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要 約

日本では毎年多くの大学英語教材が開発・市販されているが、様々な問題からそれらの教材に不満を

抱く使用者が多く存在する。本研究ではその問題点を整理し、大学英語教材が完成するまでの開発プロ

セスを理論的に検討することによって、その原因を考察・検証した。その際、使用者のニーズを取り込

むための方法論と実際に行われている教材編集の具体例を比較したことで、教材執筆を行う著者への過

度の依存、学習者へのリサーチ不足が浮き彫りとなった。よって今後の教材開発の課題は、開発側の著

者、出版社、そして使用者である教授者、学習者の相互協力と連携をどのように進めていくかというこ

とであり、この課題に取り組むことで大学英語教材、延いては大学における英語教育の改善につながる

と考えられる。
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はじめに

日本の大学における一般教養科目の英語の授業では、

市販のテキストを含む様々な教材が使用されている。こ

れは、文部科学省の検定済教科書によって、ある程度教

材が指定される中学校・高等学校とは違った環境を大学

が有しているからに他ならない。しかし、教材の選択が

自由であるという環境ゆえに、大学の英語教員は毎年教

材の選択、準備に頭を悩ませている。

特に市販の教材1)を採択した場合、様々な理由からそ

の教材に満足できない、あるいは授業を進める上で支障

があった、等の「苦情」を耳にすることも多い。

一方で最近、教員自身が自らの手で教材を作成した

り、大学内の教員グループでその大学、もしくは学部・

学科のカリキュラム内容に合った教材2)を作成する動き

が活発である。即ち、自らのクラスの授業内容に合う教

材が市販されていなければ、教員は教材を自作するか、

何らかの工夫をする必要がある。McGrath（2002）は、

“Although economic and practical constraints may

also require teachers to produce their own mate-

rials, the decision to develop original materials is

typically taken when a new course is being

designed for which no suitable textbook(s）can be

found. Thematerials may be for use by thewriter(s）

and/or other teachers within their own institution

or be intended for（non-commercial）publication

and more general use by a group of similar

institutions.”

（McGrath, 2002, pp. 151-152）

と述べ、市販教材の限界を指摘している。しかしなが

ら、実際に教材を開発するとなると時間的、労力的にか

なりの負担が教員に強いられる。コンピュータの発達の

おかげで、市販教材顔負けの体裁を施した教材を作るこ

とも可能だが、内容をどのようにするかということにな

るとその作業は必ずしも容易ではない。よって依然とし

て多くの教員は、市販教材をベースに時折自作のプリン

ト教材、ワークシート等を織り交ぜて授業を進めている

のが現実である。

市販教材と自作教材のどちらが良いかという議論は別

にして、このような現状を見る限り、市販教材には多く

の改善の余地があり、より良い教材開発のために一層の

研究が進められるべきである。

日本の大学をマーケットとした英語のテキストは、国

内の出版社だけで毎年約 200 点の新刊が発行されてお
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り､3)これにこれまで発行された既刊書、また海外の出

