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本ポスター発表は、2012年度に採択された科研費基盤研究（A）「外国

語一貫教育における複言語・複文化能力育成に関する研究」の今年度の
研究活動を中間的に報告するものである。

研究対象と目的

本研究は、日本ではまだ本格的に行われていない、英語を含む複数の外国語の一貫教育における複言語・
複文化能力養成を対象としている。具体的目標は、語種を横断した横の連携を確保しつつ、中学・高校・大学
といった学習段階の縦の接続を十全に機能させて、生徒・学生の複言語・複文化能力を養成するために、人
材養成を含む教育システム作り、カリキュラム・教材・教授法の開発を行うことである。海外において日本を代
表して発言できる能力を持つだけでなく、多言語化する日本社会のリーダーとして、異言語・異文化に開かれ
た態度、社会的マイノリティや言語的弱者に対する「気づき」の能力を備えた人材作りに向けた統合的研究と
なっている。

学術的背景

日本の外国語教育研究は、従来、言語政策や言語教育政策のマクロな観点から研究されることが少なく、教
育全体における位置づけや、社会的なインパクトに関して充分な研究が行われてきたとは言いがたい。教授
法的なミクロの観点から主に文法や語彙の教育に関心が向けられ、言語内要素（読み・聴き・話し・書く能力の
養成）に密着した議論が行われてきた。近年になってようやく生涯学習の視点から自律的学習者養成や学習
方略がテーマ化されるようになったものの、言語学習者の社会的視野の拡大、同一社会内における異言語・
異文化や弱者との共生の視点で言語教育が語られることはいまだ少ない。
慶應義塾大学外国語教育研究センターでは、2006年以来5年間にわたる文部科学省「私立大学高度化推進

事業」学術フロンティア「行動中心複言語学習プロジェクト」（AOPプロジェクト）において、これらの理念に立脚し

た外国語教育のあり方を追求してきた。それと同時に、英語一貫教育を対象とするさまざまな研究も行ってき
た。というのも、慶應義塾で幼稚舎（小学校）から大学院まで行われ、まぎれもなく外国語教育の中核をなして
いる英語教育が、縦の接続と横の連携の不足から、必ずしも充分な成果を上げてこなかったとの反省があっ
たからである。上記のように複言語・複文化能力育成と英語一貫教育についてはすでに一定の研究成果を得
て、今後はそれを各校で実践する段階に達したと考えているが、慶應義塾の高等学校段階で長年にわたって
行われ、近年は中学校段階でも選択授業で行われるようになった第二外国語教育の一貫性の問題について
は、ほとんど手つかずの状態である。

外国語教育はすぐれて中等教育の課題である。また近隣諸国と比較して、中等教育で第二外国語教育を必
修としないわが国は実は例外的存在である。複言語・複文化能力育成を考える際、上記の研究と教育の実践
経験をもち、初等教育から高等教育までをカバーする慶應義塾は、日本では稀にみる好条件を備えた学舎と
いえるだろう。それを正しく活かすことで、複数の言語と文化の能力を持ち、外に向けて日本を発信できる人材
を育てること、さらに外国人の流入と共にますます多言語化する日本社会における次代のリーダーを養成する
ことが、われわれの責務と考えている。本研究の成果は日本全体の外国語教育に、さらに社会全体にも貢献
をもたらすはずである。

⽬標
行動中心主義に立脚した外国語教育によって学習者の複言語・複文化能力を養成しようとするとき、最も重

要なのは、学習者が社会的エージェントとして日本のみならず世界で果たすべき課題と直接結びついた学習
内容（コンテンツ）を選択することだろう。本研究では、言語教育はしかるべき内容を持った教科教育と結びつく
ことによって最大の効果を上げるという仮説を提示する。したがって、研究の中で行われる授業実践はContent 
and Language Integrated Learning (CLIL)という形をとることになろう。長期的には、慶應義塾内の一貫校と大学
の各学部でCLILの方法を活用した授業を実践することにより、上記の仮説を検証することを目指すが、当面の
研究期間においては、そのための基盤と具体的モデル作りに取り組むこととし、以下を目標とする。

