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１．はじめに

今日の世界において英語は国際語と

して重要な役割を果たしている。英語は

国際的な場で幅広く用いられるコミュ

ニケーションの手段となっただけでな

く、世界的に普及することによって多

様性が生まれた(World Englishes：世

界の英語)(McKay,2002)。それに伴い、そ

の機能は母語話者(以下、NS = native 

speakerとする)にのみ使用される母語

から、非母語話者(以下、NNS = non-

native speakerとする)によっても共

通言語として使用される「国際語とし

ての英語(以下、EIL = English as an 

international languageとする)」にす

でに移行しつつある。このように言語を

変化しつつある社会・文化との関わり

によって捉えることにより、英語という

言語の持つ概念を再考する必要性が高

まってきた。同時に、EILという視点は、

応用言語学やTESOL(Teaching English 

to Speakers of Other Languages: 英

語教授法)の分野で大きな関心を呼び

(Matsuda,20�2)、アメリカ英語やイギ

リス英語を学校教育での標準英語とし

て選択してきた従来の英語教育に発想

の転換を迫っているのである。しかしな

がら、実際の英語教育においてはNSの

英語が目指すべきものとして捉えられ、

EILを扱う教授を取り入れる改革が未だ

進んでいないことが示唆される。

本稿では第一にEILの概念を明らかに

し、英語教育におけるパラダイムシフト

の必要性を述べる。そして、EILを教え

るという視点から日本での先行研究を

概観し、筆者が研修先で実施した研究結

果を基に、EILの視点を取り入れた授業

実践へ転換するための提案をしたい。

２．EIL(国際語としての英語)とは

EIL(国際語としての英語)は、ある特定

の英語(アメリカ英語、イギリス英語な

ど)を指すのではない。英語は世界に広

がっていく中でそれぞれの地域で土着

化(nativization)、地域化(localization)

し、多様な変種を持つこととなった(イ

ンド英語、シンガポール英語など)。す

なわち、EILの定義の中では「英語」

は、ある特定の国や文化に属する単一

言語ではなく、国際間、異文化間におけ

るコミュニケーションの場で使われる

多様性を持った言語を意味している

(Sharifian,2009)。そのためEILの研究者

(Jenkins, Matsuda, McKay, Sharifian

など)は、英語がNNS間の共通語として

機能する場においては、NSのような
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流暢さや正確さよりも互いに英語でど

れだけ理解できるか、また通じるかとい

う点が重視されるべきだ、という主張を

している�）2)。

３．英語はなぜ「国際語」となったか

McKay(2002)によると、ある一つの言語

が「国際語」として機能するのに必要な

ことは、異なった言語を持つ人々により

幅広いコミュニケーションの手段とし

て用いられることだという。この意味に

おいて、現在英語は様々な目的のために

世界規模で最も多く用いられている言

語であり、「国際語」として捉えられてい

る。さらにCrystal(2003) は、言語が「国

際語」となる基盤にはその言語を話す

人々の政治的な権力、軍事力、経済力、文

化的な影響力があると主張している。

英語が世界的に普及した要因には、地

理的、歴史的、社会文化的な影響がある 

(Crystal,2003)。たとえば、�7、�8世紀

にはイギリスの植民地政策と帝国主義

政策が影響している。また、産業革命が起

こったのもイギリスであった。�9、20世

紀はアメリカが経済大国として力を増

し、“the language behind the US dollar 

was English”「米ドルの陰には英語とい

う言語がある」(Ibid.:�0)と言われるほ

どだった。また、科学技術の革新により

英語が使用される機会が増え、社会に影

響を与える産業分野において世界中で

用いられる言語となった。今日では、国

際機関、映画や音楽、インターネット、旅

行、出版、教育などの分野において、英語

は様々な場面で用いられている(McKay, 

2002; Crystal,2003)。また、ASEAN(東南

アジア諸国連合)、ヨーロッパ審議会(the 

Council of Europe)などに代表されるよ

うに、85パーセントを超える国際機関

での公用語となっている(McKay,2002)。

すなわち、英語は様々な分野で実質的に

国境を超えて幅広く用いられる言語と

なっており、現在の「国際語」としての

地位を得たのである(Matsuda,20�2)。

世界規模での英語使用者の正確な数を

算出するのは難しいが、Crystal(2003) 

によるとNNSは��億から�8億人、NSは

3.2億から3.8億人と推定される。この

ようにNNSにより多くの場面で使用さ

れているという状況で、英語は「母語

や文化が異なる人々の間で意思伝達手

段として使われる共通言語」となった

(Firth,�996:240)。この意味で、EILや

ELF(English as a lingua franca：リン

ガ・フランカ3)としての英語)の考え方

は国際的なコミュニケーションの場で

の「明瞭性」(intelligibility)という

点に焦点を当てており、その研究分野

は音声学(Jenkins,2000など)、語彙文法

(Seidlhofer, 2004など)に渡っている。

しかしながら、EILという考え方には

反論があることも無視できない。例えば、

１)  ｢ 国際語としての英語」は様々な学者によって定義されている。たとえば、Friedrich and 
Matsuda(20�0) は「国際的な環境で英語が果たす機能」として定義し、Sharifian(2009) は「理
論的枠組み」としている。

２)  Seidlhofer(2003) は「国際語としての英語」と互換性のある語として以下のものを提案し
ている。「リンガ・フランカとしての英語」(e.g.Jenkins,2003);「グローバル語としての英語」
(e.g.Crystal,2003)。

３) lingua franca: 異なる母語を使う人たちの間で意思伝達手段として使われる共通言語
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Seargeant(2009)は、英語がすでに世界規

模で普及している故に国際語としての認

められる、という構造的流れを問題視し

ている。また、Kubota and McKay(2009)

は、国際的なコミュニケーションの場で

は英語以外の言語を使う場が多くある、

と指摘する。それでもなお、英語が現在の

グローバル化した世界の中で様々な目的

のために使用され、その結果、通用性の高

い言語として重要視されているというこ

とを否定することはできない。

４．�World�Englishes�( 世界の英語 )と

いう視点から EILを教える

上述したポストモダンの時期に起こっ

た世界規模での英語の広がりは、植民地

支配や移民により、大規模な言語習得

と結びつき (McKay,2002)、もともと英

語を母国語としていた国々とは異なっ

た文化や国の人々の間で用いられ、多

様性を生み出した。すなわち、World 

Englishes( 世界の英語 )として知られ

るような様々な英語の種類を生み出した

のである (Kachru,�992)。

これについて、Kachru(�992) は World 

Englishes を Three Concentric 

Circle( ３つの円 )というモデルを用い

て説明した。右の３つの円は英語の広

がり、習得のパターン、様々な文化に

おける英語の機能を表している (資料

１)。Inner Circle( 内円 ) に属するの

は、アメリカ、イギリス、カナダなど英

語が母国語として機能している地域であ

る。Outer Circle( 外円 )はシンガポー

ルやインドなど英語が母語ではないが、

公用語・準公用語として用いられている

地域を示している。また、Expanding 

Circle( 拡大円 )は英語が外国語として

学校などで学ばれている中国、日本、韓

国などの地域を指している。

資料１：�Kachru's�Three�Concentric�

　　　　Circle�(1992)

World Englishesという概念の中では、

英語はそれぞれの国や地域の歴史的、経

済的影響を受け、様々な特徴を持ってい

る。特に Kachru(�992) は、英語が英米

とは全く異なる新しい社会言語的、社

会文化的背景を持つ土地に移植される

と「土着化」により新しい基準が生まれ

る、と述べている。この意味において、

World Englishes という考え方は単一言

語的な見方ではなく、Outer Circleまた

Expanding Circle の言語文化を反映す

る複言語的また中立的見方を提案してい

る。EILを教え、学び、考えるにあたって、
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World Englishes と い う 観 点 が 強 調

さ れ て い る の は、Matsuda(2009) や 

Sharifian(2009) が述べるように、英語

の多様性に焦点を当てることにより、社

会言語的、文化的、認知言語学的アプロー

チから EILの捉え方に新しい視点が与え

られるためであると言えよう。

また、World Englishes という概念を

踏まえ、社会言語学的な視点から言語に

ついて考察すると、その「力と所有」(power 

and ownership)に対する捉え方も変化し

てくる(Widdowson,�994)。それは、これ

まで長い間なされてきた単一言語的な見

方、英語を母国語とする人々が英語を所

有し、唯一正しい基準を示しているとい

う考え方ではなく、英語を話す人々、す

なわち Outer Circle、Expanding Circle

に属する人々も多様な文化的アイデン

ティティーを持ったそれぞれの英語を所

有しているという考えである(Matsuda, 

2003)。それでもなお、実際に英語が使

用されている Outer Circle、Expanding 

Circle では、このような社会言語的な

現実を反映した平等性は未だ認められ

ていない。たとえば、Outer Circle で

は、英語が日常的に使用されているが 

(McKay,2002; Schmitz,20�2)、アメリカ英

語、イギリス英語の基準が優先され、自

分たちの話す英語は劣っているという

認識が根深くある(Bruthiaux,2003)。同

様に、Expanding Circleにおいては、ア

メリカ英語、イギリス英語が話者、教

育者、言語政策作成者の間で、唯一手

本になる英語として基準とされてい

る (McKenzie,2008)。この意味において 

Matsuda(20��:55)は、「英語という言語は、

現在のグローバル化した社会において

大きな矛盾を孕んだ言語である」と述べ、

その理由を「国際コミュニケーションで

の共通言語としてだけでなく、特定の地

域あるいは国で母語として用いられてい

るからだ」と指摘している。

さらには、World Englishes という視

点を英語教育で扱う際に、一体どの英

語を教えたら良いのか、という議論が

あることも否定できない。それは特に、

Quirk (�990) と Kachru(�99�) の議論に

代表されるように、アングロアメリカ

ンモデルが標準英語とみなされるべき

か、それともそれぞれの地域で使われ

ている英語が正当なものとしてみなさ

れるべきか、という問題になってくる。 

Kachru(Ibid.) が述べるようにその問

いに対する答えを容易に出すことはで

きないだろう。しかし、Outer Circle、

Expanding Circle での言語習得、英語

の果たす機能は Inner Circle の国々と

は異なっていることは否定できない。

５．�英語教育におけるパラダイムシフト

の必要性

上述したように EIL という概念は、

イギリス英語やアメリカ英語を唯一の

標準英語とする第二言語習得分野に疑

問を投げかけることとなった。実際、

英語教育や学習においては、NS のよう

な言語能力を目指すべきであるという

考えが根深く、社会言語学者らにより

パラダイムシフトの必要性が指摘され

ている (Widdowson,�997; McKay,2002; 

Matsuda,2009; Leichsenring et al., 

20�5など)。さらにMcKay(2002:�)が「英

語を国際語として教え、学習すること

は、他の第二言語また外国語とは全く
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異なった認識に基づいていなければな

らない」と述べるように、教育者、学習

者、言語政策を作成する側に、より多元

論的に英語という言語を捉える意識改革

が必要なのである。

E I Lを教えるアプローチとして

McKay(2002:�26-�28参照のこと)は、

｢相互理解(intelligibility)｣、｢語用

論的方略(pragmatic strategies)4）｣、

｢修辞法(rhetorical variations)5）｣

を中心とするよう提案している。また

Jenkins(2000)の提唱する「共通語とし

てのコア」(Lingua Franca Core)はthな

どの発音[ð][θ]は、英語での相互理解に

支障をきたすものではないとの研究結果

を示している。これらのアプローチにお

いて強調されていることは、英語学習者

が英語の多様性を認め、場に応じた英語

の使い方を理解していくことである。そ

れでもやはり、これらの研究者による提

案は抽象的であり、それぞれの教育現場

での実際の英語使用に沿った教育方針と

教育者によるEILに対する理解とが求めら

れている。Matsuda(2009)も述べるように

シフトは教育者の認識を変えることなし

に起こり得ない。実際に様々な研究にお

いて言語プログラムを成功させる鍵とな

るのは教育者であるという結果が示され

ているように(Leichsenring et al.,20�5

など)、EILを授業で扱うにあたっては、

教育者の意識を変えていくような変革も

含めて考えていく必要がある。

６．EIL研究から授業実践へ

6.1 日本における英語教育

前 述 し た Kachru(�992) の World 

Englishes のモデルによると日本では

英語は外国語として教えられており、

Expanding Circle に分類される。2020

年 4月から英語教育が小学 3年生より必

修化されたとはいえ、日本においては英

語を日常で使用する場面はほとんどな

く、日本人が英語を習得するのになんら

切迫感はない。従って、Yashima(2004)

などが日本の中高生を対象に行った英語

学習の動機に対する研究結果は二つの異

なった方向性を示し、一つは「大学入試

や学校での試験で良い結果を出したい」

という動機、また一方は「将来英語でコ

ミュニケーションを図れるようになりた

い」というものであった。これらの英語

学習者が将来どのような場面で英語を使

用するかについて考えると、たとえば旅

行、海外の大学での英語、ビジネスな

どであり、そこでは英語がコミュニケー

ションの手段として用いられることが考

えられる。それゆえ、そのような場面で

英語でのコミュニケーションを円滑に進

めるには、NSのような発音をすること

ではなく、自分の考えや意図を伝えるこ

とであると認識される。

それでもなお、日本における英語教育

について考えると、Inner Circle の英

語が歴史的に選択されてきた (Matsuda, 

20�2)。たとえば、第二次世界大戦以

前にはイギリス英語が、大戦後のアメ

リカ GHQ よる支配後はアメリカ英語が

４)  社会的・文化的ルールに従って言語を使用する能力
５)  言語を効果的に使用・記述する技術
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授業での手本になるものとされてきた

(Yoshikawa,2005; McKenzie,2008)。その

理由として Kubota(2002) は、日本では

他国とのコミュニケーションは主に西洋

やアメリカとの間で軍事、経済面におい

て行われてきたため、アメリカ英語、イ

ギリス英語を規準とするのは当然だとい

う仮定があったためだ、としている。ま

た、映画や音楽などの娯楽やインター

ネットでのコミュニケーションが日本

に輸入された結果、アメリカ英語が日

本での支配的な英語となり (Marlina & 

Giri,20�4)、いわゆる「ネイティブ・ス

ピーカー信仰」(Yano,2009) と言われる

ような現象を日本に作り出してきた。

しかしながら、前述したように NNSの

数が NSの数を上回っていることを考え

ると、日本での英語学習者の将来におけ

る英語使用は、国際的な場面において

NSとだけでなく、NNSとの間で起こると

考えられる。このような国際的、複言語

的場面においては、言語使用者の言語的、

文化的背景にも多様性があると推定され

る(Matsuda,20�2)。この意味で、英語学

習者を将来の国際的な場面でのコミュニ

ケーションの場面に備えさせるには、英

語の多様性を認識させる必要がある。

6.2 日本における先行研究

次に、これまで日本で行われてきた

EILという視点からの研究に目を向けた

い。Suzuki(20��)や Leichsenringら(20�5)

の研究によると、授業で EIL や World 

Englishesを扱うことにより、NSの話す

英語以外の多様な英語に対して学習者

の意識がポジティブに変化した。それ

だけでなく、学習者が自分の話す英語に

自信を持つようになり、英語でのコミュ

ニケーションに対する積極性が生まれた

という。他方で、英語の多様性について

認知した後も NSの英語を到達目標とし

て考えている学習者の意識も明らかにな

り、日本における「ネイティブ・スピー

カー信仰」が示された。その原因とし

て挙げられたのは、中学・高校での英

語学習体験、アメリカ英語・イギリス

英語偏重のイデオロギー (Suzuki,20��; 

Leichsenring,et al.,20�5) である。同

様に Matsuda(2009) による教員養成に携

わる教育者を対象とした研究でも、EIL

はあくまでアメリカ英語・イギリス英語

の補助としてみなされており、中学・高

校での英語教育ではアメリカ英語・イギ

リス英語を標準とすべきだという考えが

教育者の間に広く認識されていることが

示された。

また、Sasaki(2004, 引用 Yoshikawa, 

2005) は高校の英語教員を対象に英語の

多様性に対する意識調査をした。その結

果、80パーセントの教師が多様性につ

いて触れるべきだと考えていることが示

された。しかし、実際の教育現場では多

様性を扱っていたのはそのうち 7.8パー

セントの教師のみであったし、その内容

は Outer Circle や Expanding Circle で

用いられる英語ではなく、Inner Circle

での英語 (イギリス英語の方言など )を

少々扱う程度であった (Ibid.)。 従っ

て、教師の EILに対する認知と、授業実

践には隔たりがあることが示された。
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6.3  EILと英語教員の教育信念について

の研究

上述した研究結果から、現在行われている

イギリス英語、アメリカ英語中心の英語

教育と英語が母語の異なる人々の間での

共通語として使用されている現状、また

社会言語学者の EILを授業で扱うべきだ

という提案には大きな隔たりがあること

が示唆された。それでは、日本の中学、

高校の英語教育において「国際語として

の英語」を教える際、何が障害となるの

だろうか。本項ではその隔たりの要因を

解明すべく筆者 (Matsuura,20�6) が行っ

た研究について触れたい。

筆者の研究では、前述した「隔たり」

を解明することを目的にし、なぜ日本の

教育現場では EILや英語の多様性を認め

る視点の導入が遅れているのか、現状の

背景にある要因を探った。研究方法は小

規模の質的研究法を用い、半構造化質問

紙及び深層面接からデータ収集を行っ

た。また研究対象として、日本の都市部

の中学・高等学校から四人の教員を選び、

日本の英語教員が EILを教えるという視

点をどう捉えるべきかを教員の教育信念

と社会的なイデオロギーに照らし合わせ

て考察した。

6.4 研究結果と考察

前項の研究の結果、参加者である英語

教員は EILが果たす機能を認知し、現在

の英語教育が社会言語的現実を十分に

は反映していないことを認識している

ことが明らかになった。ところが一方

で、実際の授業においてはアメリカ英

語、イギリス英語が最も優先して扱うべ

きものだと捉えていることが示された。

また、アメリカ英語を最も支配的な教

育モデルとして推進している要因とし

て、日本の社会的傾向として指摘され

る歴史的なアメリカナイゼーションの

影響も示された。

 教員が EILの視点を授業に取り入れる

際の阻害要因となっているものは、試験

や教科書、生徒や学校、保護者らの期待

などの外的要因だけでなく、アメリカ英

語、イギリス英語中心の英語教育は学習

者が英語を使用する際に最も有利である

という教員の英語教育に対する信念と

いった内的要因であった。すなわち、NS

の英語が最も「適切」で「理解可能」で

あるため「通じやすい」という点で、学

習者が将来英語を使用する際に有利であ

るという信念であった(Matsuura,20�6)。

このような信念は、英語教育のカリ

キュラムと日本の社会に広く普及してい

るアメリカ英語信仰と結びつき、今まで

長く続いている英語教育の現状、すなわ

ちイギリス英語・アメリカ英語を唯一の

正しい英語として教え、学習させる形を

認め、より促進することにつながってい

る。しかしながら、英語学習者の現在、

また将来の英語使用においての利点を考

えてみると、このようなアプローチは適

切でないばかりでなく、学習者にとって

も利点がないと言えよう。その理由とし

て、NSの英語を標準とすることにより、

学習者は自分の話す英語が NSのようで

ないために劣等感を感じるようになる。

この意味において、NSの英語を授業の標

準とすることは、学習者の英語を学習に

対するモチベーションや自信を失わせ、

その結果英語をコミュニケーションの手

段として使う際に、英語を話すことに
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躊躇してしまうという状況を生み出す。

さらにその上、単一言語的アプローチは、

英語学習者に NSの話す英語以外の英語

(たとえば Outer Circle に属するイン

ド英語やシンガポール英語、Expanding 

Circle に属する日本人や中国人の話す

英語 )は不正確で欠陥があるというよう

な考えを植え付けてしまう。しかしなが

ら、グローバル化が急速に進みつつあ

る社会の中で、NNS の数が NS の数を上

回っている現状を考えると、学習者が将

来の英語を使用する相手は NNSになる可

能性は非常に高く、上述したような認識

を持ってしまうことは非常に問題があ

ると考えられる。この点において Honna 

(2008:3) は、「日本人のビジネスパーソ

ンの出会いの場では、アジア人の話す英

語に触れる機会が多い」と述べている。

上に述べたように、英語教員は NSの

話す英語を授業の標準に据えることは

学習者にとって利点があると認識して

いる一方で、高校の英語教員の多くは英

語の多様性を授業で扱うことは必要だ

と考えていることが示された。すなわ

ち、イギリス英語、アメリカ英語を中心

に据えた単一言語的なアプローチは、実

際世界に存在する多様な英語や、国際的

なコミュニケーションの場で非母語話

者が共通言語として英語を使用してい

るという社会言語的現実を十分には反

映していない、ということを英語教員が

認識しているということが示唆されて

いた。そのことを考慮すると、多くの

社会言語学者が英語教育に対して改善

を求めている現在の状況において、英

語教員も複雑な思いを抱えていると思

われる。英語教育のゴールを考えた時、

学習者が将来必要とする英語はどのよ

うな英語であるかという点に焦点を当

て、その需要と見合う必要性があるだろ

う。そのような認識に基づいて考えれ

ば、英語教員が英語教育に対する信念や

英語使用の場面に対する仮定をもう一度

見直すことができるような機会が必要で

ある。それと同時に、EILの認知を深め

られるような機会が提供されることも不

可欠なのではないだろうか。

この意味において、EIL の理論的枠組

みは十分に整い、社会言語的現実と一致

している一方で、実際の英語教育では

EILが扱われていない原因として、具体

的な教授法がまだ未熟であることが指摘

されるだろう。「教員の信念、授業実践、

カリキュラムの実行には深い繋がりがあ

る」(Blake,2002:39) ことから、英語教

員こそが現状に変化をもたらす重要な役

割を果たすと考えられる。そのため、授

業に EILの考えを取り入れるにあたって

は、教員に対する支援が不可欠である。

次に、EIL を授業で扱う際の障害とし

て考えられる外的要因について考察し

たい。まず、評価システムを変えるこ

とと教材の開発が必要不可欠であろう。

言うまでもなく、ただ単にカリキュラ

ムを変更するだけでは、英語を「国際

語」として教えることを十分に進める

ことはできないであろう。というのは、

日本社会に普及しているアメリカ英語

に対する強い信頼とネイティブ・スピー

カー信仰はまた教員の英語教授と信念

に影響を与えているからである。それ

ゆえ、英語教育に対する転換は政府ま

た社会的レベルでの介入を必要とする

だろう。日本における言語政策には、
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英語は「国際共通語として重要な役割

を果たしている」(MEXT,2002) ことが

明記され、「グローバル化の進展の中

で、国際共通語である英語力の向上は

日本の将来にとって極めて重要である」

(MEXT,20��)と記述されている。しかし、

EIL を授業で実践させるにはより積極的

で実行可能な改革が必要であろう。

7.��提案「国際語としての英語」の視点

を持った授業への転換のために

以上、考察してきた点を踏まえEILを

日本の中学・高校において教える際に必

要だと思われることを以下に提案したい。

１)  教科書は英語教授において重要な

役割を果たす (Lee,20�2) ことから、

英語の多様性を取り入れた教材の開

発の必要性がある。これらの教材

は Outer Circle, Expanding Circle 

における言語的また文化的要素を映

す必要がある。さらに、学習者の国

際的な場でのコミュニケーション能

力を高めるために、現在アメリカ英

語またはイギリス英語が中心とされ

ているリスニングの副教材も、NNS

による多様な英語でも録音される必

要があるだろう。

２)  教員研修の場も必要である。「国際

語としての英語」に対する様々な研

究結果から、社会言語的な学問知識

の必要性が示されている。教員が

現行の授業を振り返り、英語に対

する多元的な見方ができるように、

World Englishes に焦点を当てた研

修が求められる。

３)  人々の信念と行動、社会的な思考(ネ

イティブ・スピーカー信仰、アメリカ化)は

深く結びついている。これらの社会

的傾向は容易には変えることがで

きないが、英語教育がより複言語的

アプローチに転換をすることによ

り、教育者だけでなく、学習者の意

識も変わってくると思われる。その

結果、日本社会全体にパラダイムシ

フトを引き起こすような作用をす

るだろう。

8．おわりに

本稿を最初に執筆したのは 20�6 年で

あるが、4 年が経過した現在では 2020

年度に実施される大学入学共通テスト

「英語」でのリスニングの読み上げ音声

に、多様な話者による現代の標準的な

英語を使用する方針が銘記されている

（DNC,20�9)。大学入試に EILの視点が取

り入れられる今、教育者の役割が学習者

の将来の可能性を広げることにあるとす

れば、我々英語教員には、ますます学習

者の英語に対する見方を社会言語的現実

に即したものに開いていく責任がある。

そのことは、グローバル化が拡大しつつ

ある世界に生きる学習者にとって利益を

もたらすものであろう。

*  本文中にある英語による引用文献の翻

訳は筆者によります。

*  本稿は以下のタイトルの筆者が行った

研究の要約です。

Teaching English as an international language 
in a secondary school : a case study of 
Japanese English teachers' perceptions and 
beliefs.
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１．序論

2016 年７月の参議院議員選挙では、

初めて 18 歳以上の国政選挙への参加が

実現する。これに伴い、民法上の成人

年齢の引き下げも検討されている。こ

れらの政策の是非が問われ、十分な国

民的合意があるとはいえない状況で、

学校に対しては ｢ 政治教育 ｣ を進める

べきといった、これまでとは異なる公

民科教育が求められているといえる。

筆者はこれまで中学・高等学校の公民

科教員として、授業の中で一人一人の生

徒の主権者としての資質をどのように

高めうるかといった問題意識を持ち続

けてきた。従前から民主主義の存立自体

を脅かすほど、日本の投票率の低下は顕

著であったため、授業の重要な目的の一

つとして ｢主権者教育 ｣を据えてきた。

現行の中学校学習指導要領社会編の公

民的分野の第１の目標は「個人の尊厳と

人権の尊重の意義、特に自由・権利と責

任・義務の関係を広い視野から正しく認

識させ、民主主義に関する理解を深める

とともに国民主権を担う公民としての

必要な基礎的教養を培う。｣１）とある。

また、高等学校学習指導要領公民科の

目標には、「広い視野に立って、現代の

社会について主体的に考察させ、理解

を深めさせるとともに、人間としての

在り方生き方についての自覚を育て、

平和で民主的な国家・社会の有為な形

成者として必要な公民としての資質を

養う。｣２）と明記されている。しかし、

現実にはその学習指導要領に記載され

た教えるべき内容は非常に多いため、

筆者を含め多くの公民科教員が知識偏

重型の講義形式の授業スタイルが継続

されていると考えられる。

本稿では、日本の「公民科 ｣ と類

似した目的を持ちながら、その方法

や実践において大きく異なっている

イギリスの「シティズンシップ教育

（Citizenship Education）」および現

地での授業視察について紹介し、その

意義と課題について検討するととも

に、日本におけるシティズンシップ教

育の可能性についても言及することと

したい。

イギリスにおける
シティズンシップ教育の意義と課題

学習院女子中・高等科　教諭

八田 佐智子

１)  文部科学省（2014），92 頁。
２)  文部科学省（2015），5頁。
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２．シティズンシップ教育とは何か

２－１．シティズンシップとは何か

　シティズンシップには、「市民権」、

「市民性」、「公民権」、「市民のあり方」な

どの訳語が存在する。日本のシティズ

ンシップ教育の研究者の間でも、日本語

の中に相応しい言葉が見つからず、翻訳

の際に文脈から上記のいずれかを使い

分けているか、カタカナ表記で「シティ

ズンシップ」ないしは「シチズンシップ」

とそのまま用いている。つまり日本語に

はない概念であり、定義を明らかにしに

くいことがわかる。本稿では、1950年代

のイギリスの社会学者Ｔ.Ｈ.マーシャ

ルのシティズンシップの定義が多くの

研究者に引用されており、本稿で言及す

るシティズンシップの概念と近いので、

以下に紹介することとする。

マーシャルは、イギリスを中心とした

歴史分析に基づいて、シティズンシッ

プを市民的要素・政治的要素・社会的

要素の３種に分類した。さらに、それぞ

れの要素を構成する権利とその形成時

期として、｢市民的権利(civil rights)

は18世紀に、政治的権利(political 

rights)は19世紀に、社会的権利(social 

rights)は20世紀にふり当てることがで

きる｣３)と論じた。つまり、市民的権利は

人身・思想・言論・財産の自由などの自

由権を中心とした諸権利、政治的権利は

普通選挙の実現に向けて確立されてき

た参政権、そして、社会的権利は福祉国

家の実現によって受けることが可能と

なった教育や様々な公的サービスを具

体的内容とする社会権を中心とした諸

権利であると見ることができる４)。マー

シャルによれば、｢シティズンシップと

は、ある共同社会の完全な成員である

人々に与えられた地位身分(status)で

ある。この地位身分を持っているすべて

の人々は、その地位身分に付与された権

利と義務において平等である。｣５)した

がって、マーシャルのシティズンシップ

の定義に基づけば、シティズンシップ教

育とは、上記三種の権利を付与されてい

る社会の一員としての地位身分を理解

し、必要な義務を果たし、その地位身分

に相応しい責任ある市民を育てること

であると考えられる。

２－２．「クリック・レポート」

　マーシャルの思想を土壌にして、イギ

リスでシティズンシップ教育の導入が

叫ばれるようになったが、公教育におけ

るシティズンシップ教育の導入には長

い道のりがあり、2002年にようやくイ

ギリス６)の中学校で必修化された。以下

では、このイギリスでのシティズンシッ

プ教育の必修化に大きく貢献したバー

ナード・クリック（Bernard Crick）の

３) 
Marshall & Bottomore (1992), p.10（翻訳書，19 頁 ). なお、引用文は、翻訳書における

文章と異なる個所がある場合がある。
４)  Cf. Marshall & Bottomore (1992), p.8（訳書，15-16 頁を参照）.　
５)  Ibid., p.18（訳書，37 頁）.なお、本文中における引用文は、訳書における文章と異なる

個所がある場合がある。
６)  イギリスと便宜上記載したが、実際にはイングランドとウェールズでシティズンシップの

必修化が 2002 年にスタートした。スコットランド・北アイルランドでは、シティズンシッ

プ教育の必修化はやや遅れた。
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考えを｢クリック・レポート｣を中心に

紹介し、イギリスのシティズンシップ教

育の理念や方針について言及すること

とする。

　クリックは政治学者であり、1960年

代末からシティズンシップ教育の必要

性を提唱してきた。1997年、労働党のブ

レア政権成立後、教え子であった全盲

のデイヴィット・ブランケット教育・

雇用相の要請により、シティズンシップ

教育に関する諮問委員会の委員長に就

任した。この委員会による審議の結果と

して1998年に公表された委員会報告書

は、一般に｢クリック・レポート｣と呼ば

れ、シティズンシップ教育強化の指針と

なった７)。

　｢クリック・レポート｣は61頁８)にわ

たる報告書で、三部構成になっており、

第一部のイントロダクションは、クリッ

クのシティズンシップ教育への強い関

心と必修化に向けての熱意が見られる。

そこでは、シティズンシップの意義・

定義についても触れ、シティズンシップ

教育の必要性とねらいが明記されてい

る。シティズンシップの意義について

は、ギリシアの古代都市とローマ共和国

におけるシティズンシップの意義をも

言及し、さらには先述したマーシャルの

シティズンシップに包含される三種の

権利についても、この委員会で検討さ

れたことが明記されている。第二部はシ

ティズンシップ教育についての提言を

行っている。ここでは、義務教育課程の

中での必修科目とし、キーステージ（Key 

Stage,発達段階９))ごとの学習過程・到

達目標も設定しなければならないとあ

る。第三部は詳説とし、シティズンシッ

プ教育の具体的な到達目標や指導方法

についても提言している。つまり、｢ク

リック・レポート｣は、新教科としての

シティズンシップを実現するために、具

体的かつ包括的にまとめあげられてい

ることが分かる。以下では、｢クリック・

レポート｣の中でも実際の授業にかかわ

りの深い部分について以下に述べるこ

ととする。

　｢クリック・レポート｣では、「効果的

なシティズンシップ教育」として、（a）

社会的・道徳的責任、（b）共同体への参

加、（c）政治的リテラシーとしている。

具体的には、(a)社会的・道徳的責任と

は、「子どもたちが、権威ある者に対し

ておよびお互いに、幼少からの自信や社

会的・道徳的な責任ある態度を教室の

７) ｢クリック・レポート｣の成立とその影響については、バーナード・クリック，関口正司 監 

   訳（2011），291頁を参照した。
８)  付録（Appendix）を除く。
９)  イングランドでは11年間の義務教育があり、下記の４つのキーステージが設定されている。

5 ～ 7歳の子供はキーステージ１(Year1 ～ 2、2年間）、7 ～ 11歳の子供はキーステージ２

（Year3 ～ 6、4年間）、11 ～ 14歳の子供はキーステージ３(Year7 ～ 9、3年間) 、14 ～ 16歳

の子供はキーステージ４（Year10 ～ 11、2年間）と分類される。キーステージ１・２の生徒は

日本の小学校に相当するプライマリー・スクール（Primary School）で学び、キーステージ

３・４の生徒は日本の中学校に相当するセカンダリー・スクール（Secondary School）で学ぶ。

セカンダリー・スクールは５年間の教育課程なので、日本の中高一貫校に相当するとの指摘

もあるが、本稿ではセカンダリー・スクールのことを便宜上中学校と記す。
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内外で身に付けること｣10)、（b）共同体へ

の参加とは、「自分たちの社会における

生活や課題について学び、それらに有意

義な形で関われるようになること、社会

参加・社会奉仕活動を通じた学習を含

む｣11)、（c）政治的リテラシーは「児童・

生徒が知識・技能・価値観などを通じ

て、市民生活について、さらには自身が

市民生活において有用な存在となるた

めの手段を学ぶこと｣12)である。さらに、

10)  Qualification and Curriculum Authority (1998) , p.11（訳書，122 頁）. なお、本文

中における引用文は、翻訳書における文章と異なる個所がある場合がある。
11)  Ibid.,p.12（訳書，123 頁）.なお、本文中における引用文は、訳書における文章と異なる

個所がある場合がある。
12)  

Ibid.,p.13（訳書，124 頁）.なお、本文中における引用文は、訳書における文章と異なる

個所がある場合がある。　
13)  Ibid.,p.44（訳書，180頁）に詳しい。
14)  

Ibid., pp.49-52（訳書，186-191頁）をもとに筆者が作成。原文と全く同一ではなく、キーステージ

３と４の比較をしやすくするために、加筆・省略などの修正を施している。したがって、一部、訳書

における文章と異なる個所がある場合がある。本文中の斜字の部分は、原文も同様に斜字である。

「義務教育終了時までに到達すべき本質

的要素の概要｣13)を示している。ここで

は、日本の中学・高等学校段階に当たる

キーステージ３と４で必要とされる詳

細な到達目標について、紹介することと

したい。その到達目標は、表１のように

「技能と特性（Skills and Aptitudes）」

および「知識と理解（Knowledge and 

Understanding）」の２種に分類して述べ

ている。

表１　キーステージ３および４における到達目標 14)

キーステージ３（11 ～ 14 歳 ) キーステージ４（14 ～ 16 歳 )

技
能
と
特
性

・ 口頭または文書で自分の正当性や意見

を主張すること。

・ グループやクラスでの議論への参加と

その内容を発表すること。

・ 交渉･調整･合意を通じた他者との協力

とその過程について検討すること。

・ 他者の経験を想像し、自分と反対する

見解を持つ人の役割を演じ、意見を表明

し、その見解について検討すること。

・ 実際の社会問題について分析･議論･

検討すること。

・ マスメディアの種類とそれぞれの役割

の違いについての理解に立って情報を

収集すること。

・ 統計資料の活用について理解を示すこと。

・ インフォーマルな議論への参加、ある

議題についての採決の機会を持つこと。

・ 口頭または文書で自分の正当性や意見を

主張すること。

・ グループやクラスでの議論への参加とその

内容をより多くの聴衆に向けて発表すること。

・ 交渉･調整･合意を通じた他者との協力とその

過程について検討し、慎重に評価すること。

・ 他者の経験を想像し、自分と反対する見解

を持つ人の役割を演じ、意見を表明し、

その見解について検討･評価すること。

・ 実際の社会問題について調査･議論･検討

すること。

・ それぞれのマスメディアの有する偏見や

証拠の活用方法を考慮しつつ、これらを

用いて研究すること。

・ 統計資料の活用･悪用について理解を示す

こと。

・ フォーマルな議論への参加、ある議題に

ついての採決を行う体系的な機会を持つこと。
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キーステージ３（11 ～ 14 歳 ) キーステージ４（14 ～ 16 歳 )

知
識
と
理
解

・時事的･社会的問題の要点の理解。
・ 国連の子供の権利条約と関係の深い若
者の法的権利と義務および他の市民に
対する法的側面や法的責任に関する一

般的理解。差別、機会均等、法廷、票、
労働組合の用語を理解。

・ 世界人権宣言についても扱い、民主
主義社会の土台となるような基本的

人権について、偏見、外国人嫌い、差別、
多元主義の用語理解。

・ 刑事裁判制度について、裁判所、裁判官、
治安判事、陪審員、証人、被告人の用語
理解。

・ 地方自治について、市町村長、地方議会、
地方議会議員、条例、選挙の用語理解。

・ 各種団体について、圧力団体、政党、
  陳情運動、抗議運動、世論の用語理解。
・ 立法・行政について、下院議員 (MP）、
総選挙、政党、中央政府、野党、内閣、
政府機関、国会制定法の用語理解。

・ 政治的存在のイギリスについて、

スコットランド議会、北アイルランド議会、
ウェールズ議会、欧州議会議員、欧州連合
の用語理解。

・ 経済制度･問題について、課税、社会保障、
競争、市場取引、富の分配の用語理解。

・ 国際社会について、海外援助、開発、
持続可能な開発、国際貿易、慈善行為、
人権の用語理解。

・時事的･社会的問題の要点の理解。
・ 家族･消費者･就業･環境などの法律や法制
度への基本的理解、法源･法の種類に加え、
警察の役割、犯罪と刑罰などについて、

法の支配、民法、刑法、公民権、自然的正義
の用語を理解。

・ 主要政党について、圧力団体、陳情運動、
抗議運動、世論の用語理解。

・ 選挙制度やマスメディアの役割について、

比例代表制、国民投票、連邦主義、君主制の
用語理解。

・ イギリスの国家構造の変遷、欧州連合の

形成理由について、権限移譲、独立、欧州通
貨統合の用語理解。

・ 公的サービスの提供に関わる問題や経済

制度について、富の創造、個人課税、年金
の支給の用語理解。

・ グローバル化の進む世界について、自然環境
の維持管理、相互依存、倫理的取引、和平調停
と平和維持の用語理解。

15)    Ibid., p.40（訳書，174頁）
16)  Ibid., p.56（訳書，199頁）において「意見の分かれる問題」を教える際の指導法に言及

している。

　上記の内容からわかるように、｢ク

リック・レポート｣では、「知識・理解」

の部分に具体的な提案をしているだけ

でなく、「技能・特性」についても言及し、

双方が車の両輪となるシティズンシッ

プ教育が求められている。換言すれば、

生徒たちが得た「知識・理解」を実際に

使い、その有用性を認識するような機会

を生徒に与えることで市民としての「技

能・特性」が身につくと考えられている。

クリックは学校におけるシティズン

シップ教育の目的の1つとして子供たち

が「能動的な市民（active citizens）」15)

として成長することを主張している。具

体的には、地域コミュニティーのイベン

トに積極的に参加することや、ボラン

ティア活動を行うこと、また授業でも

「意見の分かれる問題(controversial 

issues)｣16)を積極的に扱い、ディベー

ト、プレゼンテーション、パンフレット
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17)  Crick(2000), pp.15-17（訳書，30-32頁）に特徴的に見られる。
18)  Ibid., p.31（訳書，51頁）
19)  Ibid., p.31（訳書，51頁）
20)  

イングランドのナショナル・カリキュラム、その変遷、および全体像については、国立教育政

策研究所（2014）53-78頁を参照した。

の作成などを行うように勧めている。単

に政治的な知識を多く得て、テストで高

得点をとることだけでは、児童・生徒

のシティズンシップは培われないとい

うクリックの考えはその著作17)から散

見される。しかし、一方で、クリックは

「ゲームや討論、模擬議会やクラス選挙

などを使って教室で行なわれるアメリ

カ流の民主主義教育に対しては、科目の

あり方としても、授業の実際の成果とし

ても、私はいささか懐疑的である｣18)と

し、「現実の仕組がどう動いているかの

実態に関する知識にとって代わるもの

はない｣19)とも述べている。つまり、知識

偏重型の授業あるいはゲームや体験学

習の授業のどちらか一方の方法では、授

業で政治を教える上では効果的でない

という立場にあると考えられる。

　クリックの目指すシティズンシップ

教育と日本の学校教育とを照らし合わ

せると、上述した「効果的なシティズン

シップ」の（a）社会的・道徳的責任は「道

徳」の授業、（b）共同体への参加は「総合」

の授業、（c）政治的リテラシーは「公民」

の授業において、日本の学校で同様の実

践があると考えることができる。特に

表１の「知識・理解」の部分は日本の

「公民科」においても重要とされる用語と

かなり重なる部分があるが、クリックと

しては、生徒たちのシティズンシップを

育てる１つの体系化された授業を実施す

ることを提案しているので、教科ごとに

分断され、各教科との関連を生徒たち

自身の中で統合しにくい授業は望まな

かったように思われる。しかし、｢クリッ

ク・レポート｣で期待されているシティ

ズンシップ教育とは異なるものの、日本

でもイギリスのシティズンシップ教育

と同様の教育実践が複数の教科で行わ

れてきたと見ることもできる。

２－３．ナショナル・カリキュラムに

おけるシティズンシップ

　上述した ｢ クリック・レポート ｣ は、

イギリスでシティズンシップ教育が始

まった際に各学校の大きな指針となっ

た。その一方で、シティズンシップ教育

がイングランドで必修化されてから既

に 14年が経過しており、その間政権交

代もあり、シティズンシップ教育の到

達目標やねらいは必修化当初から変化し

ていることが予想される。そこで、最新

のナショナル・カリキュラム 20) に明示

された中学校におけるシティズンシップ

の学習要項 (Citizenship programmes of 

study : key stage 3 and 4 National 

curriculum in England) の内容を以下

の表２に紹介することとする。ナショ

ナル・カリキュラムとは、日本の学習

指導要領に近く、政府が全国の小中学

校へ教えるべき内容として定めたもの

である。原則として、義務教育課程の

公立学校ではこのナショナル・カリキュ

ラムに準じた教育が施されることに
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なっている。しかし、日本の学習指導要領

ほどの詳細な記載はなく、またその運用

に際しても学校の裁量の余地が大きい21)。

さらに、ナショナル・カリキュラムは

シティズンシップ教育の必修化後、改

正を重ね、最新版は保守党政権発足後

の 2013 年に公布、2014 年９月より施

行されたものである。

21)    国立教育政策研究所（2014）67頁.
22)  DfE(2013) を基に筆者が翻訳、作成。

表２　シティズンシップの学習要項 22)

学
習
目
的

高いレベルのシティズンシップ教育は、社会の中の全てそして活動的な部分の役割を

果たす準備となるような知識・技能・理解を生徒たちに提供していく。特に、シティ

ズンシップ教育は、民主主義、政府、法がどのようにつくられて維持されているのか

についての生徒たちの鋭い認識や理解を育成するべきである。シティズンシップを

教えることは、生徒たちが証拠を考察し、議論し、理性的な論拠を考えることを通して、

政治的・社会的な問題を批判的に調査する上での技能や知識を生徒たちに身に付け

させる。それはまた生徒たちが、社会の中で責任ある市民として存在し、自身の財産

を管理し、健全な財政上の決定ができるよう準備をすることにもなる。

ね
ら
い

・ イギリスがどのように統治されているか、政治システム、民主的な国家の下でどの

ように市民が積極的に参加するかについての健全な知識や理解を獲得すること。

・ 我々の社会における法や司法制度の役割と法がどのように形成され強制力を持つのか

についての健全な知識と理解を促進する。

・ 他のなされるべき活動と同様にボランティアへの関心、そして委任、参加を促進する。

それは生徒たちを大人たちの集団へ連れて行くことになる。

・ 政治的な問いに対して批判的に考えて議論する、また日々の生活費、将来の必要となる

財政的計画においても自分の財産を管理することができるようになるための技能を

身に付ける。

到達

目標

それぞれのキーステージまでに、生徒たちは直接関連する学習要項に明細が示されて

いる事柄・技能・過程を知り、応用し、理解することが期待されている。

教
科
の
内
容

キーステージ３ キーステージ４

民主主義、政府、市民の権利と責任に

ついて生徒の理解が促進されるべきである。

生徒は、証拠について調査・質問をする

技能、多くの見方を議論し評価する技能、

理性的な論争を提示する技能、見識ある

行動をとる技能を促進しながら、彼らの

知識と理解を使い、応用するべきである。

キーステージ３の学習要項に基づいて生

徒たちの民主主義、政府、市民の権利と責

任について理解が確立されるべきである。

生徒は、より広範囲の戦略を調査できる技能、

証拠を考察する技能、説得力のある論争を

する技能、彼らの結論を実証する技能が

促進されるべきである。生徒は、市民が問題

を解決するためにそして社会に貢献するため

に共に行動できる異なる方法を経験し、評価

するべきである。
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教
科
の
内
容

キーステージ３ キーステージ４

生徒は次の内容を教わるべきである。

・ 市民の役割、議会、君主制についても

含め、イギリスにおける民主主義国家

の政治制度の発展

・ 投票と選挙、政党の役割を含め、議会

の働き

・ イギリスの市民によって享受されている

貴重な自由

・ 警察の役割と裁判官や裁判所の働きを

含め、ルールと法および司法制度の性質

・ 社会の中での公的な機関や慈善団体の

役割、そして学校での活動に参加する

機会を含め、彼らのコミュニティーを

改善するために市民が共に機能する方法

・ 貨幣の機能や使用、予算を組むことの

重要性と練習、そしてリスク管理

生徒は次の内容を教わるべきである。

・ 政治権力、市民の役割と権力の源である市民

を支える議会、行政･立法･司法の異なる役割、

およびマスメディアを含め、議会制民主主義

およびイギリス政体の核となる要素

・ イギリス国内外で行われる異なる選挙制度

および市民が地域住民として、国民として

もしくはそれを超えた決定に影響するような

民主的選挙においてとるべき行動

・ イギリスの範囲を超えた政府の他のシステム

や形態、民主的および非民主的の双方

・ 狭い地域、地方、国際的な統治、および他

のヨーロッパ諸国、連邦諸国、国際連合や

より広い世界とイギリスの関係

・人権と国際法

・ イギリスの法制度、法の異なる源泉と法が

複雑な問題を取り扱う社会をどのように

支えているか

・ イギリスにおける別の国、地域、宗教、

民族上のアイデンティティーと互いに尊

重し理解することの必要

・ 他の責任ある活動と同様にコミュニティー

のボランティアに積極的に参加する機会を

含むために、市民が自身のコミュニティー

の改善に貢献できる異なった様々な方法

・ 収入と支出、貸出と負債、保険、貯蓄と年金、

公的な財やサービス、公的な資金の回収と

使用

表２のナショナル・カリキュラムを

表１の｢クリック・レポート｣における

｢技能・特性｣および｢知識・理解｣と比

較すると、｢クリック・レポート｣の方が

全体的に、各キーステージにおいて具

体的な内容を示しているように思われ

る。また、｢クリック・レポート ｣で求

められていた「国際社会」「グローバル

化」の内容はかなり縮小しており、ナ

ショナル・カリキュラムでは国際社会

とイギリスとの関連が強調されている。

｢ クリック・レポート ｣ もナショナル・

カリキュラムの学習要項のどちらも教

えるべき内容として記載されているも

のは、日本の公民科教育で求められてい

る内容と非常に近い。具体的に日本の高

等学校の「政治経済」に記載されている

教科書の用語を用いると、民主主義の

理論と意義、議会制民主主義、司法制度、

三権分立、基本的人権、政党と圧力団

体、選挙制度、マスメディア、国際連

合、貨幣の役割、財政、年金といった
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23)  Crick(2000), p.10（訳書，22-23 頁）のシティズンシップ施行令について言及している個
所を参照した。