版社が発行している ESL/EFL 教材を加えると膨大な点

数になる。この多くの市販教材の中から自分の担当する

クラスに合う教材を探し出すのは確かに一苦労だが、出

版社やテキストの著者（教材開発者）の側もマーケット

の様々なニーズに応え、且つそれをビジネスにつなげよ

うとしてこれだけの点数を発行しているとも言える。

よって本稿では、市販の大学英語教材に論を絞り、現

状の問題点、即ち市販教材を使用した際に生じる問題点

を列挙し、実際の教材開発のプロセスを理論的に検討す

ることで、それら問題が本当に教材によって生じるもの

なのか、あるいは別の原因によるものなのかを検証して

いくことにする。その上で、今後の教材開発における課

題を提示したい。

なお、教材開発のプロセスを検討する理由は、問題の

原因を探るためにはまずその問題の原点、即ち教材の企

画立案時の状況に立ち返り、教材開発者の意図と使用者

のニーズが合っているのか、またその教材の目的、理念

に従ってきちんと市販教材という「製品」に仕上がって

いるのかどうかを確かめる必要があるからである。加え

て、自主教材を作成する教員に対してその方法の枠組を

一つの案として提示できるというメリットがあり、教材

開発のプロセスに関する研究が日本国内では少ないこと

もその理由である。

筆者は、十数年間、語学図書出版社において大学英語

教材の編集・制作に携わってきた。また現在、帝京大学

にて 1年生と 2年生の一般英語科目を担当し、実際に市

販教材と自作教材の両方を使用しながらより良い教材と

はどのようなものかを研究している。それらの経験を基

に、これまでの先行研究を踏まえながら具体的に教材開

発に関わる諸問題について論じていく。

1．使用者が感じる大学英語教材の問題点

大学に限らず、授業内で教材が使用される場合、その

使用者は学習者と教授者の二者を意味する。従って教材

について論じる場合、まず学習者と教授者の生の意見

（authentic voices）に耳を傾けるべきであろう｡4)方法と

しては、アンケート調査やインタビュー等を行い、それ

ぞれの声を聞くことが考えられるが、筆者の経験による

と、教材を発行する側の出版社はその多くが教授者の意

見を重視しているようである。つまり、テキスト採用者

（教員）へのアンケート、また大学の研究室・講師室へ

の個別訪問によるインタビューは盛んに行われている

が、出版社自体が学習者である学生に対して直接調査す

る例はほとんど耳にしたことがない。それは、教授者を

通して学習者のニーズを知ることができると出版社側が

考えていることと、教材を採択するのは学習者ではな

く、あくまで教授者であるというビジネス的な要素があ

るからであろう。

市販されている教材が数多くあり、使用環境、教授ス

タイルも教授者によって千差万別ゆえ、教材の問題点を

一般化するのは非常に困難であるが、筆者がこれまで直

接あるいは間接的に大学教員より耳にした教材に対する

主な不満5)は、例えば次のようなものがある。

（1）教材の難易度（英語面、あるいは内容面）が教え

ているクラスに適合しない。

（2）教材の分量が適切でない。

（3）教材の内容が面白くない。

（4）教材の品質に問題がある（例：テキストに記載さ

れている英語の表現で実際に使用されていないも

のがある、テキストに間違いがある、等）。

（5）教材の付属品が良くない（例：カセットテープ・

CDの吹き込み、スピードが適切でない、教授用

資料の解説が不十分、等）。

（6）教材の定価が高すぎる。

他にも教材に対する不満は様々存在しているであろう

が、このような「苦情」はなぜ生じているのだろうか。

この原因は教材そのものにあるのか、それとも別に原因

があるのか。この疑問を教材開発のプロセスを概観した

上で、一つ一つ検討していく。

2．教材開発のプロセス

教材開発のプロセスに関する研究は、教材自体の分

析、教材使用の実践報告6)などに比べてまだ数が少な

い。よって今後、様々な角度から研究が進んでいくと思

われるが、日本の大学英語教材を考える上で参考になる

海外の先行研究がいくつかあるので、それらを踏まえた

上で具体的に考察する。

まず Jolly and Bolitho（1998）は教材を執筆する際の

プロセス（the process ofmaterialswriting）を Figure 1

のようにまとめている。

Jolly and Bolitho は、このフローチャートを教材執筆

のプロセスを簡素化したものとしているが、教材執筆は

教材開発の根幹であり、そのまま教材開発のプロセス

（the process ofmaterials development）の一部とみなし

ても支障はないだろう。ただしこのモデルは、主に新し

い教材の開発、テキストであれば新刊を発行する際にあ

てはまり、既刊書の改訂版の場合は教材完成後の教室で

の使用という段階（Figure 1 の一番下の USE in the

classroom の段階）をもう少し詳しく考えていく必要が

嶋田：大学英語教材の開発プロセス
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ある。即ち、当該教材完成後の使用を経て得られる評

価、フィードバックが既刊書の改訂作業時の重要な判断

材料となる。これに関しては、Jolly and Bolitho もこの

モデルは教室での使用という段階、つまり「教材評価」

の部分が欠けているとして、別途修正したチャートを提

示している｡7)

