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ユニット

■■■■研究概要研究概要研究概要研究概要

言語教育政策提言ユニットは、本研究事業全体の統括
言語教育政策提言のための作業を行います。

具体的には、日本における外国語教育をより実効性のあるものとするため
の刊行を目指します。またそれに基づく一貫性・透明性
語・多文化状況に対応する言語教育を構築します。さらに
調査と理論面での基礎的研究を行います。

■■■■研究研究研究研究のののの背景背景背景背景

�ヨーロッパにおいては、第二次世界大戦後一体化が進み
きましたが、EUの成立と拡大に伴って、その動きは加速度的
ても、エラスムス計画、ソクラテス/レオナルド・ダ・ヴィンチても、エラスムス計画、ソクラテス/レオナルド・ダ・ヴィンチ
飛躍的に増大しています。このような状況を背景として
外に２言語を学ぶことを基本方針として示し、各国・地域
ます。

�東アジアにおいても、今後EU域内のようなボーダーレス
けを見ても、地域住民や小学校児童の相当部分を外国語母語話者
こで暮らす人々には複言語・複文化能力の開発が必要となってきています
しかし、現在まで日本の言語教育は、このような視点で
る統一的な言語教育プログラム自体が存在していませんる統一的な言語教育プログラム自体が存在していません
いため、今後ますます進展するであろう複言語・複文化状況
本プロジェクトの研究は、このような日本の状況を打開
築と慶應義塾におけるその実践的展開を通して、日本の

�この研究の前段階として、慶應義塾大学外国語教育研究
ジェクト」を立ち上げ、慶應義塾の外国語教育グランドデザインの
應義塾内の外国語教育の現状把握に努めてきました。
幼稚舎（小学校）から高等学校までの各一貫教育校、ならびに幼稚舎（小学校）から高等学校までの各一貫教育校、ならびに
れの学校・学部で行われている教育の現状を報告することで
義塾の外国語教育全体の課題として共通の認識を持つ努力
この現状把握のプロセスは、2005年度末を以て当初の目的
して、将来的な外国語教育像の形成と具体的なカリキュラムの
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統括を行うとともに、挙げられた諸課題の中でも特に、

のあるものとするため、まず慶應義塾版の「共通参照枠」
透明性のある外国語教育プログラムを策定し、２１世紀の多言
さらに高度な教授能力を備えた外国語教員を養成するための

み、国境をまたいだ政治・経済・文化の活動が進められて
加速度的に活発化しています。大学等の高等教育機関におい

レオナルド・ダ・ヴィンチ計画などにより、学生が外国の大学で学ぶ機会がレオナルド・ダ・ヴィンチ計画などにより、学生が外国の大学で学ぶ機会が
として、欧州評議会では加盟国のすべての生徒・学生が母語以

地域の言語教育は、現在それに基づいて再編されつつあり

のようなボーダーレス化が起こることは間違いありません。現に、日本国内だ
外国語母語話者が占める自治体が多く見られるようになり、そ

となってきています。
で実施されていないばかりか、初等教育から高等教育に至

していません。そのための実践を伴った研究も組織的に行われていなしていません。そのための実践を伴った研究も組織的に行われていな
複文化状況に対応できないままの状態が続いているのです。
打開するために、外国語教育の新たなグランドデザインの構
の外国語教育に対して提言を行うものです。

慶應義塾大学外国語教育研究センターでは2003年10月の設立とともに「政策提言プロ
グランドデザインの策定に向けたすべての活動の基礎となる、慶

ならびに大学各学部から代表者が定期的に集まり、それぞならびに大学各学部から代表者が定期的に集まり、それぞ
することで情報の共有化を図ると同時に、問題点を洗い出し、

努力を進めてきたのです。
目的を達成したため、現在はこの現状認識を議論の前提と

なカリキュラムの策定に向けた作業を進めています。



�研究内容研究内容研究内容研究内容

外国語の教育には、まずその国や地域の言語政策と
実施策が導き出されるのですが、極めて地理的な要因もあって
パのそれに匹敵するような言語教育政策が存在していません
言語話者・使用者になってもらいたいか、というビジョンが

• 本研究ユニットでは、ひとつの社会において複数の言語
に対応した、日本独自の外国語教育政策の立案に資するべく
ンを策定し、それに基づいた具体的施策の実施をめざします

• 外国語教育は、小学校から大学までの一貫した教育プランと
応能力を中心とする言語・文化能力の統一的評価基準があってこそ
れます。その意味で慶應義塾は小学校から大学院までを
立案し実行するには、最適の場所であると言えましょう

• グランドデザインの策定に際し、われわれがその範とするのは
学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠』です

• 本プロジェクトでは、まず上記共通参照枠の研究を通して• 本プロジェクトでは、まず上記共通参照枠の研究を通して
得に重点を置いた教育から、複数の言語と文化が共存する
点を移行した、新たな言語教育プランの策定に必要な諸事項
の確立や試験制度の抜本的見直し、学習者による自己評価

