
はじめに

　文部科学省から、「国際共通語としての英語力向上の
ための5つの提言と具体的施策〜英語を学ぶ意欲と使う
機会の充実して確かなコミュニケーション能力の育成に
向けて〜」（文部科学省2011）が出された。その中では、

「英語をはじめとした外国語は、グローバル社会を生き
る我が国の子供たちの可能性を大きく広げる重要なツー
ルであるとともに、日本の国際協力を高めていく上で重
要なツールとなっている」と述べる。また5つの提言で
は以下のように述べる。
　

提言1：	 生徒に求められる英語力について、その達成
状況を把握・検証する。

提言2：	 生徒にグローバル社会における英語の必要
性について理解を促し、英語学習のモチベー
ション向上を図る。

提言3：	 ALT、ICT等の効果的な活用を通じて生徒
が英語を使う機会を増やす。

提言4：	 英語教員の英語力・指導力の教科や学校・地

域における戦略的な英語教育改善を図る。
提言5：	 グローバル社会に対応した大学入試となるよ

うな改善を図る。
　
　以上が5つの提言の要点である。特に提言4では、英語
教員の英語力・指導力を求めているが、グローバル社会
で求められる外国語能力としては、「異なる国や文化の
人々と外国語をツールとして円滑にコミュニケーション
を図ることができる能力」と述べる。この提言からも理
解できるように、現在学校で外国語教育に学校教育に携
わる教師には「英語を英語で教えること」が求められる
など、一層の指導力が求められている。
　しかしながら単に、教師が「英語で授業をすればよい」
というものではない。そこで本論は現状の学校現場での
様々な英語の指導場面を考慮し、本論はより学習者の英
語力に配慮した指導方法に焦点を当てた。対象の学習者
の英語力によってはすべての場面で、英語で指導出来る
とも限らない。学習者の状況や学習内容によっては日本
語による指導の方が効果がある場合もあるが、英語で指
導する場面がある場合、「何を考慮すべきか」考察する。
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要　約

　平成25年度（2013年度）から実施される高等学校の新学習指導要領では、「授業は英語で行うことを
基本とする」ことが明記された。これまでにも、「コミュニケーション能力」をキーワードに、「英語が使
える日本人の育成のための戦略構想」や「小学校からの外国語（英語）活動の導入」など様々な施策がな
されてきたが、この文言の明記は、かつてないほど学校教育現場の教師に大きな波紋をよんでいる。本
論では日本の学校教育の多くの場面で行われている文法訳読方式の指導方法や授業を否定するのではな
く、むしろ英語の学習者集団の英語力の状況に応じ「日本語による英語指導の場面」と、「英語による英
語指導の場面」のバランスを考えた指導を前提に考える。その上で本論は、「英語による英語指導の場面」
の際の、指導方法の研究を目的とする。研究方法はバイリンガル教育の先行研究をもとに、筆者が行なっ
たイマージョン教育の実験授業でのアンケート調査とその分析を行いその結果を考察した。その結果「英
語で英語を教える」際には、特に言語の「学習におけるコンテクストと学習者の認知的負担」に考慮した
指導計画と、その実際の指導が必要であることが確認できた。

　キーワード：	学習指導要領、イマージョン教育、英語で英語を教える、コミュニケーション能力、
	 発展的相互依存仮説、コンテクスト、認知的負担
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田嶋：「英語で英語を教えること」に関する研究