だが本稿では、新しい教材が実際にマーケットに投入

されるまでの開発プロセスを概観することで、1.であげ

た問題点を検証していく。教材完成後の「教材評価」

は、既刊書の改訂に限らず別の新しい教材に生かされる

のは言うまでもないが、これを詳しく論じることは本稿

のねらいではない。教材の企画立案、執筆、編集、制作

という一連の流れを理論的に解き明かすのが本稿の主眼

である。よって、その流れをシンプルに示した Figure

1 を解釈しながら、日本の大学英語教材の開発プロセス

を見ていく。

まず最初の IDENTIFICATION の段階だが、これは

使用者である学習者や教授者のニーズを把握し、教材開

発につなげるということである。例えば近年、多くの大

学で使われている「リメディアル（やり直し）教材｣8)

は、中学校・高等学校での基本文法が身についていない

という使用者の声を踏まえ、半期もしくは通年の授業で

基本文法のおさらいができるような内容構成になってい

る。この使用者のニーズを掴んだ後は、それに応えるた

めに具体的にどのような文法項目を教材に盛り込むか、

あるいはどのような題材、練習方法が有効なのか等を検

討する EXPLORATION の段階に入る。ここまでの 2

つの段階は言わばブレーンストーミングの段階であり、

使用者のニーズを満たすという命題に対してどのような

解決策を出していくかが議論される。

次に、教材の大まかなコンセプトが固まると、CON-

TEXTUAL REALISATION、つまり教材の企画案を具

体化する段階に入る。これがテキストであればラフな状

態の見本原稿あるいは全体の目次立て（構成案）の作成

ということになろう。そしてその具体化された案に教材

としての肉付けをするのが PEDAGOGICAL REALISA-

TIONの段階で、コンセプトに沿った本文、練習問題、

アクティビティ、タスク等を検討し、1〜 3章分の見本

原稿もしくは完成原稿として仕上げる。

最後にこの見本原稿、完成原稿を元にテキストとして

商品化するために、印刷用のレイアウト・組版作業及び

校正作業を行う。ここで活字の大きさや紙面デザインを

決め、内容の確認をするという PHYSICAL PRODUC-

TION（実際の編集・制作）が行われる。これらのプロ

セスを経て、印刷・製本を行いテキストが市販化される

のである。

ここまでが新規教材開発の大まかな流れであるが、学

習者のニーズを最大限生かすという視点から教材開発の

手順を示した Tomlinson（2003）の framework も興味

深い。Tomlinson は、教材開発の経験があまりない教授

者でもこの手順に沿えば、効率的な教材開発が可能であ

るとしている。以下にその要点を箇条書きで引用する

（括弧の中の日本語は筆者による要約）。

・Text Collection（授業で使用する文字や音声の素材

を探す、もしくは教授者自身で作成する。）

・Text Selection（集めた素材を吟味し、自分のクラ

スの教材としてふさわしいかどうかを検討しながら

取捨選択をする。）

・Text Experience（教授者自身が選んだ素材をもう
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Figure 1（Jolly & Bolitho, 1998, p.97）

CONTEXTUAL REALISATION of the proposed newmaterials by the findings of suitable ideas, contexts or texts with

which to work

IDENTIFICATION by teacher or learner(s）of a need to fulfil or a problem to solve by the creation of materials

PEDAGOGICAL REALISATION of materials by the finding of appropriate exercises and activities AND the writing of

appropriate instructions for use

PHYSICAL PRODUCTION of materials, involving consideration of layout, type size, visuals, reproduction, tape

length etc.

USE in the classroom

EXPLORATION of the area of need/problem in terms of what language, what meanings, what functions, what skills

etc.?



