素がたくさん詰まっ
た遊びであった。引き続いて、違う先生が
ボディペインティング用の絵の具を外に
持ちだしてくると、水着になっていた子
ども達（この園では、他のクラスの子ども
達も外の自由遊びの時間は好きなように
水着になって水遊びができる）が寄って

来てさっそく鏡を見ながら顔にペインテ
ィングを始めた。先生は手や足に付けて
もいいよと塗ってあげたりしながら誘
う。始まりから１時間ほどの間、子ども達
はボディペインティングと変身ごっこを
楽しんでいた。お昼ご飯（弁当）もそのま
まで食べた。午後はカエルを見に散歩に
でかける予定だということだった。他の
クラス、プログラムに比べるとスケジュ
ールがゆったりとしていて、子どもの興
味に沿いながら一日を過ごすことができ
ていた。
○School Age Child Care （１３：００～
１８：００、預かり保育、２３人の子ども
に担当３人）
La Loma House の棟と園庭を使って行
われる。両親が働いているいないにかか
わらず利用できる。子ども達にとっては
家庭を離れた長時間のケアになるけれど
嫌がらないだろうか？と尋ねたら、
「家に
いるよりここで外遊びを楽しむほうがい
い。
」という家庭、子どもが選んでやって
くるそうである。私が視察に行った時間
は夕方であったため、子どもは３人と少
なかった。午後３時を超えるとぐっと人
数が減るとのことだった。どんなプログ
ラムなのかリーダーの先生に尋ねると
「ただ好きなように遊ぶだけ。ここは午
前中の活動が多すぎるから。私は『窓ぎわ
のトットちゃん』を教育の哲学書だと思
っている。子どもは自由に遊ぶことが好
きなのよ。
」と答えてくれた。
７．Child Educational Center （パサ
ディナ、私立）
この園も広大な敷地を持っており、ま
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ずはその広さに驚かされた。広い園庭に
は、大型遊具や三輪車のレーンが配置さ
れ、先生方がこだわっているという自然
の素材、枝や切り株などがたくさん置い
てあった。また、ブロック遊びのコーナー
や絵を描くコーナー、絵本を読むコーナ
ーが屋内だけでなく、屋外にも設置して
あった。身体的に完全な自由を与え、屋内
にないもので脳を刺激し、子どもの認知
の発達を促すということで、外での遊び
を重視しているという。また、この園には
食事の時間と昼寝の時間だけの大まかな
スケジュールしかなく、朝７時から夕方
５時４５分までの間であれば登園時間、
降園時間も基本的には自由である。子ど
もは登園してずっと外や室内で自分の好
きな遊びをしている。おやつや弁当は時
間に幅（１時間半）があって、全員で一斉
に食べることはない。食べたい子どもか
ら食べる。昼寝は開始時間が決まってい
るけれども、眠くない子どもは３０分後
からは寝ている子どもの邪魔にならない
ように自分の好きな遊びを始めてよい
し、寝たい子どもは寝たいだけ寝られる。
一斉保育の時間はない。のびのびと生き
生きと自分の好きな遊びに取り組む子ど
もたちの姿を見ていると、
「子どものパラ
ダイスだなあ。
」と感じた。先生たちは、
子どもをしっかりと観察し、子どもの興
味感心を捉え、次の環境や働きかけを考
えていく。
「ゾンビになりたい！」という
子どものために廊下のテーブルに鏡と絵
の具を出してメイクコーナーを作った先
生、畑のスプリンクラーに子どもが興味
を持ったところで、スプリンクラーを園
庭の中心に出して子どもと水遊びを始め
た先生、子どもが空手の教室に通い始め
たという話にしっかりと耳を傾け、自分
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も空手の真似をしながら子どもの言葉を
引き出していた先生など、子どもの興味
に沿って、先生方がしっかりと対応して
いる姿があちこちにあった。先生対子ど
もの比率が１：７までであることも、子ど
もが安心して遊びに取り組める要因のひ
とつだ。
『教師や子どもが厳格に決められ
たスケジュールによって邪魔されず自由
に活動できるときこそ、一日の活動の中
に内在している学びの機会を十分に生か
すことができる。また、子どもの自立性、
自発性を高めることになる。教師が子ど
もの遊びをよく観察して子どもの興味や
好奇心に沿った援助、環境設定をするこ
とで、子どもがさらにしっかりと遊びに
取り組み、結果的に子どもが「学び方を学
ぶ」ことになる。
』と保護者向けのガイド
ブックにある。視察の最後、もう園が閉ま
るころ、迎えに来た保護者と先生が話を
している最中に、廊下の傾斜部分で一人
の男の子が雨どいを短くカットしたもの
と木のボールを使って遊び始めた。慣れ
た手つきで雨どいをつなげ、ボールを転
がす。ボールが勢いよく転がるのがおも
しろいようで、繰り返して遊び、次は真ん
中あたりの雨どいを少し浮かせてつなげ
山型にし、転がるかどうかを試し、成功し
てさらにおもしろくなって延々と繰返
す。母親と先生の話は終り、時間が迫っ
た。
「遊びは終わりがないのよ。
」と先生が
ヤレヤレといった表情で声をかけてき
た。子どもも母親の呼びかけでようやく
遊びを終え帰っていった。遊びに夢中に
なっている子どもの姿が印象的だったと
同時に、物理学に直接結びつきそうな体
験を目の前にして、子どもの遊びの力に
感動した。

幼児の遊びと学び

８．今回のアメリカの幼児教育施設の視
察を終えて
公立、私立と様々な教育のスタイルを
見させていただいたことで、幼児教育に
どうしても必要なものが自由な遊びであ
ることが確信できた。そして、遊びを教育
の中心にしている先生方に出会うことが
できた。前園長が私たちの園の保育の元
としたこともあるが、カリフォルニア、パ
サディナの園で見た教育の環境や教師た
ちの関わりは共感できることが多かっ
た。パサディナでは、何よりも子ども達の
表情や行動に、学びの効果が現れていた
ように思う。しかしながら、遊びの中での
学習（総合的な学習、各子どもの興味に沿
った学習）から科目別の学習に移る時期
や方法について、たくさんの疑問が湧き、
課題として残っている。また、アメリカと
日本の社会、文化、国民の価値観の違いな
ど、教育的な効果を比較する前にもう少
し勉強しておかねばならなかったことも
残る。この度の視察で考えたことを今後
さらに深めて行きたいと思う。
平成 24 年度海外研修員
研修先：アメリカ／シアトル及びパサディ
ナの幼児教育施設
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ライティングの過程における他者とのインタラクションが
書き手に及ぼす影響について

国際基督教大学高等学校 国語科教諭

仲島 ひとみ
１．修士課程履修科目

はじめに
本稿は 2013 年 9 月より 2014 年 8 月まで

筆者が在籍したロンドン大学教育研究

行った長期海外研修に関する成果報告レ

所 (Institute of Education, University of

ポートである。本研修は、英国ロンドン大

London) の 修 士 課 程 MA in Effective

(Institute of Education,

Learning and Teaching（以下 ELT）はその名

University of London)において、ライティン

の通り効果的な学び方・教え方について学

グの過程における他者とのインタラクシ

ぶコースであり、出願に際しては二年以上

ョンが書き手に及ぼす影響について研究

の教職経験が求められた。20～30 名ほどの

することを目的として行った。

学生のうち、半数がロンドンで働く現職教

学教育研究所

筆者はこれまでに勤務校でワークショ

員（パートタイム）
、半数が世界各国から集

ップ形式の文章指導（ライティング・ワー

まった留学生（フルタイム）で、やはり現

クショップ）の実践やライティング・セン

職教員あるいは教員経験者である。

ターの立ち上げ、運営を行ってきた（仲

修了に必要な単位(credit)は全部で 180、

島,2013）。これらの指導経験を通じて、文

そのうち各 30 単位の授業を４つ修得し、

章作成は複雑なプロセスであり、他者との

60 単位分は 20,000 語の修士論文を執筆す

インタラクションが書き手の助けになる

ることになっている。
（10,000 語のレポー

ということを感じている。このことについ

トを書くという選択も可能。その場合レポ

てより深く検討し今後の指導に活かすた

ートは 30 単位相当と見なされ、もうひと

め、ロンドン大学教育研究所の修士課程

つ授業を取ることが必要になる）

MA in Effective Learning and Teaching という

ELT では「Guiding Effective Learning and

コースに在籍し、４つのモジュール（授業）

Teaching」
、
「Investigating Research」という

修得と Dissertation（修士論文）の執筆を行

二つの科目が必修（コア・モジュール）で

った。また、小学校と国際家庭で日本語を

あり、これらを一学期目（2013 年秋学期）

教える機会を得た。それぞれの内容につい

に修得した。残り二科目は選択で、一つは

て以下に報告する。

三学期目（2014 年夏学期）の「Assessment
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for Learning」である。二学期目（2014 年春

しまうものだとすれば、教員の適切な介入

学期）にはコース内の科目で推薦されるも

により学業・社会両面の不安を取り除いて

のがなかったので、コース外の科目から

いくことが重要になってくる。

「Literacy and ESOL: Theories and

ピアの役割を考える上で頻繁に引用さ

Frameworks」という科目を選択し修得した。 れるのがビゴツキーである。彼は発達の最
それぞれの科目について以下に詳細を述

近接領域(The Zone of Proximal Development:

べる。

ZPD) と いう概 念 を提 示した (Vygotsky,
2012)。これは、子どもが「自力ではできな

1.1. Guiding Effective Learning and Teaching

いが助けがあればできる」という領域を指

学習理論や教授法を学び、効果的な学習

したものである。これをもとに ZPD に対

と指導がどのように可能になるかを学ぶ

して援助を与える Scaffolding（足場掛け）

授業。コースワークとして Jackson (2010)の

という概念が広く指導法の研究の中で取

「Fear in Education（教育における恐怖・不

り入れられている。ZPD に対する支援は親

安）」という論文に関するレビューと「The

や教員のような大人から与えられること

role of peer in learning（学習におけるピアの

も多いが、ピア（生徒同士など同じ立場の

役割）」という題のレポートを作成した。

者）から与えられることも多い。ピアの場

Fear in Education (Jackson, 2010) は教育

合は知識や経験のギャップが小さく、権力

における Fear（恐怖・不安）として、学業

関係からも比較的自由であるため、かえっ

上の成否についての不安(Academic fear)と

て大人よりも有効な支援が可能になるこ

社会的な成否についての不安(Social fear)

ともある(Rogoff, 1990)。ピア学習の代表例

をあげている。前者は特に GCSE や A レ

として自主的なスタディグループがあり、

ベルといった国家テストの結果が重要な

筆者はこのようなスタディグループの参

意味を持つイギリスにおいて、テストプレ

加者に対するインタビューを行った。その

ッシャーに代表されるような学業上の不

結果、スタディグループは参加者を自律的

安である。後者はクラスの中での人気に関

な学び手として育むことがわかった。自律

する、仲間はずれにされたりいじめられた

性 (Autonomy) は、
能力 (Competency) や、

りしないかどうかという不安・恐怖である。 つながり (Relatedness) と並ぶ心理的ニー
イギリスの初等中等教育の学級では「真面

ズの一つであり、これを満たすことがより

目に頑張るのはダサい(uncool-to-work)」と

よい学びと健康につながるとデシとライ

いう言説が支配的であり、このため学業上

アンが彼等の自己決定理論

の成功と社会的な成功を両立することが

Determination Theory: SDT)の中で述べてい

難しい状況を作っている。このような状況

る(Deci & Ryan, 2008)。また、スタディグ

は日本の小中学校の学級にもかなりの程

ループの成功には人間関係が非常に重要

度あてはまるのではないだろうか。こうい

であり、良好な関係に基づいたピア学習が

った状況の発生がある程度自然に起きて

さらに相互理解と関係性の深化に貢献し

(Self-
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ていることがわかった。
イレリスの「学習の三次元」によれば、

育からドロップアウトして中等教育修了
試 験 (General Certificate of Secondary

学習には学習内容だけでなく、動機などの

Education: GCSE)のレベルをクリアできて

心理的要素や他者を含む環境との相互作

いない成人や英語が母語でない移民の存

用が関わっている(Illeris, 2007)。これらを

在が問題になっており、成人向け識字教育

ふまえて、教室の中をお互いの学びを支援

や非母語話者向け英語教育が盛んである。

しあえるような共同体として形作ってい

国家によるカリキュラムも定められてい

くことが重要であるといえる。

る。この科目は上位教員資格(Post Graduate
Certificate of Education: PGCE)のための単位

1.2. Investigating Research

となるもので、筆者以外の学生は全てこの

教育研究の手法を学ぶ授業。特に質的研

コースに所属する現職教員であった。彼ら

究の手法としてグラウンデッドセオリー、

の勤務先も語学学校、刑務所など多岐にわ

ケーススタディ、ナラティブアプローチ、

たっていた。
この学期には ELT コース内の

現象学的アプローチ、エスノグラフィーな

推奨科目が提供されていなかったため、研

どを学んだ。コースワークとしてグラウン

修のテーマとも関わる「書くこと」に関す

デッドセオリーによる研究論文のレビュ

る科目としてこの科目を履修した。

ーと修士論文の研究計画を提出した。
グ ラ ウ ン デ ッ ド セ オ リ ー (Grounded

本科目は内容的に Literacy と ESOL の二
本立てになっており、読み書きを中心に、

Theory)とは、グレイザーとストロース

話すこと・聞くことについても、識字教育

(Glaser & Strauss, 1967)が提唱した質的研

の理論と実践の変遷および英語の言語と

究の手法で、インタビューなどのデータを

しての特徴についても学んだ。コースワー

コーディングし、コードの構造化を通じて

クとして「The Process Approach to Writing

中心的なカテゴリーを特定し、サブカテゴ

and Adult Literacy Education（プロセスアプ

リーとの因果関係などを理論化するやり

ローチによる文章指導と成人識字教育）
」

方である。あらかじめ枠組みや理論を仮定

という題のレポートを作成した。

せず、虚心坦懐にデータに依拠して理論を
立ち上げていくところに特徴がある。
授業内では観察やインタビューの練習
も行った。

「書くこと」や識字教育をどう捉えるか、
いくつかの異なる観点がある。イヴァニッ
チ(Ivanič, 2004)は「書くこと」の概念化を
試み、言語の四つのレイヤーと書くことを
巡る六つの言説を特定した。言語の四つの

1.3. Literacy and ESOL: Theories and

レイヤーとは、テクスト、認知プロセス、

Frameworks

イベント、社会文化的および政治的文脈で

成人向け識字教育と非母語話者向け英

ある。これらのレイヤーと異なる形で関わ

語教育の分野でどのような理論と枠組み

る「書くこと」についての言説が、それぞ

があるかを学ぶ授業。イギリスでは中等教

れスキル言説、創造性言説、プロセス言説、
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ジャンル言説、社会実践言説、社会政治的

ーチのライティング指導を通じて、単に識

言説と名付けられた。筆者はこのうちプロ

字能力を高めるだけでなく自己肯定感を

セス言説とそれに基づくプロセス・アプロ

高め生活を立て直すことに成功している

ーチによる文章指導について考察した。こ

という報告もある(Stino & Palmer, 1999)。

れまでに実践してきたライティング・ワー

プロセス・アプローチの困難は評価にあ

クショップやライティング・センターもプ

る。イヴァニッチが指摘するように、プロ

ロセス・アプローチに連なる取り組みであ

セスとは良い作品を生み出すための手段

るためだ。

であってそれ自体が目的ではなく、評価の

書くことのプロセスについての言説に

対象にするのが難しいためである(Ivanič,

は大きくわけて二つの流れがある。一つは

2004)。従って、評価の段階ではプロセスの

心理学者による認知プロセスとして捉え

指導とある程度切り離す形でプロダクト

る理論、そしてもう一つは教育実践の中で

を見るという形にならざるを得ないであ

具体的な書く手順として捉える議論であ

ろう。その際にどんな観点を導入するかは

る。前者の流れで代表的なのはフラワーと

授業や学習者集団の性質によって幾通り

ヘイズ(Flower & Hayes, 1981) およびベラ

ものやり方がありうる。たとえばジャンル

イ タ ー と ス カ ー ダ マ リ ア (Bereiter &

理論のようにジャンルや文章の目的に応

Scardamalia, 1987) の論考である。それぞれ、 じた書き方ができているかという観点で
課題・書き手の知識と書く行為との関係を、 見ることも一つの方法である。
主に問題解決・ゴール志向のプロセスとし
て記述した。後者の流れで重要な実践者は

1.4. Assessment for Learning

数多くいるが、一例としてマーレイ

学 び の た め の 評 価 (Assessment for

(Murray, 2003)やグレーブス(Graves, 1983)

Learning: AfL) ／ 形 成 的 評 価 (Formative

が挙げられる。彼等はこれまで書かれた作

Assessment)についての授業。学びのための

品(product)への指導が中心だったライテ

評価／形成的評価とは、学びの評価

ィング教育に異を唱え、書く前の構想段階

(Assessment of Learning) ／ 総 括 的 評 価

から下書き、修正、校正といった手順全体

(Summative Assessment)として学期末・学

に対して書き手へのカンファランス（一対

年末などに出す成績と異なり、学習の途中

一の対話）のような形で介入していくこと

段階での学びを評価し、それに合わせて指

を提唱した。

導内容・方法を調整し、より適切な仕方で

このように書くことをプロセスとして

生徒達を学びのゴールに導いていくとい

捉え指導していくべきだという考えは、学

う考え方である。ブラックとウィリアムを

校教育のみならず成人識字教育において

中心とするグループが提唱し、イギリスで

も広く受け入れられており(Kelly et al.,

は広く受け入れられている。AfL は実質的

2004)、実際に、矯正施設の女性など困難な

に学習効果を向上させると主張されてい

状況にある学習者たちがプロセスアプロ

るが、効果量の測定法等について批判もあ
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る 。 コ ー ス ワ ー ク と し て 「 Introducing
Assessment for Learning into Japanese

が実践することによりかえってマイナス

Secondary Education（日本の中等教育にお

上述のような「五つの戦略」は、学習の主

ける学びのための評価の導入）
」という題

体を教員から生徒へと転換する一種のパ

のレポートを作成した。

ラダイム・シフトを要求するものであるゆ

の影響があるという指摘などもある。実際、

ブラックとウィリアムは形成的評価の

え、個々の教員と生徒、そして学校全体と

導入が実質的に学習効果を向上させ、その

しての理解が十分でなければ成功させる

効果量は平均 0.40 から 0.70 であると主張

のは難しい。しかしその点がクリアできれ

した(Black & Wiliam, 1998)。形成的評価の

ば、学習においてゴールと現状のギャップ

中心的な理念は「学びの証拠を使って、生

を認識し埋めていくということが重要な

徒のニーズによりよく合うように指導法

ことは言うまでもなく、形成的評価の考え

を調整すること」(Wiliam, 2011)である。別

方を学校教育に取り入れていくことは必

の言い方をすれば、サドラーがまとめたよ

要である。

うに、①目指すゴールや基準のイメージを

ここでひとつ付言すれば、形成的評価は

持ち、②実際の・現在のレベルと目指す基

「評価」という語が含まれているためどう

準とを比較し、③そのギャップを埋めるた

しても点数や成績といった（総括的）評価

めに適切な取り組みをする、ということで

を連想しがちであるが、前述した「五つの

ある(Sadler, 1989)。

戦略」を見てもわかるとおり、これはあく

この理念に基づき、学習者・教員・ピア

までも「よい教え方 (good teaching)」につ

という参加者を考慮して、五つの戦略が特

いての考え方なのである。実際ウィリアム

定された。すなわち、①学習意図と成功の

はインタビューの中で、
「評価という名前

基準について明確化・共有・理解すること、

を付けたのが間違いで、教え方の話だと言

②教室での話し合い・活動・学びの証拠を

うべきだった」と述懐している(Stewart,

引き出すようなタスクをうまく使うこと、

2012)。また、ニュートンは形成的評価が伝

③学びを前に進めるようなフィードバッ

統的に総括的評価の対義語として対比的

クを与えること、④学習者を他の学習者に

に語られてきたことにより混乱が生じて

対するリソースとして活用すること、⑤学

いることを指摘し、実際には形成的評価と

習者が自らの学びの主体となること、以上

は評価の種類ではなく評価を何のために

の五点である(Wiliam, 2011, p.46)。この五

用いるかという目的の謂いであると看破

つの戦略から、無数の具体的な手法（テク

した(Newton, 2007)。日本ではまだ形成的

ニック）が生み出されている。

評価が公式に導入・推奨されている段階で

ブラックとウィリアムら形成的評価を

はないが、この考え方を現場に導入するに

提唱するグループに対して批判や反論も

あたっては、英語圏の混乱から学び、より

多くあり、たとえば効果量の測定方法の妥

効果的な教え方のための方法と理解する

当性に対する疑問や、理解の不十分な教員

べきである。
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先日の OECD の調査で日本の教員の労

2.2. 研究の方法

働時間が世界で最も長いこと、その多くの

データ収集は筆者の勤務校でもある

部分が実際の授業ではなく課外活動や他

ICU 高校のライティングセンターで行っ

の業務に割かれていることが明らかにな

た。生徒四名、チューター四名が参加した

った(OECD, 2014)。形成的評価のような新

計七つのセッションと、各参加者に対する

しい取り組みを導入する際には、このよう

インタビューが分析の対象となった。録音

な負担を軽減し、実践内容について理解を

した１回２０分から１時間程度のセッシ

深めるための時間を確保するための予算

ョンを７本および１回３０分のインタビ

措置を講じることも、実践を効果的なもの

ュー６本（すべて日本語を使用）を書き起

にするためには必要である。

こし、グラウンデッドセオリーの方法を参
考に、オープン・コーディングを行った。

２．修士論文

そのようにして産出された 150 あまりのコ
ードを統合・構造化し、最終的にインタラ

修 士 論 文 は 「 Dialogue and Students’

クションの三つの次元（発話の焦点、テキ

Writing Development（対話と生徒の書く力

ストの読者、対話者の関係）と八つのカテ

の向上）
」というタイトルで、国際基督教大

ゴリーが特定された。

学高等学校（以下 ICU 高校）ライティング

発話の焦点は「書き手(author)」と「課題

センターにおける一対一のセッションを

(task)」に分けられる。それぞれ当該の書き

分析し、チューターとの対話が生徒の書く

手や課題だけに関わる「局所的(local)」焦

力の向上にどのように貢献しているかを

点と、より一般的な内容に関わる「一般的

考察した。

(general)」焦点に分けられる。
「書き手・局
所的焦点」は、書き手のアイデンティティ

2.1. 研究の背景

に関わる経験・趣味・嗜好などに関する発

生徒がよりよい書き手として成長する

話が分類される。
「書き手・一般的焦点」は

ことを支援するライティングセンターは、

書き手が持つ一般的な知識・学校で習った

1970 年代のアメリカで始まり、近年では多

内容などに関する発話が分類された。
「課

くの国で広がりをみせている。しかし、日

題・局所的焦点」は実際に書いている文章

本の中等教育でまだその数は少ない。ICU

の中で書き手が行った決断に関する発話、

高校は 2010 年に日本の中等教育で初の事

「課題・一般的焦点」は課題の要件（たと

例となるライティングセンターを開設し

えば指定された字数や構成など）に関する

た。本研究は、ライティングセンターのセ

発話が分類された。

ッションがどのような性質のもので何に

テキストの読者は「内部者(insider)」
「外

貢献しているか究明し、実践の更なる改善

部者(outsider)」に分けられる。
「内部者」は

に役立てることを目指す。

書き手のことをよく知り同じ共同体の内
部に属する者、
「外部者」は書き手のことを
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よく知らない、集団の外部に属する者を指

な態度を取るかの別であり、発話内容につ

す。
「内部者」
「外部者」の別はそのつど発

いて発話者が責任を持ちその妥当性・正当

話者の態度や言語によって構成されるも

性を主張する態度を「指導的」
、発話内容に

のであるが、クラス共同体の外部にいるラ

ついて発話者が権威を主張せず聞き手に

イティングセンターのチューターは、教員

責任を委ねるような態度を「交換的」と名

やピアと異なり、基本的に「外部者」とし

付けた。書き手とチューターがどのような

て書き手に関わっている。

態度を取るかの組み合わせで、そこで成立

対話者の関係は「指導的(pedagogic)」
「交
換的(exchange)」の二種に分類される。こ

するコミュニケーションは以下のように
分類できる。

れは発話者が発話内容に対してどのよう
図 1. 参加者の態度とコミュニケーションのタイプ
チューターの態度
指導的

交換的

指導的

議論・論争

生徒による主導

交換的

チューターによる指導

おしゃべり・アノミー*

生徒の態度

*「アノミー」とはその場を主導する者やルールが存在せず、参加者がどこに向
かっていいかわからなくなっているような状態を指す。
本論文では、発話の焦点（書き手・局所
的／一般的、課題・局所的／一般的）と対

を中心に内部者・外部者の区別について考
察した。

話者の関係（指導的／交換的）の組み合わ
せからなる八つのカテゴリーによって全

2.3. 研究の結果と考察

データをコーディングし、セッションの特

データ分析の結果、発見された内容は四

徴や参加者の受け止め方との関係を考察

つのトピックに要約される。第一に生徒の

した。テキストの読者（内部者／外部者）

主体性、第二にチューターという立場の特

については、ライティングセンターのセッ

性、第三に生徒の期待、そして第四にセッ

ションの発話はほぼ「外部者」にコーディ

ションが貢献する領域である。

ングされるためカテゴリーの構成からは

第一に、セッションにおいて生徒が主体

省いたが、インタビューで言及された内容

性を持つことが対話的なインタラクショ
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ンを促進し、結果として満足のいく成功し