CEF CEF CEF CEF 成立成立成立成立のののの背景背景背景背景とととと「「「「行動中心主義行動中心主義行動中心主義行動中心主義」」」」

ヨーロッパでは、二度の世界大戦を含む域内の悲惨な戦いのヨーロッパでは、二度の世界大戦を含む域内の悲惨な戦いの
地域が平和的に共存できるよう、ヨーロッパ・レベルでの言語政策
た。その中心となっているのが欧州評議会です。
そこでの研究の中から、1975 年にはvan Ek を中心とするグループが
理論を背景にThreshold Level English を著しました。ここには
ラバスをもとに記述され、教材作りと授業の指針が示されました
ある意味では戦後のヨーロッパにおける言語教育政策研究の
European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, AssessmentEuropean Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment

現在40 数カ国に及ぶ欧州評議会加盟各国は、CEFR に準拠
のレベルでカリキュラムや試験制度の見直しを始めとする、さまざまな

CEFR が提唱する新しい文化・教育的パラダイムでは、その

私たち人間はみな「社会的に行動するもの・社会的存在」として
題」を解決することを求められる社会の成員なのです。そしてそのような
して種々の課題と取り組みながら、言語能力を獲得していくのです

従って、言語教育も行動中心主義に対応して、学習の中で
言語能力が獲得されるようにデザインされなければならないということになります言語能力が獲得されるようにデザインされなければならないということになります

私たちはこれを「行動中心学習」と捉えています。

「「「「複文化複文化複文化複文化・・・・複言語主義複言語主義複言語主義複言語主義」」」」

CEFR ではPluriculturalism はMulticulturalism と、Plurilingualism 

ます。CEFR の日本語版ではpluri- の付く前者に「複文化主義
般にmulti- の付く後者は「多文化主義」、「多言語主義」と訳されています

ここで考えられているmultilingual とは、社会の中に複数の
れに対してplurilingual とは一人の人間の中に複数の言語能力
ながら社会的な課題を解決する状態をいいます。

例えば、ある町に日本語、中国語、朝鮮語、ポルトガル語の
その町は単に多言語状況の町ということができます。しかし、
る中国人B と中古車の売買を行う場面を考えると、彼らが適宜
するならば、二人とも複言語能力を身につけているということができるわけです

また、両者はその場における商習慣などの文化的コードも身また、両者はその場における商習慣などの文化的コードも身
能力があると考えられるのです。

と言語教育政策があって、そこから外国語教育の具体的
もあって、これまでのところ日本においては、ヨーロッ

していません。すなわち、次代を担う生徒・学生にどのような
というビジョンが欠けているのです。

言語によるコミュニケーションがなされる２１世紀的状況
するべく、慶應義塾における外国語教育のグランドデザイ

をめざします。

プランと、４技能（読み、書き、聞き、話す）や異文化対
があってこそ、初めて実を上げることができると考えら

までを備えた総合的な教育機関であり、このようなプランを
えましょう。

とするのは、欧州評議会が２００１年に公表した『外国語
です。

して、従来日本の学校で広く行われてきた言語知識の獲して、従来日本の学校で広く行われてきた言語知識の獲
する社会のあり方に対応し、複言語運用能力の養成に重
諸事項を検討します。その中には、統一的なグレード制

自己評価の導入などが含まれます。

いの歴史を経て、さまざまな言語・文化的背景をもつ人びとやいの歴史を経て、さまざまな言語・文化的背景をもつ人びとや
言語政策や言語教育政策の研究が継続的に進められて来まし

とするグループが当時のコミュニカティヴ・アプローチの
ここには初歩の学習者が身につけるべき言語要素が概念機能シ

されました。さらにそれから25 年の研究と議論を経た2001 年に、
の総決算として欧州評議会が公表したのがCommon 

European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment（ 邦訳 吉島他、2004）です。European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment 2004

準拠した外国語教育を行うことに合意し、そのために国や州
さまざまな改革が行われています。

その基底にあるのは「行動中心主義」です。この考えによると、

として捉えられます。つまり、生活の中で主体的に何らかの「課
そしてそのような社会の成員としての個人は、具体的な行動を通

していくのです。
で具体的な課題が設定され、それを解決するプロセスの中で

されるようにデザインされなければならないということになります。されるようにデザインされなければならないということになります。

Plurilingualism はMultilingualism と対比させられて使用されてい
複文化主義」、「複言語主義」という訳語が与えられているのです。一

されています。
の言語が併存し別々に使用されている状態を意味します。そ

言語能力があり、現実の場において必要に応じて言語を切り替え

の母語話者が生活していて、それらが互いに交わらない場合、
、日本人A が中国語を学習し、同じ町内の少々日本語ができ

適宜コードスイッチングを行いながら交渉をし売買の目的を達
につけているということができるわけです。

身につけていると考えられ、その点では必要程度の複文化身につけていると考えられ、その点では必要程度の複文化



■研究企画

- グランドデザイン
・言語教育政策

CEFR の基礎的研究、ヨーロッパおよび東アジア諸国（韓国
慶應義塾の生徒・学生の外国語能力の実態調査、生徒・学生
教育のニーズ調査を踏まえ、初等教育から高等教育に至る言語教育
国語参照枠』の刊行を目指します。