一度読み、聞くことで再検討する。）

・Readiness Activities（素材のトピックに関する情

報を学習者に前もって与え、ウォームアップ活動を

行う。）

・ExperientialActivities（素材を読み、聞きながら、

学習者はペアワークやグループワークを通してその

素材に描かれている状況を擬似的に体験する。）

・Intake Response Activities（使用した素材に関して

学習者がどのように感じたか意見を求める。）

・Development Activities（素材を基にした発展学習

をする。例えば、素材の文章がストーリー調のもの

であれば、似たような状況のストーリーを学習者に

作らせる練習などが挙げられる。）

・Input Response Activities（素材自体に戻って内容

把握の練習を行ったり、言語のパターンや規則を確

認する作業を行う。）

・Trialling（上記の作業を教材使用を想定しているク

ラスで引き続き行いながら、学習者のニーズとの

マッチングをはかる。）

・Evaluation（学習者に対してアンケートやインタ

ビューを行い、素材に対する評価を行う。）

・Revision（評価の結果を踏まえて、素材の更なる改

善を行い、教材化を進める。）

この Tomlinson の framework は、教授者が自作教材

を開発する際にそのまま使用できる手順を示している

が、市販教材の開発時にも実際に原稿を完成するまでの

プロセスで応用できるであろう。即ち、前述の Jolly

and Bolitho のモデルで言えば、実際の編集・制作段階

である PHYSICAL PRODUCTIONの前の段階までに、

教材開発者（著者）が自分や同僚のクラスにおいて教材

（テキスト）の素材を試用する一つの方法をこの

framework が示していると言える。

しかしながら、市販教材の著者あるいは出版社は実際

にこのようなプロセスに従って教材を開発しているのだ

ろうか。Prowse（1998）は、1994 年に英国 Oxford で

行われた British Council Specialist Course（ブリティッ

シュ・カウンシル主催の ELT教材開発者のためのセミ

ナー）での興味深い発言をいくつか報告している。その

中で以下は市販教材を執筆している著者の発言である。

“My ideas and intentions boil inside me for a long

time, even details take quite a while to mature,

then at some point I feel I can start writing.”

“I might look through what other people have

done, but I basically rely on my own intuition.”

（Prowse, 1998, pp. 136-137）

つまり、執筆に際して著者は自らの直観やアイディア

を重視し、それに基づきクリエイティブな作業を行って

いるというのである。Prowse は、このような状況を

「小説を書くのと同じ方法でテキストの執筆を考えてい

る｣9)と述べている。

一方、出版社に関しては Bell and Gower（1998）が

「実質的なマーケットリサーチをほとんど行っていない

出版社、即ち単に営業責任者の直観や出版における一般

的通念を頼りにしている出版社は、著者の経験に依存す

る傾向がある。ただし、その後で著者のアイディアが実

現できない旨を出版社側から伝えられることもしばしば

である｣10)と指摘している。よって、必ずしも著者の意

向通りに出版が進められるわけでもなく、出版社が

「ゴーサイン」を出さないことには企画が実現しないの

である。

筆者の経験からもこれは日本の大学英語教材の出版に

おいてほぼあてはまる状況である。特に規模の小さい出

版社では、企画から原稿完成まで全て著者任せの場合も

少なくないし、出版社が企画を立案する場合も編集担当

者や営業担当者の経験に基づく意見を中心に検討される

ことが多い。これは Bell and Gower が述べているよう

に実質的なマーケットリサーチが不足しているため、ど

うしても一部の意見、考え方を最大公約数的に捉えがち

なのである。

1.で述べたように、日本の出版社の多くは教材採用者

からのアンケートや教員へのインタビューなどで使用者

のニーズを探り、また各大学のシラバス等から採用され

ている教材を調査し、その販売部数を学生数、クラス数

から推計している。だが、これは表面的なマーケットリ

サーチであり、真の意味のリサーチは、エンドユーザー

である学習者に対する調査が含まれる必要があるであろ

う。教材で学ぶのは、学習者であり、彼らの満足度が授

業の成功の重要な要素となるのは言うまでもない。

ただしこのようなリサーチは、調査を行うための人件

費、そのための時間といった相当の負担を出版社に強い

るもので現実的には難しいかもしれない。よって著者自

身が教材の素材や原稿を自分や同僚のクラスで試用し、

学習者の反応を見ながら改良していくことが重要であろ

う。その際は、前述の Tomlinson の framework が参考

になる。また出版社が教材のパイロット（試用）版を作

成し11)、出版前に学習者のニーズを盛り込む機会を設け

ることも有効な解決策の一つとして考えられる。

嶋田：大学英語教材の開発プロセス
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3．教材編集の視点によるケーススタディー

