
1. 教材のadaptationとは

　大学英語教材は、文部科学省の検定がある中学校・高
等学校用教科書と違い、その種類やジャンルも様々で、
毎年数多くの点数が出版されている。英語の授業を担当
する教員は、国内外で出版されたこれらの教材を採用す
る場合が多いが、点数が多い分その選択も一苦労で、実
際に採用してからも教材の内容に関する不満を抱くこと
がしばしばある。1）

　その主な理由として、選んだ教材が担当するクラスの
レベルや授業内容に合致していない、教材の分量が適切
でない、内容が面白くない、などが挙げられるが、だか
らといって市販教材を使用せずに自らプリント教材や小
冊子を作成するのも、教員にとっては時間的、労力的に
大変な負担である。Pilbeam（1987）は、

The dilemma seemed to be a choice between 
tailored material that was not well thought through 
due to lack of time, and published material that was 
not very usable for the cases in hand.（p. 119）

と 述 べ、 自 作 教 材（tailored material）と 市 販 教 材
（published material）のどちらを選択すべきか、そのジ
レンマを簡潔に表現している。つまり教員の大半は、自
らの負担を考慮して市販教材を採用し、どうしても自分

のクラスに合う教材が見つからなければ自作教材を使用
しているというのが実状であろう。
　しかしながら、そもそも特定のクラス、授業にぴった
り合致するような市販教材が存在するのであろうか。答
えは明らかに「ノー」である。教材出版各社は、日本全国
あるいは世界中といった広範なマーケットの中で幅広く
採用の見込める教材を企画、出版しており、その採算性
にもとづいて最大公約数的なユーザーを商品の購入層と
して設定しているのである。よって、自らのニーズを全
て満たすパーフェクトな教材を探すこと自体、無理な命
題なのである。
　そこで教員が市販教材を採用する場合、その教材を「素
材」と考え、多少工夫すれば十分授業で使用できるとい
う前向きな考えを持つことが重要である。2） 即ち、パー
フェクトな教材がなければ、理想にできるだけ近い教材
を探し、自らの工夫で足らない部分を補っていくのであ
る。その工夫の一つが本稿で論じる“adaptation”である。
題材や文章の「改変」、「改作」、あるいは学習環境に合わ
せて教材を「適応」させることを一般にadaptationと呼
ぶが、英語教育学においては日本語の訳語がまだ定着し
ていないので、本稿では英語のadaptationをそのまま用
いることにする。
　本稿ではまず、このadaptationの目的について論じ、
その方法論を先行研究を踏まえて整理する。次に、市販
教材を使用した授業での実践例を提示し、adaptation
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の実際を具体的に検討する。そして最後に、この
adaptationについて学習者はどのように捉えているの
か、また教材におけるadaptationの必要性は本当にある
のかということを、授業を受けた学生へのアンケート調
査の分析を通して考察することにする。

2. adaptationの目的

　英語に限らず、どのような科目の授業も、教員、学生、
そして教材の3つの主な要素から構成され、この3つの
要素がそれぞれ変数となり様々なタイプの授業ができあ
がる。即ち同じ教材を使用するにしても、教員が変われ
ば授業内容が変わってくるし、学生のレベルが変われば
自ずと教材の使い方も変わってくる。
　このように授業環境は様々存在するわけだが、
McDonough and Shaw（2003）は、「特定の環境によりよ
く適合させるため、教科書の中身の特徴をいくつか変更
して、教材を最大限状況にふさわしいものにすること」

（p. 76）をadaptationの目的として述べている。そしてそ
の目的を具体的に次の3点に分類している。
・personalizing
・individualizing
・localizing

　McDonough and Shawの説明によれば、personalizing 
（個々に合わせること）は、学習者個人もしくはカリキュ
ラム等の個々のニーズに教材の内容を関連づけることで
あり、individualizing（個別に対処すること）は授業が上
手く機能するように学習者個人とクラス全体の学習スタ
イルに配慮すること、となっている。但し、大学の1クラ
スの規模（通常20～ 30名程度）を想定した場合、学習者
1人1人のニーズに合わせながら個別に対応することは、
現実的に難しいものと思われる。よってこの2点は、個
人というよりもクラス個々のニーズと学習スタイルに合
わせると解釈しても差し支えないだろう。
　localizing（特定の地域に合わせること）は、教材が使
われている国や地域にその内容を合わせていくことで
あるが、海外で出版されたESL教材などで日本人学習者
にとってあまり馴染みのない題材が扱われている場合に
は、このlocalizingが必要とされる。
　またこの3点以外にも、modernizing（時代に沿うもの
にすること）即ち、現代英語の用法として古いものや不
適切なものを修正することなどがadaptationの目的とし
て考えられる、としている。
　さらにこの他にもMcDonough and Shawの分類を
ベースに、adaptationの目的を6項目に整理したIslam 
and Mares（2003）や2項目にまとめたMcGrath（2002）