・生徒・学生の複言語・複文化能力を養成する具体的な教材モデル・授業案を作成する。
・英語教育、第二外国語教育の中等・高等教育をつなぐ連携カリキュラムモデルを開発する。
・第二外国語教育における共通参照レベルの現場に即した細分化モデルの精緻化を行う。
・上記の3項目につき、慶應義塾内の一貫校と各学部で試用することにより、有効性を検証する。

キーワード
外国語教育、一貫教育、カリキュラム、教授法、複言語・複文化能力、CEFR、CLIL.
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慶應義塾の外国語一貫教育調査研究班では、「カリキュラム班」・「教材班」・「配慮・気づき班」か

らの要請に基づきアンケートを作成し、塾内一貫教育校・大学の教員・学生を対象として調査を実施

する。また、必要に応じてインタビューによる調査も実施する可能性がある。

実施準備中のアンケート（場合によっては、インタビュー）は、学生の習熟度の把握をしやすくする

ための方法や特定の場面で活用できる教材を開発したり、大学入学以前に当該言語を学んだ経験

のある学生が自分の習熟度を正確に把握できるような学習環境を整備し言語の学習を通じて多様

な視点から物事を把握する能力が養えるような教材を開発したりするために活用する。

集計結果は、各研究班がその後の研究を見据えて必要な情報を得るために利用されることになる。

 

 カリキュラム班、教材班、配慮・気づき班  

研究計画に基づいた質問項目 

 

 

 

 

 調査班  

アンケート・インタビューの実施・集計 

 

 

 

 

カリキュラム班、教材班、配慮・気づき班  

 

研究班概念図 

大学既習者クラス向けアンケート質問票 

 

【アンケート目的】:   このアンケートは、言語学習における高校と大学の一貫性、第二外国語教育を通じての複言語・複

文化能力の養成について調査するためのものです。大学入学以前に当該言語を学んだ経験のある学生の習熟度を把握し、よ

りよい学習環境を整備したり、教材を開発したりするために活用します。なお、この調査が皆さんの成績に影響することは

一切ありませんので、率直に回答してください。 
 
12S01．所属学部はどこですか？ 
１． 文学部 ２．経済学部 ３．法学部法律学科 ４．法学部政治学科 ５．商学部 ６．理工学部  ７．医学部  
８．総合政策学部 ９．環境情報学部 １０．看護医療学部 １１． 薬学部 
 
12S02．学年は何年生ですか？ 
１．1年  ２．2年  ３．3年生  ４．4年生 

 
12S03．既習者クラスで履修している言語は何語ですか？ 
１．ドイツ語  ２．フランス語  ３．中国語  ４．スペイン語   

 
12S04. 当該言語の学習を何歳から始めましたか？ 
１．小学校入学前  ２．小学1～4年生  ３．小学5～6年生  ４．中学生から ５．高校生から 
 
12S05.  海外で生活したことがありますか？（2週間以内の旅行は除く） 
１．なし  ２．1ヶ月未満  ３．3ヶ月未満  ４．1年未満  ５．2年未満 ６．2年以上5年未満 ７．5年以上 

 
海外で生活したことがある場合は、０６～１１番まで回答して下さい。該当しない場合は空欄にして下さい。 
 

12S06.  何語圏ですか？ 
２つ以上ある場合は「７」を選択し、マークシート欄Aに記入してください。 
１．英語  ２．ドイツ語  ３．フランス語  ４．中国語  ５．スペイン語  ６．韓国朝鮮語   
７．その他 
 
12S07. 通学したことのある学校をすべて選んでください。 
２つ以上ある場合は「５」を選択し、マークシート欄Bに記入してください。 
１．海外の日本人学校（補習校を除く）  ２．海外の現地校  ３．インターナショナル・スクール  
４．語学学校（大学付属・民間などすべて含む） ５．その他 
 

