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■■■■問題意識問題意識問題意識問題意識とととと取取取取りりりり組組組組みみみみ

− 外国語教育研究センターは、その活動において小学校から大学院までの全学習ステージを包括的に捉え、英語教育
を軸として外国語学習の一貫性を高め、英語を中心とした多言語環境でのコミュニケーション能力を向上させることを
中心的課題に据えています。

− 国際舞台において広く通用するコミュニケーション能力開発の要請に正面から応えるためには、行動中心的タスクベー
スの学習デザインにシフトすることが必要であると考えられます。またユビキタス化した情報メディアに乗って配信され
る情報の中から、ローカライズされた多言語情報を捉え、再発信していくに足る十分な言語運用能力を養成するために
は、大幅に異文化交流の機会を取り入れた複言語・複文化能力を開発する教育環境整備が肝要であることは明らか
です。

− 以上の認識から一教育研究機関として言語教育に取り組むのがAOPプロジェクトです。これは30年来ヨーロッパで作業
されてきた『ヨーロッパ共通参照枠』の策定を中心とする具体的な成果と、その理論的基盤・実践的知見を背景とする、
我が国における外国語教育環境の抜本的改善の試みです。

− 企業活動のグローバル化、外国人労働者の流入拡大、国際的情報流通のボーダーレス化など、21世紀の日本はすで
に多言語・多文化状況が現出した段階に入っているといえます。また、この流れが今後さらに拡大の一途を辿るであろ
うことは容易に想像されます。

− AOPプロジェクトは、従来依拠してきた枠組みを超えて、社会構成主義に基づく新たな教育的パラダイムのもと、現在
の社会状況に対応した外国語教育体制の再構築を行うことを、その活動の究極目的として掲げています。より具体的
には、このような教育実践のあり方に対応した学習環境整備、そして新たな教員養成体制の確立をめざして、活動を推
進していきます。

http://aop.flang.keio.ac.jp/

■■■■AOPAOPAOPAOPプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトとはとはとはとは
「行動中心複言語学習(AOP)プロジェクト」は、文部科学省私立大学学術研究高度化推進事

業の助成により、慶應義塾大学外国語教育研究センターが学術フロンティア事業拠点として
2006年度から2011年度まで5年間にわたり取り組む研究事業です。

■■■■三三三三つのつのつのつのグランドテーマグランドテーマグランドテーマグランドテーマ

社会構成主義に基づく教育的パラダイムにおい

て、次の三つのグランドテーマのもとに活動を展開

し、言語教育グランドデザインの構築をめざします。

A) 一貫教育一貫教育一貫教育一貫教育
小学校から大学院までの全学習ステージを包
括的に捉えなおし、英語教育を軸とした外国語
学習の一貫性を高めます。

B) 複言語能力開発複言語能力開発複言語能力開発複言語能力開発
多言語・多文化環境でのコミュニケーション能
力を向上させます。

C) 自律自律自律自律・・・・協調学習協調学習協調学習協調学習
学習者に主体を置いた行動中心的タスク学習
の導入を進め、自律的な学習ストラテジーの
形成を促進します。

研究代表者 理工学部 金田一 真澄
Kindaichi Masumi 



AOPAOPAOPAOPプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト概要概要概要概要

行動中心複言語学習(AOP)プロジェクトは、次の三つの研究ユニットにより構成されており、
それぞれが政策層・教授法層・学習環境層に対応しています。

この研究事業は、26名の研究メンバーが中心となり、全体として100名近くの研究者・教育
者の参加・協力を得ながら推進されています。

I. 言語教育政策提言ユニット <Language Education Policy Research Unit>

II. 行動中心複言語・複文化能力開発ユニット
<Action Oriented Plurilingual Competence Development Research Unit>

a) 英語一貫教育

b) 複言語・複文化能力開発

c) 異文化トレーニング

III. 自律学習環境整備ユニット
<Autonomous Learning Environment Research Unit>

a) 自律・協働学習

b) 学習環境整備

1. 金田一 真澄
2. 跡部 智

3. 井上 京子
4. 岩波 敦子
5. 太田 達也
6. 折笠 敬一
7. 國枝 孝弘
8. 倉舘 健一
9. 古石 篤子

10. 斎藤 太郎
11. 境 一三
12. 佐藤 望
13. 重松 淳

14. 志村 明彦
15. Michael Schart
16. 鈴村 直樹
17. 高山 緑
18. 手塚 千鶴子
19. 中村 優治
20. 西村 太良
21. 平高 史也