24)  国立教育政策研究所（2014）56-57 頁．ナショナル・カリキュラムをどう運用するかにつ
いては学校の判断によるが、イギリスでは GCSE（一般中等教育資格試験）をすべての生徒

が受験することになっており、その試験結果は大学入学・および就職の際にも提出するこ

とになっている。GCSE の試験はナショナル・カリキュラムに準じたものであるため、実際

にはナショナル・カリキュラムを無視した授業をすることは難しい。
25)  

国立教育政策研究所（2014）53 頁．

用語ないし同様の表現がナショナル・カ

リキュラムにも提示されている。一方、

日本の教科書にない内容としては、「ボ

ランティアに参加する方法」、「慈善団

体の役割」、「リスク管理」、だと考えら

れる。つまり、ナショナル・カリキュ

ラムは日本の学習指導要領と比べると、

教えるべき知識として、実際の市民生

活の中で具体的に役立つ事項が含まれ

ており、生徒が能動的に活動すること

が期待されているといえる。

　また、シティズンシップ教育はキー

ステージ３・４に設置することがナショ

ナル・カリキュラムで求められている

が、１つの独立教科として実施するの

か、他教科の中で併せて実施するのか、

さらには集中授業のような形で実施す

るのか、具体的な運用は各学校の判断

に任せられている 23)。

３．�イギリスにおけるシティズンシップ教育

導入の背景

　イギリスでのシティズンシップ教育

の必修化が2002年に始まっている点

は、現在の日本の公民科教育が第二次世

界大戦後の民主主義教育の中で始まっ

たことと比べると、民主主義の母国であ

りながら非常に遅かったと見ることが

できる。イギリスで、日本の「公民」のよ

うな教科自体が義務教育課程で長らく

存在しなかった理由として、主に以下の

ような２つの背景があると考えられる。

　まず、１つ目の背景としては、イギリ

スに根強く存在する国家が教育へ介入・

干渉することを忌避する価値観である。

この立場は、戦後の日本で、戦前の軍国

主義教育の反省から、国家による過度な

教育への干渉は避けるべきという考え

があることと本質的には似ている。しか

し、イギリスでは「教育の自由」を尊重す

るべきという考えが根底に流れ、国家が

国民の教育に干渉しない姿勢が日本よ

りも強く貫かれているように思われる。

具体的な例を挙げると、ナショナル・カ

リキュラムも長らく存在せず、ようやく

1988年にサッチャー政権下で成立した。

さらにはそのナショナル・カリキュラ

ム自体も各学校の教育内容を厳密に拘

束するほどの性質をもたず、その運用に

おいて自由度は高い24)。イギリスの私立

学校はナショナル・カリキュラムに準

じた教育をしなくてもよいことになっ

ている25)。また、日本のような検定教科

書が存在せず、授業で教科書を使う場

合は各学校の各教員が生徒に相応しい

と思われるものを選んでいるに過ぎな

い。ナショナル・カリキュラムができ

る前は、地方教育当局（Local Education 

Authority)またはいくつかの地方教育

当局が一定のガイドラインを作成し、
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そのガイドラインに基づいて各学校が

カリキュラムを設定することになって

いた26）。つまり、全国的に統一されたカ

リキュラムはなく、各地域の教育当局に

教育内容は委ねられていたことになる。

このことは、一方で、シティズンシップ

教育必修化以前にも表１・２にある内

容を一部の学校で教授していた事実を

も示している27）。したがって、シティズ

ンシップ教育の必修化だけが遅れたの

ではなく、ナショナル・カリキュラム自

体が存在しなかったため、他教科を含

め国としての必修化が遅く28）、シティズ

ンシップ教育の必修化も必然的に遅く

なったといえる。

　２つ目には、イギリス国内で、学校で

政治について教えることは相応しくな

いという意見が強く、大きな抵抗があっ

たという背景である。北山（2014）によれ

ば、1970年以前の政治教育の不在の背

景として、「政治は成人の領域とされ子

供が学ぶべきものとは考えられていな

かったことや、政治教育が特定の政治

的思想の教え込みになることへの懸念

があった｣29）点、および1969年にイギリ

スで選挙権付与年齢が18歳へ引き下げ

られたのちに、政治教育の機運が高ま

り、一部の学校で実践があったものの

｢実践的な教材やカリキュラムが不足

していたことや、論争的になりうる政

治学習を取り入れることへの現場の躊

躇が払拭されなかった｣30）点が挙げられ

る。クリックも自身の政治教育の推進に

反対する立場について、「原則論として

は、政治教育は極めて重要であるから学

校の授業科目に取り入れるべきだと考

えているが、いざ実施するとなると、偏

向のない政治教育など不可能だとも考

えているので、反対したり妨害したりす

る」31）と言及している。また、クリック

は著作の中で政治を学校で教えること

が「刷り込み教育（indoctrination）」で

あるとの主張に反論している32）。日本で

も学校教育の場で、特定の思想や信条、

政治的な考えを生徒に押し付けるよう

な偏向した教育にならないよう十分に

留意しなければならないとされている

が、政治を学校で教えること自体がな

かった国でシティズンシップ教育を導

入しようとした場合に、その扱いに教育

現場が戸惑い、保護者や保守的な立場か

らの反発に十分に対応しきれなかった

ことが、シティズンシップ教育の必修化

を妨げてきた大きな理由であったと考

えられる。

　こうした風潮を乗り越え、2002年にシ

ティズンシップ教育が導入されたのは、

保守党の政権下の新自由主義的政策

26) 
佐貫浩（2007）22頁を参照した。

27)  北山夕華（2014）44-50頁．
28)  

ナショナル・カリキュラムが導入される前は、国としての必修科目はなかったが、実際には

多くの地方行政当局で英語・数学・理科といった重要科目をその地域のガイドラインに設

置していたので、実質的には必修化されていたと見ることもできる。
29)  

同上書，44頁．
30)  

同上書，46頁．
31)  

Crick(2000), p.35（訳書，57-58頁）
32)  

Ibid., pp.51-57（訳書，79-86頁）
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および教育における競争原理の導入の

弊害がイギリス社会の中で顕在化し

たからだと考えられている。具体的に

は、クリックは以下のような当時の若

年層の実態をあげている。「若者の多く

に見られる公的な価値への無関心、18

～ 25歳層の低い投票率、排斥や青年犯

罪｣33）、「イギリスの公民精神が徐々に

衰退していくこと」、「引きこもりや物

質主義的・消費者主義的な自我への退

行」、「自己中心主義、だらしのない態度、

負け組意識、無気力、無関心、斜に構え

た姿勢」、社会における「無差別的許容

(permissiveness)｣34）の増長などであ

る。つまり、このような現状を憂う世論

が高まり、シティズンシップ教育の必修

化が実現してきたと見ることができる。

さらに長沼（2003）は、「青少年の政治的

無関心、精神的・心理的な疾患、職能に

ついての問題点、学力の問題、社会的有

用観の欠如、コミュニケーション能力の

問題｣35）が当時あったことが、イギリス

でシティズンシップ教育が導入された

背景としている。

　具体的には、サッチャー政権下36）で断

行された、ナショナル・カリキュラム、

キーステージごとのナショナル・テ

スト、学校選択制といった教育改革の

中で、学校間の競争が激化し、その結果

33)  Ibid., p.11（訳書，25 頁）
34)  Ibid., p.39（訳書，63 頁）無差別的許容とは社会規範とくに性に関する規範が極度に弱

まっていることを指す。
35)  

長沼（2003）42 頁．
36)  

サッチャー政権下においても、シティズンシップ教育を推し進める政策があったが、必修

化されてはいなかった。この時代のシティズンシップ教育は、小さな政府における自立し

た個人という意味での「アクティブ・シティズンシップ」が強調され、福祉政策削減のた

めの市民の福祉活動への参加を求める色彩が強かった、と北山（2014）49 頁にある。
37)  

イギリスの教育改革については、佐貫浩（2007）22 頁を大いに参照した。

として学校間・地域間の学力格差も広

がった37）。一部の優れた学校では多くの

生徒を集め、予算も多く配分され、また

その結果として進学率もより向上して

いくが、取り残された多くの公立校で

は、上述したような無気力・無関心なイ

ギリスの若年層を作り出したと考えら

れた。そこで、1997年に労働党のブレア

政権が誕生した際に、教育改革が喫緊の

課題とされ、その一環として掲げられ

たのがシティズンシップ教育の新教科

としての導入であった。1998年に｢ク

リック・レポート｣、2002年からキー

ステージ３・４の科目として義務付け

られ、キーステージ１・２では「人格・

社会・健康教育（Personal, Social and 

Health Education）」の要素として導入

されることとなった。

４．���イギリスにおけるシティズンシップ教育の

実際�－ロングクロフト・スクールにて－

本節では、第２節および３節で言及し

たイギリスのシティズンシップ教育の

考え方や学習内容が具体的にどのよう

な形で授業の実践として行われている

かについて言及することとする。そこ

で、筆者が 2015 年から 2016 年にかけて、

イギリスのヨークシャ―地方にある町、

ビバリー（Beverley）のロングクロフト・
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スクール（Longcroft School）にて行っ

たシティズンシップの授業視察につい

て紹介する。ロングクロフト・スクー

ルでは、日本の中学１年生に相当する

第７学年（Year7，キーステージ３の最

初の１年目）でシティズンシップの授

業が１週間に１コマ設定されている。

本節の内容は、その大部分が筆者が視

察したロングクロフト・スクールでの

授業内容およびその授業で使われてい

る教材、担当教員からのヒアリング、

そしてその他の公的、私的に筆者がイ

ギリスで得た情報等に依るものである。

４－１．�視察校―ロングクロフト・

スクールについて

筆者が視察したロングクロフト・ス

クールのあるビバリーという小さな町

は、人口約３万人 38）のいわゆるミドルク

ラスの家庭が多い地域で、治安も良いと

されている。キングストン・アポン・ハ

ル（Kingston-Upon-Hull、以降はハルと

記す）がビバリーに最も近い都市である

が、ハルは治安が悪く子供のいる家庭の

居住地としては良くないとの話を多くの

現地のイギリス人から聞いた。上述した

学校選択制は現在もあり、学区内に住む

ことが希望の学校へ入学する上で最も有

利なので、教育熱心な親は希望する公立

校へ子どもを入れるために、引っ越す

こともあるという。つまり、ビバリー

は、ハルの郊外住宅地として人気の地域

であり、その地域に設置されたロングク

ロフト・スクールは一定の評価を得てい

る公立中学校であるといえる。イギリス

では教育省の下部組織であるオフステッ

ド（Ofsted）と呼ばれる機関が毎年すべ

ての学校を視察して評価を公表している

が、ロングクロフト・スクールは４段階

で上から２番目の学校である。

ロングクロフト・スクールは入学試

験のない公立の中学校である 39）。この

ように地域に住むどの生徒も受けいれ

る学校をイギリスではコンプリヘンシ

ヴ・スクール (Comprehensive school)

と呼び 40）、イギリスの公立中学校で

最も多いタイプの中学校である。ま

た、地方教育当局が戦後に設置したコ

ミュニティー・スクール (Community 

School) でもあり 41）、学校運営や教

育内容において、特定の宗教や企業

などの影響力を受けない。つまり、

38) 
2014年の調査による。http://dataobs.eastriding.gov.ukに基づく。

39)  佐貫浩（2007）5-7頁によれば、イギリスの私立学校はインデペンデント・スクール
（Independent School）と呼ばれ、学費が高額のため、子どもの約７％しか入学しない。

40)  
公立学校のほとんどがコンプリヘンシヴ・スクールであり、無試験で無償の義務教育を提供
するが、グラマー・スクールやモダン・スクールと呼ばれる公立学校は入学試験を課してい

る。また、近年はアカデミー（Academy）と呼ばれる公立校が増加しており、運営においては国

の直轄で、原則として地方教育当局の管轄外となる。またごく一部のアカデミーでは入学試

験を実施している。
41)  

コミュニティー・スクールでないタイプの公立学校としては、ボランタリー・コントロー
ルド・スクール（Voluntary Controlled School）とボランタリー・エイデッド・スクール

（Voluntary Aided School）がある。北山（2014）によれば、イギリスではイギリス国教会や

ローマ・カトリック教会が運営する学校に財政支援を行ってきた歴史的背景があり、公立学

校でありながら学校運営において教会の影響力が強い。
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ロングクロフト・スクールはイギリス

の典型的で標準的な地方公立中学校で

あるといえる。ビバリーには、公立中

学校は共学のロングクロフト・スクー

ルを含め３校しかなく、他の２つのう

ち１つは男子校であり、もう一つは女

子校である。これら３つの中では、ロ

ングクロフト・スクールは最も規模が

大きく、大学入学準備のためのシック

ス・フォーム 42）も併設している。生徒

数は、25 ～ 30 人程度のクラスが各学

年８クラスあり、シックス・フォーム

を除く生徒総数は 1200 人ほどである。

敷地面積は広く、イギリスの平均的な

公立中学校よりも一回り大きな規模の

中学校である。

なお、授業時間割は一日５時限で１

コマの授業は 60 分である。土日に授業

や行事が実施されることはなく、一週

間で 25 時間の授業を受ける。また、ナ

ショナル・カリキュラムでは、キース

テージ３を第７～９学年の３年間、キー

ステージ４を第 10 ～ 11 学年の２年間

としているが、ロングクロフト・スクー

ルではキーステージ３を第７～８学年

の２年間、キーステージ４を第９～ 11

学年の３年間と位置付け、校舎もロウ

アー・スクール（Lower school）とアッ

パー・スクール (Upper school) とに分

けている。キーステージ４は、GCSE（一

般中等教育資格試験）の受験準備に専

念する段階であるため、キーステージ

４を１年前倒しにすることで、GCSE の

試験結果を向上させる狙いがある。

42)  
シックス・フォーム（sixth form）は２年間の教育課程であり、セカンダリー・スクールを卒

業後、つまり義務教育課程終了後に大学進学を希望する生徒が入学する。

４－２．授業視察

筆者が視察した単元（unit）のなかで、

特徴的で印象深かった４つの単元の授業

内容について概略と感想を以下に紹介す

ることとしたい。

４－２－１．パザマクック（Pusamakuk）

この単元は、乗っていた船が難破し、

空想上の無人島「パザマクック」にクラ

スのメンバーが漂流し、そこには食料も

少なく資源がないという前提で、どのよ

うに生活するか、どのように秩序を保つ

のか、について３～４人のグループで考

えさせ、コミュニティーの重要性を理解

することが大きな目的である。

授業では、比較的早い段階で、民主

主義・寡頭政治・独裁政治それぞれの

違いと長所・短所についても議論させ、

発表させていた。民主主義は、すべて

の人が意見を出せる、決定は選挙によ

る、全てを変えることのチャンスもあ

る等の長所が生徒から出たが、合意に

至りにくいという短所も出た。寡頭政

治は小さなグループなので合意はしや

すいが、限られた見方のみで政治が進

んでいくという点、独裁政治について

は、時には暴力による支配、不公平な

ルールの下に巻き込まれるなどの短所

が出たが、長所は生徒から出なかった。

どの意見も 11 ～ 12 歳の生徒の意見と

しては優れていると感じた。

さらに、アニメーションを見せなが

ら、直接民主制と間接民主制、君主制

（絶対王政と立憲君主制）、社会主義と共

産主義についての知識をも伝えていた。



26

このアニメーションはそれぞれの政治体

制において、無人島にある限られたココ

ナッツを島にいる住民にどのように分け

ることになるか示しながら説明していた。

生徒たちの様子を見る限り、難しくて集

中できていないということはなく、あ

る程度理解もしていたように思われる。

この単元には、公正と正義の考えを定

義づける授業があった。法を破ると罰が

あることにも言及し、インターネット

で‘justice’の意味を調べつつ、自分

のグループでどんな法を作るのかについ

てディスカッションさせ自分たちで考え

させていた。その際、統治形態や慣習・

伝統にも留意するように指示を出してい

た。生徒たちは「人を殺してはならない」

「物を盗んではならない」などの法を作

り、変わったものとしては「島を救うア

イデアを持つ人がいたら、必ずその人の

話を聞く」「食料は分け合う」などオリ

ジナルな法を作っていた。そして、法の

重要性について教員が発問すると、生徒

から「秩序の維持」、「善悪の基準」といっ

た期待した答えが出てきて、生徒たちの

法に対する意識の高さと教員の導きが優

れていて感心した。

その後の授業で、イギリスの法律に

はないが島の法にはある法、島にはな

いがイギリスの法律にはある法につい

て考えさせ、コミュニティーの大きさ

による法の違いについて理解させてい

た。また国によってどんな法律の違いが

あり、これらの法律の違いはどんな問題

を生むかといった発問があり、生徒たち

自分の旅行の経験やマスメディアで見聞

きした情報を基に他国との法律の違いに

ついて答え、旅行中に困った事等を話し、

教員によって補足解説が加えられた。こ

の議論の後、自分たちの島に法を 10個

作り、その法を破った場合の処罰もノー

トに書くように指示を出していた。この

時は、一人一人が各自のノートに法と処

罰を書くことになっていたが、個々人で

の作業ではなく、７～８人のやや大きめ

のグループで話し合い、相談しながら書

いていた。数人の生徒が書いた罰を見

てみると、殺人の場合は 19 年の懲役、

窃盗の場合は 900 ポンドの罰金、といっ

た程度の処罰であり、彼らなりに処罰

の程度を考えて導き出していることが

分かった。ただ、10 個作ることはかな

り難しく、1 つのグループのみ 10 個の

法を作っていて、教員がそのグループ

を評価していた。

この単元は最終的に新聞の一面風に

Ａ４サイズのコピー用紙に、自分がこの

単元で学んだこと、自分自身の評価を書

いて提出することで終わり、生徒の書い

た作品も教員からの評価の対象となる。

ある生徒は、この課題の新聞のタイトル

を「秩序ある島(Integrity Island)」とし、

この中で学んだこととして、前述した民

主主義・寡頭政治・独裁政治について書

き、自分が身に付けた技術として、協力

すること、チームワークを形成すること、

人の話を聞くこと等を書いていた。また

自分自身の評価も非常に前向きに書いて

おり、常に授業で自分のベストを尽くし、

他者を妨害することは決してしなかっ

た、人に頼らず課題をこなし、忘れ物も

せずに多くを学んだ、等があった。自分

の授業への取り組みを自身で評価する機

会は日本の授業にはほとんどなく、また

イギリスの中学生の自己肯定感の高さも



イギリスにおけるシティズンシップ教育の意義と課題

27

垣間見ることができた。

さらに、自分自身や周囲の者にこれ

までの活動を評価し合う時間が授業内

にあった点も大変興味深かった。表３

のように ｢自主的な学習 (Independent 

Learning)｣ と ｢授業中の学習 (Directed 

Learning)」とがあり、自分の授業での活

動を振り返って自分に合う項目をチェッ

クしていた。ただ、｢自己評価 (self-

assessment)」のみでなく、｢仲間の評価(peer 

assessment)｣ をも行い、このシートを

隣の生徒と交換して、互いに評価し合う

作業をしていた。そして、シートにはそ

の評価した生徒の名前を書き、最終的

には教員へ提出することになっている。

筆者が視察した単元の中では、公民科

の政治の授業内容に最も近い単元であ

り、教員の知識や準備が必要とされる単

元であったと思われる。日本の公民の授

業でも同様の実践は可能であり、自身の

教科教育の幅を広げることができたと考

えている。

表３　アセスメントシート

自主的な学習
（Independent Learning）

授業中の学習

（Directed Learning）

卓
越
し
て
い
る

・ 生徒は、自信を持って複合的な情報源
を使い、その能力のべストに向かって
宿題を完成させている、そして彼らは
いつも彼らの締め切りに間に合わせて
いる。

・ 生徒たちは、プロジェクトの詳細を計
画することができ、その上、問題が
起こったとき対応することができる。

・ 生徒はしばしばそのトピックや概念の
理解を一層深めるように、意義ある
個人の勉強と付加的な課題に着手する。

・ 生徒はいつ助けやサポートを必要と
するかについて確認するだろう、そして
それを探し出すだろう。

・ 生徒はいつも授業に正しい用具を持って
くる、決して明らかな原因なしで遅れたり
欠席したりしない、そして授業を欠いた
時にはいつも課題をキャッチアップする。

・ 彼らはいつも正しい身だしなみをして
いる。

・ 生徒は、彼らの課題を改善するために建設
的な批評を受け入れながら、彼らの能力の
ベストに向かってクラスワークを成し遂げて
いる。

・ 生徒は彼らの自身の課題を綿密に見直し、
反映することができている、そして今後の
ための挑戦的なゴールを設定している。

・ 生徒は彼ら自身の学習に対していつも責任
を取っている、そして他の人の学習を支えて
いる。

・ 生徒はしばしばクラスの学習において主導権
をとり、そのトピックに対して挑戦的で
洞察力のある質問を尋ね、複合的な視点
から問題や概念を見ることができる。

・ 生徒は、彼ら自身を一層推し進めるように
クラスワークに伴うリスクを取るだろう、
そして何をして何をしなかったのかについて
よく考えるだろう。

・ 生徒たちは、彼らの意見を形作ることを助ける
要因と同様に反対する意見や見方に対する
考慮を見せつつ説得的に議論するだろう。

・ 生徒は学ぶことによって熱狂的で興奮して
いる、彼らは学習あるいは他者を促進する
ようなチームやグループの状況においてよく
機能している。

・ 生徒は他者の学習を決して混乱させない、
そして授業中には主体的に行動し、自分自身
を制御することができる。

・宿題は、いつも正確に記録されている。
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自主的な学習
（Independent Learning）

授業中の学習

（Directed Learning）

良　

い

・ 生徒は、一定の範囲の情報源を使い、
自分の能力のべストに向かって宿題を
完成させ、ほとんどその締め切りに
間に合わせている。

・ 生徒たちは、プロジェクトを計画すること
ができ、問題が起こったときサポートを
伴って対応できる。

・ 生徒は、時々いつ助けやサポートを
必要とするかについて確認するだろう、
そしてそれを探し出すだろう。

・ 生徒はいつも授業に正しい用具を持って
くる、決して明らかな原因なしで
遅れたり欠席したりしない、そして
授業を欠いた時には大体課題をキャッチ
アップする。

・ 彼らはいつも正しい身だしなみをして
いる。

・ 生徒は、彼らの能力のべストに向かって
クラスワークを成し遂げている。そして、
目標やゴールの到達において、彼らの成功
の範囲を判断できる、そして改善点を確認
することができる。

・ 生徒は彼らの自身の課題をサポートを伴って
見直し、振り返ることができる、そして
今後のためのゴールを設定している。

・ 生徒は彼ら自身の学習に対していつも責任
を取っている、そして彼らの結果に伴う
小さなリスクを嫌がらずに取る。

・ 生徒はしばしばクラスの学習において主導権
をとり、そのトピックに対して洞察力の
ある質問を尋ね、判断をする前に様々な
情報源の正当性を見ることができる。

・ 生徒たちは、彼らの主張を支えるような
証拠を使いながら説得的に議論するだろう。

・ 生徒は建設的に授業に参加するだろう、
彼らはその活動の設定された目的や目標
を達成できるように、チームやグループ
において積極的に活動することができる。

・ 生徒たちはいつもクラスの中で注意深く、
用心深い。そして決して他者の学習を混乱
させない。

・宿題は、いつも正確に記録されている。

改
良
が
必
要
で
あ
る

生徒は以下のうち少なくとも１つにおいて
改善すべき必要がある。
・ 宿題は要求されるものとして着手
されるが、その成果は不安定である。

・ 限られた着手された調査で、たった
２、３の情報源しか使われていない。

・失敗によって時々延期する。
・ 助けが必要なところでサポートシステム
を思い出させる必要がある。

・ 締め切りはたいてい、もしくはいつも
間に合わない。

・用具を時々授業に忘れてくる。
・ 時間厳守や態度が改善されるべきである。

生徒は以下のうち少なくとも１つにおいて
改善すべき必要がある。
・ 大体注意深いが、授業における関心や
振る舞いは首尾一貫しない。

・ 小さなグループまたはクラス全体の活動の
両方において授業への参加にムラがあり、
しばしば直接尋ねたときのみに授業に参加
している。

・ 建設的な批判をすること、または改善のための
余地を確認することが難しく、彼らのしている
ことが問題ないことを継続的に確認する必要
がある。

・ 主導権はほとんど見られず、質問はいつも
トピックにおいてないか、不適切である。

・ 他者の視点を考慮することはない、または
トピックや問題についての彼ら自身の見方
を説明することができない。

・ 独立してあるいはグループで課題をこなす
ことに難しさを抱え、課題に留まるように
注意が必要である。

・ 態度は時々、彼らの能力にあう適切な基準
へむかうクラスワークの完成を妨げる。
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自主的な学習
（Independent Learning）

授業中の学習

（Directed Learning）

不
十
分
で
あ
る

生徒の態度は、以下のうち少なくとも
１つにおいて、不十分である。
・ 宿題･課題はしょっちゅう遅れ、忘れる、

または彼らの能力に合う基準からかなり
低い。

・ 宿題は生徒たち自身の作業よりもむしろ
インターネットからのコピー＆ペースト
である。

・ しつこく続いている組織的問題は、
有害な効果を学習上持っている。

・時間厳守や態度が不十分である。
・ 態度は、成し遂げられた進歩を制限

するか邪魔をする。

「パザマクック」の授業で生徒に配布された評価基準を筆者が翻訳し、作成。

４－２－２．�ロングクロフト・ラーナーズ

（Longcroft�Learners）

　この単元は、各生徒にロングクロフ

ト・スクールで何を成し遂げたいか、

どのような振る舞いが求められるのか、

といったことを考えさせるもので、「パ

ザマクック」の続きの単元であった。

さらには、自分自身の行動・性格を分

析し、より良い中学校生活のために必

要なことを自ら導き出す狙いをもった

単元である。

　初めに、自分はどんなタイプの生徒

であるかについて、８つの典型的な生

徒像を提示して、自分に合うものを３

つ選び、その理由を発表させた。８つ

の生徒像とは表４の通りである。

表４の各タイプの生徒についての説明

は、とても具体的で生徒がイメージし

やすい内容である。授業では何人かの

生徒が進んで自分が選んだ３つのタイ

プとその理由を説明していた。「標準的

で良い生徒」「おしゃべりな生徒」を選

ぶ生徒が多かった。自分自身のことを

授業内で話すことについて生徒たちに

抵抗感はほとんどなく、人目を気にす

ることなく、自然に話していたのが印

象的であった。

その後、次のような仮定を教員が説

明した。教育省にすべての教員をアン

ドロイドの教員に取り替える計画があ

り、また同時に教員のトレーニングの

ためにアンドロイドの生徒も作ること

になったという仮定である。そのため

に、どのような生徒の振る舞いが良い

教員を作るのかについてグループで考

えさせる。最終的に生徒として望まれ

る振る舞いと教員として望まれる振る

舞いを５つずつ挙げ、その理由も含め

て政府の役人宛ての手紙に書く。さら

に、翌年の新入生に中学生として生活

する上でのこのようにするべきといっ

た「サバイバル・ガイド」を作る。こ

の手紙とサバイバル・ガイドは教員へ

提出し、評価の対象となる。
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表４　ロングクロフト・ラーナーズ　「あなたはどのタイプの生徒ですか」

泣き言をいう生徒－それがいつも他の誰かの失敗や技術的な失敗であるとして、振る舞い

や課題の欠落に対して決して責任を取らない。宿題がその日に提出されることを知っている

にもかかわらず、宿題を提出する時にうめき声をあげている。全ての在りうる状況において

弁解を持っている。正しい用具を持ってくることはめったにない（特に体育）。課題への甘

やかされた情報を期待し、学校の課題にどんな努力を傾けることも忌み嫌う。

標準的で良い生徒－すべての課題をちょうど間に合わせて、すべて成功の基準に合わせて

いるが、それを超えない。尋ねられた時には授業に参加し、彼らが言おうとし答えようとし

ていることにとても自信を感じている。グループワークをするときにリーダーシップをとる

ことを他者から幸運にも許されるだろう。たいていはレッスンに必要な持ち物を持っている

が、時々忘れることもある。

おしゃべりな生徒－どんなに短い時間でも、静かにしていることがとても大変である。ク

ラスディスカッションでは活動的な役割をもつであろうが、話題にとどまることなく脱線し、

他者の視点を聞かない。自分が言っていることを考えることなく、しばしば話を先に進める。

彼らはどんなグループでもリーダーシップを取ろうとする人である。

ストレスの溜った生徒－締め切りを守らないこともしくは設定された課題を理解してい

ないことについて常に心配している。先生や生徒に何をするべきであるかをいつも再確認す

る。決して持ち物や宿題を忘れないが、仮に持ち物や宿題を忘れた場合は世界の終わりであ

る。間違えないように成功の基準にかなり厳格に固執する。間違えることを恐れ、課題に伴

うリスクをとることを拒絶する。

すべてを知っている生徒－質問を尋ねられた時やボランティアが必要とされている時に、

いつも答えを持っていて最初に手を上げる。彼らはいつも持ち物や宿題を成功の基準を大き

く超えた高いレベルで完成させる。彼らは応用的な課題に取り掛かることができるぐらい、

クラスの課題をあっという間にやる。彼らはどんなグループにおいてもリーダーになりたが

り、だれが責任者になるべきかにおいて、たいていおしゃべりな生徒と議論する。

奇妙な生徒－その生徒はたいていとても静かであって、そのトピックが彼らに関心を持た

せる時に課題に取り掛かり、彼らのするすべての努力を傾けるであろう、しばしば成功の基

準を超えていく。彼らはほとんどいつも持ち物を持っているが、彼らが忘れる時は彼ら自身

のためにそれを整理している。彼らはグループワークに参加することや質問に答えることに

気が進まないが、見識があって詳細な答えを与えるだろう。

生徒 1.0－継続的に携帯電話やタブレットにつながれている。彼らは、なぜ彼らの課題が

全てコンピューターを使えず、提出も Eメールでできないかについて理解できない。手書き

はたいていひどい内容で、ランダムな話が点々としている。インターネットの代わりに本

を使うことはこの生徒に大きな衝撃を与える。彼らが３G コネクションを使えない時やワイ

ファイがダウンした時は世界の終わりである。

驚くべき目立たない生徒－この生徒は、授業にほとんどいないので、とても多くの特別

課程の活動をしているが、大体彼らの課題の最初には、いつも何とか授業に留まるようにし

ている。先生はしばしば彼らが授業にいることを忘れ、彼らの課題に対してはっきりしない

コメントを書く。これらの生徒は、ちょうどまあまあの出来に仕上げるように課題を行い、

そして彼らが次のレッスンにいないことがほぼ確実なので、他の生徒は彼らと一緒にグルー

プを組むことを好まない。

｢ ロングクロフト・ラーナーズ ｣の教材の一部を筆者が翻訳し、簡略化して作成。
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ある生徒の手紙には、教員に望まれ

る振る舞いとして、「陽気であること」

「必要な時は厳しくあること」「生徒た

ちが何をしているかを知っていること」

「課題を設定しないで、授業を始めな

いこと」「ばかばかしい宿題や多すぎる

ことを設定しないこと」と書かれてい

た。さらに、よい教員を作る生徒とし

ては「さまざまなタイプの生徒が必要

である」「まずは行儀の悪い生徒が必要

で、その生徒によって教員は対処法を

学ぶ」「常に課題に取り組む生徒がいれ

ば教員は幸せである」「忘れっぽい生徒

も必要で何かが起こった時の対処法を

学ぶ」とあり、的を射た内容であった。

また、ある生徒の「サバイバル・ガ

イド」は「ロングクロフトへ進学する

際の心得」と題し、「問題ないから何も

心配しないこと」「正しい制服を着るこ

と」「恐れないこと」「たとえ友達と一

緒でなくても心配しないこと、新しい

友達ができるでしょう」「何かを尋ねる

ことを恐れないで」「あなたのバッグを

前日の夜に準備して」「プランナー 43）を

使います」「学校の持ち物を持ち続ける

こと 44）」「いつも左側を歩くこと」といっ

た、自分の経験に基づいた学校の規則

と下級生への思いやりにあふれた内容

で、挿絵も入れて簡潔明瞭であった。

この単元の目的は、日本の「道徳」

に近いと思われる。ただ、アンドロイ

ドの教員といった仮定を作って、「生徒

のどんな振る舞いがどのようによい教

員を作るのか」、という視点で生徒に考

えさせる点が、日本にはない発想のよ

うに思われ、筆者にとってはとても新

鮮であった。また、自分が考える良き

生徒としての振る舞いを「政府への手

紙」と「下級生へのガイド」という形

でアウトプットさせる点も大変興味深

かった。さらに「手紙」という形をとっ

た理由の１つは、この単元にフォーマ

ルな手紙の書き方を教えるという目的

があるとのことであった。そして、「サ

バイバル・ガイド」の作り方は、パン

フレットやパワーポイントデータでも

よく、それぞれの生徒の得意な手法で

作り上げていた。

公民科の授業で同様の授業は出来な

いとしても、道徳、総合、HR、その他

の生徒指導において参考になる方法を

見ることができた。

43)  
学校で用いるプランナーとは、日本の学校で使う連絡帳のようなもので、年度の初めに学校か
ら支給される。日本では連絡帳は必要なときのみに記載するが、イギリスのプランナーは、生徒
は必ず毎日記載することになっており、すべての授業に持参しなければならない。Ａ５サイズ
で見開き１ページに１週間分のメモとコメント記入欄がある。生徒たちは常にこのプランナー
を持ち歩き、教員の指示があれば、そこに宿題や次週の持ち物などを書き込む。持ち物がない時
もその旨を書いておく。１週間ごとに親もプランナーに目を通してサインし、担任教員が親の
サインがあるかをチェックし、サインする。

44)  
イギリスの中学校では、生徒たちは自分の教室や各人のロッカーを持たず、教員が教室を持って
いる。したがって、上着やバックをいつも持ち歩いて、休み時間に次の授業の教員の教室へ向かっ
ていく。小学校は自分の教室があって、荷物置場もあり、基本的に自分の教室で授業が行われる。
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４－２－３．ウォーター・エイド

�����������������(Water�Aid）

この単元は、国際 NGOである「ウォー

ター・エイド・UK」によって作られた教

材である。この組織の日本支部として、

「ウォーター・エイド・ジャパン」が日

本の特定非営利活動法人として存在す

る。ウォーター・エイドは、発展途上国

に安全な水と衛生設備および衛生習慣

を普及し、発展途上国の人々の生活の

改善を目的に活動している。生徒たち

は、ウォーター・エイドの活動内容を調

べ、発展途上国の現実を知ると同時に、

ウォーター・エイドの活動を宣伝するプ

レゼンテーションを行った。

この単元の課題として、次の３つが

設定された。(1) ウォーター・エイド

が直面している問題の詳細について確

認すること、(2) ウォーター・エイド・

UK の仕事に関するパワーポイントプレ

ゼンテーションを作って、分かりやす

く宣伝すること、(3)さらにウォーター・

エイドの仕事を評価し、自分たちが支

援できる方法を提案すること、である。

そして、(1) から順番に必要度が高い

ことが示されていた。

初めに、ウォーター・エイドのウェッ

ブサイトを映し出し、発展途上国で水に

関するどのような問題があるかを発問し

ながら、確認した。水のポンプや井戸が

十分に使えない、汚れた水による伝染病、

水不足、トイレがない、クリーニングで

きない、手が洗えない、衛生状態を保て

ないといった現実を紹介し、ウェッブサ

イト上に出ている発展途上国のいくつか

の家族の例を見せ、２つのストーリーを

生徒に読ませた。その後、ウォーター・

エイドについて宣伝するポスターをマイ

ンドマッピングとして一人１枚、Ａ４ま

たはＡ３で作成させていた。

次の授業は、コンピュータールームで

行なわれた。前回と同じ３つの課題を投

映し、ウォーター・エイドについてウェッ

ブサイト上で調べ、パワーポイントを作

成させていた。筆者が視察した際に、コ

ンピュータールームでプレゼンテーショ

ンを行う場合には、２人ペア (場合に

よっては３人を認めることもある）です

ることが多かったが、ペアの組み合わせ

は教員が指示するのではなく、席の固定

していないコンピュータールームで偶然

に隣に座った者同士がペアとなってい

る。大概、女子２人ペア、男子２人ペ

アであるが、時々男女ペアになることも

あった。日本でのプレゼンテーションの

場合、このペアを作ること自体が難しく、

教員が生徒間の人間関係に配慮する必要

があるが、生徒たちの間でコンピュー

タールームの席に着く際に、ペアの相手

にこだわっている様子はなかった。

効果的な宣伝のためにスローガン、

キャッチフレーズ、タイトル等が必要

であること、ドラマ、ビデオ、パフォー

マンスなどの方法を教員から提示した

後に、ペアで１つのコンピューターを使

い、調べながらもスローガンや宣伝方

法を相談させていた。約 10分後、各ペ

アに宣伝のタイトルを何にしたかにつ

いて確認したところ、「水を必要とする

人々のための戦い」「あなたのお金が命

を救う」「世界トイレの日」「生活するこ

と、ウォーター・エイドに来ること」な

どの気の利いたフレーズがあった。そし

て、「どの国が最も影響を受けているか」
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「これらの国に住む人々が直面してい

る問題は何か」「これらの地域でウォー

ター・エイドは何をしているか」「ウォー

ター・エイドの活動はうまく機能してい

るか」の４つの質問を生徒へ投げかけ、

生徒の作業に重要な視点を与え、より深

い調査を促していた。調査の途中で、教

員がそれぞれのペアがどんな宣伝方法を

使うかを発表させると、ポスターが最も

多く、いくつかの班がビデオ・パンフレッ

ト・パワーポイント (スライドショー）

などと答えていた。ペアごとの進捗具合

には差があったが、概ね生徒は意欲的に

取り組んでいた。

実際のプレゼンテーションは、希望す

るペアを募り、希望順にプレゼンテー

ションをしていた。いつもは教員が使っ

ているコンピューターを生徒が使って、

パワーポイントやその他のデータを投映

し、その操作も生徒が行っていた。

全てのペアのプレゼンテーションを実

施することは出来ず、７つのペアのプ

レゼンテーションを見ることができた。

基本的には投映されたパワーポイント

や作成したポスターに書かれたことを

読むプレゼンテーションが多く、募金の

効果を示すものが多かった。印象的なプ

レゼンテーションとしては、女子３人の

ドラマ仕立てのプレゼンテーションで、

セリフを小さな原稿を使って読んでい

た。ウォーター・エイドがどんな組織で、

何をしているか、現地ではどんな病気が

あるかについて、10 分程度の問答式の

ドラマにしていた。最後に音楽を流し、

募金を呼び掛けて終わり、生徒たちから

は拍手喝采であった。他に完成度の高さ

を感じたプレゼンテーションとしては、

男子２人ペアのもので、一人はコンピュー

ターの操作をし、もう一人が原稿なしで

ウォーター・エイドのウェッブサイトに

載っている５組の子供や家族の実態を説

明した。説明がとても上手で、悲惨な実

態を淡々と他の生徒へ語りかけ、その話

に合わせてもう一人の生徒が悲しい音楽

を流し、該当する写真をスライドで示し

ていた。そして、最後にポスターを見せ、

１ポンド募金でも多くの命が救えること

を示していた。

また、プレゼンテーションの合間に対

話形式の授業展開を見ることができた。

１つのプレゼンテーションが終わると、

それに関する質問を教員がして、ある

一人の生徒を指名する。その生徒が答え

たことに対して教員が評価し、さらにま

た別の質問をして別の生徒をあてる。指

名された生徒は何らかの形で必ず答え、

また教員も時間をかけて生徒からの答え

を待っていた。こうした教員と一人の生

徒の対話の一部始終を他の生徒もよく聞

いており、関心や意識の高い生徒は対話

の中で生まれた疑問を挙手して教員に質

問する。生徒と教員の対話が続く中で、

授業の内容が掘り下げられ、生徒たちの

理解が深まっていく様子を見ることがで

きた。残念ながら、日本の学校の授業で

教員が生徒との対話をしようとしても、

周囲の目を気にして教員の質問に敢えて

答えないこともあり、教員からの質問の

一方通行に終わるか、一往復で完結して

しまうことが多い。また、この対話形式

の授業展開の経験もないため、１つの質

問から様々な質問をつむぎだし、多くの

問題に発展させ、生徒の理解が深まっ

ていくような対話を実現することは、
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筆者にとっては非常に難しいと思われた。

また、プレゼンテーションの方法が、

「宣伝・広告」という点が斬新に感じたが、

生徒たちを宣伝のテクニックに走らせる

ことなく、生徒たちへ教えるべき事実や

知識をプレゼンテーションの作成過程で

確実に調べさせている工夫に感心した。

４－２－４．バナナ・ゲーム

　　　　　�(Banana��game）

この単元は、ロングクロフト・スクー

ルの第７学年全ての生徒が受けた授業

ではなく、今回筆者が視察したオマリー

教諭 (Mrs O'Malley) のクラスでのみ実

施した１回の授業で完結した授業であ

る。短い単元であったが、生徒にとっ

ても教育効果があったと考えられるの

で、ここで紹介することとしたい。

フェアトレードを普及する民間団体が

作った単元であり、バナナの流通経路を

紹介すること (消費者に届く前にバナナ

に何が起こっているか )そして、バナナ

の売り上げから「誰が何を得るのか」と

いう現実について議論することがこの教

材の目的である。

はじめに教員が生徒を５つの班に分

ける。通常の授業では、28人学級で４

人ずつ７つの班で活動しているため、

今回は５～６人の班を教員が指示して

作っていた。５つの各班はそれぞれ、

(ⅰ)バナナを作る労働者、(ⅱ)プラン

テーションオーナー、(ⅲ)海運業者、

(ⅳ)輸入業者とバナナを熟す人、(ⅴ)店

やスーパー、のいずれか１つの役割を

与えられ、それぞれの立場がどのよう

な環境下でどんな仕事をし、どのよう

な費用を必要としているかについての

説明が書かれた紙が各グループに渡さ

れた。そして、１本のバナナは30ペン

スであることを生徒へ伝え、生徒には

30ペンスのうちのいくらが、自分のグ

ループが与えられた仕事を遂行するた

めに必要であるかについて議論し、他

の仕事についても30ペンスのうちいく

らが相応しいかを含め議論させる。

一定の時間の議論の後、教員が同じ

班にいる５～６人のそれぞれの生徒に

１～５の番号を与え、生徒は与えられ

た番号ごとに集まって別の班を作る。

つまり、シャッフル後の班は、上記の

(ⅰ)～(ⅴ)の役割を与えられた生徒が各1

人以上いる班になる。シャッフル後の

班の中で、それぞれの立場を主張し、

さらに議論を進め、(ⅰ)～(ⅴ)のそれぞ

れの仕事に相応しい30ペンスの内訳を

考えさせ、発表させた。

その後、教員から実際のバナナの価格

の内訳が伝えられた。(ⅰ)バナナを作る

労働者が１ペンス、(ⅱ)プランテーショ

ンオーナーが５ペンス、(ⅲ)海運業者が

４ペンス、(ⅳ)輸入業者とバナナを熟す

人が７ペンス、(ⅴ)店やスーパーが13ペ

ンスという現状である。そして、生徒に

対し、パワーポイントで以下の論点を示

し、グループ内で議論させ、自分の班の

意見をまとめ上げ、理由を考えさせた。

・これは公正な状況であるか？

・ 30ペンスはなぜそのように分けられ

ているか？

・誰が力を持っていて、それはなぜか？

・ この状況を改善させることができる

のは何か？

・ バナナを買う人間として、私たちは

どんなことができるか？
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45)  
この役職は、ロングクロフト・スクールでは1年間の任期である。コーツ教諭はこの役職の他

にクラス担任も持っていた。

・ 労働者や農家が、彼らの基礎的生活

に見合う対価を得ると知っていた

ら、あなたはバナナに対してより多

く払う準備はあるか？

・ この国に同様の状況があることに気

付いているか？

最後に上記の論点に関して、生徒の

意見を尋ねた。生徒の意見は、この金

額の内訳は公平ではないのというの

が圧倒的で、(ⅰ)～(ⅴ)の業者に与える

金額を同じにするべきだという意見

も出たが、その意見に対する現実的

な反論も意見として出た。また、プラ

ンテーションオーナーが力を持ってお

り、働かないオーナーが力を持つのは

不公平であるという意見が多かった。

バナナと同様の商品として他に何が

あるかという問いにはカカオ、コー

ヒー、チョコレートといった期待した

答えが多く出ていた。残念ながら、

本来は２回の授業を必要とする単元を

１回の授業で終わらせたため、上記全て

の論点について生徒の意見を聞くこと

は出来なかった。この単元は、ロールプ

レイング型の授業であり、生徒自身に役

割を与え、その与えられた立場に立って

まずは慎重に考えさせている。授業が展

開するにつれ、現実を直視させると同時

に、生徒自身の消費行動にも注意喚起

を与える目的を持っているといえる。

こうした点は、クリックの提唱したシ

ティズンシップ教育の狙いに合致し、

教育効果が高いと感じた。そして、日

本の公民科の中では、経済教育全般、

より具体的には、国際経済、商品の流

通、モノカルチャー経済、さらには国

際理解教育と関連が深い内容であり、

抽象的な用語の多い経済分野の教育を

上述した生徒の活動によって学ぶ手法

を知ることができた。

４－３．�シティズンシップ教育の

カリキュラムと授業運営

先述したように、ロングクロフト・ス

クールでは、日本の中学１年生にあたる

第７学年にシティズンシップの授業が

一週間に１コマ配置されていた。ナショ

ナル・カリキュラムにはキーステージ４

にもシティズンシップが必修科目とされ

ているが、他の第８～ 11学年には独立

科目としてのシティズンシップの授業は

配置されていない。第７学年にシティズ

ンシップを導入した理由としては、小

学校から入学したばかりの生徒たちが

このシティズンシップ教育の授業の中

で中学生として必要とされるコミュニ

ケーション能力を高めてほしいという

狙いがあるとのことである。

私が視察したロングクロフト・スクー

ルの第７学年のシティズンシップの授

業の運営に関しては、精神的・道徳的・

社会的・文化的発育 (Spiritual Moral 

Social and Cultural，通称 SMSC、以降

SMSCと記す）コーディネーターと呼ばれ

る役職 45）があり、その教員が授業で扱

う単元を精選して計画を立て、シティズ

ンシップを担当する教員へ指示を出して

いた。各授業担当教員に単元を最終的に



36

46)  
筆者のヒアリングによれば、他教科も同様で、各教科にカリキュラム・リーダーがいて、その
カリキュラム・リーダーが単元を決定する権限をもつが、一般の教員はカリキュラム・リー

ダーへ自分の希望する単元を提案すれば採用されることがある。
47)  

教員免許制度も日本とは大きく異なっている。日本の中学校・高等学校の教員免許は教科ご
とに免許が交付され、免許を持たない科目を教えることは出来ない。しかし、イギリスでは