12S08. 通学したことのある教育課程（日本の教育課程にあてはめる）をすべて選んでください。 
１．小学校に該当する課程  ２．中学校に該当する課程  ３．高校に該当する課程 
４．小・中学校に該当する課程  ５．中・高校に該当する課程  ６．小学校・高校に該当する課程 

 
12S09. 海外で生活したとき、その国の公用語以外の言語の学習をしましたか？ 
１．はい   ２．いいえ 
 

12S10. それは何語でしたか？ 
２つ以上ある場合は「７」を選択し、マークシート欄Cに記入してください。 
１．英語  ２．ドイツ語  ３．フランス語  ４．中国語  ５．スペイン語  ６．韓国朝鮮語   
７．その他 

 

12S11. 12S10で回答した言語を学習したときに、授業で使用されていた言語は何語でしたか？ 
２つ以上ある場合は「５」を選択し、マークシート欄Dに記入してください。 
1．日本語  ２．その国で使用されている言語  ３．学習している言語  ４．選択肢１、２以外の言語 
５．その他 
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【準備中のアンケート概要】

・対象者：

塾内一貫教育校、大学教員、大学入学以前に当該言語
を学んだ経験のある学生

・対象言語：
ドイツ語・フランス語・中国語・スペイン語・韓国朝鮮語

・実施時期：
2012年11月～2013年1月

丸田千花子 （研究分担者・経済学部）
吉川龍生 （研究分担者・経済学部）
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カリキュラム開発研究班では、欧州評議会の Common European
Framework of Reference for Languages (2001)（邦訳『外国語の学習、
教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠』 (2004) 以下 CEFR とする）

の提唱する複言語・複文化能力を開発するための、具体的な教材と教
授法の開発を目的とするが、今年度はこれと関連して、CEFR にもとづ
く二言語教育（Bilingual Education）がヨーロッパの初等・中等教育でど
のように行われているか、また CEFR の理念を実現するための道具と
しての European Language Portfolio が具体的にどのように使われてい
るかを調査した。

• ドイツ・ドルトムント市 Landgrafen 小学校において、3年生の英独二

言語による授業を見学した。授業前は校長に、授業後には授業担
当者にインタビューを行った。（2012年9月18日）

• イタリア・ボルツァーノ市内の Johann Heinrich Pestalozzi 小学校と
Albert Schweitzer 中学校（双方ともドイツ語を母語とする生徒の学

校）で授業を見学した。授業の前後に校長ならびに授業担当者にイ
ンタビューを行った。（2012年9月20日）

• イタリア・ボルツァーノ市内の Alessandro Manzoni 小学校と Ugo
Foscolo 中学校（どちらもイタリア語を母語とする生徒の学校）で授業

を見学した。二言語教育（ドイツ語による教科教育）が積極的に取り
入れられていた。授業の前後に校長ならびに授業担当者にインタ
ビューを行った。（2012年9月21日）

本研究は、言語教育の一貫性と、複言語・複文化能力の養成をテー
マとしているが、今回、ヨーロッパで広まりつつある二言語教育（教科
教育と言語教育が一体となった教育で、教科教育を母語でない言語で
も行う）を見学して、今後日本で行うべき言語教育を考察するための重
要な手がかりを得た。また、小学校・中学校・高校で教育システムに一
貫性がない場合、子どもの能力を充分に伸ばすことができないことを、
ヨーロッパの現場担当者も認識していることを確認できた。
European Language Portfolio に関しては、少なくとも調査をした地域

では、現場での使用は広まりを見せていないようで、実際に教場で使
われている場面を見ることができなかった。このことは教員養成者や
校長・担当教員とのインタビューでもうかがわれたが、使用実態につい
ては、さらなる調査が必要であることが明らかになった。

本研究班では、欧州評議会の下部組織である European Centre for
Modern Languages の “A Framework of Reference for Pluralistic
Approaches” http://http://carap.ecml.at/ で蓄積が進んでいる複言語・

