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2015年 9月 18日 

現代教育研究所 英語教育グループ 2015年度報告書 

 

１． 研究グループの目的 

小・中・高・大を通じて、本学内外の外国語としての英語教育に関わる今日的かつ実践的な課題

についての研究活動を行うと共に、英語教育に関わる各種情報の収集・発信を行う。 

 

２． 研究内容・方法 

１）創造的で生き生きとした授業実践を目指す以下のような研究活動を行う。 

・英語教員並びに英語教員志望者の資質向上の推進を目指した外部講師等による講演会、研修会 

・授業研究等を通した、プレゼンテーション、ディベート、アクティブラーニングなどの英語教

育での実践方法 

・小学校における外国語指導・活動と、それ以降の英語教育との関連など、日本人の生涯を通し

た英語学習のすすめ 

２） 小学校から大学を含めた、効果的な「外国語としての英語学習法」についての提案 

３） ホームページ、Facebook等の活用による、上記 1と 2の研究成果並びに各種情報の受信・発

信 

 

３．2015年度の活動計画 

１）小学校で英語指導者を志す大学生用のテキスト（バインダー綴）を作成し、2015年 

度からの使用を目指す。 

２）本学の大学における一般教育としての英語教育の質向上に関する提案を行う。 

３）英語学習者の動機を高めることのできる小中高大連携の activity集を作成する。 

 

４．2015年度の活動報告 

１） 活動の概要 

・ 小学校の英語指導者向けの大学生用のテキスト（バインダー綴）の第 1版を作成し、今年度

前期に初等教育学科の専門科目「小学校英語活動指導法」で利用した。 

・ 小学校英語活動で必要とされる語彙リストを作成する目的で、子供向けの英語のコースブッ

クであるWe can! (McGraw-Hill Education刊) のコーパスリスト作成を進めている。 

・ 6月 27日 (土)に、公開講座「昭和女子大学 現代教育研究所 英語教育セミナー 2015」を

開催し、100名の参加者を得た。 
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２） 活動の詳細 

No. 日程 参加者 内容 

１ 12/12 (金) 14:50-16:20 金子・國分・髙味 
英語教育研究グループの活動方針・内

容について 

２ 2/12 (木)  11:00-11:30 金子・國分・髙味 
小学校英語指導法のテキスト作成に

ついて ① 

３ 3/4  (水)  11:30-13:00 金子・國分・髙味 
小学校英語指導法のテキスト作成に

ついて ② 

４ 4/5  (日)  14:00 16:00 
金子・國分・髙味・ 

大橋・飯牟禮 

顔合わせ・英語教育研究グループの活

動方針・内容の確認 

５ 6/2  (火)  9:30-10:30 金子・國分・髙味 

・公開講座の準備詳細について 

・小学校英語指導法のテキスト作成 

について ③ 

・小学校英語教材のコーパス作成につ

いて（提案）① 

６ 6/27  (土)  16:15-17:45 
金子・國分・髙味・ 

大橋・飯牟禮 

・公開講座実施のまとめ 

・小学校英語教材のコーパス作成に 

ついて ② 

７ 7/21  (火)  9:30-10:30 金子・國分・髙味 

・小学校英語指導法のテキスト作成 

について ④ 

・小中高大連携の activity集の作成 

  について（提案）① 

・前期のまとめ 

８  8/4  (火)  18:00-19:30 
金子・國分・髙味・ 

大橋・飯牟禮 

・小学校英語教材のコーパス作成に 

ついて ③ 

・小中高大連携の activity集の作成 

  について ② 

 

５．「昭和女子大学 現代教育研究所 英語教育セミナー 2015 (公開講座) 」の報告 

 １）タイトル：「動機付けを高める英語指導－理論と実践例」 

 ２）日時：平成 27年 6月 27日（土）13:20 – 16:00 

３）場所：昭和女子大学 オーロラホール 

４）参加者： 約 100名 

５）プログラム： 

① 13:20 – 14:40  講演 I：Motivation and L2 Learning（使用言語：英語） 

（Rod Ellis氏 University of Auckland教授）  

② 14:40 – 15:05    Coffee Break 
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③ 15:05 – 16:00  講演Ⅱ:グローバル人材育成に対応し、動機付けを高める英語教育 

－アジア学生交流を通じて（使用言語：日本語） 

                      （関昭典氏 東京経済大学 准教授） 

６）講演内容 

    “Motivation and L2 Learning” Dr. Rod Ellis 

          Motivation is a complex construct that includes (1) the reasons a learner has for 

needing or wanting to learn an L2 (i.e. motivational orientation), (2) the effort a learner 

makes to learn the L2, the learner’s persistence with the learning task and the impact 

immediate context has on these (i.e. behavioral motivation), and (3) the effect that the 

learner’s evaluation of his/her progress has on subsequent learning behavior (i.e. 

attributional motivation). 