ンターの理念とも齟齬が生じてしまうの

たセッションとして受け止められること

だが、書き手に主導権を持たせた上でチュ

につながる。前項で提示したコミュニケー

ーターの専門性を高めることは重要であ

ションの分類で見た時、生徒による主導が

る。これが教室内でのピアレビューとは別

中心となったセッションは生徒・チュータ

にライティングセンターを設ける意義に

ーともにセッションに対する満足度が高

もつながるであろう。チューターの外部者

くなる傾向にあった。チューターの賞賛や

としての客観的な視点という側面は、書き

書き手自身の準備等が生徒の主体性を促

手の読み手意識を育てることにつながる

進する一方で、ある種の課題の性質、知識

可能性がある。学校内で書く文章の読み手

の不足、性別や年齢差などはそれを妨げる

が多くの場合ピアや教員といった前提を

可能性がある。

共有した内部者であることを考えると、チ

第二に、ライティングセンターのチュー

ューターの存在意義は大きい。

ターは外部者として独特の強みを持って

最後に、セッションが文章作成のどのよ

いる。インタビューの中で、特に創作の課

うな側面に貢献したかを見ると、構想・下

題について、
「友人や家族に見せるのは恥

書き・修正・校正といったプロセスの各局

ずかしいが、チューターには見せられる」

面、アイディア・構成・自分らしさ・言葉

という発言が複数の生徒からあった。チュ

選び・文章の流れ・文法等の規則

ーターは集団の人間関係から自由である

(EducationNorthwest,n.d.)といった文章の

ため、生徒が自己開示をしやすい。また、

各側面に関わっている。扱う文章も今回の

チューターは教員と異なり、より時間的に

研究対象は国語（現代文）の創作課題と英

余裕があるため利用しやすく、評価と関わ

語の入試問題という限られたものであっ

らないという点も、書き手が自らの力で文

たが、実際には社会科や家庭科のレポート

章を改善することを助けるためにプラス

課題、大学入試の小論文や志望理由書など

の効果があると推測される。

というものも扱っており、教科を横断した

第三に、生徒はチューターに対して書く

様々な内容の文章作成の支援がなされて

ことに関する専門性と客観的な視点を期

いる。このようにライティングセンターの

待している。より熟達した書き手として、

セッションは多様な課題を受けいれ、様々

よりよい文章の形をイメージできるか否

な面から書き手の書く力を伸ばす支援を

かがセッションの成否に関わるという発

していると言える。

言がチューターのインタビューの中にあ
った。生徒の側も、チューターの専門性を

2.4. 結論

期待して対話の相手を選んだり、アドバイ

このように生徒はチューターとのセッ

スを期待したりしている。これが高じると

ションから利益を受けることができるの

チューターが一方的に指導するようなセ

で、高校ライティングセンターは運営する

ッションになってしまい、ライティングセ

意義のあるものと考えられる。しかし、そ
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の効果を測定する方法については確立で

との要望があり、マンガ風の顔の書き方を

きておらず、さらなる研究が必要である。

教え、キャラクターが授業で学んだフレー
ズを台詞として言っているポスターを作

３．日本語教育

成し、校内に展示した。
小学生に対してはなるべく教える内容

ロンドン滞在中、公立小学校と国際家庭

をしぼり、シンプルに伝えること、適宜ゲ

の児童に日本語を教える機会を得た。年少

ームや歌を入れることで興味を引くこと

者に対して、いかに興味を惹きモチベーシ

が重要であると言われ、実践した。

ョンを高めた上で、彼等の発達段階に応じ
た Scaffolding を提供できるか等、大学院で
学んだ理論を実践する良い場を与えられ
たと思う。

3.2. 国際家庭
2014 年 2 月～7 月、国際家庭で家庭教師
として日本語を教えた。母親が日本人、父
親がイギリス人という夫婦の二人姉妹の

3.1. 小学校

うち姉（Year1、5～6 歳）を教えた。この

2014 年 4 月から 7 月までの 1 学期間、ロ

家庭の家庭内言語は英語で、日本語の継承

ンドンの公立小学校 Year5（9～10 歳、20

がうまくいっていない。母親が子どもを叱

名弱×2 クラス）で日本語を教えた。週 1

る時なども、日本語ではうまく通じないた

回 1 時間、フランス語のクラスを借りる形

め英語を使ってしまうということだった。

で、普段フランス語を教えている教員と TT

最初に顔を合わせた時点で、ひらがなの読

で行った。この小学校はデフ・センターを

み書きもできない状況だった。

持っており、児童・教員ともに一定数ろう

授業は週 1 回 1 時間、ひらがなの学習を

者（聴覚障害者）が在籍している。校内で

中心に行った。子ども本人を主人公にした

も広くイギリス手話(BSL)が教えられ使

絵本やひらがな・カタカナのカードなど、

われるなど、言語に関しては先進的な取り

オリジナル教材を作成して用いた。また、

組みをしている。今回は非ヨーロッパ言語

手遊び歌なども適宜紹介した。限られた時

を教えるという実験的試みをしてみたい

間の指導であったので、文字の読み書きを

ということで、IOE に学んでいた教員が中

修得することはできなかったが、日本語に

国語・日本語の指導者を探していたのを知

対する興味は高まり、家庭での日本語の発

ったところから実現した。

話も増えたとのことだった。今後も学習を

この学校では全教室で電子黒板を使用

継続してくれることを期待したい。

していた。このため授業はすべて板書では
なくパワーポイントのスライドを使って

おわりに

行った。内容は日本文化についての導入か
ら挨拶、感情表現、数字などである。また、

以上のように、大学院での講義と修士論

「マンガについての授業を入れてほしい」

文執筆および日本語教育の経験を通じて、
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Paulinian の精神を学ぶ
仙台白百合学園中学・高等学校 教諭

平岡 静香

１．はじめに
私が勤務する学校法人仙台白百合学園
の経営母体であるシャルトル聖パウロ修
道女会(Sisters of St. Paul of Chartres)は、
「キ
リスト教の精神に根ざした価値観を養い、
神と人の前に誠実に歩み、愛の心をもって
社会に奉仕できる女性の育成」を目的とし
て教育活動を行っている。
近年、日本において、カトリック校の使
命を一身に引き受けてきた修道会が、修道
者の減少等を理由に、学校経営から撤退す
るという動きがみられる。そのような動向
の中で、建学の精神を基盤とした学校経営
を行うためには、カトリック校に勤める全
教職員が、カトリック学校の存在意義を十

分に理解し、常日頃意識することが求めら
れるだろう。
フィリピンにおいて、SPC(Sisters of St.
Paul of Chartres)は、36 の学校と 12 の病院
を経営している。私は、2013 年 4 月から
2014 年 2 月まで、
フィリピンにある St. Paul
University Manila を拠点に SPC 関係機関の
視察を行った。SPC フィリピン管区では、
修道会の活動に従事している全ての人々
を Paulinian と呼ぶ。SPC のシスターのみが
Paulinian の精神を担うのではなく、その学
校に集う生徒や保護者の協力のもと、ソー
シャルワーカーや行政と協働しながら社
会にコミットするシステムが機能してい
るのだ。

２．調査内容
(１）フィリピンについて
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14～15 世紀
1521 年
1571 年

1898 年
1935 年
1942 年
1946 年
1965 年
1972 年
1983 年
1986 年

1992 年
1998 年
2001 年
2010 年

フィリピンの歴史
イスラム教伝来。初のイスラム王国誕生。
マゼランのフィリピン到着
スペインの統治開始
△ホセ・リサール(1861-96)
フィリピン独立運動の闘士「国民的英雄」として今も愛され
ている。スペイン軍の手で銃殺された。
△アンドレス・ボニファシオ(1863-97)
独立革命のリーダー。アギナルドに逮捕・処刑された。
米西戦争。アギナルド将軍が独立宣言。
米西パリ講和条約調印、米国統治開始（12 月）
独立準備政府（コモンウェルス）発足
日本軍統政開始
フィリピン共和国独立（7 月 4 日）
▼約 320 万人のイスラム教徒の怒り放出
マルコス大統領就任
▼不正疑惑、ニノイ・アキノによる批判
戒厳令布告
ニノイ・アキノ暗殺事件
2 月革命によりコラソン・アキノ大統領就任
△ピープル・パワー革命
軽武装の数百人の反乱軍がクラーメ基地に立てこもり、 数
十万の市民がヒューマン・バリケードとなり守る。
首都の中心部に非武装の市民が民主化を求めたデモや集会、
座りこみを行う。マルコス大統領亡命。
フィデル・ラモス大統領就任
ジョゼフ・エストラーダ大統領就任
▼不正蓄財汚職で逮捕。現在、マニラ市長
グロリア・アロヨ大統領就任
▼不正蓄財汚職で逮捕
ベニグノ・アキノ 3 世大統領就任

面積：299,404 平方キロメートル (日本の
約 8 割）
人口：約 9,401 万人(2010 年フィリピン国
勢調査推定値）
首都マニラに人口が集中(約 1,155 万人)
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▼課題:渋滞の緩和
△対策:日本の支援で「運輸・交通ロード
マップ」作成
言語:80 前後の言語があるが、国語はフィ
リピノ語。
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公用語はフィリピノ語及び英語
(1898-1946 年アメリカ統治の影響）
▼課題:以前は、小学校から国語と社会以
外は英語で授業が展開されたため、
授業内容を理解できず、不登校に陥
る児童がいた。
△対策:2009 年 7 月より小学校 2 年生ま
では現地語で授業を展開すること
にした。
宗教:カトリック(83%、1571-1898 年スペ
イン統治の影響）
プロテスタント（10%)、イスラム教（5%)
▼課題:14 世紀にミンダナオ島にイスラ
ム教が伝わり、15 世紀にフィリピン
で初のイスラム王国スールー王国
が誕生。ミンダナオ全域において、
国軍治安部隊とイスラム過激派な
どの武装集団との交戦が頻発して
いる。
△対策:カトリック以外の他宗教への配
慮として、他宗教の祝祭日を、国民
の祝日に指定している。
政体:立憲共和政
2010 年 5 月 10 日の大統領選挙で故
コラソン・アキノ大統領の長男ベニ
グノ・アキノ 3 世が当選。6 月 30 日
にアキノ政権発足。
「汚職・腐敗の撲
滅」への決意を表明。ミンダナオ和
平及び治安の強化も掲げる。
外交基本政策：
１．二国間及び地域的枠組みへの参加に
よる政治・安全保障協力の推進
① 平等
② 平和及び社会正義
③ 統一性と多様性

２．経済外交を通じた外貨導入及び雇用
創出による経済発展
３．海外出稼ぎ労働者の保護
▼課題:雇用主からの女性に対する暴力、
性的虐待が目立つ。近隣アジ
アから欧米、アフリカ地域を含めた
180 余カ国、地域で医師、看護師、
建築、教師、コンピュータープログ
ラマーに至る多様な職種に従事。全
人口の約 1 割が祖国を離れて生活。
△対策:在外フィリピン人コミュニティ
を形成し、ネットワーク構築により
問題解決や状況の変革に取り組ん
でいる。
４．人権の促進・保護
△背景:フィリピンが人権教育に力を入
れるのは、深刻な人権侵害をもたら
したマルコス独裁政権を「ピープ
ル・パワー」によって倒した歴史に
ある。
｢国連人権教育の 10 年」(1995～2004 年)
現行の人権教育の指針は、国際連合か
ら提示された公式文書に準拠している。
アジアで国内行動計画を策定したのは日
本とフィリピンの 2 カ国であった。
｢人権教育指導案集」(1998 年フィリピン）
国内のマイノリティの権利を抑圧しな
いように、幅広く人権教育の内容を扱っ
ている。

④ 環境の保護
⑦ 子どもの権利
⑤ 愛国主義とナショナリズム ⑧ 基本的人権
⑥ 公正さ、誠実さ
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５．防災の促進
日本と同様に火山弧、弧状列島である
フィリピンは周期的な地震、火山噴火を
経験する国。フィリピン社会は自然現象
に対して脆弱。森林減少によって保水機
能が低下し自然災害によって毎年失われ

る人命のほとんどが危険な場所に居住せ
ざるを得ない貧困層に集中している。貧
困問題の根本的な解決がない限り自然災
害に対して脆弱な社会を変えることは困
難である。災害に対する備えを普段から
する仕組みづくりが求められる。

日本による対フィリピン外交「4 つのイニシアティブ」
（2013 年 7 月 27 日首脳会談）
1.活力ある経済を共に育むこと
2.海洋分野での協力を推進すること
フィリピン沿岸警備隊の能力向上のため、フィリピン側からの要請を踏まえ、
円借款による巡視艇 10 隻の供与を行う旨を表明。
3.ミンダナオ和平プロセス支援を強化すること
4.人的交流を一層促進すること …二国間の交流の礎
・JENESYS（Japan-East Asia Network of Exchange for students and Youths)2.0 の下
でフィリピンから多くの青少年を招聘すること。2007 年から 5 年間実施され
た、相互理解と友好関係の促進を目的とした 21 世紀青少年大交流計画。
・JENESYS の後継として、3 万人規模で、アジア大洋州諸国及び地域との間で
青少年交流事業 JENESYS2.0 を実施することを発表。
・2013 年年 7 月 1 日より査証緩和を実施していること。
△両首脳は、両国関係をより建設的、互恵的なものへと発展させることで一致。
その他、日本国内における憲法改正、NSC（国連安全保障会議）の設置、集団的自
衛権に関する議論・検討について説明。具体的には、憲法改正については、「平和
主義」、「国民主権」及び「基本的人権」を当然の前提とした上で、現在の日本に
ふさわしい憲法の在り方について議論を深める旨を、また集団的自衛権について
は、国際社会全体の安全保障環境の変化を踏まえ、日本の安全を確保し、日米同盟、
そして地域の平和と安定に貢献していくとの観点から検討を進めていく旨を説明
した。
日本の援助における重点分野（2012 年「国別援助方針」より)
１．投資促進を通じた持続的経済成長
２．脆弱性の克服と生活・生産基盤の安定
３．ミンダナオにおける平和と開発
ミンダナオ和平に関する交渉の終結について(2014 年 1 月 27 日岸田文雄外務大臣談）
１．我が国は，今般，フィリピン政府とモロ・イスラム解放戦線（MILF: Moro Islamic
Liberation Front）が，マレーシアのクアラルンプールにおいて，ミンダナオ和平に

84

Paulinian の精神を学ぶ

関する包括和平合意（Comprehensive Agreement on the Bangsamoro）の交渉を成功裡
に終結したことを心から歓迎します。
４．我が国は，安倍総理が昨年 7 月のフィリピン訪問の際に表明したとおり，ミン
ダナオのコミュニティ開発，移行プロセスにおける人材育成，持続的発展のための
経済開発支援等を通じ，和平プロセスへの支援を強化していきます。

主要援助国実績（2011 年)：
日本 59,330 万ドル（40％）
、米国（27％）
日本との関係
両国間に大きな政治的懸案事項は存在
せず、活発な貿易、投資、経済協力関係
を背景に両国関係は極めて良好。
米国との関係
フィリピンはアメリカにとって旧宗主
国として、軍事、政治、経済関係を超え
て、国家や国民のアイデンティティに
も大きな影響を与えてきた存在。1992
年に米軍基地が撤去し、反米機運の根
本原因が除去されると、対比関係は好
転した。
中国との関係
南シナ海紛争により、中国に対する不
信感が強いが両者間の力の差は明白。
他の関係国日本、米国、オーストラリア
との連携による中国封じ込めを目指
す。

▼フィリピン人口問題
2012 年 12 月に避妊具の使用などを促
進する「人口抑制法が上下両院で可決
された。国家経済開発庁のバリサカン
長官は「経済成長を促進するためには、
人口の抑制が必要だからだ」と説明。絶
大な力をもつカトリック教会により 10
年以上抵抗にあっていた。
「避妊は中絶
と同じだ」という神学論争を展開し、ア
キノ大統領を破門するなどの圧力をか
けた。
フィリピンの人口は 2000 年の約 7,700
万人から、
」現在は約 9,500 万人と 急
激に増加している。出生率は 3.27 と世
界の 2.1 を大きく上回る。

フィリピンの経済成長：
世界金融危機の影響を受けて一時低迷
したが、2010 年（JICA より）には 7.0%、
2011 年には 3.7%の成長率を達成してい
る。しかし、その他の先発 ASEAN 諸国
（インドネシア、タイ、マレーシア）に
比べると、過去 50 年間の GDP 成長率は
低い水準であり、貧困削減のペースも

教育制度：
2011 年度より Kindergarten の義務化
から始まり、2012 年度に新制度のカリ
キュラムを小学校(6 年)、
中学校(4 年)、
高校(2 年)にした。
アジア唯一の中等教育 4 年間の国であ
ることから生じる、基礎教育の不十分
さがもたらす弊害を解消するのが目的

遅く、所得格差も依然として大きい状
況。また、年平均 2%程度で増える人口
を支えていくことも大きな課題となっ
ている。
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である。
▼課題：
１．教室不足
２．教師不足 → 給与の低さが一因
で海外出稼ぎへ
３．教科書不足
【理由】教育予算の不足
４．小学校の段階から中途退学する
子どもが多数
【理由】家が貧しく家計を助ける
ために働く。公立学校は授業料
が無償であるが、授業料意外の
出費が家計の負担に。小学校を
卒業できるのは、全体の 7 割程
度という。
(２）シャルトル聖パウロ修道女会の歴史
①シャルトル聖パウロ修道女会の発祥
（フランス）

ブルボン朝の最盛期を築いたルイ 14 世
の時代、1694 年にパリ郊外シャルトルの
寒村ルヴェヴィールに赴任したルイ・シ
ョーヴェ神父は、一般民衆が生活に困窮
している状況をみて、村の子どもたちに
読み書き、編み物、キリストの教えを伝え
る宣教者となるように若い女性を養成し
た。子どもたち、貧しい人たち、病人に奉
仕を続けた娘たちの評判が広まり、1708
年にシャルトル司教に招かれ「シャルト
ル聖パウロ修道女会」と名づけられた。
1727 年には、フランス政府の要請により
フランス領ギアナへの宣教へ派遣され
た。以来、宣教の場は広がり、ルヴェヴィ
ールの創立から 300 余を経て、現在 35 カ
国で約 4,000 人の修道女が教会での司牧、
福祉、医療、教育などの活動に従事してい
る。

(白百合女子大学創立 50 周年記念政策 HP より)
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②シャルトル聖パウロ修道女会の海外宣

ない子どもの養育、病人の見舞い、近隣の

教（日本）

少女たちに手仕事を教えることから始

1878 年(明治 11 年)5 月 28 日にオズー

め、その活動は、東京都、宮城県、岩手県、

フ司教の要請に応えて、3 名の修道女が函

熊本県、神奈川県に継承され、現在 12 カ

館に派遣され、日本での宣教が始まった。

所の地域で社会福祉や教育の場で奉仕し

フランスでの創立時と同様に、身寄りの

ている。

1878年の函館創設以来、「白百合学園」（全国10か所にある幼稚園・小学校・中学校
・高校・大学・大学院までの教育機関）は、キリスト教の精神を基盤に、移り変わる時
代の要請に柔軟性を持って応え、それぞれの地域性を尊重しながらも、同じ建学の精神
「キリストの愛の教えに基づく全人教育を通して、社会に貢献できる子女の教育」によ
る一貫教育を目指しています。本学園の「建学の精神」の根底には、修道会創立当初の
精神「人間がどのような状況にあっても、それぞれかけがえのない存在として、大切に
されるように進んで奉仕する心」が流れています。
シャルトル聖パウロ修道女会日本管区の霊性（会則草案第1章）
素朴を愛し、自分たちが重要な人間、必要な存在であるなどと考えることなく、自分
たちの会が創立されたのは、教会の他の重要な修道会が子どもの教育や病人の看護に手
がまわらないところを、その司教区において補うためであること、そして自分たちはい
わばそれらの修道会のできないところを引き受けるものにすぎないということを決して
忘れてはなりません。
（『学校法人 白百合学園』HP より）
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③シャルトル聖パウロ修道女会の海外宣
教（フィリピン）
1904 年 10 月 29 日に Frederick Z.
Rooker 司教により 7 名の修道女がネグロ
ス島 Dumaguete（ドゥマゲテ）へ招かれ活
動を始めた。フィリピンでアメリカの統
治が始まり、プロテスタントの教えが入
ったため、フィリピンにおけるカトリッ
ク教育を強化する必要があった。
（1901 年
にはアジア史上最古のプロテスタント大
学 University of Siliman がドゥマゲテ
に創設されていた。
）
Tinago Beach（Hidden
という意味）に到着すると、鐘が鳴らさ
れ、楽団によるお祝いの演奏があり、修道
女らは群衆によって歓迎を受けた。陸か
ら 50 メートルの所から修道女は椅子に座
った状態で担がれ、運ばれた。最初に教会
へ赴き、感謝の祈りを捧げ、神のために自

らを差し出すことを願った。当初は、カテ
ドラルの近くに小学校を設立し、初聖体
の準備をするための場所として、男子と
女子を受け入れた。翌年 1 月 9 日には新
しく開校し、30 人の女子（うち 15 名は 15
歳から 20 歳）と 6 名の男子が集まった。
そして、宗教、音楽、裁縫、絵画、フラン
ス語などの教育を施した。
現在、フィリピン国内では、学校(36）
、
病院・保健所(12)などが修道女によって
運営されている。また、67 名の修道女は
18 か国に派遣されている。（中央アフリ
カ、ペルー、ブラジル、コロンビア、フラ
ンス、イギリス、ハイチ、アイルランド、
イタリア、タイ、香港、日本、米国、ハワ
イ、インドネシア、東ティモール、イスラ
エル）

（2013年12月9・31日 St. Paul University Dumaguete にて撮影）
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シャルトル聖パウロ修道女会フィリピン
管区の VISION と MISSION
VISIOIN
私たちシャルトル聖パウロ修道女会の
シスターは、教会において宗教的な共同
体の使徒である。私たちは、最も顧みられ
ない人々のために、意識的な選択で使命
に参加し、イエス・キリスト、福音をすべ
ての人に※１宣言する。
イエス・キリストの愛に駆り立てられ、
私たちは不可欠な福音伝道のために、あ
われみ深い教師、神霊治療家、そして霊的
指導者として人と時の必要に応じる。
MISSION
私たちのビジョンに導かれ、私たちは
イエス・キリストに深く根づく共同体に
なることに努め、確実に祈り、静けさの中
で、奉仕の女性として献身的に生きる。
サーバントリーダーとして※2 の預言的
な役割を自覚し、私たちは正義、平和、社
会的な変化そして唯一の完全な創り主を
追求し真理の中を歩いていく。

すべての人に※１
使徒パウロは教会内部の分裂が起きて
いるコリントの教会に対処するために送
った書簡の中で、
「弱い人に対しては、弱
い人のようになりました弱い人を得るた
めです。すべての人に対してすべてのも
のになりました。何とかして何人かでも
救うためです。
福音のためなら、わたしはどんなこと
でもします。それは、わたしが福音に共に
あずかる者となるためです。」（コリント
の信徒への手紙 I9:22,23）と訴えた。イ
エス・キリストは「全世界に行って、すべ
ての造られたものに福音を宣べ伝えなさ
い。
」
（マルコ 16 章 5 節）という言葉を残
している。
サーバントリーダーとして※2
1970 年に Robert K. Greenleaf(19041990)が提唱したリーダーである人は、ま
ず相手に奉仕し、その後相手を導くもの
である」というリーダシップ哲学。サーバ
ントリーダーは、奉仕や支援を通じて、周
囲から信頼を得て、主体的に協力しても
らえる状況をつくりだす。

キリスト中心の、憐れみのように
教師：私たちは教会と社会の奉仕にお
いて、キリスト中心、平等で十分に責
任のある人として組織する。
神霊治療家：最も顧みられない者のた
めに、優先的な選択肢と共に、私たち
は人中心、全体論の良質な健康管理
を与える。
霊的指導者：私たちたちは行政サービ
スが十分でない人間の尊厳と全体の
人の成長のための権能を与えるため
に、福音を分かち合う。
（2011 年 3 月 4 日フィリピン管区で承認）
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・10 の特性
傾 聴

共 感
癒 し

気づき
納 得
概念化
先見力
執事役
人々の
成長への関与
コミュニティ
づくり

相手が望んでいることを聞き出すために、まずは話をしっか
り聞き、どうすれば役に立てるかを考える。また自分の内な
る声に対しても耳を傾ける。
相手の立場に立って相手の気持ちを理解する。人は不完全で
あることを前提に立ち相手をどんな時も受け入れる。
相手の心を無傷の状態にして、本来の力を取り戻させる。組
織や集団においては、欠けている力を補い合えるようにす
る。
敏感な知覚により、物事のありのままに見る。自分に対して
も相手に対しても気づきを与えることができる。
相手とコンセンサスを得ながら納得を促すことができる。権
威に頼らず、服従を強要しない。
大きな夢やビジョナリーなコンセプトを持ち、それを相手に
伝えることができる。
現在の出来事を過去の出来事と照らし合わせ、そこから直感
的に将来の出来事を予想できる。
自分が利益を得ることよりも、相手に利益を与えることに喜
びを感じる。一歩引くことを心得ている。
仲間の成長を促すことに深くコミットしている。一人ひとり
が秘めている力や価値に気付いている。
愛情と癒しで満ちていて、人々が大きく成長できるコミュニ
ティを創り出す。

(３）シャルトル聖パウロ修道女会の教育
（フィリピン）
①シャルトル聖パウロ修道女会の教育声
明（2012 年 2 月改定）
VISION
私たちは、SPC 教育をキリストを中心に
おいた教育として、教会と社会の奉仕に
おいて、人が平等であわれみ深い存在に
なるように支援する。
MISSION
私たちは次のことに深く関わる：
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１．全ての人に福音(良い知らせ）とイ
エス・キリストを熱心に宣言する。
２．一貫して、教育の卓越、研究の能力、
維持できる共同体の成長によって、
不可欠なカトリック教育を提供す
る。
３．率先して、補完物と資源の共有のた
めに、私たちの戦略上重要な両親と
協力し、課題、必要性、そして変化
している環境の需要に応じる。
４．断固として、管区内で弟子の共同体
を築く
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５．目的にかなって、実行と持続の可能
性のため、キリスト教の精神におい
て資産を管理する。
②Paulinian 教育（フィリピン）
今日、フィリピンでは、206 人の修道女
が 40 の学校で教育にあたっている。
Paulinian 教育は、神の子としてすべて
の人の成長に関係している隣人愛と救い

である。それは、生徒が次の人生の用意
と、現在の彼ら自身のコミュニティにお
いて、Christian leadership を身に着け
るために、キリストのうちに新しいアイ
デンティティを生きるように導く。
Marian と Paulinian の霊性が、修道女の
霊性を反映した、独自の一般教養のカリ
キュラムにいきわたる。