複文化的アプローチの授業案も検討している。この検討作業は、京都
大学の西山教行教授を中心とする「科学研究費補助⾦ 基盤研究
(A)「新しい⾔語教育観に基づいた複数の外国語教育で使⽤でき
る共通⾔語教育枠の総合的研究」の研究グループとも連繋を取り
つつ進めている。

境一三 （研究代表者・経済学部）
平高史也 （研究分担者・総合政策学部）
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1. 概要

配慮・気づき研究班では、異文化トレーニング型の授業とパブリックディベートを組み合わせることで、受講
者の他者に関する知識・理解・配慮に変化が見られるか、配慮に欠けた発言をしがちな話題は何か、外国語
教育に他者への配慮を養う要素を取り入れるとしたらどういった教材化が可能であるかを模索している。以下
にこれまでの異文化トレーニング及びパブリックディベートの取り組みと進行中の実験授業について報告する。

2. 背景

多文化環境においては言語・宗教・文化的に異なる他者への配慮に欠けた発言が深刻な摩擦を生む。
2012年に注目された問題発言として、たとえば以下のようなものがある。

• Michael Morganella（スイス・オリンピック男子サッカー代表）： twitter上で、韓国選手は頭がおかしい、と発
言しスイス人選手が選手団から追放処分を受けた。

• Alfred Heer（スイス・政治家）： テレビで、難民としてスイスに来ているチュニジアの若者は本当は犯罪を犯
すことが目的であるという発言をして捜査を受けた。

• Alexander Müller（スイス・政治家）： twitter上でイスラム教徒の虐殺が必要だと発言し辞任。

• Laurent Ruquier（フランス・コメディアン）： テレビで日本のサッカー選手川島の腕を4本にした加工画像を提
示し「福島の影響か」と発言。その後、テレビ局長が謝罪した。

• Richard Mourdock（米国・政治家）： 議員選挙に先立つディベートで、レイプというひどい状況で生じた妊娠
だとしても神が意図したこと、と発言し各種団体から抗議を受けた。

• Mitt Romney（米国・大統領候補）： 大統領選第2回討論会で、銃犯罪への対策としてシングル・ペアレント
を減らすことが大切である、と発言し批判を受けた。

• 佐野眞一（日本・ノンフィクション作家）： 週刊朝日の誌面で、被差別部落であるとして特定の地域名を出し、
大阪市長橋下徹の家族にその地域出身者がいることがDNAとして橋下氏の政策に影響しているという論調
の記事を執筆。「週刊朝日」編集長が謝罪記事を掲載した。

こうした差別発言は必ずしも人種や民族、宗教に対して行われるものではない。同じく女子サッカーチームで
は、米国代表のワンバック選手が雑誌の取材に「私の体型は多くの女性と異なるかもしれないが誇りに思って
いる」と答えたのに対し、日本代表の澤選手はTVで一緒に出演していた川澄選手の筋力が話題になった際

「（川澄選手は）男だったら絶対抱きたくない体」だとコメントした。現代の国際社会では前者が配慮ある発言と
受け止められ、後者は問題発言と受け止められる危険が大きい。各メディア圏にはこうした発言に対する敏感
さや敏感な分野、配慮の求められる度合いなどの差異があり、それを理解することが重要である。

3. 目的と手法

本研究プロジェクトは、異なる背景を持つ多様な他者の文化や考え方に気づく機会を持ち、配慮して発言で
きる学生の育成とその教授法研究を行っている。

4. 学習： 配慮・気づきトレーニング

異なる背景を持つ多様な他者の文化や考え方に気づく機会を創出するため、
様々なアイデンティティについて下記のようなテーマでマルチメディア教材化を進めている。

民族—言語—国籍—宗教—階層—ジェンダー—政治理念—障害/健康—体形/外見

5. 実践： パブリック・スピーチ

学習の効果を確認するため、また更なる学習への意欲を高めるためには、実際に
①多様な背景の人が集まる場で ②配慮を必要とする話題について
③意見を明らかにしなければならない状況で話してみる必要がある。
本研究プロジェクトでは、そうした学習支援の一環としての公開ディベートの可能性を検証しようとしている。