1．本論の目的と意義
　
　今回改訂された新学習指導要領は「生徒が英語に触れ
る機会を充実するとともに、授業を実際の場面とするた
めに、授業は英語で行うことを基本とする」（文部科学省
2012）としているが、本論の目的はこれに対し、「学校教
育の中で有効に実施していくためには、どのような英語
の指導計画や授業を考えなければならないか」を研究す
ることにある。特に「コンテクストと認知的負担」に焦
点を当て、「英語で英語を効果的に指導するための方法」
を研究する。詳述するとこの研究の目的の意義として考
えられることは以下にある。
　新学習指導要領の「授業は英語で行うことを基本とす
る」という記述は、現場の学校教育でさらに英語教育に
ついて考えなければいけない問題を提起している。この
大きな問題は賛否が非常にある一方で、各指導者が自身
の英語教育の指導を再考する良い問題提起であるとも考
えられる。それゆえ本論の意義は、英語で英語を教える
ことを考える時に、指導者として効果的な方法を考察し、
少しでも今後の英語教育の指導に役立てることにある。
　従来多くの学校教育の場で行われてきたと考えられ
る指導方法は、ボトム・アップ的な指導方法が主流であ
る。いわゆる「文法訳読方式」（Grammar	Translation	
Method）が多く、単語や文法といった指導から教え、そ
して英文を日本語に訳すという方法である。日本語を媒
介としているので、日本人学習者にとって、とりわけ学
習の遅いスロー・ラーナーズには英語学習の不安をと取
り除く効果がある。この指導方法は日本語と英語を明確
に対照的にしているので、日本語と英語の違いが理解で
きる。問題なのは日本語が介在しているので、日本語が
中心となり、英語を実際に聞いたり、話したりする能力
の育成できないということである。これまでにも幾度と
なく日本人の英語を聞いたり、話したりする英語の運用
能力が問題視されてきた。例えば松本（注1）は「企業のグ
ローバル化が進み、英語で発信できなければ、能力がな
いとみなされるようになってきたが、現状ではほとんど
の大学や高校の教育は不十分。大学は英語による授業を
増やし、高校でも英語で英語の授業ができる体制を作る
必要がある」と述べている。
　しかしながら先にも述べたように今回の学習指導要領
の改訂に対しては、学校現場で英語教育に携わる教員の
中にも「英語で英語の授業をする」ことに対する否定的
な声も聞かれる。特に英語力のない学習者を対象に日頃
悪戦苦闘されている指導者からは、「英語で英語で教え
る」など到底無理という声も聞こえる。また日常会話程
度の英語力ばかりが英語ではなく、しっかりした論理的

な英文を読んだり、書いたりできるようなるのも英語力
であると主張する指導者もいる。さらにまた、しっかり
したL1の母語（この場合は日本語）を通して、そのL2の
英語へ転移をもとにした英語力の育成を主張する教師も
いる。
　以上のように良くも悪くもこの問題には、「英語がで
きない日本人を作らいないためには、どのような施策が
可能か」という問題を、英語の指導者に提起し真剣に考
えさせる内容を含んでいる。今までにも学習指導要領
では英語でのコミュニケーション能力を高めるために、

「オーラル・コミュニケーション」などの科目が設置され、
様々な改訂がなされてきた。このような改訂がなされて
きたが、学習指導要領の指針とは裏腹に、現場の学校で
は「オーラル・コミュニケーション」の時間に「文法」を
教えるという学習指導要領と学校教育の英語指導の状況
に大きな乖離があった。
　今回の新指導要領のこの明記は、どういう方向で現場
の様々な英語教員に受け入られていくのであろうか。筆
者自身は1時間の授業において、生徒の英語の学力や生
徒の状況、そして英語の指導内容や言語材料に応じ、「日
本語による英語指導の場面」と、「英語による英語指導の
場面」のバランスを考えた指導を前提に考えるのが良い
と考えている。バランスという意味で言えば、英語の低
学力の生徒に文法事項や英語の語法を英語で教えても無
理があるであろうし、また論説文や説明文などを英語で
説明しても英語嫌いを作るだけになってしまう可能性も
ある。しかしながらこのような生徒たちに対しても、何
かしら英語で発問したり答えさせたりできる場面は工夫
できるはずである。
　上記の前提に基づいて、本論では「英語による英語指
導の場面」における英語の指導を考えることを目的とし
たい。学習指導要領では、「授業は英語で教えることを基
本とする」という言葉が先行しているが、その場合には
さらに指導者自身にもしっかりした文法能力に裏付けら
れた「コミュニケーション能力」（注2）が要求される。また
英語で英語を教えるためには、ただ指導者が授業で英語
を使用すればよいという問題ではない。①文部科学省検
定教科書をどのように使用すればよいのか、②指導計画
案はどう作成したらよいのか、③実際の授業ではどのよ
うに指導したらよいか、④英語力があまりない生徒には
どうすべきか、⑤指導言語の日本語と英語の使用比率は
どうしたらよいか、⑥どの場面で日本語を使用すれば効
果的か、など様々な問題がある。これを考える上で、従
来の英語教育の良いところは活用し、「英語で英語を教
える」こととのバランスを考えこの問題を考えていく。
このようにこれから始まる新指導要領下での英語教育
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はその指導法を英語教員が模索しているところであるの
で、本研究の「英語で英語を教える時の効果的な指導方
法」には意義があると考えている。