CORE VALUES OF PAULINIAN EDUCATION（Paulinian 教育の中心となる価値観）

中心にキリストを置いて
Commitment(献身):｢環境上の懸念｣
質素に、賢く、産業資源を利用、規律、
創造的に、企業家精神の熱意、落ち着い
た勇敢な活動力、責任、地元の文化への
正しい理解、愛国心、奉仕、正義と平和

の奉仕者、責任、市民トレーニング
Mission(使命):｢学問」
人格の成長（不可欠な、全体論の）
、学問、
研究、コミュニケーションスキル、優秀
な教材、教養、洗練、将来の方針、終生
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学ぶこと、批判力のある考え
Charism(カリスマ):｢価値観の形成｣
キリストが愛する憐れみ、思いやりを愛
するため、すべての人に対してすべての
ものになる。
思いやり、親切なおもてなし、優しさ、
寛容さ、慈善活動、誠実、真理、寛大な
行為、支えとなる肉体的働き。
Charity(慈善活動):｢宗教教育」
教義上・道徳上・キリスト中心の霊性の
土台

父である神への崇敬、聖霊に対する敏感
さ
キリストの深い個人的な愛
キリストに倣う生き方、個人的な祈り
自発的な典礼、神聖な生活、教区のかか
わり合い
Community(コミュニティ):
｢人格形成、むすびつき」
人、人生、人間の尊厳に敬意を表し、協
調関係、協力、個人の精神力の分かち合
い、相違点の正しい理解、容認、所属意
識、相互依存、強いつながり

St. Paul University Manila の歴史博物館

創立 100 周年記念像(2012 年制作）
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③SPC 教育者大会
毎年シャルトル修道女会の教育に関わ
る教師(主にアジア）が St. Paul College
Pasig に集まり教育者大会が行われる。今
年度は、5 月 9 日から 11 日までの 3 日間
行われた。参加者は、学校の宿泊施設に宿
泊することができる。今年度 24 回目の開
催であったが、国外から教職員が参加す
るのは 9 回目である。今回の会議の主な
内容は、フィリピンにおける現在の課題
として Kto12 などが取り上げられていた。
また、各国（日本・台湾・ハワイ）の新し
い福音伝道の実践報告も行われた。日本
からは、函館白百合学園中学・高等学校
（英語科教員 1 名）
、
仙台白百合学園中学・
高等学校（理科科教員 1 名）
、湘南白百合
学園中学・高等学校（英語科教員 1 名）
、
仙台白百合女子大学（職員 1 名）
、白百合
女子大学（宗教科准教授 1 名）の計 5 名
が参加。理事長から姉妹校に呼びかけが
あったが、中学・高等学校からは函館、仙
台、湘南の 3 校のみの派遣となった。代表
者の中で情報交換をする中で、姉妹校に
よって VISION と MISSION に多少の相違が
みられた。
日本国内では、学園の基盤であるキリ
スト教の精神をいかに教育の場に生か
し、反映させていけるかを学び合うこと
を目的に、全国の姉妹校の代表者が出席
する「白百合の教育」が毎年行われてい
る。今年 19 回目となるテーマは「建学の
精神を深めるー現代社会に求められる白
百合生」であった。
同じ経営母体のもとに設立された、フ
ィリピンの学校から、ミッションスクー
ルとしての役割を学べる機会となる。白
百合学園の創立理念を思い起こすために

も、この大会に参加することに大きな意
義があるだろう。
(４）仙台白百合学園高等学校フィリピ
ン・ボランティアスタディーツアー
①白百合学園中学・高等学校の教育目標
平成 25 度、仙台白百合学園中学・高等
学校は創立 120 周年を迎えた。全国の姉
妹校が、同じ建学の精神のもと「キリスト
の愛の教えに基づく全人教育を通して、
社会に貢献できる子女の教育」を目指す
一貫教育を行っている。
教育目的
仙台白百合学園は、教育基本法・学校教
育法に則して普通教育を施す、幼稚園・小
学校・中学校・高等学校の総合学園です。
キリスト教の精神土台である聖書の教え
に基づいて、児童・生徒の心に、正しい世
界観と道徳的信念を培い、
「神のみ前誠実
に生き、愛の心をもって、喜んで社会に貢
献できる女性」を育てることを目的とし
ます。
建学の精神
聖書の教えに基づいて、生徒たちの心
に正しい世界観と道徳的信念を培い、
「神
の前に誠実に生き、愛の心をもって人類
社会に奉仕できる女性」を育成する。
校

訓
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宗教科指導目標（シラバスより）
宗教教育：キリストの生き方、及び他者
のために生きた人々に接して、自分の生
活を見つめなおす。人間を超越した存在
へ心を向け、目先の利益ばかりではなく、
他者のために愛の実践を行える人にな
る。
「国際理解教育」のはじまり
国際連合教育科学文化機関憲章
(UNESCO)の「戦争は人の心の中で生まれ
るものであるから、人の心の中に平和の
とりでを築かなければならない。
」という
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前文から、取り組まれたのが「国際理解教
育」であった。設立から 1950 年代半ばま
では、国際理解教育の原則的なありかた
をめぐり論議が交わされた時期である。
セミナーや会議での議論を通して徐々
に形作られていった。1991 年に、国際理
解教育に関心を持つ実践者、研究者、その
他の関係者が参集して「日本国際理解教
育学会」が設立された。本学会が国際理解
教育の研究推進に果たしてきた役割は大
きい。
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平成 18 年版文部科学白書 国際理解教育
の推進「国際社会で活躍する人材の育成」
国際社会においては、子どもたちが日
本人としての自覚を持ち、主体的に生き
ていく上で必要な資質や能力を育成する
ことが大切です。また、我が国の歴史や文
化、伝統などに対する理解を深め、これら
を愛する心を育成するとともに、広い視
野を持って異文化を理解し、異なる習慣
や文化を持った人々と共に生きていくた
めの資質や能力を育成することも重要で
す。こうした観点から、現在、各学校にお
いて、社会科などの各教科、道徳、特別活
動や総合的な学習の時間を通じて国際理
解教育が行われています。
「日本国際理解教育学会」の設立の趣旨
「21 世紀を目前に控え、東西対立の冷
戦構造が緩んで世界は新しい秩序をもと
めて模索をはじめた。物、金、情報そして
人間が国境を越えて活発に交流し合い、
各国、国民の相互依存関係がますます強
まってきた。反面、民族、伝統、文化、言
語等の違いによる競争、対立、誤解、摩擦
も日常化し、国民相互の理解交流の大切
さを示している。さらに環境問題など地
球規模の新しい課題が我々の視野を全人
類と来たるべき世紀に向けさせている。
人々の心に平和の砦を築くという精神の
下に、ユネスコが永年唱えてきた平和と
異文化理解を軸とする国際教育の必要性
が今日ほど高まったときはない。国際教
育は知識、技術、思考力、価値観、態度形
成にわたる教育実践である。生涯教育の
場で、学校、家庭、地域、社会のあらゆる
機会を利用し、関係者の連携と協力の体
制を整える必要がある。東洋の太平洋に
浮かぶ我が国が、21 世紀に向けて、東洋

と西洋を結び、南と北を繋ぎながら、世界
の諸国民と平和共存するためには、人々
の心に国際教育の重要性を訴えなければ
ならない。
我々はここに、研究者、教育実践者、そ
の他の関係者を糾合して、日本国際理解
教育学会を発足させ、国際教育の研究と
実践、諸国民との交流を通じて、我が国の
国際教育の促進、発展に寄与することを
決意した。
国際理解の概念と目標
国際理解教育は、国際化・グローバル化
した現代世界／社会の中で生きていくた
めに必要な資質や能力を育成する教育で
ある。国際理解教育は次のような人間の
育成をめざすものと定義できる。人権の
尊重を基盤として、現代世界の基本的な
特質である文化的多様性及び相互依存性
への認識を深めるとともに、異なる文化
に対する寛容な態度と、地域・国家・地球
社会の一員としての自覚をもって、地球
課題の解決に向けてさまざまなレベルで
社会に参加し、他者と協力しようとする
意志を有する人間である。同時に、情報化
社会のなかで的確な判断をし、異なる文
化をもつ他者とコミュニケーションを行
う技能を有する人間を育成する。
② St. Paul College Pasig
1912 年に St. Paul University Manila
の前身となる St. Paul Institution が幼
稚園児のために創設された。その前年ま
では、修道女養成機関であった。1913 年
に小学校、1924 年にはハイスクール、そ
して1936 年には大学が開設した。
1944 年、
太平洋戦争の最中には、日本軍によって
占拠され、米軍との戦いの中で、聖堂は爆
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撃された。1970 年、St. Paul University
Manila が高等教育に専念するために、幼
稚園が移転し St. Paul College Pasig の
創設にいたった。続けて、1972 年に小学
校、1986 年にハイスクールも移り、現在
にいたる。
VISION
St. Paul College Pasig は、キリスト
の証しと社会的変革者として生きる若い
人々の不可欠な構成に関わりるカトリッ
ク教育機関である。
MISSION
神の愛によって、有能で、献身的、理に
かなった投資家との精力的な協力に推進
され、家族の奉仕、教会と社会において、
学問的な準備、モラルの正しさ、そして社
会的なポリニアンとしての責任を形成す
ることによって、この機関は基礎的な教
育の主な中心になる。

MAIN THRUSTS（主な主眼）
学問の優秀さ・モラルの正しさ・社会的
な責任
CORE VALUES
・キリストの愛（愛）
・マリアの質素（質素）
・ルイ・ショーヴェ神父の熱意（祈りに
おける力強さ、あわれみと学問の探
求）
・St. Paul の愛（真実に対する忠誠、誠
実、危険覚悟、よく働く、信仰、謙遜、
受け入れ、そして十字架の超越）
COMMUNITY EXTENSION SERVICES（CES)
CES では、聖書（マタイによる福音書 25
章 40 節）にあるように、
「私の兄弟である
この最も小さい者の一人にしたのは、私
にしてくれたことなのである。
」
"Whatever you do to the least of your
brethren, you also do it unto Me."
実践する場として、次のような場所を
提供している。

Misereor Village, Gen. Natividad, Nueva Ecija
2004年に大洪水の被害を受け、家族や財産を失い移転を余儀なくされた方々のため
に開校された。他校からの寄付金等によって経営されている。
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（2014年8月7日 St. Paul School Nueva Ecija にて撮影）
Aeta families in Zambales
1991年のピナツボ火山の噴火で大きな被害に遭ったアエタ族の方々の移転先。シャ
ルトル聖パウロ修道女会の Sr. Eva Fidela Maamo が中心となり、アエタの方々
が生活ができるように学校や病院等を整えた。

Our Father Louis Chauvet Foundation, Inc. School.
St. Paul College Pasig の近くに位置する、経済的理由で学校に行けない子どもた
ちのための学校。保護者に対しては、校内で職業訓練がなされている。他校からの寄
付金等によって経営されている。学校名の Our Father Louis Chauvert とは、SPC 創
設の発起人となった司祭の名にちなむ。
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（2014年2月14日 Our Father Louis Chauvet Foundation, Inc. School.にて撮影）

③フィリピン・ボランティアスタディー
ツアー
スタディーツアー
現場訪問型旅行で、1980 年代に国際協
力 NGO の間で広まった。
「スタディーツア
ー研究会」の定義(1997 年)によると「国
際協力・交流市民団体(NGO)などが相互理
解や体験学習を目的として行うツアーで
あり「現地事情や、NGO の活動などを学習
できる」
「参加者自ら、プログラムに参加、
協力できる」ものである。
スタディーツアーの今後の課題
受け入れ側の国の文化や経済を変容さ
せないような倫理観のある企画や良識あ

98

る旅行者側の意識が必要であると指摘さ
れている。
仙台白百合学園高等学校 フィリピン・ボ
ランティアスタディーツアー
2004 年度から実施された「フィリピン・
ボランティアスタディーツアー」は、今年
で 5 回目を迎えた。姉妹校の St. Paul
College of Pasig がサポートをしており、
隔年でフィリピン側からも本校へ訪れて
いる。高等学校の動きを受け、仙台白百合
女子大学では、Philippine Peace Mission
が 企 画 さ れ 、 毎 年 学 生 が St. Paul
University Manila を拠点に活動してい
る。
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目標
①フィリピンの現状を知り、アジアと日本との相互依存関係を考える。
②マニラでの修道会・姉妹校の活動を知ることにより、本修道会・本校の会社的
役割を再確認する
③実際にボランティア活動を体験することにより、問題解決に主体的に参加し
ようとする姿勢を養う

３．考察
白百合学園の経営母体シャルトル聖パ
ウロ修道女会のフィリピン管区内の
St.Paul school は、キリストの教えと修
道会の創設目的を根底に据え、それぞれ
が 根 づ い た 地 域 に 応 じ て VISION と
MISSION を掲げ、教育活動を展開してい
る。
日本では修道会の撤退やミッションス
クールとしてのアイデンティティの喪失
といった動きがみられるが、フィリピン
では、社会におけるカトリック校として
の存在意義を強く意識した教育活動が展
開されていることがわかった。
(１）宗教教育について
宗教教育は、聖書の教えを軸に、自己を
見つめ直し、神から与えられたそれぞれ
のタレントに気づき、ミッションスクー
ルで学ぶ者としての、それぞれの MISSION
について考える機会となる。
(２）国際教育について
国際教育は、異文化を有する者が相互
に理解し、地球社会の一員として、他者と
協力しようとする姿勢を学ぶ機会とな
る。この際、宗教教育が国際教育への理解
を深めるための一助けとなり得るだろ
う。

(３）その他（課題・提案等）
フィリピンの St. Paul school の教育
活動に関する所感
a)「建学の精神」の継承
・構内に歴史博物館を併設
歴史博物館を設ける私立学校があ
る。ここを訪れると「建学の精神」を
学ぶことができる。これは、学校関係
者以外の者にも、私立学校独自の教
育を理解してもらう場となる。
・学校行事を通しての意識づけ
年に数回「建学の精神」を思い起こす
ための行事が行われる。例えば、教会
の暦では 1 月 25 日が「聖パウロの回
心」の祝日とされているが、この前後
1 週間全国の St. Paul の学校でお祭
りが開かれる。
・カトリック学校に務める教師の養成
毎年教職員は、修道会が所有する宿
泊室での黙想会が義務づけられてい
る。また、アジア教育者大会も学校や
国を越えて、大きな視野に立つこと
で得られるものが多い。
b)時代と地域のニーズに応える
｢建学の精神」を土台として、時代と
地域のニーズに応えた活動を見出す
必要がある。VISON を根底に据えた上
で、同じ修道会の経営にありながら
も、その時代と土地に求められる
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MISSION を柔軟に打ち出すことで、地
域と共に生きることが可能になるで
あろう。
c)国内外のネットワークを生かす
2013 年 11 月上旬に台風 30 号の甚大
な被害に対する支援の申し出が、特
にフィリピンとのつながりがある日
本のシャルトル修道女会の学校それ
ぞれ 5 校からあった。国内のネット
ワークを組織化することで、さらに
大きな力となるだろう。
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学習院中等科英語科 教諭

五十嵐 達也

１．はじめに
今回の研修では、外国語としての英語
教授法 TESOL(Teaching English to
Speakers of Other Languages)を
オーストラリアのウーロンゴン大学
(University of Wollongong)大学院で学
んだ。このコースでは外国人に対する英
語の「読むこと」
「書くこと」
「話すこと」
「聞くこと」の４技能の指導法に加え、
「テクノロジーの導入」
「評価方法」
「学習
者の抱える問題」
「言語習得理論」
「学術調
査方法論」の授業を受講した。
オーストラリアで多くの日本人学生
が、英語を「話すこと」
「聞くこと」で苦
労をしていた現状を踏まえて、日本で行
われている英語教育の問題点や改善点に
ついて考察していきたい。世界的に英語
教育において、コミュニケーションが重
視されている流れの中で、従来の入試を
念頭に置いた読み書き中心の教育では英
語が単なる入試突破のための科目の一つ
に終わってしまう。英語学習においては、
学習者のニーズが最優先されるため、大
多数の生徒の英語学習の目的が入試であ
る場合、それを無視した教育では生徒の
やる気にはつながらず、教育成果も期待
できない。2020 年に予定されている大学
入試改革では、単なる知識量を測る、実用

性を欠いた試験ではなく、生徒の英語運
用能力を測定する試験が実施されること
が望まれる。そのために、中高の教育現場
でも実践的かつ、入試にも役立つ教育内
容や教育方法の改革が急務である。
今回の報告では教育現場に直接かかわ
る「４技能の指導法」に加え、
「テクノロ
ジーの導入」と「評価方法」を中心に述べ
たいと思う。
２．読むことの指導
母国語の読解力を高めることが、英語
のリーディングの向上にもつながる。グ
レイブ(Grabe, W.)が指摘するように、例
えば文脈から分からない語の意味を類推
する技術等リーディングにおけるスキル
で母国語と外国語学習で共通するものも
ある。但し、外国語学習の場合、母国語と
比べて語彙が少ない場合が多く、それが
類推を困難にしてしまうこともあり、多
読と並行して、語彙力を高める必要があ
る。また、ヘッジコックやフェリス
(Hedgcock,J.&Ferris,D.) による と読み
方には、細部から全体へ情報を拾い上げ
る読み方、全体から細部へ読み下げる読
み方、
それらを相互的に行う読み方の 3 通
りがあり、良い読み手はこの 3 つの方法
を上手に使い分けることができる。教師
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は、生徒がそれぞれの読み方を訓練でき
る教材を提供しなければならない。更に、
英語でも母国語でも多読によって予備知
識を増やすことが読解力向上の手助けと
なる。また、コーヘンら(Cohen,A.D.,
Glasman,H.,Rosenbaum-Cohen,P.R.
Ferrara,J.&Fine,J.) が 指 摘 す るよ う
に、文を言い換えたり、意味的なつながり
に文を分けたりする練習をすることは、
複雑な文の構造を理解するのに役立つ。
渡辺(Watanabe,T.)が推奨するように、
英文を個々の単語としてとらえるのでな
く、意味的なフレーズの塊としてとらえ
て読む習慣をつけると読解力向上につな
がる。
アトキンソン(Atkinson,D.)が指摘す
るように、テキストの全てを理解しなけ
ればならないと考えると生徒はプレッシ
ャーを感じてしまう。そこで、教師は読み
物の目的や種類によって、読み方も異な
ることを生徒に示さなければならない。
多くの英語教師が多読の指導に充てる
時間がないと諦めてしまうことが多い
が、多読は読解力を伸ばすうえで有効な
手段である。限られた授業時間を利用す
るのではなく、夏休みの課題として与え
ることも、一つの方法である。デイやバム
フォード(Day,R.R. & Bamford,J.)が指摘
するように、多読指導に際して、生徒の能
力に適した教材を選ぶことは重要であ
る。
「ｉ－１」
（生徒のレベルより少し低い
レベル）の教材が多読の教材として適当
である。具体的には辞書を使わずに読め
る程度の読み物が適している。更に、内容
も生徒の興味を惹くものである必要があ
る。つまり、個々の生徒に応じて、異なる
教材を与えることも必要となる。更に、グ
オ(Guo,S.)が指摘するとおり、英語圏で

104

実際に使われているものを教材として使
うことは、生徒にとって学んでいること
が実際の場面で役立つと実感する機会を
与えることになり、生徒の自信につなが
る。但し、多読は性質上、精読とは異なる
ので、読み方の違いを説明し、夏休みの課
題として出した場合でも、コールドウェ
ル(Caldwell,J.S.)が示すように、本の感
想を提出させる程度のものにとどめるべ
きである。全文訳を課題にすると、多読の
目的が失われてしまう。生徒によっては
すべて理解しないと読んだ気になれない
者や、逆に適当に流し読みをして済ませ
てしまう者もいるため、そのような生徒
にいかに多読の課題を与えるかは熟慮が
必要である。
トムリンソン(Tomlinson,B.)やリチャ
ード(Richards,J.)が指摘するように、ど
んな教材であれ、対象生徒全員に完全な
ものはなく、必要に応じて教師が手を加
える必要がある。更にモリソン
(Morrison,B.)が示す通り、英語圏で実際
に使われている題材を教材にした場合、
生徒は完全に理解しなくても不安になら
ずにいることに慣れること、知らない単
語の意味を文脈から類推する練習を積む
ことができる。加えて、クロス(Cross,D.)
が主張するように、authentic な（英語圏
で実際に使われている本物の）教材を何
とか使いこなせたという自信は生徒にと
って本質的な動機づけへつながってい
く。サンダーソン(Sanderson,P.)が提唱
するように、生徒は内容が多少難解であ
っても、彼らの興味を惹くものであれば
読む努力を続ける場合が多い。従って教
員はそのような内容の読み物を提供すべ
きである。更に、ギルモア(Gilmore,A.)が
示すように、本物の教材は学習者により
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広い意味での言葉の用法に気付かせるき
っかけを与え、そのことが学習者の意思
伝達能力の向上を促進する。
他方、ウィドウソン(Widdowson,H.G.)
が指摘するように、authentic な教材を使
用する場合、語彙や慣用表現等で難解な
ものが多くなってしまうことが多い。そ
のため初期段階では、その橋渡し的な役
割を担う教材を用いることも効果的であ
る。具体例としては、新聞記事を教材とし
て導入する前に、高校生用に書かれた英
字新聞の記事から始めることにより、生
徒の精神的不安を軽減するだけでなく、
そこで学んだものを予備知識として、本
物の英字新聞の記事を読む際に活かすこ
とができる。
また具体的な指導例としてはハリーポ
ッターシリーズを多読の教材として与え
る方法がある。映画や日本語版を通じて
予備知識を蓄えた上で原書に触れる。文
章をおおまかにさっと読み通す
(skimming)練習をすることができる。更
にクラッシャン(Krashen,S.D.)が示す通
り、同じ作家によるシリーズを読むこと
は、同様な文体に慣れることができる利
点がある。CLIL(Content and Language
Integrated Learning)という英語圏で実
際に使われている教科書を使って指導す
る方法もある。authentic な教材を扱うと
いう意味で生徒の興味をひくことができ
る。但し生徒のレベルにあった、適切な教
材を与えることが大切である。
３．書くことの指導
ネ イ シ ョ ン や ニ ュ ー ト ン (Nation,
I.S.P.Newton,J.)が提唱する通り、スピ
ーキングを強化することがライティング

の上達につながる。但し、日本における外
国語学習では、母国語の習得のように話
すことが書くことに先行するとは限らな
い。
表現力のまだ十分でない中学生にとっ
て、書く題材を見つけるのも容易なこと
ではない。従って、遠足や運動会等の学校
行事の感想文を書かせることも良いきっ
かけとなる。
教師の褒め言葉が生徒の書くことへの
前向きな動機づけとなる。従って、教師は
生徒の評価だけでなく、彼らが書いたも
のに対して、生徒たちがより前向きに書
くことに取り組めるきっかけとなるよう
なコメントを与えることが重要である。
生徒が書いたものの読者が教師だけの
場合より、彼らのクラスメートや親など
も読者に加われば、それだけ書き手のや
る気も増す。そのような機会を与えるこ
とが、生徒に書くことの意義を与えるこ
とになる。但し、この種の課題は書くこと
に劣等感や苦手意識を持っている生徒に
とっては大きなプレッシャーを与えるこ
とになるので、彼らも安心して取り組め
るようなガイダンスと丁寧な指導が必要
となる。ブラウンやハドソン(Brown,J.
D., & Hudson,T.)が指摘するように、友
達の書いた英文を読むことやお互いに評
価することが、良い手本に接する機会を
与え、より積極的に書くことを学ぶ刺激
となる。
ブラウン(Brown,J.D.)が提唱するよう
に、外国語として英語を学ぶ生徒は、教室
の外で実際に英語を使う機会を与えるこ
とが大きな学習の動機づけとなる。例え
ば、英語圏にｅメール友達を作ることは、
本来のコミュニケーションのための書く
作業となり、書く能力を伸ばすためには
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有効な手段である。
エリス(Ellis,R.)が主張するように、
新たな知識は、元来学習者の持っていた
長期記憶と関連付けられたり、再構築さ
れたりしていく中で、能動的な知識とし
て定着する。従って、実際に書くことによ
って新たに学んだものを自分なりに表現
する実践を繰り返すことで、能動的記憶
を強化することへとつながっていく。
ダヅニーやホックリー(Dudeney,G. &
Hockly,N.)が提唱するように、生徒自ら
が、コンピューターに内蔵された文章校
正機能を用いて、自分の書いた英文の文
法的な誤りや、綴りミスを確認したり、類
義語辞典を用いて、表現方法を増やした
りすることで、生徒一人ひとりが個人で
自主的に書くことを学ぶことができるよ
うになる。
４．話すことの指導
（１）発音指導
個々の音素指導に関しては、
“l”と“r”
、
“v”と“b”
、
“s”と“th”や“f”と“h”
の音など日本人学習者には容易に習得で
きない音が存在する。但し、日本人学習者
であっても、その音素のみ（例えば/v/と
/b/）を抜き出したり、ミニマルペア（例
えば “light”と“right”のように一つ
の音素だけが異なる語）を聴いたりして、
違いを聞き取る能力がある生徒は多い。
更に、これらの音素を発音する際の舌の
位置や口の形を指導し、反復練習するこ
とで、ほとんどの生徒は正しく発音する
ことができる。但し、コミュニケーション
目的で話す場合、発音への注意が疎かに
なり、これらの音素の発音が混同されて
しまう場合が多々ある。バイゲイト
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(Bygate,M.)が指摘するように、新たな単
語を学んだ初期段階で、その発音を徹底
して定着させない限り、その後、間違った
発音でその単語を使用するたびに化石化
（間違った用法が定着してしまう）が起
こり、修正が難しくなってしまう。化石化
を防ぐためにはトマセロやハロン
(Tomasello,M. & Herron,C.)が指摘する
ように、生徒が間違えた時にすぐに適切
なフィードバックを与えることが、彼ら
に正しい表現を身に付けさせる上で最も
効果的なタイミングである。但し、実際問
題として、個々の生徒にそれだけの指導
をすることは授業時間の制限もあり不可
能に近い。更に、音声を中心とした小学校
における英語指導がますます強化される
傾向があるなかで、英語教育に携わる小
学校教員への調査結果から判断すると、
実際現場で指導に当たる小学校教員の中
で、英語の音声指導法を習得している教
員は少ないのが現状である。つまり、正し
い発音を指導できる小学校教員の数が絶
対的に不足している。加えて、小学校での
英語活動では、コミュニケーションの課
題解決作業が中心となり、発音そのもの
には重点が置かれないため、中学校入学
時点で発音に関して、すでに間違った形
で化石化が進んだ状態で入学してくる生
徒が多くいることが予想される。
このような生徒にいかに発音を指導し
ていくかが今後の中学校の英語教育の課
題である。音素の指導に関してはアクト
ン(Acton,W.)による音声指導が有効であ
る。彼が提唱する音声指導は、個々の音素
の発音に際しての口や舌の位置が図表に
なって示めされており、発音時の口や舌
の位置関係を身体の動きと連動させて、
はっきりとした記憶として定着させると
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いう手法である。授業で毎時間それほど
多く時間を割くことはできなくとも、毎
時間毎時間繰り返すことによって、正し
い発音が定着することが期待できる。
更に、アクトンはコミュニケーション
においては、抑揚やイントネーション、大
切な語や音を強調して発音することの重
要性を指摘している。一般にそのような
指導はあまり重視されていないが、実際
のコミュニケーションにおいて、重要な
語句を意識し強調しながら発言する訓練
することが重要である。更にアクトンは、
重要な語を発音する際にジェスチャーを
同時に加えることで体の動きと連動させ
て大事な語句を意識する練習を提唱して
いる。加えて、ギルバート(Gilbert,J.)の
提唱するように、重要ではない単語を弱
く発音することにより、大切な単語がよ
り明瞭になるという方法もある。ルオマ
(Luoma,S.)が提案するように繋ぎ言葉
(hesitation markers)を適切に利用する
ことによって、より自然なリズムで話す
ことができるようになる。自分のスピー
チを録音して、これらの要素を分析する
ことも話す技術を伸ばすために有効であ
る。授業中、グループワークを通じて、同
じ内容を異なる友人に伝える場合も、モ
リソン(Morrison,B.)の推奨する、徐々に
制限時間を短くする方法を用いれば、流
暢さを伸ばすトレーニングとなる。
マッケンやファーガソン(Macken,M.A.
& Ferguson,C.A.)が主張するように、音声
の習得は学習者が発音パターンを帰納的
に身に着けることである。したがって、教
師は文字やその組み合わせと音素の基本
的な関係等について、生徒が自然に共通
したルールに気付くように導くことが大
切である。