・慶應義塾における一貫英語教育のためのグランドデザイン研究
慶應義塾における小中高大一貫英語教育のグランドデザイン

します。そのための基礎データを提供するものとして、ニーズ

・英語一貫教育のためのグランドデザイン研究：プログラム評価
英語一貫教育のためのグランドデザインのフレームワークを

とそのカリキュラムを開発・運営・改善するためのシステムからとそのカリキュラムを開発・運営・改善するためのシステムから
評価の方法論について研究を行います。

・教員養成のための基礎研究

複言語・複文化能力を背景とし、新しい時代に対応した高度
基礎研究を行います。

■共同研究共同研究共同研究共同研究のののの体制体制体制体制■共同研究共同研究共同研究共同研究のののの体制体制体制体制

本プロジェクトにおいては、初等教育から高等教育にいたる
ため、慶應義塾内の各一貫教育校、大学各学部の連携
や他の研究ユニットの研究者は、そのためのリエゾン･オフィサーの

ドイツ･エッセン大学のベルント･リュショッフ教授研究室
ヨーロッパ、とりわけドイツにおける英語早期教育
地調査は同研究室と共同で行っています。

■■■■研究成果研究成果研究成果研究成果のののの公表計画公表計画公表計画公表計画

研究成果は、言語政策学会、全国語学教育学会（JALT）、
日本フランス語研究学会、などの国内の学会、国際応用言語学会
会（IATEFL）、などの国際学会で発表しています。
場教員の研修や情報交換にその研究成果を還元していきます

2010度中には、『ヨーロッパ共通参照枠』および言語ポートフォリオの2010度中には、『ヨーロッパ共通参照枠』および言語ポートフォリオの

■2008200820082008----2010201020102010年度開催年度開催年度開催年度開催シンポジウム・シンポジウム・シンポジウム・シンポジウム・講演講演講演講演
・「大学の外国語能力開発構想と社会の要請」（2008年11 月
・「慶應義塾外国語教育への提言(第三回)―つながる外国語学習
・「慶應義塾外国語教育への提言(第四回)―目標設定の在り

韓国、台湾、中国）における外国語教育の実態調査、
学生、教員、保護者、卒業生などを対象とした外国語

言語教育カリキュラムの研究を行い、『慶應義塾版外

研究：ニーズ分析
のグランドデザイン構築を、言語教育カリキュラム論の立場より検討

ニーズ分析を提案し、その方法論について研究を行います。

評価
のためのグランドデザインのフレームワークを、カリキュラム（教育目標・教材・教育方法・評価）

するためのシステムから構成されるものと考え、カリキュラム改善の為のプログラムするためのシステムから構成されるものと考え、カリキュラム改善の為のプログラム

高度な指導力を持つ外国語教員養成プログラム開発のための

にいたる外国語教育の現場との情報交換が何よりも重要である
連携をとりわけ重視しています。本研究ユニットの研究者

そのためのリエゾン･オフィサーの機能を担っています。

教授研究室（英語英文科、英語教育専攻）と密接な連携を持ち、
英語早期教育とバイリンガル教育について研究を実施しています。現

）、大学英語養育学会（JACET）、日本独文学会教育部会、
国際応用言語学会、英語教師協会（TESOL）、国際英語教育学
。また、学内でもワークショップやセミナーを開催し、現

していきます。

ポートフォリオの研究成果を報告する予定です。ポートフォリオの研究成果を報告する予定です。

月15日）
外国語学習、つたわる外国語教育―」（2009年7月25日）

り方と外国語学習の動機づけを 考える―」（2010 年7月23 日）



II. II. II. II. II. II. II. II. 行動中心複言語行動中心複言語行動中心複言語行動中心複言語・・・・複文化能力開発複文化能力開発複文化能力開発複文化能力開発行動中心複言語行動中心複言語行動中心複言語行動中心複言語・・・・複文化能力開発複文化能力開発複文化能力開発複文化能力開発II. II. II. II. II. II. II. II. 行動中心複言語行動中心複言語行動中心複言語行動中心複言語・・・・複文化能力開発複文化能力開発複文化能力開発複文化能力開発行動中心複言語行動中心複言語行動中心複言語行動中心複言語・・・・複文化能力開発複文化能力開発複文化能力開発複文化能力開発
Action Oriented Action Oriented PlurilingualPlurilingual Competence Development Research UnitCompetence Development Research Unit