2．研究の方法

　「授業は英語で行うことを基本する」すなわち「英語
で英語を教える」という問題が提起されてから様々な問
題が論議されているが、多くの英語教員にとってその指
針となるものがない。比較的英語力がある集団に、英語
教師が一方的に英語を使用する授業を参観したことがあ
るが、それだけでは多様な学力の生徒に通用しない。英
語の学力や動機づけが非常に高い生徒が対象ならばよい
が、そのような生徒ばかりではない。むしろ英語の学力
も動機づけも低い場合が多い。このような場面や状況も
考えながら、本論では今までの日本語による指導も活か
しつつ、この問題を考えていく。この前提条件にたち、「英
語で英語を教える」というこの問題の研究に関して、筆
者が行った「イマージョン教育の実験授業」を取り上げ、
ここで得られた結果をもとにこの問題を考察する。
　研究方法は授業後のアンケートを通し、実際に学習者
や授業参加者が、英語で英語を教える授業に対し、どの
ような感想を持ったかを分析する。その理由はバイリン
ガル教育のイマージョン教育はEnglish	As	a	Foreign	
Language（EFL）の環境にある日本の学校教育の場でそ
れを実施するとなると様々な問題があるが、「英語で英
語を教えること」に関し研究する上で参考となることが
多々あるというのがその理由である。
　イマージョン教育については、「イマージョン教育」
はカナダやアメリカのEnglish	As	a	Second	Language	

（ESL）の環境の中で行われているものが多い。理科や社
会などの教科学習を外国語で行うことにより、①第2言
語習得能力（目標言語）の習得　②地域学区の教科学習
の達成　③異文化受容能力の育成　④母語発達を目標
としている」（Curtain	&	Pesola	1988；Genesee	1987；三
輪	2006）と記している。筆者がよく知るアメリカのシア
トルにある公立高校、ケントリッジ高校でも、English	
Language	Learners（ELL）	のクラスがあり、外国人生徒
を対象に英語教育とならび教科教育が行われている。こ
こでの指導例をみると、問題となっていると思われるの
が、指導の際に使用する言語である。当然のことながら
このクラスは日本の学校のように、母語を日本語すると
いった日本人ばかりではなく、メキシコやロシアなどか
ら来た移民や難民などの様々な人種が混在しており、同
一クラス内で指導言語を学習者のそれぞれの言語に合わ
せることは不可能である。指導者も英語以外にスペイン

語等ができる、バイリンガル・ティーチャーもいるので
あるが、基本的には「英語で英語を指導する」直説法で
授業が行われている。日本におけるEFLの環境下での英
語の授業と、アメリカなどのESL環境の授業で条件は異
なるが、「英語で英語を教える」ということに関してのみ
焦点を当てるならば、指導方法や問題点は参考になるこ
とが多い。

3．イマージョン教育の実験授業から分析した、
「英語で英語を教えること」

3.1　イマージョン教育実験授業
　筆者は同僚の理科（生物）教諭と「英語で教科を教え
る効果を検証する」ために研究授業を実施した（注3）。こ
の授業は日本人の英語と生物の教諭が協働し、バイリン
ガル教育の先行研究をもとに、イマージョン教育の手法
で①生物の授業をした時にどのような効果が得られる
か、②実際の学校教育においてそれが可能か、というこ
とを検証するために実施した。授業内容は、アメリカで
使用されている高校生向けの生物のテキストを使用し、
テーマは「人種差別」である。授業の導入部は筆者が英
語で行い、生物の本論を理科（生物）の教諭が英語で行っ
たが、本授業では日本語は一切使用していない。

3.2　バイリンガル教育の先行研究から
　本授業を実施する際、指導案を作成する上で先行研究
とし参考にしたのが、バイリンガル教育研究の第1人者
であるジム・カミンズの研究である。以下には、これに関
しコリン・ベーカーが、カミンズの研究の主要な理論を
概説（ベーカー 1996）したものを引用し述べる。本研究
では、「学習におけるコンテストと学習者の認知的負担」
に注目し焦点をあてたが、まずカミンズ（Cummins1984a	
；ベーカー 1996）が区別した理論である、伝達言語能
力（BICS:	basic	 interpersonal	communicative	skills）、
学 力 言 語 能 力	（CALP:	cognitive/academic	 language	
proficiency）	（Cummins	1984b；ベーカー	1996）につい
て概説する。
　このBICSとCALPの違いにいて、氷山の図で表現さ
れる（図1）のように示す。ここでは、「水面上には理解
したり話すための言語機能があり、水面下には分析や統
合のための技能がある。水面上に出ている言語機能は発
音、語彙、文法といったものであり、水面下に潜んでい
るのは意味や創造活動に関わる、より深くとらえにくい
技能である」と説明する。生徒たちをの英語力の伸長を
考える場合、まずは水面上の発音、語彙、文法といった
言語言語能力の育成、いわゆるBICS的なものになる。筆
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者はアメリカでELLの授業を何度も参観したがここで
はさらにCALP的な認知・学術能力まで英語力を伸ばす
ことを目指していくようであった。
　またカミンズが唱える「発展的相互依存仮説」