（２）コミュニケーションの手段として
の英語
一方で、Linga franca(国際共通語)とい
う概念で英語をとらえる動きも近年活発
化している。コミュニケーションで支障
を来さない限り、日本人の英語は日本人
英語として認め、それほど修正する必要
はなく、むしろ積極的に意思疎通をはか
る姿勢が大切であるという考え方であ
る。実際のコミュニケーションにおいて
は、表情やジェスチャーなどの言葉以外
の伝達手段もあり、更に、たとえ発音が間
違っていようとも、相手が文脈から話者
の意図を推測することができる。相手が
日本人英語に精通している場合、上記の
音素の違いを斟酌したうえで聞き取るた
め、それほどコミュニーションに支障を
来すことはない。但し、誤解を招いている
ことに気付かずにコミュニケーションが
進行してしまっている場合もあるので、
どの程度まで許容し、どこから修正すべ
きか、各々の学習者の目的によって変え
ていかなければならない。そのような観
点から、英語の発音指導に関しては、クラ
ス全体の指導に加え、放課後等の時間を
利用して、個々の生徒への指導も必要に
なってくる。
日本人英語教師が指導において、英語
を用いることは、授業以外で英語に触れ
る機会の少ない生徒にとって、英語に触
れる機会を増やすという意味でも好まし
いことである。話すことに不慣れな教師
にとっても、ネイティブのように話せな
いが、意思を伝えようと教師が努力して
いる姿を見せることが、生徒が英語を話
すことに対する不安や障害を軽減する効
果もある。但し、抽象的な単語の意味の説
明等、日本語で説明した方が効率的な場
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合もあるので、無理に英語だけを用いる
ことにこだわる必要はない。
（３）目的に応じた指導の多様性
話すことに関しての指導としては、そ
の課題がどこに重点が置かれているかに
よって、指導のポイントを変える必要が
ある。意思伝達が目的であれば、文法的な
間違えが多く含まれている文であっても
意思が伝わっていれは間違いを訂正する
必要はない。実際ネイティブスピーカー
であっても、話し言葉において完全な英
語を話しているわけではない。その要点
を生徒に伝えた上で、表情やジェスチャ
ーなどの言葉以外の伝達手段を使いなが
ら生徒が間違いを気にせず積極的に話せ
るように指導をすることが必要である。
但し、生徒の課題解決作業中に使われた
誤った表現に関しては、フィードバック
を通じて、より効率的なコミュニケーシ
ョンのために、それらをどのように改善
していけばよいか提案することが、生徒
の表現力向上のためには欠かせない。
授業においても、教員だけが英語を話
すのではなく、生徒にも英語で発言する
機会をできるだけ与えることにより、
authentic（本当に必要な場面での）英語
の使用機会がふえることになる。必要な
表現が思い浮かばないときが、生徒にと
ってその表現を最も吸収できるチャンス
であり、それこそが生徒一人ひとりのニ
ーズにあった指導へとつながっていく。
５．聞くことの指導
リスニングにおいても、聞いた英文全
てを理解しようとするのではなく、目的
に応じた聞き方を体得させる必要があ
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る。教材の要旨を素早く大まかにつかむ
聞き方(skimming)や必要な情報を探し出
すことに注意しながら聞く聞き方
(scanning)の技能を身に着けることが重
要である。また、文を聞く時も、話者がど
こに重点を置いて発話しているか
(primary stress)に注意して聞くことが
必要である。入門レベルにおいては、聞き
取りの教材も作られたものを利用する機
会が多くなってしまうのは仕方ないこと
ではあるが、早い段階から雑音等の音の
混ざった本物の教材に慣れることも必要
である。不自然に遅い英文で耳を慣らす
より、最初から普通のスピードでの発話
に慣れることが重要である。ここで、
skimming や scanning に慣れておくと、重
要でない部分や聞き落した部分を引きず
らず、聞き流すこともできるようになる。
また、実際の会話では、相手に対して聞き
返すことも可能なので、状況に応じてリ
スニングの方法も変える術を身に着ける
とよい。
実際に使われているものを教材として
扱う例としては、ストーリーの分かって
いる映画やドラマを字幕なしで何度も見
たり、既に内容を理解しているニュース
を英語で聴いたりすることも良いトレー
ニングになる。
ゲームを通じてクラスメートが話す内
容を注意して聴く課題を与えることによ
って、話すことと聞くことを両方鍛える
ことができる。また、スケハン(Skehan,
S.)の指摘するように、楽しいゲームは生
徒の興味や成功体験を促進し、語学学習
の良い動機づけとなる。
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６．テクノロジーの導入
諸外国に比べ、日本の教育現場ではテ
クノロジーの導入が遅れている。例えば、
インターラクティブホワイトボード
「Interactive White Board (IWB)」の導
入はオーストラリアでは公立の小学校で
もかなり進んでいる（2009 年、ニューサ
ウスウェールズ州で 31％）
。但し、最新の
ものが必ずしも教育現場に最もふさわし
いとは限らす、以下にあげる長所、短所が
考えられる。
（１）インターラクティブホワイトボー
ド Interactive White Board (IWB)
長所
・真新しいもの（Wow 効果）として生徒
の興味、関心を惹く。但し、慣れてし
まうと逆に映像に慣れている生徒に
とっては、つまらないものに写って
しまう。
・板書の時間を節約できる。逆に生徒に
ノートを取る時間を十分に与えるこ
とができなくなる可能性がある。但
し、IWB を利用すれば板書した文字や
図形等の情報はすべて印刷すること
ができ、生徒に配布することが可能
である。これはペーパレス時代に逆
行する。更に、学習者にはそれぞれ固
有の学び方があり、ノートを取るこ
とによって効率的に学ぶ生徒にとっ
ては印刷物を渡されることが効果的
な学習を妨げる場合もある。逆に、視
覚、聴覚を中心に学ぶ生徒にとって
は、この学習法は有効である。
・生徒からの授業中の質問に対して
IWB を使って検索することも可能で、
すぐに答えを伝えることができる。

短所
・教師に対する使用方法の指導が不可
欠で、豪州でも十分に使いこなせて
いる教師が少ない。
・導入、維持、管理に高額の費用がかか
り、教師が使用しなければ無駄な投
資になってしまう。
（２）スカイプ Skype
長所
・意志伝達ための実際の(authentic)コ
ミュニケーシができる。
・無料である。英会話学校に比べて費用
での利点は大きい。また、日本で働い
ている英会話学校のネイティブは日
本人英語の特性を理解しているた
め、/l//r/, /s//θ/, /b/ /v/等の
間違いに対して、受け流して聞いて
しまう可能性もある。但し、発音を重
視して指導する教師の指導を受けら
れる場合であれば、それらの音素
(phoneme)を中心とした指導を受け
られる可能性もある。一方、日本人の
英語に全く触れたことのないネイテ
ィブの反応は、真の意味で authentic
（本物）であり、話し手にとって、実
際に通用する発音と誤解を招く発音
を実感する絶好の機会である。
・実際のコミュニケーションでは、ジェ
スチャーや表情も意思伝達の効果的
な手段の一つである。スカイプでは
映像を使ってそれらの意思伝達や文
字や図、絵、写真等の手段を用いるこ
とができる。更に、相手の表情を読み
取ることによって、自分の意思が十
分伝わっているかどうかを確認する
こともできる。
・スカイプの相手（外国人）が日本語
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学習者だった場合、ルールを決めて
お互いの言語を話すことにより、双
方に利点があり、文化的交流が主た
る目的のスカイプと比べ、活動が継
続する可能性が高くなる。但し、英語
を使う頻度が減ることや、コミュニ
ケーションで日本語に頼ってしまう
欠点も考えられる。
短所
・学校間でのスカイプ活動を実施する
場合、イギリスや北米の学校と通信
には時差の問題があり。利用時間が
かなり制限される。その点、ニュージ
ーランドやオーストラリアの学校と
活動する場合、時差による活動時間
の制限はかなり軽減される。
・地域によって、映像や音声が十分伝わ
らない場合もあり、言語以外の要素
がコミュニケーションを阻害する可
能性がある。
（３）イーメール e-mail
長所
・スカイプと異なり、同時進行の通信手
段でないため、利用時間の自由度が
高い。
・文字入力後にスペルチェック機能を
利用することにより、綴りミスや基
本的な文法事項のミスを自己修正す
ることができる。
・タイプが苦手な生徒も自分のペース
で焦らず入力することができる。
・相手に自分が英語学習者であること
を伝え、添削を依頼すれば、ネイティ
ブによるライティングの指導を受け
ることも可能である。但し、ネイティ
ブであっても、必ずしも添削指導が
できるとは限らない。特に相手が同
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年齢の学生である場合はなおさらで
ある。
（４）チャット chat
長所
・同時進行で文字を使ったコミュニケ
ーションが取れる。
・意思伝達が目的であり、ミスを気にせ
ず迅速なやり取りができる。
・多くの短縮表現を学ぶことができる。
短所
・口語表現が多く、
「私は」を小文字の
"i"で表現したり「あなたの」を"ur"
と表記したりすることも多々あり、
誤った表現を身に着けてしまう危険
性がある。全て大文字で表現すると
「怒り」を表現する等、チャット固有
の表現方法を知らないと誤解を招く
恐れがある。
（５）スマートフォン、iPad を使った自
主学習
・語彙習得や IELTS や TOFEL の学習が
できるアプリもある。
・辞書機能もあるので、持ち運びも便
利。学習がより身近になる。
・ゲーム要素もあり、楽しみながら学ぶ
ことができる。
・英語の雑誌やニュースをダウンロー
ドすることができる。
（６）YouTube の利用
・例えば「～の作り方」を YouTube 検索
することにより、ネイティブ用の
authentic（本物）の指導方法に触れ
ることができる。生徒が得意な分野
や既知のジャンルの説明であれば、
その知識が理解の手助けとなり。全
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てを理解してなくても大雑把に内容
を把握する練習ができる。日本の英
語教育では、英文解釈で精読こだわ
り過ぎて、要点をつかむ(skim)練習
が不足がちである。これは聞き取り
としての skimming の練習になる。
７．評価方法
ブラウン(Brown,H.D.)によると、テス
トは実際に測ろうとしている能力を測っ
ているかの妥当性(validity)、誰が評価
しても同じ結果になるという信頼性
(reliability)、実際に実施することが可
能であるか作成や採点の面からも考慮す
る実用性(practicality)の 3 つの観点か
ら評価されるべきである。
（１）妥当性(validity)
妥当性であるが、例えばセンター試験
でも筆記試験において下線部分が同じよ
うに発音する単語を選び出す形式の質問
が見受けられる。生徒にとって、試験中に
その音を実際に発音することは不可能で
ある。つまり、この形式の設問に答えるた
めには、頭の中で発音した音を判断材料
にしなければならない。更に、知識として
その単語の発音方法を知っていること
と、実際にその単語を正しく発音できる
こととは全く別の次元の問題である。極
論すれば、その単語を正しく発音できな
い生徒でも、正解を導きき出すことがで
きる。逆に問題形式（単語の中で連続する
音の中から 1 つの音素だけを抜き出して
分析比較すること）に慣れていないと、正
しく発音できても誤った回答をする生徒
も出てきてしまう。つまり、これは発音の
知識の有無を確かめる設問であって、実

際に発音できるかどうかを測ってはいな
いことになる。仮に、この設問で生徒の発
音の能力を測ろうと試みているのであれ
ば、それは妥当性の見地から問題がある。
尚、指導についてはジェンキンス
(Jenkins, J.)の提唱するように、英語は
国際語であり、その発音も多様である。例
えば英語を母国語とする国であっても
often の/t/を発音する国もあれば発音し
ない国もある。個々の音素だけでなく、発
音の方法そのものも異なる場合もあり、
一つの国の発音にこだわって指導する必
要はない。一方、発音指導において、学習
者にとっては多くの発音方法を導入期に
教えることが、むしろ混乱を招く恐れも
あり、特に初期段階においては一つの国
の発音方法に統一して指導した方が学習
者の負担も軽減できる利点がある。
（２）信頼性(reliability)
信頼性に関しては、例えば英作文を採
点する場合、第一にその目的を明確にす
ることが必要である。文法的な正確さを
要求するのか、コミュニケーションを重
視するのか、それによって採点基準も異
なってくる。実際のテストでは生徒はど
のような基準で採点が行われるのか、予
め知らされている必要がある。それによ
って一文一文推敲を重ねながら書いてい
くのか、伝えたい事柄を間違いを気にせ
ず表現していくのかで生徒の回答も異な
ってくる。特に、新出表現のおさらいとし
て、英作文を課した場合、文法事項に厳し
い基準の減点方法で採点してしまうと、
生徒が書いても書かなくても得点をもら
えないので書くことそのものを諦めてし
まうという負の影響(washback)が生じる
危険性がある。逆にコミュニケーション
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だけを重視すると、形式や文法に対する
注意が疎かになり、正しい表現が身につ
かなくなる可能性がある。特に学校内で
行われるテストの採点においては、この
ような点を考慮して、生徒の書きたいと
いう意欲を削がない程度に、誤りの訂正
をしていく配慮が必要である。更に、例え
ば生徒がクラス外で英文を書く状況を想
定した場合、時間的制限も少なく、辞書等
の道具も使うことができる。但し、テスト
の場合、時間や使えるものもかなり制限
される。つまり、生徒の表現力がテストの
英作文だけでは正確に測れていない可能
性もあることを意識したうえで、テスト
以外の機会に生徒に書かせる機会を与え
る必要がある。
（３）実用性(practicality)
テストの実施に当たっては、その量や
試験時間、採点の負担や設備等様々な要
因が現実と乖離していないか検証する必
要がある。更に作成についてメシック
(Messick, S.)が指摘するように、教師が
テストで問う内容が、生徒が何を中心に
学んでいくかに大きく影響するので、問
題作成時にはこの点を配慮し、些末な問
題を排除する必要がある。逆に、教師がリ
スニングやスピーキングの重要性や必要
性を自覚しているのであれば、その力を
テストを通じて評価することが、生徒が
前向きにそれらの学習に取り組む動機づ
けへとつながっていく。
採点についてシュミット(Schmidt, R.)
が指摘するように学習者自身の「気づき」
が言語習得において最も大切な要因の一
つである。したがって、テストの採点にお
いては、教師が答案に正解を記入するの
ではなく、例えば誤りの場所だけを指摘
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する等の方法で、自らの誤りに「気づく」
ような工夫をすることが大切である。
８．研修を終えて
今後、今回の研修で得たことを生かし
て、生徒により実践的な英語力が身につ
くような授業を展開していきたい。具体
的な方法としては個々の発音に関しては
新出単語導入時等に正しい発音の指導と
矯正を行い、放課後の時間を利用して個
人指導を行う。同時にスピーチやゲーム
を通じて生徒間でのコミュニケーション
の機会を増やし、意思伝達の手段として
の英語力を養成する。行事や日記等で書
く力をつけるのと同時に e メール等で実
際にネイティブと書くことでコミュニケ
ーションする機会を与える。教科書だけ
でなくニュース、YouTube、映画等を利用
して生きた英語を聞き取りの教材として
用いる。高校生向けに易しく書かれた英
語ニュースの教材を用いて、本物のニュ
ースを読む橋渡しをする。
本校の中学 2 年
次に行われているニュージーランド短期
留学を機に、行事前後にスカイプを利用
して、真のコミュニケーションを実践す
る。また、自主的に学んでいく方法を多く
生徒へ提供していきたい。授業を英語で
行い、生徒に英語を聞く機会をより多く
与えるとともに、教師自らが英語を積極
的に使う姿勢を生徒に示したい。質問時
等に、生徒にも間違えを気にせずに英語
を話す機会を与える。授業時以外、休み時
間や放課後、部活動時にも生徒に英語で
話しかけるように心掛けたい。本稿で述
べたように本物の教材とネイティブとの
相互の意思伝達を通して生徒に自信とよ
り意欲的に英語学習に取り組む姿勢を身
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に着けさせたいと考える。
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ICT を活用した効果的な語学学習・
教材開発の理論と実践

相愛大学 広報・情報センター事務室職員

林 康宏
はじめに

１．バンガー大学日本研究所

この研修では相愛学園 広報・情報セ

先ず初めに今回の研修先である英国

ンター事務室職員として ICT 教育環境整

立バンガー大学および日本研究所、さら

備に従事する筆者が、アイルランド・ダ

にダブリン大学トリニティカレッジ・フ

ブリン大学トリニティカレッジ・ファウ

ァウンデーションプログラムについて

ンデーションプログラムの研究員とい

紹介する。バンガー大学は、ウェールズ

う立場も踏まえ、海外の大学で通用する

北部に位置するバンガー市にあり、1884

英語力を養成するための語学教育プロ

年に設立、総長はチャールズ皇太子であ

グラムおよび動画講義教材と、相愛大学

る。5 つのカレッジ、23 のスクールから

において導入・運用している ICT 学習管

なる総合大学で、学生数約 11,000 人、

理・支援システムとの融合により、英国

また学生の 10%が留学生であり、70 を超

大学教員による動画授業を日本でも受

える国々か ら受け入れて いる。 Main

講でき、かつインタラクティブな課題と

Arts と呼ばれる大学本館を中心として、

その評価・フィードバックを通して学生

個々のスクールごとに建物は分かれて

が意欲的・継続的に語学学習に取り組め

おり、市全体に点在する。

る学習プログラムの開発を試みた。
またバンガー大学日本研究所主催の

バンガー大学日本研究所は同大学の
研究機関であり、

大学生対象短期語学研修プログラムや、

(1)日本文化の紹介および講義

相愛大学における英語教育、さらには日

(2)日本人留学生の専門課程進級のため

本研究所と協定を締結あるいは交流の

のファウンデーションコースの運営

ある国公立大学の英語教育と有機的に

(3)短期英国研修、長期英国研修の運営

結びつけるための新たな動画講義作成

(4)日本人学生の募集

に向けて、現地スタッフ・教員と意見交

(International

換および情報共有も図った。

Universities, Japan:国際大学連合

Federation

of

日本事務局との共同募集）
(5)日本人学生のサポート/ケアを主な
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活動内容としている。

現在では英国のほとんどの大学でファ
ウンデーションコースが設けられるよ

＜バンガー大学 Main Arts＞

うになったのである。北中博士がその後
バンガー大学とダブリン大学トリニテ
ィカレッジの教授を兼務していた際、ト
リ ニ テ ィ カ レ ッ ジ 国 際 部 長 の Ivan
Filby 教授（現米国・グリーンビル大学
学長）とともに、日本人留学生のための
ファウンデーションプログラムを、ダブ
リンから高速船で 90 分と近い距離にあ
る英国・北ウェールズのバンガー市に設
置した。このプログラムに北中教授や
Filby 教授が中心となってダブリンから
バンガーまで指導に来ることで、トリニ
ティカレッジを主としながらもバンガ
ー大学やセント・アンドリュース大学の
ファウンデーションコースも兼ねるこ
ととなった。その後 Ivan Filby 教授が

また同研究所の建物内に、アイルラン

アメリカ・グリーンビル大学の学長に就

ド共和国国立ダブリン大学トリニティ

任したことを受け、上記４大学の専門課

カレッジの教養学部（ファウンデーショ

程へ進学するための各大学直属のファ

ンコース）であるトリニティ・ファウン

ウンデーションコースが完成したので

デーションプログラムが併設されてい

ある。さらに、ファウンデーションコー

る。これについてもここで少し説明した

スだけでなく、4 大学における日本人留

い。

学生の募集から入学試験等まで一貫し

この機関はバンガー大学日本研究所

て 行 う International Federation of

の前所長でバンガー大学元教授の北中

Universities( I.F.U )も創設し、海外の大

寿（ひさし）博士が設立したものである。

学で学ぶことを希望する日本人学生の

北中博士は英国・セント・アンドリュー

あらゆるサポートを行っている。以前は

ス大学教授時代、同大学現副学長の

バンガー大学日本研究所とトリニティ・

Stephen Magee 教授と協力し、留学生の

ファウンデーションプログラムの施設

ためのファウンデーションコース（専門

は別々に存在したが、現在は統合されて

課程に進学するための語学力および基

いる。また北中博士の後任として、砂田

礎教養科目の習得プログラム）を英国で

恭美・バンガー大学日本研究所所長がダ

初めて導入した。これがモデルとなり、

ブリン大学トリニティカレッジ教養学
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部長および I.F.U 理事長を引き継ぎ、運

するための英語力強化および専門基礎

営を行っている。

学科の授業を開講し、Term1、Term2、
Term3 の 3 学期制で一年間のプログラム

＜バンガー大学日本研究所およびトリ
ニティ・ファウンデーションプログラム
外観＞

を実施する。学生はバンガー市や近郊に
ある、TFP の主旨を理解し、日本人の
Listening および Speaking の能力向上
に非常に協力的な家庭にホームステイ
する。
Term1 では徹底した英語力強化プログ
ラムで文法力や語彙力をはじめ四技能
(Listening 、 Speaking 、 Reading 、
Writing)を伸ばす。これに加えホームス
テイにより、Term1 の終わりには学生は
Listening と Speaking については日常
生活および授業受講に問題がない程度
にまで力がつけることができる。
Term2 に入ると Term1 の英語力強化に
加え、
「ビジネス論」や「メディアスタデ
ィ」等の基礎教養科目の授業も入ってく
る。
Term3 はエッセイ・論文の書き方を含
むアカデミック・ライティング等、さら
に高度な英語に加え、文系、理系に分か

２．トリニティ･ファウンデーション
プログラム
今回の ICT を活用した英語学習教材、

れたさらに専門的な教養科目の授業に
より構成される。
以上のカリキュラムを経て、学生は英

特に英国大学教員による日本人のため

語を母国語とする学生と全く同じ立場

の動画講義教材について考える場合、ま

で学ぶに十分な英語力と基礎教養をつ

ず始めにトリニティ・ファウンデーショ

けることができ、9 月から始まる各大学

ンプログラム（以降、TFP）のカリキュラ

の専門課程へと進むことになる。

ム等について触れておく必要がある。
TFP では前述のように、日本人学生が
ダブリン大学トリニティカレッジ、セン

３． ディスタンス・ラーニング
上記のように TFP では日本人学生によ

ト・アンドリュース大学、バンガー大学、

る英語学習の弱点に精通したスタッフ・

グリーンビル大学等の専門課程へ進級

教員により、非常にインテンシブかつア
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カデミックな内容の授業を行っている

・文法（仮定法）

が、これらの英語力強化および基礎教養
科目の授業に準じたものを動画にした
「ディスタンス・ラーニング」という動
画による講義を以前から取り入れてい
る。これは主として TFP への進学が決定
した高校生に対する事前準備課題とし
て、あるいは英語教育に力を入れている
一部の提携高等学校の課外特別プログ
ラムとして利用されているものである
が、相愛大学としても英国大学教員の講

Lesson 2

義を日本で受講できるという意味では、

・語彙（健康と薬）

学生の英語学習に対する興味・動機づけ

・文法（未来完了、条件文）

として優れているのではないかと考え、
今回まずこの動画教材を大学における
英語学習教材の一つとして利用するこ
とを考えた。
ここでは、TFP が作成したディスタン
ス・ラーニングの 2 つのコースについて
紹介する。
(ｱ)トリニティ･ファウンデーション(ベ
ーシック)

Lesson 3

TFP の Term1、Term2 における英語力強

・読解（ファッション）

化および基礎教養科目にあたる授業を

・文法（形容詞の順序）

実際よりも内容をベーシックにしたも
のである。
それぞれのレッスンに関し、事前にテ
キストを予習したうえで動画講義を受
講する。その後、記入した解答を英国に
送ると教員が添削し、返却される。
Lesson 1
・英国の食べ物とテーブルマナー
・読解（風邪について）
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Lesson 4