II - A) 英語一貫教育
II - B) 複言語・複文化能力開発
II - C) 異文化トレーニング

行動中心複文化能力開発ユニットは、国際舞台において
に応える、行動中心的行動中心的行動中心的行動中心的タスクベースのタスクベースのタスクベースのタスクベースの学習学習学習学習へと現行の外国語教育
を設計するため、以下のテーマについて研究活動を行っていますを設計するため、以下のテーマについて研究活動を行っています

A)高度な英語運用能力開発を目指した学校教育の一貫性
能力開発のための調査研究・次世代型外国語授業の企画
複文化能力開発複文化能力開発複文化能力開発複文化能力開発）、そして特に異文化交流時のリスク回避
野によるアプローチ（異文化異文化異文化異文化トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング）の三つのテーマに
います。

II - A) 英語一貫教育英語一貫教育英語一貫教育英語一貫教育II - A) 英語一貫教育英語一貫教育英語一貫教育英語一貫教育

■研究概要研究概要研究概要研究概要

•初めて英語を学習し始めてから高度な使い手になるまでの
中学、高等学校、大学へとそれぞれの発達段階に応じて
どのような枠組みで相互に連携すべきかについての諸問題

•具体的には、生徒・学生の英語力の測定・評価法の研究
間の英語教育の接合の問題を研究し、より良い一貫教育

•このサブユニットでは、まずは日本における外国語教育史
その研究成果は他言語の教育体制の改善にも資するものとなります

■研究企画研究企画研究企画研究企画

-「「「「言語言語言語言語プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール調査調査調査調査およびおよびおよびおよび共通参照共通参照共通参照共通参照レベルレベルレベルレベル対応型対応型対応型対応型

CEFR の基礎的研究を踏まえ、ヨーロッパにおける言語ポートフォリオを

研究するとともに、その使用実態を調査し、日本語版言語

作成します。共通参照レベルをもとに、慶應義塾の一貫教育体制

学ぶ小学校から大学までの学習者に対してアンケートを

おける小中高大の英語教育の連携性を向上させるために

が有効であるかを検証します。

■■■■2008200820082008----2010201020102010年度開催年度開催年度開催年度開催シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム

「慶應義塾外国語教育への提言（第三回）―つながる外国語学習

「慶應義塾外国語教育への提言（第四回）―目標設定の在

複文化能力開発複文化能力開発複文化能力開発複文化能力開発ユニットユニットユニットユニット複文化能力開発複文化能力開発複文化能力開発複文化能力開発ユニットユニットユニットユニット複文化能力開発複文化能力開発複文化能力開発複文化能力開発ユニットユニットユニットユニット複文化能力開発複文化能力開発複文化能力開発複文化能力開発ユニットユニットユニットユニット
Competence Development Research UnitCompetence Development Research Unit

ユニット代表 理工学部

教授 金田一真澄

KINDAICHI MASUMIKINDAICHI MASUMI
英語一貫教育

複文化能力開発
トレーニング

において広く通用するコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション能力開発能力開発能力開発能力開発のののの要請要請要請要請
外国語教育を転換し、そのためのカリキュラムデザイン
っています。っています。

一貫性の強化（英語一貫教育英語一貫教育英語一貫教育英語一貫教育）、またB)複言語・複文化
企画・カリキュラムデザイン研究・教授法研究（複言語複言語複言語複言語・・・・

回避の観点から、C)異文化コミュニケーションの研究分
つのテーマに関してサブユニットを設け、研究活動を行って

になるまでの学習過程を見据え、小学校での早期英語教育から、
じて、学習がどのように引き継がれていき、指導者側は
諸問題を研究しています。

研究と実態調査を行い、その上で小中、中高、高大相互
一貫教育のシステム作りを図ります。

外国語教育史の中で中心的存在であった英語を対象としますが、
するものとなります。

対応型対応型対応型対応型テストのテストのテストのテストの開発開発開発開発にににに関関関関するするするする研究研究研究研究」」」」 （（（（代表代表代表代表：：：：跡部跡部跡部跡部 智智智智））））

ポートフォリオを

日本語版言語ポートフォリオを

一貫教育体制の中で

してアンケートを実施し、日本に

させるために言語ポートフォリオ

外国語学習、つたわる外国語教育―」（2009年7月25日）

在り方と外国語学習の動機づけを考える―」（2010年7月23日）



II - B) 複言語複言語複言語複言語・・・・複文化能力開発複文化能力開発複文化能力開発複文化能力開発

■■■■研究概要研究概要研究概要研究概要

このテーマでは特に、英語を中心とした多言語環境
ヨーロッパ・アジア諸国における具体例の調査研究、
型外国語授業の企画、複言語能力を養成するカリキュラムデザインの

– 日本人の複言語・複文化能力開発を目的に、社会構成主義
プランを策定し、実験授業を行います。

– その一方で、日本での多言語・多文化の状況把握のための– その一方で、日本での多言語・多文化の状況把握のための
育調査なども積極的に進めていきます。

– 複言語・複文化の視点からの外国語教育という新たなアプローチが
け大きな教育効果を生み出すことができるかを、調査

■■■■研究研究研究研究のののの背景背景背景背景

「複言語・複文化」という概念そのものは比較的新
のためのヨーロッパ共通参照枠』（2001）で初めて提唱のためのヨーロッパ共通参照枠』（2001）で初めて提唱
『参照枠』がThreshold Level（ヨーロッパのコミュニカティヴ
30年以上の長い時間をかけた議論の末に成立した、という
言えば、「複言語・複文化」の研究は外国語教育分野
における活動は、２１世紀を生きる日本人が直面している
ンを中心とする能力開発とその前提となる現状把握のための