（Cummins	1978；ベーカー 1996）であるが、ここでは以
下の仮説が述べられる。①子供の第二言語における能力
は、すでに第一言語で獲得している言語能力のレベルに
依存している。②第一言語が発達していればいるほど、
第二言語も発達しやすくなる。③第一言語が低い段階に
あると、バイリンガリズムの達成は難しくなる。ここで
問題とされている3つの視点は、いずれも第二言語の習
得における学習者の母語能力を問題にしている。
　さらにカミンズは（Cummins	1984a；ベーカー 1996）
で、子供に対するバイリンガリズム教育で「共有基底言
語能力」の重要性を述べた。これが意味することは「教
室のカリキュラムをこなす上で、子供の認知能力が十分
に発達していなければならい。この基底能力は第一言語
においても第二言語でも発達するが、両言語で発達する
こともある」ということである。これらの理論をもとに、
2つの座標軸が提唱されている（Cummins	1981b,	1983b,	
1984b；ベーカー	1996）。これによると、「高コンテクスト・
コミュニケーションとは、コミュニケーションにおいて、
かなりの助けが、特にボディーランゲージを通じて得ら
れる場合をいう（Argyle	1975；ベーカー	1996）。また低

コンテクスト・コミュニケーションでは、伝えられる意
味に対する手がかりがほとんどない。
　図2は、コンテクストとコミュニケーションの認知的
負担度に関する4象限の図であるが、ここで述べられて
いることが示唆することは、日本人の学習者に対し英語
で英語を指導をする場合に、どのような内容の教材を使
用し、指導計画をたて、実際の授業でそれを実行するか
ということが問題となる。
　模擬授業に参加した多くの生徒は公立中学校及び高校
で平均的英語の授業を受けてきた集団である。それゆえ、
彼らは図2の第1象限の高コンテクスト・コミュニケー
ションで、認知的負担の小さい場に相応すると考えられ
た。すなわち、まだ英語力や思考力など勉強に要する能
力が不足しているので、授業の英語を理解させるために
は、図、写真やボディー・ランゲージなどの視覚的情報
が必要となり、指導計画や方法が問題となった。
　他方において教室という英語の指導の場を考えるとそ
れは一般的に、図2の第4象限の低コンテクスト・コミュ
ニケーションの環境にあり、認知的負担の大きいところ
にあることがわかる。すなわち教室は、伝えられる意味
に対する手がかりがほとんどない場なのである。このよ
うに考えると、生物という認知的負担度の高い教科内容
を理解させるためには、上記の学習指導案を考える上で
このことが大きな問題となった。
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「イマージョン教育」学習指導案概要

東京都立I高等学校　指導：田嶋英治（英語）・大野智久（理科・生物）

1、対象	 都立I高等学校　（全日制　普通科　第1学年F組　41名）
2、使用教材	 米国高校生用教科書『Biology	Science	for	Life』より一部抜粋
3、指導項目	 The	Race	Concept	in	Biology（人種の生物学）
4、生徒の実態	 第1学年の生徒であるため、生物を高校で学習していない。普段の授業においては、静かに聴こ

うとする姿勢は見られるが、積極的な発言はほとんど見られず、受動的な生徒が多い。
	 本校の生徒は、たとえば生物の授業において、「差別」や「命」といった人権的、倫理的な内容に

感受性が高く、プリント学習などでも積極的な姿勢が見られる。本授業では、このような実態を
ふまえて、単に生物の内容を学問的に教えるだけでなく、人種差別という生徒の関心が高いと思
われるテーマを扱うことで、生徒の興味を引き出し、慣れない英語での一般教科指導への拒否感
を少なくするよう工夫した。

5、配当時間	 2時間　①日本語による本時間の概要　②（本時）英語による指導
6、目的	 日本人同士のティームティーチングにより、公立高校でのイマージョン教育の実施可能性を探

る。特にコンテント・ベーストな教材を使用し、英語で英語を教えることにより言語習得と教科
内容を理解することを目的とした。

7、本時の評価
　・英語での発問に対して、積極的に英語で答え、授業に意欲的に取り組むことができたか。
　・英語での発問に対して、筋道を立てて考え、自分なりの答えを導き、考察することができたか
　・人種差別が、生物学的に無意味であることの根拠を理解することができたか。
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3.3　英語で英語を行う授業の調査
　イマージョン教育の授業を通して、「英語で英語の授
業を受けた時」に、実際に学習者がどのよう感想を持っ