22. 藤田 真理子
23. 森 泉
24. 山下 輝彦
25. 横山 千晶
26. 吉田 友子

（理工学部教授）
（普通部教諭、
外国語教育研究センター副所長）

（理工学部教授）
（理工学部准教授）
（総合政策学部専任講師）
（高等学校教諭）

（総合政策学部准教授、政策・メディア研究科委員）

（外国語教育研究センター専任所員、助教）
（総合政策学部教授、政策・メディア研究科委員）
（文学部教授、外国語教育研究センター副所長）
（経済学部教授、外国語教育研究センター所長）
（商学部教授）
（総合政策学部教授、政策・メディア研究科委員、
外国語教育研究センター副所長）

（経済学部准教授）
（法学部准教授）
（経済学部教授）
（理工学部准教授）
（日本語･日本文化教育センター教授）
（文学部教授）
（文学部教授）
（総合政策学部教授、
政策・メディア研究科委員）

（湘南藤沢中・高等部教諭）
（理工学部准教授）
（文学部教授）
（法学部教授）
（商学部准教授）

AOPAOPAOPAOPプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト
研究研究研究研究メンバーメンバーメンバーメンバー 一覧一覧一覧一覧



■■■■研究研究研究研究概要概要概要概要

言語教育政策提言ユニットは、本研究事業全体の統括を行うとともに、挙げられた諸
課題の中でも特に、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、まず慶
應義塾版の「共通参照枠」の刊行を目指します。またそれに基づく一貫性・透明性のあ
る外国語教育プログラムを策定し、２１世紀の多言語・多文化状況に対応する言語教
育を構築します。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、国境をまたいだ政治・経済・文化の活
動が進められてきましたが、EUの成立と拡大に伴って、その動きは加速度的に活発化しています
。大学等の高等教育機関においても、エラスムス計画、ソクラテス/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飛躍的に増大しています。このような状況を背景として
、欧州評議会では加盟国のすべての生徒・学生が母語以外に２言語を学ぶことを基本方針として
示し、各国・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化が起こることは間違いありません。現に
、日本国内だけを見ても、地域住民や小学校児童の相当部分を外国語母語話者が占める自治体
が多く見られるようになり、そ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、このような視点で実施されていないばかりか、初等教育から
高等教育に至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。そのための実践を伴っ
た研究も組織的に行われていないため、今後ますます進展するであろう複言語・複文化状況に対
応できないままの状態が続いているのです。
本プロジェクトの研究は、このような日本の状況を打開するために、外国語教育の新たなグランド
デザインの構築と慶應義塾におけるその実践的展開を通して、日本の外国語教育に対して提言を
行うものです。

– この研究の前段階として、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策定に向けたす
べての活動の基礎となる、慶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、ならびに大学各学部から代表者が定期的に
集まり、それぞれの学校・学部で行われている教育の現状を報告することで情報の共有化を図る
と同時に、問題点を洗い出し、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を進め
てきたのです。
この現状把握のプロセスは、2005年度末を以て当初の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策定に向けた作業
を進めています。

I. I. I. I. 言言言言語語語語教教教教育育育育政政政政策策策策提提提提言言言言ユユユユニニニニッッッットトトト
Language Education Policy Research Unit

ユニット代表 経済学部
外国語教育研究センター所長 境 一三

Sakai Kazumi



� 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言語教育政策があって、そこから外国語教育の
具体的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、これまでのところ日本において
は、ヨーロッ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。すなわち、次代を担う生徒・
学生にどのような言語話者・使用者になってもらいたいか、というビジョンが欠けているのです。

– 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よるコミュニケーションがなされる２１世
紀的状況に対応した、日本独自の外国語教育政策の立案に資するべく、慶應義塾における外国
語教育のグランドデザインを策定し、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、４技能（読み、書き、聞き、話す）や
異文化対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、初めて実を上げ
ることができると考えられます。その意味で慶應義塾は小学校から大学院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、欧州評議会が２００１年に公表し
た『外国語学習、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、従来日本の学校で広く行われてきた
言語知識の獲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社会のあり方に対応し
、複言語運用能力の養成に重点を移行した、新たな言語教育プランの策定に必要な諸事項を検
討します。その中には、統一的なグレード制の確立や試験制度の抜本的見直し、学習者による自
己評価の導入などが含まれます。