などがあるが、これらの考え方を総括すると、授業環
境に応じて教材の可能性を最大限に引き出すことこそ
adaptationの目的であり、そのためには教員が、使用す
る教材の構成、特徴等をあらかじめよく理解しておくこ
とが非常に重要であると言えるだろう。

3. adaptationの手法

　adaptationの手法に関しては、これまでいくつかの考
え方が示されてきた。主なものを以下に列挙する。

Adapting materials involves one or more of the 
following:
・ leaving out some parts of the material
・ adding material（published or your own）
・ replacing material with something more suitable
・ changing the published material to make it more 

suitable for your use.
（Cunningsworth, 1995, p. 136）

Adaptation can include reducing, adding, omitting, 
modifying and supplementing.

（Tomlinson, 1998, p. xi）
The techniques that we shall cover are as follows:
Adding, including expanding and extending
Deleting, including subtracting and abridging
Modifying, including rewriting and restructuring
Simplifying
Reordering

（McDonough & Shaw, 2003, p. 78）

　定義の違いこそ多少あるが、これらのリストの主な点
をまとめてみると、次の3項目に集約できる。

① 教材の分量調整（削除と追加）
② 補助教材の使用
③ 教材の修正・変更

　まず①の「削除」について、リストでは“leaving out,”
“reducing,”“omitting”あるいは“deleting”という言葉
が使われているが、これは教材中、授業で必要ない箇所、
あるいはクラスのレベルに適さない箇所を削除、割愛す
ることと解釈できる。即ち、練習問題や例文の一部を削
除したり、あるセクション全体を割愛することが考えら
れる。また「追加」は各定義で“adding”として示されて
いるが、McDonough and Shawは、教材のタスクは変
えずに練習問題や例文の量を追加すること（extending）
と質的な面で内容を広げていくこと（expanding）の2つ
に分類している。例えば、リーディング用の文章を使っ
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て発音やリスニングの練習を行い、教材の内容を広げて
いけば、このexpandingに相当するわけである。
　②の「補助教材の使用」は、Tomlinsonの定義の

“supplementing”に相当するが、他の市販教材の一部 3） 

や新聞・雑誌等の記事のような既製の素材を補助プリン
トとして使用する場合と、ワークシートなどを教員自身
が作成する場合が考えられる。そして、これらの補助教
材は単なる追加としてではなく、メインの教材の練習問
題や例文等に差し替えて使用すること（replacing）もで
きる。
　最後の③の「修正（modifying）・変更（changing）」で
あるが、例えば教材中のモデル会話の語句を学習者のレ
ベルに応じてやさしい表現に書き直したり、登場する地
名を身近な場所に変えたりして、教材を使いやすくする
ことが考えられる。また、和文英訳の問題で日本語しか
提示されていない場合、英語の構造面に関する理解を確
認するためであれば、並べ替えの英作文の問題に変更す
ることもできる。
　このような3項目がadaptationの主な手法であるが、
これらをどのように活用していけばよいのか、その具体
的な実践例を次に提示してみることにする。

4. 大学の英語授業におけるadaptationの実際

　筆者は、adaptationが市販教材の可能性をどの程度引
き出せるのかを検証するために、2008年度春期（2008年
4月～ 7月）の帝京大学文学部の一般英語科目において、
3.で示した手法を実際に試みることにした。対象科目は、
教育学科「現代英語Ⅲ」、日本文化学科「英語Ⅲ」、心理学
科「英語Ⅲ」で、履修者数はそれぞれ26, 31, 30名である。
いずれも2年生の必修科目に充てられており、各科目の
目的は「実用的な英語の運用能力を高めていくこと」と
共通シラバス 4） に記載されている。
　そこで3クラスとも、メインとなる教材をKick Off for 
the TOEIC® Test（松岡，2006a）にし、TOEIC®テス
ト演習を通して、英語のコミュニケーション能力を基礎
から強化する授業を計画した。理由は、TOEIC®テスト
が共通シラバスの目的に沿うものであること、近年大学
の英語教育、また就職に向けたキャリア教育において、
TOEIC®テストへのニーズ・関心が非常に高いこと、そ
してこの教科書が、他の市販のTOEIC®テスト対策問
題集と違って、大学の授業内容やレベルを十分考慮して
作成されていること、である。教科書のはしがきには、「日
本の大学新卒者のTOEIC®テストスコアの平均は、470
点前後と言われています。本書はこのレベルの学習者を
中心に600点を越える英語力養成を目指しています」（p. 