■■■■研究企画研究企画研究企画研究企画■■■■研究企画研究企画研究企画研究企画

– 「「「「複言語複言語複言語複言語のすすめのすすめのすすめのすすめ」」」」プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

複言語習得の奨励推進を目的に、慶應義塾における

させるにあたって効果的なガイダンスパンフレットと教師用

その効果をアンケートにより測定します。

– コミュニカティブアプローチによるコミュニカティブアプローチによるコミュニカティブアプローチによるコミュニカティブアプローチによる複言語教材開発複言語教材開発複言語教材開発複言語教材開発にににに備備備備

リストのリストのリストのリストの研究研究研究研究

CEFR の中核部分を担うB1 レベルが指定するCan-Do 

英語表現類型リストをまとめ、さらに多言語化します。

– ドイツドイツドイツドイツ語語語語リーディングリーディングリーディングリーディング学習学習学習学習におけるにおけるにおけるにおける多読多読多読多読のののの環境整備環境整備環境整備環境整備およびそのおよびそのおよびそのおよびその

「多読」というリーディング学習方法をテーマに、読書

多読学習の効果とリーディングストラテジーに与える影響

– 日本語版言語日本語版言語日本語版言語日本語版言語ポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオ開発開発開発開発にににに関関関関するするするする研究研究研究研究

まず英語版の言語ポートフォリオ、次にそれを日本語訳まず英語版の言語ポートフォリオ、次にそれを日本語訳

実施するアンケート調査をもとに、日本での外国語学習

ることを目指します。

– 多言語発音教材制作研究多言語発音教材制作研究多言語発音教材制作研究多言語発音教材制作研究

英語中国語フランス語ドイツ語日本語のそれぞれの体系的

発音学習をWeb 上にコース化します。

特に母音については学習者の音声を収録解析し、

インタラクティブに自動矯正を行うシステムを開発します

– 配信型配信型配信型配信型マルチメディアマルチメディアマルチメディアマルチメディア教材制作研究教材制作研究教材制作研究教材制作研究

複言語複文化主義の理念に基づく「マルチリンガル」、

「マルチプラットフォーム」に対応した、言語学習のための

音声映像教材の制作と教材配信システムの構築を研究

します。

– よりよりよりより豊豊豊豊かなかなかなかな言語教育言語教育言語教育言語教育をををを求求求求めてーことばへのめてーことばへのめてーことばへのめてーことばへの気気気気づきづきづきづき• インテンシブインテンシブインテンシブインテンシブ– よりよりよりより豊豊豊豊かなかなかなかな言語教育言語教育言語教育言語教育をををを求求求求めてーことばへのめてーことばへのめてーことばへのめてーことばへの気気気気づきづきづきづき• インテンシブインテンシブインテンシブインテンシブ

感性のしなやかな子どもたちに、もっと豊かで「ことばの

意識を出発点に、初等中等教育における多様な言語

国語（日本語）教育、外国語（英語）教育の現状や課題

複文化能力開発複文化能力開発複文化能力開発複文化能力開発

多言語環境でのコミュニケーション能力の向上を目的とした
、さまざまな言語・文化が混在した環境で行われる次世代

するカリキュラムデザインの研究並びに教授法研究を行っています。

社会構成主義に基盤をおいた、行動中心・課題解決志向の授業

のための調査や、海外の複言語・複文化的地域での言語教のための調査や、海外の複言語・複文化的地域での言語教

たなアプローチが、グローバル化する日本にとってどれだ
調査と実験授業によって検証します。

比較的新しいもので、欧州評議会が『外国語学習、教授、評価
提唱したものと思われます。ただし、その背景には、この提唱したものと思われます。ただし、その背景には、この