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歴史を経て、さまざまな言語・
文化的背景をもつ人びとや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
や言語教育政策の研究が継続的に進められて来ました。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当時のコミュニカ
ティヴ・アプローチの理論を背景にThreshold Level English を著しました。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。さらにそれから25 年の研究と議論を経た2001 年に、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。

CEF が提唱する新しい文化・教育的パラダイムでは、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、私たち人間はみな「社会的に行動するもの・社会的存在」として捉えら
れます。つまり、生活の中で何らかの「課題」を解決することを求められる社会の成員なのです。
そしてそのような社会の成員としての個人は、具体的な行動を通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、言語教育もそれに対応して、学習の中で具体
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。

現在40 数カ国に及ぶ欧州評議会加盟各国は、CEF に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、さまざまな改
革が行われています。

「「「「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はMultilingualismと対比させられて使用されていま
す。CEFRの日本語版ではpluri-の付く前者に「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。
それに対してplurilingualとは一人の人間の中に複数の言語能力があり、現実の場において必要に応じて言語を切
り替えながら社会的な課題を解決する状態をいいます。つまり、ある町に日本語、中国語、朝鮮語、ポルトガル語
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、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、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につけてい
ると考えられ、その点では必要程度の複文化能力があると考えられるのです。



■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

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外国語教育の現場との情報交換が何
よりも重要であるため、慶應義塾内の各一貫教育校、大学各学部の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･オフィサーの機能を
担っています。

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（英語英文科、英語教育専攻）と密接な連携
を持ち、ヨーロッパ、とりわけドイツにおける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）、大学英語養育学会（JACET）、日本独文
学会教育部会、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、英語教師協会
（TESOL）、国際英語教育学会（IATEFL）、などの国際学会で発表しています。また、学内でもワーク
ショップやセミナーを開催し、現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。

2008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研究成果を報告する予定です。

■2006200620062006----2007200720072007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

・「慶應義塾における言語教育のグランドデザイン－共通基盤としての言語教育のフレームワーク
構築に向けて－」（2007年11月17日）

・「慶應義塾外国語教育への提言（第2回）－小・中・高・大の連携を考える－」（2007年7月23日）

･「学習者自身がデザインする外国語学習-ヨーロッパ言語ポートフォリオはどのように役立ちうる
か-」（ 2007年4月2日）

･「慶應義塾外国語教育への提言 私たちが目指す卒業生像」（2006年7月24日）

■■■■研究企画研究企画研究企画研究企画

---- グランドデザイングランドデザイングランドデザイングランドデザイン

「「「「言語教育言語教育言語教育言語教育ののののグランドデザイングランドデザイングランドデザイングランドデザイン研究研究研究研究」（」（」（」（代表代表代表代表：：：：境境境境 一三一三一三一三））））

『ヨーロッパ共通参照枠』の基礎的研究、ヨーロッパにおける外国語教育の実態調査、東アジア諸
国（韓国、台湾、中国）における外国語教育の実態調査を行っています。

基礎的研究および調査をふまえ、大学における外国語カリキュラムの研究、さらには「外国語教
育のグランドデザイン」第一版の刊行を目指します（2008年度を予定）。

「「「「カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム開発開発開発開発・・・・言語言語言語言語プログラムプログラムプログラムプログラム運営運営運営運営のためののためののためののためのプログラムプログラムプログラムプログラム評価法評価法評価法評価法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：：：：志村志村志村志村 明彦明彦明彦明彦））））

グランドデザインの中で、ニーズ分析からテスト開発まですべての段階を評価・改善し、また、それ
ぞれの段階を相互に関連づけるための重要な役割を果たす「言語プログラム評価」の方法につい
て研究します。

言語プログラム評価には、主にプログラム改善のための形成的評価とプログラムの効果・成果を
見るための総括評価がありますが、まずプログラム評価の実態調査を元に、日本の英語教育でこ
れまでシステマティックに行われることが少なかった後者について検討します。