i）と書かれてあり、今回の2年生3クラスのレベルにも
適当であると判断し、採用を決定した。
　この教科書は、各章4ページの20章立て、計80ページの
本文とサンプル問題等の付録、及びリスニングCD（教科
書巻末に貼付）で構成され、各章が文法・語彙のまとめ、
Warm-Up問題、TOEIC®テスト形式問題から成る総合教
材である。またトピックもTOEIC®テストに準拠し、At 
an Airport, Taking a Trip, Job Hunting, Appointmentsな
ど日常生活やビジネスを対象としたものが選ばれてい
る。
　2008年度春期では、1回の授業で教科書1章分を扱い、
春期終了時までに半分の10章まで進むようにした（残り
10章は秋期で扱った）。途中、まとめの授業やEメールを
書く指導などを盛り込んだので、15回の授業回数では
10章分あれば十分であった。1回の授業の流れを簡単に
説明すれば、（1）教科書で文法の復習を行う（約20分）、

（2）教科書の語彙問題をリスニングCDを用いて書き取
る作業をする（約20分）、（3）教科書のWarm-Up問題を
通じて様々なコミュニケーション活動をする（約20～
30分）、（4）教科書のTOEIC®テスト形式問題を1～ 2題
解いて、授業全体のまとめとする（約20分）、という学習
活動になる。途中、学生の疲れなども考慮して英語の歌
を気分転換として流したりもするが、あくまで教科書主
体に授業を行う形式である。但し、教科書の練習問題は
全て使用するわけではなく、学生の関心やレベルを考慮
して適宜削除、割愛した。特にTOEIC®テスト形式の問
題は、リスニング・リーディング合わせて各章4題用意
されているが、毎回そのうちの2～ 3題は授業で使用し
なかった。
　なお、各クラスは大学入学時のプレースメントテスト
により、ある程度習熟度が均等な学生で構成されている。
但しクラスの中には様々な学生がおり、英語に対する強
い学習意欲を持つ学生もいれば、苦手意識を持つ学生も
少なくない。従って、彼らの学習への動機付けを高めつ
つ、出来る限り学生がコミュニケーション活動をできる

「参加型」の授業になるように努めたつもりである。
　そこで次に、授業で実践した教材のadaptationの例を
3つ提示し、adaptationが果たす役割について具体的に
検討してみることにする。
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例1：教材の分量調整
　取り上げる題材は、教科書第4章の“At a Restaurant” 
である。この章は、レストランで使われる語句や表現を
覚え、それらを使ってTOEIC®テスト形式のリスニン

グ・リーディング演習を行う構成になっている。レスト
ランや食事に関する語彙は、一見身近なようで実は学生
にとってはあまり馴染みのないものが多く、そのためこ
の章では図1のように2つ練習問題が用意されている。

　まずVocabulary for the TOEIC® Testでは、空欄に
入る単語が全てリスニングCDに収録されているので、
学生に2度音声を聞かせて単語を書き取らせる作業を行
う。但し、1のingredientや4のgourmetは綴りが難しく、
また学生にとって聞き取りづらい可能性がある単語なの
で、アルファベットではなくカタカナで書き取ることも
可とし、純粋に聞き取り能力を問うタスクに変更する（ア
ルファベットで書くとなると、語彙力が必要になってく
る）。そしてCDを聞いた後、教員がややスロースピード
で1～ 10までを発音し、学生にリピートさせる手順をと
る。その際の答え合わせは、学生に単語を発話させ、そ
の音声が合っていれば正解とする。最後に単語の綴りを
教員が板書して、学生がその答えを確認する。
　つまり、ここで用いたadaptationの手法は教材の質的
な内容を広げるexpandingであり、単語の書き取り問題
をリスニングと発音の練習に発展させ、音声面からの語
彙の定着を図ったものである。
　次にWarm-Upであるが、この語句を選ぶ作業は辞書