たか、アンケート調査を実施したが、その結果は以下の
とおりである。

授業アンケートの結果（選択式項目）

対象：都立I高校　1年F組　41名（うち有効回答数　37）

①	人数と割合（％）　上段：人数　下段（　）内：割合　
　
4.非常にそう思う　3.そう思う　2.あまりそう思わない　1.全然思わない

　 4 3 2 1

英語で一般教科を指導されると英語力が伸びる。 11（29.7） 21（56.8） 4（10.8） 1（		2.7）

英語だけでなく、日本語での解説も交えながらの方が効果的である。 17（45.9） 15（40.5） 4（10.8） 1（		2.7）

英語のみで行う授業を行うと、日本語ありの場合より集中できる。 8（21.6） 11（29.7） 10（27.0） 8（21.6）

導入部（田嶋担当）の授業内容に興味を持つことができた。 4（10.8） 27（73.0） 5（13.5） 1（		2.7）

導入部（田嶋担当）の授業内容を理解することができた。 12（32.4） 18（48.6） 5（13.5） 2（		5.4）

導入部（田嶋担当）の授業内容の設定は適切であった。 12（32.4） 22（59.5） 3（		8.1） 0（		0.0）

展開部（大野担当）の授業内容に興味を持つことができた。 12（32.4） 19（51.4） 3（		8.1） 3（		8.1）

展開部（大野担当）の授業内容を理解することができた。 7（18.9） 21（56.8） 7（18.9） 2（		5.4）

展開部（大野担当）の授業内容の設定は適切であった。 9（24.3） 24（64.9） 2（		5.4） 2（		5.4）

日本語での授業に比べて、多くの単語を覚えることができた。 8（21.6） 14（37.8） 8（21.6） 7（18.9）

このような授業を継続的に行えば、英語力はのびる。 10（27.0） 22（59.5） 5（13.5） 0（		0.0）

今後、継続的にこのような授業を受けてみたい。 13（35.1） 11（29.7） 7（18.9） 6（16.2）

－	81	－

（図1）（ベーカー 1996：p. 21に基づく） （図2）（ベーカー 1996：p. 168に基づく）
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3.4　学習者の自由記述アンケート
　英語で英語の授業を受けた後に、自由記述のアンケー
ト調査を行った。この記述回答は、英語で英語の授業を
行う場合に、どのような点に指導者が注意すべきか指針
なる。特に英語で英語を受けての、肯定的意見と否定的
意見があるので参考となる。

　［授業を受けた生徒の意見］
① 導入部（田嶋担当）についての、自由筆記アンケート
・もともと英語の授業を受けているので、聞きやすかっ
た。　・いつもの授業のときよりも話す速さが速かった。
あとは授業と変わらなかった。・音源を使っていてよかっ
た。　・早くてわからないところがあったけど、大事な
ところがわかりやすいと思った。　・導入部がわかりや
すかったから後が楽だった。　・知らない単語がところ
どころ出てきた。　・CDを使っていてよかった。　・単
語の訳などがあって、わかりやすかった。　・生徒も一
緒になって参加できていた。　・英語が早くてよく理解
できなかった・・・けど写真など使ったりしていてよかっ
た！　・動きを交えての授業でわかりやすかったです！	
・知っている単語をくみとりながら、なんとなく理解で
きたと思う。　・わかりやすかった。スクリーンなどの
説明が。　・単語がけっこう覚えられたし、英文の解説
の流れがよくわかった。
　

（分析結果）　以上の調査分析から、単に口頭で授業内容
を講義するのではなく、事前に講義に関連する語彙を学
習させるのも認知的負担を減らすのに役立つ。英語で英
語の授業を行う場合の生徒の理解度を深めるためには、
発話の速度及び視覚的な教材を指導者がジェスチャーな
どを交え授業を行うことにより理解度を深めることが
できる。特に生徒が既習済みの単語や、すでに知ってい
る単語を多用し理解を深め、専門用語の多様でなく難易
度の高い単語をより易しい言い換えをすることなどによ
り、理解させることが重要であることが明確となった。

② 展開部（大野担当）についての、自由筆記アンケート
・簡単な単語を使って説明してくれたのでわかりやす
かった。　・モニターがあったから、少しは何を言って
いるのかわかった。　・図をたくさん用意してくれた
のでわかりやすかった。　・おもしろかった。単語とか
英文がわかりやすかった。　・わかりやすい英語でよ
かったが、もう少しゆっくり授業を受けたかったです。	
・早口すぎで聞き取れなかった。内容は興味深かったで
す。もっと深くまでやりたいと思いました。　・ゆっく
り話していたので聞き取りやすかった。　・しゃべる速

度や単語がちょうどよいレベルだった。体を動かした
り、大きな声を出したり、あきなくてわかりやすかった。	
・図などを用いて、とてもわかりやすかった。聞き取り
やすかった。　・英語で授業されても英語力のない人に
とっては難しかったと思う。しかも題材がとても難しい
ことなので、なおさら理解に苦しんだ。