ここまで先行研究を踏まえて、教材開発のプロセスを

方法論として検討してみた。教材開発は前述の Figure

1 のようにある一定の流れがあり、学習者のニーズを取

り込むための方法もいろいろと存在しているが、実際の

状況は著者や出版社の経験や直観に基づく場合も多く、

必ずしもシステマチックに教材を作成しているわけでは

ないのである。そこで次に、筆者が過去に行った編集作

業の例をケーススタディーとして示し、大学英語教材の

企画から発行までのプロセスを具体的に述べていくこと

にする。これは、筆者の経験に基づく記述（anecdotal

evidence）であるため、大学英語教材の出版すべてにあ

てはまるとは言えないし、あくまでその例を示している

に過ぎないが、教材開発のプロセスを考える上で一つの

「叩き台」を提示できると思う。

まず、企画のスタート時点であるが、以下の 4つのパ

ターンが考えられる。

① 著者による完成原稿、もしくは試用済みの自作教

材の持込による企画

② 著者による見本原稿（例：1 〜 3 章分の見本原

稿、全体の構成がわかる企画書）持込による企画

③ 出版社（編集担当者もしくは営業担当者）と著者

のディスカッションから生まれた企画

④ 出版社のマーケットリサーチに基づく企画

①は著者任せの典型的なパターンである。原稿の完成

度は高い反面、著者の意向と実際のマーケットのニーズ

が合わない場合が多い。つまり、著者の学校、クラスに

は合致したレベル・内容かもしれないが、全国規模の

マーケットを考えた場合、その汎用性が低くなる可能性

がある。これは先程紹介した Tomlinson の教材作成

framework の手順に従っていたとしても、市販教材の

場合は自分のクラスだけでなく、日本全国（もしくは海

外も含めて）様々な学校、クラスで使用されることを念

頭に置いていないと多くの採用数を見込めず、結果的に

企画自体が日の目を見ないことになる。しかしながら、

マーケットリサーチのデータを持ち合わせていない著者

が全国規模のニーズを把握するのは至難の業で、

Prowse の報告のように、著者自身の直観やアイディア

が鍵となる。

またこの①の場合は、完成原稿、もしくはそれに近い

状態の原稿であるため、出版社側による大幅な内容修正

が難しい。よってほぼそのままの形で出版されることが

多いので、「自作教材の市販化」タイプと言える。この

中には、特定の大学用の統一教材（大学の教員グループ

作成による、その大学向けの教材）も入る。

次に②だが、企画のコンセプト自体は著者の方でほぼ

固まっており、見本原稿もあるため、その見本をパイ

ロット版としていくつかのクラスで試用すれば、学習者

の反応を見ながら内容を改良することができる。また完

成原稿でない分、出版社側の意見も①に比べて反映させ

やすい。よってポイントは、著者と出版社が協力して使

用者である教授者と学習者のニーズを最大限取り込むこ

とができるかどうかということである。著者の側も見本

原稿をあくまで企画の「叩き台」と考え、場合によって

は抜本的な変更を施すことも考えておかなければならな

い。

Bell and Gower（1998）は、市販教材出版の難しさを

次のように述べている。

“As inexperienced coursebook writers we were

soon confronted by not only the harsh realities of

commercial publishing but by some of the diverse

needs of potential users.”