Lesson 7

・文法（話法）

・英文学講読（詩）2

Lesson 5
・ライティング

Lesson 8
・ビジネス論

Lesson 6

Lesson 9

・英文学講読（詩）1

・数学（確率）
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Lesson 4 先生のモデルリー

Lesson 10

ディング

・メディア論

Lesson 5 語彙と発音指導
Lesson 6 設問の解説
＜The Tale of Flopsy Bunnies＞
Lesson 7 先生のモデルリー
ディング
Lesson 8 語彙と発音指導
Lesson 9 設問の解説
(ｲ)ピーターラビット講読
英国の作家 Beatrix Potter の「ピー
ターラビット」の中から 3 作品を取り

(ｳ)トリニティ・ファウンデーション（ビ
ギナー編）
(ｱ)の「トリニティ・ファウンデーショ
ン（ベーシック）
」は TFP の実際の授業
と比較するとより基本的な内容になっ
ているが、それでもネイティブ教員によ
る講義を経験していない生徒・学生にと
っては難しいと感じるかもしれない。し
たがって(ｱ)のベーシックよりさらに基
本的な内容のコース、
「トリニティ・ファ
ウンデーション（ビギナー編）
」を現在作

上げ、音読と発音、語彙、内容理解等に

成中である。これに関しては後述の通り、

ついて講義する。これは TFP につなが

単体で成り立つばかりでなく、バンガー

る事前教育だけではなく、単体で高校

大学日本研究所の他のプログラムや、相

生あるいは大学生に対する教養講座と

愛大学あるいは他の大学の英語教育プ

して作成されている。

ログラムとの連携も視野に、意見交換、
情報共有しながら進めていく予定であ

＜The Tale of Peter Rabbit＞

る。

Lesson 1 作者についての説明
先生のモデルリーディング
Lesson 2 語彙と発音指導
Lesson 3 設問の解説
＜The Tale of Benjamin Bunny＞

４．ディスタンス・ラーニングの学習管
理・支援システムへの融合
ディスタンス・ラーニングの動画講義
は、従来までは DVD メディアに収められ
ており、受講は各学校が動画を、プロジ
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ェクターで大型スクリーンに映すこと

ログインして学習し、学習履歴や成績は

のできる教室に生徒を集め、動画を再生

サーバー上に保存されるため、教師はこ

することにより一斉に受講するという

れらを閲覧・管理することができる。

ものであった。また英国に送る課題につ

Moodle はオープンソースであり、クラ

いても、生徒から回収した課題を学校で

ウドサーバーにもインストール出来る

まとめて英国に郵送するというもので

上、相愛大学ではすでに Moodle をクラ

あった。これについては高等学校の場合、

ウド上で構築し、各種資格試験対策を中

生徒の学習を学校あるいは教師が管理

心とした動画講義や問題演習のコース

するという意味においては有効な方法

を搭載し始めていた経緯もあり、今後の

である。しかしこれには当然、学校にお

情報共有と教材のエキスポート、インポ

ける「教室」、
「時間」
、「立ち合い教員」

ートが容易になるという理由からもこ

の確保が必要となる。特に課題のやり取

れを利用した。

りに関しては取りまとめから郵送まで

バンガー大学日本研究所のクラウド

双方向で時間がかかるため、タイムリー

サーバーに Moodle を構築・設定し、3 で

なフィードバックが困難であるという

紹介した、

点も見受けられていた。
一方大学での運用となった場合、学生
数や個人の時間割が様々であり、固定し
た時間・場所・教員の確保が高等学校以

(ｱ)トリニティ・ファウンデーション
（ベーシック）
(ｲ)ピーターラビット講読
の 2 コースをまず搭載することとした。

上に難しくなる。したがってこれらディ
スタンス・ラーニングの講義動画を、ICT
学習管理・支援システムに搭載すること

＜Moodle の画面例：トリニティ・ファウ
ンデーション(ベーシック)のコース＞

により、学生が時間と場所を選ぶことな
く学習することができる学習教材の開
発を本研修で試みた。
今回利用する ICT 学習管理・支援シス
テムは「Moodle（ムードル）
」を採用した。
これはコンピューターやタブレット端
末、あるいはスマートフォン等を利用し、
インターネットを介して Web 上で学習す
るいわゆる e-ラーニングシステムであ
り、音声や動画の搭載、様々な形式の小
テスト形式問題、課題配付・提出機能、
チャットやフォーラム等様々な学習活
動ができる。学生は自分のアカウントで
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５．Moodle を活用したディスタンス・ラ
ーニング
Moodle 内にディスタンス・ラーニング
のコースを搭載することにより、学習者
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は個々に与えられた自分のアカウント

・教材テキストの表示･ダウンロード

でログインすることになる。これにより、

・動画講義

個々の学習者の学習履歴が Moodle サー

・課題用紙のダウンロード

バー内に保存され、教員側も個々の学習

・課題の提出

者の学習履歴を管理・閲覧することが出

のそれぞれのページを開くメニューが

来る。ログイン後は各自のペースで動画

表示される。学習者はこのページよりそ

講義を受講して課題を作成、Moodle 内で

れぞれ自分がこれからしようとする活

それを提出すると、英国大学教員が添削、

動を選択し、学習を始めていくことにな

評価とフィードバックが得られる。

る。

Moodle はインターネット環境のある
コンピューターの他、iPad のようなタブ

＜図 2:教材テキスト表示･ダウンロード

レット端末やスマートフォンでも Wi-Fi

ページ＞

環境があれば利用できるため、学生は時
間と場所を選ぶことなく学習が可能と
なる。ここでは具体的に Moodle に搭載
したディスタンス・ラーニングのコース
について「ピーターラビット講読」のコ
ースを例に紹介していきたい。
＜図 1：ピーターラビット講読トップペ
ージ＞

図 2 の「教材テキスト表示・ダウンロ
ード」画面では本文および学習方法を含
むテキストをダウンロードすることが
できる。尚、このコースでは音読、発音、
語彙の学習に重点が置かれているが、ピ
ーターラビットは児童書ではあるもの
の日本人にとっては難しい語彙が多く、
文法・構文的にも少々難解な文章もある
図 1 は学習者がログインした後、
「ピー
ターラビット購読」のコースを開いたト
ップ画面であるが、ここでは

ため、
図 3 のように予習時に利用できる、
日本語による英文解釈の動画講義も作
成し搭載した。
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＜図 3：日本語による英文解釈の動画講

ップロードし、外部からは講義動画が一

義＞

切検索されず、Moodle にログインした者
だけが視聴できるようにした。この動画
埋め込みに関しては、Youtube を利用す
るほかにも Moodle 本体のサーバーに埋
め込む、又は他の外部ストリーミングサ
ーバー（音声や動画配信に対して負荷が
少なく、視聴に遅延が生じにくいサーバ
ーのこと）を利用する方法もある。今回
は動画配信の安定性および作業の利便
性を考慮して Youtube を利用した。

尚、このページでは教材テキストを表
示させることは可能であるが、学習者は

＜図 5:課題用紙のダウンロードページ＞

必ず印刷したものを利用させる。Moodle
はあくまでも学習を管理・支援するため
のものであり、英語の学習では英文解釈
や語彙表現など、自ら辞書で調べたもの
をテキストに書き込むというアナログ
的作業は不可欠であるという立場は確
認しておきたい。
＜図 4：動画講義ページ＞
テキスト内には本文内容や講義に関
する確認問題のページがあり、学習者は
それに解答を書き込んだ上で動画講義
を受講するが、受講後、課題を提出して
英国の教員に添削を受けるという一連
のフローを Moodle の「課題提出」とい
う機能で完結させることができる。した
がって図 5 のようにマイクロソフト・
図 4「動画講義」ページでは予習した
テキストを元に動画講義を視聴する。
動画ファイルは外部の動画共有サイ
トである「Youtube」に「限定公開」でア
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WORD 形式の課題用紙ファイルを別途作
成した。これにより、
(1)学習者が課題ファイルをダウンロ
ード。
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(2)ファイルに解答を入力。

(5)発音や音読全体について、英国大

(3)｢課題提出｣画面より提出(図 6）
。

学教員による評価やコメントを動

(4)英国の教員が提出ファイルを受け

画ファイルにて Moodle を介して

取り、添削ファイルを作成。
(5)添削したファイルを学習者にフィ
ードバック。

学習者にフィードバック。
という課題をオプションにて追加して
みた。

という一連のフローをすべて Moodle 上

これにより、学習者による文字ベースの

で完結出来るようにした。さらに課題提

みの課題だけでなく、このような学習者

出から教師による評価・フィードバック

の顔と音声が見える課題が可能になる。

までの時間を大幅に短縮させることが

教員もより踏み込んだ評価ができるよ

可能となった。

うになり、学習者側も学習意欲を減退さ
せることなくコースの学習を継続させ

＜図 6：課題提出ページ＞

ることができるのではと考える。
この音読動画課題に関しては、スマー
トフォンやタブレット端末を所持して
いる学生でないと実施が困難なため、現
時点では試行的なものであるが、現在相
愛大学の一部の学生対象に試験的に実
施し、動画の録画とその動画ファイルの
Moodle への提出作業も問題なくできて
おり、英国の大学教員との動画でのコミ

さらに昨今のスマートフォンやタブ
レット端末等の普及により動画撮影が

ュニケーションを楽しみながら音読・発
音学習に取り組んでいる。

非常に容易になってきたことを考慮し、
よりアクティブかつインタラクティブ

＜図 7：学生の音読動画(スマートフォン

な学習課題が可能ではないかと考えた。

による撮影）より＞

そこで、
「ピーターラビット購読」のコー
スで扱われている音読と発音に関し、
(1)学習者が指定されたページを音読。
(2)その音読を上記のデバイス等を利
用して自ら録画。
(3)音読を録画した動画ファイルを提
出。
(4)英国教員が学習者の音読動画をチ
ェック。
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＜図 8：英国大学教員による評価コメント
動画より＞

しかしディスタンス・ラーニングは
TFP への連携だけでなく、バンガー大学
日本研究所が実施する他のプログラム
との連携することにより、より効果的な
ものになると考える。したがって次項で
は今回視察した大学生対象短期語学研
修プログラムについて紹介した後、この
プログラムとの連携、さらにその後、デ
ィスタンス・ラーニング以外の更なる
ICT 活用の語学学習プログラムの可能性

６．ディスタンス・ラーニングと語学研

について探ってみたい。

修プログラムとの連携
これまでは、ディスタンス・ラーニン
グを中心に、これと Moodle との融合に

７．バンガー大学日本研究所主催 短期
語学研修プログラム

ついて述べてきたが、これ以降は Moodle

ICT を活用した学習教材およびシステ

によるディスタンス・ラーニングと他の

ムを構築する際に心掛けるべきことと

語学学習プログラムとの連携について

して、これを利用した学習が単独で完結

考察していきたい。

するだけでなく、可能であれば他の授業

前述のように、
「ディスタンス・ラーニ

やプログラムと有機的に結びついたも

ング（ベーシック）
」は元来ダブリン大学

のであればさらに学習効果の高いもの

トリニティカレッジやセント・アンドリ

になると考える。

ュース大学、バンガー大学、米国・グリ

バンガー大学日本研究所では日本の

ーンビルカレッジの専門課程に進学す

大学生を対象とした３週間の語学研修

るためのファウンデーションコースで

プログラムを毎年夏に実施しており、同

あるトリニティ・ファウンデーションプ

研究所と協定を締結している、あるいは

ログラム(TFP)につながるものとして考

交流のある国公立大学の学生による合

案されたものであるが、日本の大学にお

同で実施している。

ける英語学習および教養講座としては

相愛大学でも来年度以降、このプログ

単独でも十分活用できるものである。ま

ラムへの参加を予定しているところで

た「ピーターラビット講読」は日本人学

あり、本学あるいは参加大学の学生に対

生が間違えやすい発音のポイントをお

し、この研修がさらに効果的なものとな

さえた内容となっており、主として高等

るよう、事前準備および事後展開の学習

学校の生徒を対象としたものではある

手段として現在作成中のディスタンス・

が、大学生の基礎教養講座としても利用

ラーニング（ビギナー編）が有効ではな

できる。

いかと考えた。したがってここではこの
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サマープログラムについて、本研修で視

・ディスカッション

察した内容も含めて紹介する。

・英文学講読
・バンガー大学学長とのミーティング

(ｱ)ホームステイ

・フィールドトリップの観光地について

TFP の学生と同様、プログラム期間中
はホームステイとなる。ここでも受け入

このように当プログラムの授業では、

れるファミリーは、北ウェールズの穏や

単に英語力を伸ばす授業だけでなく、

かで温かい気質のファミリーばかりで

大学生ならではのアカデミックな内容

あり、かつ日本人学生受入れ経験が豊富

まで、様々な授業内容が用意されてい

であるので、海外体験が初めての学生に

る。単に授業を受けるだけではなく、例

も大変安心である。

えば「ビジネス論」の授業では、実際に

またこのプログラム内容を熟知して

近くのスーパーマーケットに行ってど

いるため、家庭でも積極的に学生とふれ

のような経営の工夫がなされているか

あう時間をとり、休日も一緒に外出して

をリサーチするなど、アクティブな授

くれるなど、家族同様に接してくれるの

業内容となっている。

は、イングランドのホームステイはビジ

また学生自身の専攻と関係したバン

ネス的で冷たい家庭が少なくないとい

ガー市内の施設を訪問・見学する等、柔

うイメージからは想像できないくらい

軟なプログラムをアレンジできるのも、

良好なものであろう。

バンガー大学日本研究所がバンガー市

ファミリー宅からの通学はバス、ある
いは徒歩となるが、バンガー市自体は小

によってサポートされている所以であ
ろう。

さな街であるため、交通機関もシンプル
なため、問題はない。

(ｳ)フィールドトリップ
・チェスター

(ｲ)授業内容
・英国の文化とマナー
・バンガーについて
・英国の生活の変遷
・リスニング・発音
・ウェールズ語入門

中世の城壁に囲まれた、イングランド
で最も美しいといわれている街。
・カナーヴォン城
世界遺産。チャールズ皇太子が戴冠式
を挙げた城で有名。
・スランディドゥノ

・ライティング

海岸に面した美しい保養地。不思議の

・Active English（英会話）

国のアリスの作家ルイス・キャロルが

・劇（ドラマ）の制作

執筆活動をした場所でも有名。

・ビジネス論

・コンウィ城

・メディア論

・ペンリン城
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・スノードン山スレート工場 他

することで学生にとってもより強い動
機づけが可能である。これらも踏まえ、

これらにはただの観光で行くのでは

今後関係する大学教員・スタッフと意見

なく、必ず事前に授業でそれらについて

交換しながら動画講義を作成していく

学習し、現地でも与えられた課題を解き

こととする。

ながら見学する。
８．ライブでのディスタンス・ラーニング
このように研修自体は多彩で充実し

ここまで述べてきたディスタンス・ラ

たプログラムであり、毎年参加した学生

ーニングは、録画された講義を日本の大

の感想や評価も良好なものばかりであ

学生等が Moodle 等を利用して視聴しな

るが、今回参加した他学の引率教員とも

がら課題のやりとりをするというもの

意見交換したところ、この研修に対する

であるが、今後実現可能なプログラムと

「事前準備」と「事後展開」の部分が日

してインターネット回線を利用したラ

本の大学側で用意されている方がより

イブでの動画授業についてもバンガー

充実した研修になるという共通認識が

大学日本研究所において検討した。

得られた。したがって今後は日本のそれ

英国と日本の時差はサマータイム実

ぞれの大学における英語教育プログラ

施時期（およそ 4 月～10 月）で 8 時間、

ムとこの研修プログラムとの連携も必

すなわち日本の夕方 17 時は英国では朝

要である。これに関し、5 の(ｳ)で述べた

の 9 時となる。これであれば、例えば日

現在作成中の「ディスタンス・ラーニン

本の放課後 17 時に、専用の教室を用意

グ（ビギナー編）
」が研修の「事前準備」

し、最近急速に進化しているインターネ

として有効ではないかと考える。つまり

ットを利用したビデオチャット機能

研修に先立って例えば、

（Skype、iChat、Google ハングアウト 等）
を応用し、英国の教員が現地の朝 9 時か

・自己紹介の方法

ら日本にいる学生に向けてライブでの

・ホームステイの心得

講義を行うことは可能である。これによ

・英国の文化、マナー

り、前述のディスタンス・ラーニングと

・ウェールズの歴史

の連携をはじめ、様々な理由で語学研修

・ウェールズ語の歴史的背景

に参加することが困難な学生のために、

・英国の交通事情（バス、電車）

研修プログラムで行う授業の一部を行

・英国の通貨・ショッピング事情

う等、様々な可能性が広がることになる。
ライブでのディスタンス・ラーニングに

などをテーマにした動画講義を作成す

ついては、本研修後における相愛大学と

ることで、研修に備えての「事前準備」

バンガー大学での通信検証により、映像

となり、さらに研修中と同じ教員が指導

面・音声面において十分な環境で実施で

128

ICT を活用した効果的な語学学習・教材開発の理論と実践

きることが確認できている。今後具体的

タル）の活用は存在しえないということ

な授業プログラムを試行しながら研究

もトリニティ・ファウンデーションプロ

を継続していきたい。

グラムや語学研修プログラムを通して
再確認できた。これらを踏まえ、相愛大

９．まとめ

学の英語教育（具体的には初年次におけ

今回の研修により、ICT を活用した英

るリメディアル教育をはじめ、グローバ

語学習教材として英国バンガー大学教

ルな社会に対応するために必要とされ

員によるディスタンス・ラーニングの動

る英語力強化のカリキュラムやプロジ

画講義を Moodle にて構築し、既存する

ェクト）における ICT 環境整備また教材

トリニティ・ファウンデーション（ベー

コンテンツを活用した学生の学習時間

シック）とピーターラビット購読のコー

の確保および学力向上へと繋げていき

スを搭載することができた。またトリニ

たい。今回の研究に関し、バンガー大学

ティ・ファウンデーション（ビギナー編）

元教授で同大学日本研究所前所長およ

については語学研修プログラムの事前

びダブリン大学トリニティカレッジ元

準備として、あるいは今後のさらなる英

教授・前教養学部長、I.F.U.（国際大学

語学習へと繋がる基礎教養教材として

連合）前理事長の北中寿博士、ならびに

作成していくという方向性も得ること

同博士の上記ポストを現在引き継いで

ができた。さらにはライブでのディスタ

いる砂田恭美先生には多面にわたり懇

ンス・ラーニングについても実現に向け

篤にご指導頂き、両氏の英語教育に対す

て研究していくべくその土台ができた

る情熱と尽力により培われた教授法や

ことは成果であったといえる。

教材を相愛大学が共有することにも全

しかしながら、これらの教材・プログ

面的にご協力頂いた。心より感謝申し上

ラムを大学教育で実践的に取り入れ、そ

げたい。今回の研究が相愛大学の英語教

れによる学習者の学力面あるいは情意

育改革へと繋がるだけでなく、バンガー

面の成果を検証するという部分はまさ

大学、ダブリン大学トリニティカレッジ

にこれからであり、その意味において本

における語学教育の充実にも寄与し、相

稿の内容はあくまでも研究の入口にす

互間の交流および情報共有を通してさ

ぎず、今後もバンガー大学と相愛大学、

らに良質かつグローバルな教材とプロ

さらにバンガー大学と協定締結してい

グラムを提供できるよう、今後もさらに

る日本の他大学の教員・スタッフととも

研究を継続していきたいと考えている。

に実践、検証していかなければならない。
また本研修により、ICT の活用はあく
までも実際の授業あるいは学習者の学
習すなわちアナログ的な活動を支援す

平成 26 年度海外研修員
研修先：イギリス／バンガー大学
日本研究所

るものであり、それなくして ICT（デジ
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中田 典子
日本の中学・高校における伝統的な英
語ライティング指導では「書くことは英

プローチである。
昨今、日本においても、英語圏での国語

語を学ぶための一手段（Writing to Learn）
」

の教え方をベースとした英作文の指導法

であり「書くことを学ぶ（Learn to Write）
」

「プロセス・アプローチ」が研究されてい

というアプローチはあまりとられていな

る。ライティングには計画・文章化・推敲

い。ライティングの時間には文法問題や

といったプロセスがあり、各プロセスに

和文英訳が多く扱われ、英作文は文法や

必要な指導法を提案しているのがプロセ

語彙を規則通り正しく使えるかどうかを

ス・アプローチ（Process Approach）であ

確認する手段として用いられており、自

る。第２言語習得における認知理論

分の考えを自由に書く自由英作文に取り

（cognitive theories）の考え方に基づき、外

組む機会は限定されている。しかし、書く

国語の習得に不可欠である「気づき

ことを学ぶことには重要な意味があり、

（Noticing）」を促す仕掛けを用意するこ

中学生のうちから少しずつ学ぶ必要があ

と、一度に処理できる情報には限界があ

ると思われる。日本語には日本語の、英語

ることに配慮し、扱うトピックやタスク

には英語の文章構成があり、読者が期待

に注意を払うことを重視している。日本

する話の展開がある。それを逸脱すると

の中高生が英語で書くことを学ぶ際に、

読みにくい文章になったり、読み手が不

このプロセス・アプローチをどのように

快に思ったりし、メッセージを理解する

活かすことができるか考察する。

ことが困難になる。例えば、日本語では主
題は結論として最後に語られることが多

外国語の習得はどのように起こるか

いが、英語では文章の最初と最後に主題

認知理論では、外国語の習得には「宣言

を扱うことが一般的である。一文一文の

的知識（declarative knowledge）
」を獲得

語彙・文法の正しさではなく、こういった

し、それを「手続き化（proceduralization）
」

英文独特の構成や話の展開を学ぶこと、

した後、
「自動化（automatization）
」すると

それが英語ライティングを勉強すること

いう３つの段階が必要だと考えられてい

の意義の一つであり、書くことを学ぶア

る（Ellis, 2008）
。第１段階の宣言的知識と
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は、文法など事実についての明示的な知

トと正しい文のギャップに気づくこと、

識を得ることである。この宣言的知識を

その 2 点が重要である。また、インプット

実際に使用するためには手続き化が必要

は何となく理解したつもりになることは

である。例えば、３人称単数現在の-s の

できるが、アウトプットは自分が理解し

規則が説明できるが、実際に話すとその

たことを話したり書いたりと何らかの形

規則を適応できない生徒がいる場合、宣

にしてなくてはならないため、ごまかし

言的知識はあっても手続き化されていな

がきかない。外国語の学習者はアウトプ

いと考えられる。手続き化の段階では、言

ットする際、文法的に正しくまた社会的

語を使用する際に意識的に頭の中で考え

に適切な文をアウトプットしようと努力

る時間がかかる。最終目標である自動化

すると、意味とともに形式にも注意を向

がなされると、その時間が母語話者並に

けることとなり、その結果、外国語の習得

短縮され、迅速かつ意識せずにそのタス

が進むと Swain（2000）は主張している。

クを行うことができるようになるのであ

また、アウトプットにより、自分がその言

る。言語処理が自動化されると、どんな単

い方を知らないということに気づいた

語・どんな文法を使うか考える必要がな

り、聞き手や読み手からフィードバック

くなるので、ワーキング・メモリーの限ら

を得て自分のアウトプットが正しいかど

れた容量をコミュニケーションの内容に

うかを確認したりすることもできる。ア

向けることができるようになる。その処

ウトプットが正しければ、自分の中にす

理には学習者の長期記憶の中にある自分

でに存在する中間言語内の該当するルー

なりの文法・語彙などのルール、すなわち

ルが強化され、そうでない場合には、その

「中間言語（Interlanguage）」が使用され

ルールは否定されたり、正しいルールを

る。新しい情報が長期記憶に加わると、頭

探し求める次の行動に出たりすることが

の中にある中間言語が書き換えられ、新

できる。気づきが習得につながるのであ

しいルールで外国語を使用するようにな

る。

るのだ。
では、この手続き化、自動化はどのよう
に進むのだろうか。どのようにすれば、頭

何のために英語を学ぶか
－３つの英語能力－

の中にある知識を使用し、さらに母語話

言語はコミュニケーションの道具であ

者のように意識せずに使いこなすことが

る。母語話者と同じように問題なくコミ

できるようになるのであろうか。Schmidt

ュニケーションをとるためには、語彙と

（1990）は「気づき」が外国語の習得の絶

文法を知っているだけでは不十分であ

対条件であると主張している。学習者が

り、それを状況に応じて適切に使える能

外国語を習得するためには、
（a）外国語特

力が必要である。言語能力があるという

有の形式（文法や語彙）に注意を向けそれ

のは一般的に「コミュニケーション能力

に自ら気づくこと、
（b）自分のアウトプッ

（communicative competence）
」があること
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で、これはある特定の文脈においてメッ

的が達成できない可能性もある。社会的

セージの伝達や解釈、意味の交渉ができ

にどの表現を使うことが最適であるか判

る能力と定義づけられている（白井,

断する元となるのが社会的言語能力であ

2012）
。Canale and Swain（1980）は、コミ

る。方略的言語能力とは、伝えたいことを

ュニケーションを成り立たせるために

表す語彙がとっさに出てこないときに近

は、以下の３つの能力が必要であると主

い意味の表現を使う、相手の言いたいこ

張している（p. 27）
。

とがわからないときに言い直してもらっ

(1)文法的能力(Grammatical competence）
文法的に正しい文を用いる能力
(2)社会的言語能力

たり確認したりする、ジェスチャーなど
言語以外の手段によって補いながら意思
を伝えるなどの対応策を持っているか否

(Sociolinguistic competence）

かである。和文英訳のテストを採点して

社会的な文脈を判断して、状況に応

いると、わからない単語をとばして書い

じて適切な表現を行う能力

てある回答をしばしば見るが、単語をと

(3)方略的言語能力
(Strategic competence）

ばしてしまっては、その文で伝えたいこ
と自体が伝わらず、コミュニケーション

コミュニケーションの目的達成のた

が成り立たなくなってしまう。例えば I

めの対処能力

bought some carnations for my mother.を書く

伝統的な日本の中学・高校における英

問題で carnations という単語を思いつかな

語指導では、単語を覚えてそれを文法の

かったら、実際の会話では往々にしてす

とおりに並べかえることを重視している

るように例えば red flowers 等と書いて切

が、それは(1)文法能力の育成である。し

り抜けてほしい。それが方略的言語能力

かし、コミュニケーションのためには、

である。

(2)社会的言語能力や(3)方略的言語能力

外国語教育の初期の段階では文法的能

も重要である。社会的言語能力とは、話す

力が重視されてしかるべきであるが、実

相手や地域など状況によって、また、相手

際にコミュニケーションをとるためには

との人間関係や状況を配慮して、適切に

他の２つの能力も必要である。ゆえに、中

言語を使い分ける知識・能力を指す。例え

学高校でももっと文法的能力以外の２つ

ば、本を借りたいときには、
“Lend me the

の能力を重視した指導が行われるべきで

book.（本を貸して）
”と命令文で言ったり、

はないだろうか。書くことにおけるコミ

“I would appreciate it very much if you could

ュニケーション能力を向上させる指導、

lend me the book.（本を貸していただける

それが書くことを学ぶアプローチなので

と大変うれしいのですが）
”等さまざまな

ある。

言い方があるが、言いたいことは同じで
あっても、使う表現を間違えれば相手を
不快にさせ、本を借りるという本来の目
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名な警句がある。“Tell them what you are
going to tell them. Tell them. And tell them