（分析結果）　英語で英語の指導には、かなり好意的な意
見が見られた。しかしその一方で、やはり英語力のない
生徒の見逃せない重要な意見があった。英語で英語を教
える際、集団授業の中で英語の学力レベルの差がある場
合に、多様な個に対応した授業を行うためには、より一
層指導計画や実際の指導が重要となることが明確になっ
た。学習者の英語力や認知面も十分考慮し、指導内容に
より日本語でしっかり教えることも大切である事がわ
かった。

③ 授業全体についてに、自由筆記アンケート
・英語で授業ができるようになるのはよいと思った。　	
・勉強になったけど、わからない単語が多すぎるため途
中で飽きてしまい、集中できたとはいえない。　・あま
りついていけなかったけど、こういう授業もいいと思っ
た。　・今後も、このような機会があるなら、受けてみた
い。　・いつもより集中して話が聞けた。聞き逃すとす
ぐわからなくなってしまうから大変だった。自分でもわ
かるような単語で説明してくれたのでわかることができ
た。英語と生物が学べたのでよかった。　・英語ばかり
で絶対わからないと思っていたけど、わからない単語の
紙も配ってくれたので理解することができたし、なんだ
か楽しかったです。　・最後に内容を詰め込みすぎてい
て、ついていけなくなった。　・単語の日本語訳のプリ
ントはとても役にたった。　・英語力が上がると思う。	
・もうちょっと長く授業を行うか、もうちょっと学ぶ単
元（？）を短くしたほうがあせらなくてすんだんじゃな
いかと思う。全体的には楽しかったし、良い経験になっ
たと思います。　・全部はわからなかったけど、ある程
度話がわかったし、あまり受けない内容なのでよかった。
　・リスニングの点数は上がるような気がする。　・日
本語よりも集中できた。　・普通の授業よりおもしろかっ
た。　・色々興味を持つことができました。　・英語で一
般教科をやるのは新鮮でよいと思いました。少しでも聞
き逃すと内容がわからなくなるので集中しなければいけ
ないと思いました。　・とてもよい経験になったと思う。	
・わからない単語を調べている間にどんどん話が進んで
いくのがかなしかった。　・人種差別をしてはいけない
ということを改めて感じました。　・差別はもうしてほ
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しくないし、する理由もないと思った。人類はみんな平
等だということを論理的に主張すべきだと思った。　・
集中してできた。とても興味深い授業内容だった。　・
もっと身近な話題だったらもっと為になるのではないか
と思った。　・大事なところなどは日本語の解説を入れ
てほしいです。
　

（分析結果）　内容を盛りだくさんにせず、学習者の認知
的負担を減少させることが非常に重要である。指導内容
に関する問題としては、Content‐Based	Instruction	の
重要性が再認識できた。英語のあまり得意でない生徒に
とっては、日本語をどの程度介在させるか、どの部分を
日本語で教えるかが問題となることが明確になった。

3.5　授業観察者のアンケート
　本実験授業には多数の英語教育の指導者及び理科教育
の指導者に参観していただいた。ここでのアンケートで
は学習者からのアンケート以上の貴重な意見が得られた。
参加者の自由筆記アンケート（一部抜粋・下線部筆者）

●様々な写真や図表等、Power	Pointを使用するによっ
て、より具体的に例を交えて説明を行っているので、大
変すばらしいと思いました。英語も少し難しい単語にな
ると何度もパラフレイズして、できるだけわかりやすく
伝えるようにという姿勢に感心いたしました。英語力の
向上のうえでは、こういった形の授業プラス、もっと英
語をしっかりした形で学ぶ時間も大切なのではないかと
思っています。そのあたりのバランスが重要ですが、難
しい面もあると思います。
●今まで私立のイマージョン教育導入校の見学をしてき
たのですが、そのときに感じた「違和感」を全くといっ
ていいほど感じませんでした。とても現実的な実験授業
だったと思います。他の教科での導入実験も期待してい
ます。
●人権、人種差別の問題を生物学的な視点から考えさ
せるという内容に興味を持ち参加させていただきまし
たが、とても納得のいく形で“Is	racial	discrimination	
right	 from	a	scientific	point	of	view?”という問いに答
えが出ていたと思います。授業の流れの中で、まず導入
がすばらしいと思いました。実際に差別されて理不尽さ
を実感させるのがいいと思いました。また、タイガー・
ウッズ、アメリカ大統領選挙など、身近な話題、キング
牧師の歴史的スピーチと豊富な材料がありました。一回
の授業で紹介するにはもったいない位だと思いました。
理系よりの生徒も文系好みの生徒も、どちらにも対応す
るものだったと思います。