教員資格は教科ごとではなく、どの教科の教員も免許取得に際しては同じことを学ぶ。した

がって、法的には教員資格さえ持っていればすべての科目を教えることができる。ただ、実際

は学校に就職する際には大学時代に専攻した分野が何であるかが問われ、自分の専攻に近い

科目を教えることになる。イギリスにも科目ごとの特別な教員資格もあるが、あくまでもオ

プションであり、教員が給与の上昇やキャリアアップを図る目的で取得する。また資格があ

ると勤務校を変える際などにその教科のスペシャリストであることをアピールできるため

有利に働くようである。北山（2014）112-113頁参照。

決定する権限はないが、自分が扱いたい

単元についてSMSC コーディネーターに

提案すれば、採用される可能性はある46）。

ロングクロフト・スクールで SMSC コー

ディネーターの立場であったコーツ教諭

(Mr Coates）は普段は理科の教員である

が、シティズンシップの授業を１か月半

ほど持っていた 47）。上記の｢パザマクッ

ク ｣の単元の途中まで担当しており、彼

の授業の視察もすることができたが、そ

の後はスペイン語の教員そしてダンスの

教員に授業が引き継がれるとのことで、

シティズンシップの教員の割り当てに苦

労している様子がうかがえた。上記の「パ

ザマクック」「ロングクロフト・ラーナー

ズ」「ウォーター・エイド」の単元は第

７学年のシティズンシップ担当教員が共

通して実施したものであるが、教員に

よって授業の進度や実施の方法は若干異

なっているようである。どの単元も授業

の進め方を示す「スキーム・オブ・ワーク」

あるいは「レッスン・プラン」がかなり

詳細に示されているが、実際の授業運営

においては、担当教員の裁量権は大きい。

コーツ教諭の後に私の視察を受け入れた

オマリー教諭は、授業の進みが早く、余っ

た時間には、自分で教材を探して独自に

授業を実施していた。「バナナ・ゲーム」

はまさにその独自に行った授業である。

また、筆者が視察した当時はロングク

ロフト・スクールにシティズンシップを

専門とする教員はおらず、第７学年のシ

ティズンシップを担当する教員の中に、

社会科の教員もいなかった。視察当時、

第７学年には６人のシティズンシップの

授業を担当する教員がおり、各教員の専

門教科は音楽、スペイン語、ダンス、テ

クノロジーであった。誰がシティズン

シップの授業を担当するかは教員のタイ

ムテーブルで決まるとのことであった。

授業を視察した二人の教員に専門科目

でないシティズンシップを教えるのは大

変ではないかと伺うと、確かに自分の教

科と異なる知識が求められる面は大変だ

が、慣れているのでそれほどの苦労はな

い、ということであった。オマリー教諭

は、シティズンシップの授業について、

学ぶべきことも多く興味深くて好きだと

おっしゃっていた。二人とも教員生活

10年前後の中堅の教員であり、シティ

ズンシップを毎年担当しているわけでは

ないが、教え方、指導方法などは熟練し

ていて、生徒をよく導いていた。また、

二人の教員は、どちらかと言えば厳しい
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48)  
TES（Think Educate Shareの略）という団体のウェッブサイトhttps://www.tes.com/uk/で

ある。他の教科の教材も紹介しているが多くても1000程度であり、シティズンシップはかな

り多い。
49)  

生徒が何か授業中に言いたいことがある時には、勝手に話し始めず、手を挙げることが小学

校の頃から訓練されている。

タイプの教員であるが、生徒の発言や優

れたノートや作品に対して、他のクラス

メイトの前で賞賛し、上手に褒めている

ことが印象的であった。

教材・単元の選定においては、SMSC

コーディネーターに委ねられるが、毎年

同じ教材を使っているわけではなく、単

元を変えて実践を重ねているようであ

る。教科書がなく、ナショナル・カリ

キュラムも日本の学習指導要領よりも抽

象的な書き方をしているので、単元選び

がとても重要である。今回の視察では、

全て外部の団体等が作成した単元であ

り、授業の進め方や授業で実際に使う教

材も用意されている。この点は、教科書

を読み、どんな授業にするべきか構想を

練って授業案を考えていく日本の教員と

比べると、オリジナリティーがなく、授

業マニュアルをただ使っているように当

初は感じた。ただ、イギリスの学校では

他教科でも同様の方法が行われており、

選定された単元がイギリスの教員にとっ

て、日本の教科書のような役割を果たし

ていることに気付いた。実際、同じ単元

を用いていても、担当教員によって進め

方は異なっており、各教員のオリジナリ

ティーがあった。レッスン・プラン通り

に授業をするのではなく、各担当教員が

教えるべき内容を取捨選択しており、ま

た授業で生徒に具体的に指示を出す上で

のパワーポイントは、ほとんどの単元で

授業担当教員がそれぞれ作成していた。

またナショナル・カリキュラムが記載さ

れている教育省のホームページには、教

材を紹介するサイトへリンクするように

なっており、シティズンシップはセカン

ダリー・スクール向けに 5000 種類以上

のもの単元がある 48）。

授業運営の特徴としては、必ず授業の

初めに今日の授業でするべき課題を明

示している。それは、「すべての生徒が

すべきこと」、「ほとんどの生徒がすべき

こと」、「何人かの生徒がすべきこと」の

３段階の指示がパワーポイントで投映さ

れ、生徒はこの提示された課題の順に取

り組んでいた。課題はこの順で優先順位

があり、力量のある生徒が退屈せずに課

題に取り組める工夫があった。

日本のような講義形式の授業は今回

の視察で一度も見ることはなかった。

教員が生徒へ一方的に説明することも

あるが、生徒たちはその説明の途中で

何らかの質問や意見を表明するために

手を挙げることが多く、教員にあてら

れるまで手を挙げ続けている 49）。教員

の説明が終わったところで、手を挙げて

いた生徒をあて、教員に対して意見や質

問を投げかける。また、教室に置かれた

机は日本のように一人１つ与えられる机

ではなく、数人で座る大きなテーブルで

あった。ほとんどの授業で、４人のグルー

プで１つの机に座り、話し合いをさせな

がら進めており 60分の授業でもかなり

忙しそうに見えた。一クラスの生徒数は
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50)  
シティズンシップ・ファンデーションでのヒアリングによる。

約 30 人と日本と比べると少ないが、活

気がないということはなく、教員の発

問に対しても多くの生徒が進んで発言

している。

生徒は、教科ごとにノートを持ち毎回

授業で使っているが、日本の生徒のノー

トとは使い方が大きく異なっていた。日

本の生徒は、板書を書き写すことや教員

が話したことをメモするために使ってい

るが、イギリスの生徒たちは、多くの場

合、何かを考えるように指示され、その

考える過程で浮かんだアイデアを書き留

めるよう指示されていた。今回視察を受

け入れてくださったオマリー教諭は、ほ

ぼ毎回生徒のノートを回収し、翌週まで

にすべてのノートに目を通していた。

視察した授業の半分以上はコンピュー

タールームでの授業であった。生徒は

パソコンの操作に慣れており、小学校

在学中にパワーポイントやワードなど

を学んでいて、授業で手際よく利用して

いる。シティズンシップの授業で使うこ

とのできるコンピュータールームはロ

ウアー・スクールに２つあり、どちらも

埋まっていれば、アッパー・スクールの

コンピュータールームを使うことがで

きる。コンピューターの配置も日本とは

異なり、壁沿いにコンピューターが置か

れ、教員は生徒が使っているコンピュー

ターのモニターを目視で監督すること

ができるようになっていた。また、コン

ピューターは生徒数よりも少ない台数、

20台程度しかなく、一人 1台ではなく、

グループやペアで使うことを前提とし

ていた。

授業は騒がしく生徒はリラックスして

いるように見えるが、教員の指示があれ

ば水を打ったように静かになる。ディス

カッションやリサーチの進度を教員が

確認して、生徒の作業を促す工夫も見ら

れた。コンピュータールームで教員が指

示をする際は、いつも生徒に作業中のコ

ンピューターのモニターの電源を消さ

せた上で必ず全ての生徒の視線を教員

に引き付けた後に、教員が話している。

また、教員の権限も強く、教員の指示に

従わないまたは他の生徒の迷惑になる

行為をした生徒はすぐに教室の外に出

され、さらに生徒の行為が悪質ならば、

別の部屋で自習のような形をとる。

５．シティズンシップ教育の現状と課題

視察校のロングクロフト・スクールは、

イギリスの典型的な地方公立中学校で

あり、先行研究にあるようなシティズン

シップ教育において全国的に有名な実践

のある学校ではない。しかし、イギリス

のシティズンシップ教育における現状を

把握する上では筆者にとって大変好都合

であったといえる。つまり、シティズン

シップ教育が義務化されて14年ほど経っ

た科目ではあるものの、シティズンシッ

プの教員資格を持った教員の不足は解消

されないまま 50）であり、またその結果

として、資格を持たない教員がシティズ

ンシップ教員としてのキャリアを確実に

積んできている現実がよく理解できた。

二人の担当教員との話では、シティズン

シップ教育の重要性は認識しており、シ

ティズンシップに対して肯定的な立場で
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あった。ただ、ロングクロフト・スクー

ルは、かつては「シティズンシップ・ポ

リシー」と呼ばれる政策を学校として掲

げ、その中で学校として生徒たちのシ

ティズンシップをどう育てていくかにつ

いて明記していたが、筆者が視察した当

時にはその政策はなくなった。シティズ

ンシップの授業やカリキュラムは、必修

化された当時と比べれば、学校としての

扱いは小さくなっているように思われ

る。シティズンシップを教える教員が教

員の時間割 51）でほぼ決まるという点は、

シティズンシップの授業に適した教員を

あてるという意図は見られない。

授業運営は日本の授業と比べると、緻

密さに欠ける面は見られた。具体的には

プレゼンテーションの授業の際に、何分

のプレゼンテーションであるかについて

事前に指示することはなく、実際ペアや

グループによってプレゼンテーションの

時間も異なり、すべての生徒がプレゼン

テーションをするわけではない。授業中

でプレゼンテーションのペア同士の話し

合いがうまくいかず、トラブルになった

場面も見た。筆者が授業内でグループ・

プレゼンテーションさせる際には、まず

グループのメンバーの組み合わせについ

て担任教員に問題がないかを確認し、す

べてのグループにプレゼンテーションの

機会を与え、生徒へはプレゼンテーショ

ンの時間もあらかじめ伝えておく。日本

の方が生徒に対して何をさせるにも、公

平性やトラブルの回避を意識し、教員が

周到に準備する必要があるように感じた。

上記の単元の中では、「ウォーター・エ

イド」と「バナナ・ゲーム」は非営利団

体が、中学校向けの単元をその団体のホー

ムページ上に載せており、無償で利用で

きるような形になっている。このように、

非営利団体が、シティズンシップの単元

やそれに伴う教材を作り、無償で提供す

ることで、その団体の活動を学校の授業

の中で若い世代に伝えることができる。

授業の中で、世界の国々の現状を知るこ

とは生徒にとってもよいことであるが、

単元や教材を提供する団体にとっては将

来の募金を集める狙いがあるといえる。

したがって、シティズンシップの単元や

教材は他教科に比べてもかなり多く存在

し、その分単元の選定は難しく、シティ

ズンシップの授業目的や生徒の年齢や発

達段階を考慮して、一部の非営利団体の

単元のみを扱うのではなく、適切でバラ

ンスのとれた単元の選定が求められる。

先述したように、シティズンシップ

の授業がウェッブサイトやコンピュー

ターに依存している印象が強かった。

教科の性質上もしくは生徒の年齢から

考えてもウェッブサイトの閲覧が有用

であったと考えられるが、コンピュー

タールームに限りがある中でシティズ

ンシップの授業をすすめることが難し

いと教員も感じているようであった。

また、SMSC コーディネーターが単元を

選定する上でも何らかのウェッブサイ

トを使っていることが多かった。

ロングクロフト・スクールにおける

シティズンシップ教育の扱いが小さく

51)  
教員のノルマ数はその教員の役職によるが、クラス担任の一般的な教員であるオマリー教諭

は、22時限の授業を持ち、空き時間は３時限であった。
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なっている背景として、2010 年に保守

党へ政権交代後、ナショナル・カリキュ

ラムにおけるシティズンシップ教育の

記載が縮小したことがあると思われる。

また、必修化して以来 15 年目に入った

シティズンシップ教育は、イギリスの

中でもその効果を検証し、再検討をは

かる時期であると考えられるが、保守

党政権がシティズンシップ教育に重き

を置いておらず、シティズンシップ教

育の効果の検証にも関心がないように

思われる。さらに保守党政権の下で、

イギリスの国家と教育のかかわりに関

する保守主義的な立場が強まる、つま

り国家は教育に干渉しない、教育およ

び学校の自由の名の下に、国家による

教育への関与を少なくし、財政上の義

務教育への支出をできるだけ少なくし

ようとする姿勢が明確になっていると

いえる 52）。

イギリスのシティズンシップ教育の

効果を若年層の投票率から検証すると、

1964 ～ 1993 年までは、18 ～ 24 歳の投

票率が 60％を下回ることはなく、1997

年は 54.1％、2001 年は 40.4％、2005

年は 38.2 ％、2010 年は 51.8 ％ 53） で

あった。2010 年にシティズンシップ教

育の効果が現れたと見ることもできる

が、この年の選挙は ｢ クレッグ効果 ｣

と言われ、イギリス第３の政党である

｢ 自由党 ｣ が注目されたため若年層だ

けでなく、全体の投票率も上がったと

言われている。ただ、若年層の投票率

はイギリスで低いと問題視されている

とはいえ、日本の 20 代の投票率と比べ

るとかなり高いことがわかる。日本で

は、1993 年の総選挙以来、20 代の投票

率が 50％を超えることはなく、多くが

30％台である 54）。この事実はシティズ

ンシップ教育以前の問題であり、また

日本の公民科教育が政治を学校で教え

ていなかったイギリスよりも投票行動

に結びつきにくい事実を示していると

思われる 55）。

また本稿第３節で言及した若者たち

の無気力・無関心・自己中心主義といっ

た態度が改善されるといった教育効果

の有無については、筆者が知り得る方

法を持ち合わせていない。道徳教育の

効果は非常に内的なものであり、統計

的につかむことが難しいと考えられる

のでここでは割愛することとしたい。

また、そもそも教育の効果を測るこ

とは非常に難しく、また教育は効果が

表れるまで時間のかかるのが常である。

保守党政権下で、イギリスのシティズ

ンシップ教育が後退していることから

考えると、15 年目に入った教科とは言

え、その教育効果については慎重に見

ていくべきと思われる。

52)  
国立教育政策研究所（2014）67頁。

53)  
Aliyah Dar (2014), p.4.を参照。左記資料は、英国下院図書館資料である。なお、2015年の
総選挙の世代別の投票率については、英国下院図書館は資料を発表していない。

54)  
総務省ＨＰ「衆議院議員総選挙における年代別投票率の推移」に基づく。

55)  
英国にはハンサード・ソサエティ (Hansard Society)と呼ばれる団体があり、議会制民主主
義の健全な発達のために市民へ啓発活動や国民の意識調査等を行い、2004年以降毎年調査

結果を発表している。その調査の中には、世代別の政治への関心・態度等についても言及し

ている。
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56)  
杉本厚夫，高典秀明，水山光春（2008）に詳しい。

57)  
杉浦真理（2013）は、公民科において、生徒のシティズンシップを育てるための授業実践に詳

しく、優れた授業プランがある。

６．シティズンシップを育てるために

イギリスのシティズンシップ教育と

似た教科を実施しているお茶の水女子

大付属小学校の「市民」、および東京都

品川区の「市民科」は、代表的な日本

におけるシティズンシップ教育の実施

例 56）であり、日本のシティズンシップ

教育の研究において注目され、評価さ

れている。本節では、これらの優れた

教育実践を紹介するのではなく、現行

の日本の中等教育の中で、どのような

形で、どのようにすれば、生徒たちの

シティズンシップを育てていくことが

できるのかという点について、イギリ

スのシティズンシップ教育の理念と実

践を基に具体的・現実的に検討するこ

ととしたい。

イギリスでの授業視察は筆者にとっ

ては大変興味深いものであったが、教

育システムや社会的背景が全く異なる

日本の教育現場では、視察した際に感

じた教育効果を日本で得られないこと

は承知している。ただ、先述したよう

にイギリスの若年層の投票率は低く

なってきているとはいえ、日本の若年

層の投票率を大きく上回っている。そ

こで、イギリスで得た知見を手掛かり

に、日本の学校教育の中で生徒のシティ

ズンシップを育てる 57）方法を、三つの

点から提案したい。

初めに、筆者の担当教科である公民

科の授業において、講義形式の授業に

おける対話的手法 ( ダイアログ ) およ

びグループ・ディスカッションの二つを

提案したい。前者の授業における対話

的手法は数年前にマイケル・サンデル

教授の講義が話題になったことが記憶

に新しい。対話的手法の長所は、生徒

が自ら考え、教員も生徒自身も対話を

通じて知識や理解あるいは誤解を確認

できることである。今後はこれまで以

上に発問の技術を向上させるためにも、

発問の発展的な手法としての対話的手

法の技術を学んでいくつもりである。

生徒の主体的な思考を止めることなく、

活き活きした授業の中で、生徒と対話

が実現していくことが最終的な目標と

考えている。確かに教員が一方的に話

す講義形式の授業が効率よく、生徒へ

多くの知識を伝えることができるが、

生徒のシティズンシップを育てる上で

は、主体的に考え知識・理解を深めて

いく過程が必要とされることを痛感し

た。筆者自身が対話的手法に慣れてお

らず、イギリスと異なり１クラスの人

数も多いため、一定の訓練が必要と考

えている。

後者のグループ・ディスカッショ

ンは、授業視察の中で、生徒たちが

話し合いながら知識・理解を深めて

いく場面に多く遭遇し、意義を感じ

た。そのグループは２人、４人、６人、

８人等と様々であった。教員はその

都度必要とされるグループの人数を

考えており、グループ作業にありが

ちな特定の生徒のみが課題に取り組

み、他の生徒がその話し合いに参加し

ない、といった様子は見られなかった。
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このグループ・ディスカッションは

他者の意見を聞く力、また自分の意見

を伝える力が自然に身に付き、自分と

異なる視点があることに気付く点であ

る。筆者もグループ学習を授業で行っ

た経験はあるが、生徒にとってはおしゃ

べりの場になってしまうことが多く、

十分に活用できていなかった。グルー

プ活動の手法を再度検討し、話し合わ

せる課題やテーマとグループの作り方

について、試行錯誤しながら、効果的

なグループ学習の在り方を追求してい

きたいと考えている。さらに、自分自

身の評価や仲間の評価について、グルー

プ・ディスカッションを使う方法も検

討していきたい。

第二に、社会科と総合・道徳および特

別活動との連携である。社会科の授業内

ではなく、総合・道徳・特別活動との

連携を提案する理由としては、日本の学

習指導要領は「知識」として教える部

分が多いため社会科の授業時間内にプ

レゼンテーションなどを実施すること

が時間的に難しい現状があるからであ

る。公民だけでなく地理や歴史、あるい

は他教科で得た生徒の知識を基にして、

道徳や総合もしくは特別活動の一環と

して、ディベート、模擬裁判や模擬投票

といったシミュレーション、プレゼン

テーションを実施することを提案した

い。プレゼンテーションは、生徒の本

質的な理解を促す上での一般的な手法

であるが、単に ｢○○でした ｣｢○○が

わかった ｣といった形の発表ではなく、

｢広告・宣伝 ｣｢新聞」｢手紙」｢ポスター」

｢ パンフレット」｢ ガイドブック ｣ な

ど調べた内容のアウトプットについて

一工夫加えることで、生徒の表現力を

高め、主体的に生徒自身が自分の問題

として考えることにつながると考えて

いる。例えば、「政府への請願書を書く」

といった作業をさせた場合に、生徒はそ

の書き方を学ぶことができると同時に、

どのように伝えれば自分の意見が通り

やすいのか、相手の立場に立って、自

分の意見の根拠を繰り返し考えること

につながる。ある社会的な問題に対し

て、その問題の本質を捉え、自分はそ

の問題に対して何ができるか、何をす

るべきであるか、と考える契機を与え

ることは、生徒の問題意識を高めさせ、

シティズンシップの育成を促すことが

期待できる。ただ、この提案は、学校

全体としての取り組みが求められるた

め、シティズンシップ教育を道徳・総

合・特別活動の一環として扱うことへ

の周囲の理解が必要になることは言う

までもない。他に考えられる問題とし

ては、道徳・総合・特別活動が数値化

される成績評価科目ではないので、生

徒の取り組みの動機づけが弱くなるこ

とである。こうした問題を回避するた

めに、公民科の授業内でも少しずつ生

徒参加型の授業を取り上げ、実績を積

んだ上で道徳・総合・特別活動へ広げ

ていくことが現実的であると思われる。

第三に、地域活動および地方公共団体

の活動へ参加することがシティズンシッ

プを育てる上で、有効であると考える。

残念ながら私立学校は、生徒の居住地と

学校の所在地が離れているため、地域コ

ミュニティーとの関係が薄いといえる。

イギリスのシティズンシップ教育は「コ

ミュニティーの一員として」どのような
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振る舞いが求められるか、という点が理

念においても実践においても求められて

いた。勿論、学校という社会の中の一員

として何らかの活動をすることで、生

徒は自分の責任や果たすべき役割を認

識していくこととなり、生徒たちのシ

ティズンシップを育てる効果はあると

考えている。ただ、学校という閉ざさ

れた空間で互いに分かり合える集団の

中でだけでなく、地域社会へ何らかの

形で関与する経験を積むことで、より

広いコミュニティーに求められる市民

としての責任や役割を何らかの形で認

識できるようになるのではないだろう

か。また、こうした経験は自分の学校

や自分自身を客観視するきっかけにな

り、生徒のシティズンシップの芽を育

て、実際に学校を卒業した後に自分が

市民として活動するイメージを持つ上

で効果的であると考える。具体的には、

「新しい公園を設置するのに地方公共団

体へ意見を出す機会を生徒に与える」

「地域で行われているボランティア活動

に参加する」「地方議員との対話」など

である。もし、このような活動が実現で

きれば、学校としては地域住民との対話

の機会を得ることができ、普段の学校の

活動等について地域住民の理解を得や

すくなることも期待できる。「地方自治

は民主主義の学校」といわれるように、

地方の政治・社会に関与することで、学

校よりも広い社会の一員であることを

自覚し、責任ある行動へつながることを

期待している。しかし、この試みは、学

校内外の理解や協力なしに実施するこ

とは難しく、二つ目の提案よりも関係者

が増えるため様々な問題が予想される。

地域社会へ関わる機会を公民の授業内

に実施することもかなり難しい。現実

的には、高等学校における少人数の選

択授業で試験的に実践し、生徒へ与え

る教育効果を確認した上で、全ての生

徒に地域コミュニティーにかかわる機

会を与えていく重要性について、学内

外の理解を得られるよう取り組んでい

くことになると考えている。

これら三つの提案を日本の学校で実

現すること、また実現できたとしても、

昨今日本で求められているような教育

効果が現れるまではかなりの時間を必

要とすることが予想される。若年層の

投票率が低いのは世界的な傾向であり、

イギリスで若年層の投票率の向上に寄

与していないことを理由に、シティズ

ンシップ教育が不要であると結論づけ

ることは早計と考える。シティズンシッ

プ教育はイギリスのみならず世界各国

でその必要性が叫ばれ、現状では多く

の先進国で導入されている。日本にお

ける公民科教育の目的・内容を再度吟

味し、今後は日本の授業・学校教育に

おいて、単なるイギリスの模倣ではな

い日本の学校に適したシティズンシッ

プ教育の可能性を模索していきたい。

そして、選挙権年齢・成人年齢の引き

下げに伴って求められている学校およ

び公民科の教員の役割と責任に応える

べく、今後の学校教育の中で、生徒の

シティズンシップの涵養に貢献できる

ような教育実践を試行錯誤し、微力な

がらも見識ある市民による健全な民主

主義社会の実現に寄与していきたいと

考えている。
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始めに

今回の研修においてフィレンツェスタ

イルのジュエリーの様々な工程を学ぶこ

とができました。自分が想像していた以

上に時間のかかる手作業に戸惑うことも

ありましたが、それを行うからこそ価値

がある作品に仕上がることを改めて確認

することができ、モノづくりの初心に帰

ることができたような気がします。

長い伝統により受け継がれてきた技法

は、とても魅力的なものばかりでした。

特に糸ノコを使って蜂の巣状に地金を

削っていく技術や、専用のタガネを使っ

て地金の表面に紋様を彫り込んでいく

洋彫りの技術は、半年間では現地の職人

が作り出すレベルに達することは出来ま

せんが、それを目の前で見せていただ

き指導を受けたことは、私にとってこれ

から作品を作る上で尊い財産となりまし

た。研修前は鋳造技法を中心としたジュ

エリー制作を行ってきましたが、彫金技

法の最高峰とも言われるフィレンツェス

タイルのジュエリー技法を今後自身の芸

術活動に生かすことは勿論、美術教育に

力を注ぐ女子美術大学付属高等学校・中

学校の美術科教員として、授業の中で生

かしていきたいと思います。

フィレンツェスタイルの彫金技法について

女子美術大学付属高等学校・中学校　進路部主任美術科教諭

中村　幸喜

研 修 名：イタリア・フィレンツェのジュエリー学校での制作

研修内容：イタリア・フィレンツェの彫金技術を学び、技法の習得を目指す

報告内容：制作した作品画像とその解説、制作ノートにより報告

①　透かし彫り、洋彫りを施した指輪

②　糸鋸で地金を抜き、七宝、洋彫りを施したブローチ

③　押し出し技法、洋彫りを施した花形ブローチ

④　透かし彫り、洋彫り、大ぶりの石を配したピアス

⑤　シルバー(銀の合金)への七宝
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②
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③



フィレンツェスタイルの彫金技法について
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以上、研修成果としてご報告いたします。

平成28年度海外研修員

研 修 先：イタリア・フィレンツェ

⑤
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１. はじめに

日本の音楽教育は明治以降、現在に至

るまで、そのほとんどが〈西洋音楽〉の

理論や体系に基づいて指導されてきたと

言っていいだろう。西洋音楽の歴史や、

そこに根ざしているものの深さを知れば

知るほど、私たちがその音楽を理解する

ことは、決して容易なことではないこと

がわかる。さらに音楽を専門としていく

場合には、単に楽譜が読めたり、演奏出

来たりするというだけでなく、その作品

がどのように作られているのか、深く読

み解いていく作業も必要になってくる。

一つの作品でさえ、そこに書かれている

音には、作曲家の心情に加えて、それぞ

れの時代、あるいはその時点までに受け

継がれた理論や精神、歴史的背景等、あ

りとあらゆるネットワーク的つながりが

ある。

私は現在、武蔵野音楽大学附属高等学

校音楽科において、主にソルフェージュ

の教科を担当している。ソルフェージュ

は、音楽の基礎的な能力を培う音感教育

の一つとして捉えられているが、このソ

ルフェージュこそ、様々なつながりを結

びつける力を養い、音楽の〈本質的な理

解〉へと導くために欠かせない存在なの

である。とりわけ音楽学校においては、

ソルフェージュの意義、その教育の在り

方について、深く考えていかなければな

らない。本研修を通して私は、そのこと

を改めて強く実感した。

2. 授業の中で浮かび上がる問題点

音楽だけに関わらず、個々の能力や経

験の違いによる差は、同じ学年の生徒間

であっても、大きく表れてしまうことが

ある。それは音楽教育の現場でも同じこ

とが言え、その差は年々広がっているよ

うにさえ感じる。ソルフェージュにおい

ては、ほとんどその経験を積まずに音楽

学校に入学し、そこから本格的に学習を

スタートさせる、というケースも珍しく

なくなってきた。

歌うこと（視唱）や、音を聴取するこ

と(聴音)を始め、ソルフェージュと言っ

てもそこに含まれる内容には、実に広い

幅がある。もちろんそれぞれの科目の中

で、個々の出来不出来があるわけである

から、このような状況の中で、たった一

つのクラスで授業を進めていくことは極

めて難しい。そこで、個々の能力や経験

に合わせて、習熟度別にクラスを編成す

るということが必要になってくる。実際

に私の勤務校でも、そのように展開して

いる。

武蔵野音楽大学附属高等学校　音楽科教諭

伊東　光介

広い視野を持った、質の高い音楽教育の研究

〜ソルフェージュ教育を中心に〜
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しかしながら、一見ソルフェージュ能

力が高いように見受けられる生徒であっ

たとしても、そこに問題がないかと言っ

たら、必ずしもそうとは限らない。私は

多くの場面で、ソルフェージュ能力とい

うものの判断の難しさを感じてきた。私

がこれまで行ってきた授業の中で、浮か

び上がった問題点の例を、以下に示す。

まず一つ目は、「聴音」の授業でのこ

とである。ある生徒が、課題を一音符の

間違いもなく、全ての音を正確に書き記

せていた。しかしその生徒に、書かれて

いる音がどういう響きのものなのか確認

すると、ほとんど理解出来ていないこと

がわかったのである。それは例えば‘Sol 

Si Re Fa’（ソ、シ、レ、ファ）という

和音が奏でられた時に、その生徒は確か

に〈五線上〉では正解しているわけであ

るが、それらの音がまとめて“属七の和

音”の響きだということには、気付けて

いなかったのである。

二つ目は、全体的にソルフェージュの

能力が低いように見受けられる生徒が、

自己の専攻楽器の演奏では、とても良い

方向にいっていたことである。その生徒

は、ソルフェージュの授業では、言わば

劣等感を抱いているような態度をとるこ

ともあったが、演奏の上では意欲的に表

現する姿勢が見られ、奏でられていく音

楽は、美しく輝きのある音たちで溢れて

いた。私がその場面に触れられたのは、

残念ながら〈授業の外〉でのことである。

これら二つの事例の生徒たちは、ソル

フェージュの試験の結果的には、前者が

高く、後者が低いわけであったが、それ

をそのままソルフェージュの能力とし

て捉えることは出来ない。私はいつも、

生徒一人ひとりにとって、より良いソル

フェージュ教育とは、一体どんなものが

ふさわしいのか考えさせられる。そして

最終的に「ソルフェージュとは何か？」

という最大の難問にまでぶつかってし

まうのである。ソルフェージュが、個々

の演奏と切り離して考えられてしまって

は、その意義は非常に薄いものになって

しまうだろう。授業で習ったことが、そ

の場限りのこととして受け止められてし

まってはいけないはずである。

最後にもう一つの問題として、生徒た

ちの精神状態が、どんどん複雑化してき

ているということである。音楽は、作曲

家の人間性を感じとらなければ表現出来

ないような場合も多く、内面的な部分

へのアプローチというのも重要である。

日々変化する生徒たちの心の状態にも気

を配りながら、音楽の本質を探っていこ

うとする作業には、非常に大きな配慮が

必要とされる。

私は勤務校で教える前、約五年間に亘

り、音楽療法、すなわち臨床の現場に携

わっていた。その中で精神病の患者さん

たちと、数多くの音楽によるセッション

をしてきたわけであるが、その経験を経

たことでより、教育者は幅広い知識や技

術だけでなく、広い視野と柔軟な対応力、

そして何より深い優しさ（忍耐力とも言

える）が必要なのではないかと感じるよ

うになった。生徒たちと触れ合っていく

中で、その気持ちは今なお一層強くなっ

ている。

このような経験や思いから私は、ソル

フェージュ教育を始め、音楽教育の長い

歴史を持つフランスでは、今現在どの

ような形で授業が展開されているのか、
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その内容、そしてそれ以上に、教師が授

業の中で、生徒とどう関わっているのか、

実際に見て学びたいと感じた。それは本

論文のタイトルでもある「広い視野を持っ

た、質の高い音楽教育の研究」をしたい

という考えに至った背景でもある。

3. ソルフェージュについて

現在日本でも広く使われている音名

（階名 )の‘Do Re Mi…’（ド、レ、ミ…）

は、イタリアの修道士で音楽理論家、そ

して教育者でもあった Guido d'Arezzo

グイード・ダレッツォ (991 頃 -1033 以

降 )の発案によるものからきている。そ

れは『Ut queant laxis ウト・クエアン

ト・ラクシス (聖ヨハネ賛歌）』という

歌の詞から取られたものが基となってい

て、グイードはその一連の音節を用い

て、歌い手に視唱を教えた。現在では

‘Solmisation'( ソルミザシオン ) と呼

ばれるこの音節のまとまりは、ある種の

音の読み替えシステムとして、教育的な

役割を果たしていた。これがソルフェー

ジュの起源である。　

西洋音楽の中でメロディー（旋律）は、

〈祈ること＝歌うこと〉という概念の中

で、形成され発展していったわけであ

るが、ソルフェージュの始まりは、〈歌

うことを教える〉ための手段として生

まれたというわけである。フランス語の 

‘Solfège’（ソルフェージュ）という語も、

〈階名で歌う〉ことを指す‘Solfier’（ソ

ルフィエ）という動詞からきている。

このようにソルフェージュは、起源こ

そイタリアであるが、体系化された〈教

育〉としては、フランスを中心に大きく

発展していくことになる。しかしながら、

18世紀末にパリで出版され、その後の

フランスにおけるソルフェージュ教育

に、大きな影響を与えたとされる教則

本『Solfège d'Italie イタリアのソル

フェージュ』には、そのタイトル通り、

Alessandro Scarlatti アレッサンドロ・

スカルラッティ や、Leonardo Leo レオ

ナルド・レオ などの著名な〈イタリア〉

の作曲家たちの作品が多く含まれている

わけであるから、根源はやはりイタリア

の音楽にあると言えよう。

この教則本は、全体が四部構成によっ

て、まず始めに音楽の諸原則が細かく書

かれ、そのあとに様々な音部記号や拍子

によって書かれた 208の課題が続き、最

後に 12の二重唱曲が置かれている。こ

の本を見れば、やはりソルフェージュや

その教育の根幹は、〈歌うこと〉にある

のだということがわかる。ここで重要な

のは、ただ歌うためだけでなく、それに

必要な理論や技術等が、教育的に順序立

てて書かれているという点である。

それ以降、ソルフェージュ教育がフラ

ンスで開始され、多くの優れた音楽家や

教育者たちによって研究が進められ、様々

な改革を経て現在に至っている。日本に

おけるソルフェージュも、もちろんフラ

ンスからの享受によるものが大きいわけ

であるが、私がこの研修で学んだ、後述

する「パリ国立高等音楽院」こそ、ソル

フェージュ教育を牽引してきた教育機関

と言える。今日、日本ではソルフェージュ

というものの定義が、多少曖昧に捉えら

れてしまっているようにも感じられるの

は、そこにもやはり深い歴史（教育的な

意味においても）があるからであろう。
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4. フォルマシオン・ミュジカルへ

ソルフェージュは今でも、リズム等を

〈訓練する〉ことが目的とされてしまう

ことがある。実際、生徒たちの状況によっ

て、リズムならリズム、音程なら音程と

いったように、細かく分けてその指導を

行う場合もあるだろう。しかし、訓練的

な手法が行きすぎてしまうと、音楽的な

表現とはかけ離れてしまうこともある。

大事なのは訓練した結果、実際の演奏の

中でどう活きていくかであって、訓練そ

のものではない。

フランスでは、1960 年代～ 1970 年代

にかけて、ソルフェージュが‘Formation 

musicale’（フォルマシオン・ミュジカル）

という名称に変更されることになった。

このフォルマシオン・ミュジカルはどち

らかと言うと、そういったある種の〈機

械的な訓練〉からの脱却として生まれた

概念でもあり、直訳すれば〈音楽的な育

成〉という意味になる。バロック、もし

くはそれ以前から現代に至るまでの実際

の音楽作品を、核となる教材として授業

の中で扱い、音楽の総合的な理解へと繋

げていくことを目的とする。

ソルフェージュという名称が変更さ

れるにあたり、その改革を前線で進めた

一人に、1948 年にローマ大賞を受賞し

た作曲家でピアニスト、そして著名な

教育者でもあった Odette Gartenlaube 

オデット・ガルテンローブ氏がいるが、

最初は同僚の音楽家たちから激しい反対

もあったようである。名称が変わるから

といって、もちろんその意義の全てが変

わるわけではないが、逆に言えば、長年

使用されてきた名称を変えるほどの大き

な〈意識〉がそこにあったわけであり、

フランスではそれだけ、時代と共に教育

の在り方について、深く考えられ続けて

きた証ととることも出来よう。

現在のパリ国立音楽院の院長であ

る、Bruno Mantovani ブリュノ・マント

ヴァーニ氏は、著書『Le conservatoire 

de Paris et son histoire（パリ国立音

楽院とその歴史）』のインタビュー記事

の中で、次のように発言している。

「理想は、均整のとれた純粋で、許容

範囲の難しさによるソルフェージュに回

帰することである。フォルマシオン・ミュ

ジカルは、ソルフェージュを追い払う必

要はない。」

今この瞬間にも、より良い教育のため

の改革が進んでいるのかもしれない。

5. パリ国立高等音楽院について

｢Conservatoire national supérieur 

de musique et de danse de Paris（パ

リ国立高等音楽・舞踊学校〔パリ国立

高等音楽院〕）」は音楽院として 1795

年に創立されて以来、現在に至るま

で、優秀な音楽家や舞踏家、そして教

育者たちを多数輩出してきた。Camille 

Saint-Saëns カミーユ・サン＝サーン

ス、Claude Debussy クロード・ドビュッ

シー、Maurice Ravel モーリス・ラヴェ

ル、Olivier Messiaen オリヴィエ・メ

シアン等、音楽の世界だけに限っても、

この学校に通っていた生徒たちの中に、

私たちが今日学んでいる大作曲家の名前

を何人も見出すことが出来る。間違いな

く、世界に誇る教育機関の一つである。

フランス、特に近現代の音楽の代名詞的
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存 在 と も 言 え る C. ド ビ ュ ッ シ ー

(1862-1918) は、10歳という若さでパリ

国立音楽院に入学している。その才覚は

早くから学内でも際立っていたが、同

時に先生の手を焼くことも多かったよ

うである。ドビュッシーが完成させた

唯一のオペラ「ペレアスとメリザンド」

が作曲されたパリの家の前の案内板に、

ペレアスとメリザンドが

作曲された家と、

その前にある案内板

近現代の和声や音楽語法、エスプリ

を理解するために欠かせない作曲家の

一人でもある、ガブリエル・フォーレ

Gabriel Fauré(1845-1924) は、パリ音楽

院の出身者ではなかったにも関わらず、

約十五年間（1905-1920）に亘り院長を

務め、教育者としても、その後の音楽教

育に大きな影響を与えた。フォーレが

院長になった経緯や、院長時代の積極

的な改革は、パリ国立音楽院において、

今もなお大きな歴史の一つとして語り

継がれている。パリの真ん中に位置し、

圧倒的な存在感を放っているマドレー

ヌ寺院は、フォーレがオルガニストと

して務め、代表作の一つ「レクイエム」

が初演された場所でもある。

レクイエムが

作曲された家と、

マドレーヌ寺院

ドビュッシーが実際にどのような生徒

であったのかをイメージさせる、先生と

のやり取りを示す一文が書かれている。

｢まったく、ドビュッシー、聞いてい

ますか？」「はい、聴いています。しかし、

あなたのものではなく<私の和声〉を。」
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パリ国立音楽院は、1990 年に現在の

校舎である、パリ 19区（北東部）のラ・

ヴィレット公園内に移転した。この公

園は、北側が「Science（科学）」、南側

が「Musique（音楽）」をコンセプトに構

成されている。1980 年代に、François 

Mitterrand フランソワ・ミッテラン

元大統領によって掲げられた「Grands 

travaux グラン・トラヴォー」という名

の大規模なパリ再開発計画の一つとし

て、この公園内も整備された。

広 大 な 敷 地 の 中 に、Cité des 

Sciences et de l'Industrie（科学産

業博物館）、La Géode（球体映画館）、

フィラルモニー・ドゥ・パリと、パリ国立高等音楽院

6. フォルマシオン・ミュジカルの授業

現在のパリ国立音楽院の、フォルマシ

オン・ミュジカルの授業は、6人の先生

方で教えられていた。授業はもちろん、

先生によって進め方の違いはあるもの

の、大きく分けて次の三つの内容を柱と

していた。

・Lecture rythmique「リズムの読譜」

・Déchiffrage chanté「初見視唱」

・Travail d'oreille「聴音」

生徒たちは、入学試験後に行われる

ソルフェージュ (フォルマシオン・ミュ

ジカル ) の試験の結果によって、受講

しなくてはいけない項目が決定され

る。結果次第で全て免除される場合も

あるわけであるから、全員がフォルマ

シオン・ミュジカルの授業を受けるわ

けではない。結果として一つひとつの

クラスは、ごく少人数で行われ、全体的

に個々への指導が行き届いた、きめ細や

かな授業が展開されていた。

「レクチュール（リズムの読譜）」は、音

程をつけずに楽譜を読んでいくことを指す。

Musée de la musique（音楽博物館）等

がある。2015 年 1 月には、近代的なコ

ンサートホー「Philharmonie de Paris 

フィラルモニー・ドゥ・パリ」が誕生

し、パリ国立管弦楽団の新たな本拠地と

なって多数のコンサートも上演され、さ

らなる文化的盛り上がりを見せている。

近未来的でありながら緑も多く、全体的

に落ち着いた雰囲気があるこの公園は、

園内を歩くだけでも感性が刺激される場

所である。そんな素晴らしい環境の中に、

パリ国立音楽院はある。私は約半年間、

この学校でフォルマシオン・ミュジカル

の授業を中心に学んだ。
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フランス語の‘Lecture’（レクチュール）

は、「読むこと・読書」を意味する語で

ある。現代の作品が教材として使用され

ることもあり、複雑なリズムであっても、

とにかく正確に読むことが求められてい

た。「précis!（正確に）」、「tros tard!（遅

すぎる）」、「tros vite!（速すぎる）」と

いった言葉がいつも、先生方の口から発

せられていた。　

授業の中で、各先生が共通で使用され

ていた教科書には、Françoise Gervais 

フランソワーズ・ジェルヴェの『60 

Leçons de Solfège rythmique（60 のリ

ズム課題）』があった。この本は主に、“20

世紀のリズムの練習の手ほどきのため

に、その基礎原理を明確に提示する目的”

として書かれたもので、様々な音価や連

符を伴う課題、拍子の変化から１拍の値

が変化する課題まで、全体的に非常に質

の高い内容となっている。

このレクチュールが、フォルマシオ

ン・ミュジカル全体の中で、特に重要視

されていたように感じられた。先生方の

多くが、〈リズムは演奏表現に直結する〉

という意識を持っていて、生徒がきち

んと演奏に活かしていくことが出来るよ

う、授業の中でありとあらゆるリズムを

扱っていた。それぞれの授業は、指導が

とても明確で、それでいて温かく、何よ

りいつも〈音楽〉に溢れていた。　

ある授業では、特に〈拍の感じ方〉につ

いて、その大切さを伝えていた。まず拍子

のとり方から細かい指導があり、そこから

息づかいや、音のまとまりへと意識を向

かわせ、徐々に音楽的な表現へと繋がる

よう、段階的に生徒を導いていた。リズ

ムの読譜であっても〈音楽的な表現〉が

そこになければならないことを常に感じ

させた。先生が生徒の表現を聴いた後、

たとえリズムが正確であっても〈フレー

ズが聴こえてこない〉ということを訴え

ることもあった。

さらに印象的だったのは、しばしば

‘Onomatopée’（オノマトペ・擬音語） 

によってリズムを読ませることがあった

ことである。音名として読むことから解

放し、それによって生徒たちは、リズム

が本来持っている要素を、自然と実感出

来ているようであった。また、休符に対

して意識を強く持たせることも多く、そ

れを表現に活かしていくことや、休符を

どう感じるかによって、その前後が変

わってくること等、ニュアンスの一つ

ひとつで考えさせられることが尽きな

かった。日本語からは単に〈休み〉と捉

えられがちになってしまうこの休符は、

フランス語で‘silence’（沈黙・静寂）

と表現される。

｢初見視唱｣は、その場で渡された楽譜

を先生の伴奏と共に初見で歌うもので

あった。扱われる教材は、ほとんどが歌

曲やオペラの中の１曲で、実作品が中心

に選ばれていた。生徒は１人ずつ交替で

歌ったり、複数で同時に歌ったり、ここ

でも先生によって進め方が様々であった

が、どの先生も、生徒にその作品への理

解を深めさせる〈分析的〉なアプローチが

あった。時代や様式、調関係や終止、旋

律と和声の関係性等、ただ歌わせるだけ

でなく、歌を通して〈楽式〉を学ばせる

目的が明確に感じられた。

一つの作品は、あくまで初見用課題

として一回の授業の中で扱われるが、



広い視野を持った、質の高い音楽教育の研究

87

ある授業では、より深い理解のために、

作品を翌週に持ち越して、生徒に自ら学

ぶ時間を作り、次の授業の中でさらにそ

れを煮詰めていく、ということを行なっ

ていた。フランスの作品であれば、最終

的にフランス語で歌い、詩とリズム、和

声との関係性等について、さらに細かく

見ていくこともあった。

また、作品を歌わせる前に、最初の音

を〈どのように取るか〉生徒に問いかけ

る等、音を出す前のアプローチを大切に

していた。例えば、歌が始まる１小節前

のピアノの和音の中に、歌の開始音に繋

がる重要な音が存在していたりするから

である。楽譜をきちんと見ること、内面

で音を鳴らすこと、そしてピアノの伴奏

をきちんと意識すること、様々なやり取

りをしていく中で、〈アンサンブル〉と

しての音楽が形成されていくということ

を、示しているようでもあった。

さらに先生によっては、独自に作

られた‘étude’（エチュード・練習

曲）を、授業の最初に行うこともあっ

た。音程を正確に取っていくための課

題であるが、調性によって、それぞれ

の色彩を感じられるよう、様々な工夫

が施されていた。そこでもただ音程を

取るだけでなく、そこにつけられる和

音をイメージして音を歌うよう意識が

向けられ、生徒が正しく音程が取れな

い時、そこにつけられる和音が何なの

か考えさせ、すぐにその音そのものだ

けを確認して終わりにしないのである。

大切なことは、自らが音を想像し、そ

の中で生み出されていくことであり、

その過程の大切さを先生は、毎回の授

業の中で伝えているように感じられた。

そうしていくことで、生徒たちは和音を

意識することが当たり前になっていく。

Yvonne Desportes イヴォンヌ・デポ

ルト氏 は、著書『Traité d'halmonie 

en vingt leçons（20 の和声課題）』の

序文で、

「音楽は言語である。それはすべての言

語と同様に独自の文法を持っている。和

声は音楽言語の文法である。」

と言っている。デポルト氏は、パリ国立

音楽院に学び、1932 年にローマ大賞を

受賞し、50年に亘り母校で教鞭をとっ

た著名な教育者である。文法を知ること

で語学のより深い理解が得られるよう

に、音楽の語法を知り、それがきちんと

した形で演奏の際に使えるようになるこ

とは、極めて重要なことであろう。

最後に「聴音」の授業であるが、三つ

の中で最も幅広い内容で展開されていた

のが、この聴音であったと言える。細か

いものも含めればもっとたくさんあった

が、大きく分けて次の六つの内容が教え

られていた。

1,  Reconnaissance de tonalités et 

cadences

−いくつかの‘fragment’（一節）を

聴き、それぞれの調性と終止形を答

える。

2,  Dictée à 1 puis 2 voix 

−１声で始まった後、2声になる課題

を書き取る。
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3, Dictée d’accords de 4 sons

−四声による和音を書き取る。

4, Dictée de phrases atonales

−無調による単旋律のフレーズを書

き取る。

5,  Dépistage de fautes, recherche de 

parties manquantes et analyse

−楽譜上の間違いを探し、欠けてい

るパートを埋め、和音記号や非和声

音等の分析をする。

6,  Basse à écrire et à chiffrer - 

Tonalités, degrés et cadences à 

indiquer

−和声課題を聴き、バスの音と和音

数字、調性、和音記号、終止形を示

していく。

 