（Bell& Gower, 1998, p. 125）

即ち、自作教材と違って市販教材の場合には、著者が実

際に目にすることのない潜在的な使用者（potential us-

ers）の様々なニーズに合わせなければならないのであ

る。

また、この様々なニーズのどこに焦点を当てて教材を

作成するのかということも重要なポイントである。日本

国内で多くの大学英語テキストを執筆している Someya

（2004）は、その点に関して「理想を言えば、クラスの

全ての学生に合った本を執筆することが最も望ましい。

しかし、そうすることはほとんど不可能である」と前置

きした上で、「教材作成者ができることは、大多数の学

生が興味を持つ分野を重視することである｣12)と述べ、

学習者のニーズに合わせることの難しさを指摘してい

る。

従って、教材企画に関わる者同士がお互いの考えを妥

協しながらすり合せて行く作業が必要であり、③のよう

に、企画のスタート時点（Jolly and Bolitho の IDENTI-

FICATION の段階）から出版社と著者が協力しながら

教材開発を行う方法が有効である。この場合、出版社に

よるマーケットの情報と著者による学習者のニーズに基

づくコンセプトを結びつけながら、企画を具体化できる

というメリットがある。ただしこれは既に教材開発の実

績がある一部の著者に限られる場合が多い。というの

も、出版社側も無駄骨を折るリスクを避けるため、この

ような「共同開発」の場合は教材開発の経験が少ない著
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者にはほとんど仕事を依頼しない。よってこれから初め

て市販教材を出版しようと考える著者は、①もしくは②

の方法を取るのが普通である。

最後に④であるが、これは出版社主導で企画のコンセ

プトが立てられる場合である。大学の場合、多くは教員

が自由に教材を選ぶことができるため、採用する教授者

の「好み」を把握するのがマーケットリサーチの中で最

も重要である。よって自社、他社を問わず、マーケット

の中でどの教材がどれだけ採用されているかを、公開さ

れているシラバス等から分析し、その分析結果に基づい

て売れるジャンルの企画を出版社側で立案するのであ

る。企画コンセプトのみを固めて著者に執筆を依頼する

場合もあれば、出版社がある程度見本フォーマットを作

成し、内容に見合った著者に仕事を依頼することもあ

る。

ここ数年、文学作品やエッセイを主体としたリーディ

ング教材に代わり、リメディアル型の総合教材や

TOEICⓇテスト対策のテキストが多く出版されている13)

のも、大学の英語カリキュラムの変化というマーケット

のニーズから発生したものと考えられる。

ここまでが企画の成立過程であるが、その後は短けれ

ば半年、長くても 2、3年程度の期間で教材が完成する。

そしてそのサイクルは大学のテキスト採用決定時期に合

わせられるので、ほとんどの出版社は毎年 10月前後に

翌年春の新学期用の新刊テキスト見本を完成させてい

る。図にまとめると以下のようになる。

この Figure 2 は大学英語教材の編集・制作の流れを

例として示したものであるが、中学校・高等学校の検定

済教科書14)と違い、テキスト採択までの流れが複雑でな

く、原稿完成後約半年でテキスト見本が完成するという

スピードの速さが特徴的である。これは、大学の英語カ

リキュラムが近年目まぐるしく変化している事情を裏付

けており、各大学、各教員のニーズに合わせるために

は、出版企画は長期的なものでなく、どちらかというと

短期的になる傾向があると言える。逆に言うと、原稿完

成後約半年でテキスト見本が完成するスケジュールの場

合、その編集・制作の間にパイロット版による試用テス

トやクラスでの試用により内容を改善していく時間はほ

とんどない。従って大学英語教材の場合、原稿が完成す

るまでが勝負であり、それまでの過程で使用者のニーズ

をどのように取り込んで教材を作成していくかが大きな

課題である。

4．結論

1.で列挙した教材使用時の問題点は、教材開発のプロ

セス上どのような点に起因しているのか、結論として以

下にまとめる。

（1）教材の難易度（英語面、あるいは内容面）が教えて

いるクラスに合っていない原因の一つとして、企画段階

において著者、もしくは出版社が教材の販売ターゲット

となるレベルを正確に把握していないことが考えられ

る。これは、企画立案の際、著者任せにし過ぎか、ある

いは出版社の不十分なマーケットリサーチに起因する可

能性がある。著者自身のクラスに合致した難易度であっ

ても、出版社が販売対象として想定する使用者のレベル

に合っていなければこの問題が発生する。この教材の難

易度と使用するクラスのレベルのミスマッチを防ぐに

は、教材を採択する教授者側が教材をきちんと審査して

採用することも重要であろうが、教材開発側の企画コン

セプトと販売ターゲットのレベルが矛盾しないことも不

可欠な要素である。
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Figure 2 大学英語教材の編集・制作の年間スケジュール例