●内容がいかに重要かということを認識できた。
●今回の授業でいうと、テーマ（コンテント）の設定が
ポイントだと思います。人種問題（差別）への興味も強
いと思いますが、遺伝の内容でも血液型、アルデヒド分
解酵素、耳あか・・・ヒトの遺伝に対する興味は生徒にとっ
て大変強いので、題材に使えそうだと思いました。
●今、高校の英語の授業で使われているテキストの内容
は社会的、科学的なものも含めて、生徒の関心を引くも
のが多いように思います（生物関係でいえば環境問題な
ど）。ならば、現在のテキストを使っていても、それを発
展させれば（例えばディスカッションさせるとか）、つま
り、テキストを和訳するだけでなく、インタラクティブ
な内容にすることでイマージョン教育になるのでしょう
か？もちろん部分的なものでしょうが、イマージョン教
育につながるものがあるような気がします。
●言語学習と内容理解との2つの観点のバランスが難し
くなるのかと思いました。日本人2人のT・Tという点で、
メリット・デメリットの問題も考える必要があると思い
ました。
●今回の授業では、通常の英語授業の大きな弱点であっ
た英語によって何をどう伝えるか、受け取るかが非常に
巧みに追求されていたと思います。さらに同様の活動を
継続してほしいと思います。ビデオ撮影をして他の人に
も見せたいと思いました。イマージョン授業をDVD化
し、同時に内容を文章化したものが作成されると、直接
その授業に参加できない者にも、自学自習ができて有効
かなと思いました。
●都立高校でここまでのイマージョンができるのに驚き
ましたが、かなり田嶋先生、大野先生の個人的な力によ
るところが大きいだろうと思いました。でも少しずつで
もこういう動きが広がっていくと、いい方向にむかうの
かなと感じました。
●なんとなくでも分かる部分が多くあり、英語力のない
私でも50分しっかりと耳を傾けられました。理由は、や
はり背景知識と関心のあるテーマだと実感しました。
●今まで様々なイマージョンを見て、時に不安だったり、
また感動だったりを覚えてきた。しかしまたそれと同時
に学校全体にある「特別感」が否めなかった。それが今
回この様な形の授業を見させていただいて、イマージョ
ンが身近なものとして理解できるようになってきた。ま
たディスカッションにおいて「モデル1かモデル2か」と
いう点では、生徒の集中力の面から、強く今回のモデル
を推したいと感じた。
●うちの高校の生徒は、I高校の生徒さんよりも学力的
にはかなり厳しい人たちなので、実行可能かどうかは未
知数ですが、「興味・関心のあるテーマで」などポイント
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が議論されていたように、準備次第で本校でも実行可能
ではないかと気持ちを明るくさせていただきました。
●コンクルージョンで生徒たちが正解することがありま
せんでしたが、生徒たちの授業への集中力は維持されて
いたと見受けられました。英語の教員の視点からみると、
どうしても生徒の言語活動のようなものを取り入れたく
なってきます。時間的に1時間では無理ですが、この授
業でinputした内容を3〜 4人のグループで全体にプレ
ゼンテーションさせるのはどうでしょうか。最後にout	
putの活動があることを知っていれば授業への集中も、
もっと増すと思いますし、プレゼンの工夫を考えさせれ
ば活気のある授業になるのではないかと思いました。

3.6　自由アンケート結果分析
3.6.1 Content‐Based Instructionの重要性と
 授業に関する興味、関心の喚起
　本授業の後に、研究協議会を開催したが、多くの意見
としてContent-Based	Instructionが述べられ、その重要
性が分析できた。そこでの取り上げられた問題としては、
イマージョン教育を実施する際に特に重要となるのは、

「授業に対する興味や関心」ということである。授業に対
する興味関心は、イマージョン教育の授業に限らず、ど
の授業にも必要となることである。しかしながら「英語
で英語を教えること」を目指す場合、特にこの視点は重
要であると思われる。本授業では「人種差別問題につい
て、生物学的視点から考える」授業を行ったが、生徒た
ちには興味のあるテーマで、何とか理解しようという姿
勢が見られた。このことが意味することは、実際の授業
での教師の指導方法ばかりでなく、どのような言語材料
を使用し授業を行うかが重要なポイントとなることを意
味している。	特にこれは「英語で英語の指導の際の自
主教材作成」には大切な視点となることが明確になった。
	本授業では授業に興味・関心を持たせるために、授業の
冒頭部分で差別を体感させ、差別がどのようなものか考
えさせた。「英語で英語の授業」を機能させるためには、
学習者の背景知識を活用することも大事な要素となる。
これはトップ・ダウン処理的な英語の指導とも関わって
くる。アメリカが多民族社会の国家であることを再認識
させるためにアメリカ大統領のオバマやゴルファーのタ
イガーウッズや、先祖がもともとは移民であるハリウッ
ドスターのキアヌリーブスななどを紹介し、背景知識を
膨らませ、テーマに関する興味、関心を喚起した。授業
の展開部分では「人種差別は科学的に正しいのか」とい
う疑問を投げかけ、生徒の興味、関心を引き出すことを
試みた。先の生徒のアンケート分析する限り、多くの生
徒がこのテーマに興味を持ってくれたことがわかる。「イ