[調性と終止形を答える ]課題は、実

作品の中の数小節を聴取するが、音その

ものは書き取らなくて良く、[単旋律 ]

の課題は、調性のないもの、すなわち無

調であったが、リズムは取らなくて良

かった。[複旋律 ]の課題は、必ず 1声

で始まり、その主題がカノンによって受

け継がれる対位法的な課題であり、[楽

譜上の間違いを探し、欠けているパート

を埋め、和音記号や非和声音等の分析を

する ]課題は、主に J.S.バッハのコラー

ルが扱われ、これも全ての音を書くわけ

ではなく、フレーズごとに指示された内

容を解き進めていくもので、[和声 ]課

題も、バスの音のみを取り、後は数字や

記号によって答えていくものであった。

このように聴音は、音やリズムを全て

正確に聴取させること以上に、音を響き

やまとまりとして捉えさせることに重点

を置いていることがわかった。そして分

析的・理論的に聴取させることも大切に

し、〈多角的〉に音を聴取させる指導が、

システムとしても確立していた。カテゴ

ライズされた中であっても、それぞれの

先生により作成、また選ばれた課題の

数々は、全てが教育的かつ、美しいもの

であった。

そして聴音の授業の中では、レクリ

チュールの授業に出てくるような複雑

なリズムは出てこなかったということ

も、特筆すべき点である。リズムはあく

まで表現として〈外〉に放たれていくも

の、逆に聴音は、音程や和音の響きをま

ず〈内〉で捉えるもの、私はそれぞれの

授業を通して、そのような印象を受けた。

内で音を把握しようとしながらも、音を

縦にも横にも意識させて聴かせることに

より、それぞれの心の中で〈音〉が動き

回る。授業は研ぎ澄まされた集中が続く

中であっても、決して〈静〉ではなかった。

生徒たちは全体的に、音を正確に書き

とることが苦手なように見受けられた

が、その反面、和音を数字で答える、す

なわち響きで捉えることや、調性、終止

形等を答える問題等においては、当たり

前のようにつかめているようであった。

このことは、日本で私が自分の生徒に対

して受ける印象とは逆である。音が何か

考えた後に、響きを考えるのではなく、

響きとして捉えた後に、音が何か考える。

これは結果として両方がわかった場合で

あっても、同じではないだろう。

フランスでは、ヨーロッパで古くから

ある、低音から和音を縦軸で考えていく
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「数字付き低音」の教育が徹底している。

音名がわかることと、まとまりとして音

を認識出来ること、演奏の際に、より役

立つのはどちらであろうか。専攻する楽

器が旋律楽器の場合、演奏する音は単旋

律である。しかしながらその旋律が、ど

う表現されるべきかを探究するには、旋

律だけでなく、その旋律が全体の響きの

中で、どのような役割をしているのか、

ということを考えなくてはならない。同

じ旋律であっても和音が変化している場

合もあるし、和音によって旋律の聴こえ

方も当然変わってくるからである。それ

だけではない、他の旋律との関係性や、

自ら奏でる旋律でさえ、それは音の羅列

ではなく、まとまりとして感じることも

必要になってくる。「自己のパート、そ

してそれ以外にも、きちんと耳を傾けら

れる」といったことを自然に、当たり前

に意識出来るか出来ないか、ということ

は小さな問題ではないだろう。

7. 終わりに

全体的な結論から言えば、現在のパリ

国立高等音楽院では、フォルマシオン・

ミュジカルがどちらかと言うと、伝統

的なソルフェージュに近い形で教えら

れていたと言えるが、少人数によって

受けられる授業体制の中で、それぞれの

先生が、生徒一人ひとりの出来不出来を

しっかりと把握し、そのことが授業の中

で継続的に反映されていくのを見て、生

徒たちの〈今〉の状況ときちんと照らし

合わされ、それに即したものが展開され

ていることを確認した。生徒たちの問題

点を如何にして解決していくか、先生方

の熱意にも感銘を受けた。

フォルマシオン・ミュジカルは、日本

においてもソルフェージュ教育の現場で

は意識されてきたが、〈実際の音楽作品

と結びつける〉という部分だけが切り取

られてしまっていることも多いように感

じていた。このフォルマシオン・ミュジ

カルが、フランスで開始されて 50年近

くが経過している今、最先端の教育現場

で展開されている内容を、実際に見て学

ぶことが出来たことは、とても意義のあ

ることだと思っている。

それ以外にも私は、和声書法を学ぶ

「Écriture エクリチュール」や、伝統的

な様々なスタイルによる演奏や、より自

由な表現を追求する「Improvisation ア

ンプロヴィザシオン（即興演奏）」の授

業にも出席したが、特に「即興演奏」の

授業では、バロックから現代までの様々

な様式、特定の作曲家の語法によるもの、

オペラ座：オペラ･ガルニエと、オペラ･バスティーユ
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F.ショパンがパリで住んだ最初と最後の家

サント･トリニテ教会と
サン＝ドニ大聖堂

またフランスで伝統的に行われている

「無声映画」に即興で音楽をつけるという

ものまで教えられていて、そこでも教育

内容の幅の広さに驚かされた。何より生

徒たちの集中力と応用力、瞬時に反応す

る能力がどんどん高められていくのを目

の当たりにし、改めて即興演奏の可能性

というものも強く感じた。ヨーロッパで

は特に、教会音楽の中で、そして楽器と

しては、オルガンを中心に発展してきた

即興演奏であるが、Jean-François Zygel 

ジャン・フランソワ・ジゼル氏を中心

に、ピアノ独自の即興演奏の表現開拓

にも力を入れているように見えた。

表現の仕方の違いはあっても、自らが

表現するということ、それをしっかりと

個々が実感すること、そのために基礎か

ら応用、理論と実践、多くの経験が必要

になってくる。一つひとつではなく、全

てが何かと結びつけられる、そういった

総合的な教育がパリ国立音楽院にはあっ

た。また、学校だけでなく、パリ市内や

郊外を歩くだけで、たくさんの歴史や文

化に簡単に触れることが出来る。私は学

校外の時間に、オペラやバレエ、コン

サートを鑑賞しただけでなく、美術館や

教会、そして芸術家たちの住んでいた家

等、様々な場所に訪れたが、その度に美

しい景色や建築物、絵画、そして音楽に

魅了され、同時に深く考えさせられた。
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はじめに

このたび、海外研修員制度の支援を

得て、ドイツの美術大学にて、美術教

育、実技授業の取り組みを学ぶことが

できました。研修方法としては聴講生

として授業に参加し、現場の大学生と

ともに授業に参加しました。前半(４

月〜７月)夏学期では教職を取る学生

たちと美術教育について、後半冬学期

(10月〜２月)については、絵画や彫

刻、ガラスや陶芸など専門実技を学ぶ

学生たちと実技を行いました。ドイツ

の美術教育における指導方法や評価の

観点についての相違、また、学生主体

のアクティブラーニングが積極的に行

われていることなどについて、それぞ

れ感じた内容を以下に報告したいと思

います。

ドイツの美術授業実践　美術教育編

研修内容：�ギムナジウムにおける美術

教育　授業研究

受講対象：教職を目指す大学生1〜4年

前　　期：4月〜 7月

指導教授：�ザラ•ブルクハード教授、

アンヤ•デューデック教授、

ウナ•モアケ教授

ドイツにおける高等美術教育

東邦高等学校　美術科教諭

小塚　康成

〜ドイツ美術大学における美術教育の実践〜

美術の考え方がまるで異なる

　授業が始まって２週間、美術という

概念の違い驚くことばかりでした。特

にドイツにおける“美術”という概念

の幅です。美術＝絵を描くこと、およ

び作品を作ることという従来の美術教

育とはまるで異なるものがドイツには

ありました。　

　彼らが教育の現場で行っている美術

とは、日常のあらゆる道具や空間 ( 壁

や床 )、言葉、時間、自らの身体まで

も素材の一つと考え、人に伝えること、

表現することすべてを意味します。

　日常のわずかな発見や気づきからも

表現に発展させる授業は、まさに目から

鱗が落ちました。現代美術をはじめ、先

端表現においてドイツが世界でリード

している点も、このような考え方が教

育の現場に浸透している点も大きいの

ではないかと感じます。日本において

は、絵画や彫刻における技術的な側面が

いまだ評価の中心にあるのに対し、それ

だけではない発想やアイデア、提案力に

着目するドイツの教育の考え方に刺激

を受けました。また、発想や考え方を

認めて行く機会を持つことで、これま

で見逃していた技術面以外だけではな

い生徒個々の特性、可能性の発見にも
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写実ではなく、独自の感性で描く

　日本の美術教育では、対象を見て正

確に描く訓練が行われますが、私が

受けた授業においては、正確に、写

実的に描くことを求めていませんで

した。授業の中で度々教授が口にし

たのは“Übersetzung( ユーバーゼッ

ツング )”という言葉です。直訳は�

「Translation( 翻訳 )｣ という意味です

が、ここでは文章を翻訳するという意

味ではなく、視覚で見たもの、感じた

ものを自分というフィルターを通し、

あるいは　自分の中に一旦落とし込み、

アウトプットするという内容を指して

います。自分が感じたままの線の動き、

視覚と心、そして指先が一体となり、

心の動きをそのまま筆先に伝えるような

感覚が求められます。正確に描く技術

よりも学生個々の感じ方、捉え方を育

てることを重視し、さらに、“美しい”

ことが評価の対象となっていました。

今回は、18 世紀〜 19 世紀頃の古典の

作家 ( エル•グレコ、ドラクロア、ボッ

ティチェリなど ) 画集を見ながら、感

じ取ったものを線で描くという課題で

したが、一般的な“模写”を行うので

はなく、むしろそれとは 180°異なる、

自分独自の線を引くという実践に、個

性を育むことを重視するドイツの教育

の考え方を垣間見た気がしました。

美術教育におけるプレゼンテーション

の重要性

　前期に籍を置いた美術教育学では毎

週木曜日の授業後にプレゼンテーショ

ンが行われていました。授業後といっ

ても発表の準備や時間に制限もあるた

め、カテゴリーごとのグループが毎週

２〜３名程度発表する形を取っている

点です。また、発表のために教授との

打ち合わせ、アドバイスを行う日時が

決められており、例えばグループ１は

木曜日の午前８時〜 10時、グループ２

は木曜日の 10時〜 12時、そしてグルー

プ３は金曜日の午前８時〜 10時という

ように、１人の教授との打ち合わせ時間

をずらしています。日時を分けること

で、教授との細かいやりとりや具体的

な打ち合わせが可能となり、そのこと

が発表の質の向上に繋がっているよう

に感じます。学生たちは全体の発表と

教授の打ち合わせ以外は、プレゼンテー

ションに必要な資料を集めたり、必要

な作品を制作したり、ミーティングを

開いたりと自主的に準備を行います。

繋がるのではないかと考えさせられま

した。下の写真は、線を表現する授業で

の発表の一場面です。一定間隔に壁に紅

茶を垂らし、線を表現しています。ドイ

ツの学生たちの柔軟な発想や、平然とこ

のような発表をやってのけることに目

から鱗が落ちます。
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学年を超えたグループ構成

〜能動的な学びの場〜

　大学なので雰囲気も取り組み方も高校

と異なるのは当然ですが、１つのチームで

構成される学生たちの学年は様々です。

それ故、発表時も同じ学年の学生たち

だけが集まるのでなく、おのずと異な

る学年の学生たちや他学部の学生も集

まり、先輩が後輩へアドバイスを行っ

たり、後輩が先輩に意見を求めたりと、

ごく自然に能動的な学びの場となって

いることに驚かされます。

プレゼンテーションが一つの表現、

作品であるという考え方

　発表側と聴衆側という、いわゆる向

かい合わせの関係で行われるのでな

く、机の並びや椅子の並べ方、壁面の

使い方など、発表に適した形でその都

度工夫が施されます。すでにそこから

“表現＝美術”という考え方が始まっ

ていると言えます。聴衆を巻き込み体

験させること、空間に取り込み、何を

感じさせるか、何を伝えるかというこ

とが、彼らにとっては美術なのです。

彼らのプレゼンテーションからは、絵

を描く、作品を作るという狭い狭義と

アクティブラーニング、学生が主体的

に授業に取り組む工夫

　これは、自画像をテーマにした授業

の報告です。この授業では、まず、２

〜３名のグループに分かれ、それぞれ

のグループに古典から現代までの著名

な作家の自画像の写真資料が配布され

ます。これを、話し合いでどういった

意図で制作されたかをカテゴリー別に

分けることを行います。次に各グルー

プで発表を行い、他のグループとの意

見交換を行います。最後には、教室の

壁面全体を使って参加者全員でまとめ

のカテゴライズを行います。90 分の授

業の中で、分析→発表→意見交換→ま

とめというような流れで一つの結論を

導き出して行きます。日本の授業によ

く見られるような、一方的な知識の詰

め込みという形態ではなく、学生たち

が授業に積極的に参加し、それぞれ意

見を出し合い、意見交換による主観と

しての美術ではなく、空間も演出も、

パフォーマンスも、さらには文章も言

葉も，人に伝えること、何かを気づか

せること全てが美術であるという考え

方があるように思います。
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能動的に取り組みやすい環境がドイツにある

　日本では教室の配置がまず受動的な

机の並びをしています。こちらでは「ロ

の字」が基本であり教授も学生たちに

混じり高い位置からでなく同じ目線で、

話をします。教授は黒板に板書すると

いうことはあまりせず、学生に背をむ

けることはありません。授業で行う課

題、学生への指示はすべてパソコンに

入っており、プロジェクターで映しな

がら指示を出して行きます。

　ユニークなことですが、学生たちに

考えさせる時間を与えるのに砂時計を

使っています。デジタル全盛の時代に

なぜ砂時計なのか？これについて教授

に質問したら、人間が緊張感を持って

考える、意見を絞り出すのにちょうど

よい時間が３分ということでした。

授業の中でのYouTubeの活用

　大学内は無線LANが整備され、校内の

どこでもインターネットにアクセス出

来るようになっています。このような

環境を生かし、講義はパワーポイント

やキーノートなどのプレゼンソフトで

準備されたデータを投影して進行しま

す。解説の中にウエブページへのリン

クが埋め込まれており、その都度、ウ

エブサイトやYouTubeなどの動画サイト

へ即飛べるように工夫されています。

YouTubeには手に入らないような過去の

古い記録映像やインタビューなど実に

様々な参考資料が存在しており、この

ような映像を上手に教材として活用す

ることで、理解が深まることを感じま

した。教授の講義だけでなく、学生か

らのプレゼンテーションでもYouTubeを

利用するケースも多く、制作先、発

信元などしっかり提示した上で、

YouTubeの活用が教える側、学ぶ側の

双方向で利用できる事を実感しまし

た。また、ドイツには、教育に関わる

メディアが充実しており、実際に社会

の現場で活躍する、アーティストやデ

ザイナー、建築家などが、様々な見地

で質問に答えるインターネットサイト

や幼児から高等教育まで、創造性を育

む内容や実践例を網羅した美術教育専

門の月刊誌まで存在することに驚きを

感じました。

ドイツの卒業制作とは　

　冬学期からはじまり夏学期で終わる

２学期制のドイツでは、ちょうど１月

後半から 6 月が卒業制作の発表時期に

あたり、学生がそれぞれの発表に向け

て準備を行います。

　ドイツの美大でも卒業制作は学部の

学生にとって、卒業をかけた重要な部分

を占めており、日本と美術大学と変わり

はありません。しかし、私が経験して

きた自身の卒業制作との大きな違いは、

教授のみならず、ゼミの学生が全員参

加し発表を聞くスタイルをとっている

ということです。クラス、学年を超え

て学生たちが集まります。作品を提出

して終わりということはありません。

客観の繰り返しで理解を深めて行く手

法は、まさにアクティブラーニングと

言えると思います。現在、日本の高等

教育でも模索されていることが、ドイ

ツの大学で当たり前のように行われて

いる事が非常に印象的でした。
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　発表の時期や場所、展示の設定は

教授と相談して決めています。学生本

人が自分の発表に教授や学生を招待す

るというような趣が、日本とは随分異

なるように感じました。

　また、発表は複数でなく１人のため、

発表に関するプロデュースすべてが評

価の対象という雰囲気があります。実

施する時期、場所、形式、さらには

ポートフォリオの準備、キャプション

の制作まで全てを計画し、実施すると

ころから始まっています。大学在籍中、

あらゆる機会で発表を行ってきた経験

が、最後はこのような卒業制作の発表

の場面で生かされるのだと感じます。

実際に発表する学生を見ていると随分

精神的に大人っぽく感じます。このよ

うな責任が伴う主体性を重視した指導

が卒業後の自立した制作活動にダイレ

クトに繋がっていくのではないかと感

じます。

１年に１度、大学をあげた展示会が行われる

　夏学期が終わりを迎える７月の中

旬に、大学を一般公開とした作品

の展示が行われます。ハレ市のイベ

ントの一つと言っても過言でないほ

どのにぎわいを見せ、無料シャトル

バスまで用意される大規模なもので

す。単なる学内向けの展覧会という

だけでなく、大学が地域に根ざし、

美術が理解され、非常に愛されてい

ることが伝わってきます。

　それはドイツ人の美術やアートに対

する関心の高さというものでしょうか、

見ることを楽しんでいる様子がよくわ

かります。作品について語りあったり、

例えばポートフォリオがあれば、１点

１点丹念に時間をかけて見ていたり、

制作した学生がいれば、声をかけ、何

で作ったのか、どういう意味なのかな

ど、その場でディスカッションが始ま

ります。こういった様子からも、日本

のようにどこか“美術＝高尚なもの、

難解なもの、専門的なもの”という、

見えない距離やバリアのようなものが

なく、ドイツでは完全に作品と人との

間の距離が近く、美術自体が生活に溶

け込んでいるような印象を受けます。

　日本の高等学校でも、文化祭をはじ

め学外へ向けた展示や発表に積極的に

取り組んでいる学校は多々あると思い

ます。学校が果たす役割、また美術が

果たす役割というのを地域レベルから

掘り起こしていくことにより、時間は

かかるかもしれませんが、唯一無二の

存在を築くことができるのではないか

と感じます。学校を取り巻く地域から

の活性、文化理解がそれぞれの学校の

発展や美術の発展に繋がるのではない

かと考えます。
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ドイツの美術授業実践　実技編

研修内容：基礎造形 (平面 )、デッサン

受講対象：�美術科に在籍する大学１、

２年生

後　　期：10 月〜 2月

指導教授：�ウルリッヒ•クリーバー教授

ジュリア•クレーペリン教授

授業の導入はより大きな紙に、伸び伸びと

　課題は主に大きな紙に描くことが求

められ、B1( 模造紙 ) サイズが基準と

なっています。また、包装紙のような

ロール状の紙をその都度切って使用す

るのも、規格サイズの紙を用いる日本

との違いを感じました。A3 未満の紙に

鉛筆で細かく描くことは推奨されず、

導入に関する授業で日本とは異なるよ

うに感じました。

　大きい用紙に描くことで、大きな手

の動きを求められることが多く、画面

の辺から辺まで到達するような長い線

を何本も引いたり、毛先の長い筆に、

しっかり墨を染み込ませ端から端まで

長い線で形体を捉える課題などを行い

ました。

多様な作品と型破りな作品に驚愕

　中でもコラージュの課題では実に

様々な作品が出てくることに新鮮な衝

撃を受けました。講評で並べられた学

生たちの作品は、伸びやかな感性が感

じられ、そのアイデアや大胆さに圧倒

されました。普通なら失敗を躊躇して

しまうだろうというような大胆な試み

に、平気でこなすその姿勢に驚きを感

じました。

　学生たちの作品から伸びやかさ、

しなやかさが受け取れるのは、もちろ

ん育ってきた環境や風土、これまで受

けた教育などが深い要因としてあると

思いますが、個性を重視するドイツの

教育理念がこういった場面にも表れて

いるように感じました。

指導の核になっているのは「美」

　講評の軸となっているのは“美”で

す。講評は主に教授からの「どの作品

が美しいと感じるか」という問いかけ

からスタートします。もちろん、教授

が話の流れで拾い上げる作品もありま

すが、基本的には学生からの意見が発

端となり、教授の意見に展開して行く

流れを取っています。基準はあくまで

“美”であるため、作品の大きさや形式

も関係ありません。ポストカードぐら

いの小さな作品から、画面の枠をはみ

出したような作品、変形させた画面ま

で、40人いれば 40通りの表現が出てき

ます。つまり一つの答え、決まった答

えに導くような授業ではなく、むしろ

広がりを持つことに意味があり、その

ために“試す場とそれを受け止める場”

がドイツの大学の授業にはあるように
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感じました。それゆえ教員側にも美を

見極める感性と多様なタイプに対して

講評する力が求められると言えます。

　高校での指導の場合、もちろん第一

に進路保証ということがあり、大学入

試に対応していくことがある訳です

が、一方でそれに合わせ過ぎる事で、

ひとつの型、限られた答えに導きすぎ

てはいないか、伸びやかに創造する事

への喜びや可能性を奪い取ってはいな

いかという自分自身への反省や戒めも

含め、生徒の多様性を認め、個性を伸

ばすという側面も忘れてはならないと

考えました。

広がりを持たせる授業　〜忘れかけて

いた創造の喜びを感じさせる課題〜

　日本との違いは、導入の段階で参考

作品を見せたり、手本となるようなも

のを示したりしないことです。

　具体的なものは一切描くこと無く、

とにかく手を動かし実験させるとい内

容に、最初は戸惑いを感じました。学

校の現場でも、普段から、コンセプト

やねらいを持って制作する事に慣れて

しまっているせいか、真っ白な大画面

を前に、最初は何をしていいのか分か

らない状態でした。しかし、やってい

るうちに、忘れかけていた何かを感じ

させるような、子供の頃、自由に描い

ていた感覚に戻ったかのように、色彩

で遊ぶという行為に新鮮な感動を覚え

ました。周囲の学生たちはどうかとい

えば、こういったことが得意といわんば

かりに何の抵抗感も無くどんどん手が

動いています。ドイツの学生に見られる

“伸びやかさ”というのは、こういった

部分にも顕著に見られました。大学に

入ってくる過程、つまり日本のような

受験競争というものがほとんどなく、

ポートフォリオ ( 作品集 ) や面接で入

学してくるという点にも要因があるか

もしれません。

構成 ( 造形 ) の指導について指導の観

点は日本と同じ

　コラージュの段階で教授が全体に伝

えていたのは、大きさの大小、明るさ、

暗さ、そして粗密など対比関係にある

要素をふんだんに取り入れること、そ

して、画面に緊張感を持たせる事が何

より大切という点です。こういった構

成として押さえるべき造形の基礎とな

る部分は日本と全く同じであると感

じ、自信が持てました。また、どういっ

た作品に緊張感があるのか、どうした

ら退屈に見えるのか、事例を見せなが

ら指導を行う点も日本と同じだと感じ

ました。

　講評のコメントを注意深く聞くと、

作品に対する欠点や未熟な点を指摘す

るようなコメントは一切なく、個々の

作品の良い部分や特徴的な部分に触れ、
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個性を伸ばす方向にもっていこうとす

る姿勢が伺えます。こうすれば良いと

か、こうすべきという単語や言葉は使

わず、作家の画集や作品を例に見せな

がら、何が優れているか、どこに工夫

がされているかという、個々に詳しく

講評するというより全体への認識に注

力しているような講評を行っています。

教授の声がとにかく大きい。テンショ

ンが高い。元気がいい。

　この造形基礎主任教授であるウル

リッヒ、クリーバー氏は、とにかくア

トリエに入って来た時から、声が大きく、

オーバーアクションで学生たちを和ませ

ていました。口癖は「Los�gehts!(さあ、

やってみよう！)」。こういった明るさ、

テンションの高さも、大勢の学生を動

かすためには大事であることを、同じ

教える立場にある者として再認識させ

られた気がしました。

質の高い授業を展開すること

　一概に質の高い授業と言っても、観

点によって様々かもしれません。専門

課程において教員がしっかり指導する

ことや丁寧に講評を行うことなども、

もちろん質の高い授業と言えると思い

ます。しかし、ドイツの実践を見て私

が感じる質の高さとは、本能的に夢中

になってしまう課題こそ、実は質の高

い授業といえるのではないかというこ

とです。大学の基礎造形で行っている

課題は、まさにそのような課題です。

創造や造形の本来の源というのでしょ

うか、少なくとも私にとって新鮮な驚

きと感動の連続です。例えば、素手で

絵の具を取り、紙に描きで触ってこん

なに絵の具が冷たいものだったのかと

驚いたり、丸めた紙にインクを流し込

み、染みて出来た形が実に美しかった

り、偶然出来た形を繋ぎ合わせて別の

形を作り出したり、どんどん手が動い

て、どんどん展開してしまうような、

そんな造形の面白さに気づかせてくれ

る課題こそ質が高いのではと考えるの

です。内に眠っている創造の喜びを目

覚めさせる授業とでも言うべきでしょ

うか、こういったことが、美術の教育

現場には大事であると考えさせられる

内容でした。

日本と対照的なドイツ人学生

　描く対象があり、石膏デッサンのよ

うに、写実的で、決まった目標に向け

てきっちりこなすというのは日本人の

得意とする部分といえるかもしれませ

ん。しかし、枠から外れること、規定

外のことをすることについてはドイツ

人、欧米人の方が得意といえると思い

ます。前述の質の高い授業でも触れま

したが、学生たちの制作の様子を見て

いると、まるで子供がそのまま大人に

なったような雰囲気があり、自由なア

プローチで制作に没頭しています。そ

の制作風景は実に激しく、靴下を脱い

でストッキングで描く女学生、壁に紙

をテープで止め、インクを染み込ませ

た布をぶつけ、そのしぶきで作品を作

る女学生、紙がもっと必要とならばト

イレットペーパーまで引っ張りだして

作品の一部として見せる学生など、実

に、工夫やアイデアへの欲求が高いこ

とを感じます。
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自由さの中に、埋め込まれた制作の切

り口の幅が広がるアイデアの提供

　前述のように、自由で伸びやかさが

あることだけが、造形の基礎段階で重

要ではありません。学期を通して制作

の切り口となる授業が、系統的に組み

立てられ実践されています。

　A • B • C、A • C • B、�B • A • C、�B • C

• A�…これは３つのアルファベットの

並び替えのパターンですが、３つの要

素で６パターンのバリエーションが考

えられます。それを A • B • C • D の４つ

の要素に増やせばさらに 18 パターンも

の異なった組み合わせが可能というこ

とになります。このロジックな考え方

を使って制作を試みようという授業な

ど、以下のような試みで制作の切り口

を試す実践課題が行われました。

　第１アプローチ　偶然性の利用

　第２アプローチ　写真資料の利用

　第３アプローチ　�グラデーションの

利用

　第４アプローチ　直感性の利用

　第５アプローチ　�数理性、論理性の

利用

　その目的は、真っ白な画面 ( 紙•キャ

ンバス ) に向かうとき、あるいは何か

新しいものを作り出そうとするとき、

どこから、どんな切り口で作業を開始

するかというところにあります。高

校の現場でもアイデアを考え出す段階

で、手が止まったままの生徒をよく見

かけますが、これら様々な切り口を心

得ることで、導入の段階の壁を打破で

きるのではないかと感じました。自ら

もそれぞれのアプローチで作品を制作

し、実感として手応えを感じています。

高校の現場でもぜひ実践したい内容で

あると考えています。

大学２年のデッサン授業について

　１年生の授業だけでなく、２年生の

授業にも参加させてもらいました。１

年生との大きな違いはモチーフです。

１年次では教員がモチーフを準備し、

それを一斉に囲んで描きます。高校の

現場と同じです。しかし、２年次にな

ると、一定のテーマが与えられ、自分

でモチーフを準備するということにな

ります。描くテーマや材料、表現も個

人に委ねられます。モチーフや素材探

しから制作は始まっており、またそれ

をどのような表現 ( 数、大きさ、展示

の仕方まで ) で見せるか、プレゼンで

何を語るかまでの責任が生じます。自

主性を身につけるために、非常に参考

になる点です。

　中でも、既存の要素、すなわち全く

白紙からのドローイングではなく、既

存の要素からインスピレーションを受

けて、ドローイングを展開させるとい

う課題 ( ドイツ語で Überzeichnung)

については、何を切り口にしたのか、

そこからどのような展開を試みたのか

という話題に繋がる興味深い課題でし

た。普段まったく気にかけないような

印刷物の断片、あるいは失敗、無用と

思えるようなものからでも、作品とし

て展開できることがとても印象に残っ

た課題です。既存の線、形あるいは要

素から何をどのように発展させたか、

個々の考え、発想力を要する課題でも

あり、特に上級生の指導において参考

としたい内容でした。
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２年生の講評会　Kolloquium ( コロ

キュウム )作品討論会

　前期で受けた美術教育の授業と同様、

実技の講評の場面でも、教授が一方的

に講評し、話して終わるのでなく、作

者の学生と周りの学生との対話、質問、

感想や意見などが飛び交う討論会です。

日本の学生と比べるとドイツの学生は

遠慮というものがありません。お互い

の学生同士の意見交換こそ、描いた本

人の次への問題意識へ繋がっているよ

うです。

学期の最後は教授との面接

　今学期、授業で制作した全ての課題

を床に並べ、１人 10 分という短い教授

とのやりとりですが、普段の授業では

一斉授業のため、自分の仕事の振り返

り、全体を通して教授からの意見など

が聞けるため、その面接の意義は非常

に大きいと感じます。

学期に制作した作品を B1 サイズの紙に

レイアウトして提出

　採点に関わり、学生たちは、学期に

制作した課題を B1 サイズの紙にレイア

ウトして提出します。このことについ

て、私自身、反省とともに深く考えさ

せられました。ドイツの学生はマップ

ケースに個々に作品を保管し、いつで

も作品を広げられるようにしています。

そして、様々な教授に作品を見せて、

講評を乞うことが普通となっています。

何よりも作品の振り返りの時間を持ち、

生徒と問題点を共有し、ともに課題解

決に向けて歩む事の大切さを、改めて

実感するきっかけとなりました。

教授とのインタビュー

　面接の時間を利用し、担当教授に直

接インタビューを試みました。「若い

学生たちを実技指導する際に、何を一

番大事しているか」という質問に対し、

３つ返事をもらいました。

Aufgaben：どんな課題を行うか、課

　題の内容を吟味すること

Motivation：やる気を持たせること、

　やる気を広げる内容を実践すること

Sinn zu machen, Thema zu haben : 

　 意味のあること、意義のあることを

行うこと、個々にテーマを持たせる

こと　

　私自身、高校の現場では入試対策、

入試準備の対応に追われることが多い

中で、この３つの言葉はいずれも重み

を持って受け止めました。教える私自

身も生徒もお互いに閉塞していなかっ

たか、追い立てるやり方ではなく、む

しろ、広がりを持って、取り組む、取

り組ませることに、今まで忘れかけて

いた大切なものに気づかされた気がし

ました。また、教授は学生の作品を講

評する際、このような点にも注意する

と語ってくれました。

「否定しない、けなさない、怒らない。

広がりがもてるように！しかし、褒め

るばかりではいけない。それで満足し

て終わってしまうから。だから、次に

課題を感じさせること、問題を持たせ

ること　それが大事。そのように言葉

をかけることを心がけている。」

　大学の現場と高校の現場では、もちろ

ん目的も指導の方向も異なりますが、非

常に印象に残る言葉でした。ドイツの

学生たちに感じる伸びやかさ、そして、
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自ら課題を持って取り組む自主的な

姿勢の裏には、このような教授の配慮

があることを感じました。

　また、ドイツの美術大学では、入学

試験の際、日本のように厳しいデッサ

ン試験を行っておらず、授業の中にも、

正確で写実的なデッサンを学ぶ機会が

ほとんどないため、それについても質

問しました。教授曰く、正確に描くこと、

一方で自由に描くことの両方が大事で

あるということでした。

　インタビューの中で、つねにこの「両

方」という言葉が何度も登場したのが

印象的でした。グローバルという言葉

が日本の教育の現場においても頻繁に

聞かれるようになっていますが、世界

に目を向けると同時に、自国に対して

の理解、そして美術であればその文化

や歴史について、ますます目を向ける

ことの大切さについても感じる事がで

きました。

まとめ

　今日のデザイン、そして常に現代美

術でも優れたアーティストを輩出する

ドイツに対して、その源が教育機関や

教育実践にあると考え、ドイツに渡り

ました。この１年間、私がこれまで日

本で行ってきた指導内容と照らし合わ

せ、一方では自信を得ることができ、

もう一方では、従来から続く狭い狭義

としての美術に危機感を抱き、ドイツ

の自由であり、個性を育む実践に新た

な可能性を感じる事が出来ました。ま

た、美術が単なる絵画や彫刻などの作

品制作としての位置づけだけでなく、

発表すること、伝えること全てが美術

と考える広い意味での解釈に、美術の

果たす役割の重要性を感じ、生徒個々

の潜在的な可能性や個性の発見に繋げ

ていける手応えを感じました。さらに、

発表学習における、学生間での討論、

分析を行うアクティブラーニングは、

美術に限らず他の教科の参考にもなる

よう紹介して行く考えです。

　後期の実技実践のなかでは、造形力

の礎を築く実践に参加することが出来、

学年別の系統的な課題の流れや教授の

評価の観点、指導上の留意点など、同

じ専門分野の教員の立場として非常に

参考になる点が多々ありました。自分

自身も制作の現場に参加し、発表する

ことで、ドイツ人学生の美的感性、伸

びやかな発想の豊かさに圧倒されつつ

も、その中で存在感を示すためには、

何が必要か、どんな工夫が必要かを考

えさせられました。そこではインタ

ビューを行った教授の言葉にもあった

とおり、グローバルな現場において、

日本に目を向けること、日本人として

の感覚に目を向けることの大切さを学

んだ気がします。

　一方で、ドイツの常に新しいもの、広

がりを持たせる実践ついて影響を受けつ

つ、もう一方では、日本の素晴らしい点

について、例えば、厳しい規律の中で
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学ぶデッサンなどの技術力は、十分世

界に通用するものだと感じました。そ

れゆえ、日本が得意とする正確な技術

力と、ドイツに見られる広がりを持っ

た自由な発想力、その両方をバランス

よく教育の実践に取り入れて行くこと

が今後ますます大事であると考えてい

ます。

　最後に、海外から見た日本、またド

イツから見た日本はとても魅力のある

国であることを再認識しました。グロー

バルな世界において、これまで先代が

築き上げてきた信頼、そして、真面目

であり、勤勉であることは日本人の誇

りであり、世界に通用する強みである

ことを感じています。そのような自国

の強みや特徴を理解することは、美術

に限らず、これから世界に羽ばたく今

の中高生が最も大事にすべきことでは

ないかと考えています。海外で学んだ

日本とドイツの違い、それぞれの良さ

を１人でも多くの生徒たちに伝え、外

で学び、世界を意識する事の大切さを

訴えて行きたいと考えています。

平成28年度海外研修員

研修先：�ドイツ／ブルク・ギービッヒェ

ンシュタイン美術大学(ハレ )
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はじめに

本研修成果報告書の目的は、報告者

が研修先のアイルランドの国立大学で

あるダブリンシティ大学(以下、DCUと

いう)附属のランゲージセンター(以

下、DCULSという)で得た、DCULSが開発

する教員が英語で授業を行うための研

修プログラムの内容や成果等に関する

知見を日本の教育関係者に還元し、日

本の各教育機関が実施する研修プログ

ラムの更なる発展や、英語による授業

を行う教員へのサポート体制の充実の

一助とすることである。　

報告者の研修期間は2017年5月31日か

ら9月2日の約3か月間であり、研修先で

はDCULSの一職員として、他の職員同様

に通常勤務を行う形式で研修に従事し

た。このことから本報告書の構成は、

実際の業務体験や、研修を担う講師、

担当職員、参加者からの生の声といっ

た報告者が実際に現地で見聞きした内

容を基調とする。

第1章．DCUとDCULS

教員が英語で授業を行うための研修

プログラムの詳細に触れる前に、まず

は研修プログラムの実施主体である

DCULS及びその母体となるDCUの概略を

記載する。

＜DCUについて＞

DCUは1980年に当時のアイルランド

政府の主導により設置された、技術

教育を目的とした教育機関“National 

Institute for Higher Education 

Dublin(NIHED)”を前身としており、

1989年に大学に昇格した比較的新しい

大学である。しかし、若い大学とは言

え、Times Higher Education１)のYoung 

University Rankings 2017(創立50年以

内の大学ランキング)では74位と国際的

評価は高く、さらに、学部生合計9,180

名中、留学生の割合は約17％と、国際

色豊かな大学と言える。

＜DCULSについて＞

DCULSは1992年にDCUのSchool of 

applied languages and intercultural 

studies(異文化応用言語学科(仮訳))から

東洋大学　学生部学生支援課課員

佐藤　佳孝

ダブリンシティ大学(ＤＣＵ)研修

〜教員が英語で授業を行うための研修プログラムの研究〜

１)  Times Higher Education“World University Rankings”(https://www.timeshighereducation.com/world-
university-rankings/dublin-city-university、2017 年 10 月 25 日情報取得 )
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派生し、現在はDCUの完全子会社へと発

展したDCU附属のランゲージセンター

である。DCU同様、DCULSにも世界各国

から多くの留学生が集まり、あらゆる

世代における英語教育の需要の高まり

とともに教育プログラムが拡充されて

いき、現在では従来の留学生(大学生レ

ベル)向けの英語教育プログラムのみな

らず、小学生やシニアを対象とした英

語教育プログラム、欧州警察機構との

共催による欧州の警察官向けの英語教

育プログラム、英語が母国語以外の国

の中学校・高等学校の英語教員や、大

学の専門科目を英語で教授する大学教

員向けの英語教育研修プログラム等、

様々な事業を展開している。

なお、DCULSはDCUの完全子会社と

いう位置づけであることから、利益

はすべてDCUに計上され、DCULSの執

行部会には、DCUの4部局の役職者

(Finance Director,Chief Operating 

Officer,Director of Human Resources 

,Deputy Register/Dean of Teaching 

and Learning)が選出されるととも

に、6つの部局(Finance Department,  

Human Resources Department, 

Information Technology Department, 

Estates and Security,Health & 

Safety Department)がサポートを行っ

ている。

現在のDCULSの組織構成は、Sales, 

Accommodation, Operationの3部署から

成り、2017年8月現在では、職員約30

名、講師約40名、派遣(学生アルバイト

含む)約20名、これに加えて1ヶ月から

6ヶ月程度の期間で、報告者のような

世界各国からのインターンを同時期に

最大8、9名程度受け入れている。ただ

し、講師数も派遣数も夏季の繁忙期に

1、2ヶ月程度の期間の一括採用(最大10

名程度)を行っているため、組織の規模

は時期によって大きく異なる。また、

特筆すべき点はインターンのみならず

職員も多国籍であることであり、海外

機関と交渉する際や、留学生に母国語

でサポートが必要な際に効果を発揮し

ている(確認できた国籍は、イギリス、

ドイツ、スペイン、ブラジル、ポーラ

ンド、チェコ共和国、ギリシャ、日本

の8ヵ国)。 

また、英語教育機関としては、

ACELS(The Accreditation and Co-

ordination of English Language 

Services＝アイルランドの英語教

育機関の認証評価機関)及びM E I -

RELSA(Marketing English in Ireland-

Recognized Language Schools 

Association＝アイルランドの英語教育

機関の質保証を推進する機関)に認証さ

れている。

DCULSの講師として必要な資格は、

学士の学位とA C E L Sに認証された

TEFL(Teaching English as a Foreign 

Language)であり、あれば望ましいと

される資格には、DELTA(Diploma in 

Teaching English to Speakers of 

Other Languages)又はTESOL(Teaching 

English to Speakers of Other 

Languages)の修士の学位、もしくは教

育学の修士と複数年の経験が挙げられ

ている。また、質保証の一環として、

他の教員による授業参観(必須)と、定

期的な学生への授業評価アンケートが

実施される。
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講師の給与は、通常のアカデミック

イングリッシュコースでは、1時間あ

たり24€、試験対策コースでは25.5€、

高校教員・大学教員向けの研修コース

では34.5€であり、1日あたりの平均

的な授業時間は4時間である。講師の

経験に応じて担当コースが検討される

が、どのコースであれ講師の質のバラ

つきは否めず、学生から講師の変更願

いを受けることもある。経験豊富な講

師や評価の高い講師は通常の契約形態

とは異なる形態で雇用されるほか、通

常の講師とは異なり、アカデミック・

コーディネーターという役割で、講

師陣の取りまとめや、教材作成、教育

プログラムの開発等を担う上位の職も

用意されている。第3章で記載する、

University Lecturers Programme(ULP)

についても、教材開発や研修プログラ

ムの立案はアカデミック・コーディ

ネーターが担っており、日々、関連論

文や調査報告書等を研究している。

第2章.ENGLISH MEDIUM 

      INSTRUCTION(EMI)

本章では、教員が英語で授業を行う

ための研修プログラムの予備知識とし

て、各国の高等教育機関で広がりを見

せている英語による専門科目の授業

(English Medium Instruction(以下、

EMIという))について簡単に記載する。

はじめに、報告者が所属する東洋大学

におけるEMIの実情を記載する。

＜東洋大学におけるEMIの現状と課題＞

｢国際化｣を教育の柱の1つに掲げる東

洋大学は、外国人留学生の受入れ拡大

や日本人学生の留学を促進するため、

EMI科目数の増加を数値目標化し、そ

の実現に向けた制度設計を行うととも

に、様々な施策を講じている。

その中でも主だった取組の一つとし

て、2015年よりFD推進センター(現高等

教育推進センター)を中心に、英国公的

機関のブリティッシュ・カウンシル、

株式会社アルク等と連携を行い｢教員

が英語で授業を行うための研修会｣を開

催し、2016年度には参加者数合計98名

の実績がある。その結果、2016年8月時

点では、大学全体の英語による授業科

目数は902科目(全授業科目数の8.1％)

であり、2015年度の実績の438科目

(4.0％)から大幅に増加した。しかし、

最終目標値は2023年度までに、2016年

度比の約2倍の1,740科目(15.4％)のEMI

科目の開講を実現することである。さ

らに、EMIを推進していく上では、EMI

科目の授業の質や達成度が日本語によ

る開講科目よりも低下していないか、

という懸念も生じている。このことか

ら、教員のレベルに応じた段階別の研

修プログラムや、学問分野(文系・理系

等)に応じた研修プログラム、Content 

and Language Integrated Learning(以

下、CLILという)等の効果的な英語教

育法も織り交ぜた研修プログラムの開

発、及びその効果検証が喫緊の課題と

なっている。

次にEMIの国際的な広がりや課題に

ついて、研修に従事することで知り得

た、先進的な調査研究を紹介する。
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＜ C e n t r e  f o r  R e s e a r c h  a n d 

Development on English Medium 

Instructionの調査＞

イギリスの大学のUniversity of 

O x f o r dに附置されたCen t r e  f o r 

Research and Development on English 

Medium Instructionは、世界各国の高

等教育、中等教育、初等教育の現場で

急速な広がりを見せているEMIについ

て、その教育効果を研究するととも

に、すでにEMIを導入している、もし

くは導入を検討している教育機関向け

のワークショップ等を開催している。

2017年に実施している調査では、EMI

を実施する教員に必要な英語のレベル

はどの程度か、どのようなサポートが

可能か、どのような研修プログラムの

実施や修了証の授与が望ましいか、ま

た、誰がそういった研修プログラムの

実施や修了証の授与を行うのかといっ

た事項が盛り込まれており、EMIが広が

りを見せている、ブラジル、日本、中

国、トルコ、アラブ首長国連邦、イタ

リア、スペインから2,000以上の回答を

見込んでいる。

その他、同機関のウェブサイトに

は、日本、オーストリア、フランス、

イタリア、トルコにおけるEMIに関する

調査報告書や論文などが掲載されてお

り、各国のEMIの実情を知る上で有用

である。なかでも日本のEMIに関する代

表的な論文として紹介されていたもの

(Julian Chapple 2015)では、文部科学

省によるスーパーグローバル大学創成

支援以降、日本の大学教育現場で加速

するEMIの導入について、EMI科目を受講

する学生への調査等を踏まえた上で、

論文の結びの提案として、単にEMIを

実施しただけでは授業の内容(専門科

目)、言語(英語)のどちらの学習も効果

的でないことから、CLIL等の教育手法

を導入することや、教材を要旨と詳細

な説明とに分け、日本語と英語を併用

する手法を取り入れること、まずは高

い英語力や学習力を持つ学生を中心に

焦点を充ててEMIを開講する方法等、先

行研究に基づいた、すぐに教育現場に

取り入れることが可能な教育手法が多

く盛り込まれている。また、学習者目

線のみならず、EMIを実施する教員の理

解を得るための方法として、EMIを実施

する教員を組織的に評価(インセンティ

ブとして給与や昇格へ反映)する等のア

イディアについても記載されており、

まさに今、日本の多くの大学が課題と

して抱えるEMIに関するエビデンスに基

づいた知見を得ることが出来る。

＜University of Cambridgeにおける

EMI資格(修了証)取得型オンライン研修

コース＞

University of CambridgeのCambridge 

Assessmentでは、EMIを実践する教員を

対象に8単元40時間のオンライン研修

コースを設け、オンラインによる学習に

加え、チューターのサポート、最終テス

ト、及び資格(修了証)の授与を行ってい

る。今後、日本においてもEMIが更に拡

大していくにつれ、EMI担当教員への専

門コース受講の推奨、資格(修了証)取得

による評価(インセンティブ等)の仕組み

を構築していくことも考えられる。



ダブリンシティ大学 ( ＤＣＵ ) 研修

109

＜研修会概要 2)＞

 主　　催 DCULS

 対　　象 ・ 英語を母語としない大学教員かつ、中級以上の英語を用いて専門

科目を教授している者又は教授する予定の者

 目　　標 ・ 高等教育機関における英語による授業を行うための言語能力を高

めること

・効果的な教授法を探求し、応用･発展させること

・ 学生の言語能力によって生じる課題に備え、それに対処すること

ができること

・ 少人数･大人数クラスにおいてアクティブラーニングが展開できる

こと

・ 学生のメタ認知能力、クリティカルシンキング、及びリフレク

ティヴラーニングを導き出すことができること

・効果的なウェブサイトやデジタル教材を活用できること

 期　　間 2017年7月17日～2017年7月21日(5日間)

 参加者数 15名 (参加大学内訳：Université de Rouen(フランス)、University 

of Deusto(スペイン)、University of Cantabria(スペイン)、

Jaume I University(スペイン)

第3章. UNIVERSITY LECTURES 

　　  PROGRAMME(ULP)

本章ではDCULSの提供する、EMI研

修プログラム(University Lectures 

Programme(以下、ULPという)の内容や

運営方法、参加者アンケート結果や課

題等について記載する。

本プログラムは2016年に東洋大学の

教員１名も参加した実績がある。世界

各国の非英語圏の大学で高まるEMIの

需要に対してDCULSが展開する新たな

研修モデルであり、現在はアイルラン

ドで研修を行う現地開催型がメインで

あるが、今後は講師派遣型の研修会を

展開することも検討されている。現

在DCULSのセールス担当は、スーパー

グローバル大学創成支援の採択校を

はじめとしたEMIを推奨する日本の大学に

接触を試みているところである。なお、

今回は準備期間が足りず、スペインの大

学であるUniversity of Cantabriaを中

心に広報を行い、日本の大学には周知が

なされなかった。

報告者は研修の各種準備を行うととも

に、1週間の研修期間中は可能な限り参加

者と同様に研修に参加し、一部のグルー

プディスカッションにも参加した。この

ことから、職員として研修会を運営する

観点だけでなく、参加者(教員)の観点、

２) DCULS の作成している資料を報告者が和訳したもの。
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講師陣と積極的にコミュニケーション