Dr. Ellis provided an overview of how motivation has been theorized and   

     investigated in second language acquisition research (SLA). SLA research on   

     motivation has gone through a number of phases (Dornyei, 2005) but currently  

     emphasizes  the dynamic nature of m otivation and how motivation is    

     ‘constructed’ moment-by-moment through interaction. The talk concluded by   

     examining the strategies that teachers can use to help motivate their    

     students. 

 

     “グローバル人材育成に対応し、動機付けを高める英語教育 

                      －アジア学生交流を通じて－”  関昭典氏 

      ご講演では、まず、学習者の英語学習動機づけを意識して高校、短期大学、大学で   

   取り組んで来られた関先生ご自身の教育実践を総括しての報告があった。その上 

     で、近年グローバル人材育成を視野に入れ取り組んでいるアジア学生交流活動に 

   含まれる動機づけアプローチについて、具体的な紹介があった。 

講師がその代表理事をされている、アジア教育交流研究機構（Asia Association of   

     Education & Exchange）作成の「グローバル人材育成教育Can-doリスト」(2009) 

     に基づいて、１．他者に対する考え方の構築、２．諸問題についての知識の習得、 

   ３．問題解決へのアプローチ法の理解、４．問題への認識、意見、対応作の考察、 

     ５．多文化社会での他者との交流実践、６．まとめ、の６つのサイクルを通して、 

     国、地域、文化の違いを超えて、私たちが共通して抱えるさまざまな問題に、他 

   者とコミュニケーションをとりながら対処していくこと、そのための発想と行動   

     力、多文化への寛容性を持つことが英語学習への大きな動機付けともなることを説 

     かれた。 

 

７）参加者からのコメント： 

  ① 第二言語習得で世界的に有名なRod Ellis氏のセミナーに参加しました。第二言語 習得に深く関わる様々な項   

目の中から特に“motivation（動機づけ）”に焦点を当て、その理論から実践例に至るまで、詳しい説明がありま 



90 

 

した。私は、今学期「第二言 語習得」という授業を取っており、そこで学んだことが講義の中で登場し、思わ 

ず頷きながら聴き入っていました。難解な専門用語も多くお話の内容すべてを理解できませんでしたが、今後の 

英語学習には勿論のこと、来年度の卒論にも役立ちそうな非常に有益な講演でした。           

（英語コミュニケーション学科 K. M.） 

② 「日本の英語教育に関して 6年間英語を学んでも基本的な英語コミュニケーションもできない学生を大量に産出していること

に罪の意識を持つ。」という関昭典氏の「罪」という言葉に、自分の 6年で培った英語力とこれから教師として小学校で教えて

いくことへの責任を突きつけられ、胸にささる思いがしました。 

   関氏は学生に感動しやすいような状況をつくることを心がけ、効力感、自律感、関係性を重視し学生の興味や関心をチャンス

に繋げる場所の提供をしたりプログラムを企画したりしています。異文化理解には自分が今まで当たり前だと思っていた考え

方の違いに最初は不安や不快を感じ抵抗することが最初の一歩。それを少しずつ受容し、適応することまでもすることができ

たら文化学習は十分になされたと言えるとのことでした。 

教師の目指すべき像や海外へ行った時の価値観の違いに触れたことなど自分の考えや経験していたこと熱意をもってお話し

て下さり、私自身のこれからに対する良い刺激をもらいました。私は英語でコミュニケーションをとる喜びや楽しさを教え、

国を越えて価値観の違いを受け入れる寛容さを学校の授業を通して子どもたちに身につけさせたいと思います。その子どもの

可能性を広げる1人であることに責任をもって何か少しでも子どもたちにチャンスや感動を与えられるような教師を目指した

いと強く思いました。（初等教育学科 C.T.） 

  

 

 

 

 

 

６．2015年度 研究メンバー   

昭和女子大学 所員  金子 朝子    國分 有穗    髙味 み鈴 

研究員 大橋 由紀子    飯牟禮 光里  

  