（電子辞書を含む）を使ってペアや3～ 4人のグループで
行わせ、早く全部正解できたチームを勝ちとするような
ゲーム形式が考えられる。語彙の学習はどうしても単調
になりがちなので、このように学生の競争心を促して学
習の動機付けを高めることは有効な練習方法である。そ
して答え合わせの際には、単に答えを確認するだけでは
なく、関連する語句を一緒に提示し、一つの意味グルー
プとしてまとめて覚えさせることも重要である。例え
ば、3（a）raw food dietのところでfoodに関する語句、
frozen food、prepared food、local foodなどを一緒に板
書して、語彙を単独でなく有機的に結びつけて覚えさせ
るのである。そうすることにより、語彙の記憶、定着が
高まるものと考えられる。
　また最近は、電子辞書を使っている学生が多いので、
通常収録されている英英辞典の機能を利用して、語彙の
意味やニュアンスを正確に把握させることも可能であ
る。例えば、4（b）cafeteriaはどのような特徴を持った
restaurantなのかを学生に調べさせ、英英辞典の定義“a 
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restaurant where you choose and pay for your meal at 
a counter and carry it to a table”5） から学生にその内
容を発表させるのである。即ち、教科書に記載されてい
る語句以外に、関連する語彙や表現を「追加」すること
で、学習の幅を広げることが十分できるのである。これ
がextendingの一例である。
　以上のように、授業では図1の問題を中心にして、学
生の語彙力を強化することに重点を置いた。その代わり
に、TOEIC®テスト形式の問題演習は、用意されている
4題（リスニング2題・リーディング2題）のうちリーディ
ング1題のみを行うこととし、残り3題は授業時間とい
う物理的な面を考慮して敢えて割愛した。

例2：補助教材の使用
　教科書の補助教材の代表的なものとして、教科書の内
容をベースにしたワークシートが挙げられる。最近の大
学英語教科書の中には、教授用資料としてあらかじめ各
種ワークシートが盛り込まれているものもあるが、今回
は教員が自作する場合を取り上げる。題材は、第1章“At 
an Airport”のTOEIC®テストPart 4形式の問題である。
次のパッセージを聞いて、No. 3～ 5の設問に答える形
式になっている。

Attention, Japan Airlines passengers. Flight 741 
to Honolulu is now boarding at gate C81. All 
passengers for this flight, please go to gate C81.
This is an announcement for all passengers on 
United Airlines Flight 9684 to New York. This flight 
has been delayed. We expect to begin boarding at 
9:50 at gate D64.
Final call for passengers on Air France Flight 271 to 
Paris. This flight is now in its final boarding. Please 
proceed to gate A23 immediately.

（Questions）
No. 3. Which airline will take you to Honolulu?
No. 4. What is the situation with the flight to New 

York?
No. 5. What do you need to do if you are taking 

the flight to Paris?
（松岡, 2006b, p. 81）

　教科書には、TOEIC®テストの本試験と同様に、No. 
3～ 5の3つの設問とその選択肢が4つずつ記載されてい
る。よって教科書をそのまま使用するのであれば、学生
にCDの音声を聞かせ、この設問の答えを選択肢から選

Airline
航空会社名

Flight number
便名

Destination
目的地

Gate
出発ゲート

Status
状況

Japan Airlines （JAL） C 81

United Airlines （UAL） 9684

Air France （AFR） 最終搭乗中なので、すぐにゲート
へ行くように

ばせる作業をすればよい。但し、「海外旅行に行きたい」、
「海外旅行で必要となる最低限の英語を身に付けたい」
という学生の声が授業開始時に多かったので、ここでは
adaptationの目的の一つであるpersonalizingに沿って、
出来る限りオーセンティックな（本物らしい）活動にす
るよう図2のワークシートを作成した。
　まず学生を3人ずつのグループに分け、各グループが
空港の国際線出発ロビーにいるものと想定させる。そし
て3人でそれぞれ担当を決めた後、各学生は1つの出発
便（例えばJALの出発便）の情報を集中して聞いて、ワー
クシートの空欄に必要事項を記入する。CDの音声は、
アナウンスだけを2～ 3度流すことにし、学生の役割分
担を適宜交代させてお互いの答えを確認させる。このよ

うなタスクは、必要な情報のみを聞き取るというリスニ
ングストラテジーの一つを応用したものであり、実際に
空港や駅などでアナウンスを聞く際に必要とされる活動
である。もちろんNo. 3～ 5の設問もそのような意図の
問題であると考えられるが、ワークシートを利用するこ
とで情報の整理とメモの効率化が期待できる。
　また今回のような練習をする際には、音声がオーセン
ティック、即ち「ノンネイティブの学習者向けに意図さ
れていない本物の言語」（Porter & Roberts, 1981, p. 37）
であれば、教室外のオーセンティックな英語を聞き取る
のとほぼ同じ練習ができるわけだが、付属のCDの音声
は学習者向けに速度や発音等を配慮して作成されたもの
である。6） しかし、ワークシートを用いてリスニングの