2012年6月13日には「Keio Debate Night – Keio v. U.S.A. －」と題し、 日米交歓ディベートツアーのため来日し
た米国代表チームと慶應義塾代表チームとの対戦を実現した。塾内外から100名以上の観覧者を得、ディ
ベート後の聴衆との質疑応答も活発に行われた。
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④複言語・複文化能力養成のための
教材開発

調査
カリキュ
ラム

配慮・
気づき

教材

教材開発研究班では、欧州評議会の Common European Framework
of Reference for Languages (2001)（邦訳『外国語の学習、教授、評価の
ためのヨーロッパ共通参照枠』 (2004) 以下 CEFR とする）の提唱する複

言語・複文化能力を養成するための、具体的な教材の開発を目的とし
て活動している。

◆《複言語のすすめ》（パンフレットとガイドブック）について

幸いなことに、われわれのもとには重要な先行研究の成果が受け継
がれている。《複言語のすすめ—伝えたい、ぼくの心をきみの言葉で》
と題するA2判四つ折りのパンフレットと、それを効果的に活用するため
のガイドブックである。
《複言語のすすめ》 は、2006年度から2010年度にかけて文部科学省

私立大学学術研究高度化推進事業・学術フロンティアとしておこなわれ
た「行動中心複言語学習プロジェクト Action Oriented Plurilingual
Language Learning Project」（AOPプロジェクト）の一環として、金田一真
澄 理工学部教授（前慶應義塾外国語教育研究センター所長）のリー
ダーシップのもとで作成された。CEFRの基本理念「複言語・複文化主

義」に基づきながら、複言語の運用能力を高めることよりも複言語の価
値の発見に力点をおき、言語と文化の多様性の重視と少数話者言語
への愛情を基調とする、他に例をみない、ユニークな教材である。
パンフレット 《複言語のすすめ》 は2008年度、2009年度、2010年度と

改訂を重ね、2010年度版を作成する際には、パンフレットと有機的に結

びついたガイドブックも同時に作成された。この年の春、日吉キャンパ
スの新入生約7,000人全員に配布され、さらに全国の大学・高校からの

希望に応じて数千部が送付された。さまざまな教育機関、また外国語
教育を学ぶ学生や研究者からの問い合わせはいまもやむことがない。

◆「横の連携」と「縦の接続」を実現する教材の開発に向けて

今年2012年度から3年計画で活動を開始した本研究においても、複
言語・複文化能力の育成に関する基本的なスタンスはAOPプロジェクト

のときと変わらない。ただし、ひとつ、あらたに重要な視点が加えられて
いる。一貫教育としての外国語、特にいわゆる「第2外国語」教育の問

題である。慶應義塾では大学だけでなく、長年にわたって高等学校段
階から、さらに近年では中学校段階においても、英語以外の「第2外国

語」を学ぶ機会が用意されている。複言語・複文化の理念を親しみや
すい教材の形に具体化し、一貫教育校の生徒たちに提供したい。そし
てその教育効果を次の段階に、つまり中学校段階から高等学校段階
に、そして大学へと繋げていきたい。語種を横断する「横の連携」を確
保しつつ、一貫教育の「縦の接続」を十全に機能させる教材の開発、そ
れが本研究班の活動目標となる。

具体的なスケジュールは以下の通りである。現在「調査班」によって
進められている一貫校および大学の教員・生徒・学生を対象とするアン
ケート結果を精査した上で、来年2013年度前半に試作版教材を作成し、

後半には授業で試用してフィードバックを得る。そしてその結果を踏ま
え、検討を重ねた上で2014年度（最終年度）に教材を完成させる。

以上の目標を実現させるためには、各一貫校および大学各学部の外
国語担当教員との良好な作業体制の構築が不可欠である。趣旨をご
理解いただき、われわれの活動にご支援をお願い申し上げたい。
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