- 言語言語言語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

「「「「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テストテストテストテストののの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））））

『ヨーロッパ共通参照枠』の基礎的研究をふまえ、ヨーロッパにおける言語ポートフォリオの研究、
ならびにその使用実態調査を実施しています。

独自の日本語版言語ポートフォリオの初版の刊行を目指します（2008年度を予定）。

開発した日本語版言語ポートフォリオを用いた言語教育を慶應義塾の中で試行することにより、
基礎的データを収集し、改良版の作成につなげていきます。

---- 教員養成教員養成教員養成教員養成

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な指導力を持つ外国語教員を養成す
るための大学院外国語教育研究科（仮称）の設立をめざして、研究を進めています。

AOPプロジェクトを通じて得られた知見とデータは、研究科開講科目の内容に反映させていく予定
です。将来的に、専修免許を取得した外国語教員を輩出し、社会に還元していくことを目指します。



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ユニットユニットユニットユニット
Action Oriented Plurilingual Competence Development Research Unit

II II II II ---- A)A)A)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
– 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学習過程を見据え、小学校での早期英語

教育から、中学、高等学校、大学へとそれぞれの発達段階に応じて、学習がどのように引き継がれて
いき、指導者側は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を研究しています。

– 具体的には、生徒・学生の英語力の測定・評価法の研究と実態調査を行い、その上で小中、中高、高
大相互間の英語教育の接合の問題を研究し、より良い一貫教育のシステム作りを図ります。

– 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の中で中心的存在であった英語を対象とし
ますが、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
- 「「「「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テストテストテストテストののの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））））

• CEFRの共通参照レベル、スイス版Can-Do Statementをもとに、慶應義塾の塾生（小中高
大）に対して英語力についての自己評価アンケートを行い、記述子(descriptor)の分析を
行います。

• 記述子(descriptor)の難易度の検討を行い、共通参照レベル、言語ポートフォリオの素案
を作成します。言語ポートフォリオに対応した英語力測定システムを研究します。測定は
技能ごとに２段階で構築します。第1段階では、コンピュータを利用して、リーディング、リ
スニングの判定システムを、第2段階では、スピーキング、ライティングの判定を教員が行
い認定する仕組みを構築します。

• CEFRの共通参照レベルをもとに、慶應義塾の一貫教育体制のなかで学ぶ小学校から大
学までの学習者に対してアンケートを実施することで、日本に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、言語ポートフォリオが有効であるか検証します。

• 英語力についての自己評価と客観評価の双方を行うことで、日本における記述子の難易
度の評価を行います。

• 上記の研究結果をもとに英語以外の言語についての応用の可能性を提案します。

■■■■2006200620062006----2007200720072007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
• 「慶應義塾英語一貫教育フォーラム」（2007年1月13日）

• 「英語の実力・評価・教育」（2006年10月28日）

ユニット代表 理工学部 金田一 真澄
Kindaichi Masumi

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、国際舞台において広く通用するココココミミミミュュュュニニニニケケケケーーーーシシシショョョョンンンン能能能能力力力力開開開開発発発発
のののの要要要要請請請請に応える、行行行行動動動動中中中中心心心心的的的的タタタタススススククククベベベベーーーーススススのののの学学学学習習習習へと現行の外国語教育を転換し、そのためのカリ
キュラムデザインを設計するため、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の強化（英英英英語語語語一一一一貫貫貫貫教教教教育育育育）、また B) 複 言
語・複文化能力開発のための調査研究・次世代型外国語授業の企画・カリキュラムデザイン研究・教
授法研究（複複複複言言言言語語語語・・・・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）、そして特に異文化交流時のリスク回避の観点から、C)異文化
コミュニケーションの研究分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）の三つのテーマに関してサブユ
ニットを設け、研究活動を行っています。



II II II II ---- B)B)B)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でのコミュニケーション能力の向上を目的としたヨ
ーロッパ・アジア諸国における具体例の調査研究、さまざまな言語・文化が混在した環境で行われる次
世代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研究並びに教授法研究を
行っています。

– 日本人の複言語・複文化能力開発を目的に、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調査や、海外の複言語・複文化的地
域での言語教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、グローバル化する日本にと
ってどれだけ大きな教育効果を生み出すことができるかを、調査と実験授業によって検証します
。