図2　自作ワークシートの例
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タスクを工夫したり、グループでの練習を取り入れるこ
とによって、学習活動自体がよりオーセンティックなも
のになるものと思われる。
　この他には、新聞・雑誌の記事や広告、各種パンフレッ
トの文章などを引用して補助教材にすることが考えられ
る。例えば、教科書第7章“Taking a Trip”では、旅行会
社の広告やパンフレットなどを資料として利用すれば、
学生はオーセンティックな言語材料に触れることがで
き、またトピックに対する興味が増すことで、学習への

動機付けに繋がる効果が期待できる。

例3：教材の修正・変更
　最後に提示するadaptationの例は、教材の修正・変更
に関するものである。教科書第3章“On the Street”の
Warm-Up問題で、道案内に関するやりとりを聞き取る
ものである。教科書には図3の地図が掲載され、学生は
CDの音声を聞いて、内容に一致する地図をA, B, Cの中
から一つ選ぶ。

　そして聞き取る会話は以下の通りである。

A: Excuse me, but how can I get to the city hall?
B: It’s quite near here. Go down this street for two 

blocks and turn right. It’s on your left.
A: Thanks a lot.

（松岡, 2006b, p. 83）

　答えはBの地図であるが、この問題を利用してさらな
るコミュニケーション活動に繋げることが可能である。
例えば、教科書の指示に従ってリスニングを行った後に、
ペアワークを導入することである。その際、今回の会話
の重要表現をいくつか使って、身近な場所の道案内をす
ることがまず想起できるが、教室内での練習の場合、そ
の場所をどこにするのか、あるいはペアによっては会話
が続かない、などといった問題も発生しやすい。従って、
自由に道案内の会話をするための「橋渡し」として、教
科書の題材を活用した置き換えの練習を行うことから始
める。
　まず、問題では不正解となっている地図Aの目標を
the post office、同じく地図Cの目標をthe Seven-Eleven

などと適当な名前を付ける。そしてWarm-Upの会話を
モデルとして、それぞれの場所の道案内をする練習を行
うのである。モデル会話をそのまま忠実に使用すれば、
話者Aのthe city hall、話者Bのright、leftといった語句
を地図の場所に合わせて別の語句に置き換えることにな
る。但し、それだけだと簡単過ぎると感じるペアの場合
には、地図中に別の目標を書き込むことでモデル会話の
変更箇所を増やしたり、モデル会話から多少逸脱した自
由な会話を促したりする。即ち、各ペアの進度に合わせ
た指導を行うというindividualizingが、教材の修正・変
更で可能になるわけである。

5. 授業内容と教材に対する
アンケート調査の結果とその考察

　さて、筆者が今回試みた授業について、学生はどのよ
うに感じているのだろうか。また教材のadaptationに関
して、学生はどのように捉えているのであろうか。その
学生の反応を調べるために、2008年7月の授業最終日に
約20分使ってアンケート調査を実施した。回答数は3ク
ラス合計で71名である。質問紙（付録参照）は「授業内
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容と教材について」という内容で作成し、授業や教材全
般に関する質問4項目、adaptationに直接関わる質問5
項目、及び自由記述による回答で構成した。
　回答は基本的に4点法で行い、「1：全くそう思わない、
2：あまりそう思わない、3：ある程度そう思う、4：非常
にそう思う」に分けて数字を丸で囲む形式をとった。ま
た、教科書の難易度に関する質問のみ5点法（1：簡単す
ぎる ～ 5：かなり難しい）を用い、丁度よいレベルであ
る際には中間の3点になるようにした。なお4点法の質
問項目においては、学生がある質問で考え込んでしまい、
次の質問の回答に進まないことを防ぐ意味で、「わから
ない」という回答欄も設けた。但しこの場合は、無回答
と同様、分析対象から除外した。

5.1 授業と教材全般に対する学生の反応
　質問紙から授業と教材全般に関する項目を取り上げ
て、筆者が試みた授業、そして使用した教科書が学生に
とってどう感じられたのかを分析した。表1は、各質問
項目で調査したいポイント、そして項目ごとの平均値

（M）と標準偏差（SD）をまとめたものである（なお、Q
は質問紙中の項目の番号を示す）。
　まず平均値を見ると、Q9は3.40で、学生が授業に対し
てある程度満足していることがわかる。またQ1のトピッ
クに対する興味も比較的高い数値が出ている。しかしな
がら、今回の授業を通して学生が実際にTOEIC®テス
トのような資格試験を受験したいと考えたかというと、
Q2の数値を見る限りそれほど資格試験に対する関心が
高いとは言えない。これは、調査対象の学生が2年生で
あり、就職活動を始めている3・4年生に比べ、まだ資格
取得に対する意識があまり高くないことも要因として考
えられる。
　また教科書の難易度（質問項目Q8、N = 71）であるが、
5点法による回答の平均値は3.20、標準偏差0.60となり、