マージョン教育」授業を通し、「英語で英語で教える」際
には前提条件として、教材の選択とその指導方法が大き
な鍵となることが分析できた。

3.6.2 英語で英語を教える
 〜英語の習得と英語で教科内容を理解する〜
　近年は、特別な目的で専門分野の英語を教育する必要
性が増え、English	Specific	Purposes（ESP）などの教育
の重要性も強調されている。医療や看護における英語教
育などもこれにあたる。イマージョン教育の目標は、先
にも述べた「言語習得」と「一般教科の習得」をすること
である。この意味でもESPなどの教育も今後さらに重要
性を増すことは必至である。ここで重要となるのは、学
習者をただ英語に浸すのではなく、教科の内容を理解さ
せることが必要であるが、ひいてはこれが英語力の伸長
にもつながっていく。
　協働の授業で展開部を担当した理科（生物）教諭も本
授業の授業者として以下のように分析する（注4）。本授業
では生物の教科内容を扱った部分では、「コンテクス度
を高めるために、講義だけの部分を作らず、3つの図の
解説形式をとった」。その理由は多少講義の内容が理解
できなくても、図表から推測することで、生徒の理解度
を高める工夫をした。生徒のアンケートでは必ずしもう
まくいったということは言えないが、このように図表を
利用することによって純粋に英語だけで講義する授業を
するよりも、生徒の理解度を深めることが期待できた。
つまり認知レベルが高く、コンテクスト度も低い状態よ
りは、「図表を使用し理解しやすくなった」という意見も
あり、指導計画が機能したことが証明された。このこと
はバイリンガル教育の先行研究の理論が大きく寄与して
いる。アンケートから分析からもわかるように、授業者
が、平易な英語を使用することを心がけたこともあり、
授業を全く理解できず脱落した生徒がいなかった。生徒
の授業の理解度は英語力よりもむしろ、教科内容の難し
さであったかもしれない。以上は英語で英語で教科内容
を教えた授業者の貴重な意見である。

おわりに
　
　本論文ではイマージョン教育の実験授業を通して、新
学習指導要領の「授業は英語で教えることを基本とする」
について研究した。本論の目的でもある、「英語で英語を
教える時には何に配慮すべきか」という点に関して、生
徒アンケートの結果を見ても、様々な意見がある。「英語
で一般教科を受けるとのびる」と答えながらも、「英語だ
けでは無理がある」と考えていて「日本語による解説が
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あったほうがよい」と考えていることが示されている。
しかし、必ずしも「すべて英語」という授業形態そのも
のに強い拒否感を示しているようには思われない。
　また生徒の意見にもあるように、「このような授業を
継続的に行えば英語力はのびる」とかなりの生徒が答え
ており、このような授業形態の持つ可能性に期待してい
る部分が見える。つまり、生徒たちは英語に「浸される」
機会にとぼしいので、そうすることで自分たちがのびて
いけるかもしれない可能性を感じていると思われる。「継
続的にこのような授業を受けてみたい」と6割以上が回
答している。その際には、「学習におけるコンテクストと
学習者の認知的負担」に配慮した英語教育が望まれる。

注

（注1）2012年8月20日の読売新聞、所載記事。「交換留学
生余る枠　協力校急増　届かぬ英語力」の中におけ
る、松本茂（立教大学）のコメント。

（注2）2012年6月30日	読売新聞、所載記事。教育ルネッ
サンス「英語で英語を教える」で、鳥飼玖美子（立教
大学）が「コミュニケーションするなら文法力は必
須」とコメント。

（注3）本論文は筆者（英語）と大野智久（理科・生物）が
協働で行った「イマージョン教育」の実験授業とシ
ンポジウムに基づいている。ここでの指導案等の概
要は田嶋英治．2008「都立高校におけるイマージョ
ン教育の可能性を探る」『英語教育　2008年夏号　
pp.	18-20』三省堂を参照。

	 　なお指導案の作成と授業、アンケート調査と分析
は同協働授業者に協力を得た。

（注4）本研究授業は理科（生物）の大野智久教諭との協
働で授業計画段階から多くのディスカションを重ね
た。英語が専門でない教師の、本授業に関する授業
後の分析は貴重である。
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