を取ることにより講師の観点と、三者

の観点から本研修を把握することがで

きた。また、研修会の参加者から海外

大学におけるEMIの事情を直にヒアリン

グし、独自の調査を実施することもで

きた。

なお、今や大学や英語教育機関等、様々

な英語圏の教育機関がEMIの研修を手掛

けているが、DCULSは他機関との差別化

をはかるために、テーラーメード型の研

修プログラムを売りにしている。

実際に今回の研修で使用された研修プ

ログラムのスケジュールを以下に示す。

＜研修スケジュール 3)＞

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

9:00-
10:00

Welcome
reception 

Speaking
Interacting
with
students and
colleagues

Vocabulary
Subject 
Specific
Vocabulary

Writing
Academic
reg i s t e r  and 
style 

Reading
Skills and
Strategies

Break 10:30－11:00

11:00-
12:30

Overview of 
EMI
Benefits &
Challenges

Listening
Language for
lectures

Pronunciation
Pausing stress 
and intonation

Speaking
Giving
definitions and
instruction

Developing
Critical
thinking skills

Lunch 12:30-14:00

14:00-
16:00

City Centre
Tour

Lecture Skills
Student
involvement in
an EMI class

Technology
The “Flipped
Classroom”
VLEs & online
spaces

Lecture Skills
Peer Teaching
workshop

Evaluation and 
certificates
Farewell
reption

＜研修プログラムの特徴＞

日本で開催されているEMI関係の研修

と異なる点は、5日間という長期間のプ

ログラムであることから、EMIの概説か

ら、EMIを実施するための英語４技能、

反転授業等の効果的な授業手法、最終

発表(模擬授業)まで網羅しており、す

でにEMIを実施している教員、新たに

EMIを開始する教員の双方にとってより

体系的に学べる点である。

プログラムの具体的な内容は、導入

部分の“Overview of EMI”では、な

ぜ今世界中の大学でEMIが推進されて

いるのか、大学(国、法人)、学生、教

員、それぞれにとってのメリットは

何か、EMIを増加させることは本当に国

際化に効果的なのか等について、ブレイ

ンストーミングとディスカッションを実

施した。これは研修の前提となる基本

的な問いであるが、以前、東洋大学の

３) 実際に研修会で配布されたスケジュールの抜粋
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FD研修会において、参加者約40名の教

員のうちの1名から同様の問題提起が

なされた際に、当時の参加者はほぼ全

員が英語による授業が可能であり、そ

の多くが実際に英語による授業を担当

しているにも関わらず、議論が進展し

なかったことがあった。EMIを実践す

ることで学生の英語力を伸ばすのか、

留学生獲得の仕組みの一環なのか、ま

たは大学のネームバリューや補助金獲

得のためなのか。答えは1つではなく

複数ある中で、あらためてこの問いを

突き付けられると、実際にEMIを実践

する教員ですら、自身の中で明確な答

えを持ち合わせていない場合もある。

EMI導入により、学生の学習目標や到

達度が揺らぐ可能性があることも考え

ると、研修の中で表面上のテクニック

だけではなく、他大学の教員ととも

に、その原点に立ち返って議論を行う

ことができる機会は非常に貴重である

と考えられる。

研修会ではその後、参加者の出身国

の政府による教育の国際化に関する指

針などを引用した上で、EMIの教授法、

学生の学習、学習成果の測定、教員の

研修の４つの側面について、グループ

毎に別れて課題抽出を行い、各グルー

プが課題として挙げた点について、別

のグループはその解決方法を検討して

発表するという流れで進行した。その

後も世界的な現象となっているEMIに

ついて、ミクロな視点、マクロな視点

双方から、一般的な課題や有効性につ

いて、様々な切口でディスカッション

が展開された。ここまでは研修会初日

の内容であるが、この時点で参加者は

大いに刺激を受け、EMIの意義が腑に落

ちた様子であった。

また、EMIに必要な英語4技能の向上を

目的としたレッスンでも、参加者の出身

国(スペイン・フランス)の英語学習者に

とってハードルとなる特定の発音を取り

上げるなど、参加者の特性に応じた効果

的な授業教材の選定が行われており、

DCULSが売りとするテーラーメードの研

修の効果が存分に発揮されていた。

さらに、様々な授業手法の紹介では、

学生の主体的な授業参加(アクティブ・

ラーニング)を促す手法、クリティカル

シンキングを養成する手法、反転授業

など、EMIに限定されない、今日の高等

教育の現場で効果的な教育手法を多く

取り上げており、EMI研修に留まらない

汎用性の高いFDプログラムであった。 

参加者アンケートの結果は一部満足

に至っていないという結果も見られた

ものの、総合満足度の指標｢DCULSの提

供する本研修プログラムを同僚に勧め

ますか？｣については、100％の肯定率

となった。満足度の低かった点につい

ては、｢1週間という期間では足りな

かった」という理由や、｢自分達の発表

について、もっと批判的な意見を言っ

て欲しかった」という理由が多くあげ

られるが、この点については、後日、

担当講師に確認したところ、参加者に

自信をつけさせる意図であったとのこ

とである。

なお、参加者にヒアリングしたとこ

ろ、参加者がEMIで課題と捉えている点

は、現状、東洋大学、ひいては日本、世

界の大学で課題とされていることと共

通しており、学生の英語力、母国語の
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授業と比較した際の学習成果や到達

度の低下の懸念、教員の効果的なEMI

の授業方法の知識の獲得等々であり、

今回の研修プログラムでは｢反転授業

(Flipped Classroom)」が優れた解決策

として挙げられていた。

＜DCULS参加者アンケート結果一部抜粋＞
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質問項目 回答※¹ 回答数

Q１. 何の科目を英語で教えてい

ますか。

化学工学 1

環境工学 1

統計学 1

電子工学 1

民法 1

力学 1

現在は担当していない 6

Q2. あなたの所属大学がEMIを推

奨する理由を教えてくださ

い。

EMIの認知度を高めるため 1

Erasmus※²の留学生のため 1

わからない 2

コマ数カウントが通常より多いため 4

大学の国際化のため 4

Q3. EMIの研修に参加するのは今

回が初めてですか。

はい 10

いいえ 2

Q4. 本研修に参加するにあたり大学

や国から補助はありましたか。

はい※³ 11

いいえ 1

Q5. EMIを実践する上で、最も課

題であること3つを挙げてく

ださい。

英語力 1

正確さ 1

学生を参加させる方法 1

自信 1

遅くしゃべること 1

個人的な利益がないこと 1

授業の準備時間 2

＜報告者独自アンケート調査結果一部抜粋＞

回答者数＝12名(一部無回答項目あり)

次に、報告者が参加者に独自に依頼

したアンケート調査結果のまとめを記

載する。このアンケートの目的は、海

外大学におけるグッドプラクティスを

日本に持ち帰ることであり、参加者の

所属大学がEMIを推進するにあたり、ど

のようなサポートを教員に行っている

か、また、EMIの授業を増加させるため

にはどのようなサポートが必要だと思

うか等の質問項目を中心に作成した。
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発音 5

流暢さ 6

語彙 6

Q6. 研修を通してQ5に対処するた

めの方法を学べましたか？

はい※⁴ 12

いいえ 0

Q7. 所属大学において、EMI科目

を担当することによるインセ

ンティブはありますか？

はい※⁵ 4

いいえ 8

Q8.所属大学において、EMI科目

数を増加させつつ、授業の質を

担保するには、どのようなサ

ポートが必要ですか？

周りがEMIの負荷を認知すること 1

学生が高い英語力を備えていること 1

インセンティブを増加させること 1

授業の準備時間を確保すること 1

教員の英語力の要件化(C1相当※⁶) 1

英語に関する相談が可能なネイティブ

スタッフの配置
3

向上的な英語研修プログラムの開催 4

※¹  ｢はい｣｢いいえ｣以外の回答は、すべて自由記述による回答であり、表現が異

なっていても同義の回答については一つにまとめた。

※²  Erasmusはエラスムス計画のことを指し、EU加盟国間の学生流動(留学)を高め

ようとする計画。

※³ 回答者数の半数以上が、Erasmus+４)からの補助(1,100€)ありと回答。

※⁴  ｢はい｣の内訳として、具体的な方法を3つまで記載可能な回答フォームを利用

した。記載された回答の内訳は、｢反転授業(7名)｣｢ウォームアップアクティビ

ティ(5名)｣｢発音(3名)｣｢自信(1名)｣｢授業教材(ワークシート(1名))｣

※⁵  ｢はい｣の内訳として、具体的なインセンティブを記載可能な回答フォームを

利用した。記載された回答の内訳は、｢本研修に参加する機会を得ることが出

来た(2名)｣｢EMI科目は通常科目の2倍のコマ数を担当したことと見なされる(1

名)｣｢EMI科目のための準備期間を与えられた(1名)｣

※⁶ CEFER５)におけるC1相当(英語検定1級相当)。

４)  教育・訓練・青少年・スポーツのための EU のプログラムであり、教育水準の向上を目的

として、学生のみならず、高等教育機関の教職員にも補助を行っている。
５)  CEFER ＝ Common European Framework of Reference for Languages（ヨーロッパ言語共通

参照枠）。ヨーロッパにおける外国語の学習者の修得状況を示す際に用いられる基準であ
り、最も低いものから順に、A1、A2、B1、B2、C1、C2 の 6 段階。
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調査からは、参加者の多くはまだEMI

の科目を教授した経験がなく、これか

ら担当予定の教員達であることがわ

かった。所属大学がEMIを推奨する明確

な理由を理解していない参加者がいる

ことも考えると、母国からアイルラン

ドまで渡航してきた理由は、Erasmus+の

研修補助が大きな役割を果たしている

と推察される。このことから、教員に

対するEMI研修の動機付けには、研修会

の旅費交通費等のサポートが大きな要

因になると考えられる。

Q5の｢EMIを実践する上で、最も課題

であること3つを挙げてください｣で

は、まだ実際にEMI科目を担当したこ

とがない教員が多かったせいか、学生

に対する要望ではなく、教員自身の英

語力に関するものが多かった。その上

で、Q6の｢研修を通してQ5に対処するた

めの方法を学べましたか？｣では、参加

者全員が｢はい｣と回答しており、その

内訳の多くが、｢反転授業｣であった。

このことから、一般的には、反転授業

は学生の理解促進やアクティブラーニ

ング導入のための授業手法と捉えられ

ているが、英語力に不安を抱えながら

EMIを実践する教員にとっても、母国

語の教材で学生に事前学習を課すこと

で、当日の授業においては、限られた

英語の語彙や完璧ではない発音でも教

育内容の質を担保できるという観点か

ら、有用な授業手法であると捉えられ

たと考えられる。

また、Q7の｢所属大学において、EMI科

目を担当することによるインセンティ

ブはありますか？｣では、回答者12名中｢

いいえ｣が8名であり、Erasmus+という、

国や地域単位のサポートはあるもの

の、所属大学からのサポートがないと

いうことがわかった。これはQ8の｢所属

大学において、EMI科目数を増加させつ

つ、授業の質を担保するには、どのよ

うなサポートが必要ですか？｣の回答内

訳の｢周りがEMIの負荷を認知すること

｣｢インセンティブを増加させること｣｢

授業の準備時間を確保すること｣とも関

連していると考えられ、EMI科目を担当

する教員に対する大学からのサポート

が不十分であると捉えられていること

が読み取れる。その解決策として、Q7

において1名のみから回答のあった｢EMI

科目は通常科目の2倍のコマ数を担当し

たことと見なされる｣は、教員へのイン

センティブ、EMI科目の準備時間を確保

するための担当授業コマ数の削減を同

時に実現できるものであり、斬新な解

決策であると考えられる。

第4章. 研修で得た知見の所属大学に

おける活用

本章では、すぐに実践できるアクショ

ンとして、報告者が所属大学に対して、

どのように研修で得た知見を還元する

か、その案を参考として記載する。

＜EMI科目の質保証制度の検討＞

東洋大学においては、現在、全学の

EMIの研修会は高等教育推進センター

が掌握しており、これまで多くの取

組を実施してきたが、4年目を迎えた

今、振り返りを兼ねて世界各国のEMI

の研修事情の資料を共有し、会議体で

広く議論を行い、今後のEMIの研修会

の立案を行っていく。具体的には、
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今まで一日完結で実施しており、興

味があり積極的な教員のみが参加して

いた全学のEMI関連研修会について、

University of CambridgeにおけるEMI

資格(修了証)取得型オンライン研修

コースの受講を推奨する等、急激な教

育の国際化に対応するための、より組

織的かつ体系的な質保証制度を構築し

ていく。

＜EMI科目の増加に向けた新たな教員

のサポート制度の検討＞

東洋大学においては、EMI科目を担当

する教員のサポート制度として、2016

年に｢外国語による開講科目準備手当

要項」が制定されている。しかし、金

銭的な手当てはなされたもの、質の高

い外国語による授業を行うためには準

備時間が必要であり、金銭的なサポー

トはモチベーションの向上には大きく

寄与すると想定されるが、直接的に質

保証に資するものではないと考えられ

る。このことから、今後、｢外国語によ

る開講科目準備手当要項」の成果の振

り返りを行う際には、金銭的な観点の

みだけではなく、より本質的なサポー

トとして、責任授業コマの削減・調整

等の措置についても検討していく。

まとめとして、今回の研修で得ること

ができた最も大きな点は、DCULSの提供

する研修プログラムに実際に参加するこ

とで、EU圏の国(スペイン・フランス)の

大学教員についても日本の大学教員同

様、所属大学においてEMIの実践が求

められており、前提となる学生の語学

力や、同科目を母国語で教授した際の

学習の到達度とその差異、教員の英語

力やサポートの仕組等、本学と同様の

課題を抱えているということを、海外

大学の教員から生の声として聴くこと

ができた点である。また、その上で、

DCULSの提供する研修やEMIに関する最

先端の情報を獲得することができた点

も有益であった。

今後も、今回の研修で得ることので

きた海外大学の教職員との繋がりも最

大限に活用しながら、EMIの調査を継続

し、日本の大学教育現場において国際

水準の教育が実施されるよう、職員と

してのサポートを行っていきたい。
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研修成果の概要：

米国アイビーリーグの一角でもある

コーネル大学のChemistry and Chemical 

Biology学科に研究室を有するAbruña教

授の元にVisiting Scientistとして1年

間在籍した。在籍中は研究室のポスト

ドクター・大学院生らとともに燃料電

池の研究に携わりながら、日本国内で

はあまり知られていない欧米主流の研

究用各種ソフトウエアの使用方法・解

析法や最先端技術等の知識を新たに取

得した。また、学内の大型装置や分析

センター等の施設の管理運用法等を調

査した。あわせてコーネル大学の研究

支援システム、安全管理システムを利用

者の立場から身をもって体験しながら実

態調査した。また自身が外国人研究者

であるので、コーネル大学の留学生•多

国籍ポストドクター等への支援システ

ム等を活用し、その利便性等も実態調

査しつつ、それらの神奈川大学への応

用を検討した。学科等で開催される講

演会には積極的に参加し、毎週定例の

研究室meetingにおいては日常的に英会

話力の向上を図った。定例meetingでは

1年間に5回のプレゼンテーション(研究

発表、研究論文紹介)を実施し、英語に

よるプレゼン能力の研鑽を重ねた。

１.コーネル大学と研究活動について

コーネル大学はエズラ・コーネルらに

よって1865年に設置されたニューヨーク

州のイサカ市にメインキャンパスを置

く名門大学である。キャンパスは氷河

によって形成されたカユーガ湖近くの

丘にあり、とても美しく豊かな自然に

囲まれている。300ヘクタールほどの広

大なキャンパス内には歴史的な建造物

から近代的な建物まで混在しているが

それらに違和感はなく、どこを見ても

とても美しいキャンパスであった。

学 部 生 数：14,907名

大学院生数： 8,109名

教  員  数： 1,650名

職  員  数： 8,283名

（2017年11月1日現在)

私はこのコーネル大学のChemistry 

and Chemical Biology学科のAbruña教

授の研究室にVisiting Scientistと

して1年間在籍した。在籍中は研究室

のポストドクターや大学院生らととも

に燃料電池の研究に携わり、学生に

戻ったかのように、朝から晩まで研

究に没頭することができた。研究室

には、Abruña教授を筆頭に、Senior 

米国大学の大型装置や分析センター等の管理運用状況の
調査および留学生･多国籍ポストドクターの研究教育への

支援システム等の大学業務システムの実態調査

神奈川大学　教務部教務技術支援課教務技術職員（主任技術員）

萩原　健司
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Scientists（中国出身）、3名のポス

トドクター（韓国、インド、英国出

身）、12名の大学院生（中国8名、米国

2名、韓国1名、プエルトリコ1名）で構

成され、私が1年間在籍している間に私

の他、期間はバラバラであるが2名の

Visiting Scientistが在籍していた。

コーネル大学は日本の大学と比べ比較

にならないほど多くの留学生が在籍し

ているが、Abruña研は特に国際色豊か

な研究室であった。

Abruña研には大きく分けて2つの研

究グループがあり、一つは燃料電池

グループ、もう一つはバッテリーグ

ループがあった。私はこれまでに固体

酸化物形燃料電池の電解質の結晶構

造について研究をしていたため、燃

料電池グループに配属された。Abruña

研に在籍したこの1年間で日本国内で

はあまり使用されていない欧米主流

の研究用各種ソフトウエアの使用方

法・解析法等を学ぶ機会を得た。研究

室では毎週月曜日に定例のグループ

ミーティングがあり、研究室メンバー

の全員が順番で担当する『Question』

と『Presentation』と呼ばれる発表が

あった。『Question』とは自分が興味

を持った論文の内容を紹介する発表で

ある。発表の途中であっても、教授や

他の学生から質問が随時あり、それに

答えるだけの予習をしておく必要があ

る。従って論文中の図表の説明をする

だけでなく、参考文献等を読込んでお

く必要もあり、このような形式で発表

することは非常に教育効果が高いと

思った。また『Presentation』では学会

発表形式でパワーポイントを作成し、

現在の自分の研究内容をプレゼン

テーションする場である。ここでも

『Question』と同様に発表中に教授や

他の学生から多数の質問がある。私は1

年間研究室滞在中に3回の『Question』

と2回の『Presentation』を担当す

る機会があった。1回目、初めての

『Question』の時には3週間前からパ

ワーポイントを作成し、1週間前から英

語の練習を始めた記憶がある。過去に

経験した国際学会での発表と同様、と

ても緊張していたことを覚えている。2

回、3回と回数を重ねるとともに極度の

緊張はなくなり、帰国1週間前の最後の

『Presentation』では、日本国内での

日本語による学会発表と同程度の程よ

い緊張感の元、発表を楽しむことがで

きたことは、英語を使うことへの自信

が少なからずついたためであると推察

される。

コーネル大学では毎日のようにどこか

の学科で講演会が開催されている。教職

員メールリングリストには講演会の数

日前に講演会の概要が送られてくる。

コーネル大学の講演会ではしばしば、

スナック（クッキーやビスケット）と

コーヒーや炭酸飲料、夏の暑かった時

にはビールが用意されていることが

あった。これらはホスト研究室のプロ

ジェクト予算から支出されているよう

だった。これらのスナック目当てとい

うことはないが、講演会は毎回盛況

で、私が経験した日本の大学では講演

会のたびに動員に苦労をしている様子

とは対照的であった。講演会には学生

だけでなく多くの教職員が参加してい

ることも驚きであった。また研究室の
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グループミーティングと同様に、講演

の途中であっても、聴講者、しかもお

そらく学生が発表者にすぐに質問をす

ることにカルチャーショックを受け

た。講演会の最中に学生が寝ている、

ということはまずなく、参加者は目的

意識を持って積極的に講演会に参加を

しているようであった。大学における

講演会の理想の姿の一つを目の当たり

にすることができた。

２.�コーネル大学の留学生•多国籍ポスト

ドクターへの支援システムについて

Abruña教授から頂戴したInvitation 

letterにはコーネル大学へ到着した

直後にInternational Students and 

Scholars Office（以下、ISSOと省略）

へ向かうようにと、建物名と部屋名ま

で具体的に記載されていた。その指示

に従い、コーネル大学に到着したの

ち最初にISSOへ向かった。ISSOではオ

フィース時間中は常時窓口に数名の職

員が待機する文字通り留学生および海

外からの研究者のサポートデスクの役

割を担っていた。ここでは留学生等が

必要とする学内手続きのほとんどすべ

てを処理することができるようで、私

の場合、アメリカ入国の記録（I-94）と

ビザの番号を報告、雇用に関する手続

き（I-9）やNet IDと呼ばれる大学の個

人情報に関する手続き等、約２時間に

わたり部屋に設置してあるPCを使用し

て担当者が一緒に手続きを進めてくれ

た。部屋には私の他にも多数の留学生が

色々な相談に来ており、部屋の至る箇所

に、ISSOだけでは手続きを完了すること

ができないソーシャルセキュリティー

番号の取得に関するもの、車の運転に

必要な手続き（免許やナンバープレー

トの登録の仕方等）、大学付近の託児

所の紹介等をA4用紙各1枚にまとめた書

類が多数設置されていた。ISSOでの手

続き完了後、担当者に次の手続きをす

るためにどこへ行けば良いのか聞いた

ところ、現段階で必要な事務手続きは

完了した旨、説明があり、自分が所属

する学科事務室へ向かうように丁寧に

教えてくれた。私の感覚では到着後、

色々な事務窓口へたらいまわしにされ

ることを勝手に想像していたが、不安

一杯の留学生等に対して、ISSOの部屋

のみでほとんどすべての手続きが完了

することはとても素晴らしいシステム

であり、洗練されていると感じた。そ

の後、学科事務室へ行き、発明および

関連財産権承認書、就労資格証明書等

学科特有の書類にサインをし、到着後

の手続きはほぼ完了、その後、Abruña

研究室へと向かった。その後も学科・

教学関係の問題がある場合は学科事務

室に、それ以外の問題がある時はISSO

にて何度となくお世話になったが、ど

ちらの窓口も効率的であり、しかもい

つも親切・丁寧に対応をしてくれた。

３.�コーネル大学のその他の大学生活支

援関連システムについて

初日にISSOにてNet IDの手続きを

し、登録したメールアドレスにNet ID

とone timeパスワードが送られてき

た。メールに記載されているwebペー

ジにアクセスし、Net IDとパスワード

を入力すると、2段階認証に関する説

明があり、2段階認証の登録をした。
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このNet IDにはコーネル大学における

様々な個人情報が紐づけされており、

Net IDを登録することによってキャン

パス内のほとんどの場所（建物の外部

も含め）で無線LANが接続できるように

なる（さすがに広い広場の中心ではつ

ながらなかった）。またコーネル大学

ではこのNet IDを使用することでほと

んどの事務処理はオンライン上で済ま

すことができる。さらにNet IDを使用

して大学のシステムにアクセスすると

教職員のメールアドレスや部屋番号等

の情報を検索することもでき、職種・

職制によって権限が異なるのであろう

が、Visiting Scientistの身分であっ

ても、例えば知り合いになった人の名

前のみでメールアドレスや居室の番号

等を調べることができ、必要十分な情

報を取得することができた。当初、ロ

グインのたびに二段階認証することは

不便であると感じていたが、Net IDで

処理できることを考えると、必要なセ

キュリティーレベルであることを理解

した。留学生等に特有の問題について

はISSOへ行けば親切に相談に乗ってく

れ、ほとんどのことはISSOで解決する

ことができたが、以下の件の処理につ

いては、一般の教職員と同様に直接各

部門の窓口へ行き、手続きをする必要

があった。

・顔写真入りIDカードの発行について

コーネル大学の事務本部はDAY HALL

という古くからある建物が多い地域

（設立当初からのキャンパスエリア）

に位置している。Presidentもこの建

物に居室があるとのことであった。

大学の規模を考えると、地上3階地下

1階の建物は非常に小さく感じた。各

学科に事務室があり、学科に関する

業務は学科事務室が担当しているた

め、根幹の大学事務本部は小さいの

かもしれない。顔写真入りのIDカード

を発行するためには、このDAY HALL

へ行く必要があったので、DAY HALL

地下一階のOffice窓口でIDカードがほ

しい旨伝え、身分証明書の提示を求

められたのでパスポートを見せ、Net 

IDを知らせるとすぐさま、そのまま

写真を撮影し、その場で顔写真入り

のIDカードが発行された。窓口に来

て担当者と話を始めてから時間にし

て5分ほどで写真入りIDカードを手に

することができた。Net IDに個人情

報が一元管理されているため、窓口

での本人確認以外他の手続きは不要

(もちろん、紙媒体の申請書はなかっ

た)という合理性にとても感動した。

・�T-CATバス（Ithaca市内バス）の

　無料乗車に関する手続き

米国はご存知の通り車社会であり、

コーネル大学では教職員に通勤用とし

て1台分の駐車スペースが割り当てら

れる。ただし、駐車スペースは自分の

研究室の近くのパーキングとは限ら

ず、研究室のSenior Scientistsは自

身の駐車スペースまでバスに乗って

移動する必要があるとのことだった。

私の身分はVisiting Scientistである

ので、同様であることが考えられ、日

中に妻が車を使用する可能性も考慮

し、『Employee OmniRide Commuter 

Program 』を活用することとした。



122

Employee OmniRide Commuter Program

とは、正規・非正規を含めコーネル大

学で働いている人が大学内の駐車場を

使用しない代わりに、T-CATバスを無

料で利用できるというプログラムであ

る。そもそもコーネル大学から給与を

得ていない私が当該プログラムに該当

するのか、webの情報だけではわからな

かったが、当時、電話で問い合わせを

する自信がなく、直接口頭でプログラ

ムの内容の説明を受けたかったので、

当該担当部署であるTransportation 

Servicesのある建物まで特にアポ

イントメントも取らずに赴いた。

Transportation Servicesの窓口で

Employee OmniRide Commuter Program

に自分が該当するのか知りたい旨、伝

えると大学IDカードの提示と所属、居

室の部屋番号を尋ねられ、確認後、窓

口担当者がその場ですぐに手続きを済

ませてくれた。その日の帰路から大学

IDカードでバスに無料で乗車可能との

ことだった。

コーネルに来て、いわゆる『たらい

まわし』にされた記憶はない。学科の

クリスマスパーティのチケットを入手

する時に、当日の午前中であったこと

もあり、学科事務へ行ったところ『チ

ケットがなくなったから、○○学科事

務室へ行ってください』といわれ、そ

こでは、『担当者が会場へ行ってい

るので、会場へ向かってください』

といわれ、会場で担当者を見つけてチ

ケットを入手した、ということはあっ

たが、これは明らかに、当日までにチ

ケットを取りにいかなかった私自身の

不手際であった。基本、窓口へ行った

際に『この業務の担当は○○だから、

その人でないとこの業務はできない』

と言われたことはない。窓口へ行けば

私が必要とする業務はその窓口で対応

した事務職員がその場ですぐに対処し

てもらえることが常であった。すべて

の個人情報がNet IDという強固なセ

キュリティに守られた情報に集約され

ているので、Net IDとIDカードによる

本人確認のみでこちらの要望にすぐに

ペーパーレスで対応してくれるスピー

ディさは、日本のような縦割型業務シ

ステムでは考えられない。コーネルに

到着してから2週間程経過した頃に、

Human Resources課から当該オフィー

スへ来るように連絡があり、アポイン

トメントをとってから、当該部署に赴

いた。ここでは担当者と一緒にこれま

での様々な手続きの確認（税金や健康

保険等含む）があった。オンライン処

理だけで手続きを完結させるのではな

く、必要な手続きの最終確認は対人で

行われることは、とても素晴らしい合

理的なシステムであると考える。

４.�コーネル大学の研究支援システムに

ついて

コーネル大学では徹底した『Safety 

first』の観点から、実験室へ初めて立

ち入る前に様々な安全講習を受けなく

てはならない。そのほとんどはweb上で

のオンライン講習であるが、各講習の

最後にクイズが用意されている。この

クイズは正答率80％を超えることがで

きなければ、再受講することになる。

このクイズは以外に難しく、出題数の
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数倍の問題が用意されているように

推察され、２・３回程度の再試験では

『初見の問題』が常に出現した。当

時、英語の聞き取りがひどかったの

で、クイズをパスするために非常に苦

労をした記憶がある。当然、オンライ

ン講習の結果はすべてNet IDに紐づけ

られ、必要なすべての講習をパスした

後、最後に研究室安全管理者による実

地講習を受け、必要な講習を受けてい

るか確認の上、修了確認のサインをも

らい、その書類を建物の安全管理責任

者の元へ提出後、実験室の鍵が渡され

た。オンライン講習だけで終わらせる

のではなく、最後にFace to Faceの講習

を義務付けていることは非常に理にか

なっていると感じた。また、X線装置を

使用するためには、X線に関するオンラ

イン講習ならびに装置管理者の実地講

習が必要であり、電子顕微鏡の使用に

ついても同様である。また研究室内の

電気炉やグローボックスなどの小型装

置の各装置責任者として、研究室の大

学院生が割り当てられており、装置使

用前に講習を受けなければ使用するこ

とはできないシステムとなっている。

コーネル大学ではEn v i r o n m e n t 

Health & Safetyという部署があり、そ

こで研究室他実験施設の安全管理体制

を恒常的にチェックしている。具体的

には年に一度、1週間程度かけて1研究

室の各部屋の安全管理者、各装置の担

当者同伴で安全点検が実施され、おお

よそ2か月に1度、抜き打ちで研究室内

の安全チェックがあり、写真付きで問

題個所が指摘され、数日中に改善され

ない場合、実験室は使用禁止となる。

また日常的な実験ごみに含めてはなら

ない特殊廃棄物、例えば注射針などが

通常の実験ごみから発見された場合、

500ドルの罰金を支払わなければならな

いなど、罰則は非常に厳しく、安全管

理は形式化、形骸化することなく、厳

格に運用されている。

・薬品管理システムについて

Chemistry and Chemical Biology学

科ではwebアプリケーションによって研

究室内のすべての試薬が管理されてい

る。1年に1度大掛かりな棚卸作業があ

り、データベースと在庫に剥離がない

かを確認する。またこのwebアプリケー

ションでは学科内の他の研究室が所有

するすべての薬品を検索することがで

き、少量の薬品が必要な場合は、他研

究室の在庫を確認し、必要に応じて他

研究室の薬品を借用する。試薬には在

庫管理用バーコードだけでなく、誰が

いつ購入したかラベルを添付する。ま

た試料瓶から取り出した試薬を小瓶に

移した場合にはラベルを添付し正確な

試料名を書く必要があり、略記号、構

造式、自分だけがわかる暗号では不適

格（例えばNaOHでは不適）である。試

薬は種類ごと、可燃物、禁水物、酸、

アルカリ、それぞれのトレーに分けて

保管し、混在は厳禁である。また実験

廃液は個人レベルで管理し、容器には

専用のラベルを張る。これらのことは

Environment Health & Safetyの恒常的

な（抜き打ち）調査対象となる。
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・�その他の研究支援システム（論文検

索、各種研究用データベース）

世界的には論文のオープンアクセス

化の波が押し寄せているが、現在でも

まだすべての科学論文がオープンアク

セス化されているとはいいがたい。

コーネル大学内のIPアドレス上であれ

ばGoogle Scholarから論文の検索とダ

ウンロードが可能であり、英語以外の

論文であっても私が検索した中ではド

イツ語・日本語・中国語の論文がダ

ウンロード可能であった。XRDデータ

ベースであるICSDデータベースや状態

図データベースもアクセス可能であっ

た。これらはNet IDを入力して無線LAN

接続したPCから検索可能である。

５.�コーネル大学の大型装置や分析セン

ター等の管理運用状況について

コーネル大学には大型研究施設として

CHESS(Cornell High Energy Synchrotron 

Source)があり、分析センターとして

CCMR(Cornell Center for Materials 

Research)という組織がある。

・�CHESS(Cornell� High� Energy�

Synchrotron�Source)について

CHESSは主に国立科学財団（NSF）

の支援を受けている高強度X線源（8 

GeV）装置の管理をしており、物理、

化学、生物学、材料科学および環境

に関する研究のためのシンクロトロン

放射光施設である。施設の20％は地上

に80％は地下にあり、放射光リングの

大部分は地下にある。放射光リングの

地上は陸上競技場や駐車場として利用

されている。CHESSはCESR（Cornell 

Electron Storage Ring）というリング

をもち、1968年から運用されている。

一般的にコーネル大学内の研究活動の

費用は大学からの研究費として予算付

けされることはない。私が所属する研

究室の研究費はすべて教授がNSF等から

獲得した学外の競争的資金（Grant）で

ある。しかしながらCHESSの管理運用予

算はNSFからの予算も一部含まれるが、

コーネル大学からの予算措置がある数

少ない施設の一つであることが特徴で

ある。ビームラインは毎年1000人以上

の研究者が利用し、学内者のみなら

ず、学外者も利用することができるの

は日本の放射光施設の運用方法と同様

である。CHESSには11本のビームライン

があり、用途としては以下のとおりで

ある。

A1: X線回折、逆格子マッピング、

　 高角X線散乱用ビームライン

A2: 単結晶・薄膜・粉末の低温測定等

の特殊サンプル環境用X線回折用

ビームライン

B1: 角度分散型X線回折用ビームライン

C1: 自由に設定できるフレキシブル

ビームライン

D1: グレージング入射X線散乱用ビーム

ライン

F1: 微小結晶･巨大分子結晶構造解析用

ビームライン

F2: 高エネルギーX線実験用ビーム

ライン

F3: 汎用測定用ビームライン(XRF顕微

鏡、X線イメージング撮影、XAFS、 

X線回折）

G1:X線小角散乱用ビームライン
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G2: 高分解能入射回折、X線反射率、

鏡面反射X線用ビームライン

G3: In situ(その場観察)膜成長・表

面観察用ビームライン

CHESSには、一利用者としての大学

院生だけではなく、CLASSE(CORNELL 

LABORATORY FOR ACCELERATOR-BASED 

SCIENCES AND EDUCATION)があり、ビー

ムラインの設計から実験まで、シンク

ロトロン施設に必要とされる人材を育

成していることが特徴でもある。

・�CCMR ( C o r n e l l � C e n t e r � f o r�

Materials�Research)について

CCMRはコーネル大学内に点在する電

子顕微鏡等の大型装置を管理運営する

組織名である。CCMRには12の学部と４

つのカレッジに所属する100名以上の教

員により組織されている。CCMRはNSF 

MRSECプログラムをはじめ、『学部生の

ための研究経験プログラム』や『教員

養成プログラム』等の多くの教育に関

するNSFプロジェクトの他、『ナノス

ケールの表面と界面に関する研究』や

『CRYO-FIB / SEM加工』等の研究に関

するNSFプロジェクト等の支援を受け運

用されている。またCHESS同様にコーネ

ル大学からの予算措置がある数少ない

施設（組織）の一つである。CCMR専用

の建物はないが、メインオフィースは

Clark Hallにあり、専任の事務職員が

数名在籍している。また学内に点在す

るいくつかの電子顕微鏡などの大型装

置は学科に所属する技術系職員が管理

している。CCMRに登録されている主な

装置は以下のとおりである。

○ 電子顕微鏡類：走査型4台、透過型5

台、他前処理用機器多数

○ 一般的な試験測定器：表面積測定器、

非接触型高温計、真空ポンプ等多数

○ 機械的性能試験機：マイクロメカニカ

ルアナライザ、微粒子分離機他多数

○ 切削、研磨、成形、接合、加工機：

多数

○ ソフトマター、ポリマー分析機：示

唆熱重量分析機他多数

○ 分光器、電子計測器：UV分光器他多数

○ 表面分析器：X線光電子分光分析機、

原子間力顕微鏡他多数

○ 薄膜蒸着、材料処理機：蒸着機、

　グローボックス、真空炉他多数

○X線回折装置：4台

CCMRに登録されている大型・小型装

置は学外者も利用することができ、利

用料金はweb上から見ることできる。学

内者は学外者よりも低料金でこれら装

置を使用することができる。装置の使

用については、専属のオペレータがい

る装置以外は、原則測定者が装置を操

作することとなる。

６.�コーネル大学に勤務する教員・技術

系職員について

コーネル大学では学内での身分は教

員か職員に区分され、テニュア教員と

ポスドクの他にResearch Associateと

いうTitleの教員、Research Support 

Specialist、TechnicianというTitle

の職員が研究現場にいる。以下のレ

ポートは実際に働いている人にイン

タビューし得た情報である。私の所属

する学科外の数人にインタビューした
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結果であるので、大きく的外れではな

いと予想するが、コーネル大学全体で

は状況は異なる可能性があることを先

に明記しておく。

・テニュア教員

教授・准教授が該当する。テニュア

教員であっても、大学から研究費のサ

ポートはない。終身雇用であり、アメ

リカには定年退職という概念がない

が、形式上Professor Emeritusとなっ

てNSF やDOE (Department of Energy)

等の競争的資金を獲得した場合には、

学科内に研究室（実験室）を確保で

き、ゼミを持つことがある。給与は大

学から9か月分支給されるが、競争的資

金からプラスして3か月分得ることも可

能である。

・�ポスドク(Postdoctoral�Researcher)

任期制の教員である。給与は所属研

究室のボスが獲得した競争的資金から

支出され、競争的資金プロジェクトの

期間に合わせた任期となる。研究内容

は基本競争的資金プロジェクトにかか

わる研究となる。

・Research�Associate

任期制の教員である。給与は所属

研究室のボスが獲得した競争的資金

から支出される。コーネル大学では

Research Associateの任期は基本3年

で3年毎に契約を更新する。ポスドクは

博士取得直後の人が多いが、Research 

Associateは時に勤続年数が20年を超

える人もいる。Research Associateの

主な業務は与えられたプロジェクトで

主体的に研究を実行することである。

・Research�Support�Specialist

任期付き職員である。給与は所属研

究室のボスが獲得した競争的資金から

支出される。Research Associateと同

様に任期は基本3年で3年毎に契約を更

新する。雇用はボスの競争的資金等の

プロジェクト予算の獲得状況に左右さ

れるが、『セミパーマネント』という

約束でヘッドハンティングされてく

る場合もある。そのため、Research 

Associateよりも更新を重ねて勤続20年

～35年のベテランが多い。最近の若い

人はより良い条件のところへ移る傾向

があり、3～6年で移る人も多いのだと

いう。またプロジェクト依存で2年契約

限定という人も居る。その結果、勤続

20年以上のベテランが多い割に、10年

前後の中堅的な人材が不足していると

のことである。業務は分析機器等のオ

ペレータ等、研究補助業務がメインで

ある。

・Technician

任期付き職員である。給与は基本

的には所属研究室のボスが獲得した

競争的資金から支出される。ただし

CHESSやCCMRのTechnicianの場合、大

学所属となり給与は大学が負担する場

合がある。任期についてはResearch 

A s s o c i a t eやRes e a r c h  S u p p o r t 

Specialistと同様に基本3年毎に契約を

更新する。更新を重ねて20年～35年の

ベテランが多いとのことである。人数

的にはResearch Support Specialist

と比較すると少ない印象である。
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Research Support Specialistと同様

に若い人は3～6年で移る人も多く、10

年前後の中堅的な人材が不足してい

るとのことである。業務はResearch 

Support Specialistと比較して実務寄

りとなり、装置・施設のメンテナン

ス、機械工作、製図等を担当する。

コーネル大学では学内での身分は教

員か職員に区分されるのでポスドクと

Research Associateは教員であり、業

務内容はほぼ同等である。契約前が学

生であったか、そうでなかったかに

よって、名称が異なり、給与が異なる

ようだ。当然、Research Associateの

方が給与は高い。一方Research Support 

SpecialistとTechnicianの業務内容は

明確に区別することが難しい。給与も

ほぼ同程度とのことである。

７．最後に

アメリカと日本では生活様式・文化

が異なる。アメリカは合理的、日本は

効率的と一言では言えないが、シン

プルに表現するならば、やはりそれ

で間違いはないと思う。この1年の間

に色々な人と話をする機会があった

が、しばしば『アメリカの教育と日本

の教育はどちらが良いか？』と尋ねら

れることがあった。私はその問いに対

して『どちらかが絶対的に良いとは言

えない』といつも答えていた。私は家

族を連れて渡米したので、大学だけで

なく、アメリカの小学校（Elementary 

School）、高校（High School）の教

育現場を見学する機会が度々あった。

アメリカの小学校・高校は日本と比較

して、個人ごとの教育レベルの向上に

かなり重きを置いたシステムであるこ

とは疑う余地はない。その結果、同学

年であっても勉強のできる児童とでき

ない児童の差はすでに小学校の時点で

あっても、日本では考えられないほど

の差があるようであった。またIthaca

高校での授業は大学のようにすべて自

分で科目を選択して受講する単位制で

あった。従って、レベルの高い生徒は

どんどん先へ進んでいく。アメリカで

は積極的に勉強をすることができる環

境にある生徒はより高いレベルに到達

できるが、その環境にない生徒は勉強

を続けていくことは難しいように思え

た。日本でも最近、そのような傾向が

あるとはいえ、それでも日本の教育

は平均値（または最低値）の向上に重

きを置いているという意味ではアメリ

カよりも非常に素晴らしいと思う。た

だしこれらは小・中学校・高等学校の

先生方の並々ならぬ努力のたまもので

あることは容易に想像できる。私が見

たアメリカの小学校、高校では、教職

員一人当たりの学生数は日本の半分近

くなのではないかと思う。また小学校

のENL（English as a New Language）

の授業では、ほぼマンツーマンで英語

の指導をしてくれていたようである。

過去、多くの移民を受け入れてきたア

メリカなだけに、コーネル大学の外国

人の受入システムだけでなく、初等教

育機関であっても外国人の受入システ

ムは確立させている。外国人を受入れ

る際にアメリカでは受入側は母国語で

の対応、日本では受入側が外国語（英

語）での対応と言葉の問題が大きく、ア

メリカと日本の外国人受入システムの
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良し悪しを比較することは難しいと思

う。さらにアメリカと日本では、前述

の通り、生活様式・文化、さらに経済

状況等の様々な環境などがかなり異な

るため、教育システムを単純に比較す

ることは無益かもしれない。しかしな

がら、今後、日本の大学がグローバル

化していくためにはアメリカの大学の

外国人の受入システムや教育システム

等は良い手本の一つとなることは間違

いない。この1年間のアメリカ生活で得

た経験や知識を活かし、神奈川大学の

グローバル化に向けたシステムの改善

等について、機会があれば積極的に提

案する所存であります。

８．謝辞

1年という長期にわたる私の海外研

修を支援してくださった一般財団法人

私学研修福祉会、ならびに学校法人神

奈川大学に感謝を申し上げます。私が

所属する神奈川大学工学研究所の井川

学前所長、新中新二元所長に感謝を申

し上げます。また私が不在の間、研究

所の業務を担ってくださった金子信悟

氏、三浦貴博氏、小菊千秋氏に感謝申

し上げます。

参考　

とある大学のTechnician（技術職員）

-とある大学の技術職員の海外研修の

記録です-

http://toarudaigakunotechnician.

hatenablog.com/

平成29年度海外研修員

研修先： アメリカ合衆国／コーネル大学

平成29年度海外研修員

研修先： アメリカ合衆国／コーネル大学

参考　

とある大学のTechnician（技術職員）

-とある大学の技術職員の海外研修の

記録です-

http://toarudaigakunotechnician.

hatenablog.com/



129

現状と問題提起

昨今、日本国内では世界共通語

(Lingua Franca)としての英語の習得は

大きな注目を集め続けている。現在の

日本が世界第4位の経済大国であること

を踏まえると、世界の経済市場におけ

る日本の地位を維持し、競争を生き抜

いていくために、人々は高いレベルの

英語力を身に付ける必要がある、とい

うのが大きな理由のひとつだろう。し

かし、外国語としての英語教育を、少

なくとも中学校以降６年以上に渡って

受けるにも関わらず、日本人は英語で

コミュニケーションをとるのに十分な

自信をもつことができないない、とい

う場面を多く目にするのが実情だ。通

勤電車内の広告に「ビジネス英会話」

や「キッズ英会話」などの情報が所せ

ましと並んでいることからも、ビジネ

スにおける需要や子どもから大人まで

の英語力向上への注目度が高いことを

物語っている。

この語学力の問題、つまり英語学習

に費やしてきた期間と実際のスキルと

のギャップの理由は何なのであろう

か。例えば、これまでの学校教育現場

にも一因があるといえるかもしれな

い。今ではコミュニケーションスキル

向上のために割く時間が増やされてき

ているとはいえ、現在において経済活

動を支える人々の英語学習方法は、と

くに中高等学校における英語教育にお

いて、文法、読解、英訳にかける時間

数が圧倒的に多い。また、今でこそ英

語の授業で少人数制のクラス編成を導

入する学校は増えてきているが、大人

数の生徒を相手にする場合には、コ

ミュニケーションスキルを重点的に伸

ばしていくための時間を多く費やすこ

とは現実的ではないだろう。加えて、

慣れない英会話に対する生徒のモチ

ベーションも影響してくるだろう。

では、小学校における英語教育はど

うだろうか。文部科学省のカリキュラ

ムによると、2020年度より全国の小学

校において５、６年生の外国語活動の

完全教科化が求められている。また小

学３、４年生に関しても外国語活動と

して週１時間以上の授業の導入が求め

られている。

ここで目を向けたいのが、果たして

それだけの時間数で児童の英語力向上

を本当に図ることができるのか、とい

う点だ。文科省が示す「外国語に親し

みをもつ」という活動目的だけで児童

期を過ごすだけで、日本人の語学力の

“Teaching English through mathematics to 
Elementary School Students in Japan” 

東洋英和女学院小学部　教諭

坪田 恵梨菜

〜日本の小学校児童に対する算数を通して行う英語教育〜
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底上げが果たされるのか、という疑問

が残る。

子どもの英語教育に関しては、小学

生またはそれ以下を含む小さな子ども

を持つ家庭の間で、「自分の子どもに

早いうちから英語を学ばせたい」とい

う想いをもつ保護者が増えているのは

世間的にも明らかである。小学校教師

としてのこれまで経験を通しても、や

はり保護者は子どもたちの英語教育に

力を入れたいと考えているということ

を肌で感じてきた。実際、英語塾、英

会話教室などの習い事に通っている子

どもたちは少なくない。そのような保

護者の、いわば「英語熱」を前に、私

たち小学校教員は一体何ができるだろ

うか。文部科学省の規定のカリキュラ

ムをただ全うするだけで、本当に良い

のだろうか。

ここでは、日本人の英語力不足につ

いて、小学校レベルでの英語教育に改

善の余地がある、という視点で言及し

ていきたい。特に、以下3つの欠如は日

本の児童の英語力習得に大きな改善の

余地があることを示している。

(１)   洗練されたカリキュラムの欠如

      および適応への時差

文科省により、外国語活動としての

英語が2011年の5年生と6年生から義務

付けられ始めた。そして2020年には、

外国語活動は小学3～6年生にわたって

義務化される。

これまで日本政府は、小学校において

教科としての外国語教育のためのカリ

キュラム制定に取り組み続けてきた。

公立私立関係なく、どの小学校でも

適応が可能な指導要領を作るというの

は、もちろん簡単なことではない。し

かし、このカリキュラムは長期的な目

で見れば、他教科に比べて新しいもの

であり、洗練さに欠いてしまう、とい

う欠点も当然ながら持ち合わせる。現

に、実際の学校教育現場では、教師た

ちの困惑、カリキュラムと実際の環境

とののすり合わせに時間を要している

との声も聞かれる。また、指導要領に

沿った活動をこれから取り入れ、そこ

からどのような結果が得られるかがわ

かるのはまだ先の話である。今後、そ

の都度に次要に応じて改定がなされて

いくとしても、現段階で全ての学校が

対応できているのか、という点でも疑

問が残る。

(２) 限定的な学ぶ機会

他教科と比較しても、外国語活動の授

業時間数の不足は否めない。2020年度の

外国語活動の教科化に向けたカリキュ

ラムでは、3、4年生は週１回45分授業、

5、6年生週に2回各45分の授業時間を

目標としている。時間数だけを考える

と、音楽や図工と同じ扱いとなる。ま

だ新設されたばかりの授業であること

を考えると仕方がない部分もあるだろ

うが、子どもたちの将来的な英語力向

上につなげるための時間としては明ら

かに不足しているのも事実だ。日本の

小学校において、国語と算数のみが毎

日行われるが、新設の教科である外国

語活動が国語や算数と同じ重要度で扱

われるようになるのはまだだいぶ先の

話だろう(教科か否かの違いとして、教

科書の配布と成績評価が挙げられる)。
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(３) 専門知識を持った教師の不足