学生は全体的に「丁度よい」レベルと感じていることを
示す結果であった。

5.2 adaptationに対する学生の反応
　続いて質問紙からadaptationに関する項目を取り上げ
て、本稿で提示したadaptationの具体例3つ（教材の分
量調整、補助教材の使用、教材の修正・変更）について学
生がどのように捉えているかを分析した。表2は、表1と
同様、各質問項目の平均値と標準偏差をまとめたもので
ある。
　まず平均値を見ると、学生はadaptationに対して全体
的に肯定的な見方をしているのがわかる。その中でも興
味深いのは、Q7の教材の削除に対して学生が概ね支持
をしているという結果である。学生に教科書を購入させ
た手前、全部の内容を扱わなければならないと考える教
員もいるだろうが、7） 必ずしもそのようにする必要はな
いということがこの結果より示された。
　次に、4つの項目の中で平均値が一番低かったのは、
Q5のモデル会話を修正・変更して行ったペアワーク練
習である。この結果は、活動自体がパターンプラクティ
ス的になり、多少単調な練習になってしまったことと、
ペアワークが学生にとって心理的に負担のかかるもので
あったことが影響しているのかもしれない。またQ5と
Q6のペアワーク活動を含んだ2項目は、それぞれの標準
偏差の数値がわずかに他の2項目より上回っており、学
生間の捉え方にばらつきが見られた。このQ5とQ6に関
するピアスンの相関係数はr = 0.62であり、かなり相関
関係があることを示しているので、この2項目にはペア
ワーク活動か、もしくは他の関連する要因があるものと
思われる。但し、本分析ではそれは明らかにできなかっ
たので、今後の課題として検討する必要がある。
　Q3の補助教材の使用については、具体的に役に立っ
た、または興味深いと思ったものを3つの選択肢から選

表1　授業と教材全般に対する学生の反応：平均値と標準偏差

Q 質問項目のポイント N M SD
1. トピックに対する興味を持つことができた 71 3.27 0.58
2. 英語の資格試験を受験してみようと思った 69 2.67 0.78
9. 春期の授業は英語の勉強になった（授業に対する満足度） 70 3.40 0.57

表2　adaptationに対する学生の反応：平均値と標準偏差

Q 質問項目のポイント N M SD
3. 補助教材・プリントの使用が授業の内容理解に役立った 70 3.39 0.55
5. 教材の修正・変更によるペアワーク練習に興味が持てた 70 3.00 0.74
6. ペアなどで語彙の追加練習をしても良い（教材の追加） 67 3.24 0.85
7. 練習問題を全て行わず適宜割愛しても良い（教材の削除） 70 3.41 0.63
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ぶ追加質問Q4を設けた。複数回答可で結果は、
a. 空港のアナウンス等を聞き取る練習で使用した補助

プリント 51人
b. 英字新聞から引用した旅行会社の広告（ツアーの料

金表） 37人
c. テキストのリスニング問題スクリプト 18人
 その他  7人

となり、aの補助プリントを選んだ学生が最も多かった。
このプリントは図2で示した自作ワークシートである
が、学生は教員自身が工夫して作成した補助教材を高く
評価している。一方cのスクリプト（教授用資料をコピー
したもの）は、リスニング活動の際に確認用として配布
したものであるが、あまり学生の印象には残っていない
ようである。
　
5.3 adaptationと授業の満足度との関係
　5.2で学生が教材のadaptationに対して肯定的な見方
をしていることが明らかになったが、果してそれが授業
の満足度に繋がっているのだろうか。これを調べるため
に、アンケートの質問Q9の授業に対する満足度とその
他の項目との相関を出した。表3はピアスンの相関係数
を用いた結果である。

表3　アンケートの質問項目と授業の満足度との相関

Q1 Q2 Q3 Q5 Q6 Q7

Q9.  授業の満足度 0.49 0.26 0.47 0.41 0.36 0.41

　教材のadaptationに関連する質問Q3（補助教材の使
用）、Q5（教材の修正・変更）、Q6（教材の追加）、Q7（教
材の削除）のうち、Q6を除いていずれも相関係数rが0.40
を上回っており、Q9とかなり相関関係があることを示
している。この結果から、これらのadaptationの手法は
授業の満足度に対してプラスに影響すると言える。即ち、
授業におけるadaptationの効果は、学生の満足度という
点においては、十分上げられているものと考えられる。

