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これは，一般的に高校で学ぶ英語が「受験英

!．はじめに

語」と称されているとおり，受験のために必

昨今，中学校・高等学校における英語教育

要な能力を身につけさせることが英語教育の

に対する否定的な見方が広がっている。これ

重要な目的であることに変わりがないためで

は，中学・高校という６年間に渡って英語を

ある。先述の Listening 力強化の動きについ

学習してきたにもかかわらず，ほとんどそれ

ても，センター試験への導入を考慮すれば，

を活用することのできない生徒が大半を占め

これもまた受験対策のための教育と位置づけ

ている状況に起因するものである。

られる。

日本の英語教育は世界の中では独特な方針

こうした受験英語を経て大学へと入学して

に基づいて行われていると言われている。一

くる学生の英語に対するイメージは，あまり

般的な教育方法としては，中学も高校も，そ

芳しいものではない。「文法の授業」
「単語の

れぞれの学習指導要領に基づき，文法教育や

暗記」
「長文の翻訳」等が英語教育であると考

英文和訳・和文英訳といった翻訳を中心とし

えられており，英語を情報伝達のためのもの

ている。

と位置づける見方は非常に乏しい。もちろん，

近年様々な批判を受け，英語教育の方針に

すべての学生がそうではなく，外国語学部に

は多少の変化が見られる。例えば，SELHi
（Su-

入学する学生は英語教育そして英語に対して

per English Language High School）の導入や

より肯定的なイメージを持っていると思われ

AET（Assistant English Teacher）の活用など

る。しかし，それ以外の学生の間で，特に受

を行い，Listening 力の強化が図られてきた。

験科目として英語を選択することなく大学入

しかしそこでの英語教育が文法教育を中核

学を果たした学生の間での英語教育及び英語

に据えた教育であることは揺らいでいない。

のイメージは概して暗くつまらないものとさ
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"．英語学習への学生の意識

!．大学における教養英語科目

こうした「コミュニケーションのための英

こうした学生たちが大学入学後に受講する

語」という認識は徐々に拡大しており，英語

のが教養英語科目である。本学では１年次前

学習の目的もそちらへ移行しつつある。例え

期に英語!が設けられており，中国語との選

ば２
０
１
０年からの導入が検討されている小学校

択履修であるものの，８
０％以上の学生が受講

での英語活動導入は，まさしく「コミュニケー

している。現在４人の教員が英語!を担当し

ションのための英語」を身につけさせること

ており，いずれもネイティヴの教員である。

を目的とするものであり，正確さではなく，

教養英語科目の目的は高校までの英語教育
とは異なる。教養英語科目は Communicative

英語学習の楽しさや伝え合うことの面白さの
理解が重視されている。

English の授業であり，文法的に正しい英語

また，日本において英語教育が論じられる

について学ぶ場ではない。その目的は，思っ

場合，「英語が話せない」あるいは「聞いて

ていることや感じていることを伝える技術を

も分からない」という面に注目されることが

身につけることにあり，そこにネイティヴの

多く見られ，英会話に対する志向が強い。学

教員が担当する意義がある。

校以外の英会話教室に通う学生や終業後に学

高校以前の段階でもネイティヴが ALT と

ぶ社会人も少なくない。しかし，それと同時

して授業に関わる例は近年増加している。し

に身について使えるようになるまで継続せ

かし，ALT は英語教育に関する十分な教育

ず，途中であきらめてしまう割合が高いのも

やトレーニングを受けておらず，「単なる外

事実である。吉田研作も指摘しているとおり，

国人」である例が少なくない。このため，英

日本人は一般的に，理想が高いがために途中

語教育に関する知識や技術を持たない ALT

であきらめてしまう傾向が見られる１）。また，

の役割は拡大することなく，英語教育のあり

自身の英語力に対する評価が極めて低く，

方にも大きな変化が起こらないのが現状であ

様々な知識をもっているにもかかわらず，自

る。

分はできないと考える場合も多い。
しかし，特に会話で用いられる話し言葉は，

ただし，ALT の役割は必ずしも英語教育
の支援だけではない。ALT が関わることに

母語であっても時には誤りを含むものであ

より，国際理解を深めるという側面も重要で

る。日本人であっても敬語や慣用句が正確に

あることには注意が必要である。

使いこなせない例が少しも珍しくないのと同

これに対して大学の教養英語科目を担当す

様に，英語もまた，ネイティヴであっても時

るネイティヴ教員は，第二言語習得や英語教

には間違えることのあるものである。それに

育，コミュニケーション論などを専門とする，

もかかわらず日本人は，正確な日本語を覚え

教育の専門家である。これらの教員は英語学

ることを何より重視し，また正確でなければ

習に正確さを求めるのではなく，それを通じ

使ってはならないと考えているかのような傾

てコミュニケーションがとれるようになるこ

向さえ指摘できる。このような思考の傾向が，

とを目的として，教育を行う。そしてそれが

英語学習を苦痛で大変なものであると考えさ

同時に，大学の教養英語科目の目的とも重な

せ，英語はコミュニケーションの手段である，

るのである。

すなわち情報を得たり与えたりするものであ
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るとの認識から遠ざけている側面があるとい