教え手の知識、経験不足が挙げられ

る。現在、公立学校では担任教師によ

る外国語活動が主である。これは文部

科学省の文書にも記されており、必

要に応じてALT(Assistant Language 

teacher)を起用することも可能だが、

すべての小学校でこれが実現できてい

るわけではない。例えばJETプログラム

からALTを迎えることもできるが、その

すべてが英語を教える専門知識をもつ

わけではない。また、もしALTを起用で

きたとしても、形式上は担任教師が主

体となって教えることになっている。

では、この担任教師陣は外国語を教

えるための教育を受けてきたのか、と

いうと、大方の場合、否である。自身

の経験上、大学時代に小学校教員免許

を取得するために必修だった「教材研

究」の授業の中に、国語や算数、音楽

や図画工作、家庭科はあっても英語は

なかった。英語は情報科教員と同じく

専門分野の扱いだったからだ。そのた

め、英語を教えたければ、中高の英語

科教員免許を取得する必要があった。

つまりほとんどの場合、こと公立小学

校では、語学教育の訓練を受けたこと

がない教師が児童に英語を教えること

を要求されているのである。

　

以上を踏まえると、子どもたちが将来

グローバル社会において世界と競合し、

相手とコミュニケーションをとるため

に英語を共通語として使う必要がある

としても、日本の小学校での英語教育

は一定レベル以上の英語力習得を促進

することにおいて現段階では十分では

ないことがわかる。

専門知識をもつ教師の欠如に関して

は、今後、大学での必修教科の拡充や

文科省が推進しているような教師陣の

研修が継続して必要だろう。またカリ

キュラムについても、現場の様子をふ

まえてその都度、必要に応じて再編が

されていくことを期待したい。

では、学校という小さな単位で実施

できる可能性がある改善策は何であろ

うか。本研究では(２)で取り上げた、

英語に触れる機会を増やすためにでき

ること、に注目したい。残念ながら、

外国語活動の時間数を各学校の一存で

容易に増やすことはできない。そこ

で、他教科との時間数のバランスを変

えずに英語の活動時間を増やす、他

教科の学習内容をコンテンツとして英

語教育を行うことを手段として考えた

い。教科の候補としては理科、社会、

音楽、図画工作なども可能性がある

が、本研究では、日々の必修教科であ

る算数をあえて選ぶことで、英語に毎

日触れる機会を作り、児童がより多く

の英語学習の機会を得られるようにす

ることを目標とする。なお、この手段

には教師側にもある程度の専門知識な

いしは言語能力が求められるが、この

アプローチを選択の一つに取り入れら

れるような教え手の育成を将来的に期

待したい。

研究目的

本研究の目的は、将来的に日本の小学

校における英語教育の可能性を広げ、

語学学習の機会を改善するために、週

５回のカリキュラムが組まれている



132

教科のひとつである算数を活用し、英

語学習時間の拡充とカリキュラムの可

能性を検討する。そのために、移民の

多いアメリカの小学校においてEnglish 

Language Learners(英語を母国語とし

ない学習者)に算数を教える担任および

算数教師の指導法を知り、日本の小学

校の児童の言語発達を改善するための

有益な教育的アプローチを見つけるこ

と模索する。

CBI/CLIL

算数の内容を通して言語を教える

ということを模索するにあたって、

Content-based instruction(CBI)[内

容(コンテンツ)重視の指導]/Content 

and Language Integrated Learning 

(CLIL)[内容(コンテンツ)と言語を統合

した学習法]は本研究における重要な基

礎として無視することはできない。

昨今、コミュニケーション言語教育

(CLT)の発達または形式を超えたコミュ

ニケーションを強調する方法での英語

教育(Kwangsawad＆Yawongsa,2009)が

世界的にも注目されているにも関わら

ず、日本の学校教育の場では依然とし

て「教師中心型」の授業体制が主と

なっている。例えば、学習者は質問を

したり、教えられている内容自体に疑

問をもったり、クラスメイトと議論を

したりする時間よりも、教師の指導を

聞く時間が多い傾向にある。つまり学

習者同士の交流が限られているため、

学習者同士が英語を使って互いにコ

ミュニケーションをとる機会になかな

か恵まれないことを意味する。

一方、米国のように移民の多い国では、

第二言語としての英語(English as a 

second language)学習者に対して、CBI

が活用されることがある。CBI/CLILで

は、英語をはじめとする言語とコンテ

ンツを同時進行で教えることを基本と

し「生徒中心型」の指導法に基づいて

いる(Surmont et al,2016)。(CBI およ

びCLILは、どちらのアプローチも同じ

ような考え方に基づいている)学習者中

心型の指導では、学習者同士が互いに

会話をしたり、コンテンツに関するア

イデアを共有したりする機会に多く恵

まれる。CBI/CLILにおけるコンテンツ

に関しては、国語を除くすべての科目

(例：算数・理科・社会・体育・音楽・

図画工作など)が対象となり、ターゲッ

トの言語、ここでは英語でそれらを教

えることが主となる。

上記のうち日本の小学校においてど

のコンテンツが適切かを考えると、算

数は日常的に教えられている科目であ

るため、学習者により長く、そして多

くの英語に触れ、学ぶ機会を与えるこ

とができることを示唆している。つま

り、この算数を活用する戦略は、児童

が毎日のように英語を学び、コミュニ

ケーション能力の強化する機会を増や

すための有効な手段のひとつだと私は

考える。加えて、算数は担任教師に

とっても比較的取り組みやすい内容、

つまり既存の知識ある程度カバーでき

ることをふまえると、算数を活かした

CBI/CLILアプローチは、児童の学習を

より活発にするための効果的な方法に

なるだろう。

このCLILアプローチは、言語だけでな

く、科学や数学などのテーマにおいても



Teaching English through mathematics to Elementary School Students in Japan

133

集中的に言語を活用する機会を提

供することができる(A n d r i a n i、

Padmadewi、＆Budasi,2018)。また

Chan(2014)によると、数学の授業で

CLILアプローチを使用する場合、生徒

は対象言語に触れることで数学と言語

の内容の両方を同時に習得することが

期待される。この言語とコンテンツの

統合は、通常の言語活動よりも対象言

語をさらに使用する機会を生徒に提供

することが次の研究からわかってい

る。ベルギーのある中学校で行われた

調査によると、基礎レベルだったの生

徒のフランス語(外国語)能力が、数学

をコンテンツとしたCLIL指導によって

向上したという試験結果を得た。つま

り第二言語の学習において、算数・数

学をコンテンツとしたCLIL指導は有効

であり、この研究結果は日本の小学校

において英語学習改善の可能性を示唆

している。

教育的アプローチ

日本語を母国語とする小学生に英

語を教える際には、児童の学問的

(academic)な言語発達を強化するため

の教育的アプローチを考慮する必要性

がある。

まずDeKeyser(2007)によると、英語

教育の現場において、教師は授業での

十分なインプット、アウトプットの機

会(WritingとSpeakingの両方を含む)、

そして実際の会話の機会を学習者に提

供する必要があるとされる。また、

National Research Council(2001)は、

視覚的ツールの活用の重要性につい

て、どのようなレベルのクラス設定に

おいても、視覚的アプローチは表現と

問題解決の方法を学びながら、学習者

が概念的理解を深めるのを助けると示

している。EchevarriaとCogginsを含

む数名の研究者たちは、以下２つの

アプローチの重要性を説いている。

第一に、教師は、視覚的学習戦略、具

体物、具体例や流れの提示(以下、デ

モンストレーション/モデリング)、質

問の投げかけ、およびその他の適切な

方法を取り入れることによって、生徒

がより深いレベルで学ぶことを確実に

するための授業を構築する必要がある

(Echevarria et al,2004)。第二に、モ

デル化され一般的に使用される言語構

造(視覚的掲示物を含む)の使用、正確

な単語、フレーズ、および文章構造の

指導は、言語学習を構築する足場づく

りの一形態で、教師はターゲット言語

の使用を全体的に広げるために、学習

者がすでに知っているアイデアや会話

言語を利用し、質問を投げかけること

もできる(Coggins et al,2007)。

主たる研究内容

本研究の目的は、若い英語学習者が

算数というコンテンツを通して言語

能力を向上させるための効果的な方

法を調査することである。この研究

の目的は、以下の観点に応答するこ

とを目指す。

1) 米国滞在の日が浅い児童のための

クラスでの算数の授業において、

どのような言語学的アプローチ

が英語学習者(English language 

learner(ELL))に対する学術言語の使

用と開発に最も適しているか。
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2) これらのアプローチは、日本の小学

生に対する英語教育において、どの

程度適応させることができるか。

研究方法

本研究はケーススタディを基本と

する。この研究の目的は、ELLの算数

の授業で、教師の使用する言語とそ

の教育的アプローチを調査すること

である。Green Mountain Elementary 

School (GMES)の2人のELL教師がこの

研究の被験者である。算数のデモンス

トレーション、説明、および児童への

実際の対話などの使用言語や教育的ア

プローチについてデータを収集する。 

Nunan(1992)は、相互作用分析と談話分

析の両方が定性的研究のデータ収集の

方法であると述べている。

“In te rac t ion  ana lys i s  in  c lass room 
settings investigate such relationships 
as the extent to which learner behavior 
is  a  funct ion of  teacher-determined 
i n t e r a c t i o n ,  a n d  u t i l i z e s  v a r i o u s 
observat ion  sys tems and  schedules 
fo r  cod ing  c lass room in te rac t ions . 
Discourse analysis analyses classroom 
discourse in linguistic terms through 
the  s tudy  o f  c l a s s room t ransc r ip t s 
which typically assign utterances to 
predetermined categories (p.3).”

研究背景

本研究は、Green Mountain Elementary 

School(GMES)と呼ばれる、バーモント州

の小学校での調査に基づく。GMESは、

幼稚園から高校までを同じ敷地内に有

する。この学校の設置される地区は、

バーモント州内でも英語を母国語とし

ない外国人の人口が最も多い学区の1

つ。1980年代以降、アフリカやアジア

諸国からの多くの移民や難民などこの

地に定住を始め、地区内の約32％の学

生が第二言語として英語を学んだ。学

校全体では異なる18以上の言語と25以

上の国からの移民を有するため、学校

の情報はアラビア語、スワヒリ語、ネ

パール語、台湾語などのいくつかの言

語で表記されている。母国語が英語で

はない学生には、英語理解能力をはか

る試験が行われる。英語力が十分でな

い学生は、6人のバイリンガルアシス

タントと11人の教師による学習支援を

得ることができる。これらの学生は、

コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ネ

パール、ソマリア、タンザニア、タ

イ、ベトナム、イエメンなど、世界各

国から集まっている(GMES学区の有効

性に関する報告、2018)。

本研究の被験者

対象は2人の教師、MargaretとAlice

である。33年間の教師経験をもつ

Margaretは、GMESの3～5年生が在籍す

る国際学級の担任だ。国際学級の児童

は、通常のクラスとは別環境で勉強す

ることができるため、子どもたちはネ

イティブスピーカーたちと学習を競う

心配がない。Margaretは、バーモント

大学で初等教育の学士号を、ロードア

イランド大学でバイリンガル/バイカル

チュラル教育と第二言語としての英語

の教育で2つの修士号を取得した。教

師歴のうち17年間はGMESで国際学級を

受け持ち、それ以前には16年間ロード
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アイランドの小学校のバイリンガルク

ラスを教えていた。この国際学級に

は、8～11歳までの13人の児童が在籍

する。彼らの主な母国語は、ネパール

語、カラン語、スワヒリ語、ソマリア

語、ベトナム語である。生徒の英語

能力は基礎レベル(英語で必要最低限

の意思疎通を図ることができる)であ

る。中には初心者(はい、いいえ、簡

単な数字を英語で言える)レベルの児

童もおり、彼らは同じ教室内でアシス

タントティーチャー(AT)とともに算数

を勉強する。

教師歴13年のAliceは、幼稚園生

と1年生で算数を教える。Alic eは

フォーダム大学で文化人類学の学

士号を、セントマイケルズ大学で

他言語話者への英語教育(Teaching 

English to Speakers of Other 

Languages(TESOL))の修士号を取得し

た。Aliceは、GMESでELL教師として

５年間勤務し、過去には日本で1年間

語学学校の教師として幼児に英語を教

え、また5年間金沢工業大学で大学生

に英語を教えた経験をもつ。Aliceの

算数の授業は通常クラス、つまりネ

イティブスピーカーとそうでない児童

(ELL)が混ざった教室で担任教師と協

力しながら行われる。約18人の児童

が在籍し、その半数が英語を母国語

としない児童である。このような状

況でも、ELLは算数を個別に学習し練

習する機会と支援をATから十分に得

ることができる。児童の主な母国語

は英語、スワヒリ語、ソマリア語、

ネパール語、およびマイマイ語で、

数名は英語力が十分ではないので、

個々の活動時間中にATによる母国語で

の言語サポートが得られる。

GMESでは、すべての教室にスマート

ボードが設置されており、教師は児童

の効果的な学習のために、それをもっ

て視覚的資料を見せることもできる。

例えば、児童の個々の活動をスクリー

ンに映し出し、その児童のアイデアを

クラス全体で共有させることができ

る。ELLの授業では、児童の英語力が

限られていることが多いため、このよ

うなテクノロジーを使用することで、

授業を効果的に体系化して語学力を向

上させることが可能である。

データ収集と分析

この調査では、授業観察、インタ

ビュー、文書分析の３つの方法でデー

タ収集を行う。

(１)授業観察

授業観察は被験者である２人の教師の

算数のクラスにおいて数回にわたって

行われる。授業の観察目的は、教師の

使用言語が算数の内容を通じて、言語

発達をどのように構築、サポートして

いるのか調査することである。また、

授業内では、いつ、どのような言語で

算数の語彙が主に使用されるのかも含

まれる。教師と児童とのやりとりの中

で頻繁に使われる言葉や会話に関する

データを収集することは、これらの用

語がELLの言語発達にどのように影響す

るかを理解するのに役立つ。すべての

データはメモを取ることによって記録

される。
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(２)インタビュー

ここでは、あらかじめ用意された質

問のほかに、必要に応じて質問を加え

ていく(半構造化インタビュー)。これ

により、信頼できる比較可能で定性的

データを収集でき、面接対象者は自分

の言葉で自分の意見を柔軟に表現する

ことができる。この調査では、対象者

(被験者)の教育経験を含むデータを集

める。インタビューの目的は、算数の

内容を通じてELLの語学力がどのよう

に向上するか、および学習者の語学習

得を効果的に構築する方法に対する教

師の視点を調査することである。した

がって、観察に基づいた追加の質問が

される可能性がある。面接は学校内の

静かな場所で行われ、データはメモを

取って収集される。

(３)文書分析

文書分析は、Common Core Math 

Standard(バーモント州で使用されてい

る算数カリキュラム)、WIDA(ELLのため

の言語カリキュラム)、および日本の小

学校の算数および外国語活動カリキュラ

ムを分析することによって行われる。

文書分析の目的は、米国と日本のカリ

キュラムを比較することによって、算

数と英語の統合における重要な特徴を

調査することである。言語の主要機能

に関しては、WIDA、および外国語活動

カリキュラムを比較することによって

調査される。ELLの算数コンテンツ開

発と言語開発の両方を同時に構築する

アプローチを見つけるために、それぞ

れの重要な要素を統合することによっ

て、将来、効果的に算数を教えるために

日本の小学校で利用することのできる

新しいカリキュラムを示すことも同時

に模索する。

研究結果

(１)語彙の構築 -building vocabulary-

算数の授業内における語彙構築に関

しては、以下3つのアプローチが考えら

れる。

a. 視覚および具体教材の使用

AliceとMargaretとも、教室内に

貼られたポスターをよく使用する。

Margaretのクラスには、“how many 

more,”“how many left,”“in all”

など、算数の文章題を説くのに必要な

キーワードが書かれたポスター(写真

１)などが貼られ、児童がそれらを元に

文章題を解くことができるようになっ

ている。また、子どもたちは教師の口

頭の指示や読み上げをよく聞き、それ

とこのキーワード、そして彼らの考え

をすり合わせることができる。

写真１
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b. ジェスチャーやTPR(Total physical 

　 response) の使用

TPRとは、言葉を聞き、身体の動きを

通してその言葉を理解する能力を育てる

方法である。Aliceは、子どもたちが算

数の授業におけるキーワードを効果的に

認識できるように、身振りをそのキー

ワードを対応させてその言葉の意味を理

解させる手段をよく使用する。たとえ

ば、両手を合わせて握る動きを使って

｢足し算｣(写真2-1)、組んだ両手のうち

片方を後ろに隠す動きを使って｢引き算｣

(写真2-2)、という意味を示し、子ども

たちは教師の声に合わせて同じ動きをす

る。例えばある日の授業では、Aliceが

数字の組み合わせについて教えたとき、

彼女は｢全体｣(写真2-3)と｢一部｣(写真

2-4)をその単語と手の動きで示し、その

後子どもたちは10を構成する２つの数字

の組み合わせについて考えを共有した。

写真2-1 「足す」を表すジェスチャー

写真2-2 「引く」を表すジェスチャー

写真2-3 「全体」を表すジェスチャー 写真2-4 「一部」を表すジェスチャー
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c. 文章題の活用

Margaretの授業では、子どもたちが

文章題を通して視覚的に必要単語の掲

示を見て意味を学ぶ場面が多くみられ

た(a写真1)。特に２けたの数同士の足

し算引き算の問題で、頻繁に使用され

ていた。また、児童が新たな語彙を習

得する機会を得ることができるよう

に、Margaretは意図的に問題文にそれ

らを取り入れる(例:“acornどんぐり”
など)(図１)。さらに、同じ文構造を使

い続けることで、子どもたちは必要な

文法を認識できる(例:“ There are…”,
“ There were…”など)。

図１

(２)言語使用のモデリング

-modeling academic language use-

a. シンプルな指示

AliceとMargaretともに、児童に対

する指示は非常に明確でシンプルであ

る。英語を母国語としない子どもたちに

とって、複雑な内容や長い文章を一度で

理解させるのは難しく、反対に混乱を

生む可能性があるので、明確でシンプ

ルな文章の使用や指示形態をとること

は、子どもの段階的な言語発達を考え

ても重要である。両教師とも、クラス

全体に指示を出す際に特にこれを心が

けているように見受けられた。

b. モデリングを通して具体例を示す

これから何をするのか指示をする際、

もしくは指示を出した後、実際にどの

ように行うのか例を見せるのは、十分

な言語能力を持たない児童にとって、

それを理解させるための効果的な手助

けとなる。それぞれのステップをひ

とつひとつ確認していくことが、子ど

もたちが指示を正しく理解するために

重要である。例えば文章題を解く前に

「まず、キーワードを丸で囲み、次に

方程式を書き、それから数学のパート

ナーと話してください」といった後(ま

たは同時に)、一人児童を前に呼び、モ

デルとして教師とともに実際に行うこ

とで、各ステップについて実例を交え

て全体で確認することができる。

c. 質問の投げかけ

Aliceは授業内で多くの質問を子ども

たちに投げかける傾向があった。例えば

｢９は何を表していますか｣｢全体の数が

９であることをどうやって知ったのです

か｣などである。彼女はまた、質問をさ

らに明確にし、児童が答えやすいよう

に、フォローアップの質問を追加するこ

とがある。例えば｢９は何を表していま

すか。全体の数ですか、それとも一部

の数ですか｣｢全体の数が９であることを
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どうやって知ったのですか。文章の中

にキーワードがありましたか｣などであ

る。母国語では簡単に説明できること

だが、第二言語となると話は大きく変

わる。下線部のように、児童の応答を

促すことのできるような補助質問の追

加は重要である。

(３)アウトプットとやりとりの機会をもつ

-creat ing opportunit ies  for 

output and interaction-

a. パートナーとの会話 (Partner Talk)

AliceとMargaret両方の授業で、

Partner Talkは頻繁に使用されてい

た。Aliceの授業では、児童は一斉指

導の際にパートナーとの会話を通して

アウトプットの機会をもつ。具体的に

は、相手に簡単な質問をしたり、それ

に答えたりする。Margaret の授業で

は、パートナーと自分の意見、主に自

分かどのようにして問題を解いたか、

なぜその答えになったかなどを相手に

説明する。Margaretのクラスでは、こ

のパートナーは母国語が異なる者同士

でペアを組むことで、強制的に英語で

話す機会を得ている。

b. 「なぜそうなったか」を考えさせる

Margaretの授業では、児童が理論的思

考をもち、自分の意見を説明し、他者

と共有する機会が多くもたれている。

例えば教師は｢なぜそう思ったのです

か｣｢どうやってこの答えになりました

か｣と子どもたちにその都度尋ねる。

Margaretのクラスの児童は3～5年生で

基礎的な英語力をすでに備えているの

で、彼らは自分の考えをクラスメイトや

教師に説明するために、英語でコミュ

ニケーションをとることができる。

(４)足場づくり -scaffolding-

a. 背景知識をかきたて、思い出させる

インタビューの中でMargaretは、子

どもたちが自分たちの日常生活の出来

事と算数の内容を結び付けて考えられ

るようになることが、彼らの算数およ

び英語力を高めるために重要である、

と話していた。例えば、お金について

の絵本を見せ、子どもたちが過去の自

身の買い物の経験を思い出すために、

彼らの背景知識を活性化することは非

常に効果的である。

b. 反復

AliceとMargaretはどちらも、常に

キーワードを強調し、繰り返し児童にア

ウトプットさせる様子が見られた。例え

ば、Aliceは児童の1人に｢小さいほうか

ら大きいほうへ数える？それとも大きい

ほうから小さい数へ数える？｣と繰り返

し尋ね、児童のアウトプットを促した。

c.  配布資料を活用し、同じ文構造に

触れ続ける

語彙の構築に関する調査結果で述べ

たように、Margaretは算数の文章問題

で意図的に同じ文構造を使用する。

例１)There are 40 fiction books.There are 

23 non-fiction books. How many books 

are there?

例２)There are 34 leaves falling from 

the apple tree.There are 56 leaves 

falling from the acorn tree. How many 

more leaves did fall from the acorn tree?
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Margaretは文章題をほぼ毎日行うの

で、配布プリントを活用して語彙に触

れさせることで、児童の言語習得をサ

ポートする。

d. 母国語(第一言語)の活用

Margaretのクラスで繰り上がりの計

算方法に苦戦しているネパール人児童

がいた。Margaretはスで、他のネパー

ル語を母国語とする児童に、自分達の

第一言語で繰り上がりの計算方法を説

明するように促した。すると、クラス

メイトから母国語での説明を聞いた直

後、その児童はすぐに繰り上がりの計

算方法を理解し、自分で計算を始め

た。教師が簡単な言葉を用いて英語(本

例の場合、児童の第二言語)で説明する

よりも、第一言語を先の事例のように

活用することも有効である。また他の

例として、集中力を切らしている児童

に対して、瞬時にその活動に目を向け

させるためには、教師がその児童に彼

または彼女の母国語で話しかけること

も有効であることがわかった。

考察

ELLの言語能力を向上させるために、

教師は重要な役割を果たす。とくに、

言語能力が限られており、教師による

十分なサポートが必要な日本の小学生

を含む初級レベルの学習者に教える場

合はなおさらだ。ここでは、米国の小

学校のELLへの教育アプローチを、日本

の小学生に実施する際の課題と可能性

について検討する。

a.  語彙構築 building vocabulary

-視覚的掲示物、具体物、ジェス

チャーの活用

日本の小学生、特に初心者の言語学

習者に英語を教える際に、視覚教材は

コンテンツとターゲット言語の双方を

習得させるために重要な役割を果た

す。AliceとMargaretのクラスと同様

に、掲示物は日本の小学校の教室でも

非常に効果的だと考えられる。教室の

壁のスペースをうまく利用して、例え

ば、重要な語彙やそれに関連するイラ

スト・写真などを表示すると、英語学

習に対する背景知識を継続的にサポー

トできる。また、日本では、児童が各

教科において各自ノートを使用してい

るので、これを視覚的なツールとして

使用して、重要なキーワードなどを(イ

ラストを含めて)書き留めておくこと

などが可能である。学習者にとっての

ノートをとることの利点は、学んだこ

とを記録し、それを自宅で復習・確認

できる点である。ノートおよび教室内

の掲示物の両方を活用することで、児

童は頻繁にコンテンツと言語に触れる

ことができるだろう。日本の小学校に

おいて、さらに考えうる視覚的サポー

トには、イラスト辞典や具体物の活用

である。時計や数ブロックなどの具体

物も教材として活用し、児童がコンテ

ンツを理解できるよう補助することが

可能である。

また、日本では多くの場合、児童は同

じ母国語、すなわち日本語を使用し、

学習面においては似たような背景知

識を共有しているといえる。これは小

学校の児童の多くが日本の文化の中で
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育ってきたためである。英語の語彙知

識については平均的には初級レベルで

あり、たとえば、自己紹介、色や物の

名前を認識する程度かもしれない。 

ELLとして語彙の獲得は、人々とコミュ

ニケーションをとる最初のステップで

あるということをふまえると、TPRや

ジェスチャーを使用し、語彙と動きの

イメージを結び付けながら効果的に語

彙の習得をすることができる。

ここで、英語の語彙習得と算数の文

章題の例について考えてみたい。文章

題の場合、はじめにその文章を読み、

さらに意味を理解することが不可欠で

ある。それは母国語でも英語でも同様

だ。残念ながら、日本の小学校では言

語を習得する時間、つまり外国語学習

の時間が限られているため、英語の読

解力が十分でない可能性が高い。さら

に、現在の小学校の語学教育のカリ

キュラムは、主にコミュニケーション

に重点を置いており、読み書きのスキ

ルアップの比重は前者に比べて低いと

いえる。そのため、算数の文章題を解

く際に必ず直面するであろう、語彙の

意味を理解することから困難を強いら

れる可能性がある。だから教師は、必

要な語彙を事前に教えることに時間を

費やし、児童が問題を読み、処理し、

解決するという流れをスムーズにつか

めるように、簡単な文章を用いながら

指導していく必要がある。

児童の学力レベルを考慮し、教師が適

切なサポートをすることは、母国語が

英語ではない人にとって非常に重要で

ある。例えば、筆者は本研究における

授業観察の一部で、解けるはずの中学

１年生の数学の文章題を解くことがで

きなかった。その理由はいたって単純

で、英語で書かれた文章題中に出てき

た英単語”Flowerbed”すなわち「花

壇」の意味に戸惑い、図の位置関係を

正確に把握することができなかったか

らである。これはたとえ十分な数学知

識があったとしても、その言語への理

解力がどれほどあるかで結果が左右さ

れることを明確に示している。つま

り、ターゲット言語、つまりこの場合

英語で文章題を理解するために必要な

基本的な語彙の確認や事前の背景知識

の構築は、ELLが問題を正確に読んで理

解し解くために不可欠である。

　

b.  言語学的なモデリング-質問の役割と

活用の仕方

言語能力が限られることによりＥLL

が英語で話すことに不安を感じる場

合、児童ができるだけ英語を話すよう

に励まし促す責任は教師側にある。中

でも質問の投げかけは、児童が英語を

使う機会を与え、アウトプットを促進

する。つまり、これを活用することは

とくに初心者の言語学習者にとって英

語力向上への効果的な手段の1つである

といえる。

はじめに児童が自信をもって受け答

えができるようなサポートを事前にで

きるとよい。例えば教師は｢What-なに｣

や｢When-いつ｣などの質問時の頻出キー

ワードを英語と日本語で書いた掲示物を

用意するとよい。これらを見て、子ども

たちが質問の意味をすぐに認識できる

ようにするためである。日本の小学生

の多くは英語力が限られているため、
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回答例もすぐ目に入るところに掲示し

ておくとよい。それらを必要に応じて

見ることができ、より頻繁に質問に答

える機会を与えられたなら、子どもた

ちは英語を話すことに次第に抵抗がな

くなっていくだろう。

教師側のアプローチとしては、頻出

フレーズを一貫して質問内容に組み入

れ、ルーティンを作るとよい。例え

ば、“Do you agree?”という質問は、

容易にかつ頻繁に児童に投げかける

ことができる。そして子どもたちも“I 
agree,” “I disagree” などとそれに応

答することで、ルーティンが生まれ、

定着してきたら、“Why do you agree?” 
“Why do you think so?” などと、追加

の質問をしていくことで、さらに英語

で話す機会を増やすことが望ましい。

c.  アウトプットの機会を与える-母国語

の活用

パートナー・トーク(Partner talk)

は英語学習においてアウトプットの機

会を大いに促進する手段の一つであ

る。これは母国語の授業であっても、

同様の働きが期待できる。たとえば算

数の授業で「コンパスで三角形を描く

方法がいくつあるか」クラスメイト間

で話し合わせ、パートナー同士お互い

にアイデアを共有する。つまりPartner 

talkは、子どもたちが算数を通して自

分の考えを明確にし、共有するように

活性化および動機付ける効果的な方法

の1つでもある。これを目標言語、こ

こでは英語で行うことで、目標言語の

アウトプットの機会を圧倒的に増やす

ことができる。ただし、母国語でなく

外国語で、となると一気に会話に活気

がなくなるのは日本の文化の特徴だ。

同じ日本人として、我々は人前ででき

る限り完璧であろうとする傾向にあ

り、上手な話し手でない限り、沈黙し

がちである。もちろん学校では「間違

うことを恐れる必要はない」と教師が

発言を促すだろう。しかし、子どもた

ちは無意識に家庭内ならびに公共の場

においてこのような期待下で成長して

いることは明白な事実である以上、失

敗を恐れることを完全に払拭すること

は容易ではない。その結果、たとえ子

どもであっても小さなミスを犯すこと

を避ける傾向がある。したがって、小

学生が英語のみでパートナーと話し続

けることは容易ではなく、児童は失敗

を恐れて英語で話すことを避けようと

するかもしれない。また、全員が母国

語である日本語を第一言語として共有

していることを踏まえると、やはり子

どもたちは安心できる日本語で話すこ

とを好むだろう。

上記を念頭に置きつつ、教師は、児童

が日本語にできるだけ頼らず互いに英語

でコミュニケーションをとれるよう自信

をつける必要がある。その戦略の1つと

して挙げられるのは、例文（虫食い会話

文など）を事前に与えることである。教

師が頻出の単純な文で構成されたテンプ

レートを提供することには、子どもたち

がそれを使用することで英語を話すこと

への抵抗を少なくする目的がある。我々

の文化的背景を鑑みると、当然ながら教

師は、お互いにどれだけ間違ってもよ

いことを子どもたちに常に伝え、自信を

失わないように声がけする必要がある。
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Partner Talkは、児童が算数の内容につ

いて英語で意見を共有、議論していくこ

とで言語に対する自信を深めるだけでな

く、英語を使用する機会を増やすことが

できることが大きなメリットである。

ただし学習者が共有する母国語を

あえて使用するメリットもある(研究

結果(4)-d参照)。EFL(English as a 

Foreign Language-外国語としての英

語)環境で英語を教えるための最大の利

点の1つでもある。子どもたちが英単語

の意味に戸惑った場合には、日本語に

よるサポートは瞬時に意味を理解する

ために効果的である。ただしあくまで

も英語が会話のベースにあり、日本語

の使用に比重を置くのは本来の意図で

はない。将来的には英語によるイマー

ジョン教育が理想とされるかもしれな

いが、現段階では、できる限り英語を

用いたうえで、少なくとも語彙レベル

での母国語によるサポートは考慮され

るべきである。

d. 批判的思考の構築-Whyの探求

日本では学習の中で「なぜこうなるの

か」という批判的思考の機会を与えら

れることはそれほど多くない。例えば

学生は通常、教科書を読んだり質問に

答えたり、教師や教授の話に特に疑問

を持たずに聞き、指示に従うことが多

い。言い換えれば、日本の学生は、提

示された新しい情報に挑戦、つまり疑

問をもつ、批判的な視点をもつことを

避ける傾向があるように感じられる。

また、プレゼンテーションの場面では

質問をすることや質問をされることを

避けがちである。特段、書籍・論文の

著者に疑問を抱くことはあまりない。個

人的な経験を言えば、米国の大学院で勉

強する機会を得て初めて、日常的に、与

えられた学術情報や事実に疑問を投げか

けたり、矛盾を探り当てたり、特定のト

ピックについて自分の意見を述べたりす

るという概念に触れた。

この経験を通して、批判的思考の訓

練は将来的に世界を相手にする可能性

を秘めた子どもたちには不可欠であ

る、と感じた。そのため、母国語での

コミュニケーションにはなるが、互い

の意見を話し合い共有する時間を意識

的に授業には取り入れるようにするこ

とで、アウトプットの機会を多く得る

ことができるようになった。米国の小

学校の様子をみても、AliceとMargaret

はしばしば生徒に自分の考えがどのよ

うに生まれたかを説明するよう求める

ことが多く、ELLの子どもたちが「な

ぜ」と考え、それをクラスメイトと共

有する場面を日常的に見かけた。

したがって、日本の小学校教育にお

いて、教師はまず子どもたちが日本語で

「なぜ？」という疑問を常に持ち、批判

的思考と質問能力を養うことをサポー

トするべきである。もちろん、限られ

た時間内で授業を進めるにあたって、

それは容易ではないかもしれない。し

かし、日本語を使用する中で批判的思

考の価値を理解すると、その経験で得

た様々なスキルを英語学習に移行する

ことができることも事実である。特に

子どもたちは、常に様々な事象に対し

て好奇心を持っており、大人に比べて

「なぜだろう」という疑問をもつこと

に抵抗は少ないだろう。早い段階から
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彼らが批判的思考をもてるように

訓練することは教育的に効果的である

と考えられる。

e. 足場づくり-聴覚教材の活用

米国の小学校における音声教材の使

用に関しては、ELLは学校内外とも英

語話者に日常的に囲まれているため、

その環境下であえて特定の英語音声教

材を使用する必要性はない。何より

ESL(English as a Second Language:第

二言語としての英語)環境下のELLは、

たとえばテレビコマーシャルやラジオ

など、本物の英語を聞く十分なチャン

スが日常下にある。一方、EFL環境、

すなわち英語を外国語として学ぶ日本

では、学生が自然な英語に継続的にさ

らされることは容易ではない。英語教

育の充実を図る国の政策のひとつとし

て、政府は小学校において英語を話す

アシスタント語学教師(ALT)を雇用する

ことを奨励して久しいが、全国の小学

校にALTを配置することもまた容易で

はない。したがって、子どもたちが本

物に近い英語を経験することができる

よう、教師はCDやDVDなどのオーディ

オ教材を駆使する必要がある。文科省

の外国語活動のための学習カリキュラ

ム(Ministry of Education,Culture,S

ports,Science and Technology-Japan 

(n.d.).Improvement of Academic 

Abilities(Courses of Study)– Foreign 

Language Activities)によれば、｢教

師はCDやDVDなどの視聴覚教材を積極

的に利用すべきだ｣としており、児童

がネイティブ話者の英会話を聞くこと

ができる推奨している。この戦略は、

日本の中学校や高校でも一般的な学習

メソッドのひとつである。たしかに、

英語教育を担う教師は子どもたちに実

践的なものを提供するためにこのよう

なオーディオ教材の需要は大きい。小

学校の英語指導に関しては、NES(Native 

English Speaker)ならびに英語話者の

教師数が十分でないため、英語を効果

的に教えるためにこのアプローチを取

り入れることは必須である。

さらに、多くのオーディオ教材は映像

で提供されるも多く、視覚に訴えかけ

ることで学習者は内容に対する理解が

より深まる。たとえば、小学生が英語

で算数のスキルを身につけるために、

算数の該当単元に関する映像(英語音

声)を使用することは、コンテンツと言

語のスキルを向上させる上で重要な役

割を果たすだろう。教室でのインター

ネット環境が整っていれば、YouTube等

を含む教育用Webサイトを介して、該当

の映像を活用することも可能だ。

本研究における制約

この研究には、米国と日本の文化的

背景の差異を含め、主に４つの制約が

ある。

第一は、この研究が米国で行われた

ことである。英語を母国語としない児

童は、ESL環境、つまり英語が第二言

語として、家庭を除くすべての環境を

取り巻いている。小学生たちの英語を

聞く、話す、読む、そして書く機会に

さらされる頻度は、日本と比較になら

ないほど膨大である。そのため、単純

に日本の児童の英語力、言語教育内容

と比較することはできない。もし先で
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取り上げられたアプローチを日本で

実践し、その結果を比較するのであれ

ば、この制約は解除される。

第二に、データ収集期間は数ヶ月間、

延べ数十時間と短期間に限定されてい

る。十分な研究期間と機会があれば、

さらなるアプローチの発見や、日本の

小学校の算数の授業からのデータ収集

を含むことができたかもしれない。

第三に、一クラスあたりの児童数の

違いである。AliceとMargaretはどちら

も13～18人の児童を担当している。し

かし、日本の小学校の多く、特に私立

学校では多ければ40人の児童を受け持

つ。したがって、本研究で取り上げら

れたアプローチは、児童数が共通して

いないため、実践に際しては考慮が必

要である。

第四に、米国とは異なり、日本の小

学校教師がCBIを実施するにあたって

の有用性が大きく異なるという点であ

る。米国の英語を母国語とない児童ELL

と比べて、日本では教師も児童の双方

において英語でのコミュニケーション

レベルが十分ではない場合が多いう

え、政府のカリキュラムはまだ作成さ

れて日が浅く、まだ試行段階な部分も

ある。また大学での学びを含め、小学

校教師は英語教育にまつわる知識を得

るための機会も十分に与えられてきて

おらず、CBIおよびそのアプローチを使

用すること有用性についてもよく知ら

れていない。

以上が本研究において挙げられる主

たる制限であるが、視覚的教材の使

用やパートナートークの使用などを

含む本研究で取り上げられた教育的

アプローチは、先の制限を何らかの

形で克服すれば、日本の小学校英語

教育でも有益に活用できる可能性が

十分に秘められている。

結論

授業観察、インタビュー、そして文

書分析を通して、日本の小学生が英語

の学力を向上させるために、視覚的教

材、具体物、パートナートークを使う

など、数学的内容に基づく指導に関し

ていくつかの効果的な教育的アプロー

チが見つかった。特に、語彙の構築、

学術言語の使用のモデル化、アウト

プットと相互に言語を使用する機会の

創出、および足場作りは、日本の小学

生の英語レベルと算数の理解を向上さ

せるための重要な方法として考慮され

るべきである。たとえ先に述べられた

ような環境面での制限があっても、工

夫次第では、米国の小学校の英語を母

国語としない児童のためのクラスにお

ける教育的アプローチは日本で活用で

きる。さらに、EFL環境で、同じ母国

語を共有する日本の小学校教育におい

ては、外国語活動で母国語、すなわち

日本語使用の有効性を無視することは

できない。なぜなら、母国語をあえて

利用するアプローチは、生徒の言語能

力を向上させるための最大の利点の1

つであるからだ。しかし、CBIを通じ

て英語を教えることができるカリキュ

ラムや専門家の不足など、情報、人

員、および技術の不足に関しては、小

学校教師がこれらのアプローチをすぐ

に利用するのは容易ではない。政府

は、児童に十分な英語の授業を提供
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するように小学校の教師を訓練するこ

とを試みているが、これは英語の教師

になるためというよりも、むしろ教師

自身が英語に慣れるようにする目的の

方が大きいよう思われる。必要性がな

いわけではないが、英語をコミュニ

ケーションツールとして子どもたちに

体験させるには、まだ核心をついた取

り組みには至らないだろう。それより

も、小学校の担任教師自身がコミュニ

ケーションツールとしての英語を教え

る技術を身に着けることができるよう

な研修制度などの確立も必要ではない

だろうか。また、日本では小学校英

語教育におけるCBIのための語学カリ

キュラムが確立されていないため、将

来的にコンテンツを通して言語を教え

るための新しいカリキュラムを作成す

ることが期待される。したがって、米

国でELLを教えるのに利用されている

これらのアプローチが、日本の小学校

での英語教育にどのように影響する

か、より詳細な結果を得ることができ

るように研究を続けていくことが望ま

しい。

* この報告は2018年度作成の研究論文に

基づき、その内容を一部抜粋し構成・

翻訳されたものです。
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要旨

本研究報告では、Googleサイト、ド

キュメント、スプレッドシートなどの

Googleアプリ(Google Apps)を活用して作

成したWebQuestの理論的枠組みと目的、

WebQuestを用いた具体的な授業案につい

て説明する。教師が一方的に生徒に知識

を与える学びではなく、英語４技能を向

上させるために、教師が多様な情報源

とそれを使ったタスクを与える学びの

場――構成主義的学習環境(Constructivist 
Learning Environment、以下CLE)――を意

識した授業展開を行うことを目指し、

核エネルギーの是非について考えるプ

ロジェクト学習の授業案を作成した。

Googleアプリは無料で使用することがで

き、CLEの要素を含む共同学習や プロ

ジェクト学習を行う際に有益な点が多く

あると判断し利用した。下記、URLおよ

びQRコードから作成したWebQuestを閲

覧可能である。ただし、タブレットやス

マートフォンからではなく、パソコンか

らアクセスすることを推奨する。

ICTを活用した日本人英語学習者への
４技能教育方法案

明治学院中学校明治学院東村山高等学校　英語科教諭

髙橋　昭夫

〜GoogleアプリとWebQuestを組み合わせたプロジェクト学習の例〜

WebQuestのURL : https://sites.google.com/
view/edgci903-ass-3-webquest/home

Google Classroomをファイルの配信・

回収のためのオンラインプラットフォー

ムとして使用することを前提にこの

WebQuestを作成したが、Googleドキュ

メントなどの内容を確認できるよう、

WebQuest内にもワークシートなどを貼り

付けてある。編集許可したGoogleアカウ

ントであれば、ワークシートを編集する

ことができるため、実際の授業では、生

徒のGoogleアカウントでGoogleドキュメ

ントやスプレッドシートの編集が可能で

ある。生徒用のアカウントは、生徒が私

的に使用しているものではなく、学校で

一括作成・配布したアカウントを使用す

るという前提である。

第３章にて説明する通り、本校では

iPadを導入しているが、2020年10月現

在、iPad上ではGoogleアプリの一部の機

能を使うことができないため、本授業

案はiPadで実施するよりも、ノートパソ

コンでの実施の方が望ましい。

1．研究の目的・背景

本研究の目的は、高校での英語授業

において、生徒の英語４技能を向上さ

せるための一つの方法として、ICTを
活用したプロジェクト学習を提案す

ることである。次章以降で言及する
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１.１　日本における英語教育

Terhune(2016)が指摘している通り、

日本人英語学習者が学校の授業以外で

英語に触れる機会は非常に限られてい

る。大学進学を目指す多くの日本の高

校生にとって、英語学習に対する主要

な外的動機付けは、大学受験に合格す

ることであり、これまで大学受験では

ほとんどの場合、リーディングのみ、

またはリーディングとリスニングを中

心とした受動的な英語力を主に測っ

てきた。実際、文部科学省によって

2014年に高校3年生を対象に行われた

調査結果では、英語４技能のうち、特

にスピーキングとライティングに大きな

問題点を抱えていることが指摘されてい

る(MEXT, 2015)。

 

１.２　本校におけるICT環境

著者の勤務校では、2020年10月現

在、高校全学年の教室で電子黒板が設

置されている。2020年度に入学する全

ての高校１年生から、順次１人１台セ

ルラータイプのiPadを使用している最中

である。iPadには、第３章にて言及する

Googleアプリを収録したG Suiteがイン

ストールされ、生徒たちは校舎内で学

校のWi-fiを使用することができる。

 

１.３　構成主義的学習環境

(CLE:Constructivist Learning Environment)
Harasim(2012)によると、3つの主要な

学習理論――行動主義、認知主義、構成

主義――は、20世紀に教育心理学から生

まれた。行動主義や認知主義が廃れてし

まったというわけではないが、今日の教

育者は、主に構成主義的な学習理論に重

きを置いている(Ertmer & Newby, 2016)。
島田・ハリソン(2001, p.14-15)は、構成

主義がWebQuest(第2章参照)誕生の背景

にある教育理論であることを指摘し、そ

の学習理論を次のように説明している。

この理論では、「学習は知識や経

験や体験によって個人の内部に構成

されていくものである」と考える。

つまり、この理論では教師から学習

者に一方的に知識を伝達することを

目的とせず、学習者にさまざまな情

報源を提供しこれを使ったタスクを

与える。学習者は自主的にそのタス

クを行うことによって自分にとって

意味のある答えを他人と確かめ合い

ながら学習する。

WebQuestとGoogleアプリを活用するこ

とが有益であると判断するに至った背

景について、本章では説明する。尚、

著者は私立中高一貫校に勤務をしてい

るが、具体的には、本校の高校３年生

への英語授業を想定している。

本研究に掲載している内容は、著

者が在籍していたオーストラリアの

University of Wollongong(ウーロンゴン

大学)のMaster of Education(教育修士

号)において、主専攻(英語教授法)の

授業の１つとして履修したEDGT940 
Materials and Technology in Second 
Language Teachingおよび副専攻(教育

におけるICT)の１つとして履修した

EDGI903 Digital Resource Designで学習

した内容をまとめたものである。
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また、構成主義は、課題解決学習、探

求学習、問題解決学習、経験学習など

様々な生徒主体の指導方法の礎の役割を

果たしている(Ertmer & Newby, 2016)。
Laborda(2009)は、現在の言語教育にお

ける主要な指導方法であるコミュニカ

ティブアプローチは、学習者のコミュニ

ケーション能力を高めることに焦点を当

てており、主に社会的構成主義の学習ア

プローチに大きく影響を受けていると述

べている。

構成主義は、主にピアジェを代表と

するCognitive Constructivism(認知的構

成主義)とヴィゴツキーに代表される

Social Constructivism(社会的構成主義)