5.4 自由記述による回答
　以上、授業内容と教材に対する学生の反応を量的に分
析、考察してみたが、最後にアンケート中の自由記述欄

（Q9の理由、Q10）に書かれた学生の主な意見を抜粋し
て、質的な面を見てみることにする（学生の意見は原文
のまま掲載）。
　まず、Q9の授業自体に満足している理由としては、

「日常で使える英語が中心だったため。将来、簡単に
使えそうだった」

「実際の生活に沿った内容で、今まで受けてきた英

語がなぜ必要か等も理解できたから」
「実際に海外に行ったときに役立ちそうな実用的な
英語の勉強ができました」

「自主性がアップする」
といった意見があり、特に日常生活に密着した内容、あ
るいは海外旅行で役立つ内容という実用面を高く評価し
た学生が多かった。この結果は、授業が科目の目的通り
に行われ、学生もそれによって学習への動機付けを持つ
ことができたことを示している。また自主性が高まった
という意見は、授業を参加型にして行ったためだと思わ
れる。その反面、授業にあまり満足できなかった学生の
回答を見てみると、

「比較的簡単な問題が多かったため。復習にはなっ
た」

「高校の英語の復習をやっているような感じがする
から」

と授業の難易度が学生の求めていたものよりもやや低
かったという意見があった。これは、授業及び使用した
教科書が英語の基礎的な部分を重視したものであるた
め、やむを得ない面もある。
　次にQ10の回答から、教材に関する意見を拾ってみる
と、

「教科書やマニュアル通りだけでなく、日常で使え
るものや体験談など幅広いので、とてもためになっ
た」

「教科書の問題を解くだけでなく、それに関連した
日常で役立つ知識も教えて頂いたので、英語に対し
て興味を持つことができ、楽しく授業を受けること
ができました」

「補助プリントも役に立つもので、興味深かった」
とあり、単に教科書をなぞるのではなく、あくまで教
科書を素材として活用することがいかに重要である
かを示している。その意味で、補助教材の使用という
adaptationも、授業にとって有効な手法の一つであると
言える。しかし、教科書の練習問題をかなり割愛したた
めに、

「実際のTOEICのテスト問題等をもっと解いてみた
かったです」

という声もあった。従って、どの程度教科書の内容を削
除、割愛するかは、学生の意見も参考にしながら慎重に
判断しなければならないであろう。

6. まとめ

　今回の大学英語教材のadaptationに関する実践と調査
で以下のような示唆が得られた。
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1. 教材のadaptationに対して、学習者は概ね肯定的な反
応を示しており、教材の分量調整、補助教材の使用、
教材の修正・変更といった手法が授業を進める上で有
効である。

2. 補助教材の使用においては、教員の自作ワークシート
に対する学習者の評価が高かったが、これは学習者の
動機付けに繋がるタスクや活動がワークシートに盛り
込まれているためであると考えられる。

3. 教材の追加や修正・変更に伴うペアワーク練習などの
学習活動が、どのように学習者の反応に影響を与える
のか、またそのような学習者の心理的要因等を踏まえ
てadaptationをどのように行っていくのか、これらの
点が教材のadaptationに関する今後の検討課題として
挙げられる。

　教科書はあくまで授業を織りなす要素の一つである。
学習者や教員が変われば、使用方法が変わるのは当然で
あり、その意味ではadaptationの手法も千差万別であろ
う。但し、教科書の可能性を最大限広げるためには、そ
の教科書の特徴を教員が熟知する必要があることは言う
までもない。即ち、学習者の立場で教科書を研究・分析し、
言語材料、難易度、トピック、タスクなどを学習者の能
力やニーズに照らし合わせることが重要である。その上
で、それぞれの学習環境に応じた最適なadaptationの手
法を選択し、授業をより良いものにすることが教員に求
められるのである。見方を変えれば、教材のadaptation
は、教材の可能性を広げるだけでなく、教員自身の教材
に対する分析力、開発力を伸ばす機会をも与えてくれる
のである。
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注

1） 嶋田（2008），p. 28を参照。
2） Cunningsworth（1984），p. 71を参照。
3） 市販教材の一部を複製して授業で使用する場合，著

作権の問題が発生する可能性があるので注意が必要
である。例えば，授業で採用した教科書の一部を複
製することは，著作権法第35条（学校その他の教育

機関における複製）により認められているが，実際
に採用していない教科書（見本を含む）の一部を許
可なく複製して使用すれば，著作権の侵害に相当す
る。よって出版社の中には，ウェブサイト上で様々
な補助教材を無料（但し会員登録が必要な場合が多
い）で提供していたり，あらかじめ複製することを
可とした補助教材集などを販売している会社もある
ので，そのようなサービスを利用することも選択肢
の一つである。