ヨーロッパのコミュニカティヴ・アプローチの指針となったもの)発行以来、
という極めて重い事実があります。日本での研究について

外国語教育分野では初めての試みといって良いでしょう。本研究テーマ
している多言語・多文化状況に対応した、コミュニケーショ
のための調査・研究を目的としています。

における第二外国語の授業をスタート

教師用マニュアルを作成し、

備備備備えたえたえたえた言語機能別言語機能別言語機能別言語機能別のののの表現類型表現類型表現類型表現類型

Do をこなすに足る言語機能別の

。

およびそのおよびそのおよびそのおよびその学習効果学習効果学習効果学習効果にににに関関関関するするするする研究研究研究研究

読書を促進する授業デザインや学習環境整備、

影響について研究を行います。

日本語訳した言語ポートフォリオを導入し、教員と学習者に対して日本語訳した言語ポートフォリオを導入し、教員と学習者に対して

外国語学習の実態に即した慶應義塾版の言語ポートフォリオを開発す

体系的

します。

」、

のための

研究

インテンシブインテンシブインテンシブインテンシブ外国語外国語外国語外国語• ろうろうろうろう児教育児教育児教育児教育―インテンシブインテンシブインテンシブインテンシブ外国語外国語外国語外国語• ろうろうろうろう児教育児教育児教育児教育―

ことばの力」を伸ばす教育を提供することはできないかという問題

言語への「目覚め」ないしは「気づき」を提供する実践に基づき、

課題についての研究を進めます。



II - C) 異文化異文化異文化異文化トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング

■研究概要研究概要研究概要研究概要

– 異文化に適応し理解を促進するための異文化トレーニングの
日本においてトレーニングの実際的効果を測る研究は
ません。また、これまでは量的な研究が好まれてきましたが
量的データの双方を用いることで、学習者が体験する
その中で彼らが何を学び、どのように成長するのかを
グが与える効果とその役割を、総合的に分析・考察していきます

■研究内容研究内容研究内容研究内容

– このテーマでは特に、コミュニケーションをベースとした
際のリスク回避の観点から、異文化トレーニングを研究

– 具体的には、多文化間で人と人とが接触する重要な局面
戸惑いをもたらす文化摩擦も含めた多様な体験を経ることによって
行動様式、２.自文化・他文化に対する考え方や態度、
対処する能力において人々はどのように変化するのか対処する能力において人々はどのように変化するのか
ニングが人間関係や社会全体にどのような肯定的影響
に、異文化適応とそれに伴う外国語などの学習に、いかなる
ファシリテータ <案内役>の存在など)が、どのような

■研究企画研究企画研究企画研究企画

「「「「異文化間異文化間異文化間異文化間コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション研究研究研究研究プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」 （（（（

異文化間コミュニケーション研究プロジェクトでは以下異文化間コミュニケーション研究プロジェクトでは以下

１）異文化間コミュニケーション関係の授業の影響をみる
• 5 つの実験授業とイベントを開催し、その授業の影響

ケーション能力とは何かを探るため、企業の方にインタビューをし

２）留学の影響をみる研究
• 毎年3月に実施される中等部主催の英国研修に参加

異文化適応能力の変化を見ていきます。その際に異文化
仮説を立てていきます。仮説を立てていきます。

３）プルリリンガルな学習環境の影響をみる研究

• 学内チューター制度を利用し、理工学研究科に在学している
文化環境が留学生に与える影響を学習面・生活面での

– ４）- 学生、スタッフ、教員における異文化間コミュニケーションの

・ 学生が授業外で外国語や外国文化に接する場所として
ます。また、異文化トレーニングの効果を測定し、分析を行

■2008－2010年度開催シンポジウム

• 「大学の外国語能力開発と社会の要請」（2008年11月

■■■■実験授業実験授業実験授業実験授業■■■■実験授業実験授業実験授業実験授業
– ドイツ語多読「ドイツ語で読書を楽しもう！」（担当
– ドイツ語のリズムにのろう（担当：三ツ石 祐子）
– Express Yourself! The Music of English（担当: Jerome Young
– 一ヶ月集中！オンライン学習法で英語を鍛えよう！（

トレーニングの重要性は、近年ますます強調されてきてはいますが、
は、特に教育の分野においては未発達であると言わざるを得

まれてきましたが、本研究では多様な調査法を駆使し、質的データと
する複雑かつ多面的・具体的な多文化接触体験の実態を探り、

するのかを明らかにしていきます。さらにその際、異文化トレーニン
していきます。

コミュニケーションをベースとした学習環境整備を進める上で重要となる、異文化交流の
研究します。

局面、すなわち異文化間コミュニケーションを通じ、不安や
ることによって、１.他人とコミュニケーションを図る際の
、３. 自分自身や自分の周囲の捉え方、４. 異なる文化に

するのか、またどのような学びを体験するのか、５.異文化トレーするのか、またどのような学びを体験するのか、５.異文化トレー
肯定的影響をもたらすのかを解明することを目的としています。さら