の二つがある一方で、両者の理論にお

ける学習環境、つまりCLEに関しては

共通点が多く、以下の６つの特徴に

集約できると島田・ハリソン(2001)は
主張している。1)Active Learning(能動

的学習)、2)Authenticity(真正性、本物

らしさ)、3)Instrumental Learning(様々

なツールを使っての学習)、4)Product-
oriented Learning(レポート、プレゼン

テーションなどの成果物を作り上げ

る学習方法)、5)Social Construction of 
Knowledge(他者とのインタラクション

を通しての知識構成)、6)Facilitating(教
師による学習者の学習促進)。

２．WebQuest
本章では、従来型のWebQuestの説

明とその問題点について言及し、その

後、Web 2.0を活用したWebQuest 2.0に
ついて考察する。

 ２.１　WebQuestとは

WebQuestは、カリフォルニア州立

大学サンディエゴ校のBernie Dodge教
授によって開発された。開発者である

Dodge(1995, p.10)は、WebQuestは探究

活動であり、WebQuestにおいて学習

者が扱う一部または全ての情報はイン

ターネット上から集めたものであると

定義している。また、様々なトピック

について研究する上で、WebQuestは、

ウェブ上の資料の効果的活用方法であ

り、適切に使用された場合、学習者が

口頭と書面でのコミュニケーション能

力を高める機会をWebQuestが創出する

ことができる(Laborda, 2009)。
WebQuestは通常、｢イントロダクショ

ン(Introduction)｣、｢タスク(Task)｣、｢プ

ロセス(Process)｣、｢評価(Evaluation)｣、
｢まとめ(Conclusion)｣の５つのステップ

で構成されており、短期・長期どちら

のグループ活動のプロセスにも使用す

ることができる(Covili, 2016)。Ebadi & 
Rahimi(2018, p.618-619)は、これらのス

テップを以下のように説明している。

｢イントロダクション｣は、その

WebQuestの目標について説明する。

｢タスク｣は、学習者がウェブ上の

資源・情報と高度な思考力を使

うことを求める。｢プロセス｣は、

｢タスク｣を完了するために必要となる

情報資源やステップをリスト化し

たり、詳細に述べ、｢評価｣は、学

習者が自身の学びを評価したり振

り返ることを支援する。｢まとめ｣

は、そのプロジェクトの要約およ

び結びである。
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多くの教育者が自身の作品をウェブ

上で共有しているため、従来型の様々

なWebQuestをhttp://webquest.org/で見つ

けることができる(付録A参照)。しか

し、後述する通り、従来型のWebQuest
に関して、２つの大きな問題点が指摘

されてきた。

２.２　WebQuestの理論的枠組み

WebQuestにおいて、CLEは重要な

位置づけにある。スペインのある中学

校での英語授業においてWebQuestの
使用に関してRenau & Pesudo(2016)
が行った研究では、WebQuestは探求

学習と構成主義の考えに基づいてお

り、生徒の共同学習を促進すること

ができると報告されている。Zheng, 
Perez, Williamson & Flygare(2008)が指

摘している通り、WebQuestには、知識

の応用、クリティカルシンキング、社

会的スキル、スキャフォールディング

(足場かけ)学習という4つの基本的な

構成要素が含まれる。Aydin(2016)は、

語学学習に使用されているWebQuestに
関する多様な研究を再考察し、第二言

語および外国語の教師は、WebQuest
を探求、構成主義的、共同、自立学習

の手法として使用することができると

結論付けている。これは、WebQuest
が、相互作用、コミュニケーション、

意味づけ、学習の分化、情報処理、ク

リティカルシンキング、知識の応用、

社会的スキル、スキャフォールディ

ング学習、高度な思考力、そして、

問題解決スキルなどを構成している

からである(Aydin, 2016, p.773-774)。

２.３　�従来のWebQuestの問題点と

WebQuest 2.0の登場

これまでのWebQuestの大多数は、

２つの主要な問題点が見受けられる。

Edybur(2005)によると、米国のCAST
が提案している学びのユニバーサルデ

ザイン(Universal Design for Learning、
以下UDL)には、①情報提示のための

多様な方法の提供(文字情報、音声情

報、視覚情報)、②行動と表出に関す

る多様な方法の提供、③取り組みに関

する多様な方法の提供、という３原則

がある。前述したhttp://webquest.org/内
にあるWebQuestの多くは、この３原則

を満たしていない。これが、第一の問

題点である。例えば、Sox & Rubinstein-
Avila(2009)は、従来のWebQuestには音

声やビデオなどの文字情報の代替様式

が含まれていないことがほとんどであ

ると主張している(付録A参照)。また、

Kurt(2010)の研究では、WebQuestの中身

の質だけではなく、外観も学習効果に

影響を及ぼすと結論付けられている。

第二の問題点として、従来型の多くの

WebQuestでは、教室内外で生徒たちが

クラスメートとどのようにオンラインで

の共同学習をすべきなのか、明確な説

明がなされていない点が挙げられる。

これは、おそらくWebQuestが開発され

た時代(1990年代後半から2000年代前半)

と関連していると推測できる。実際、

http://webquest.org/内にあるWebQuestの
大部分はこの期間に作成、公開された

ものである。

Kurt(2010)が指摘している通り、ウェ

ブ環境は近年、より双方向的で、共同作

業がしやすく、ユーザー中心のものへと
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進化してきており、Web 2.0と呼ばれるよ

うになって久しい。Web 2.0の代表例とし

て、ブログ、ソーシャル・ネットワーキ

ング・サービス(SNS)、ウィキ(wiki)な
どが挙げられる。WebQuestとWeb 2.0を
組み合わせたWebQuestの新しい概念、

つまり、WebQuest 2.0を提唱する研究者

や教育者も現れてきている(Kurt, 2010; 
Levin-Goldberg, 2014; Sowash, 2011)。
Sowash(2011)が指摘している通り、マ

イクロソフト社のソフトウェアである

PowerPointを使用したWebQuestよりも、

後述するGoogleサイトなどを利用して作

成したウェブサイトの方が、音声やビデ

オの掲載が容易である点に加え、Google
が提供するGoogleドキュメントやGoogle
スプレッドシートなどと連動することに

よって、ウェブ上での共同作業もしやす

くなるというメリットがある。

３． WebQuestに使用したアプリおよび

CLEとの関連性

今回作成したWebQuestでは、複数

のGoogleアプリ(Google Apps)を主に

使用した。全て無料のサービスであ

る。それぞれの特徴とCLEとの関係

性について本章では説明する。尚、

Googleによって開発されたAndroidを
OS(Operating System)とするスマート

フォンでは、Googleドライブが｢ドライ

ブ｣、Google Classroomが｢Classroom｣と
表記されている通り、Googleという名

前の部分が省略されているが、本授業

案ではiPadまたはノートパソコンを使

用して実施する予定のため、Googleの
名称部分は省略せずに記載している。

３.１　Googleサイト

WebQuest自体の作成には、ホーム

ページ作成用アプリのGoogleサイトを

利用した。Sowash(2011)は、Google
サイトは、柔軟で初心者にとっても使

いやすいと述べている。予め用意され

ているWebQuest用のテンプレートを

使用すれば作成時間も短縮できる。ま

た、画像やビデオなどを容易に貼り付

けることができるため、UDLの原則の

１つである、情報を多様な方法で提示

することが可能である(Sowash, 2011; 
Covili, 2016)。
作成したWebQuestは、iPadで見ると

レイアウトの型崩れが起こる可能性が

ある。教師がノートパソコンで作成す

る場合、生徒もノートパソコンで見る

方が、同じレイアウトで画面表示され

るので、作成・使用しやすい。

３.２　�Googleドキュメント、

スプレッドシート、スライド

WebQuest内のグループ活動用のファ

イルには、マイクロソフト社のOfficeソ
フト(Word、Excel、PowerPoint)の代わ

りに、Googleドキュメント、Googleスプ

レッドシート、Googleスライドをそれ

ぞれ使用した。Covili(2016)が指摘して

いる通り、これらは、オンラインで１

つのファイルを複数名が同時進行で閲

覧・編集することができ、１人のユー

ザーが変更を加えると、その内容が逐次

ファイル内に反映され、全体で共有でき

るという特徴を持っているため、一人一

人がPCやタブレットなどの端末を使用

する共同学習に適している。

WordやExcelも同様にマイクロソフトが
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提供するオンラインストーレージサービ

ス｢OneDrive｣にファイルを保存し、ファ

イルやフォルダを他のユーザーと共有す

る設定をすることによって、オンライン

で複数名の同時閲覧・編集することが可

能ではある。しかし、Google Classroom
やGoogleサイト等の複数のGoogleアプリ
を使用する場合、Googleアカウントのみ

で複数のファイル・アプリを操作できた

方が便利である。マイクロソフトのソフ

トウェアやサービスを使用するための

Office 365のアカウント登録・管理・使

用も同時並行して行うことは、教員・

生徒双方にとって負担が大きい。

この３つのオンラインソフトウェア

(アプリ)はGoogleが提供しているもの

であり、iPadを製造しているApple社
の製品ではない。加えて、iPadはタブ

レットであり、パソコンではないた

め、全ての機能が使えないという問題

がある。2020年10月現在、著者が理解

している範囲では少なくとも、iPad上
では、Googleスライドのアニメーショ

ン機能を使用することができない。

また、iPad上では、Googleドキュメン

ト、スプレッドシート、スライドの

３つをアプリとしてしか開くことが

できない。WebQuestはSafariやGoogle 
Chromeなどのウェブブラウザで表示さ

れるため、複数のアプリを行き来する

ことは、効率的ではない。パソコンで

見る際は、Googleドキュメントなども

含めて全てウェブブラウザで開くこと

ができるため、素早く行き来すること

ができる。これらの理由により、本授

業案を実施する際、生徒がiPadを使っ

ている環境よりも、ノートパソコンを

使っている環境の方が、より効果的な

授業を行うことができる。

３.３　Googleフォーム

Googleフォームは、アンケートの回答

と共有に適したツールである。Google 
Chrome、Safariなどのウェブブラウザ

上で使用することができる。生徒の回

答をリアルタイムで確認できるKahoot!
やQuizizzも視覚的に生徒の意見を全体

で共有することができるが、Kahoot!や
Quizizzがあくまでも４択などの選択式

回答を基本としているのに対し、Google
フォームは、記述式の設問も設定でき

る。また、結果を共有することも容易

である。本WebQuestでは、２回アン

ケートを行う。生徒一人一人の意見(核

エネルギー利用についての是非)がプ

ロジェクト学習の開始時と、終了時に

どのように変化したのかを、全体で共

有する予定である。そのため、Google
フォームを使用することとした。

Googleフォームを使った著者作成の

アンケートでは、原子力発電の利用に

関しての意見を英語で書くことを生徒

に求め、アウトプットの増加に繋げる

ことを目指している。効果的なフィー

ドバックについてリスト化している

Kroll(2001)は、教員による書面での

フィードバックは手間暇が非常にかか

ることを指摘している一方で、教室内

の生徒間でフィードバックを行うこと

によって、生徒は発話内容の読み手・

聞き手がいる感覚を得られるというこ

とを強調している。Googleフォームで

の回答を、Googleスプレッドシートに

自動的に反映することができるので、
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回答内容を生徒全体に共有し、他のク

ラスメートに対して、Googleスプレッ

ドシート内に英文で質問文を書くこと

によって、コミュニケーション活動を

行うことも可能になる。

３.４　Google Classroom
Google Classroomは授業の一部をオ

ンライン配信するブレンド型学習のプ

ラットフォームであり、課題作成や

生徒への成績通知をペーパーレス化

し、簡略化することが可能であると

Yates(2017)は述べている。Sukmawati 
& Nensia(2019)は、Google Classroomの

メリットとして、課題作成・管理を素

早く行うことができ、フィードバック

を生徒に効率的に提供し、オンライン

学習またはブレンド型学習におけるコ

ミュニケーションの円滑化が可能であ

る点を挙げている。

Googleサイトで作成したWebQuest
のURLの提示や、課題用ファイルの

Googleドキュメントの配信をする際に

Google Classroomを使用する予定であ

る。ファイルを配信する際は、元とな

るファイルを複製して生徒１人１人に

配信することができ、生徒が保存した

内容はその生徒のみ閲覧・編集するこ

とができる。グループ内で共同編集す

るファイルに関しては、配信時に共有

するメンバーを予め選択した上で配信

し、１つのファイルを複数の生徒間で

共有することが可能となる(付録B参

照)。また、授業内の口頭での質問に

加えて、Google Classroom上での、つま

り、オンラインでの質問を受け付けるこ

とが可能である。オンラインで質問が

あった場合は、Google Classroomにて使

用している教師のGmailアカウントに通

知が来るという初期設定がされている。

質問に対して逐次対応をしたい場合は、

通知設定をオンのままにし、そうでない

場合は、オフに切り替えるなど状況に

よって使い分けることが可能である。

本校の生徒は、2020年5月よりiPadを
介してGoogle Classroomを使用している

が、iPadのスクリーンをスワイプしない

と最新状態には自動更新されないことが

多く、ページ情報を更新するのにも毎回

10秒程度時間を要するため、授業内で情

報の細かい修正をした際に不便さを感じ

ている。この点においても、本授業案の

実践は、iPadよりもノートパソコンの方

が教師・生徒双方にとって扱いやすい。

３.５　Googleドライブ

Googleドライブとは、Googleが提供す

るオンラインストーレージサービスの

ことであり、｢Google Drive for Education｣
と呼ばれる教育機関向け版では、容

量無制限で使用することができる。

Google Classroomと連動しており、Google 
Classroom内で配信した課題や、生徒

がオンライン提出した課題はここに

自動的に保存される。ただし、Google 
Classroom上で提出された課題を採点する

際は、Googleドライブから開くよりも、

Google Classroom上で直接開いた方が素

早く開くことができ、操作しやすい。

３.６　CLEとの関連性

2011年に日本で起きた大地震以降大

きな焦点の一つとなっている核エネ

ルギーに関して、生徒はWebQuestを
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通して学んだ内容を踏まえて、グルー

プとして肯定・否定のどちらかの立

場を取り、Googleスライドを使い、

英語でプレゼンテーションを行うこ

とがこのプロジェクト学習のゴール

である。生徒は、環境問題やエネル

ギー問題について、リーディング教材

の一部として英文を読むことはあっ

たが、動画の視聴や自身の意見を英

語で述べるという機会は、これまで

経験していないという設定である。

生徒は資料作成のために英文を書

き、プレゼンテーション時に英語を発

話することを求められる。教師は、

知識を提供するのではなく、生徒が

WebQuestを通して自ら知識を得て、

グループ活動でまとめあげることを

支援することが主要な役割となる。

このことから、Googleアプリを活用し

た本WebQuestでは、第１章にて言及

したCLEの６つの特徴のうち、少なく

とも、1)Active Learning、4)Product-
oriented Learning、5)Social Construction 
of Knowledge、6)Facilitatingの４つを網

羅している。

CLEの２つ目の特徴であるAuthenticity
を高めるために、WebQuest内には原子

力発電に関するYouTubeの動画を挿入し

てある。英語音声だけはなく、豊富な

絵や図が使われている。生徒はYouTube
の英語字幕を表示する機能やスピード

調整機能を使いながら内容を理解して

いく。動画を６分割し、担当箇所を個

人で理解した後、残りの５箇所をそれ

ぞれ担当したグループメンバーとそれ

ぞれの担当箇所を共有し理解を深めて

いく。この活動は、共同学習の効果を

高めるだけではなく、文字、音声、映像

など様々な形で情報をインプットするこ

とでUDLの条件を満たすことも意図して

いる。そして、YouTubeの英語の動画を

視聴する際に、英語字幕の利用やスピー

ド調整を使うことは、実生活においても

英語学習者が行う作業でもある。選択し

た動画の内容だけではなく、動画の視聴

方法もAuthenticityを意識した。

YouTubeで動画を見る際、オンライン

で原子力発電に関する記事を読む際、

そして、意見を書く際に、生徒は英単

語を調べる必要が出てくる。生徒が自

立した学習者になるため、オンライン

辞書｢Weblio｣や｢Google翻訳｣を使用す

ることを促していく。これもまた、彼

らの実生活での英語使用を想定して

いる。このように様々な手段を活用

して学習するため、CLEの３つ目の特

徴であるInstrumental Learningも今回の

WebQuestでのプロジェクト学習に含ま

れている。

４．GoogleアプリとWebQuestを
　　組み合わせたプロジェクト学習案

本章では、著者がGoogleサイトを利

用して作成したWebQuest(付録C参照)と

その他のGoogleアプリを活用した共同

学習・プロジェクト学習の授業案につ

いて説明する。生徒は、WebQuestを使

用しながら、核エネルギーの利用の是

非に関して情報を集め、肯定・否定の

どちらかの立場をグループ毎に決め、

グループプレゼンテーションを行う。完

全なオンライン学習ではなく、対面授

業または対面授業とオンライン学習の

ブレンド型授業において使用することを
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前提としている。下記URLおよびQR
コードから作成したWebQuestを閲覧可能

である。ただし、タブレットやスマート

フォンからではなく、パソコンからアク

セスすることを推奨する。

https://sites.google.com/view/edgci903-ass-
3-webquest/home

４.１　Teaching Context (想定している生徒の

学年、英語レベル、ICT環境)

第１章において説明した通り、こ

のWebQuestは著者の勤務校(私立中

高)の高校３年生の英語の授業での使

用を想定して作成した。本校の英語

授業は１クラス２分級で行っている

ため、生徒の数は20名から24名の前

提である。通常は、習熟度別で授業

を行っているが、共同学習の要素が

強く、クラスメート間の協力が不可

欠であるため、WebQuestを活用した

プロジェクト学習時は、習熟度別には

せずに、１つの通常学級を２分割して

授業を展開する計画である。生徒の

英語レベルにはばらつきがあるが、

CEFR-J A2.2からB1.1に位置する生徒が

最も多いという想定である。

生徒１人１人がiPadを所持し、学校の

Wi-fiを利用する。教員は電子黒板に加

えて、ノートパソコンを使用し授業展

開を行う。普段から、Googleアプリが

収録されたG SuiteとGoogleアカウントを

授業内外で使用している設定である。

本校の生徒は、長さや内容の差はあ

るものの、英文エッセイを入学時から

定期的に書くことを求められているた

め、賛成・反対の英文エッセイの｢型｣

はすでに理解している前提で下記の授

業案を作成した。

４.２　WebQuestを使用した

プロジェクト学習の授業案

本WebQuestを使用した授業案は、下

記の通りである。４回の50分授業を通

して、プロジェクト学習を行う計画で

ある。

１時限目：核エネルギーに関する情報のインプット

時間  内　　　容

5分 【導入】
・ 教員はプラットフォームとして普段から使用しているGoogle Classroomから生徒
にWebQuestのURLを配信し、生徒はWebQuestのIntroductionとTaskに目を通す。

8分 【アンケート】
・ Googleフォームを使った初回アンケートに、生徒は自分自身が賛成か反対か意見
を書き、その理由を英語で記入する。

・ 回答結果は、Googleスプレッドシートを使用してクラス全体で共有する。
・ その際に、各生徒は、Googleスプレッドシート内で自分の回答の１つ下のセルの

生徒に対して、英語で１つ質問を書いてみる。
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5分 【リスニング①】
・ 生徒はGoogle Classroom上で配信されるGoogleドキュメントをダウンロードする
(参考資料としてWebQuest内にも掲載してある)。

・ 教員が音声ファイルを流し、生徒はGoogleドキュメント内のディクテーションに
取り組み、その後全体で答え合わせを行う。

4分 【リスニング②－１】
・WebQuest内の動画を視聴する(英語字幕なし)。
・ 生徒はペアを作り、聴き取れた内容を共有する(英語で行うことが望ましいが、

日本語も可とする)。

3分 【リスニング②－２】
・ 教師に指示された動画の一部分(1～6のいずれか)を生徒は紙にメモを取りながら
観る。

・ 生徒は自身の英語レベルに応じて、字幕やスピード調整機能を使って動画を再度
視聴する。時間内であれば何度観てもよい。

3分 【リスニング②－３】
・ 同じ箇所を担当した生徒同士で集まり、どんな内容であったか確認をする(英語
で行うことが望ましいが、日本語も可とする)。

15分 【動画内容の共有】
・ 分割された動画1～6の担当者が１人ずつ存在するグループを作る(24人学級であ
れば、6人×4グループ)。ただし、全てのクラスが24人とは限らないため、１グ
ループは５～６名とし、動画(6)の担当者がいないグループに対してのみ、教師
がまとめて内容を説明する。

・ WebQuest上のGoogleドキュメントファイルに直接、自分の担当していた動画箇
所の内容の要点を英語でタイピングする。難しい単語がある場合は、Weblioなど
のオンライン辞書を活用する(ファイルはWebQuest上に掲載する形でも、Google 
Classroomにて配信する形のどちらでもよい)。

・ タイピング入力した内容をグループ内で共有する。自分の担当箇所以外の要点に
目を通し、動画の全体を理解する。教師は各グループの内容を確認し、必要に応
じて補足説明を加える。

5分 【各グループの単語リストの作成】
・ WebQuest上にある各グループ用のGoogleスプレッドシートにアクセスし、オンラ
イン辞書Webliioの「閲覧履歴」に表示されている英単語とその日本語訳を入力す
る。記入者の名前も入力しておく。

・時間内に終わらない場合は、宿題とする。

２時限目：核エネルギーに関する情報のインプットとグループプレゼンテーションの準備

時間 内　　　容

3分 【導入】教師は、下記のことを生徒に伝える。
・ この授業と次回授業を使って3～6分間のグループプレゼンテーションの準備を行
い、第４回授業にてグループプレゼンテーションを行う。

・ プレゼンテーションでは、グループメンバーがそれぞれ30秒から1分間話す。
・ トピックは、「日本は今後15年以内に核エネルギーの使用を完全に止めるべきで
ある」である。これについて賛成・反対どちらかの立場かを表明する。

7分 【プレゼンテーションの注意事項に関する動画(英語)の視聴】
・ 全体で動画を観た後、ペアに分かれて聴き取れた内容を口頭で共有する(日本
語・英語問わず)。
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10分 【リーディング】
・ 前回と同じグループを作り、各グループを２つに分け(各２～３人)、WebQuest上
にある核エネルギーに関する２つの英文記事のどちらかをいずれかのグループが
読み、もう一方の記事をもう一つのグループが読む。

・内容が難しいので、Google翻訳やWeblioを活用して意味を理解する。
・理解した内容を元のグループ(各５～６人)で共有する。
・教師は、必要に応じてグループワークを支援する。

10分 【グループでマインドマップの作成】
・ WebQuest上にある各グループのマインドマップ(Coggleを使用)内に、核エネルギー
の利点・欠点を各グループ、英語で記入する(文ではなく、単語やフレーズ)。

20分 【Googleスライドの作成①】
・まずは、自分のグループが賛成・反対どちらの立場を取るのか話し合う。
・Googleドキュメント内のProcess 2—Activity 4に必要事項を記入する。

※グループが５名の場合は、誰が２箇所担当するかも決めておく。
・グループプレゼンテーション用のGoogleスライドを作成する。

３時限目：グループプレゼンテーションの準備と練習

時間 内　　　容

30分 【Googleスライドの作成②】
・グループプレゼンテーション用のGoogleスライドを完成させる。

20分 【プレゼンテーションの練習】
・ グループ内でペアを作り、自分の担当箇所を実演する。聞き手は、話し手の

iPad(またはノートパソコン)を使い動画撮影し、終了後、動画を見せながら話し
手にフィードバックをする。

・ 必要に応じて、内容の修正を行い、最後にグループ全体で発表の練習をする。

４時限目：グループプレゼンテーションと3/2/1スピーキング

時間 内　　　容

25分 【プレゼンテーションの発表】
・各グループ3～6分間、クラス全体に対してプレゼンテーションを行う。
・１クラスに4グループ存在する。
・聴いている生徒は、予め配布される評価シートを用いて、発表者を評価する。

5分 【ライティング】
・この後にペアで行うスピーキング活動のための原稿を書く。

15分 【3/2/1スピーキング】
・ 核エネルギーに対しての生徒個人の立場を相手に説明する(賛成・反対のどちらか
とその理由)。

・ クラス全体で大きな円を２つ作り、ペアでのスピーキング活動が１セット終わる
度に、横へ１つ移動し、新しいペアを作る。

・ 生徒は合計３回、同じ内容についてスピーチを行う(聴き手は聴くのみ)。
※話し手と聞き手の両方の役割を終えてから、次のセットへ移行
1セット目：3分間、先ほど書いたメモを見ながら相手に話す。
2セット目：2分間、メモを見ずに相手に話す。
3セット目：1分間、メモを見ずに相手に話す。

5分 【評価と再アンケート】
・生徒は、WebQuestのEvaluationに進み、自己評価をする。
・ Googleフォームにあるアンケートに答え、初回アンケート時とクラス内の賛成・反対の立

場の比率が、各自の学習とグループプレゼンテーション後にどう変化したかを確認する。
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５．今後の課題

今回の留学を通し、著者は初めて

WebQuestの存在を知った。Googleサイ

トやGoogleドキュメントなどのGoogle
アプリのほとんどを初めて使用したた

め、WebQuestの作成に多大な時間を費

やした。しかし、複製も可能であるこ

とから、慣れていくにつれて、作成時

間は短くなると予想している。無論、

我々教師は、１つの手段に執着せず、

日々進化し続けるEdTechについて学び

続けていく必要がある。

一方で、Authenticityを増大させる

ために必要な動画や画像、音声ファイ

ルなどを見つけるのにかかった時間

は、新しい分野についてのWebQuest
を作成する際に、再び多くの時間を要

することになる。生徒が生きた英語に

触れられるよう、教師自身が日々、

英語ニュースを聴いたり、動画に目

を通したりして、生徒のレベル・興

味と現在の学習内容に適したauthentic 
materials(教科書ではなく、実生活の

中で使われている素材)の収集に励む

必要があると痛感している。また、学

校内だけではなく、学校の枠組みを超

えて、教員間で有益な情報を日々共有

していくことが生きた英語の素材を生

徒に提供していく上で必要である。

2020年度本校の高校１年の担当とな

り、導入したばかりのiPadを使っての

リモート授業や対面授業に日々悪戦苦

闘してきた。実際に生徒がiPadを使用

している中で、すでに述べた通り、

Googleアプリの全ての機能がiPad上で

は使えないということも見えてきた。

Googleサイトを利用したウェブサイトの

作成は、iPad上では困難であり、パソ

コン上で行う必要があるが、パソコン

上での画面レイアウトが、iPad上では

異なって表示されるという問題も発生

した。iPadの代わりにノートパソコン

の導入を検討すべきか、iPad上でも共

同編集や閲覧が容易な他のアプリを探

し出し利用すべきか、今後再検討する

必要がある。そして、マイクロソフト

社のWordで編集したファイルをGoogle
ドキュメント上で開くと、型崩れが起

きてしまうため、過去にWordで作成し

たファイルをGoogleドキュメントで使

用する際は、再編集が必要になってし

まうという問題点にも直面した。

作成したWebQuestが生徒にとって、

どれほど効果的・有益であるかは、未

知数である。近い将来、WebQuestを授

業で実際に使用し、生徒からのフィー

ドバックを通して、内容の修正・改善

に努めたい。
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付録�A　従来型のWebQuestの例

例1． WebQuest.Org(日付不明)Writing an Essay.Retrieved September 22,2019,from http://
questgarden.com/176/70/0/141113150045/process.htm. 本論文著者によるスクリーンショット

例２． WebQuest.Org(日付不明)Essay Writing.Retrieved September 22 2019,from http://questgarden.
com/148/88/3/121004164653/process.htm. 本論文著者によるスクリーンショ ット
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付録�B　Google�Classroom�のスクリーンショット

スクリーンショット３．配信ファイルの配信方法選択画面

スクリーンショット１．Google Classroom 授業ページ

スクリーンショット２．配信対象者選択画面



164

付録�C　作成した�WebQuest�のスクリーンショット

スクリーンショット１．Home

スクリーンショット２．Introduction
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スクリーンショット３．Task

スクリーンショット４．Process 1 (1)
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スクリーンショット５．Process 1 (2)

スクリーンショット６．Process 1 (3)
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スクリーンショット７．Process 2 (1)

スクリーンショット８．Process 2 (2)
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スクリーンショット９．Process 3 (1)

スクリーンショット１０．Evaluation (1)

スクリーンショット１１．Evaluation (2)
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平成30年度海外研修員
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University of Wollongong

スクリーンショット１２．Conclusion

スクリーンショット１３．Resources & Credits
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１．研修の目的

本研修の目的は、アメリカの適格認定

制度（アクレディテーション）の実施

に関わる大学の活動を実践的に調査し

て、日本の大学評価や大学における教育

運営のために新たな視点や知識、示唆を

もたらすことにあった。とくに焦点をあ

てた研修課題は、大学の適格認定に関わ

る対応の過程（プロセス）と、その一環

としての学習成果の測定（アセスメン

ト）であり、大学は適格認定をどのよう

にして大学教育の継続的な改善に結びつ

けているのかという点である。筆者はこ

うした目的のもと、2018年8月に、1か月

にわたりアメリカで研修を行った。

適格認定とは、学外の適格認定協会の

評価基準と同協会の加盟大学や専門分野

の専門家による評価を通じて、大学が主

体性をもって自主的に教育の質の保証と

改善をはかる仕組みであり、学習成果と

は、学生が在学中に大学教育で獲得した

知識や技能、態度を指している。

日本はアメリカの適格認定を参考にし

た認証評価制度を2004年度から出発させ

ているが、最近では中央教育審議会大学

分科会の審議まとめ｢認証評価制度の充

実に向けて｣（2016年3月)や関係省令の

改正(2018年4月施行)などを受けて、内

部質保証や学習成果の評価が政策的に重

視されている。また、大学基準協会は

2011年度から、大学が自ら点検・評価

を行い、その結果を大学改革に結びつ

け、大学の質を自ら保証することがで

きる内部質保証システムを学内に構築

し、それを有効に機能させているかどう

かを重視する評価の仕組みを開始して

いる（工藤、2013年、41頁）。各大学で

も、教育研究の充実向上のために自己点

検・評価と学外の大学評価との連携、学

生の学習成果の測定の実施など、自己点

検・評価を中核にした大学評価を定着さ

せる課題がある。

本研修では、日本の大学にふさわしい

大学評価のあり方を考えるために、日本

で進むこれらの大学評価の趨勢を考慮に

入れつつ、アメリカの適格認定の動向や

大学の活動事例から、適格認定に関わる

大学の対応とその作業過程、学内担当者

の活動実態を明らかにした。それと同時

に、アメリカの大学が適格認定の対応の

一環としても実施する学習成果の測定の

理論や手法について知見を得た。

立命館アジア太平洋大学　アカデミック・オフィス専任職員

藤原　将人

アメリカの適格認定に関する大学の活動の実態調査

〜適格認定の対応の過程と学習成果の測定を中心に〜
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２．研修（調査）の内容

研修(調査)を行ったのは、6つの大学(以下、｢6大学｣という)である(表1)１)。

（出所）上記 6大学への研修（調査）より作成。
注 1  大学は所在地域および研修（調査）年月日の順。なお A 大学は複数日にわたり研修（調査）

を実施した。
注 2  カーネギー大学分類は主要な学位レベルの目安のために、学生数は規模の目安のために 

2017 年秋の概数を、Carnegie Institutions of Higher Education(2018) よりあげた。なお
博士大学のみ分類細目の略称を（）内に記した。

注 3  調査対象者の () 内は正式な役職名。なお匿名を考慮して、役職名の一部を省略している
場合がある。

1) 
本研修は 2018 年 8 月 4 日から同年 9 月 1 日までの間に行った。6 大学にはすべて匿名のう
え調査の結果を公表する前提で調査の承諾を得たため、各大学の事例部分はそのように記し

ている。なお研修当時の筆者の所属は立命館大学教学部学事課であった。

表 1  研修先（調査対象）大学一覧

大学 所在地域 設置形態／
(参考)カーネギー

大学分類

研修
（調査）
年月日

調査対象者 （参考）
学生数

A 大学 メイン州 州立4年制
学士大学

2018 年
8月
8-10日

学部長（Dean of Arts and Sciences）
管理職員（Director of Assessment and
Institutional Research）

4,000

B 大学 マサチュー
セッツ州

私立4年制
博士大学（R1）

2018 年
8月14日

准教学担当副学長（Assistant Provost for 
Academic Assessment）
准副学長（Assistant Vice President,
Institutional Research）
管理職員（Director of Institutional
 Research）

33,000

C 大学 ワシントン
特別区 

私立4年制
博士大学（R2）

2018 年
8月20日

准教学担当副学長 ほか 3名（Assistant 
Provost  of  Inst i tut ional  Research 
and Assessment; Associate Director, 
Institutional Research & Assessment 
Of fice; Research Analyst, Of fice of 
Institutional Research and Assessment; 
Executive in Residence, School of 
Business）

14,000

D 大学 ニューメキ
シコ州

州立 2年制
准学士大学

2018 年
8月24日

管 理 職 員（Director, Assessment and 
Accreditation, Of fice of Planning and 
Institutional Effectiveness）

5,000

E 大学 カリフォル
ニア州

私立 4年制
博士大学
（D/PU）

2018 年
8月27日

准教学担当副学長（Vice Provost for 
Planning and Institutional Effectiveness）
管理職員（Director of the University
Office of Assessment）

9,000

F 大学 カリフォル
ニア州
 

州立4年制
修士大学

2018 年
8月29日

准 教 学 担 当 副 学 長（Deputy Provost 
and Associate Provost for Academic 
Programs）

21,000
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これら 6 大学を研修先大学（調査対

象大学）に選んだ理由は、現地の大学

職員や個別大学への直接の依頼、筆者

の同僚の協力により研修（調査）の受

け入れの承諾を得ることできた、設置

形態や学生数など複数の異なる属性や

地域の大学だからである。

アメリカには現在、4 年制と 2 年制

をあわせて 4,500 を上回る大学がある

（「諸外国の教育統計」平成 30（2018）

年版）。そのなかで 6 大学は州立と私立

からなり、地域的に偏りなく東部、北

中部、西部に位置している。また修業

年限も 4 年制または 2 年制で、学生数

が 5,000 人に満たない大学から 30,000

人を超える大学まである。カーネギー

の大学分類（2018 年）によれば、研究

大学の上位校である博士大学（うち 1校

は研究大学の上位校である研究大学Ⅰ）

に分類される大学から、修士大学、学

士大学、准学士大学までが含まれる。

A 大学は、おもに学部教育を行う州立

の教養教育 ( リベラルアーツ ) 大学で

あり、社会人で職業に就いている学生

を対象にオンライン授業やサテライト

の学習センターを通じて遠隔教育を提

供するのが特徴的な大学である。同大

学はニューイングランド地域適格認定

協会 (NEASC) の 10 年周期の評価を受

けているが、研修 ( 調査 ) 当時の直近

には同協会による特別実地調査（フォー

カスビジット )が行われている。

全米で上位の規模を誇る B 大学は開

学以来、男女ともにすべての人種の受

け入れを積極的に行っている、ボスト

ンで代表的な競争率の高い私立大学の

1 つである。同大学は世界的にも評価

が高く、200 以上の学科を有している。

同大学もニューイングランド地域適格

認定協会による認定を受けており、研

修（調査）当時、近々には次期の包括

的な評価と実地調査が予定されていた。

私立の総合大学である C 大学は、政

治の中心地であるワシントン特別区に

位置する。もと公務員の訓練と支援の

ために設立された大学院であったが、

現在の大学の学術的な強みは国際関係

分野と公共政策分野であり、とくに前

者の分野の大学院は全米でも最大規模

である。同大学は中部地域適格認定協

会（MSCHE）による 8 年周期の適格認

定を数年前に受けている。なお経営分

野は、国際的な認証評価機関である国

際経営教育協会（AACSB）認定プログ

ラムである。

D 大学は北中部に位置する州立の 2

年制大学である。就労しながら通学す

るパートタイムの学生や、ヒスパニッ

ク系の学生が多いのが特徴である。北

中部地域適格認定協会（HLC）の 10 年

周期の評価を受けていて、次の認定の

ための評価を数年後に予定していた。

E 大学はカリフォルニア州で最古の宗教

系の私立大学であり、シリコンバレーの
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中心部にある。またカリフォルニア州

立大学の1つであるF大学はヒスパニッ

ク系の学生が多く、南カリフォルニア

にある。両大学はともに西部地域適格

認定協会（WSCUC）の 10 年周期の適

格認定を受けており、実地調査や認定

期間中の再確認を経て直近の再認定を

得ている。さらに両大学ともに経営分

野は、国際経営教育協会（AACSB）認

定プログラムである。

調査はいずれの大学でも適格認定の対

応や学習成果の測定の実践に責任をもつ

上級大学管理者である、准教学担当副学

長（アシスタント・プロボスト、バイス・

プロボスト、デュプティ・プロボスト）、

学部長（ディーン）、管理職員（ディレ

クター）を中心にして行った。

研修先大学（調査対象大学）に対す

る調査（質問）項目は大きく、適格認

定の過程、学習成果の測定に関わる事

項の 2 つに区分した（表 2）2)。いずれ

も適格認定や学習成果の測定をどのよ

うに理解しているか、適格認定や学習

成果の測定ではどのような情報や手法

を使用しているか、適格認定や学習成

果の測定によりどのような改善がみら

れるかといった、3 つの観点から設定

した。

以上のような個性や特徴が異なる大

学を対象とした調査と、調査にあたっ

て設定した 3 つの観点により、適格認

定やその一環として実施される学習成

果の測定に関わる大学の活動の意義や

具体的な実態を考察できた。

 2)
  この調査（質問）項目は、本研修における最初の研修先であり、主要な研修受け入れ機関

でもある A 大学の IR・学習成果の測定部門の部門長（ディレクター）の意見聴取を現地で

行ったうえで作成した。なお筆者は適格認定協会に対する調査項目もあわせて作成したが、

本研修期間中に適格認定協会を訪問する機会は得られなかった。

表 2  調査（質問）項目の例（抜粋）

（Accreditation Process and Learning Outcomes Assessment
: Research Interview Questions）

Accreditation Process
a)  How do faculty and staff members view the institutional accreditation? 

How does your of f ice educate the ca mpus const i t uents on the 
importance of the accreditation?

Learning Outcomes Assessment
a)  How do faculty members view learning outcomes assessments? How 

does your office educate them on the importance of learning outcomes 
assessments? 

（出所）筆者作成。
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表3 アメリカの地域別適格認定協会（概要）

地域(略称団体名) 設置年 管轄州 周期

 ニューイングランド
（NEASC)

1885
コネチカット、ニュー・ハンプシャー、マサチューセッ
ツ、メイン、ロード・アイランド、バーモント

8年

 中部（MSCHE） 1887
デラウェア、メリーランド、ニュー・ジャージー、
ニュー・ヨーク、ペンシルバニア、ワシントン特別区

8年

 南部（SACSCOC） 1895
アラバマ、フロリダ、ジョージア、ケンタッキー、ル
イジアナ、ミシシッピ、ノースカロライナ、サウスカロ
ライナ、テネシー、テキサス、バージニア

10 年

 北中部（HLC） 1895

アイオワ、アリゾナ、アーカンソー、イリノイ、インディ
アナ、ウェスト・ヴァージニア、ウィスコンシン、オハ
イオ、オクラホマ、カンザス、ノース・ダコタ、コロ
ラド、サウス・ダコタ、ニュー・メキシコ、ネブラスカ、
ミシガン、ミネソタ、ミズーリ、ワイオミング

10 年

北西部（NWCCU） 1917
アラスカ、アイダホ、モンタナ、ネバダ、オレゴン、ユタ、
ワシントン

7年

西部（WSCUC） 1962 カリフォルニア、ハワイ 10 年

（出所 ) Council for Higher Education Accreditation ウェブサイト；浅野、2017年、
101頁などより作成。

３．アメリカの適格認定の概要

ここでアメリカの適格認定に関する

大学の活動をみていくうえで、同制度

の現状をごく大まかに整理してみよう。

アメリカの大学の適格認定は大きく、①

地域別適格認定協会、②専門分野別適格

認定協会によって行われる（江原、2010

年、262頁）。①地域別適格認定協会は

6機関あり、大学全体を評価の対象とす

る機関別評価を実施する。大学は所在

地域を管轄する協会に申請する (表 3)。

②専門分野別適格認定協会は、教育プ

ログラムや学内組織を評価対象とする

専門分野別評価（医学や法学、工学、

経営学、教員養成など）を実施している。

これらの適格認定協会のほとんどは連

邦教育省（USDE）または高等教育適

格認定協議会（CHEA）の認証を受け

ている。高等教育適格認定協議会は、

適格認定に関する全米レベルの代表団

体である。また適格認定は、給付型奨

学金の受給資格、学生ローン、親が借

りるローン、税制の優遇措置などの連

邦政府の財政援助プログラムと連結し

ている。

地域別適格認定協会が行う適格認定

は、各大学の自己点検・評価報告書を

基にした書面評価、実地調査が基本に

なっている。設定されている評価基準

は地域別適格認定協会によってそれぞ

れ違うが、たとえばニューイングランド
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地域適格認定協会は基準 8 で「教育の

成果」、中部地域適格認定協会は基準 5

で「教育効果の有効性」、北中部地域適

格認定協会は基準 4 で「教育と学習：

評価と改善」、西部地域適格認定協会は

基準 4 で「質の保証、組織的な学習と

改善に関与する組織の構築」が設定さ

れていて、大学の理念から大学運営ま

で多岐にわたる評価基準のなかで教育

評価を中心に評価基準が構成されてい

る。このように大学は適格認定協会に

より、大学教育を継続的に改善するこ

とを要求されているといえるだろう（江

原、2010 年、255 － 256 頁）。

アメリカの大学の適格認定では従来、

入学者の特徴や既存の資源、教育研究

組織、施設設備などのインプット条件

を重視していたが、1980 年代以降、投

入された経費にみあった成果を求める

アカウンタビリティ（説明責任）の考

え方が浸透し、教育プログラムの有効

性、学生の学習成果を重視するように

なった。さらに 1992 年の高等教育法改

正以降、連邦政府の介入が強化される

方向となり、1996 年の高等教育適格認

定協議会の設立に繋がって、現在に至っ

ている（江原、2010 年、262 － 268 頁；

福留、2005 年、170 頁；福留、2007 年、

78－79頁など）。また2006年になると、

連邦教育長官諮問委員会による「スペ

リングス・レポート」を受けて、各大

学は適格認定協会と連邦政府への数値

情報の報告が求められるようになって

いる。

ところでこうした適格認定への対応

や学内外への報告業務は、アメリカの

大学で普及している IR（インスティ

チューショナル・リサーチ ) の業務の

1 つとされており、IR の業務を担当す

る組織として、多くの大学には IR 部門

が置かれている。IR とは、機関の計画

立案、政策形成、意思決定を支援する

ための情報を提供する目的で、高等教

育機関の内部で行われる調査研究を指

す言葉であり、IR 部門は適格認定では

「自己点検報告書の作成、そして学内の

適格認定対策の委員会の運営」などに

関与している（江原、2015 年、146 頁；

本田、2011 年、18 頁）。

このような動向のなかで、現在は適

格認定協会も、その適格認定の方向に

ついて、連邦教育省および政府からの

圧力を少なからず受けているといえる。

アメリカと日本とでは社会経済の構造

や制度の相違はあるものの、早期から

適格認定が大学に根づき、広く受け入

れられているアメリカの事例は、日本

の大学評価を検討するにあたって参考

になる。

以下では、こうした適格認定や学習

成果の測定に関わる 6 大学の対応をま

とめよう。

４．個別大学の対応事例

6 大学の大学全体の適格認定に対応

する組織は、いずれも教学担当副学長

（プロボスト）の管轄下にある一方で、

組織の形態が各大学によって多様だ。

その形態は大まかにいえば、① IR と学

習成果の測定の、それぞれの部門が連

携して担当していたり、② IR と学習成

果の測定を統合した部門で担当してい

たり、③ IR と学習成果の測定に計画も

加えた形で、自らの掲げる計画や目標
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に照らして組織全体の包括的な成果と

改善の過程を検証する組織的有効性

（IE）の部門が担当しているというもの

であった 3)。学習成果の測定の部門が

教務部門に位置づけられている大学も

ある。全体として適格認定の対応とい

う点でみれば、各大学では IR や学習成

果の測定などの関連する業務と一体で、

適格認定に対応しているといえる。

このように適格認定と学習成果の測

定は、担当部門それぞれが相互に連携

して対応する大学もあれば、1 つの部

門として、あるいは 1 つの部門のもと

で一体的に対応する大学もあるわけだ

が、どの大学も組織間の連携のもとに

進めていることがわかる。それらの組

織における具体的な活動を、調査にあ

たって設定した 3 つの観点から整理し

たい。

(１）�適格認定と学習成果測定の意味、

位置づけ

適格認定の意味や位置づけについて、

ある大学の学習成果の測定や IR の部門

の責任者が口を揃えて「適格認定の長

い評価の過程で教職員の意識を常に引

きつけておくことが課題である」とい

うように、どの大学でも学内の教職員

の理解を深めることはきわめて重要な

課題とされている。まず適格認定の意

味や位置づけを学内の教職員が理解す

るにあたっては、アメリカの大学では

アクレディテーション・リエゾン・オ

フィサー (ALO) と呼ばれる、適格認定

の対応を専門的に行う適格認定担当者

の果たす役割が少なくない。各大学に

は通常 1 人の適格認定担当者が置かれ

て、教学担当副学長（プロボスト）や

それに準ずる職の者がその任を務める

ことが多いようだ。6 大学のなかでは、

5 つの大学の調査対応者のうち 1 人が

適格認定担当者を務めていた。適格認

定担当者が適格認定の評価員（ピア・

レビューアー）を務める事例も複数の

大学でみられた。

現在の適格認定担当者を、学部長の

1 人が兼ねている大学の例にあげよう。

この大学では適格認定担当者の責任は、

①適格認定協会からの要請や期待を学

内の教職員にただしく伝達すること、

②適格認定協会に大学の計画や変化な

どの情報を適時に提供すること、③自

己点検・評価報告書を編集すること、

④毎年次作成する適格認定協会用の報

告書の情報に必要な解説を加えること、

⑤適格認定協会が開催する年次会合な

どに参加することだと考えられている。

適格認定の対応にあたってその担当者

は、多くの業務のなかでも学内の教職

員に適格認定の目的が継続的な改善に

あることを強調して伝えている。

次に適格認定に対する学内の教職員

の理解を深めるために、各大学では高

等教育適格認定協議会の会長を招いた

講演会を行うなどの定期的な活動を学

内で行ったり、会議や広報物などを通

じて適格認定をとりあげたりしている。

学内向けに毎学期初めにキャンパスの集

会で毎回、適格認定に関わって大学は

今どのような作業をしているかを説明

3) IE については小湊・佐藤、2014 年を参照。
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することに加えて、学外の地域住民が

選ぶ評議会の委員にも、大学の適格認

定にかかる報告書への改善点を指摘し

てもらうことにより、学内外の関係者

に適格認定について理解を促す大学も

ある。適格認定に対応する責任者が大

学全体の学習成果測定の調整役ととも

に、すべての学部長、学部単位の学習

成果測定の調整役、学科単位の教育プ

ログラムの学習成果測定の担当者へと

段階的に、適格認定に関する説明を行

い、働きかけている大学もある。

こうした取り組みには、適格認定が州

政府の財政援助を受けるために重要で

ある、しかし同時に、あるいはむしろ学

生の学習や経験の向上、教育の継続的な

改善のために重要であると、どの大学で

も考えているという背景がある。

またいずれの大学でも、学内に適格

認定対応の委員会を設けて適格認定に

対応している。規模の大きな総合大学

の 1 つでは適格認定の対応を、学内の

1 つの部門ではなく大学全体の問題と

して捉えているのが特徴的である。同

大学では適格認定の評価を受ける前は、

関連分野に専門的な知識をもつ教職員

で構成する学内の適格認定対応の委員

会を設けて作業に着手する。同様に各

大学は運営委員会（ステアリング・コ

ミッティー）や適格認定の評価基準に

応じた基準委員会（スタンダード・コ

ミッティー）を設けて適格認定に対応

していて、それらの委員会活動を通じ

て、多くの学内構成員が適格認定の対

応の過程に関わっている。さまざまな

構成員を適格認定に参加させているの

は、「学習成果の測定も教育プログラム

評価も適格認定の一部」だから、「それ

ぞれが重なり合う部分で、より良い結

果が得られる」と考えている大学もあ

る。同大学は適格認定対応の委員会が、

その性格により複数の部門長、さらに

教授会と職員会から 1 人ずつで構成さ

れるが、教職員の自発的な参加をとく

に尊重している。

さらに学習成果の測定についても、

その実施委員会を大学全体で設けてい

る大学もある。同大学では、大学全体

と全ての学部、学生部門の学習成果測

定の調整役に、図書館と IR 部門の担当

者も加わる大学規模の委員会で学習成

果の測定を行っている。

この学習成果の測定については、大

学管理者による教育と研究の専門領域

に対する不当な侵害だと捉える教員も

いる。外部の評価機関による評価があ

る分野の学部や学科を中心に取り組み

が進んでいる一方で、職業に直接関係

しない分野の学部や学科の取り組みは

進んでいないようだ。それゆえある大

学の学習成果の測定部門の責任者は、

学習成果の測定を単に授業の成績評価

だと誤解している学部や学科の教員に

対して、学習成果の測定は学部や学科

の目標に対する集団の活動だから、ど

の科目も共通の評価手段、すなわちルー

ブリックで評価しようと働きかけて 4)、

学生の達成度を判断する重要性を説明

している。

4) 　 ルーブリックは、学習成果の基準と水準を数段階に分けて記述することにより学生の達成
度を判断する評価基準表を指す（江原、2015 年、174 頁）。
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(２）�適格認定と学習成果測定に必要な