4） 帝京大学文学部の一般英語科目においては，大学の
英語教育の目標を明確にした「共通シラバス」が科
目ごとに作成され，各担当教員はそのガイドライン
に沿った授業内容を各自で検討することになってい
る。

5） Oxford Advanced Learner’s Dictionary（2000），電
子辞書版より引用。

6） 松岡（2006a）に付属の音声CDは，学習者向けに速
度や発音等が多少配慮されているものの，効果音の
使用やイギリス英語，オーストラリア英語など様々
なアクセントの英語音声が収録され，「疑似的」に
オーセンティックな英語を聞き取る練習ができるよ
うに工夫がなされている。

7） McGrath（2002）はAcklam, R.（1994）The role of the 
coursebook. Practical English Teaching, 14（3），
12-14を参考にした上で，「大幅な削除というものは，
それがたとえどんなに良かれと思って意図したとし
ても，高いリスクを伴う手法であるため，なぜその
教科書の削除する箇所に時間を費やさないのかとい
う理由を学習者に説明することで，学習者からの反
発というリスクを最小限にすることが賢明である」

（p. 62）と述べている。
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付　録

平成20年度　授業アンケート（授業内容と教材について）
■このアンケート調査は，春期の授業内容と教材に関してお聞きするものです。今後の授業内容の参考資料にした

いと思いますので，率直に答えてください。氏名を書く必要はありません。また，みなさんの成績にも関係しませ
ん。以下の各質問についてあてはまる数字・項目を○で囲んでください。

1. 春期の授業では日常生活に関する様々なトピックを取り上げましたが，興味を持つことができましたか。
 非常に ある程度 あまりそう 全くそう わからない
 そう思う そう思う 思わない 思わない
 （  4  ） （  3  ） （  2  ） （  1  ） （  0  ）

2. 今回のテキストはTOEIC®テスト形式のものでしたが，今後このような英語の資格試験を受験してみようと思い
ますか。

 非常に ある程度 あまりそう 全くそう わからない
 そう思う そう思う 思わない 思わない
 （  4  ） （  3  ） （  2  ） （  1  ） （  0  ）

3. テキストの問題に加え，授業ではいくつかの補助教材・プリントを使用しましたが，授業の内容理解に役立ちまし
たか。

 非常に ある程度 あまりそう 全くそう わからない
 そう思う そう思う 思わない 思わない
 （  4  ） （  3  ） （  2  ） （  1  ） （  0  ）

4. 3の質問に関して，具体的に役に立った，または興味深かった補助教材等に○をつけてください（複数可）。

a. 空港のアナウンス等を聞きとる練習で使用した補助プリント
b. 英字新聞から引用した旅行会社の広告（ツアーの料金表）
c. テキストのリスニング問題のスクリプト
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

5. 授業ではテキストの会話表現を使ってペアワークの練習をしましたが，興味を持つことができましたか。
 非常に ある程度 あまりそう 全くそう わからない
 そう思う そう思う 思わない 思わない
 （  4  ） （  3  ） （  2  ） （  1  ） （  0  ）

6. 授業ではペアやグループで辞書を使いながら語句の意味を調べたり，リーディングの練習をしましたが，一人で行
うよりも取り組みやすかったですか。

 非常に ある程度 あまりそう 全くそう わからない
 そう思う そう思う 思わない 思わない
 （  4  ） （  3  ） （  2  ） （  1  ） （  0  ）
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7. 春期のシラバスに従い，テキストは予定通り10章を終えましたが，練習問題は全て行わず適宜割愛しました。この
ような方法で良いと思いますか。

 非常に ある程度 あまりそう 全くそう わからない
 そう思う そう思う 思わない 思わない
 （  4  ） （  3  ） （  2  ） （  1  ） （  0  ）

8. テキストの難易度はどうでしたか。
 かなり難しい やや難しい 丁度よい やや簡単 簡単すぎる
 （  5  ） （  4  ） （  3  ） （  2  ） （  1  ）

9. 春期の授業は英語の勉強になったと思いますか。またその理由を以下に書いてください。
 非常に ある程度 あまりそう 全くそう わからない
 そう思う そう思う 思わない 思わない
 （  4  ） （  3  ） （  2  ） （  1  ） （  0  ）
 理由：

10. その他，授業内容や教材について感想等がありましたら以下に自由に記入してください。
　ご協力ありがとうございました!
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