■■■■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しいもので、欧州評議会が『外国語学習、教授、
評価のためのヨーロッパ共通参照枠』（２００１）で初めて提唱したものと思われます。ただし、その背景
には、この『参照枠』がThreshold Level（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、３０年以上の長い時間をかけた議論の末に成立した、という極めて重い事実があります。日
本での研究について言えば、「複言語・複文化」の研究は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。本研究テーマにおける活動は、２１世紀を生きる日本人が直面している多言語・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調査・研究
を目的としています。

■■■■研究企画研究企画研究企画研究企画

– 「「「「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」」」」 （（（（代表代表代表代表
：：：：斎藤斎藤斎藤斎藤 太郎太郎太郎太郎））））

• リーディング学習研究に焦点を当て、「多読」というリーディング学習方法をテーマとして研
究を行います。

• 学習者のドイツ語読書を促進する多読授業デザインについて検討します。またドイツ語の
本をどのように読んでいるのか、調査を行います。さらに、学習者にとって読みやすい・読
みにくい本とは何か、調査を行います。

• ドイツ語リーディング学習において多読学習は効果を現すのか、効果があるとすればそれ
はドイツ語リーディング学習のどの側面に現れるのかについて、分析を行います。ドイツ語
多読学習の環境整備、およびドイツ語多読学習がリーディング・ストラテジーに与える影響
を調査します。

– 「「「「コミュニカティブコミュニカティブコミュニカティブコミュニカティブ・・・・アプローチアプローチアプローチアプローチによるによるによる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リストリストリストリストのののの研研研研
究究究究」（」（」（」（代表代表代表代表：：：：倉舘倉舘倉舘倉舘 健一健一健一健一、、、、担当担当担当担当：：：：日向日向日向日向 清人清人清人清人））））

• 共通参照枠の中核部分を担うB1レベル(Threshold Level)が指定するCan-Doをこなすに足
る言語機能別の表現類型リストをまとめます。またこのリストの多言語化作業を進めてい
きます（スペイン語・フランス語・ドイツ語など）。

■■■■実験授業実験授業実験授業実験授業

– ドラマ・ワークショップ（担当：横山 千晶）

– 異文化との共生（担当：岩波 敦子）

– ドイツ語による多読の実験授業（担当：吉村 創）

■■■■2006200620062006----2007200720072007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

– 「多言語・多文化の学校を考える―今私たちに何ができるか、何をすべきか」（2007年6月15日）

– 「日本におけるバイリンガル教育と複言語主義」（2006年12月6日）



II II II II ---- C)C)C)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

■研究研究研究研究概要概要概要概要

– 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重要性は、近年ますます強調され
てきてはいますが、日本においてトレーニングの実際的効果を測る研究は、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せん。また、これまでは量的な研究が好まれてきましたが、
本研究では多様な調査法を駆使し、質的データと量的データの双方を用いることで、学習者が体
験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、その中で彼らが何を学び、ど
のように成長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学習環境整備を進める上で重要となる、異
文化交流の際のリスク回避の観点から、異文化トレーニングを研究します。

– 具体的には、多文化間で人と人とが接触する重要な局面、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、１.他人とコミ
ュニケーションを図る際の行動様式、２.自文化・他文化に対する考え方や態度、３. 自分自身や自
分の周囲の捉え方、４. 異なる文化に対処する能力において人々はどのように変化するのか、ま
たどのような学びを体験するのか、５.異文化トレーニングが人間関係や社会全体にどのような肯
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、いかなる要因(パーソナリティ、受け入れ側の態度、文化的ファシリテータ <案
内役>の存在など)が、どのような影響を与えるかについても研究を行います。

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

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の４種類の研究を行っています。

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研究

• 授業の成果をWebで公開していきます。（担当：吉田 友子）

２）留学の影響をみる研究

• 毎年３月に実施される慶應義塾中等部主催の英国研修に参加する中等部生を対象に、異
文化適応能力テストを、２月から３月の間、１回目を事前研修前、２回目を事前研修後、３
回目を英国研修後に行い、中学生の異文化適応能力の変化を見ていきます。その際に異
文化間トレーニングも行います。ここで異文化適応についていくつかの仮説をたてていきま
す。（担当：江波戸愼）