10月

│

テキスト見本配布

│

付属品作成（教授用資料、カセット/CD/DVD等)年末

│

テキスト採択翌年春

原稿作成

│

企画立案

テキスト見本完成

│

夏休み期間（7〜 9月） 著者による校正（ネイティブチェックを含む）

│

毎年 4〜 7 月 印刷レイアウト・組版作業

半年〜 2、3 年前

│



（2）教材の分量に関しては、原稿執筆の途中段階で実際

にターゲットとなるクラスの中で試用してみることに

よって調整することが可能であるが、それを怠れば分量

的な問題が発生する可能性がある。

（3）教材の内容が面白くないということに関しては、そ

れが教授者側の意見なのか、それとも学習者から出た反

応なのかを見極める必要がある。前者であれば教授者へ

のアンケートやインタビューの結果を反映していない、

もしくはそれらの質問項目自体に問題があることが考え

られる。後者であれば、（2）と同様、発行前に学習者の

反応を探る努力が不足していると言える。

（4）教材の品質に問題があるというのは、教材にとって

致命的であるが、これは大学英語教材の編集・制作スケ

ジュールの短さが原因の一つであると考えられる。これ

は各出版社が改善すべき問題点でもあるが、内容の間違

いに関しては著者が原稿段階、あるいは校正の段階でき

ちんと訂正を施しておくことが不可欠である。

（5）教材の付属品が良くないということも、（4）と同

様、編集・制作上発生する問題である。ただし教授用資

料の解説に関しては、どの程度の内容、分量が必要とさ

れているのか、教授者側のニーズを教材本体同様に発行

前の早い段階で掴んでおく必要がある。

（6）教材の定価に関しては、教材開発のプロセスとは直

接関係しない。これはあくまで出版社の販売上の問題に

関わることである。ただし大学英語教材は、一般の書店

で販売される語学書と違い、全国の英語教員向けに無料

で配布される審査用見本を製作するため、その分のコス

トが原価に上乗せされている現状がある。

以上、教材開発を論じた先行研究をいくつか踏まえな

がら、教材を使用する側である学習者と教授者のニーズ

を生かすためにどのような工夫をすればよいか、またど

のようなプロセスが考えられるのかを探ってみた。そし

てその上で、日本の大学英語教材がどのように出版され

ているのかを概観し、教材使用における問題点の原因を

検証した。そこで次のような課題が明らかになった。

1．日本の大学英語教材開発において、教授者の採用傾

向に関するリサーチはある程度なされているが、学習

者のニーズをどのように取り込んでいるかは著者任せ

の側面があり、今後学習者に対するリサーチを教材開

発に生かす方法を検討すべきである。

2．教材の企画成立にはいくつかのパターンがあるが、

現状は著者に依存している度合が大きい。よって著

者、出版社が相互に協力し合うことで一部の偏った考

え方で教材開発を進めないように留意すべきである。

3．新刊テキストを編集・制作する期間はそれほど長く

はないので、原稿を作成している期間に使用者のニー

ズに合わせるよう努めることが望ましい。また可能で

あれば、市販化の前に教材のパイロット版を作成し、

教材の問題点をあらかじめ解決しておくことも検討す

べきである。

これらの点を具体的に検討し、議論することによって

日本の大学英語教材の改善、延いては大学における英語

教育の改善につなげていければと考えるが、それには教

材開発者側の著者、出版社、そして使用者である教授

者、学習者の相互協力と連携が不可欠である。今回は教

材編集の視点から教材に関する諸問題を論じてみたが、

今後は使用者の立場からの実証的研究や教材評価を通し

た教材開発研究も進めていく必要があると考えている。

注

�）Tomlinson（1998: 2）の定義に従えば，教材とは

coursebooks（教科書，テキストと呼ばれるもの）だ

けを指すのではなく，ある言語の学習を促進するため

に教師や学習者によって使用されるものであれば，い

かなるものに対しても示される。即ち，カセットテー

プ，ビ デオ，CD-ROM，辞書，文法書，読み物，

ワークブック，プリント教材などが一般に考えられる

が，その他にも新聞，食品のパッケージ，写真，生の

会話など様々なものが教材としてみなされる。ただし

本稿では，あくまで学校の英語授業用に開発され，市

販化されたテキストや音声・映像教材（カセットテー