情報や手法

適格認定に必要なほとんどの情報は、

IR 部門が学内の適格認定対応の委員会

や各部局、学外の適格認定協会に提供

している点はどの大学も同じである。

在籍継続率（リテンション率）とか卒

業率といった情報は適格認定協会から

提出を求められるので、どの大学にとっ

ても重要な情報とされている。それら

に加えて学生の成長に関わる情報を

もっとも重視する大学もあった。ただ

し奨学金や財務に関わる情報は業務の

範囲外だとされていた（浅野、2017 年、

99 頁）。

いくつかの IR 部門の業務をとりあげ

てみると、代表的な例は学内の適格認

定対応の各基準委員会に対して、教育

効果については学生調査の結果、学生

受け入れについては学生数の推移とい

うように、大半の情報を IR 部門が提供

していることである。また多数の学部

をもつ総合大学では IR 部門が、地域適

格認定協会から求められる膨大な量の

情報を収集、分析し、それらの情報を

学内の適格認定対応の委員会に事前に

提供する。別の総合大学の IR 部門は、

取り扱う情報量が豊富な学内の適格認

定対応の運営委員会に同部門の職員を

配置して、自己点検・評価報告書の作

成に必要な情報を提供するとともに、

同委員会のもとにある小委員会に対し

ても情報を提供する。さらに自己点検・

評価報告書全体の用語や形式の一貫性

を確保すると同時に、同報告書に不足

している情報や重複している情報をみ

つけだすこともしている。とくに教務

の面で、教育プログラム評価のための

標準化された情報の様式をつくったり、

評価報告書の作成に必要な情報や、ア

ンケート調査結果を教員組織に提供し

たりしている大学もある。

これらの活動に加えて、最近では組

織情報の効率的な可視化をはかる「BI
ツール」という製品を用いて、IR 部

門が情報の分析や報告を行う例も普及

している。同ツールを用いて、とくに

1 年次から 2 年次にかけての在籍継続

率の分析や、教育研究や財務などの大

学の事実を包括的にまとめたファクト

ブックを作成する大学や、同ツールを

大学ホームページ上に掲載して、学内

の教職員、さらには広く一般にも使用

できるようにしている大学もあった。

適格認定の対応以外でも州立大学で

は、州で定められた計画期間内での卒

業率の改善や、州の人種の多様さも背

景にして大学内の社会的、経済的な不

平等をなくすことを州政府から求めら

れている事例もあり、それらの数値目

標の達成に向けた情報の管理は IR 部門

が担っている 5)。

学習成果の測定についてもいくつか

の例をみると、多くの大学では学生を

対象にしたアンケート形式の学生調査

や、卒業生調査、統一試験などの方法

5)  たとえばカリフォルニア州では、2015 年 1 月にカリフォルニア州立大学に対する ｢CSU 卒
業イニシアティブ 2025｣ を開始した。その明確な目標は、全 23 キャンパスの 475,000 人の
学生の卒業率をあげることであり、「新入生の 6 年間の卒業率を 62％に引きあげる」ことな
どが数値目標として設定されている。



アメリカの適格認定に関する大学の活動の実態調査

179

により得られた結果を情報として使用

している。ただし学生調査にかける労力

は、学習成果の測定の全体に費やす労力

のごく一部に過ぎないとみられている。

おもに学部や学科単位の教育の評価

にあたっては、ルーブリックを用いる

大学も少なくない。そうした大学の 1

つでは、学習成果の測定部門は大学の

共通科目において、受講生の個人情報

は消去して不規則に並べた論文を、教

員に直接教えている学生のものを外し

てから審査してもらう、教員間相互の

授業内容の整合をあわせる会議を主催

するといった取り組みを行っている。

また学習成果の測定に用いる情報や

適格認定、戦略計画、教育プログラム

評価などに必要な情報を統合的に蓄積

するデータベースの構築や、学習成果

の測定に特化したデータベースを使用

して情報の収集や評価報告書の作成を

進めている大学もある。

ところで学習成果の測定の周期につ

いてみれば、どの大学も教育プログラ

ム評価を 5 年などの一定の周期で行っ

ている。また学生調査も数年周期、卒

業生アンケートを毎学期というように

実施したり、一般教育に関わっては情

報リテラシーや批判的思考などの学習

成果を 2 年とか 5 年といった数年単位

で項目ごと、分野別に測定したりして

いる。このように学習成果の測定に関

わる取り組み自体は大学ごとに多様だ

が、それぞれの取り組みを組み合わせ

ながら周期的、日常的に時間をかけて

進めているという点は、大学のタイプ

によってそれほど大きな違いはないと

いえるだろう。

なお学習成果の測定と IR の関係につ

いて、前者の担当は収集した情報の分

析技能をもたない場合もあることから、

後者の担当がその情報を役立たせるた

めに前者に協力する関係にある大学も

あった。両者の関係は「いくつかの調

査で協力するものの、学習成果の測定

がより定性的である一方、IR がより定

量的であるという点で、元々緊張関係

がある」が、結局は「どちらも学生の

経験を改善するために情報を活用した

い」という目的をもつことを、別の大

学の IE 部門長は鋭く指摘している。

(３）�適格認定と学習成果測定による継

続的な改善

それでは適格認定の実施の過程や適

格認定協会からの指摘、あるいは学習

成果の測定を機に、各大学ではどのよ

うな改善を行っているのか。

適格認定協会により在籍継続率、卒

業率、学生の奨学金返済率の数値がよ

くないという指摘を受けた大学では、

学生相談の体制や手法の充実により退

学率を減らすなどの取り組みを進め、

評価から数年後の実地調査で改善の計

画を報告している。同大学では学生募

集の面では大学として優位性のある、

教員が経験や意欲をもっている教育プ

ログラムの拡充を進めている。

また自らを「規模が大きく、複雑で

あることが適格認定の評価の過程をよ

り困難にしている」と評価する大学が、

適格認定協会から受けた直近の提言の 1

つは、教育プログラム評価が不十分で

継続的な学習成果の測定が行われてい

ないというものであった。同大学では
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それを機に学習成果測定の責任者が置

かれて、ほとんどの部門や学部で教育

プログラム評価、毎年の学習成果の測

定も行われるなど、提言に対応した取

り組みが進んだ。同大学は現在、大学

の多様性と包括性の向上や、組織のよ

り良い情報環境整備などの戦略計画を

更新しているが、それらの計画を適格

認定の対応に組み合わせることにより、

適格認定を大学にとって意義があるも

のにしようと試みている。同大学の考

え方によれば、「適格認定の評価の過程

は、すでに大学内で行われている諸活

動を正式なものとする意味合いもある」

ので、その評価の過程は ｢大学の取り組

みを証明する正式な過程 ｣ともいえる。

一方でアメリカの大学全体のなかで

も卒業率が高く、適格認定を得ること

に懸念が少ないという大学は、中間的

な評価にあたっての報告書の方が、よ

り詳細な根拠を求められることを課題

の 1 つにあげている。適格認定協会が

特定の領域に注目すれば、数年以内に

その状況の改善情報が求められるから

である。その点に関わっては別の大学

が、教育プログラムの成果とキャンパ

スでの成果の関連性を示すような中間

報告を行うように、適格認定協会から

再認定の際に指摘されている。

次に学習成果の測定についてみれば、

すでに部分的に述べたように学部や学

科といった組織、教員による取り組み

方に差がある。他方で教学担当副学長

や学部長が大学教育を方向づけるため

に使っている事例もある。たとえば通

学課程の学生に比べた通信課程の学生

の大学教育への関与度合いの低さを

統計的に明らかにした学生調査の結果

から、執行部による通信課程の学生向

けのオリエンテーションや、学生募集

での対象別のコミュニケーションの実

施などが行われ、それらの取り組みを

通じて、当該学生の大学教育への関与

度合いが強まったというものである。

適格認定のために学習成果の測定に

取り組むという学外からの動機づけは

効果的ではないと考えて、教員同士が

互いの学部の活動などを共有し、他学

部の学習成果の測定の実践から、どの

ような効果を得たのかを知ることがで

きる機会を定期的に設ける大学もある。

同大学は適格認定協会からも求められ

る、学習成果を誰がどのように評価し

たのか、評価を通じてどのように対応

したのかといった情報を、それぞれの

教育プログラムから年次報告書などに

よって収集し、教育プログラムごとの

学習成果のリストを記載した報告書を

同大学のウェブサイトで公開している。

さらに学習成果を測定した結果として、

学生の学習過程や、学生が 4 年次まで

に獲得した知識や理解を到達度試験に

より確認するキャプストーンプログラ

ム、教育に必要な資源などの見直しが

頻繁に行われて、カリキュラムが改定

されている。

また別の大学では、同じ学習目標があ

り、同じ教材から同じ課題を用いると

いうように同一科目に一貫性があって

学内で一番優れているとされる経営分

野の学部で、学習成果の測定は適格認

定の観点から 2 つの課題をもつと指摘

されている。1つ目は遠隔教育の課程と

対面教育の課程といったコース間での、
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2 つ目は教育プログラム全体と科目の

教育プログラム間での教育の質の一貫

性をどう確保するかという課題である。

それらの課題に対して学部のカリキュ

ラム評価委員会では、学科長や科目の

調整役を中心にして何年もかけて学習

成果の測定に必要な情報の収集と分析

を行い、教育プログラムと科目ごとの

学習目標とその評価に取り組んでいる。

「学習成果の測定により科目や教育プロ

グラムの全体にわたって授業が機能す

ることが重要だ」という教員主導の意

識が、学生の学習を豊かにするために

も、大学の継続的改善にとっても望ま

しいと同学部では考えられているため

である。

５．研修の成果―まとめと考察

これまでみてきたとおり、どの大学

も適格認定の対応や学習成果の測定は、

関係する組織が相互に協働しながら進

めていることがわかった。そのうえで

各大学の活動からは、次のような点が

明らかになった。

第 1に、適格認定や学習成果の測定の

意義を学内の教職員が広く共有するた

めに、それらを担当する責任者や担当

者、担当部門がさまざまな働きかけを教

職員に対して行うとともに、関係する

部門や委員会を基礎にした実施体制を

学内に整備して、部門の枠を超えて適

格認定の対応や学習成果の測定に取り

組んでいることである。

第 2 に、どの大学も適格認定の対応

にあたって必要な情報は IR 部門がその

大部分を管理して適格認定協会や適格

認定対応の委員会などに提供するが、

同時に情報を通じた多様な活動を学内

では行っていて、学習成果の測定につ

いてもさまざま手法を組み合わせなが

ら目にみえる形で学習成果を評価する

作業を着実に行っていることである。

第 3 に、適格認定協会からの指摘や

提言、中間的な評価を契機として、各

大学では教育面を中心に改善に向けて

取り組んだ成果を明示的にしたり、執

行部や教員それぞれの立場から学習成

果の測定の結果を教育の改善に役立て

たりしていて、適格認定という制度や

学習成果の測定が大学の継続的な改善

の前提条件の 1 つになっていることで

ある。

さらにこうした各大学の取り組みの

背景には、適格認定や学習成果の測定

は、学生の学習や経験の向上、教育の

継続的な改善のためであるという考え

方があるということを強調しておくべ

きだろう。アメリカの適格認定を通じて

「大学は内面的な教育の質の改善や向上

を維持させていく傾向にある ｣という

適格認定に対応する責任者の指摘があ

るように、本研修ではアメリカと同様

の課題が日本にあることも確認できた。

アメリカでも、日本の認証評価制度と

同様に、あくまで大学側が自律的に改

善活動を行うことを前提としながら
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適格認定が実施されている。それに対

応して適格認定において評価を受ける

個々の大学の内部では、継続的な改善

に向けた努力がみられた。

本研修では適格認定の実施や学習成

果の測定に関わって適格認定協会側の

動向や具体的な活動はとりあげられて

いない。また日本の大学にとって適格

認定や学習成果の測定を担当する人材

の育成も学ぶべき課題の 1 つだが、こ

れらについては別の機会に見聞したい。
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１ 問題の所在と目的

平成27年度に椙山女学園大学教育学

部との共同研究として学園より研究費

助成金を受け、オーストラリア連邦

ニューサウスウェールズ州(以下、NSW

州)シドニーにあるA Preschoolで参与観

察を行った。その園では、アートを中

心とした自由保育が実践されていて、

椙山女学園大学附属幼稚園(以下、椙山

幼稚園)の改善に資する活動を取り入れ

るのが目的であった。参与観察を通し

て、①いつでも表現活動ができるコー

ナーが至るところに常設されているこ

と、②Reggio Emilia Approach(以下、

レッジョ・エミリア・アプローチ)の影

響を受け、「Atelierista(以下、アトリ

エスタ)」という役割を担う芸術教員が

中心となって表現活動をすすめている

ことの2点を学んだ。そしてそのことに

着想を得て、帰国後「戸外アートコー

ナー｣の設置と実践を試験的に開始し

た。｢戸外アートコーナー｣は、「身近な

自然に触れながら、感じたこと、刺激

を受けたことを自由にありのままに表

現できる場」として設置した。

｢戸外アートコーナー｣での子どもたち

は、自ら活動に進んで取り組み、いき

いきとした表情であった。一斉活動で

制作をするその表情とは明らかに異

なっていた。子どもたちの喜び、楽し

むその姿から、求めている子ども像を

見ることができた。しかしながら、実

践を進めていくにつれ、適切な設置場

所の選定、準備と片付けの人員確保、

教員間の連携の仕方など、様々な課

題が浮かび上がってきた。平成29年に

は、幼稚園教育要領の改訂に伴い、｢戸

外アートコーナー｣での活動を年間指

導計画に明記するに至ったが、「戸外

アートコーナー｣で何をねらいとして何

を内容とするのか、各々の教員の思い

や考え方が交錯しはじめている。

そこで、再度A Preschoolを現地調査

し、｢戸外アートコーナー｣の充実と教員

の指導力向上をはかりたいと考えた。

前回の調査では、子どもの姿や教育環

境を中心に捉えてきたが、今回は｢アト

リエスタ｣の存在の効果を調査し、｢戸外

アートコーナー｣の再検討や教師の指導

力を検討する。

２ 研究の方法

(1)���オーストラリアにおける保育･幼児教

育の特徴について情報収集(調査１)

現地調査に先立ち、保育・教育制度

とその成り立ちについて、先行研究と

幼児主導の制作活動を促進するための
｢ 戸外アートコーナー ｣ の充実と教師の指導力

椙山女学園大学附属幼稚園　教諭

山田　祥世

〜オーストラリアの幼児教育調査から〜
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オーストラリア連邦のホームページの

資料をもとに情報を収集する。

オーストラリアと日本では教育制度

や用語の定義が異なることが多い。例

えば、オーストラリアでは保育・幼

児教育を指す用語として｢ECEC(Early 

Childhood Education and Care)｣１)が

｢National Curriculum(以下、ナショナ

ルカリキュラム)｣２)などに引用されてい

るが、首藤は｢ECECに直接対応する日本

語が見当たらない」(首藤：2006 p.241)

と述べている。このように、日本の保

育・幼児教育における用語の日本語訳

は概念的に直接当てはまらないことが

多い。そのため、事前に情報を収集す

る必要がある。

(２)�現地調査 (調査２)

2018年8月7日(火)～8月17日(金)に

A Preschoolでの参与観察、参加実習、

インタビュー調査を行った。それに先

だって、保育方針、保育内容、設備等

の現状等を把握した。インタビュー

調査はG園長、H教諭、I教諭の3人のス

タッフに対して行った。以下の3点に重

きを置き、｢戸外アートコーナー｣の充

実と教師の指導力向上に資する知見を

得た。

① カリキュラムにおける｢アトリエスタ｣

　 としての｢Artist Educator｣の位置付け

②｢Artist Educator｣の活動内容

③ ｢Artist Educator｣の思いを教師間で

どのように共有し連携するのか

また、本稿では園名は実名とせず、A 

Preschoolとして表記する。

(３)�考察

上記①～③を考察し、それらを踏まえ

て｢Artist Educator｣の存在の効果を明

らかにし、｢戸外アートコーナー｣を再検

討する。

３  オーストラリアの保育・幼児教育の

特徴とその背景(調査１)

オーストラリアは、多民族国家であ

る。2018年の人口は2500万人になると

推定される。近年では、中国やインド

をはじめとするアジア諸国の国籍を有

する移民が増えてきている３)。コミュ

ニケーションは英語で行われている

が、多国籍国家のためネイティブでは

ない英語が飛び交っている。保育の場

面でも、保育に携わるのに必要な資格

を有する者は、多国籍であることが多

い。女性の社会進出による長時間保育

希望者の増加や待機児童の増加で、政

権が施設の増設を公約に掲げたり、ECEC

に携わる有資格者が不足したりしてい

る状況は、日本と同様に起きている。

以下に、オーストラリアの教育制度等

１)  首藤美香子 ,2006,「OECD の ECEC 政策理念と戦略－ "StartingStrongII:EarlyChildhoodEd
ucationandCare"(2006)

－ OECD'sIdeologyandStrategyonECECPolicy － "StartingStrongII:EarlyChildhoodEducat

ionandCare" (2006) －」,『国立教育政策研究所紀要第 138 集』,p.241
２)  National curriculum　https://www.australiancurriculum.edu.au/( 平成 30 年 8 月 31 日

接続確認 )。
３)  

豪政府統計局 (ABS)「国勢調査 2017 年」　http://www.abs.gov.au/( 平成 30 年 8 月 31 日接
続確認 )。
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について述べる。なお、カリキュラム

や教育制度に関しては、筆者が参与観

察したNSW州の教育制度である。

(１)���NSW州の教育制度とカリキュラム

について

オーストラリアでは憲法(1901年制定)

により、教育に関する事項は各州の責

任とされている。つまり、義務教育年

限や初等教育、カリキュラムなど各州

によって異なる特徴がある。これは、6

州の独立性が強いといった歴史的な背

景によるものである４)。しかしながら、

急速な近代化に伴い、連邦政府は世界

水準の教育を目指すため国を挙げて教

育改革に介入し始めた。グローバル化

に対応するために国家をあげた指針の

必要性が高まったことを受け｢ナショナ

ルカリキュラム｣が策定された。

｢ナショナルカリキュラム｣は、英語、

算数、数学、科学、人文、社会科学(歴

史、地理、経済とビジネス、市民生活

とシティズンシップ)、アート、言語、

健康と体育、テクノロジーという10科目

で構成されており、アートの領域は、

更に｢Dance｣、｢Drama｣、｢Media arts｣、

｢Music｣、｢Visual arts｣の5つにカテゴ

ライズされている５)。

オーストラリアでは、｢ナショナル

カリキュラム｣に基づいてそれぞれの

学校機関が独自のカリキュラムを作成

する。ECECにおいても、就学前教育の

カリキュラムとして、｢Early Years 

Learning Framework｣(EYLF)がある。

｢幼い子どもたちの可能性を最大限に

伸ばし、その後の学習を成功へと導く

ための基盤づくりの機会を提供する支

援を行うこと｣６)を意図している。NSW

州のECECの施設は、EYLFに基づいた

｢Philosophy｣(日本でいう｢保育方針｣｢教

育課程｣に該当するものだと考える)を各

保育・教育施設で掲げているのが一般

的である。

また、NSW州の義務教育は6歳～16歳

までで、K Class(Kindergarten Class)

0年生と1年生～10年生と呼ばれる学年

がある。小学校はそのうちの7年間であ

る。年齢でいうとK Classは5～6歳で、

日本の年長児に相当する。NSW州では、

6歳になるまでに小学校に就学すればい

いというルールであり、子どもの発達

状況に応じて、適している時期を先生

や保護者が判断し、相談して決める。

つまり、1学年の中にいろいろな年齢の

子どもが在籍していることになる。1月

下旬が新学期で、7月31日が区切りであ

る。日本の1学年同年齢といった年齢で

区切ったシステムにはなっていない。

４)  杉本良夫 ,2000,『オーストラリア多文化社会の選択』 岩波新書
５)  青木麻衣子 ,佐藤博志 ,2014,『オーストラリア･ニュージーランドの教育』　東信堂
６)  

Early Years Learning Framework　https://www.education.gov.au/early-years-

learning-framework-0( 平成 30 年 8 月 31 日接続確認 )
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Table3　有資格者一人あたりの3歳以降の子どもの数について

年齢 オーストラリア７) 日本 (保育園 )８) 日本 (幼稚園 )９)

3歳 11人 20人 35人以下原則

4歳 11人 30人 35人以下原則

5歳 15人

(就学前に限る)

30人 35人以下原則

Table1　施設の名称と概要

施設の名称 概要

Long Day Care 長期デイケア施設。0歳から5歳。

子どもを預かる時間が8:00～18:00と長い。

Occasional Care 一時預かり施設。

Family Day Care 家庭的ケア施設。少人数制。

Preschool 3歳から5歳(例外的に2歳も預かる)。

子どもを預かる時間は，9:00～14:00か15:00

(２)�NSW州のECECを実施する主な施設、保育者の資格、子どもの数(Table1,2,3参照)

Table2　 NSW州のECECに携わる際に必要な資格

資格の名称 概要

CertificateⅢ オーストラリアの保育園で働く最低限の資格である。

おおよそ9か月から1年ほどで取得可能。

Diploma カリキュラム構成や書類仕事を行う。クラスの主とな

る者が持つ資格。取得には2～3年かかる。

Bachelor Degree
( 教育学士 )

Ear ly  Ch i ldhood  Teache rとして小学校就学前の

Kindergartenクラスを担当することができる。園長は

この資格を有するのが望ましい。大学で取得する。

７)  National Quality Framework( 国家基準については以下のサイトを参照 )　https://www.

acecqa.gov.au/nqf/educator-to-child-ratios( 平成 30 年度 8月 31 日接続確認 )
８)  厚生労働省，「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」　https://www.mhlw.go.jp/

bunya/kodomo/pdf/tuuchi-04.pdf( 平成 30 年 10 月 1 日接続確認 )
９)  

文部科学省 HP，「幼稚園教育の現状」　http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/

chukyo3/004/siryo/attach/1398638.htm( 平成 30 年 10 月 1 日接続確認 )
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10)  Australian Children's Education and Care Quality Authority　https://www.acecqa.
gov.au/( 平成 30 年 8 月 31 日接続確認 )

11)  山田真紀 ,三田郁穂 ,山田祥世 ,石橋尚子「大学と附属幼稚園の共同研究の試み 第一報告 
─シドニー市の公立幼稚園でのインターンシップとその後の展開─」『椙山女学園大学教育
学部紀要 9号』,p.206

４ 現地調査で明らかになったこと(調査２)

(1)�A�Preschoolの概要

　A Preschoolは、オーストラリア連邦

NSW州シドニー中心部より4キロほど南

西にある閑静な住宅地にある、日本の

幼稚園に相当する公立の施設である。 

　Australian Children's Education 

and Care Quality Authority10)による評

価と格付けによると、A Preschoolは、

国家基準を十分に満たすと判断され、

優秀であると評価を受けている。優秀

との評価を得て、それを保持している

のはオーストラリア連邦全土で20園あ

り、その中の1つである。

①�A�Preschoolの園児数とスタッフ

　A Preschoolでは、主に3歳から6歳

までの幼児(4歳が優先)が通う。A 

Preschoolは1日約7,000円と高額な保

育料ため、毎日来園する子どもは少な

い。子どもの構成は毎日変わる。年齢で

クラス分けをしておらず、全体で1日

50名の定員になるように通園児を調整し

ている11）。筆者が参与観察した期間は、

45人から46人(出席者のみ)であった。

　そこで働くスタッフの構成は、25

人以上の子どもがいる施設なので、

Bachelor Degreeを有する者2人、

Diploma2人、CertificateⅢ2人であっ

た。障がいを持つ子どもがいるとき

は加配スタッフが1人増員される。ス

タッフの担当する場所は決められてい

て、戸外に2人、各室内(室内には後述

するように3部屋ある)に1人ずつ配置

されていた。

②�A�Preschoolの施設状況

　戸外にはオーストラリア固有の木々

が植えられ、砂場やスティッキーハウ

ス (枝で作った小屋 )、2台のブランコ、

太鼓橋のような梯子遊具、登ることが

できる木がある (Figure1 参照 )。

Figure1

A Preschool の

見取り図
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　建物は平屋で、室内は｢Dining Room(以

下、ダイニングルーム)」と「Constructing 

Room(以下、コンストラクティングルー

ム)」と「The Art Studio(以下、アート

Figure5　小麦粉粘土コーナー

スタジオ)」(Figure2,3参照)の3部屋あ

る。軒先にはアートコーナーが2か所設

置されている。(Figure4,5参照)

Figure3 アートスタジオ 土粘土コーナーFigure2 アートスタジオ 全体像

Figure4　固形絵具コーナー

③�A�Preschoolにおけるレッジョ・エ

ミリア・アプローチの影響

　A Preschoolが影響を受けているレッ

ジョ・エミリア・アプローチは、北

イタリアの都市Reggio Emilia(レッ

ジョ・エミリア)で実践されている幼

児教育である。このアプローチの特徴

は、以下の4点である12)。

・ 「アトリエスタ (美術専門家 )」と「ペ

タゴジスタ ( 教育専門家 )｣ という

スタッフが配置され、専門性を発揮

している。「アトリエスタ」が活動の

中心を担う「Atelier( アトリエ )」

という空間が用意されている。

・ 活動のプロセス ( 子どもが発した言

葉、様子、保育者とのやりとりなど )

を記録した「Documentation( 以下、

ドキュメンテーション )」を作成し、

保護者や地域に対して発信している。

12)  カンチェーミ・潤子 ,秋田 喜代美 ,2018,『GIFTS FROM THE CHILDREN 子どもたちからの
贈りもの―レッジョ・エミリアの哲学に基づく保育実践』, 萌文書林
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・ 子どもの興味、関心を長期間に渡って、

保育者もチームの一員として子

どもと対話しながら進めていく

「Projects( 以下、プロジェクト活

動 )」がある。

・ 「保護者も保育者も子ども」も対等な

立場とし、保護者は保育の中で重要

な要素と位置付けられており、様々

な活動への参加が期待されている。 

　以上のレッジョ・エミリア・アプロー

チの特徴にあるように、A Preschool

では、子ども一人ひとりの育ち・学び

の記録「ドキュメンテーション」がある。

その記録はアプリケーションを利用し

てコメントや画像などを載せて管理さ

れている。担任制ではないので、子ど

もにかかわったときの状況を、携わっ

たいろいろな教師、保護者が記録する。

(2)�A�Preschoolの｢Our�Philosophy｣

A Preschool は、オーストラリア

政府の EYLY を柱に、園の実情に即し

た「Our Philosophy」を作成している

(Figure6,7 参 照 )。「Our Philosophy」

は、「理念」「教師のかかわり方」「学

びの環境」「地域との連携」「プロジェ

クト活動記録」と大きく分けて5項目

で構成されており、50 ページほどの

冊子にまとめられている。その中でも、

本研究に直接関係する部分である「学

びの環境」に注目してみる。

「学びの環境」の中では、「学びの環

境と教育の実践は、本質的にリンクさ

れている」(「Our Philosophy」p.3)

と書かれている。室内は ｢ダイニング

ルーム｣と ｢コンストラクティングルー

ム ｣ と ｢ アートスタジオ ｣ の 3 部屋に

分けられている。その 3 部屋のうち、

表現活動にかかわる部屋は、「コンスト

ラクティングルーム｣と ｢アートスタジ

オ ｣ の 2 つである。その 2 つの部屋が

果たす役割についても言及されている。

「コンストラクティングルーム ｣では

｢子どもたちの好奇心、探求心、問題解

決のスキルを刺激することができるよ

うに構成されている｣(｢Our Philosophy」

p.4) と記されている。ここは、「子ども

たちは、このスペースを使って、殻、種

子の莢、樹木の切れ端、棒などの天然素

材を加えた木製ブロックで建築してア

イディアを表現する。紙、厚紙、接着

剤、粘着テープ、はさみ、筆記具等に

アクセスする ｣(｢Our Philosophy｣p.4)

ことができる部屋となっており、「子

どもたちが計画にかかわり、彼ら

の意見や提案ができるようにする。

Figure7　Our Philosophy の詳細Figure6　EYLF と Our Philosophy
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(３)参与観察・参加実習記録から

①�参与観察記録｢小麦粉粘土でピザを作る｣

　 2018年8月9日(金)午前9時40分～午前

10時40分。

　I教諭(タイ出身、戸外エリア担当)は、

B児と一緒に小麦粉粘土コーナーにやっ

てきて座った。子どもが粘土(小麦粉粘

土ようなもの)を使って遊びたいと言っ

たようだ。I教諭は、B児に対して「(小

麦粉 )粘土で何がつくりたいの？ ｣と

こうした建設的な行動を通して、子

どもたちは、計画、設計、交渉、協

力、問題解決、トラブル解決などの生

活に必要なスキルを発見する ｣(｢Our 

Philosophy」p.5) とあり、環境が構成

されている。

「アートスタジオ ｣ は、「アートをす

る者が意味を表現し、創造的な可能

性を探求し、感覚体験に従事する場

所 ｣ で ｢ 視覚芸術、音楽、ドラマなど

の創造的芸術を探索できるスタジオと

して意図的に設計されている ｣(｢Our 

Philosophy」p.5) とある。「1日中子ど

もが遊ぶためには開いていない。芸術

に焦点を当て、計画されたグループの

ための集会場であるという特定の目的

を持っている ｣(｢Our Philosophy」p.5)

とも示されている。ここには、「高品質

の塗料、紙、クレヨン、パステル、鉛筆、

木炭、粘土、天然素材、ワイヤーと彫

刻素材、リサイクル素材などのリアル

で審美的なリソースで構成されている。

他には、スカーフ、小道具などの衣装

だけでなく、さまざまな楽器がある」

(｢Our Philosophy」p.5) と道具が紹介

されている。

聞いて、B児の興味を引き出していた。

B児が「食べ物を作りたい。」と言うと、

I 教諭は「何をつくろうか？」と聞き

きながら、自分の手元を動かしはじめ

た。B 児は I 教諭の手元をじっと見て

いたので、I 教諭はそのまま粘土をこ

ねて作り始めた。力を入れていくと、

ボールであった粘土は蛇のように伸び

ていく。この様子を I 教諭は言葉を使

用して細かく表現している。子どもに

伝えるために発言しているのではなく

て、変化していく様子をただ言葉に変

換していた。例えば、「この粘土を押す

とどうなるだろう。」「そうだね。つぶ

れるね。」「手を動かすと、ボールのよ

うになる。机の上でやってみて。」「同

じ方向に力をいれると ( 手を取りなが

ら )のびてくるね。」「何に見える？」「そ

う、蛇か、蛇みたいだ。」それを聞いた

B 児は、蛇のように長くなった粘土を

見て「パスタを作りたい。」と言う。楽

しそうな雰囲気に引き付けられた子ど

もたちが集まってきた。

　遊びが盛り上がってくると、ピザを

作っていた C 児の粘土を、D 児が取っ

た。C 児がピザを作る様をはじめから

見ており、C 児と I 教諭のやりとりを

見て D 児も遊びに参加しているつもり

になっていたようだ。I 教諭は見守り、

子ども同士で解決するのを待ってい

た。D 児が粘土を持って C 児から離れ

て、庭に行ってしまった。C 児は、手

元に残っている粘土で、ピザの上に乗

せるトマトを作っていた。するとそこ

に、D 児がローズマリーの葉っぱを混

ぜた粘土を持ってきて C 児に渡した。

ローズマリーが混ぜられた粘土を見て、
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「おいしそうな、スペシャルな粘土だ。｣

と I教諭が言う。その粘土を活かして、

C児は「わさび入りのピザだ！」とイメー

ジが広がっていく姿が見られた。

②�参与観察記録｢絵の具コーナーのE児

とF児」

　2018年8月14日(月)午前9時10分。

H 教諭 ( オーストラリア出身、アー

トスタジオ担当 ) は、アートスタジオ

の環境を整えていた。環境構成は、前

日と同じであり、土粘土コーナーと絵

具を準備している。絵具は、薄めずそ

のまま使っている。色は、赤、黒、黄

色、青 ( 前日は、黄色、青、藍色、白、

翌日は、茶色、黄色、オレンジ、赤が

準備されていた )。イーゼルを4台設置

し、イーゼルの間に4色の絵具を置い

た。E 児は、アートスタジオにやって

きて、「ローラーペインティングがやり

たい。」と H 教諭に伝えてくる。H 教諭

は、E 児が昨日もアートスタジオに来

てローラーを使用して色が重なること

を楽しんでいたことを知っており、「筆

がいい？ローラーがいい？」道具を選

択できるようにしていた。E 児は、「筆

がいい。」と希望し、E 児は準備された

Figure9 パレットに準備されている絵具Figure8 黒色の絵具で重ね塗りした作品

絵具を利用して赤、黄色を重ね塗りし

ていく。そして、黒の絵具を出して、

赤と黄色の絵具の上に重ねた。昨日、

重ね塗りを十分にしていた子どもだっ

たこともあり、色を重ねることそのも

のを楽しめるようにした。H 教諭は、

紙全体が黒くなろうとも、手や服につ

いても、子ども本人が楽しんでいるこ

とを見守り、没頭できるようにした。

F 児は、E 児が描いている姿を見てお

り、イーゼルが空いたことをきっかけ

に描き始めた。F 児は絵具に黒を何度

か塗り重ね、その上に青色を塗り重ね

始めた。青であれば、黒色の絵具の上

に青色がのり、真っ黒ではない色がで

きあがる。何度も塗り重ねたことで青

色が足りなくなると、「先生、青色を

補充して。」と要求する。H 教諭は「ど

れくらいいるの？」と要求にすぐ応じ

ていた。黒い絵具であるのに、青色が

認識できる色の濃さに興奮して、「H 先

生こっちにきてみてよ！」と言う。す

るとH教諭は子どもの側にきて、「わぉ、

素敵な色ね。宇宙かしら？ダークなブ

ルーの色がいいわね。」と F 児の行動

を認めていた (Figure8,9 参照 )。
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(4)�インタビュー調査

2018年8月14日(火)に3人のスタッ

フに対して、以下の2つの質問をし

た。G園長は、Bachelor Degree有資格

者である。統括をしているが、一教諭

として保育にも携わる。H教諭は、アー

トスタジオを担当している。Bachelor 

Degree有資格者であり、教諭の中心的

な存在である。I教諭は、戸外エリア担

当している。CertificateⅢ有資格者で

あり、3年前の訪問時はアートスタジオ

を担当していた。園で唯一の男性職員

である。

①G園長の回答

「アトリエスタ」という表現は、A 

Preschool では使われておらず、ここで

は、「Artist Educator｣ という言葉が適

当であると指摘された。ここから、「ア

トリエスタ ｣ という呼び名はオースト

ラリアの ECEC の現場では一般的ではな

いことが判明した。しかも、レッジョ・

エミリア・アプローチの「アトリエスタ」

は芸術の専門家として携わっているの

に対して、A Preschool では ECEC に必

要な有資格者であれば、誰でも ｢Artist 

Educator｣の役割を担うことができると

いうこともわかった。

②H教諭の回答

H教諭の発言から｢Artist Educator｣

の具体的な役割が3点わかった。第一

に、子どもに自然物や自然にある素材を

紹介して、それがどんなものであるのか

理解できるように知らせ、使えるように

して、子どもが自分でクリエイティブに

できるようにすること。第二に、自分

たちの中にある創造性を理解して、自

分が何者なのか理解していく手助けを

すること。第三に、そのために、教師

が持つリソースを可能な限り紹介して

いくことも大切なこと。

③�I 教諭の回答

「子どもたちにしてほしいこと、知り

たいと思っていることなど、それら要

求に応えることができるように努める

ことが役割だ。｣ と言葉を選んでゆっ

くりと答えてくれた。参与観察記録「小

麦粉粘土でピザを作る ｣ での I 教諭の

姿と発言は一致しており、非常に納得

できた。

質問 2「『アトリエスタ』の役割を教

師間でどのように連携しますか？し

ようと思いますか？」

①G園長の回答

「私たちは学びについてどう考えて

いるのか」「部屋についてどう考える

か」と全員が話し合って、同じ考えを

共有しています。それを可視化します。

反省し、vision として明らかにして何

度も書き直します。他教師の vision

を読み、その教師の援助をします。す

べての教師が力を持っていて、教師と

してここに存在しているのだから、自

分の考えたことをやればいいと思って

います。スタジオの教師がおらず、他

教師がスタジオに入った時、その人の

vision が加えられます。他教師が代

わりに入ったとしても、元のスタジオ

の教師の vision は生きたままそれに

追加されるような感じではないでしょ

うか。」

質問 1「あなたは，『アトリエスタ』

の役割とは何であると思いますか？」
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②H教諭の回答

「プロジェクトを教師間で連携する

ことに関しては、他の教師のアイディ

アがあれば一緒に行うし、どんな材料

が必要なのか子どものアイディアを活

かし、一緒に準備をします。G 園長は、

音楽をよく使うので、彼女のアイディ

アを活かして、結びつけられることは

アートスタジオでつなげていくことも

します。」

③�I 教諭の回答

「アートスタジオにいるH教諭が私に

してほしいこと、H教諭が子どもたちと

一緒にしたいことが何であるのか話し

合って、一緒に行っています。H教諭

がリーダーとなり活動しているときに

は、率先して片付けをしたり、1対1で

対応した方がいいと思われる子に寄り

添ったりして、フォローすることを大

切にしています。もちろん、子どもの

ことで気になることがあれば、スタッ

フ全員に伝えています。」

インタビュー後には、3人のスタッフ

から日本の教育事情について質問を受

けた。3人が特に関心を示した質問は、

「日本の教師一人当たりが担当する子

どもの数」であった。先述のTable3で

示した定員数を伝えると、3人とも定員

数の多さに驚いていた。このように、

これまで述べてきたA Preschoolの一人

ひとりに寄り添う保育を日本で行うに

は定員の問題が大きく立ちはだかる。

現状は、一人ひとりの表現の豊かさを

インタビュー後の対話から

追求するより、集団における個の育ち

に重点を置かざるを得ない。単純に A 

Preschool で見たことを現在の日本で

反映することは難しい。

５ 考察

(1)��｢アトリエスタ」としての「Artist�

Educator」の存在の効果について

①�カ リ キ ュ ラ ム お け る ｢ A r t i s t�

Educator｣の位置付け

A Preschool の「Our Philosophy」・

参与観察記録・インタビューから、A 

Preschool の「アートスタジオ」には、

専属の「Artist Educator」がおり、子

どもの興味関心に寄り添い、対話の中

から見出された学びが広がるような言

葉をかけて、丁寧にかかわっているこ

とがわかった。G 園長の発言から、本

来レッジョ・エミリア・アプローチに

おいて配置されている「アトリエスタ」

と全く同じではないとしても、その役

割は非常に似ていると考える。

さらに、H 教諭のインタビューでは、

「アートスタジオ ｣における子どものク

リエイティブな活動を重視している発

言がある。これは、EYLF の学習成果の

項目の一つである ｢ 子どもたちは効果

的なコミュニケーターである ｣ の一部

に ｢図画、絵画、彫刻、演劇、ダンス、

動き、音楽、ストーリーテリングなど

のクリエイティブアートを使ってアイ

ディアを表現し、意味を理解する ｣13）と

の記載と関連があると捉えることがで

きる。カリキュラムの中でアートが子ど

ものコミュニケーション学習において

13)  Early Years Learning Framework　p.42
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重要な位置付けとして捉えられている

ことがわかった。A Preschool のカリ

キュラムにおいて「Artist Educator」

が担うアートを活用したプロジェク

ト活動は、A Preschool の学びを具現

化する柱であるといえよう。ここか

らもカリキュラムにおける「Artist 

Educator」の位置付けは重要なもので

あるといえる。

②�｢Artist�Educator」の活動内容

参与観察記録「小麦粉粘土でピザを

作る」からは、子どもの行動すべてを

I 教諭が意識的に言語化していること

がわかる。言語化することは、子ども

の思考が深まる過程で必要な一つの要

素であり、日本の幼児教育でも同様に

行われている働きかけである。D 児が

粘土にローズマリーの葉を混ぜて持っ

てきたときの I教諭が発した言葉は「お

いしそうなスペシャルな粘土だ！」で

あった。粘土に葉を混ぜれば、次に使

用するときに取り除く必要があり、そ

の困難さから同じような言葉をかける

ことができる教師がどれほどいるだろ

う。この言葉を発した I 教諭の豊かな

感性に驚かされた。I 教諭の子どもに

向き合う姿勢や対話力、発想力は、子

どもとの関係性を築く上で大切なこと

であり、どの教師もこういった感性を

磨く必要がある。

参与観察記録「絵の具コーナーの E児

と F児」からは、環境設定において教師

主導ではない柔軟な対応の重要性を読み

取ることができる。ここでは、あえて黒

色の絵具が準備されていた。黒色の絵具

を出せば、他の色の特徴が打ち消されし

まうことは、保育に携わるものであれば

容易にわかることである。したがって、

絵具を準備するときに黒色をあえて選

択しないというのも、多くの教師が一

致する意見であろう。あえて黒色の準

備をする H 教諭の意図は、子どもの興

味に寄り添ったものであった。作品と

してのできあがりは彼女にとっては重

要なことではなく、そのプロセスに重

点が置かれていた。色が混ざること、

黒色の特徴を体験から知る機会を与え

ていた。更に、敬遠されがちな色をあ

えて使うことで、子どもの興味をも引

くねらいもあった。こういった内容の

活動は、個の経験がより豊かになるも

のであるといえよう。

この2つの事例から、「Artist Educator｣

の活動内容は、結果ではなくプロセス

に重きを置かれた活動を支えており、

子どもと対等な立場で対話をしながら

進めていく極めて地道なものであるこ

とがわかる。

③��｢Artist�Educator」の思いを教師間

でどのように共有し連携するのか

3人のインタビューを通して、椙山幼

稚園との共通点と相違点を見出すこと

ができた。

共通点の一つ目は、教師同士の思いを

尊重する姿勢である。3人のA Preschool

の教師は「話し合う」｢一緒に」をキー

ワードとしてインタビューに応じてい

た。それぞれの教師が話し合うこと

で、子どもの姿を多角的に捉えること

ができるようになる。これは、椙山幼

稚園でも大切にしていることだ。共通

点の二つ目は、教師の思いである。H教

諭は、「私が持つリソースを可能な限

り紹介していくことも大切なこと｣と
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発言している。I教諭は、「子どもたち

がしてほしいこと、知りたいと思って

いることなど、それら要求に応えるこ

とができるように努めること」と発言

しており、この2人のインタビューから

は、子どもに寄り添いたいという思い

が読み取れる。こういった思いを実現

させるために真摯に子どもに向き合う

姿は、同じ教育者として非常に理解で

きる。

一方で、日本では受け持つ子どもの人

数の多さが明らかに多く、日々業務に

追われている。現在の日本では、一人

ひとりの教諭の力量だけでは、カバー

しきれない。だからこそ、教師間の連

携が重要になってくる。この教師間の

連携が園全体の指導力を向上させる大

きな力になる。その点で、A Preschool

と椙山幼稚園の教師間連携の相違点か

ら、指導力向上のヒントを見出した。G

教諭のインタビューでは、「vision は

全員の話し合いで決めるとする一方で、

それぞれの教師に力があるとされ、そ

れぞれの教師が持つ vision は尊重さ

れ、教師が変われば新しく vision が加

えられる」と表現されている。確かに、

A Preschool の教師がする子どもへの

アプローチは様々であった。一方で、

椙山幼稚園は、一学年が複数クラスの

学年団で子どもの育ちの現状を捉えて

ねらい (目標 )を立てる。報告・連絡・

相談を始め、阿吽の呼吸で活動をすす

めることや、活動内容の反省点や改善

点の共有や、育てたい子ども像を話し

合うことなどの一連の動きを教師間の

連携と認識している。この連携の仕方

は、子どもに同じ経験ができるように

保証するという点において非常に有効

であるが、活動内容が学年団で横並び

になる恐れがある。A Preschool と椙

山幼稚園とでは、規模や文化が違うた

め「vision」に適合する日本語はないが、

「育てたい子ども像」としたとき、「教

師が変われば新しく vision が加えら

れる」という考え方を取り込めば、椙

山幼稚園の教師一人ひとりが運営する

活動内容がより充実するのではないか。

活動内容が充実すれば、教師間でよい

緊張感が生まれ、指導力が切磋琢磨さ

れる。必然的に園全体の指導力が向上

すると考える。

(２)�｢戸外アートコーナー」の再検討

現在置かれている椙山幼稚園の子ど

もの定員、教師の人員配置、環境で、「戸

外アートコーナー」充実と教師の指導

能力の向上をめざすには、どうしたら

よいのか。「戸外アートコーナー」の更

なる充実については、次の3点を改善の

ポイントにしたい。①「戸外アートコー

ナー」は存在していること自体に価値

があると認識すること ②「戸外アート

コーナー」は、オープンエンドな空間

として存在すること ③何度も繰り返す

経験ができるように、十分な時間が確

保されること、この3点を教師間で共有

していく。

教師の指導能力については、次の2点

に留意して向上に繋げていきたい。第一

に、領域を横断した総合的な指導を意

識した指導計画を立案し実践する。椙

山幼稚園では、よりよい教育をめざし 

PDCA サイクルを実施し指導計画の再構

築をしている。再構築は、領域ごとに
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多くの的確な助言、ご指導をいただき

ました。心より感謝いたします。

平成30年度海外研修員

研修先： オーストラリア連邦／ NSW 州

シドニー市 A Preschool

振り返ると、焦点が絞りやすいという

利点から、基本的に領域ごとになされ

ている。指導計画の立案は、領域を超

えた柔軟な発想で子どもの活動を捉え

て、指導計画に反映させていかなくて

はならないと考える。

第二に、学びのプロセスを大切に

するという意識を持つことである。

A Preschool の教育者は、すべての

活動に学びがあり、無駄なことなど

ないと認識していた。何度も同じこ

とを繰り返し試すことができるよう

に、じっくりと取り組む時間を確保

していた。特に「戸外アートコーナー」

での教師のかかわりは、一人ひとり

の学びのプロセスに目を向け、子ど

もに何が育ったのか見極めることが

重要だ。プロセスを可視化して、保

護者と共有することが私たち教師に

求められていると考える。

無計画のように見える「戸外アート

コーナー」での活動に「アトリエスタ」

のような専門的な技術を有する教師の

存在が必要である。しかしながら、そ

れは現状では難しい。A Preschool の

｢Artist Educator｣ のように、一教員

でありながら「アトリエスタ」のよう

な専門性を身に付けるために、今後も

学びを深めていく機会を増やしていき

たい。
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