• 同じ研究を中等部の夏季プログラムでも実施します。（担当：江波戸 愼）

• ２００８年２-３月に4-6週間アメリカおよびオーストラリア・ニュージーランドで行われる語学
研修に参加する大学生を対象に、上記と同じ調査を行います。（担当：吉田 友子）

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（留学生一名について日本人学生一名をチューターとしてつけることが
できる）を利用し、理工学研究科に在学中の留学生のチューターに研究補助を依頼し、複
言語・複文化環境が留学生に及ぼす影響を彼らの学習面・生活面での変化から検証しま
す。（担当：井上 京子）

４）学生、スタッフ、教員などを対象として異文化間コミュニケーションワークショップを行い、影響をみ
る研究（担当：井上 京子、手塚 千鶴子、八代 京子、鈴木 由香、吉田 友子）を行います。

■実験授業

UCDS (Understanding Culture Through Digital Storytelling)UCDS (Understanding Culture Through Digital Storytelling)UCDS (Understanding Culture Through Digital Storytelling)UCDS (Understanding Culture Through Digital Storytelling)

UCTP (Understanding Culture Through Photography)UCTP (Understanding Culture Through Photography)UCTP (Understanding Culture Through Photography)UCTP (Understanding Culture Through Photography)



III. III. III. III. 自自自自律律律律学学学学習習習習環環環環境境境境整整整整備備備備ユユユユニニニニッッッットトトト
Autonomous Learning Environment Research Unit

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パラダイムにおいて
、本事業全体が研究目的として掲げる、行動中心的な複言語・複文化教育環境創出に
向けて、二つの観点からアプローチします。すなわち A) 自律学習教育基盤構築、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学習者の主体性を重視した教育の実践と
、そのた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-Learningのマルチリンガル環境整備を行ってい
ま す 。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等の構築、またマルチ
リンガル学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メディアとして注目され、
他のプロジェク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、また本研究関連コンテンツ
のデジタル化について、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するために、次世代
型外国語自律学習スペースを考案しています。

III III III III ---- A) A) A) A) 自律自律自律自律・・・・協働協働協働協働学習学習学習学習

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含んだ、「学び」という広い領域を対象とし、主体的

姿勢をもった学習者を育てる「自律学習」と、他者と交流しながら学ぶ「協働学習」を二つの概念軸に据
えて、これまでの外国語教育を刷新する教育法・教授法・教材の開発、ならびにそのプログラムへの適
応方法の研究を行っています。同時に新しい外国語教育法とスキルを持った教員の養成を図ります。

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提唱は、欧米はもとより国内でも行われてきまし

た。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構築、理想的な教材開発をも含んだトータ
ルな外国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。またテクノロジーの発
達によって、外国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にあわせた、次世代の外国
語能力の養成を図る外国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・ICTプロジェクト」および「e-Learningプロジェクト」
の活動の一環としてテレビ会議を外国語教育に取り入れる際の方法論について勉強会を行い、また
Interactive Reading Community(IRC)、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
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に向けた環境作り、さらには『ヨー
ロッパ共通参照枠』で策定された内容を参照しながら、行動中心主義に基づく協働学習へと向かう教
育研究の基盤を構築していきます。

研究企画研究企画研究企画研究企画
– 「「「「初年次外国語教育初年次外国語教育初年次外国語教育初年次外国語教育におけるにおけるにおけるにおける大学間大学間大学間大学間CSCLCSCLCSCLCSCL研究研究研究研究」（」（」（」（代表代表代表代表：：：：境境境境 一三一三一三一三））））

• 大学一年生を対象とした必修の外国語教育を、1.マルチメディアを利用した外国語教育、
2.協調学習を通じて学主観・知識観のパラダイム転換を図る初年次教育、さらに3.インター
ネットを通じた遠隔教育の三点から複合的に捉え直すことで、高等教育における外国語教
育が持つ新たな可能性を模索し、その目的に適した授業環境デザイン、およびインストラ
クショナルデザインモデルを構築します。