プ，ビデオ，CD-ROM 等）を「市販教材」と呼ぶこ

とにする。

�）東京大学教養学部英語教室 The Universe of English

（東京大学出版会，1993）を始めとして，最近では，

関西大学英語教育研究会 English for the Global Age

with CNN, Vol. 8（朝日出版社，2007）などがある。

�）大学英語教科書協会加盟 16社の 2007年度新刊テキ

ストは，各社の図書目録，ウェブサイトで調べた結

果，合計 187点であった。詳細については，大学英語

教科書協会ウェブサイト（http://www.daieikyo.jp/

shinkan_top.html）を参照のこと。

�）Jolly and Bolitho（1998）を参照。

 ）海外（主に英国）で出版されている ESL/EFL 教材

に関しても，日本と同様に，世界中の使用者が様々な

不満を感じている。それらのコメントについては，

Jolly and Bolitho（1998）を参照のこと。

!）倉田他（1987），清水（1990）などを参照。
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"）Jolly and Bolitho（1998），p. 98

#）リメディアル教材の例として，土屋他（2006）が挙

げられる。このテキストは B5判，本文 60ページで，

15章立ての総合教材である。各章 180〜 200 語程度

の英文を軸とし，TOEICⓇテスト 400 点前後（英検 3

級程度）のレベルにターゲットが置かれている。テキ

ストの構成に関しては，Appendixに掲載した目次見

出しを参照のこと。

$）Prowse（1998），p. 137

10）Bell and Gower（1998），p. 121

11）JACET 関西支部リスニングテスト研究会『英語の

リスニングストラテジー──効果的な学び方の要点と

演習』（金星堂，2000）は，発行の前年にパイロット

版が作成され，約 1 年間複数の大学で試用された。そ

してそのフィードバックを基にテキストが編集され

た。

12）Someya（2004），p. 80

13）TOEICⓇテスト対策テキストについては，3）で言

及した大学英語教科書協会加盟 16社の 2007年度新刊

テキスト 187 点のうち，36 点が該当し，全体の約 2

割を占めている。

14）中学校・高等学校用教科書の検定・採択の流れにつ

いては，文部科学省のウェブサイト（http://www.

mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/gaiyou/04060

901.htm）を参照のこと。
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Appendix

Unit 1 Vending Machines

「君の名は？」名詞はモノの名前

Unit 2 Yakushima

前置詞は英語の「て，に，を，は」

Unit 3 MLB

自動詞と他動詞

Unit 4 A Great Actress ─ An Even Greater Human

Being

モノの名前は代名詞ですっきり

Unit 5 Robots

助動詞は動詞の働きを助ける詞

Unit 6 Chips or Fries?

形容詞は名詞を修飾したり補語になったりす

る

Unit 7 Thereʼs No Cooling Down

副詞は動詞に加える詞

Unit 8 Miracles Do Happen

句と詞

Unit 9 What Is Clean Energy?

分詞は名詞を修飾する

Unit 10 Instant Ramen

自動詞で構成される SVの文型

Unit 11 Love Is Blind?

補語を反故にしてはいけない！

Unit 12 A Short History of Soccer

SVOには他動詞がつきもの

Unit 13 Leonardo da Vinci

SVOOの 2つの目的語

Unit 14 Kabuki

主語＋動詞＋目的語＋補語

Unit 15 Gropers

日本語にはない「現在完了」時制

Source：土屋他（2006, p. 1）

帝京大学文学部教育学科紀要 第 33号（2008年�月）

− 35 −