は異なるものである。

what you have told them.（まずこれから話

英語ライティングのプロセス指導

す話のポイントを伝え、それからその内

英語ライティングの経験の少ない中学

容を伝えなさい。最後にまた何について

生に「今から１０分で夏休みの思い出に

話したかを語りなさい。
）
” これは英語の

ついて、５文以上書いてみてください」と

論理展開の方法であり、日本語では主題

言ったら生徒はどうするだろうか。多く

は結論として最後に語られることが多

の生徒たちは、自分が知っている母語で

い。英語の文章を書く際には、英語の論理

の作文の書き方を使用するだろう。書く

で流れをつくる必要があり、日本語で考

内容・構成を日本語で考え、それを英語に

えた文章を単に英訳しても不自然な英文

直訳する。その結果、英語の文章の流れに

になってしまう。一文一文の語彙・文法の

沿わない文章となってしまう。母語話者

正しさではなく、こういった読み手が求

が書くのに近い、自然な英語の文章を書

める英文独特の構成を学ぶこと、それが

くためには、どのように英作文の書き方

英語ライティングを勉強することの意義

を指導すればよいのであろうか。

の一つである。

1980 年代以降、アメリカなどで国語と

また、話し言葉と書き言葉には違いが

して実施されているプロセス・アプロー

ある。友だち同士で交わされる e メール

チが外国語の作文教育においても注目さ

などはごく話し言葉に近いが、目上の人

れている。できあがった作文よりも、その

への手紙や学校のレポートなど、話し言

作成過程に重きをおき、作文を書いてい

葉とは違った表現が必要とされるものも

く一つ一つの過程（計画・文章化・推敲）

ある。また、同じ内容の手紙であっても、

で考える機会を与え、生徒のもつ書き手

相手によって使う表現が異なる場合も

としての能力を最大限発揮させる指導法

往々にしてある。そういった違いを学ぶ

である。認知理論に基づき、情報処理能力

ことができるのも書くことを学ぶアプロ

の限界を考慮し、扱うトピックやタスク

ーチの利点である。

に注意を払うこと、また、気づきを促す仕

文法的能力はさまざまな機会に学習す

掛けを用意することを重視している。具

ることができるが、英語の文章の書き方

体的には、ライティングの事前指導（pre-

を学ぶことができる時間は英語ライティ

writing activities）
、教員やクラスメートか

ングの時間に限定される。英語の文章を

らの助言（teacher & peer feedback）
、それ

読んだことがあるからと言って、ある日

に基づく推敲（revision）が行われる（中

突然英語の文章が流暢にかけるようにな

森, 2012）。現在は、このプロセス・ア

るわけではない。自然な英語の文章を書

プローチをベースに、読み手(discourse

くためには、英語で文章を書く訓練が必

community）が誰であるのかを意識し、読

要なのである。それは和文英訳の訓練と

み手が期待する言語、構成、内容を実現す
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るポストプロセス・アプローチという指

なくなり、よい考えを思いついたとして

導法も出てきている（Ferris & Hedgecock,

も、英語としては正確性を欠く英語にな

2014）
。第一言語における作文指導の方法

ってしまい考えがうまく伝わらない場合

をそのまま第二言語のライティング指導

が多い。

の教室で行うのではなく、日本の文化的

この状況を回避するためには、一旦母語

な背景や中高生が持っている既存知識な

である日本語で考え、それを紙に書いて整

どを考慮に入れ、テーマ設定と事前指導、

理し、次にそれを英語に直す、という限ら

フィードバック、推敲の 3 点から、プロセ

れたプロセスを時間差で使用する方法が

ス重視のアプローチを英作文指導にいか

ある。この母語による思考の整理は、アイ

に用いるか考えていく。

デアを立てていく段階では効果的である
とされているが、その後の活動に母語の影

テーマ設定と事前活動

響が出ないように注意しなければならな

人間の情報処理能力には発達段階に応

い（中森,2010）
。前述のとおり、日本語と

じて限界がある、と認知心理学では考え

英語では論理展開が異なる場合も多く、日

られている。何かを考えるときに使える

本語から英語に直訳しただけでは不自然

情報処理能力は限られるので、外国語で

な文章になってしまうためである。日本語

考えを伝える場合には、その決まった容

で書いたアイデアを英語の論理展開に構

量の中で、表現したい概念とそれを外国

成しなおし、文を書き始める時には英語で

語でどういうかの両方を同時に考えなけ

書き始めるよう指導する必要がある。母語

ればならない。例えば、英語を学習してる

でアウトラインを考えるとしても、執筆段

日本人が、簡単な足し算を日本語で言わ

階では母語を排除して、知っている英語表

れて計算するのと、英語で計算するので

現の中から自然な表現を探し出し、それを

は、英語でする方が時間がかかるだろう。

用いて書き進めていく。英語の実力がつい

これは、情報処理能力を計算と外国語を

てきたら、できるだけ最初から英語で考え

使うという２つのことに同時に使ってい

はじめ、自然な英語を使用できるよう訓練

るため、処理能力が落ちてしまうからで

して行くことが効率的である。また、初級

ある。同様に、英語で自分のことについて

者ができるだけ英語で考えて進めるため

質問された場合、英語で応えるとしても

には、内容について考えるプロセスをでき

あまり苦にならないのは、答の内容は深

るだけ少なくし、自然な英語で書く練習に

く考える必要がなく、それを英語で何と

使えるプロセスを多くすることも一案で

表現するかにのみ情報処理能力を使うこ

ある。そのためにはトピックを取り組みや

とができるからである。それに対して、例

すい身近なテーマ（例：自分のことや学校

えば環境問題について問われると、内容

生活のことなど）にすることが最も容易で

を考えることにプロセスが集中し、英語

あるが、それ以外にも事前に読み物やビデ

でどう表現するかについて考える余力が

オなどでそのテーマについて基礎知識を
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与え、生徒が知っている背景知識を最大限

るのだ。ピアフィードバックは、２～４人

活用できるよう準備し、ペアやグループな

程度の少人数グループで行い、さらに一

どでアイデアを話し合ってから、各自が英

定期間同じグループで活動すると効果的

作文に取り組むといった事前活動によっ

であると言われている（Ferris & Hedgecock,

て難易度を下げることも可能である。

2014）
。日本人の中高生はクラスメートの
書いたものを批判的に読むことに慣れて

ピアフィードバック

いないので、ピアフィードバックの導入

伝統的な英作文指導では、最終原稿に

時には指導ポイントを絞ったチェックリ

対して教師がコメントをする場合が多い

スト（図１参照）を用意すると、生徒たち

が、プロセス重視の指導法では、教師も途

はそれに沿って抵抗感も少なく、スムー

中の段階でフィードバックをするととも

ズに進めることができるのではないか。

に、生徒間で言語面・構成面・内容面につ
いてコメントしあい、生徒はその両方を
参考にして推敲を重ねるという進め方が
一般的である。

教師からのフィードバック
Ferris and Hedgecock（2014）によれば、
生徒たちは、教師からのフィードバック

ピアフィードバック（peer feedback）と

を自分の英語力アップに役に立つ重要な

は、プロセス重視の英語ライティングに

ものと考え、特に文法の誤り指摘を期待

おいて、自分と同じ立場にあるクラスメ

しているという。生徒一人ひとりの作文

ート（peer）からコメントをもらうことで

にコメントを書いて返却するのには多く

ある。青木（2006）はピアフィードバック

の時間と労力が費やされるが、教師から

の有効性を次のようにまとめている。１）

のフィードバックは実際にはどれだけ生

読み手の存在を強く意識させることがで

徒の英作文能力向上に役立つのだろう

きる、２）クラスメートから褒められたり

か。Ferris and Hedgecock は、すべての誤り

刺激を受けたりすることにより、書くこ

を指摘してしまうと、指摘が多すぎて生

とに対する態度が強化される、３）生徒の

徒の注意が散漫になり、気づきを生じ記

レベルと興味により合致しており有効で

憶に残ることはごくわずかになってしま

ある、４）他人の原稿を批判的に読むこと

うと述べている。またせっかく書いた文

によって、書くことや推敲について深く

章を否定されたように感じ、やる気を失

学習することができる、５）教師の時間が

ったり、難しい表現を避けるようになっ

節約される。クラスメートと互いの作文

たりする可能性もある。人間の処理能力

を読みあうことにより、一つのテーマで

には限界があることも鑑み、一度のフィ

もさまざまな展開が可能であることを学

ードバックは２～４点程度に絞ってする

ぶことができ、また、多くの作文を批評す

ことを彼らは提案している。

ることにより、よい英作文とは何かに関
するメタ知識を獲得することも可能とな

135

英語教育における実践的コミュニケーション能力の育成法研究

＿＿＿＿＿＿＿＿さんへ
ペアチェックリスト
下のチェック項目をつかって友だちの作品を読みましょう
☑
１

チェック項目
トピックセンテンス（言いたい主張）が入っていますか。
トピックセンテンス：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２

理由が入っていますか。

３

言いたい主張に対する理由がしっかりと書かれていますか。

４

結論がありますか。

５

つなぎ言葉を使っていますか。

６

全体としてまとまった流れですか（構成順番がきちんとして

７

文の数はいくつありますか。 ＿＿＿＿＿つ

理由はいくつありますか。

＿＿＿＿＿つ

理由は納得できますか。

いますか）
。

読んだ感想

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿より
図１ ピア・フィードバックシート（大井他, 2008, p.53）
次に、何に関するフィードバックが適切

くことはないと主張している。ミクロレベ

か考えてみたい。英語のライティングで起

ルの誤りの指摘は、それが下線を引く形で

こりうる誤りには、一文レベルの文法・語

あれ、正しい形を明示した場合であれ、そ

彙に関連する「ミクロレベルの誤り」と、

の原稿の推敲時にはいかせることが多い

文章レベルの文と文のつながり・文章構成

が、他のテーマで作文した場合には再び同

に関連する「マクロレベルの誤り」がある

じ誤りが起こることが多いとの研究結果

が、多くの研究者が、ミクロレベルの誤り

もある（Truscott & Hsu, 2008）。しかし、

を指摘したとしてもそれが習得に結び付

Truscott and Hsu も、長期間にわたって指導
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がなされた場合には、文法の誤りの指摘も

のフィードバックが後の作文能力の向上に

効果がある可能性に言及している。また、教

寄与しないという研究結果も報告されてい

師側としても、誤りを指摘しても効果がな

る。及川・高山（2000）は、高校 1 年生 60

いからと言って、誤りをそのまま放置する

名を被験者にして「推敲あり・なし亅という

ことはできないという議論もあるだろう。

自由英作文指導形態の違いが 9 週間後にラ

以上のことを考え合わせると、どちらの

イティング能力の違いとなって現われるか

誤りを扱うとしても、フィードバックをす

を検証した。その結果「推敲ありのグルー

る際にはポイントを絞るべきであり、すべ

プ」と「推敲なしのグループ」を比較すると、

ての誤りを指摘すべきではない。また、で

前者は後者よりも、より英語らしい英作文

きるだけ内容・構成面にかかわるマクロレ

を書けるようになっていた。この実験結果

ベルの指導を中心とすべきであり、一文レ

は、学習者自身に書き直しをさせる作業は、

ベルのミクロレベルの指導は最低限にと

作文力の向上に影響を与えることを示唆し

どめるべきである。ミクロレベルに関して

ている。また、隅田（2002）は、教師からの

は英作文以外の活動でも習得が可能であ

フィードバックに基づく修正を、１つのト

るが、マクロレベルのものは英語ライティ

ピックについて２回行うことがライティン

ングの時間でしか学ぶことができないか

グ能力の向上に効果があるとしている。２

らである。チェックできない誤りに関して

回の修正過程で、自分が書いた原稿をより

は、事前に予測できるものはピアフィード

長く見直し、１つのトピックについてより

バックのチェックリストに入れておいた

深く考えることが作文能力向上につながる

り、クラスで英作文を返却する際、多かっ

と考察している。

た誤りについてミニレッスンを行い、再度

教師からフィードバックを受けただけ

自分の英作文を読ませてその誤りがあれ

であれば、気づきはおきにくい。また、間

ばその場で修正させたり、といった指導も

違いには気付いたとしても、中間言語のル

可能なのではないか。

ールを書き換えて、次回に活かすという長
期記憶への反映までは難しい。一方、推敲

推敲

を行った場合は、フィードバックに基づ

段階的に生徒の能力を引き出しながら、

き、よりよい英文を自分で考え、正しいル

よりよい作文を仕上げていく過程で、一度

ールを再定義し、それを実際に書き直して

書いた原稿を推敲（Revision）することは重

再度アウトプットし、そしてそれが本当に

要なステップである。フィードバックを受

正しいかどうかフィードバックを再び得

けただけで推敲せずに作文指導を終わらせ

る。その段階を踏んでこそ、宣言的知識が、

てしまうと、わからないことはわからない

手続き化、ひいては自動化に発展するので

まま、自分の意図を十分に伝えきれないま

ある。その一連の段階を促進するのが、こ

ま終了してしまうことが懸念される。また、

の推敲という多くの気づきを生み出す活

推敲の機会が与えられない場合、せっかく

動である。
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Swain, M. (2000) The output hypothesis and

おわりに
アメリカで主流となっているプロセス

beyond: Mediating acquisition through

重視のライティング指導法に触れ、日本の

collaborative

中高生は何のために英語を勉強し、何のた

theory and second language learning, 97,

めに英語の文章を書く練習をするのか、再

114

考するよい機会を与えられた。英語らしい

dialogue.

Sociocultural

Truscott, J. & Hsu, A. Y. (2008)

Error

文章を書くためには、日本語で考えたもの

correction, revision, and learning. Journal

を英訳するのではなく、英語の考え方にの

of Second Language Writing. 17(4), 292-

っとった自然な文章を書く訓練が必要で

305. doi:10.1016/j.jslw.2008.05.003

あり、そのためには書く過程一つ一つにお

青木信之 (2006) 英作文推敲活動を促す

ける指導が欠かせない。構想を練る段階の

フィードバックに関する研究: 推敲

事前活動、クラスメートと教師からのフィ

過程認知処理モデルからの有効性の

ードバック、それを活かした推敲の３つの
ステップが特に重要である。また、その指

検証

溪水社

及川賢 & 高山芳樹 (2000) 自由英作文
error feedback と

導は、人間のプロセス能力の限界に配慮す

指導における

ることと、気づきをもたらす仕掛けが必要

revision の効果 関東甲信越英語教育

であることに留意してなされるべきであ

学会研究紀要, (14), 43-54

る。それらのことに配慮し、今後の英語ラ

大井恭子, 田畑光義 & 松井孝志 (2008)

イティング指導を行い、少しでも生徒たち
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の英語力が向上することを期待する。

中高での効果的なライティング指導
のために 大修館書店
白井恭弘 (2012) 英語教師のための第二

参考文献
Canale, M. & Swain, M. (1980) Theoretical
bases of communicative approaches to

言語習得論入門 大修館書店
隅田朗彦 (2002)

自由英作文における

second language teaching and testing.

「修正」の頻度とその効果 第 26 回

Applied Linguistics, 1(1), 1-47

関東甲信越英語教育学会千葉研究大

Ellis, R. (2008) The study of second language
acquisition. Oxford; New York: Oxford
University Press.

会自由研究発表
中森誉之 (2010) 学びのための英語学習
理論―つまずきの克服と指導への提

Ferris, D. & Hedgecock, J. (2014) Teaching l2

案 ひつじ書房

composition. New York: Routledge.
Schmidt, R. W. (1990)
consciousness

in

The role of
second

language

learning1. Applied linguistics, 11(2) 129158

138

平成 26 年度海外研修員
研修先：アメリカ／テンプル大学大学院

トルコにおける日本語教育と
日本-トルコ相互交流の将来

大妻多摩中学高等学校 教諭

矢澤 廣範
トルコにおける日本語教育の現状を踏

く語られる話である。しかもこの話には後

まえ、今後の日本‐トルコ（日土）の相互

日談が加わることが多い。それは 1985 年、

交流の将来についての提案を行うのが研

イラン・イラク戦争のさなか、イラクのサ

究課題である。その双方の話の前提とし

ダム・フセインがイラン上空を飛行する航

て、まずは「トルコは親日的な国である」

空機の無差別撃墜宣言をした。テヘランか

という日本人のよく抱くイメージに関し

ら多くの外国人が自国の航空機で脱出す

て、トルコでの現実に触れておきたい。

る中で、日本人だけは取り残されてしまっ
た。日本政府や日本の航空会社が、安全が

Ⅰ．トルコは親日なのか？ ―トルコ人の

保障されていないという理由で救援機を

現実と日本人の誤解

出さなかったからである。その時にトルコ
政府の命を受けたトルコ航空機が日本人

トルコが世界でも最も親日的な国のひ

を救出するためにやってきたのである。ト

とつであるということはよく知られてい

ルコ側はこれはエルトゥールル号の恩返

る。その理由としてよく取り上げられるエ

しである旨を述べた。

ピソードが、
「エルトゥールル号遭難事件」
と「日露戦争」である。

現在ではこのエルトゥールル号とイラ
ン・イラク戦争のエピソードはセットにな

1890 年（明治 23 年）9 月、日本を親善

って語られることが日本のマスコミでも

訪問し帰国の途にあったオスマン帝国の

多くなってきた。今年 2015 年はエルトゥ

軍艦「エルトゥールル号」が和歌山県串本

ールル号遭難から 125 年にあたり、日土両

沖で台風により座礁、沈没し、船員 600 名

国で様々な企画が準備されているようで

弱が死亡、わずかに 69 名が付近の大島村

あるが、その中の一つとしてこのエルトゥ

（現在の串本町）の住民により救出され

ールル号遭難事件の映画の製作が進んで

た。その後、救出されたトルコ人 69 名は

いる。この映画でもイラン・イラク戦争で

日本の軍艦二隻に分乗してトルコへと送

の邦人救出のエピソードを入れるようで

り届けられたのである。この事件は日本と

ある。

トルコの友好関係の原点として日本でよ

もう一つの理由、
「日露戦争」もよく知ら
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れている。日本と同じようにロシアの進出

くと、エルトゥールル号遭難事件について

に苦しめられていたトルコは、日本が日本

実際は 29.9％も知っている人はいないだ

海海戦でロシアのバルチック艦隊を破り、

ろうと口をそろえていた。

日露戦争で勝利したことに我がことのよ

トルコの親日ぶりを語るときによく取

うに喜んだ。そしてノギやトーゴーという

り上げられるこの二つの歴史的出来事も、

名を通りや子供の名前にまでつけたとい

実はトルコではそれほど知られているわ

われている。

けではないのである。

以上の二つのエピソードは日本とトル

また、様々な場所で出会ったトルコ人

コとの友好を語る際に非常によく引き合

は、判で押したように「日本人は勤勉だ」

いに出されるのだが、実際はどうなのであ

と言っていた人がかなり多かったが、この

ろうか。

調査でも「日本人に対して持っているイメ

2012 年 5 月に外務省が発表した「トルコ

ージは？」の問いにも 70.8%の人が「勤勉・

における対日世論調査」は大変興味深い結

誠実」をあげ、2 位の「伝統文化を大切に

果となっている。
対象はトルコの主要 10 都

する」
（31.6%）の倍以上となっている。

市の 18～65 歳の 1,012 名である。

多くのテレビ番組を含め我々日本人は、

それによると日本に関心のある人は、

トルコは親日的な国だということを語る

「非常にある」
・
「どちらかというとある」

ときに、
「エルトゥールル号遭難事件」やそ

と答えた人があわせて 61.6％であり、その

れに伴う「イラン・イラク戦争時の邦人救

人々が日本の何に最も関心があるかとい

出」
、
「日露戦争」のエピソードをその理由

えば「科学技術」と答えた人が最も多く

としてあげるが、実際はトルコ人たちが日

60.3％。2 位の「文化・芸術」29.7％を大

本に親近感を抱く理由は「科学技術」や「経

きく引き離している。

済力」
、
「勤勉さ・誠実さ」にあり、日本と

実際にトルコ人と話していると、日本の

トルコとでは現実にはギャップがあるこ

経済力や技術力を高く評価する人は多く、

とを認識する必要がある。このギャップの

日本が好きな理由としてまずそれらを挙

認識なくして今後の日本‐トルコの相互

げる人が非常に多い。この世論調査の中

交流の将来構想はできないと、一年間の滞

で、日本の技術力によって造られたものの

在で強く感じたので、最初に触れた次第で

認知度は非常に高く、
「マルマライ・プロジ

ある。

ェクト（ボスポラス海峡海底鉄道トンネル
計画）
」
（52.5%）
、
「第 2 ボスポラス大橋」

Ⅱ．トルコにおける日本語教育

（44.9%）となっている。それに対し「エル
トゥールル号遭難事件」
、
「イラン・イラク
戦争時のトルコ航空による邦人救出」を知
っているトルコ人は、それぞれ 29.9%、
22.6%しかいない。何人かのトルコ人に聞
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１．トルコにおける日本語教育の歴史
トルコにおける日本語教育の歴史は
1970 年代に始まる。
1976 年に日土婦人友好文化協会イスタ
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ンブール支部が開講した日本語一般公開

く働いているように思われる。

講座がその嚆矢となるようだ。日土婦人友

1990 年代に入ると日本ではバブルがは

好文化協会は 1969 年にトルコの首都アン

じけ、
「失われた十年」ともよばれる時期に

カラで設立された。この協会は日本及びト

入るのだが、世界ではまだまだ日本の経済

ルコの女性たちの間の文化的・社会的関係

力に対する見方はよかったようで、トルコ

を強め、経済的・精神的な自立のために協

の日本語教育においては 80 年代の流れが

力関係を築くことを目的とし、さまざまな

加速していく。90 年代初頭に、アンカラと

社会貢献活動や文化活動を行っている。ト

イスタンブールの二つの高校で、日本語が

ルコでの日本語教育のスタートは公教育

正規科目として設置された。高等教育にお

の場ではなく民間にあったわけである。

いては1986 年のアンカラ大学に続き、
1993

1978 年になると国立アンカラ大学中国語

年にチャナッカレ・オンセキズ・マルト大

学科において、選択科目として日本語教育

学で、1994 年にエルジェス大学で日本語学

が開始された。あくまで中国語学科の中で

科が開設された。1992 年にはアンカラ大学

であり、東アジアの言語のひとつという位

に大学院も設置された。日本語教育の歴史

置づけであろう。

の長いこの三つの大学は、現在トルコで日

1980 年代に入ると、1984 年に先述の日

本語教育を行う大学の中で三本指に入る

土婦人友好文化協会が「夜間日本語公開講

だろう。私が出会った、日本語を使って仕

座」を開始した。この講座に限っては、男

事をしているトルコ人の多くは、この三つ

女年齢を問わずに誰でも参加でき、30 年に

の大学の卒業生がほとんどであった。

わたり現在も続く歴史を持つ講座である。

その他、トルコ各地の大学等で選択科目

1986 年には先述のアンカラ大学にトル

の日本語の講座の開講が相次ぎ、日本語ブ

コで初の日本語日本文学科が開設され、日

ームが進んでいったのがこの 90 年代であ

本語を主専攻とする公教育の第一号とな

る。

った。これ以外にも、ボアジチ大学（イス

2000 年代も 90 年代の流れを引き継い

タンブール）
、中東工科大学（アンカラ）と

で、日本語講座の新規の開講が続いた。ま

いったトルコの主要な大学において、日本

た 2001 年には、トルコ国内の日本語教師

語の選択科目が設置されるようになった

のネットワーク構築の必要性から「トルコ

のもこの時期である。

日本語教師会」が発足、2002 年からトルコ

1980 年代は日本の高度経済成長とその

日本語教師会大会が開催され、これは現在

最後のバブル景気に日本が沸いていたこ

に至るまで続いている。2004 年には高校に

ろで、世界でも日本の経済力が話題となっ

おいて、第二外国語として日本語を選択す

ていた時期である。経済力のある国の言語

ることができるようになった。

には、世界でその言語の学習者が増える傾

2010 年代にも大学の日本語日本文学科

向があるようで、この時期のトルコにおけ

の開講や設立準備が続いたが、2014 年現在

る日本語教育の進展にもその要因が大き

はその動きもひと段落してきている。経済
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力をつけてきた中国や韓国の存在感が増