• そのデザインが適切であったかどうか、学生への影響を質的、量的双方のアプローチによ
って調査し、形成的・統括的評価を行います。

• そこで抽出された諸問題を次年度へのニーズ分析とし、授業デザインを改善する循環評
価を実施し、理論化を目指します。

– 「「「「学校間連携学校間連携学校間連携学校間連携によるによるによるによる同期型同期型同期型同期型・・・・非同期型協調学習非同期型協調学習非同期型協調学習非同期型協調学習コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ形成形成形成形成とととと学習環境学習環境学習環境学習環境デザインデザインデザインデザイン研究研究研究研究」（」（」（」（代表代表代表代表：：：：倉舘倉舘倉舘倉舘
健一健一健一健一））））

• 東アジア地域における異なる教育機関をつなぐ同期型・非同期型の言語協調学習コミュニ
ティの構築を行い、次世代的言語学習環境デザインの研究を行います。

– 「「「「InInInIntttteractiveeractiveeractiveeractive VoiceVoiceVoiceVoice Community (IVC) Community (IVC) Community (IVC) Community (IVC) のののの構築構築構築構築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：：：：藤田藤田藤田藤田 真理子真理子真理子真理子））））

• 音声ファイルなどの相互閲覧環境を備えたIVCコミュニティーをMoodle上に構築し、自律協
働学習力（メタ認知能力）が伸張するかについて、特に質的観点から調査・分析を行いま

ユニット代表 外国語教育研究センター 倉舘 健一
Kuradate Kenichi

III - A) 自律・協働学習
III - B) 学習環境整備



IIIIIIIIIIII----B) B) B) 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、行動中心的な複言語・複文化教育環境創出
を、情報化システム基盤構築の観点から総合的に推進しています。特にe-Learningのマルチリンガル学
習環境の検証と実践研究を行っています。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。

� 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システムの導入は一定の段階に達し、さらに
PDAや携帯電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学習環境への対応
も積極的に進められつつあります。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を
進める動きは極めて少ないと言わざるを得ません。

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有する教育研究機関であり、日本語と
いうアジア言語を中心に据えた上での整備は、国内はもとより、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、一貫教育校を含む
各キャンパスでの教育実践の場にマルチリン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
テムを構築していくことにより、立ち後れが指摘される我が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を大幅に改善する可能性
を秘めているといえます。多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取り、早期教
育から専門教育までをカバーする、国際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」（」（」（」（代表代表代表代表：：：：倉舘倉舘倉舘倉舘 健一健一健一健一・・・・重松重松重松重松 淳淳淳淳））））
学内の外国語教育リソースを整理・開発・補完する、参加型の学習コース構築研究を行っています。こ

れまでにない、コースデザイナ、コンテンツクリエータを一般参加の形で取り込むLanguage Learning 
Management System (LLMS)構想を基礎に、理想的な外国語学習コースの構築を構想しています。将来
的にはこのコースを学内に開放し、理想的な教材を適切なタイミングで学習者に提供する環境の創出を
計画しています。

– 1. 参加型LLMS構築
– 2. オープンコース用インタラクティブ教材制作
– 3. オープンコース構築研究

- 「「「「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ラウンジラウンジラウンジにおけるにおけるにおけるに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」（」（」（」（
代表代表代表代表：：：：吉田吉田吉田吉田 友子友子友子友子））））

• 年間4～6回程度、様々な文化にフォーカスを当て、複言語・複文化環境を実体験し、文化・言語
的気づきの機会を得るようなプログラムを企画します。

• 外国語ラウンジ・コーディネータのもとに利用学生グループを組織し、異文化体験プログラムの
企画運営補助に当たらせつつ、指導していきます。

- 「「「「多言語発音教材多言語発音教材多言語発音教材多言語発音教材制作研究制作研究制作研究制作研究」（」（」（」（代表代表代表代表：：：：倉舘倉舘倉舘倉舘 健一健一健一健一））））
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。自律学習教材として、義塾内の様々な学生層に提供するための教材制作研究を行います。

- 「「「「WebWebWebWeb配信型音声教材制作研究配信型音声教材制作研究配信型音声教材制作研究配信型音声教材制作研究」（」（」（」（代表代表代表代表：：：：倉舘倉舘倉舘倉舘 健一健一健一健一））））
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・映像教材制作と教材配信システムの構築を研究しています。2007年度は、フランス
語による教材モデル構築をすすめています。