トを行い，英語!を通しての意識の変化を明

える。

らかにした。有効回答数は２
４
８である。

もちろん，多大な時間とエネルギーを用い，

質問は，プレテストでは大きく２つのグ

理想を高く持って英語学習を行ってきても，

ループに分けて行った。１グループは，大学

英語の学力には差が生じる。しかし，６年間

入学までの教科としての英語や英語学習に対

の教育の結果として，たとえ英語が苦手で

する認識を問うもの，２グループは現在の英

あっても，学力不足を理由として大学の教養

語学習に対する意識や意欲を問うものであ

英語科目の単位が習得できない学生はごくわ

る。ポストテストでは授業を通じての意識の

ずかに過ぎない。問題は学力の不足ではなく，

変化を明らかにするため，２グループについ

学習意欲の不足にあることのほうが圧倒的な

ての質問のみ実施した。

のである。そうであるとすれば，もともと正
確さではなく英語によるコミュニケーション

１．英語学習に対する意識―１グループの結

を主たる目的とする教養英語科目においてネ

果より―

イティヴ教員が重視すべきは，学生の英語力

!グループの質問項目とそれに対する回答

を向上させることではなく，英語によるコ

を集計したのが表１である。

ミュニケーションや自己表現に対する抵抗感

表１ 英語学習に関する意識調査結果

を和らげ，間違いを恐れずに自分の考えを伝
そう思わ あまりそう 少しそう そう思う
ない
思わない 思う

えることに対する意欲を持たせることだとい
える。

１―１ 英語は好きな教科でしたか。

４
７

５
５

２
７

３
１

教養英語科目を学生が受講する期間は大学

１―２ 英語は得意な教科でしたか。

８
１

４
９

２
３

７

や専門領域によって異なるものの，授業は基

英語学習は必要だと思ってい
１―３
ましたか。

３

１
３

５
２

９
２

１―４

大学に入っても英語学習を続
けたいと思っていましたか。

２
０

４
９

４
６

４
５

１―５

大学での英語学習は必要だと
思っていましたか。

１
２

１
８

５
９

７
１

１―６

将来的に英語が必要だと思っ
ていましたか。

６

１
４

４
７

９
３

本的には半期間で１
５回×９
０分行われるのみで
ある。１年間のうちわずか４
５時間の学習だけ
で英語が急激にできるようになるということ
はほぼ不可能であり，できるようになるため
には授業外の自己学習が不可欠である。その
点を考慮すると，授業外でも自ら進んで英語
学習ができるような術を伝えることもまた，
教養英語科目の役割であるといえる。

表１によると，本学の教養英語科目を受講
した学生の特徴は以下のようにまとめること
ができる。

!．アンケート調査より
以上のような問題意識や現状に対する認識

①

なかった学生が６
０％以上を占める

に基づき，筆者は英語学習に対する認識を問
うアンケート調査を実施した。本学は家政学

高校時代，教科としての英語が好きで

②

英語が得意教科だった学生は２
０％弱で

部と文化創造学部からなり，外国語学を専門

あり，一方不得意だったと考える学生

とする学科専攻はない。調査は２
０
０
６年度前期

は半数以上に上る

の英語!全９クラスに対し，４月の授業開始
時にプレテスト，７月の終了時にポストテス
―２
７―

③

ほとんどの学生が，英語学習は必要だ
と考えている
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④

⑤

約６
０％の学生が，大学でも英語学習を
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２．英語!の果たした役割―プレ・ポストの

続けたいと考え，またそれが必要だと

比較より―

考える学生は約８
０％に上っていた

２グループの質問のうち，本稿では特に２

程度に違いはあるものの，９
０％近い学

つの質問に注目して分析を行い，他の質問項

生が，将来的に英語が必要であると考

目については別稿に譲る。

えている

図１は，「英語学習は好きですか」という
質問に対するプレ・ポストの回答結果を，図

ここから明らかになった点がいくつかあ
る。

２は「英語の学習を積極的に行いたいと思い
ますか」という質問に対する回答を表してい

まず，①からは，何かと批判の多い教科と

る。

しての英語であるが，英語が好きだったと回

図１に注目すると，折れ線の高い部分が全

答した学生はそれほど少数ではなく，必ずし

体的に右に移動していることから，「少しそ

もほとんどの学生が否定的な感情を持ってい
るわけではないということである。そして，
英語が好きでなかった学生が半数以上である
一方，大学での学習を継続したいとの回答も
また半数以上を占めたことから，高校までの
教科としての英語が好きであったかどうかは
必ずしもその後の英語学習に対する意欲を規
定しないことが明らかにされた。
②に注目すると，英語が得意ではないもの
の，将来的には必要になるものであり，学習
が必要だと感じている学生が多く存在するこ
とが分かる。
この結果から明らかになる一般的な学生像