済が世界の中で大きな存在感を持ってい

してきたことにより、相対的に日本語の学

たころ、トルコに進出した日本企業で働く

習熱が冷めてきていることが一つの要因

ために日本語を学習しようという人々が

ではないだろうか。ただし国際交流基金等

増えた。現在でも、トルコの大学の日本語

が主催する「日本語能力試験」のトルコで

学科を卒業した人々に聞いてみると、就職

の受験者数は年々増えており、確実に日本

のために日本語を学んだという人はかな

語学習者数は増えているのであるが、中国

り多い。ただ、就職といっても日系企業へ

語や韓国語の学習熱に比べるとというあ

の就職だけでなく、日本語ガイドになる人

くまで相対的な感触である。

や観光地の小売店に就職する人も多い。

2013 年時点で、全国の 50 の機関（初・

またここ一、二年は日本語学科卒業生の

中等教育 6、高等教育 24、学校教育以外 11）

日系企業への就職が再び増えてきている。

で日本語教育が実施されているが、学校教

トルコへ進出する日系企業からの需要が

育以外の機関数は 2011 年に比べほぼ半減

旺盛である。

（20→11）している。学校教育機関以外で
は、先に述べた日土婦人文化友好協会やア

②日本のサブカルチャーに関心があった

ンカラの土日基金やカッパドキアのハド

からという理由

サン等がある。土日基金では国際交流基金

近年、日本のマンガやアニメ、ゲームと

より派遣された日本人も教鞭をとってい

いったサブカルチャーが世界で広く認知

る。またハドサンはトルコ絨毯の博物館及

されるようになり、それが日本の新たなソ

び販売を行う半官半民の店であるが、そこ

フトパワーとして注目されてもいる。トル

のオーナーのヌスレット・サンジャクル

コでも日本のマンガやアニメは若年層に

（Nusret Sancakli）氏がカッパドキアで

親しまれており、それをきっかけとして日

観光に携わる人々を対象に日本語学校を

本語学習を始める人もいる。今までは①の

併設したものである。ちなみに氏はかつて

就職という実利的な動機から日本語学習

日本で「トルコ風呂」と呼ばれていた風俗

を始める人が多かったが、近年はこの②の

産業の名称を変更させる運動を起こした

理由で日本語学習を始める人が増えてき

人物である。

ているように感じる。

２．トルコにおける日本語教育の背景
トルコで日本語教育が進んだ背景には、
主に次の二つの要因が考えられよう。

この二つの要因は、日本語を使うことに
よる実利的な目的と日本の文化に対する
関心ということになるが、この動機・背景
は外国語学習においては日本語だけに限

①日本語を学ぶことにより就職に有利に

ることではないだろう。①の実利目的は、

つなげたいという理由

ある国の経済状況の盛衰に応じて、その国

先述したように 1980～90 年代に日本経
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係している。

いる。市街中心部からトラムで約 45 分の

また、①・②の要因を支えるものとして

キャンパスは大変広大で、トラムがキャン

親日感情があげられよう。その国に対する

パス内に乗り入れ、キャンパス内に六つの

シンパシーがなければ、その国の言語を学

停留所があるほどである。巨大な学食か

んでみようという気になれないことは言

ら、靴屋、旅行用品店、衣料品店、スーパ

うまでもないであろう。ただ、この親日感

ー、電化製品店など日常生活に必要な店は

情も実は日本人とトルコ人の間ではズレ

ほぼすべてキャンパス内にあり、トルコの

があることは先に述べたとおりである。

主要銀行の ATM や主要バス会社のチケット
オフィス、さらには大学独自の消防車まで

Ⅲ．セルチュク大学日本語日本文学科の設

備えており、セルチュク大学のキャンパス

立

だけで一つの町を形成していると言って
も過言ではない。

今回の研修ではコンヤ市に滞在し、現在
設立過程にある国立セルチュク大学日本
語日本文学科について調査するとともに、
日本語日本文学科長オカン・ハルク・アク

２．セルチュク大学文学部について
文学部内には以下の学科がある。
（各国
語各国文学科に限定）

バイ氏とともに日本の古典文法のトルコ
人向けテキストの共同執筆にも携わった。

ドイツ語ドイツ文学科・フランス語フラン
ス文学科・英語英文学科・ロシア語ロシア

１．セルチュク大学の概要

文学科・アラビア語アラビア文学科・ペル

セルチュク大学は、トルコ中部の地方都

シア語ペルシア文学科・トルコ語トルコ文

市コンヤの郊外にある国立の総合大学で、

学科・ウルドゥー語ウルドゥー文学科・日

1971 年に設立された。セルチュク大学は以

本語日本文学科（2011 年に新たに設置）

下の 17 学部を有する。
トルコという国情を反映し、欧米系主要
文学部・理学部・芸術学部・法学部・経済

言語及びトルコに近い中東系言語の二つ

および経営科学部・コミュニケーション学

に大別できる。トルコで生活すると、トル

部・職業教育学部・工学部・建築学部・健

コでは外交・経済・文化等さまざまな面で

康科学学部・医学部・技術教育学部・獣医

対外的な視線は、対ヨーロッパと対中東の

学部・農学部・芸術デザイン学部・技術学

大きく二つに分けられると感じられる。こ

部・歯学部

れはトルコという国の地理的条件も大き
く関係しているであろう。

数年前までは約 9 万人の学生が在籍して

その中にあって、インドやパキスタンで

いたが、別の場所にもう一つのキャンパス

話されているウルドゥー語、極東の日本語

を開いたため、現在は約 7 万人が在籍して

の学科がある点が興味深い。現在、日本語
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日本文学科の学科長はオカン・ハルク・ア

４．日本語日本文学科の現在の状況

クバイ（Dr.Okan Haluk AKBAY）氏が務めて

2011 年に、セルチュク大学日本語日本文

おり、私の研修に関して多くの協力をして

学科は設置されたものの、まだ学生募集の

くださった方である。彼は日本人女性と結

段階には至っていない。トルコの法令によ

婚しており、大変日本語が堪能である。

り、新規に生徒募集をするためにはその学
科に博士号を持つ教員が三名いなければ

３．日本語日本文学科設置の経緯

いけないことになっている。現在は学科長

2009 年、コンヤに「コンヤ日本文化セン

のオカン・ハルク氏が一名いるだけであ

ター」という日本とトルコとの友好を目的

り、学内の文学部棟には日本語日本文学科

とする協会が設立された。発起人はメフメ

の表示もあり、大学 HP にも日本語日本文

ト・アリ・アルパジュ（Mehmet Ali Arpacu）

学科のページもあるのだが、中身はこれか

氏という建築家であり、日本に対して熱烈

らという状況である。

な愛情を抱いていた方である（残念ながら

トルコでは日本語学科の博士課程はア

氏は 2013 年 12 月 31 日に癌のため死去）
。

ンカラ大学にしかないため、現在二名の女

配偶者が日本人女性ではないのに、ここま

性がセルチュク大学日本語日本文学科の

で日本への愛情を示すトルコ人も珍しい。

ためにそこに在籍している。その二人が博

日本に関係するトルコ人、日本語が堪能な

士課程を終え、セルチュク大学に赴任し、

トルコ人には、配偶者が日本人というパタ

学生募集ができるようになるまであと 3～

ーンが非常に多いからである。

4 年かかるようであるが、この二名が昨年

このアルパジュ氏が「コンヤ日本文化セ

末に相次いで結婚したため、5～6 年はかか

ンター」を開くにあたり、オカン・ハルク

るのではないかということである。その

氏にセルチュク大学に日本語日本文学科

間、学科長のオカン・ハルク氏は、生徒が

を開設したいという希望を伝えた。アルパ

いないために当然ながら授業はなく、自分

ジュ氏の日本に対する愛情や理解は桁外

の研究と時々の事務作業の手伝いに時間

れのもので、彼の日本‐トルコ友好の活動

を過ごしている状況である。

は、在トルコ日本人の間でも有名であっ

まだ生徒募集は始まっていないものの、

た。このように日本に対する愛情を持つ、

2014 年 4 月に学内に「日本文化クラブ」と

一人のトルコ人の思いからスタートした

いうサークルが設立された。常時活動して

のである。

いるものは約 40 名ほどだが登録者数は約

しかしセルチュク大学は約 9 万人の学生

300 人いるそうである。名前は「日本文化」

を抱え、教室も不足気味といった状況であ

とついているが、大部分の生徒が日本のマ

り、監督官庁からの認可も厳しい状況であ

ンガやアニメに興味のある学生たちで、い

ったが、アルパジュ氏の強い情熱と政治家

わゆる「日本文化」といったものに興味が

への働きかけもあり、認可が下りることと

あるわけではないようである。文学部より

なった。

も理工系の学生が多く、日本のアニメに自
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分たちでトルコ語の翻訳字幕を付ける作

①日本への関心の動機を踏まえた交流政

業を行うことが活動の中心となっている。

策

11 月にはキャンパス内で日本文化の紹介

トルコ人が日本に親近感を抱く理由に

イベントを開いていたが、正しい日本文化

は、日本人の認識とトルコ人の認識との間

の理解に基づいているものとはあまり言

にギャップがあることはⅠ．で述べたとお

えないものであった。

りである。現実にはトルコ人が日本に対し

研修で私がトルコに滞在している間に、

て親近感を抱いている理由は「科学技術・

トルコの大学生向けに、日本の古典文法習

経済力」そして「勤勉さ・誠実さ」である。

得～古典作品の読解までのテキストを共

これはとりもなおさず「物質面」と「精神

著で作りたいという話をオカン・ハルク氏

面」とも言えるだろう。

より頂いた。これはセルチュク大学の学生

「科学技術・経済力」に関しては取り立

に限らず、トルコの他の大学の日本語を学

てて心配する必要はなく、マルマライ・プ

ぶ学生（中級者～上級者）にも使ってもら

ロジェクトをはじめとした日本の企業の

いたいのだとオカン・ハルク氏は述べてい

活躍が今後も続いていけばトルコ人の親

た。

近感もさらに深まっていくのであろうと

この企画は、トルコにおける日本語教育

思っている。それよりもこれからは「勤勉

の発展に資するものとなるであろうし、大

さ・誠実さ」という精神的な面、いわば「道

妻学院とセルチュク大学の将来の学術交

徳」に注目したアプローチが必要であると

流協定締結に向けて、教員同士の交流とい

考える。

う役割も果たすであろう。

そもそもなぜトルコの人々は日本人の

またメフメト・アリ・アルパジュ氏が亡

「勤勉さ・誠実さ」を評価するのであろう

くなられたことは先にも述べたが、
「コン

か？その理由はイスラム教にある。日本で

ヤ日本文化センター」の運営も彼が一人で

はイスラム教に対する理解が進んでいな

行っていたため、彼の死とともにセンター

いのだが、イスラム教では勤勉さや誠実さ

はなくなってしまった。日本とトルコの懸

という価値は非常に大切にされるのであ

け橋となってきた人物を失ったことは、日

る。トルコ滞在中に多くのトルコ人が「日

本とトルコとの関係にとって非常に大き

本人はムスリムではないのに、ムスリム以

な損失と言えるだろう。

上にムスリムらしい」と言っていた。それ
ゆえ日本人を尊敬するのだと。これはトル

Ⅳ．日本‐トルコ交流の将来

コに限らず、中東地域では同じ理由から日
本に対し親近感や尊敬の念を抱く国は多

以上を踏まえ、これからの日本とトルコ

い。その証拠として 2009 年のラマザン（断

との交流はどのように進めていけばよい

食月）期間中に一か月にわたり中東全域で

のであろうか？私の提言は大きく以下の

放送された『ハワーテル（思考）
』というテ

四つとなる。

レビ番組が人気だった事実がある。これは
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サウジアラビア人記者が日本の生活に密

はなかろうか。

着し、日本人の姿を伝えたものだ。
わざと財布を路上に落として、それがど

②公的な支援の強化

うなるかの実験をしたり、日本の学校では

トルコへ来て感じたことは、日本とトル

生徒たち自身で掃除をすること、給食の前

コとの交流を概観した時に、官民のうち、

にはきちんと手を洗い、給食当番は清潔な

民間の交流は草の根までさまざまな交流

かっぽう着を着て盛りつけることなどな

活動やイベント等で熱気があるのに対し

ど日本人にとっては当たり前の礼儀やマ

て、官（国）の側からの取り組みがあまり

ナー、行動規範が紹介され、中東全域で大

見えてこないことである。在トルコの日本

きな話題となった。

大使館や総領事館の HP を見てもポツポツ

イスラムでも「身辺を清潔に保つこと」
、

とイベントなどを催してはいるのだが、い

「他者を尊重すること」、「誠実であるこ

かんせん発信力が弱いように感じる。これ

と」などの価値観を説くのだが、なかなか

には人員の不足等も影響しているのであ

それが実践できていないようである。だか

ろう。2013 年に起きたアルジェリア人質事

らこそ、トルコを含め中東の人々は日本人

件の際にも、日本の外交や情報収集は中

の倫理道徳の高さを評価し、それが親日感

東・アフリカに弱いという指摘があった

情につながる一つの要因となっているの

が、まさにその通りで、アンカラの土日基

である。

金に国際交流基金から派遣されている日

日本人の「誠実さ・勤勉さ」と「科学技

本人はたった一名であるし、JICA の関連団

術・経済力」はもちろん結びついたもので

体である JICE（日本国際協力センター）も

あるが、この精神面いわば「道徳」をうま

中近東をカバーするアブダビ事務所に日

く活用した交流があってもよいのではな

本人が一人いるだけである。このように絶

いだろうか。かつての欧米の帝国主義時代

対的なマンパワーの不足は改善しなけれ

のように自国の価値観を押し付けるよう

ばならない。

なものであってはならないが、必要とされ

また、その経済力にあわせて中国や韓国

るのであれば様々な形で交流できるはず

の存在感が相対的に大きくなってきてい

である。その一つのヒントとしてアラブ首

る。中国のトルコ国内における孔子学院の

長国連邦（UAE）のアブダビにある幼稚園が

開設や高速鉄道の建設の受注（完成済み）
、

モデルケースとして考えられる。この幼稚

ミサイル防衛システムの売り込み、韓国の

園は在住日本人の子供たちが通うのだが、

第三ボスポラス大橋の建設の受注など、日

日本の教育を評価する UAE 政府が UAE 人子

本の存在感が相対的に低下してきている。

弟をそこに通わせ、日本式の教育を受けさ

低下しても特に悪影響はないという考え

せているのである。これは一つの実践例で

もあろうが、外交という観点から考えると

あろう。その他にもトルコ国内で日本の礼

好ましいものでもないだろう。

法教室を開講するなども考えられるので
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国と国との関係は政府の関わり方が大事

就くものも非常に多い。これはせっかく日

になってくる。

本語を学んだ人材を活用できていないの

このような思いを抱いて研修期間を過

であり、非常にもったいないことである。

ごしているうち、新しい動きもみられはじ

日本語と関係のない仕事に就いた者でも、

めた。日本政府が日本の伝統文化や日本の

実は日本語を活かした仕事をしたいと望

歴史認識を発信する国際広報拠点『ジャパ

んだり、日本へ行って仕事をしたいという

ン・ハウス』を開設するというのである。

者は多いのである。
（ただ、ここ一、二年は

2016 年度にはイスタンブールにも設置さ

日本企業の進出の増加により、例えばチャ

れるという話が進んでいる。また、日本と

ナッカレ大学では日系企業による学生の

トルコ合同での科学技術大学の設立が進

青田買いが進んでおり、学部でも日本の習

められており、数年後に開校するようであ

慣やビジネスマナーに至るまでの指導を

る。このような動きは非常に歓迎されるも

し、即戦力として使える人材を育てようと

のである。民間の活動だけでは資金面に不

している動きも出てきている）

安が残るものであり、政府のバックアップ

そこで大学の日本語学科を卒業した者

は今後も継続して必要であろう。政権が交

が日本で働くことのできるような支援体

代することによって波があるようではい

制の構築ができれば非常に有意義である

けない。

と考える。例えば大妻学院であれば、日本
語学科を卒業したトルコ人をその後、留学

③日本語学科卒業生への支援

生として受け入れ、日本での就職活動のサ

トルコの大学での日本語教育について

ポートまでの面倒を見るのである。日本の

はⅡ．Ⅲ．で述べたとおりである。トルコ

大学が外国人留学生を受け入れる際のネ

における日本語教育の三本指であるアン

ックとなる言葉の壁も、随分低くなるはず

カラ大学、チャナッカレ大学、エルジェス

である。これまで述べて来たように、日本

大学とも日本語学科には平均して一学年

の技術力や経済力を動機とした親近感は

約 40 名の学生が在籍している。この三つ

非常に大きく、日本で働くことまでを視野

の大学だけでも毎年約 120 名の日本語学科

に入れられる留学制度はトルコ人学生に

卒業生を輩出していることになる。

は大きな魅力となるはずである。実際、こ

しかし卒業生のその後の進路を見ると、

のようなアイデアをトルコ人に提案した

日本語を活かした職に就く学生は意外に

ところ、もしそのような制度があればとて

少ない。卒業生の 1、2 割だけが日本語を

もいいと大喜びする者が少なくなかった。

活かせる仕事に就いたという例もあった。

日本で仕事をしながら日本で長期にわた

彼らにとって日本語を活かせる仕事とは、

り暮らしたいという者もいたし、数年たっ

トルコ国内では日本語ガイドや日系企業、

たらトルコに帰国してその経験を活かし

大使館関係、観光地の土産店くらいのもの

て仕事をしたいという者もいた。

である。日本語とは全く関係のない仕事に

また、そのような人々はトルコへ戻った
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際には日本のことをトルコ人に伝える広

関係のニュースによって、トルコも同じよ

報マンの役割も果たしてくれるであろう。

うに危険だと同一視されることも多い。日

日本人はトルコへ旅行することは金銭的

本人は中近東世界の歴史や政治にも疎く、

にそれほどハードルが高いわけではない。

イスラムについての理解も乏しい。これら

しかし、トルコ人にとっては金銭的な負担

の理解なくしてしっかりとした交流がで

は大きく、日本への旅行など夢のようなも

きるとは思えない。

のである（平均的なトルコ人の月収は十数
万円である）
。

トルコが親日的な国であるということ
はさまざまな番組をはじめとしたマスメ

そういったトルコの人々、日本語学科の

ディアによって日本でも広く知られるよ

卒業生たちにとって、日本での就職までを

うになってきた。日本人は自分たちがトル

視野に入れられる留学制度は魅力的であ

コから好かれているということには喜ぶ

り、日本語学習のモチベーションを高める

のだが、逆にトルコの本当の姿を理解しよ

ことにもなるだろう。その際に②で述べ

うとする取り組みが極端に少ないのでは

た、何か公的な支援があればさらに望まし

ないか。

いであろう。

日本では訪日するイスラム圏からの旅

(提言の①～③まで大きく見ると日本側

行客に対応するため、最近はイスラムに対

からの働きかけという側面が大きくなっ

する理解が観光業界を中心に進んでいる

てしまっているが、トルコに暮らす人々の

ようであるが、学校教育の現場を含めもっ

経済状況を考えると、致し方ないのかもし

と広く進めていく必要があるだろう。

れない。決してトルコの人々に交流の意欲

その観点からも海外研修先としてトル

がないわけではないことには留意した

コは魅力ある国であると考える。豊富な過

い。
）

去の歴史的な遺産、中東世界における政治
的・経済的な将来性といった要素からもっ

④イスラムに対する理解

と注目されてもよいであろう。私の勤務す

そしてより根源的かつ、トルコに限らず

る大妻多摩中学高等学校の海外研修がそ

広く中近東世界にも当てはめられること

のモデルケースとなっていくことを願っ

だが、イスラムに対する正しい理解が必要

ている。

である。
日本では「イスラム＝テロ＝危険」とい

平成 26 年度海外研修員

うイメージを持つ人が多いであろうし、

研修先：イスタンブール・サバハッティン・

2015 年 1 月に起きたフランスのテロ事件

ザイム大学（Istanbul Sabahattin

でその傾向は一層強くなったに違いない。

Zaim University）

そして IS（自称イスラム国）による日本人
人質殺害事件によってそれは決定的にな
ったように思われる。トルコに関しても IS
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本庄東高等学校附属中学校 英語科

阿部 佑太
はじめに

自分の授業に合わせて自由な時間に学校

私は、2014(平成 26)年 8 月 11 日より

に出勤して良い。帰りも同様で、午前中ま

2015(平成 27)年 1 月 31 日まで、フィンラ

でに授業が終わる日には、昼食後は帰宅が

ンド南西部にある人口約 8 万 3,000 人の

可能である。職員室は 15 人掛けの長机が 4

地 方 都 市 Pori( ポ リ ) の 、 Länsi-Porin

つ並んでいるだけで、
ここは意見交換 2 割：

lukio(ポリ西高校)で約半年間教育研修に

おしゃべり 8 割、何かを食べてリラックス

参加した。Länsi-Porin lukio(ポリ西高校)

する場所である。授業準備は家でするも

は、全校生徒 200 人程度の中学併設の高

の、という認識は、学校内の教員の拘束時

校である。本校では、外国語の選択教科で

間の軽減につながっている。ホームルーム

ある日本語の授業を週 3 時間受け持ち指

は火曜の 1、2 限の間に、2 限の授業担当の

導する一方、高校の英語授業を中心に、研

先生が連絡事項を伝える形で 10 分程度行

修の大半を授業観察に充て、現地の教師

われる。クラス担任という形式的なグルー

や生徒と意見交換を行った。また私は、小

プ管理はあるものの、進路指導や生活指導

学校から高校まであらゆる校種の学校を

は Career Adviser と School Counselor に一任

訪れるとともに、異文化交流を経験した。

されている。全校生徒は 200 人程度である

最初に、
最も関わりの深かった Länsi-Porin

が、3 人のアドバイザー・カウンセラーに

lukio(ポリ西高校)についての紹介を記載

よって解決しているようだ。勤務時間が決

する。

まっていないため、職員会議もなければ校
務分掌も存在しない。学校行事は担当の職

Länsi-Porin lukio(ポリ西高校)の高校生

員が専業として運営し、機材管理や学校運

は、2 年生になると車で通学する生徒も現

営は事務員が行う、つまり完全分業制だ。

れ、周辺の道路には生徒が乗ってきた車が

加えてクラブ活動が存在しないため、教職

路上駐車でずらりと並んでいる。たいてい

員は監督顧問という役職も持たない。それ

は 2 人乗りの超小型車でペーパードライバ

ゆえ教科担当は、自分の教科のみに全てを

ーにも、乗りやすい大きさである。また、

注ぎつつ、自由な時間も確保できる。その

バイク通学や自転車通学も見かける。登校

時間は質の高い教材研究はもとより、家族

初日に驚いたことは、教員の勤務時間だ。

に充てたり趣味に充てたりする。
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フィンランドにおけるキャリア教育で
は、日本の中学生の年齢にあたる生徒
(Grade7〜9)は、学習を「生きる為に大切な
こと」と肯定的に捉え、将来の目標を自ら
主張出来る。例えば大学進学を考えた場
合、フィンランドの教育システム上、高校
写真１：職員室の様子

生は複数の教科を満遍なく学ぶ必要があ
るが、その学習方法の確立は、第三者が教
えることなく、概ね生徒の主体性に委ねら
れている。日本の教育現場に視点を移す
と、生徒一人ひとりが積極的にキャリア目
標を具体化し、そのために必要な課題を実
行できる自立性を促す指導法には、議論の

写真 2：生徒の通学用車両

余地が残されている。
「社会や家庭が学校
に対してどう支援を施しているのか」とい

私は今回「インターナショナル・インター

うフィンランドの暮らし全体の様子と比

ンシップ・プログラムス」の現職教員向け

較しつつ、日本での指導改善案を、包括的

「教育交換プログラム」によりフィンラン

に述べたいと思う。

ドに留学した。
「留学とは違う、効果あり」
を謳い文句に海外インターンシップを斡旋

また、研修目標の二つ目に、早期英語教育

する民間団体のインターナショナル・イン

の効果の研究を掲げた。小学校三年生から、

ターンシップ・プログラムス(ホームページ

フィンランドの英語教育は始まる。しかし

http://www.internship.or.jp)は、1979(昭和 54)

実際はそれ以前から、多くの児童はニュー

年から現在に至るまでに16,000 人もの日本

スの字幕やアニメを視聴したり、テレビゲ

人を 53 カ国に派遣している。私がフィンラ

ームのオンライン・チャットをしたりする

ンドに赴いた理由は以下の 2 点である。

中で、英語を音声から慣れ親しんでいる。私

（1）フィンランドの先進的なキャリア教

は、ポリ市内にある小学校に訪問し、初等教

育を鏡に、これまでの私の教育実践

育の英語を視察した。また、地域の剣道クラ

を振り返り、今後の教員生活におけ

ブに参加し交流を深めていく中で、小学生

る指導改善を試みる。

たちの英語力を、実際の対話を通して知る

（2）フィンランド語を母語とする集団が

ことができた。反復演習を苦に感じない成

いる研修校で、英語による授業実践

長段階で、純粋に言語を吸収する土壌が整

をしながら、生徒の英語力の達成度

っている。それに加え、特筆すべき点は、フ

やきめ細やかな教育環境を観察し、

ィンランド人同士が対話をする際にも、母

早期英語教育の可能性を模索する。

国語から英語に切り替えることに抵抗がな
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いことだ。これらを達成するためには、どの

際委員会」を編成することを決定した。この

ような教育環境が整備されているのだろう

報告書が掲げる学習の柱は、以下の 4 つで

か。また、音声中心の言語活動を意識的に実

ある。

行することこそが、英語教育早期化に貢献
しうるのであれば、日本は今後どうあるべ

『知ることを学ぶ(learning to know)』

きなのか。両国の外国語教育の捉え方を比

『なすことを学ぶ(learning to do)』

較しつつ、英語教育の早期化に対する私見

『共に生きることを学ぶ(learning to live
together)』

と提案を論じたいと考える。

『人となることを学ぶ(learning to be、未来
１．先進的なキャリア教育・英語教育の研究

への学習)』

1.1 EU の制度統一
1996 年を「ヨーロッパ生涯学習年」と定

『 知 識 基 盤 経 済 (knowledge-based

めた EU は、16 歳までの義務教育を基礎教

economies)』という新たなグローバル社会の

育とみなし、16 歳以降を生涯学習という表

在り方を支える教育方針は、経済協力開発機

現を用いるようになった。生産活動に改善

構(OECD)の動きもあって、欧州全土で先進

が施され、多様な社会活動が可能になった

的に実践されていた。自身のキャリアを再度

現在、成人の再教育・再訓練の需要が高まっ

見つめ直す自由の下に、社会人になる時期の

てきた。
そこに、
1996 年ユネスコ(UNESCO)

高年齢化が進んでいることは、以下の表の結

のドロール委員会の報告『学習こそ宝』が加

果にも表れている。大学の学部に 25 歳以降

わる。1991 年 11 月、ユネスコ総会は「21 世

の新入生がどれくらいの割合で入学してき

紀に向けた教育と学習に関して省察する国

たかを調査した OECD の資料である。

成人学生（25歳以上）の大学（学部）入学者
に占める割合 2008年
28 28 26 26 25 24 24

21 21 21 19 19 18 18

14 14 13 13 13 12 11 10

21
2
各国平均

33 32

アイスランド
ポルトガル
スウェーデン
NZ
ノルウェー
ギリシア
スロべキア
オーストラリア
スイス
デンマーク
フィンランド
オーストリア
チェコ
アメリカ
ハンガリー
イギリス
ルクセンブルク
韓国
ドイツ
トルコ
メキシコ
オランダ
ポーランド
スペイン
アイルランド
イタリア
日本