いかなる要因(パーソナリティ、受け入れ側の態度、文化的
どのような影響を与えるかについても研究を行います。

（（（（代表代表代表代表：：：： 吉田吉田吉田吉田 友子友子友子友子））））

以下の４種類の研究を行っています。以下の４種類の研究を行っています。

をみる研究
影響について研究します。また、企業が求めている異文化コミュニ

にインタビューをし、その結果を分析します。

参加する生徒を対象に、異文化適応能力テストを行い、中学生の
異文化トレーニングも行うことで、異文化適応についていくつかの

している留学生のチューターに研究補助を依頼して、複言語・複
での変化から検証します。

コミュニケーションの研究

として外国語ラウンジを設置し、ビデオ会議やイベントを開催してい
行います。

月15日）

担当：吉村 創）

: Jerome Young）
！（担当: 岡野恵・井上京子）



III. III. 自律学習環境整備自律学習環境整備自律学習環境整備自律学習環境整備自律学習環境整備自律学習環境整備自律学習環境整備自律学習環境整備III. III. 自律学習環境整備自律学習環境整備自律学習環境整備自律学習環境整備自律学習環境整備自律学習環境整備自律学習環境整備自律学習環境整備
Autonomous Learning Environment Research UnitAutonomous Learning Environment Research Unit

III - A) 自律・協働学習
III - B) 学習環境整備

自律学習環境整備ユニットは、社会構成主義を背景とする教育的
る、行動中心的な複言語・複文化教育環境創出に向けて、二つの
基盤構築及び B) 情報化システム基盤整備です。

A) 自律学習教育基盤構築では特に、実験的な授業開発によるA) 自律学習教育基盤構築では特に、実験的な授業開発による
めの外国語教授法や学習理論構築を行っています。

B) 情報化システム基盤整備では、現在立ち後れているe
つまりユニコードベースのネットワーク型外国語学習マネジメントシステム
習コンテンツ整備などです。これに合わせて、次世代的外国語教育
トの中心的活動基盤となる同期型学習システムの最適化
サポートを実施しています。さらに行動中心の学習を促進
案しています。

III - A) 自律自律自律自律・・・・協働学習協働学習協働学習協働学習

研究研究研究研究テーマテーマテーマテーマ

初等・中等教育、大学教育、そして生涯教育をも
姿勢をもった学習者を育てる「自律学習」と、他者と交流
これまでの外国語教育を刷新する教育法・教授法・教材これまでの外国語教育を刷新する教育法・教授法・教材
を行っています。同時に新しい外国語教育法とスキルを

研究研究研究研究のののの背景背景背景背景

学習者の主体性に根拠をおいた外国語学習理論の
しかしそこからさらに踏み込んで、具体的なカリキュラム
語学習デザインの試みは国内では未だに成されていないといえます
との交流がさらに活発になった今日、こうした新たな環境
語学習理論の構築とそれに基づく実践が求められています語学習理論の構築とそれに基づく実践が求められています

外国語教育研究センターでは、これまで「自律学習
ト」の活動の一環としてテレビ会議を外国語教育に取り
Interactive Reading Community (IRC)、メディアミックスの
先進的な成果をベースに自律的学習態度形成のための教授法構築
通参照枠』で策定された内容を参照しながら、行動中心主義
築していきます。

研究企画研究企画研究企画研究企画

・初年次外国語教育における大学間CSCL研究（OK プロジェクト・初年次外国語教育における大学間CSCL研究（OK プロジェクト

大学初年次における外国語学習が持つ新たな可能性を模索
ナルデザインモデルを構築するとともに、遠隔交流により学習者
す。

・ 学校間連携による同期型・非同期型協調学習コミュニティ形成

東アジア地域の異なる教育機関をつなぐ同期型・非同期型
学習環境デザインの研究を行います。

・Interactive Voice Community（IVC）の構築に関する研究・Interactive Voice Community（IVC）の構築に関する研究

音声ファイルなどの相互閲覧環境を備えたIVC コミュニティを
張するか、特に質的観点からの調査・分析を行います。

自律学習環境整備自律学習環境整備自律学習環境整備自律学習環境整備ユニットユニットユニットユニット自律学習環境整備自律学習環境整備自律学習環境整備自律学習環境整備ユニットユニットユニットユニット自律学習環境整備自律学習環境整備自律学習環境整備自律学習環境整備ユニットユニットユニットユニット自律学習環境整備自律学習環境整備自律学習環境整備自律学習環境整備ユニットユニットユニットユニット
Autonomous Learning Environment Research UnitAutonomous Learning Environment Research Unit

ユニット代表 総合政策学部

准教授 藁谷 郁美

WARAGAI IKUMIIWARAGAI IKUMII

協働学習
学習環境整備

教育的パラダイムにおいて、本事業全体が研究目的として掲げ
つの観点からアプローチします。すなわち、 A) 自律学習教育

による学習者の主体性を重視した教育の実践と、そのたによる学習者の主体性を重視した教育の実践と、そのた

e-Learningのマルチリンガル環境整備を行っています。
マネジメントシステム等の構築、またマルチリンガル学

次世代的外国語教育メディアとして注目され、他のプロジェク
最適化、また本研究関連コンテンツのデジタル化について、

促進するために、次世代型外国語自律学習スペースを考

をも含んだ、「学び」という広い領域を対象とし、主体的
交流しながら学ぶ「協働学習」を二つの概念軸に据えて、

教材の開発、ならびにそのプログラムへの適応方法の研究教材の開発、ならびにそのプログラムへの適応方法の研究
とスキルを持った教員の養成を図ります。

の提唱は、欧米はもとより国内でも行われてきました。
なカリキュラム構築、理想的な教材開発をも含んだトータルな外国
されていないといえます。またテクノロジーの発達によって、外国