（図１）

とは，「
（教科としての）英語は好きでも得意
でもなかったが，将来的に必要であるから学
習を継続したい」というものである。これは
日本人一般の英語学習に対する考え方とも合
致しており，特に驚くべき結果ではない。そ
れでも，英語を専門的に学ぶ予定のない学生
の間にもこのような意識が共有されている
点，また英語は得意でなかったと明言してい
ても，学習を継続する意欲は存在していると
いう点を明らかにした点は意味深いといえ
る。
それでは，こうした学生の意識に対し，英
語!はどのような影響を与えたのだろうか。
―２
８―

（図２）
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う思う」
「そう思う」と回答した学生が増加し

トを育成するために設置されているのではな

ていることが示されている。これはつまり，

い。この科目において重要なのは，
英語を使っ

英語!の授業を履修した後には英語学習を好

てコミュニケーションを行うことに対する恐

意的に捉える学生が増加したことを表してい

怖心や抵抗感を和らげ，コミュニケーション

る。また，この質問に対し「そう思わない」

に対する意欲や自信を身につけさせることで

と回答した割合は半数近く減少しており，こ

ある。

のことから，英語!が学生の英語学習に対す

また，高校までの英語教育において陥りが

る意識をより好意的なものへと変化させたこ

ちであった「成績が良い＝英語ができる」あ

とが明らかにされた。

るいは「英語ができる＝頭がいい」といった

図２に着目すると，これも図１と同様に，

誤解を解くことも重要である。英語が使える

「そう思わない」との回答が減少し，その一

ということは知性や成績とは関係のないこと

方で「少しそう思う」
「そう思う」の割合が増

であり，コミュニケーションに対する意欲に

している。この結果からは，英語!が学生の

左右されるという考え方へと転換させること

英語に対する学習意欲を高める役割を果たし

も，教養英語科目の重要な目的である。

たことが明らかにされた。

本学においては，教養英語科目が英語!〜

大学入学の段階で「
（教科としての）英語は

#として２年次後期まで設置されている。こ

好きでも得意でもなかったが，将来的に必要

れらの一貫したカリキュラムの開発も重要な

であるから学習を継続したい」としか考えて

課題である。

いなかった学生が，英語学習に対する好意や

既に後期開講の英語"において，筆者はこ

意欲を高めたことは，「必要だから学ばなく

うした考え方に沿い，コミュニケーションの

てはならない」から「必要だと思うし，学び

ための英語活用の実践を行っている。その詳

たいから学ぶ」への変化を促すものである。

細は下記のとおりである。

この結果から，英語!には，英語を専門とし
ない学生の学習意欲や好意を高める効果があ

①

学生はペアを組み，２分間英語で話す

ることが明らかになった。

②

ペアはその場で決定する

③

これまでの授業で扱ったテーマについ

!．おわりに

て話す
④

半期の授業のみでこうした結果が現れたこ

会話はすべて撮影し，教師がコメント

とから，今後は教養英語科目の役割をより積

をするとともに，学生本人も自己評価

極的に評価し，学生の英語に対する拒否感を

に用いる

低下させ，意欲を高めることを明確な目的と
この実践では，ペアがその場で決定される

したカリキュラムの策定が，今後重要となる

ために事前に台本を作る等の準備はできな

と思われる。
教養英語科目は，全学共通で行われる情報

い。ただし，テーマは事前に明らかにされて

に関する科目と同様に，スキルの育成を目的

いたため，自分の話したい内容について単語

として行われるべきものである。教養英語科

を調べたり，内容のイメージをふくらませた

目はまさしく教養科目であり，外国語学部で

りすることは可能であった。

はないことからしても，英語のスペシャリス
―２
９―
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持続させるためには，英語を使う機会や場面
を提供することが必要であるが，自ら進んで

英会話って日本語を同じように，自分

そうした活動に加わることの重要性を理解さ

が言いたいことをきれいに文章を作っ

せることも不可欠である。

て言うのではなくて相手に少しでもわ

今後はこうした実践をより深め，英語 を

かりやすいように伝えて，相手の言い

学ぶのではなく，英語

たいことを理解し質問や相づちを打っ

を高め，英語はコミュニケーションのための

たりして成り立つんだなあ，とこの授

ツールであるとの位置づけを確立したい。

業で気づかされました。

で

学ぶという意識
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