39 35

成人学生（25 歳以上）の大学（学部）入学者に占める割合（2008 年）
出典：徳永保、籾井圭子『グローバル人材育成のための大学評価指標-大学はグローバル展
開企業の要請に応えられるかー』協同出版、2011 年、56 ページ
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一部の欧州諸国を除き、EU 加盟国の学

の先進国に比べ圧倒的に低い。文部科学

生は年齢の制限にとらわれずに学習する

省の平成 27 年度学校基本調査によると、

環境を手にしていることが読み取れる。

大学学部への入学者数は 617,509 人（前

高い知的な負荷を与えられた学習が、知

年度より 9,262 人増）のうち、年齢別に

的にも体力的にも強靭な学生を育む。そ

みると、
「18 歳」が、482,622 人(78.2％)

の経験と自信が、資格取得や転職にもつ

で最も高い。25 歳以上の人にとって、生

ながっていく。他方、日本の大学における

涯学習を実現する門戸は、大学では開か

成人学生（25 歳以上）の在籍割合は、他

れていない。

学校基本調査－平成 27 年度（速報）結果の概要－表 5 大学学部の年齢別入学状況
(http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2015/08/18/
1360722_03_1.pdf)
1.2 フィンランドの教育制度の概要

ているが学校の形態は様々であり、小学校

2000 年から 3 年ごとに、経済協力開発機

と中学校がそれぞれ独立している場合も

構（OECD）が実施している学力到達度調

あれば、総合制学校と呼ばれる小中学校が

査（PISA）において、フィンランドは好成

一緒になっている学校もある。私が研修し

績を保持している。フィンランドの学校

た Länsi-Porin lukio（ポリ西高校）は Länsi-

は、小学校から大学までほぼ全てが公立校

Porin koulu（ポリ西中学校）が併設されて

であり、授業料は無料である。義務教育は

いる。職員室内に中高の教員がいるため、

日本と同じ 6・3 制であり、7 歳から小学校

生徒の特徴や指導法を、縦の連携として情

に入学する。カリキュラムは 7 年間一貫し

報交換できる環境が整っている。
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Länsi-Porin koulu（ポリ西中学校）の学生

各教科とも 1 時間以上かけて行われる定期

は、中学 3 年生の時の教科の成績（10 段階

考査を通して身につけていく。国語は試験

評価）の平均、いわゆる内申点で高校入学

科目として必修であり、他に選択科目を 3

が決まるが、研修校の生徒の大半はそのま

科目、合計 4 科目合格すると大学入学資格

ま Länsi-Porin lukio（ポリ西高校）に進学す

が与えられる。普通高校の生徒は、この試

る。そのため、16 歳までは他人との点数競

験に合格した後に、志望大学の入学試験を

争を強いられる相対評価はない。フィンラ

受験し、合格すれば大学へ進学する。

ンドの高校は、高校段階から普通高校（中
学卒業者の約 6 割）と職業訓練校（約 4 割）
との 2 つのコースに分ける学校制度を作り

1.3

キャリア形成において重視される
「資格」

上げている。これは、中学校段階から職業

フィンランドの労働環境における待遇

教育を分けるオランダ、ドイツや、高校段

は、資格が有るか無いかによって異なる。

階まで総合制高校で統一しているスウェ

まず、はじめに基礎職業資格が、中学卒業

ーデンとは異なる。フィンランドは、ちょ

直後もしくは普通科高校を卒業した時と、

うど中間の制度を構築して、コース相互で

社会人になった後に転職するために受け

いつでも進路変更できる柔軟性あるシス

る際に与えられる。基礎職業資格取得後 3

テムを整備した。また、高校入学後も、進

年以上の労働経験を経てから上級職業資

学の向けた熾烈な受験勉強に追われるこ

格が取得可能になる。そして上級職業資格

とはなく、授業と宿題に全力に取り組みな

取得後 2 年以上の労働経験を経てから専門

がら高卒認定試験に臨む。高校卒業後は主

家職業資格を身につけることとなる。

に総合大学と技術専門学校があり、こちら

フィンランドの職業教育は、生徒の卒業

も単位を互換することが出来るため、入学

後の自立を促すためにも、職業体験が授業

後も自由なキャリア形成が可能となって

の一環として含まれている。知識偏重型と

いる。全国にある 16 大学の間に、大きな

いうよりはむしろ日本の商業・工業・農業

学力差がないため、大学名による人材優遇

高校のような実業高校にあたり、ここでは

という概念は存在しない。

企業などと連携しながら、専門的で実務的

秋・春の年 2 回実施される高卒認定試験

な知識や技術を身につける。職業訓練学校

は、大学入学資格試験でもある。試験内容

の在籍期間は 2～5 年で、普通高校と職業

としては、例えば国語は読解力の文章題と

高校の単位は互換することが可能となっ

小論文（エッセイ）の 2 分野があり、その

ている。私はその実際の現場を視察するべ

合計で判定される。それぞれの分野で 3 時

く、ポリ市内にある Vähärauman koulu（バ

間、2 日間かけて試験が行われる。Länsi-

ハラウマ職業訓練校）で建築を教えるカ

Porin lukio（ポリ西高校）でも授業カリキュ

リ・ルーヒラフティ先生と出会い、同校を

ラムの中で対策は施されていた。長時間の

訪問した。ここでは、授業の中で高校生が

試験に耐えうる集中力という点は、生徒は

実践的に建築に携わることもある。希望生
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徒を対象に途上国に引率派遣し、老朽化の

見出せない状況も発生する。しかし 1969

進んだ学校の再建築と塗装のボランティ

年、経済審議会答申『日本の情報化社会』

ア体験が、そのまま単位取得に直結する。

では、次のように述べられている。

参加生徒の中には、卒業後兵役のための海
外赴任を控えている者もおり、学校で学ん

創造性の発揮のためには、記憶力が良

だ建築技術の実践に加え、英語習得の必要

く、事務的に優れた人間よりも、問題の本

性にも直面することとなり、それは学習意

質を的確に把握し、常に問題を提起し、新

欲の一層の向上に繋がっている。

たな分析を加え、新案を創出していけるよ
うな開発型人間が求められる。

1.4 日本の教育現場におけるキャリア教
育導入

日本の社会が一体となって学生の前向
きな進路設定に柔軟な受け皿を構築し、現

上記で述べたように、フィンランドの生

場のキャリア教育を発展させることは、若

徒には、義務教育後の柔軟な進路決定が開

者の主体的社会参加につながる、極めて真

けている。15 歳以降の学生にとっては、普

剣に取り組むべき課題である。

通科高校か職業訓練校の選択をしたとし

出典：経済審議会答申『日本の情報化社会』

ても、自身の将来を限定的に考える必要が
ない。そうした社会的環境が、むしろ早期

1.5 研修校のキャリア教育実践

から自分の将来について考える自主性を

教師が答えを教えるとか、情報を伝達す

養う一助となっている。また、一度決めた

るという教育ではなく、学生が自ら、個人

進学先も、単位互換や編入の自由度の高

的にあるいは協同して知識や技能を構成

さ、学歴格差というコンプレックスを生ま

していくという活動的・積極的な学習を原

ない価値観が、さらに主体的なキャリア実

点に置き、そのような学習を支援すること

現を後押ししているように感じた。一方、

を、フィンランドでは教育ととらえてい

文部科学省のホームページによると、日本

る。学歴・学力という言葉に寄らない、い

の高校進学は、平成 25 年 5 月時点で、

わば子供の自立を目指す教育である。落ち

72.4％が普通高校で、職業学科（専門高校）

こぼれという意識を子ども達から極力な

への進学は 19.1％に留まっている。大学進

くして、専門的職業を身につけさせ、誰も

学を目標とした日本の高校の多くがそう

が社会に認められるような道筋をつけて

であるように、16～17 歳の時点で生徒は文

いる。それゆえ、生徒自身が将来何をした

理選択をする。科目選択は、受験科目や学

いのかを主体的に考えるようになる。その

部学科を大きく決定し、現役で大学に入学

場面は英語の授業を含め、現地校の学校生

することを考えると変更がしにくい。塾や

活の随所に存在した。最たる例はプレゼン

予備校の台頭により、受験生を対象とした

テーションだ。

学校授業も、受験対策のみに焦点を充てて

Länsi-Porin lukio（ポリ西高校）の高校一

しまう傾向にあり、生徒自らが学ぶ意味を

年生を対象にした英語科では、プレゼンテ
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ーション活動を必修で行う。発表テーマは

うな手段で、どれほどの期間と努力をすべ

「将来興味のあることについて」である。

きか明確に語ることができる点にある。私

フィンランドの公立高校の授業は、1 コマ

はプレゼンテーションの準備期間に、対象

80 分間であり日本の 50 分授業より 30 分

生徒が放課後の市営図書館を利用して、情

長い。私は二ヶ月をかけて、3 クラスのプ

報収集に没頭している光景を目にした。知

レゼンテーションの授業を聴講した。学生

識を得、クラスメイトと情報を共有し深め

の気質は総じておとなしいが、小学校三年

合うコンピテンス・ベースの教育は、有意

生からすでに始まっている英語教育によ

義な活動であると思う。定期試験はある

って、話す力は充分に備わっている。言う

が、それで将来を描くのではない。生徒の

までもなく英語を使用する苦労よりも、自

授業参加の原動力は、試験対策の為ではな

分のキャリアを考えることに、生徒はより

く、専ら各々の知的好奇心にある。どのよ

頭を悩ませるのである。人前で発表できる

うな職種で何をしたいのか、自ら課題を探

ようになるため、各生徒が発表をする課ま

して日数をかけて追求し、そしてそれらを

でに 2 時間、導入の授業を設ける。まず「理

口頭で表現することで、自身の興味はどこ

想的なプレゼンテーションについて」と題

に向いているのか気づきに至る。そのよう

した大学の講義動画を視聴する。その後、

な授業展開を現場の教員は日々行ってい

その内容をグループで話し合いながら、要

た。

約してクラス間で共有する。学生は４人掛
けの机及び椅子に座っており、各教室の人

２．非母語による第二言語教授法の習得

数は平均で 20 人ほどである。生徒は議論

2.1 言語使用場面との社会の密接な関わり

の末、最適なプレゼンテーションのために

Länsi-Porin lukio（ポリ西高校）を拠点に

気をつけるべき点を、①紙から目を離して

した研修中、私は文化紹介の体験以外に、

話すこと、②身振り手振りを用いて、姿勢

英語教育の視察・研究を行った。約半年の

や立ち位置に留意すること、③重要点はど

研修中に、のべ 100 時間程度視察した。高

こなのか、声の強弱やプレゼン内容の構成

校英語 ENA の授業は、80 分間の中で、small

にメリハリをつけること、の 3 つにまとめ

talk、listening、reading (dictation)、そして

た。そして１週間後の発表のため、家庭学

discussion と小気味良く展開していく。

習課題として、内容を考えてきた。ある生

フィンランドの生徒は英語での会話が非

徒は医者になる夢を語り、そのために理数

常に流暢である。実際に小学校・中学校・高

科目の成績を上げなければならないこと、

校の英語の授業を視察して、会話を非常に

医大生生活中はどのように生計を立てる

重視している授業を展開していると感じ

のかということを細かく語った。またある

た。また、以下の三点もフィンランドの英語

生徒は軍隊に志願するために受ける試験

力の向上の高さを支える要因と言える。

の内容について語った。学生に共通するこ

(１）ニュースやドキュメンタリーといっ

とは、各々の夢を実現するためにはどのよ

たテレビ放送では、外国語がすべて
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字幕放送であり、子供の時から自然

の顔色反応を見てランダムに英問英答を

に英語を聞く機会が多いため

促す場面も多く設けられた。何か言いたそ

(２）インターネット、漫画、オンライン

うな生徒を見つけるのが実にうまい。言い

ゲームによって英語を読んだり書

換えると、生徒みなが何かを考える積極的

いたり、場合によっては話したりす

思考が達成されているということだ。グル

る機会に恵まれているため

ープ・ペアワークというのもまた有効な活

(３）フィンランド語の文構造が英語に近
いため

動である。相互信頼のあるクラスメイト
と、限りある時間の中でどれだけ英語を駆

英語を外国語として学ぶ国民として、英

使したか、その達成度を重視している。研

語は海外人とコミュニケーションをとる

修校では、高校 3 年生のディスカッション

手段であり、フィンランド人は海外の文化

は社会事象の深みにまで及び、文化・教育・

を享受したいという気持ちが本当に強い。

社会保障について英語による集団討論を

日本文化の受容を例にとっても、学生が漫

した。以下の資料は高校 3 年生の英語スピ

画を読むという行為は日本の学生と何も

ーキングの問題文である。2 人の生徒は向

変わらない。一つ決定的に違うのはそれを

かい合って座り、学生の一人が、この英文

英語で読むということだ。彼等にとって英

を黙読した後、もう一人の生徒に向かって

語はいわばマスターキーのようなもので、

音読をする。音読を聞いた生徒は、その内

あれば世界が広がり、あった方が良いと考

容について簡単な意見を述べることから、

えている。

20 分間の討論が始まる。一連の様子を、教

その言語運用に対する意欲が、私が終始

師はカメラで動画撮影する。評価は 20 分

驚かされることとなる、クラスの積極的な

以上淀みなく英語で会話を維持できるか

発言態度を裏付けている。授業中に手を挙

と、その内容は問題文に沿った、あるいは

げて（あるいは手を挙げることなく自由

その内容に則したものであるかを、10 段階

に）発言する生徒は、年齢が上がっても限

評価で採点する。

定されない。一方で、研修校の先生が生徒
高校 3 年生 英語 スピーキングのテスト実践例
STUDENT A
Study the text and read it aloud to your partner. She/he will then comment on your text
briefly. Then listen to your partner’s text carefully and comment on it by answering the
questions.
STUDENT B
Study the text and read it aloud to your partner. First she/he will read a text to you. Listen
to it carefully and comment on it by answering the questions.
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THIN APPEAL
Only a fraction of women can hope to achieve the bodies shown in most advertising.
Some expert fear that images of size-zero models spark dissatisfaction in women which
can have signify consequences, including poor self-perception, depression and eating
disorders.
“Thin models have a negative effect on women’s self esteem, which actually
reduces the effectiveness of the advertising message,” says Miranda Johnson, of the
Health Psychology Research Group.
“Compared with ultra-thin models, those with a fuller body size are considered to
be more credible, more reliable, and more knowledgeable than their slimmer peers by
all women, whatever their profession, age or personal weight issues, ”she said.
QUESTIONS FOR THE LISTENER
・Why in your opinion should the models in advertisements look more like the average
person?
・Do you think that advertisemens can affect us negatively? How?
先生の役割は、グループワークもペアワークも、生徒の発言に耳をすまし、促すことに尽
きる。負荷をかけないかわりに、課題に真剣に取り組ませること、生徒が主体の言語活動
の原点はここにある。それを成功させる為には、教師と生徒の信頼関係が構築されている
ことが大前提にある。

写真３：スピーキングテストの様子
2.2 進んだ ICT 環境

写真４：高校英語のグループ討論の風景
授業では、無線のヘッドフォンが全生徒分

フィンランドの学校では各教室に、パソ

用意されており、各々リスニングの学習を

コン・プロジェクター・テレビ・DVD など

進めることが主流であった。また公立の学

の機器が完備されている。研修校の英語の

校でも、電子黒板やタブレットが導入され
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ており、動画やホームページを活用した

タブレット端末を取り出し、教員から示さ

り、生徒自身のプレゼンテーションの補助

れた pin code を打ち込み、ニックネーム

教材として積極的に利用したりしている。

を用いてクイズに参加する。電子黒板上に

インターネット参加型の教育実

は生徒のニックネームが表示され、定員に

践 と し て 、 kahoot!（ ホ ー ム ペ ー ジ

達した後、4 択問題のゲームがスタートす

https://kahoot.it/#/）を挙げる。Kahoot!

る。生徒の携帯電話やタブレット端末は、

は2013 年に設立されたクイズアプリである。

このクイズに解答するためのいわば解答

kahoot! やその他 socrative( ホームページ

リモコンで、仲間としゃべりながら終始和

http://www.socrative.com)のような教員向け

やかに解答していく。問題の正答率及びラ

アプリは、誰でも無料でアカウントを取得

ンキングはエクセル形式で保存が可能で、

することができ、自由に問題を作成するこ

教員は生徒が何を間違え、どこの理解度が

とができる。

高いのかを相対的に把握することが可能

まず教員は kahoot!のページにアクセス

である。もちろん生徒が授業中に、自分自

し、事前に 4 択問題を作成する。私が見学

身のモバイルを使う格好をとってしまう

した英語の授業では、出題の内容は前回授

ことは、授業進行の妨げになりうる側面を

業で学習した単語の意味テストだった。次

併せ持つ。それは現場の教員たちも十分承

に、授業中にワンタイムで提供される pin

知している様子ではあるが、総じて授業中

code を取得する。生徒は自分の携帯電話や

の携帯電話のモラルは良い。

写真５：スクリーンを使って kahoot!を
行う授業

写真７：リスニング問題を学習する授業
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一方、フィンランドの教室にも黒板があ

信できることだ。授業の欠席を事前に伝え

るが、板書するには教員がほとんどない。

れば、教科担当はその日の課題や次回に準

そのかわり OHP を利用してスクリーンに

備すべき予習内容を送信して伝えること

板書内容を投影し生徒にノートを取らせ

ができる。また、教科担当が体調不良等で

ているのである。生徒全員分のプリントを

休みにある場合、総合高校では授業の振替

作成する手間が、OHP で示す紙一枚に省く

は行われず、休校となってしまう。その際

ことができることもあり、合理的である。

の連絡や家庭学習課題も全生徒が即時に

その上、OHP を用いた学習内容支持、宿題

共有することができる。生徒は、各々が作

の解説にも応用している。英語の授業の予

成する課題として、授業のプレゼンテーシ

習は、本文の先読みに加え、英文のフィン

ョンに活用する電子データを送信するこ

ランド語訳、内容要約した英語があり、手

とが宿題になることもある。自分の資料を

作業で埋める割合が高い。教員はそれを授

他のクラスメイトにも配布したい場合は、

業中に全て答え合わせするのだが、それを

授業の前日までにWilma を通して連絡をし

いちいち板書する手間を短縮するために

て、教員が書類を印刷作成して授業中に配

も、OHP は役に立つのである。一方、生徒

布することが可能だ。

の大半は驚く程高い予習率を達成する。そ

家庭との連携にも Wilma は一役買うこ

れゆえ、答え合わせに極めて短時間で黙々

とになる。研修中、英語の初回授業から計

と取り組み、その後残された授業の大半の

3 回欠席した生徒が、4 回目以降に受講を

時間を、音声中心の言語活動に充てること

やめてしまったことがあった。教科担当の

ができるのである。

先生は、Wilma でその日までの経緯につい
て本人・保護者の両連絡先と、スクールカ

2.3 家庭と教科担当の連携

ウンセラーにメール送信する。その晩に生

ポリの教育自治体は、Wilma(ホームペー

徒本人は家族と話し合いをするよう指導

ジ http://www.cedunet.fi)という教員用の情

される。しかし、単位を取る為にこの授業

報処理サイトを共有している。全教職員は

を続けるかどうかは本人次第で、その対応

OWA(Office Web Access)のアカウントを取

はスクールカウンセラーに引き継ぐ。

得し、教員同士の連絡は個々人でも、一定

翌日、教科担当の先生は生徒の中学時代

のグループでも取り合うことが出来る。こ

の先生とコンタクトをとった。繋がるまで

れは他の私的なソーシャルネットワーク

何度も中学校に電話を入れる教員の手間

サービスとは一線を画し、もっぱら業務用

を、Wilma のネットワークシステムは省い

として機能している。生徒の顔写真を含む

てくれる。当該生徒は、普段はおとなしく

個人情報や、毎授業の出欠確認も同システ

成績も優秀だが、突然何かが彼の学習意欲

ム内で管理するので、セキュリティは厳重

を停止させてしまうことが中学時代にも

である。そしてこのシステムの利点は、保

あったという。
「辛抱強いご指導をお願い

護者や生徒も教科担当教員にメールを送

します」という添え書きもあった。
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翌日の授業に参加した生徒を、授業後
教室に残して二者面談に移る。本人の発

れ、A1, B1 は必修である。A と B は学習
内容の違いで、A の方が、難易度が高い。

言の要旨は、隣に座る友達と同レベルの

必修言語は 9 歳(Grade 3)から始まり、例

英語力がないことを申し訳なく思い、そ

えば英語、フランス語、ドイツ語、または

の友達を失いたくないという。対して現

ロシア語の外国語がそれに当たるが、生

場の教師は、
No students are enemies of mine.

徒の大半が英語を選択する。また、12 歳

の言葉通り、授業に来るからには誠実に

(Grade 6)になるまでに選択教科として

対応する旨を真摯に伝えた。教科担当が

A2 レベルの言語を学習することができ

熱心に声をかけたことが、学習意欲の維

る。13 歳(Grade 7)になると、二度目の必

持に奏功した。もちろん、事後報告は即刻

修言語 B1 を学ばなければならない。そこ

スクールカウンセラーに伝えた。担任に

で多くの学生はスウェーデン語を選択す

よるホームルームも、個別の進路指導も

る。こうして 15 歳(Grade 9)を終えるまで

ないこの学校環境でも、人対人の生徒指

に、3 つの言語の学習を終える。

導は細やかに行き届いている。

根気をもって取り組まれた言語教育制
度と、早期英語教育への長期的な国家投資

2.4 フィンランドの言語教育の総括

のおかげで、教材が充実し、家庭との連携

1922 年以来、フィンランドはフィンラン

を深めたネットワークが充実し、フィンラ

ド語とスウェーデン語による、バイリンガ

ンドの英語教育は成功した。また、授業中

ルな国であった。フィンランド統計局

居眠りする生徒は皆無であった。淡々と説

（2010）によると、5.3 万人の市民のうち、

明し、作業や課題をやらせていく授業であ

90.7％がフィンランド語を、5.4％がスウ

っても、生徒は自ら積極的に質問しつつ、

ェーデンを第一言語として用いる。

集中して臨んでいる。勉強は自分のために

フィンランド人は、その長い言語教育の

しているのだという当然なことを、生徒自

歴史の上に、第一言語以外の言語を勉強す

身がしっかり理解しているように見えた。

ることを当たり前のこととして受け入れ
ることができる。また、欧州連合(EU)が提

2.5 日本の英語教育早期化への展望

唱する言語政策にも、その理由は起因して

フィンランドでは、反復演習を苦に感じ

いる。すなわち EU 市民は、少なくとも 3 つ

ない成長段階で、純粋に多言語を吸収する

の言語を話すことを学ぶ必要がある、とい

土壌が整っている。日本と同様の、9 年間

う提言である。3 つの言語とは、母語に加

の義務教育を施行しているが、小中高大の

えた 2 つの外国語のことであり、フィンラ

正順となる三角形構造の学習意識のもと、

ンドの教育システムは、その提言に則った

落ちこぼれを出さず英語教育の成功を収

形で構成されているのである。

めている。日本でも英語教育の早期化は浸

総合制学校の生徒の言語選択による

透しつつあるが、大学受験の出口教育の時

と、言語選択は A1, A2, B1, B2 と大別さ

期には、点数を取る｢科目｣としての意識が
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根強く、音声中心の言語活動は実現が難し

従来の文法訳読式からの脱却には、発話

い。これまで以上に小中高の連携を重視し

や表現の言語活動を常に研究し、授業で試

ていかねば、大学を頂点とする大高中小の

行錯誤をしていかなければならない。そし

逆順となる逆三角形構造から山積する問

て、小学校の教員においては、ALT を有効

題は解決されず、言語教育に発展の可能性

に活用しつつ、自らが英語を話す姿勢を児

が潰えてしまう。

童の前で示す時間を多く取りたい。流暢な

現在、全国の公立小学校では「総合的な

発音でなくとも、恐れずに言葉にすること

学 習 の 時 間 」 (The period of Integrated

は、自身の指導力向上にもつながろう。ま

Subjects) を活用する中で、
初等英語教育が

た、コンピュータ技術の革新により、学校

開始されている。新学習指導要領の下に、

現場の指導法も多様化している。裏に孕む

小学校の英語教育が 2008 年度より必修化

危険性に留意しつつも、教材に取り入れて

され、2011 年度より小学校五年から週 1 時

いく動きを加速させることも、今後必要に

間の施行になった。2020 年度を目標に、小

なろう。

学校三年生からの英語授業が実現できる

英語という言語の出会いは数多くある

よう、学習指導要領は改定に乗り出してい

言語のうちの選択肢の一つである、という

る。国家の教育改革に先立ち、現場の教員

意識も生徒にもたせたい。そのためには世

はいかなる準備をして行くべきだろうか。

界の多くの言語や文化に触れる指導場面

英語科の中高教員は、小学校で達成しう

を作り、受験のために「唯一」必要な外国

る英語力を把握し、それに応じて授業改善

語、という概念を取り払う目標を念頭に置

を試みて行く必要があろう。また、中学校

きたい。それをより深く実現させるために

と高等学校はこれまで以上の連携を重視

は、日本という国が、他国に向けて開かれ

していかなければならない。平成 20 年 1

た国でなければならない。具体的には、メ

月の中央教育審議会答申において、外国語

ディアが多言語を紹介し、日本社会が多言

の学習指導要領の改定への基本方針が以

語の受け入れを整えることだ。その動きを

下のように示されている。

敏感に注視ながら、第二言語教授法を突き

外国語科については、その課題を踏ま

詰めてゆく担い手は、私を含め現場教員で

え、
「聞くこと」や「読むこと」を通じて得

あり、グローバル化の潮流に乗りながら、

た知識等について、自らの体験や考えな

人とのつながりを大切に生きる者たちで

どと結び付けながら活用し、
「話すこと」

ある。

や「書くこと」を通じて発信することが可
能となるよう、中学校・高等学校を通じて、
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