環境にあわせた、次世代の外国語能力の養成を図る外国
められています。められています。

自律学習・ICTプロジェクト」および「e-Learningプロジェク
り入れる際の方法論について勉強会を行い、また

メディアミックスの実験授業を企画・実施してきました。これらの
教授法構築に向けた環境作り、さらには『ヨーロッパ共

行動中心主義に基づく協働学習へと向かう教育研究の基盤を構

プロジェクト）プロジェクト）

模索し、その目的に適した授業環境デザイン、インストラクショ
学習者のモティベーションがどのように変化するかを研究しま

形成と学習環境デザイン研究

非同期型の言語協調学習コミュニティの構築を行い、次世代的言語

コミュニティをMoodle 上に構築し、自律協働学習力（メタ認知能力）が伸



III - B)学習環境整備学習環境整備学習環境整備学習環境整備

�研究概要研究概要研究概要研究概要
社会構成主義を背景とする教育的パラダイムにおいて

システム基盤構築の観点から総合的に推進しています。特
究を行っています。また各ユニットが実施する実験授業等
。

�研究研究研究研究のののの背景背景背景背景
・ 情報基盤の面では、国内の大学においてもすでにCALL

話等の情報アプライアンス、また無線LANを利用したラップトップでの
ます。しかしながら、現状ではマルチリンガルの観点から学習環境整備
せん。

・ 慶應義塾は国内でもとりわけ多言語的ニーズと人的リソースを
を中心に据えた上での整備は、国内はもとより、海外各国
情報技術分野で高度な国際的競争力を発揮しつつ、一貫教育校
ガル環境を定着させる努力を進め、より汎用性のあるシステムを
国の教育の情報化にも大きく貢献していきます。

・ 特にテレビ会議システムは、これまでの地理的制約を超
ディアであり、コミュニケーション能力養成の観点から学習環境
言語環境を有する外国語教育研究センターがイニシアティブを
的かつ自律的な学習環境基盤の構築を行っていきます。

�研究企画研究企画研究企画研究企画
オープンオープンオープンオープン外国語学習外国語学習外国語学習外国語学習コースコースコースコース構築研究構築研究構築研究構築研究

学内の外国語教育リソースを整理・開発・補完する、参加型

学習コース構築研究を行います。

将来的には理想的な教材を適切なタイミングで学習者に

する環境の創出を計画します。する環境の創出を計画します。

IT IT IT IT 

自習用

を具体的を具体的

携帯電話対応

データベースの

多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生にににに向向向向けたけたけたけた感性感性感性感性のののの涵養涵養涵養涵養のためののためののためののための外国語外国語外国語外国語ラウンジにラウンジにラウンジにラウンジに

おけるおけるおけるおける異文化体験異文化体験異文化体験異文化体験のののの機会創出機会創出機会創出機会創出のののの試試試試みみみみ

年間4 ～ 6 回程度、様々な文化にフォーカスを当てて、

複文化環境を実体験し、言語・文化的気づきの機会を得

プログラムを企画しています。

パラダイムにおいて、行動中心的な複言語・複文化教育環境創出を、情報化
特にe-Learningのマルチリンガル学習環境の検証と実践研

実験授業等を技術面から支援するとともに、独自教材を開発しています

CALLシステムの導入は一定の段階に達し、さらにPDAや携帯電
したラップトップでの学習環境への対応も積極的に進められつつあり

学習環境整備を進める動きは極めて少ないと言わざるを得ま

リソースを有する教育研究機関であり、日本語というアジア言語
海外各国にも大きな影響を及ぼすものとして期待されています。また

一貫教育校を含む各キャンパスでの教育実践の場にマルチリン
のあるシステムを構築していくことにより、立ち後れが指摘される我が

超えた新たなカリキュラムデザインを可能にする次世代学習メ
学習環境を大幅に改善する可能性を秘めているといえます。多

センターがイニシアティブを取り、早期教育から専門教育までをカバーする、国際
。

参加型の

に提供

IT IT IT IT をををを利用利用利用利用したしたしたした外国語学習環境外国語学習環境外国語学習環境外国語学習環境のののの構築構築構築構築

自習用IT 教材が自律学習環境整備にどのように貢献できるか

具体的に検証することを目的に、podcasting 教材の改善、具体的に検証することを目的に、podcasting 教材の改善、

携帯電話対応Web 単語帳の開発・運用・評価、学習履歴

データベースの構築を行います。

ラウンジにラウンジにラウンジにラウンジに

、複言語・

得るような


